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煩悩）を心配されているので

ある。肉体を頼みにして老病

とお勧めなのである。

もし無明煩悩だけだとこの

うと決め、どういう道を通る

ではない。心が買い物に行こ

ても体がかってに出かけるの

もいない。買い物にいくにし

けの人もなければ心だけの人

から成り立っている。肉体だ

人間は肉体と精神、体と心

康を願い、それがかなうこと

うに」など、肉体の安全や健

ぬときにころっと死にますよ

事故に遭いませんように」
「死

らないように」とか「災害や

すように 」「悪い病気にかか

ように」とか「病気が治りま

に」「商売がうまくいきます

まう。「食うに困らないよう

おくのひとびとのしにあいて

に「こぞことし、老少男女お

かれたことに対して、お手紙

変で多くの人が亡くなってい

親鸞聖人在世の頃、天災地

られる。

様は私たちの心を心配してお

肉体の上のことを心配し、仏

れるのである。私たち凡夫は

題にされ、それを案じておら

になる迷いの心（無明）を問

もっと云えば苦悩や不安の本

が、主たる心（無明煩悩）だ

も別れていかねばならない

地からも離れ、自分の体から

も友人からも、家や財産や土

亡くなるときは、家族から

り返すことを心配なされるか

いう、いわゆる生死流転を繰

を受けていかねばならないと

身を感じ、それに執着して苦

れがまた形（身）をつかんで

の無明煩悩の心は相続し、そ

この世での肉体の死の後もこ

死を煩い悩み、不安に思う心。 世だけが苦しいのではない、

のか、何を買えばいいのか、

が仏の救いのように思うこと

候うらんことこそ、あわれに

仏 の 願 いはどこに

どの店に行けばいいのかなど

が多い。

体は心である。私の人生を作

て、心である。私の人生の主

じたりするのも体ではなく

り、幸福を感じたり不幸を感

楽しんだり、泣いたり笑った

を欲し、何を選び、悩んだり

いえば、心が主といえる。何

と心のどちらが主であるかと

心であるといっていい。肉体

活、あるいは私の人生の主は

行っている。であれば私の生

行動も言葉も心が本になって

行動の主は心である。肉体の

ミダ）が心配されているのは、 だけで生き、この世の人生を

死ぬことであるが、仏様（ア

私の肉体が老い、病となり、

私たち凡夫が心配するのは

ることは自然の法則である。

は草木も、星々もすべて滅す

も同じである。生まれたもの

の道理であって、馬も羊も虫

できなくなる。老病死は自然

あってもついには食うことも

に困らないような経済状態で

の道理である。どれほど食う

なり、死んでいくことは自然

けれども肉体が老い、病と

ない、無明煩悩という迷い心

病死を心配されているのでは

じられているのは、肉体の老

仏様が心配なさり聖人が案

仰せられている。

何も驚くべきことではないと

らずそうろう」と申されて、

は、おどろきおぼしめすべか

せおわしましてそうろううえ

り、くわしく如来のときおか

「ただし、生死無常のことわ

まことの清浄な仏たらしめた

無明の迷い心を断ち切って、

でに無明の表れである。その

りを問題にしていることがす

凡夫が肉体の上のことばか

る。

していくと聖賢は申されてい

らである。

を心が考えるのである。体の

り上げてきた一番の本は心で

老いでも病いでも死でもな

終わっていくことを案じられ

＊

い）だけで生きるのを心配さ

る。

（了）

たいのが仏の願いなのであ

い、生死流転の苦を離れしめ

そうらえ」と同悲されながら、 けは意識の連続体として相続

あると言える。

それに深く執着して、悩み苦

れ早く弥陀の本願に帰すべし

い。身体を私自身と思いこみ、 ているのである。無明（まよ
のに、仏のお助けをとかく肉

しみの絶えない迷い心（無明

ところが仏の救いを考える
体の上で受け取ろうとしてし

の心がないと見られ、それゆ

出 来 る よ う な 清 浄真 実

浄土に生まれることが

法蔵菩薩が、衆生には

Ｄ 「 念 仏 往 生 の 願 は、

こ と な の で し ょ うか 」

と い う の は 、 ど うい う

を聞いても、その御慈悲が分

のです」
Ｆ 「阿弥陀仏の丸助けの仰せ

があるから弥陀をたのまない

わば自分の力をたのむ慢心

何とかなるという自己信頼い

からまだ何とかすれば自分は

ることが知られていない。だ

行）にしてしまう。意識的あ

り、念仏を人間の側の行（修

くださるという風に受け取

人が多かったのです。お念仏

聞いていてもそう受け取った

当時も、法然聖人から教えを

Ｄ 「ええそうです。法然聖人

しまうのですね」

真宗問答 （ 三十三）
三十三 ）
真宗問答（
信心へと導きたもう方便の願

え衆生が浄土に生まれる因を

からないのですね」

を称えたら阿弥陀様は助けて

と聖人は見られました。次に

すべて法蔵菩薩の修行によっ

でなければ、わたしは決して

たしとげさせましょう。そう

うなら、その願いをきっと果

わたしの国に生まれたいと願

で、心からその功徳をもって

る名号を称えることを積ん

し、さまざまな功徳の本であ

いて、この国に思いをめぐら

べての人々がわたしの名を聞

て建てられた願とお聞きして

の信心に入れしめようとされ

人たちをなお見捨てず、他力

に閉じられている、そういう

いただけず、自分の思いの中

って、十八願の広大なお心を

が聞いてもなお自力の心があ

誓願ですが、この願を私たち

切衆生を平等に救済したもう

第十八願の念仏往生の願が一

Ｄ 「それは、真実の願である

の願であるといわれていま

としてもうけられたお手だて

願の他力信心に入らしめたい

起こされた方便の願で、十八

生を救いたいという慈悲より

Ｄ 「これも阿弥陀仏の一切衆

大な大慈大悲ですが、そうい

下さったのです。それほど広

るばかり必ず助ける〉と仰せ

というお心を〈我が名を称え

要はない。まるまる助ける〉

Ｄ 「ええ、〈汝の心の有様に

のですね」

てもそのお心をいただけない

Ｆ 「この念仏往生の願を聞い

それが念仏往生の願です」

不取正覚ーーー我が名を称え

ために、〈乃至十念若不生者

思し召しを私たちに知らせる

る〉と仰せられる絶対救済の

ちに〈そのまままるまる助け

とされるのです。そして私た

をまるまる摂取して助けよう

が響かないのです」

力を信じている人には、それ

は何とかなるという自分の能

です。ですが、まだまだ自分

一つ残された、驚くべき救い

ないような者にとってはただ

て無窮の闇に堕ちていくしか

助かる道がまったくなくなっ

生せしめる）とのお誓いは、

名を称えるばかりで浄土に往

十念若不生者不取正覚（我が

る〉と私たちに誓われました。 け取ってしまうのです。乃至

Ｆ 「なぜお手立てなのですか」 るばかりで浄土に往生せしめ

す」

う丸助けのお心を素直にいた

Ｆ 「それだから〈称えるばか

見限っていないときはそう受

取ってしまう。自分の能力を

かは助かる〉という風に受け

ばいい 〉〈称えていけばいつ

うと 、〈念仏を称えさえすれ

聞いて、どう受け取るかとい

称えよ〉との念仏往生の願を

Ｄ 「ええ、それで〈我が名を

慢心が強いからたいていは自

Ｄ 「そこなんです。人間は

しょうか」

まう人はもう救いは無いので

間の側の修行のようにしてし

大悲のお心が受け取れず、人

し召しを自力慢の心ゆえ、

Ｆ 「第十八願の念仏往生の思

力の中の自力というのです」

称える心は自力ですから、他

称える念仏は他力であるが、

のですね」
Ｄ 「ええそうです。それは、

の念仏になってしまっている

でいない念仏は自ずから自力

Ｆ 「阿弥陀仏の本願をたのん

す」

＊

事実はそうなってしまうので

う〉と意識していなくても、

Ｄ 「自分では〈称えて助かろ

Ｆ 「無意識的にというのは」

るいは無意識的に」

さとりを開きません。

ます」

だかないのは、私たちの方が

りで阿弥陀様は助けてくださ

力の心で念仏を受け取ってし

＊

Ｆ 「十九願は、さまざまな善

このまま阿弥陀仏に全面的に

るのだ、じゃあお念仏を称え

まうことを阿弥陀仏はすでに

て完成し、それでもって衆生

二十願ですが、これはどのよ

第二十願 その一
第二十願その
その 一
（第二十願文）
たとい 我 、 仏 を 得 んに、
んに 、 十
たとい我
衆生 、 我 が 名号を
名号 を 聞 きて、
きて 、 うな願ですか」
方 の 衆生、

根を修して浄土に往生しよう

＊
Ｆ 「第十八の念仏往生の願が

引き受けていただかねばなら

ていけばよい〉と受け取って

か

とする自力の者も見捨てず、

真実の願で、この願を聞いて

ないほどの破綻した人間であ

けて 、 もろも
念 を 我 が 国 に 係 けて、

真実の信心に誘い入れようと

も、その真意をいただけない

＊

つい

わたしが仏になるとき、す

（現代語訳）

らじ 。
覚 を 取 らじ。

欲 わんに、
わんに、 果遂せずんば
果遂せずんば、
せずんば、 正

おも

ろの
徳本 を 植 えて
ろの徳本
徳本を
えて、
、心を至し
回向 して我
回向して
して我 が 国 に 生 まれんと

う

したまう願で、これは真実の

うに、未来に収穫（功徳）を

んぼに苗を一株一株植えるよ

Ｄ 「例えば米を得るために田

せ）の本である阿弥陀仏の名

のはもろもろの功徳（しあわ

称えることです。徳本という

この名号を植えるようにして

を〈称えて助かろう〉とし、

も、善や功徳の本である名号

のは、念仏往生の願を聞いて

の徳本を植えて〉といわれる

ことです。そして〈もろもろ

いと浄土に思いをかけていく

とは日頃から浄土に生まれた

う。〈念を我が国に系けて〉

を聞いてということでしょ

のは念仏往生の名号のいわれ

〈我が名号を聞きて〉とある

Ｆ 「では二十願の願文を説明

＊

それが第二十願です。如来の

を建ててくださったのです。

と帰入させてやろうとの誓い

に導きついには真実の信心へ

いう者もどこまでも見捨てず

知っていてくださって、そう

たいという大悲がこの二十願

は真実の信心にあずからしめ

るのです。ただしかし、こう

とがいただけないからそうな

れるばかりである〉というこ

Ｄ 「ええ、〈弥陀にたすけら

のですね」

ていただく縁にしようとする

それでもって阿弥陀仏に助け

自分の側の行いを当てにし、

全面的な救いを信じられず、

Ｆ 「ということは阿弥陀様の

です」

行う修行のようにしているの

とです。これは念仏を自分の

れさせていただこうと励むこ

行の功績でもって浄土に生ま

ことです。自分の修する念仏

Ｄ 「まず十方衆生に喚びかけ、 ら浄土に振り向けようとする

をしてください」

です。その思し召しが〈果遂

Ｆ 「植えるように称えるとは」 いう者をも見捨てず、ついに

号のことです」

せずんば、正覚を取らじ〉と

己の称える念仏の功徳を心か

です。浄土に生まれるために

うと願って念仏を称えること

しながら称えていく姿です」

す。称えた結果を将来に期待

を称えていこうとすることで

かるために現在において念仏

かにしようとすると自分の心

さを知らされます。心を浄ら

ると返って自分の利己心の深

き方を止めようとこころがけ

知られてきます。利己的な生

ると嘘をついてしまう自分が

ます。嘘をつくまいと努力す

と行えない自分が知られてき

い真面目に善を行おうとする

つかってしまいます。だいた

当には出来ないという壁にぶ

結果、善行も徳行もとても本

救いにあずかろうとして行く

はいろいろな善や行を為して

への誓いですが、十九願の道

まざまな善根や功徳を行う者

Ｄ 「十九願は人間の側からさ

いを教えてください」

ね。では十九願と二十願の違

深い慈悲がこもっています

たが、二十願にも阿弥陀仏の

悲のお手立てが及んでいまし

いと願う者にも阿弥陀仏の慈

土に生まれさせていただきた

根を積んで、それによって浄

国に生まれんと欲わん〉とは」
＊
Ｄ 「まじめに浄土に生まれよ
Ｆ 「十九願ではさまざまな善

Ｆ 「〈心を至し回向して我が

のひどさが見えてきます。こ

薩様のお誓いなのです」

ら仏には成らないとの法蔵菩

かない、そうできないような

ることを果たし遂げずにはお

八願の真実信心の領域へと至

て下さっているのでした」

全て引き受ける〉と喚びかけ

称えよ、助ける仕事は弥陀が

いう者に、すでに〈我が名を

こういう救いなき人間、そう

仏はそれをすでにみこして、

ではないでしょうか。阿弥陀

の限界にぶつかってしまうの

っていいほど、こういう人間

て生きようとすると必ずとい

とか、真実に生きたいと願っ

を高めたいとか、救われたい

て、古今東西、真面目に自分

決して特殊なことではなく

ったのです。そういう状態は

によっては救いを見出せなか

修しても、自分の力での修行

そういういろいろな善き行を

Ｄ 「そうなんです。聖人は、

ね」

九願の道であったといえます

そうすると天台宗の修行は十

況にぶつかられたのですね。

がたき身であるという自己状

れた結果、いずれの行も及び

して浄土に生まれる道を進ま

するとか、禅定を修するとか

律を守るとか仏教教理を研修

で天台宗の修行僧として、戒

Ｆ 「親鸞聖人は若い頃比叡山

る願でもあります」

性の愚悪さを知らせてくださ

てきます。十九願は人間の本

すね」
Ｄ 「そうなんです」

至れり尽くせりの思し召しで

けてくださるという、本当に

て、真実信心の世界に道をつ

得ない者を憐れんでくださっ

ただけずに闇に留まらざるを

がらも、なお大悲のお心をい

Ｆ 「念仏往生の願にであいな

ています」

れたのが二十願であるいわれ

信心に帰入せしめたいと誓わ

力にてやがておのずから真実

疑心の者もなお捨てず、本願

もうとする者、そういう自力

励む者、念仏行で救いをつか

念仏を自分の側の行いとして

と形だけ受け取ってしまい、

を称えさえすればいいのだ〉

も〈それじゃあ、お念仏一つ

られ、念仏往生の願を聞いて

阿弥陀仏はちゃんと知ってお

のが凡夫なのですね。それを

て弥陀の本願を疑ってしまう

心（自力の執心）にさえられ

お自分の知性や行いをたのむ

念仏往生の願を聞いても、な

Ｄ 「十九願の道にいきずまり、

はどうなのでしょうか」

とお聞きしてますが、二十願

入れるのが十八願の真実信心

Ｆ 「この念仏往生の願を受け

大悲は非常に深いのです」

得ようとして、そのためにあ

のお心です。このように自力

うして人間性の限界に直面し

（了）

らかじめ実践することです。

で念仏する者も、ついには十

＊

未来に阿弥陀仏のお助けに預

ん。どうしてこの南無阿弥陀仏が浄土に

そのほかには何もないのである。それだ

樹院師に尋ねておられる。

真宗の実際生活は喜びばかりが続くの

ばかりか心持ちが悪い場合もあるのであ

けで私は大満足であるとの聖人の思し召

この南無阿弥陀仏で「必ず生まれさせ

る。もやもやとかいらいらとか、体の心

生まれる因なのかをお聞かせ下さい」と
ろう。質問者たちは、お念仏が浄土へ生

る」という仏の御約束、仏の大悲を聞い

配とか、死ぬのではなかろうかという不

ではない。何ともない日常が多く、それ

まれる行（因）であることをはっきりと

ているだけ。私がどう思うか、どう考え

安など、そういう心が起こるのである。

しでありましょう。

確かめたかったのであり、確かにそうだ

るか、どう了解するか、そんなものには

生涯、煩悩具足であり煩悩熾盛の生活

いうような質問を聖人になさったのであ

とうなずければこそ安心であり、救いで

全く要がない。私の考えはこの娑婆の事

信 心 夜 話
① 『香樹院講師語録
香樹院講師語録』
』より
すまじき 事 ただ一
ただ 一 つあり。
つあり 。「 其 の
任 すまじき事
あると思っていたのではなかろうか。

まか

まま我が心にまかせては、
にまかせては、必ず必ず誤
まま我
でできると思っているからである。自分

それは、浄土往生の確かめを自分の心

東も分からぬ心である。そんな赤子のよ

に生まれる道については赤子同然、西も

に役立てていけばいいのであって、浄土

はあるけれども、喜びは乏しい。それこ

仏法を喜こぶ生活」と語られるが、喜び

真宗のお説教などでは「真宗の生活は

が続く。悲しいことである。

今日 の我れ 人は、生 々世々、
々世々、我が心
今日の
の心を途方もなく買いかぶっているので

うな私（の心）は、大悲の親が「連れて

りあるべし」と、先徳はのたまえり
先徳はのたまえり。
りあるべし」
はのたまえり。
せし故、迷いの凡夫
いの凡夫とはなりしぞ
に任せし故
凡夫とはなりしぞ
ある。

とすべてが迷いのきずなとなる。たとえ

我が心は邪見慢で、思うこと考えるこ

自分の心ほど自分を迷わすものはない。

な時はこない。当てだけである。聞けば

ている。しかし、いつまでたってもそん

分かるときが来るだろう」と思って聞い

いけばいつかは「念仏でなぜ助かるかが

私たち聞法する者も、しっかり聞いて

秀存講師、尋ね申して曰
して曰く。信には
秀存講師、

で大満足なのである。

（お心）をたのむばかりであって、それ

いく」「助ける」と仰せ下さる大悲の言葉

は「そんなことは人にいわんでもよい。

る。

みや不安やもやもやなどが起こるのであ

そ煩悩妄念がなくならないのである。悩

しようしよう

かし。
かし。

ば自分の考えで「浄土があるかないかは

自分の心で分かるときが来ると思って、

られた。すなわち「そんなことではダメ」

＊

っきりしたい。しなければ信じない」「阿

自分の心を当てにし、信頼し、自分の心

疑いなけれども
心持の悪い
いなけれども、
、それでも
それでも心持
心持の
がありますが、そんな時
そんな時は、いかが
時がありますが、

とも仰せられず、「もっと聞法をしていけ

ただお念仏をしていなさい」とのみ答え

う時であろう。それに対して、香樹院師

「心持ちの悪い時」というのはこうい

弥陀仏はあるかないか分からない。だか

に任せてきたが、「我が心に任せし故、迷

せばよろしきにや。
致せばよろしきにや。

香樹院講師語録』より
② 『香樹院講師語録』

ら信じられない」などという凡夫の考え

いの凡夫とはなりし」の仰せ通りのあり

よ」とも仰せらない。「家で念仏しておれ

ほか

せに。そんな事
そんな事は他に云わい
師の仰せに。
聖人はお弟子方に「（親鸞においては）

さまである。

にたぶらかされるのである。阿弥陀仏が
あるかないかどころか、自分の心さえ、

念仏は、まことに浄土にうまるるたねに

し何ともならぬ。それを見越しての香樹

ばいい」との仰せである。煩悩妄念は往

であるかも分からないのが私たち。そん

てやはんべるらん、また、地獄におつべ

一蓮院秀存師は真宗大谷派の明師とし

院師の仰せは「家でただ念仏しておれ」

でもよい。ただ御念仏
ただ御念仏をしていらっし
でもよい。
御念仏をしていらっし

なおのれの心で考えていることが間に合

き業にてやはんべるらん。総じてもって

て有名な方である。師がことに有難いの

と。

＊

うように思い、自分の考えで助かる道を

存知せざるなり」とズバリおっしゃった。

は自分の正直な心を打ち明けてくださり、

それがどんなものであるかも、何が真実

判断し、正邪を見定めて、助かりにかか

「念仏が浄土に生まれる因か、それと

そこに真宗の教えを聞いていかれた点で

生の障りにはならない。ただ煩悩が盛ん

ろうとする。それをここでは「そのまま

も地獄に堕ちる業か、私は全く知りませ

ある。

力の悲願すなわち念仏は、かくの如きの

やれのう。
やれのう。

我が心にまかせては必ず誤りあるべし」

ん」と聖人は申される。それは「ただ念

ここでは真宗に帰依し本願を信じてい

我等がために仕上がっているから、その

ごときのわれらがためなりけり」で、他

歎異抄第九章に「他力の悲願はかくの

持ちになる。何とかしたいと思う。しか

なるときは気分がすぐれない。いやな気

歎異抄第二章でも、聖人に対して関東

仏申すばかりで必ず浄土に生まれさせよ

ますが、どうも心持ちの悪い時がありま

心持ちの悪いまま、どこにも尋ねに行か

＊

から尋ねに来られた方々の質問は「お念

う」との阿弥陀仏の不可思議なお誓いを

す、どうしたらよろしいかと、先輩の香

＊

仏は本当に浄土に生まれさせていただけ

ただ単純に信じて念仏申しているだけで、

と云われるのでありましょう。

る行なのですか。それがはっきりしませ

ずとも、あるいはその心持ちを何とか処
理しようと思わずとも、ただお念仏をし
ておればいいとのことである。無理に喜
ぼうともせず、無理に悪い心持ちを無く
そうともせず、そのままお念仏を申すば
かり、聞くばかりである。
すると不思議にも「その心だから、私
がついている、助ける」との大悲が流れ
てくださるのである。無理に喜ぼうとせ
ず、ただ念仏申しているばかりのところ
にむこうより与えられる喜びである。
我が心は自分でどうにもならないけど、
お念仏申していることは我が心に手をか
けずにいることになっているのである。
（了）

