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でコメントを述べているが、

をくりかえしつつ、日々老化

く。さまざまな病気と回復と

なると六十歳の体になってい

五十歳の体になり、六十歳に

構いなしに、五十歳になると

りたいという自分の願望にお

今、今の連続でしかない。

外はない。人生は今しかなく、

でも生きている事実は今より

生きているのでもない。いつ

るのではないし、また未来に

私たちは、過去に生きてい

か。

仏教の教えの根幹は古来か

その多くは現時点の明らかな

している。身の衰老はやがて

身体は、いつまでも若くあ

ら三宝印といわれ、それは、

特徴を元にして、少し先の判

死へと変化していく。

諸行無常と念仏
どのように説かれている仏教

断をしているだけで、あてに

そんな今に生き、今の不安

であっても、共通の根幹をな

に生きている私たちに、阿弥

象」のことで、あらゆる現象

うのは「諸行とはあらゆる現

その中の「諸行無常」とい

タの業績では今年の夏の利益

ではなかろうか。世界のトヨ

は殆ど誰も予測しなかったの

端を発した世界同時不況の波

今日のサブプライム問題に

く過ごすときもある。まこと

うしい時もあり、なんともな

ときもあれば、曇ってうっと

のように、晴れて気分のいい

ている。心のありさまは天気

と思いひと思い、変わり続け

る。喜怒哀楽はもとより、ひ

実である。

いる。いわば永遠無量なる真

無為なるはたらきといわれて

なるもの、壊れることのない

阿弥陀仏は無常ならざる常

うているのである。

であいたまい、摂めとりたも

おさ

陀仏は今、今と名のりたまい、

は無常すなわち変化してやま

は社の経営史上最高の利益を

に無常そのものである。

また、心も変化しずめであ

はならず、さまざまに変化す
る無常性についていけていな

す教説である。
いわゆる「諸行無常・諸法

ない、それが諸行無常の道理

誇っていたが、世界同時不況

私をおさめとりて、私を離さ

い。

といわれるのである。あらゆ

と急速な円高による来期の営

自分にとって都合の良い状

ず、私の究極の依り処（畢竟

静」の三つの

ね は ん じゃくじょう

る現象は変化しづめであっ

業利益の見込みは今年度前半

態を願い、都合の悪い境遇を

依）となりたもう。

無我・涅槃寂

て、一瞬も同じ状態に留まっ

に比べて一気に四割がた減る

避けようとする私たちにとっ

法則でもある。あらゆる現象

ず、予測も難しいのである。

に変動し移り変わって止ま

とにもかくにも、世界は実

自分の思い通りにはいかず、

く無常そのものであるから、

も心も、自分の思いに関係な

て、世界も社会も、自分の身

阿弥陀仏を我がまことの大

ある。

の阿弥陀仏が接したもう場で

の場は、同時に無限なる大悲

それゆえ今ここよりない私

の私に接し、私に喚びかけ、

というのは、自己内外のあら

それゆえ、私たちにとって世

心理的につねに私たちは不安

悲の親としらせてくださるの

教えである。

ていないという真理である。

という。

その永遠なるものが今ここ

これは現代物理学の基礎的な

ゆる事象である。

界は不安定きわまりないもの

感や不足感を抱えて生きるほ

がお念仏である。

常を感じざるを得ない。自然

外の世界の状態はまさに無

と、感じざるを得ない。

かはない。

現象の変化もさることなが

さて、こういう不安な状態

ない大悲のまことを拠り処と

にして不安なる人生に変わら

このお念仏において、無常
じるなら、諸行無常の道理は

にいる私たちにとって、お念

させていただくのである。

そして、目を自己存在に転
極めて身近な事実である。す

仏は何を意味するのであろう

ら、世界の情勢は刻々と変化
時事評論家たちが将来を予

なわち身と心の無常である。

している。
測し、いろいろとテレビなど

りますと、法蔵菩薩は

おられます。それによ

偈の中に明らかにして

は成らない、との誓いであり

正覚を成らじ〉で、我は仏に

かれないようなら 、〈誓う、

どのような衆生にも名号が聞

声というのですね。」

れを阿弥陀仏の名号といい名

生に名のりさけびたもう、そ

しょう」

したいと誓われたのでありま

れる先端の場、その場を実現

い、私たちを摂め取ろうとさ

陀仏が私たちとであいたま

うことができるのです。阿弥

こで私たちは阿弥陀仏とであ

す。衆生の側からいうと、こ

正信偈にあらわされたのです

を、聖人は重誓名声聞十方と

Ｇ 「それでこの経文のいわれ

いと思います」

開されたものだといってもい

行の巻はこの経文を中心に展

っておられます。教行信証の

の経文に重大な意味を読み取

と誓われています。聖人はこ

らじ
らじ。

ん。究竟して聞ゆると
ころなくは 、 誓 う 、 正覚を
正覚 を 成
ころなくは、

ぶ。名声は名となり声となっ

陀仏が私どもに名のりさけ

さけぶ。名のりさけぶ。阿弥

名は阿弥陀仏の名のり、号は

Ｄ 「ええそうですね。名号の

ですか」

＊
Ｇ 「名号と名声とは同じ意味

どきたいと願われたのです」

号となって十方世界に至りと

Ｄ 「そうです。法蔵菩薩は名

号のことなのですね」

れる名声は南無阿弥陀仏の名

Ｇ 「名声十方に超えんといわ

ます」

それに関して、平等覚経（仏

Ｄ 「ええそういえましょう。

くださるのですね」

となって私たちに働きかけて

Ｇ 「それで、阿弥陀仏は音声

う」

信がおありなのでありましょ

覚めてくれるとの法蔵様の確

でもって喚び続ければ必ず目

衆生は真実の言葉(仏の名号）

がつくからでありましょう。

は阿弥陀仏の摂取の大悲に気

びかけることによって、衆生

すか」
Ｄ 「そのように声となって喚

Ｇ 「なぜ名声になられるので

＊

我、仏道を成るに至

Ｇ 「阿弥陀仏が私たちに露わ

ね」

て喚びかける。南無阿弥陀仏

説無量寿経の異訳）には

りて、名声十方に超え

となる場がここなのですね」

Ｄ 「ええそうです」

という言葉は、あたかも阿弥

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
十一 ）
（ 十一）

Ｄ 「ええそうです。和讃に

Ｇ 「ではこの経文の意味を教

陀仏がご自身を私どもに名の

善男子 、 善女人あって
善女人 あって、
善男子、
あって、 無量
．．．．．．．．
清浄仏
清浄仏の
の 声 を 聞 き 、 慈心歓喜

（書き下し）
声

こえんと）ということについ

大悲心 をば成就
大悲心をば
をば成就せり
成就せり

苦悩
苦悩の
の 有情
有情をすてずして
をすてずして
回向 を 首 としたまいて
回向を

Ｄ 「結論的にいえば、阿弥陀

味がここにあるのですか」

Ｇ 「なぜ、それほど重要な意

ります」

ど重要な誓いという含みがあ

法蔵菩薩が重ねて誓われたほ

言葉の中にも表れています。

それは〈重ねて誓う〉という

も非常に大事なところです。

Ｄ 「これは真宗の教えの中で

おける四十八願の中の第十七

Ｄ 「その誓いは、無量寿経に

うに説かれているのですか」

たその内容は経文ではどのよ

Ｇ 「法蔵菩薩が重ねて誓われ

え）したもうのです」

大悲心を衆生の上に成就（与

とで、それによって、如来の

して〈究竟して聞ゆるところ

との願心でありましょう。そ

げも超えて至りとどけたい、

十方世界の衆生に、どんな妨

弥陀仏となってこの名号を、

方に超えん〉、とは、南無阿

れば、ということ。〈名声十

円満して仏道を完成するに至

誓うらくは、名 声十方に聞
て、お話しください」

みょうしょう

Ｇ 「重誓名声聞十方（重ねて

＊

名号をすべての世界に聞こ

（現代語訳）

十方に聞こえんと。

重ねて誓うらくは、名

みょうしょう

重誓名 声聞十方

みょうしょう

如来 の 作願をたずぬれば
作願 をたずぬれば
如来の

えてください」

りさけび声となって喚びかけ

して

おさ

えさせようと重ねて誓われた

とありますが、回向を首とす

Ｄ 「〈我、仏道を成るに至り

たまうがごとしとのお心があ

あら

のである。

るとは、如来は衆生に名号を

て〉、というのは、我は法蔵

とあり、また大阿弥陀経（仏

仏が衆生と接触したもうとこ

願ですが、その十七願の願心

なくは〉とは、そしてついに

＊

聞かせるのを先端とされるこ

菩薩のこと。法蔵菩薩が修行

ろ、阿弥陀仏が衆生とであい

をさらに重ねて誓われた重誓

大谷大学名誉教授

幡 谷

明 先生
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説無量寿経の異訳）にも

るのではないでしょうか」
Ｇ 「阿弥陀仏は声でもって衆

をもたれるところだからで

とあります。また松並松五郎

ゃと頂いて下向せよ。

阿弥陀仏に助られての往生じ

入の南無阿弥陀仏。この南無

由旬の仏になる品物は口に出

りて、六十万億那由他恒河沙

世、五尺の体も娑婆の置き

婦も娑婆限り、親子も娑婆一

に出入りの南無阿弥陀仏。夫

これじゃ。知りておるか。口

択本願の無量寿仏、活き仏は

香樹院徳龍師のお言葉に、

どもに接触したもうのです。

Ｄ 「ええ、声の仏となって私

＊

う阿弥陀様なのですね」

仏は声にまでなって喚びたも

Ｇ 「そうすると、南無阿弥陀

とも説かれています」

れていくのです」
Ｇ 「道は一筋なのですね。有

仏心大悲のお喚び声と知らさ

ついておるぞ、助けるぞ〉の

のお念仏が〈ここにいるぞ、

ん。その相続の中に、ひと声

の相続のほかにはありませ

Ｄ 「ええそうです。一生はそ

ていただくのですね」

の思し召しをよくよく聞かせ

Ｇ 「お念仏を称えながら、そ

せていただいています」

く聴聞せよとのお勧めと聞か

て、お念仏のいわれをよくよ

めになるのであります。そし

と、称名念仏を私どもにお勧

業縁の中でお念仏を称えよ

え、何はともあれさまざまな

び声だとは衆生に知られぬゆ

ぐには南無阿弥陀仏が仏の喚

にお考えになっておられ、す

Ｄ 「それは如来法蔵様がすで

こえるのでしょうか」

Ｇ 「どうしたら、仏の声が聞

欲求の心や、互いに相寄り相集まる集

〈古い皮質〉では、食欲や性欲などの

な精神が営まれており、これに対して、

の、いわゆる知情意で代弁される高等

知覚や思考や判断や意志や感情など

来、大脳皮質の働きと考えられている

ら れ て い る 。〈 新し い 皮 質 〉 で は 、 従

しい皮質〉の二つの部分から組み立て

〈古い皮質〉と新しく発達する部分〈新

る場所は、早くから発達している部分

（ｐ２０）とし「大脳皮質と呼んでい

とは疑うことのできない事実である」

精神現象が大脳皮質で営まれているこ

み』の中で「意識をはじめもろもろの

彦氏の説がある。氏は『心と脳のしく

で高名な大脳生理学者であった時実利

か。脳一元論の考えをする学者で日本

論とは実際どのようなものであろう

という脳一元論の見方である。脳一元

るものであって、心は脳の産物である

ば、心は物質である脳の活動から起こ

今日の大脳生理学的な見地からいえ

えそのものを検討してみたい。それを

こで 、「死ん だ ら 無 に な る 」 と い う 考

考えは決して確かなものではない。そ

「死んだら終わりで無になる」という

象説という。この考えは唯物論である

こういう説を脳一元論あるいは脳内現

という考えに必然的になるのである。

滅）する。こうして死んだら無になる

が死ぬ（脳死）と心の働きも停止（死

だというのである。そうなると、人間

それによって現れる映像のようなもの

像も止まる。脳と心の関係を映写機と

映像が映りゆく、映写機が止まると映

機を回すとそれに従ってスクリーンに

１７）という。たとえて言うと、映写

が心を現わす 」（「脳と心を考える」ｐ

え、個々の神経細胞の物理的寄せ集め

経細胞のただの集合にすぎないと考

と心を考える」ｐ１６）とか「脳は神

過程が心の働きである」
（伊藤政男「脳

経細胞の集団であり、その集団の営む

高度に集積され、組織された多数の神

演出であるという。あるいは「脳が、

要するに心は大脳の営みであり、その

のである。」（ｐ２１）と述べている。

われわれが理解している心の真の姿な

ねばならないことになる。これが現在

されている心の二重奏として把握され

いう二重構造の大脳皮質によって演出

は 、〈 新し い 皮 質 〉 と 〈 古 い 皮 質 〉 と

れわれの精神現象あるいは心の働き

めているといえよう。そうすると、わ

〈古い皮質〉には本能的な心が座をし

質〉には理性、知性の精神が座をしめ、

てい る の で あ る 。 つ ま り 、〈 新し い 皮

については、客観性を重んじる自然科

験と同じ事実をいうのであるという点

していながら、それが私たちの心の経

現象については客観的なデータを駆使

していえるのであろうか。彼らは物質

脳科学者の独断が入っていないとどう

応現象に過ぎないという場合、そこに

神現象は多数の神経細胞の物理的な反

の経験とはあまりにも異質である。精

美しいとか音楽を聴いて感動するなど

経験している内容、たとえば花を見て

るいは振動）と、実際に私たちが心で

が、そうした物質現象（分子の活動あ

電気的化学的反応として観測される

る。脳の神経細胞（その束）の活動は

ことができないものとされるのであ

教では「不可得」いわば対象的に掴む

ら、心自体は対象化できない。心は仏

象化しているその当体が心であるか

うか。心を何処まで対象化しても、対

しかし、心は対象化できるのであろ

て心的現象を理解しようとする。

の活動を対象的に観測し、それによっ

るかと言うときに、物質現象である脳

するという場合、何を対象化し観測す

というものも、それを対象化し、観測

くという営みだといえよう。だから心

また見出した法則に従って応用してい

れを分析し、そこに法則性を見出し、

な態度とは対象を外から観測して、そ

うスタンスを持つからである。科学的

象も物質現象として捉えていこうとい

有難いお言葉です」

さんの歌に

難うございます」（了）

団性の欲求心や、さらに快感や不快感

が、多くの脳科学者が考えている脳と

学者であることを止めて、自分の主観

．．．．．．
まさに 阿弥陀仏の
まさに阿弥陀仏
阿弥陀仏
の声を聞く者

陀仏

で代表される情動の心のうごめきや記

心の関係であろうと思う。なぜなら、

的な推測を入れているといえる。

しこん

い

色もなければ形もなし。選

みやげ
ゆ

あい

招き

た ごうがしゃ

土産。尽未来際紫金蓮台に乗
な

立ちづめ

活き仏

そのお姿が南無阿弥

弥陀はこがれて

よびづめ
づめ
に来た

称うるお声が

知らなん

不思議々々々の南無阿弥

喚ばれて居るとは
だ

＊

また、

憶のからくりなど、われわれの生命活

自然科学者の傾向性として、どんな現

は甚だ快し

陀仏

動に直結した最も基本的な心が営まれ

雑記帳

とありますが、どれも非常に

たあてにならない。次の日にはまたそ

念仏と思っている。
っている。夜昼、
夜昼、私にふりか
念仏と

人間である、とのこと。自分が自分を

仏の眼に映っている私はもともと悪い

が起こる。自分が自分をどう思おうが、

かせて信じさせて救いを成就したも

って称えさせ、称えさせて聞かせ、聞

陀仏に仕上げて、それを与えてくださ

（私を丸々助ける功徳を全て南無阿弥

声が、今私
今私を
を貫き徹して
して、
、飛びい
びい出給
出給
うひびきが、口耳に
口耳に聞えて下
えて下さるお念
さるお念
うひびきが、

如来様の御念力、
御念力、呼び声、さけび
る。如来様の

るお念仏と
よう頂かぬ。
かぬ。くいちぎ
出るお念仏
念仏と、よう頂

にもれて、南無阿弥陀仏と
南無阿弥陀仏と飛んで
が口にもれて、

南無阿弥陀仏

善人と思おうが、もとより煩悩具足の

う。まったく阿弥陀仏のなし業一つな

なぜになぜにくいちぎる。
仏を、なぜになぜにくいちぎる。

南無阿弥陀仏

《松並松五郎念仏語録に聞く》十
太字は松並さんの言葉。
粗悪人なのである。自分がどういうも

のですね）

える、
える、ふりかけられる、
ふりかけられる、大御心の
大御心の現れ

＊
のかを知らされるのは、自分の反省で

こそこましな人間だというような思い

○後生大事
後生大事と
後生大事と一歩ふみ
一歩ふみ出
ふみ出るお方
るお方もある
はない、お念仏によってである。〈我

信 心 夜 話

それさえ知らぬ私
らぬ私に、私を可愛と
可愛と
に、それさえ知
修業なさる御方
た。自ら修業なさる
なさる御方もあるに
御方もあるに、
もあるに、火

御慈悲の御手を
御手を、さしのべてくださっ
御慈悲の
いか）

るものは極重悪人の外にはないではな

が名を称えよ〉の仰せのかけられてい

れる。
れる。

ぬ 南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏。
。仏は、罪より
より罪
罪を
すその元の悪業を
悪業を救うと仰
うと仰せら
作り出すその元

らぬ。その本
その本、その根
その根を出さねば治
さねば治ら
らぬ。

ばかりふいても、よくな
○腫物
腫物は
腫物は、膿ばかりふいても、

ろか、お念仏を軽視し、無視して、あ

ろくくろく称えない。くいちぎるどこ

な無上の宝のお念仏をくいちぎって、

となって口に出てくださる。そのよう

（大行すなわち如来ご自身が称名念仏

うみ

飛込み、抱きかかえられて連
きかかえられて連れら
宅に飛込み

○世
世の中に、きたない物
きたない物、よごれた物
よごれた物

はれもの

れる
この身嘆ずる
れる仏
仏に、今逢
今逢い
い得た。この身嘆
身嘆ずる
りあります。
に余りあります。

でくださって抱いて連れゆきたもう）

プするしかない私の処にまで飛び込ん

てくださって、うろうろしアップアッ

（阿弥陀様が私の後生を一大事となし

がためなりけり」と、仰せられた姿
せられた姿
人がためなりけり」

にて
にて」
」と、仰せられたのは
せられたのは、
、我が機に
らし出された姿
された姿であり「
であり「親鸞一
徹し照らし出

される。宗祖様は
宗祖様は「無漸無愧のこの
無漸無愧のこの身
される。
のこの身

念仏に照らしい出
らしい出されて、
されて、初めて知
めて知ら
念仏に

いものはない。そのよごれた心
そのよごれた心は、お
いものはない。

われるお方に会いましたが、
いましたが、念仏
と言われるお方

れば 、あらたまって念仏
あらたまって念仏するに
ばん」
れば、
念仏するに及
するに及ばん」

日々の所作は
所作は、すべて仏
すべて仏の所作な
所作な
○「
「日々の

もうことなのでしたか）

あらゆる罪を生み出す本の罪を除きた

（汝を救うといわれるのは、私の為す

くれよとある仰せに随
せに随うばかりなり。
うばかりなり。
くれよとある仰

されとたのむにあらず、助かって
て下されとたのむにあらず、

次第相承の役目なり
役目なり。
されば助け
は、次第相承の
なり。されば助

念仏
もその通り。
念仏もその
もその通
とかくむつかしき 事 を 思 わせざる
とかくむつかしき事

べたのが本当なら
がふくれる。お
べたのが本当
本当なら、
なら、腹がふくれる。

はいやいやながら食べても、
べても、食
○ご
ご飯はいやいやながら食

らぬところに仏や救いを探している）

わしてもらう事が、ざん
○悪
悪い私と思わしてもらう事

こそ共に念仏に
念仏に照らし出
らし出されたお姿
されたお姿で
こそ共

しましょうと思う心まで私
まで私の所作でな
所作でな
しましょうと思

はない。我が心ほどよごれた、
ほどよごれた、いやし
はない。

げだと思っているが、
っているが、悪い私と思った
げだと思

ありましょう。
ありましょう。

念仏いやいやと思
いながら、念仏
い。念仏いやいやと
いやいやと思いながら、

から悪い私であったのでも無
であったのでも無い。思う
から悪

自分の見えぬ処
えぬ処まで見抜
まで 見抜かれて
自分の
見抜かれて、
かれて、照

から、下からまた怒
からまた怒って居
って居る。
た後から、

歓喜もある様
っている。ざんげし
歓喜もある
もある様に思っている。

んな
んな者
者のざんげは
のざんげは何
何になる
になる。
。人も私も 、
念仏聞く以外に
以外に、ざんげ、
ざんげ、
私も人も、念仏聞く

あたえて、言わせて、
わせて、信ぜさせて、
ぜさせて、助
あたえて、

御苦労はのこらずなしとげて、
様は、御苦労はのこらずなしとげて
はのこらずなしとげて、

ちてござる。かかる身
かかる身をと、
をと、お阿弥陀
ちてござる。

もしきかなや」と、すでに光
すでに光が身に満
もしきかなや」

らしい
総締が「地獄
らしい出
出された
された総締
総締が
地獄は
は一定住
家ぞかし」
ぞかし」と「かなしきかなや、
かなしきかなや、たの

あったかと御慈悲の手厚いことを一層

いう思いまでもが阿弥陀様のお働きで

して、いやいやながらでも称えようと

（この言葉を松並さんから直接お聞き

る助けるから助かってくれよの大悲の

ださいとたのむ法ではなくて、まるま

ない。それは、〈こちらから助けてく

ゆえ法の肝要は易しく説かれねばなら

ねば助からぬなら真宗ではない。それ

わざるも、元々悪い
元々悪い私である。
である。こ
も思わざるも、

（自分を悪いと思うから悪い人間なの

知らされたことであった）

法である。だから愚かな凡夫も救われ

仰せにしたがうばかり〉の至極単純な

やがて大悲が通ってくる。難しく考え

仏は大悲の真実そのものなるゆえに、

（称え心はウソでも、称えられるお念

ではないし、悪いと思えないから善い

けると
けると仰
仰せられる
せられる。
。私の方から
から出
出すも
のは一つもない。
つもない。ただ仕上
ただ仕上の
のは一
仕上の法を頂く

そうじめ

人間なのではない。自分の反省によっ

ばかり聞くばかり。
くばかり。阿弥陀仏のなしわ
阿弥陀仏のなしわ
ばかり聞

の出て下さるのも、
さるのも、仏の所作でありま
所作でありま
す。

て知られた自分は底の知れたもの。自

業一つ。
ざ業一つ

称名念仏して居
○人
人は口に称名念仏して
して居る時だけを

分を悪いと思ったとしても、それがま

る）
（了）

