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まれ、さらなる孤立感、孤独

事物にたいするリアルな感覚

ような心の壁ができて、外の

間に透明なガラスの

ある。自分と世界の

に悩まされたからで

ーション感覚に非常

校時代にこのセパレ

覚だと思います」

八木
八木「これはとても大切な感

苦痛になってきたわけです」

だんだん強くなって、非常に

というような問題ね。それが

自分の足が地についていない

うと、哲学をしていながら、

西谷「僕は、率直な感じでい
西谷

くなった理由は、高

感となる。

がなくなり、非常にさびしい

しょっちゅうそれが問題にな

自他分離意識からの孤独感

心の中の壁を破る
仏教では〈迷いの心〉とい
うのは、自他分別の心である
と伝統的に言われてきた。

このような苦しみは現代人

る。ハエがね、ガラスにぶつ

西谷「やっぱり自分としては、

と自分以外（世界と他者など） からの愛情によって緩和しえ

において多かれ少なかれもっ

かって、出られない。あれに

孤立感に陥ったからである。

ても、根本的な孤立感はなく

ている精神状態ではないかと

は、親や夫や妻、子供や友達

とを分ける心のことである

ならない。自他分離感覚の壁

ちょっと似ているような感じ

自他分別の心というのは自分

が、それが実生活の感覚にお

思う。ただ私の場合は、この
このような自他分離感覚

この自他分離意識のいやし

それに隔てられている、とい

による孤独感は根が深いので

自他分別の意識、いわゆる

は、自分と世界（自然、他者）

がたい問題は〈現代の重要な

いては憂苦として感じられて

自他分離の意識（セパレーシ

の間における目に見えない心

宗教問題〉であると言えるか

うことが感じられてくる」
西谷
西谷「向こうがみんな見える

で、ガラスが一枚、間にある

ョン感覚）は、それが強くな

の壁であり、世間の何ものに

もしれない。

問題が先鋭化して現れてきた

ると、自分と世界（自然や人）

よっても埋めることのできな

ある。

との間に意識の壁ができ、深

いような淋しさとして、日常

くる。

い孤立感や孤独感、あるいは

の生活感情にまでなってく

めを求める。最も身近には親

は、身近な人からの愛情に慰

はたえられない。だからまず

こ の 孤 立 感、 寂 寥感 に 人

いう要素にも影響されて、現

時代では、経済中心の社会と

ことができない現代のような

体的生活の一員として生きる

ような大家族的かつ村落共同

こういう意識の壁は、昔の

にぶつかられ、禅修行によっ

もお若い時に似たような問題

宗教哲学者の西谷啓治先生

した。

でき、寂寥感、孤立感は解消

んとかリアルに感じることが

穴があいて、やっと世界をな

よって、自他分離意識の壁に

幸い、私はお念仏の信心に

あ、隔たりがあって、答えが

西谷
西谷「透明な、何と言うかな

いる」

な」

境い目があるっていうのか

こかこう、透明な境がある。

的な付け根のところにね、ど

ような感じ。どこか一番基本

が地についていないっていう

んですね。だけど実際は、足

八木「眼に見えない壁がある、

ということ」

生活のリアル感の喪失となっ

る。

のだと思う。

て現れる。

の愛情であるが、親が愛情を

代人の精神状況にますます食

てこの問題を克服されたよう

やっぱり答えとしてあらわれ

せきりょう

そそいでくれていると感じて

い込んできているのではなか

である。西谷先生は八木誠一

に言っておられる。

先生との対談の中で次のよう

そこに行けないというような

ていないような、何かこう、

へだ

八木
八木「どこか直接性が欠けて

いる場合は、この苦しみは緩

ろうか。
私が仏教を求めざるをえな

和されるであろうが、もしも
親からの愛情を感じることが
乏しいと、親への不信感が生

感じですかね。ガラス戸にぶ
さわ

つかって、騒いでいるハエの
ような感じ」
八木
八木「参禅なさったのですか、
そのとき」
西谷
西谷「それはもちろん、相国
寺で。ただ参禅してるとね。
ある意味では不思議といえば
不思議なようですけど、とれ
ちゃった」（西谷・八木「直
接経験」より）
西谷先生も、自他分離意識
のよって、リアルな現実世界
から、切り離されて、足が地
に着いていないような感覚に
悩まれた。
このような問題は誰にでも
ある問題だと思う。ただそれ
が自己の上に自覚的な問題に
なってくるかこないかであ
る。自覚的になり、ぬきさし
ならぬようになって、その解
決を求めざるを得なくなる。
そして、その問題が機縁とな
って真実が開けてくるのであ
る。
そういう意味で、この自他
分離意識の問題をチャンスと
して、自らの課題として取り
組むことによって、真実にで
あうことができると思う。
（了）

生きようとするため、いきづ

や願望を実現することだけで

視して、私たちが自分の目的

大事なことですね。ここを無

人生にとって、一番基礎的に

る。このことこそ、私たちの

ます」

いる、と釈尊は仰せられてい

にはたらきかけてくださって

えることなく、はたらきづめ

な中で、阿弥陀仏の光明は絶

ばらくの間のことです。そん

えてしまいます。すべてはし

ん。形あるものはいつかは絶

までも続くものではありませ

せん。家も土地もお金もいつ

もいつまでも一緒ではありま

ないものはありません。家族

みてくるのではないでしょう

ず、少しずつ少しずつ身に浸

のあたたかさが、知らず知ら

から、照らしてくださる心光

Ｄ 「私の心の闇が深く苦しい

のですね」

と法に心が向くようになった

てくださる縁が熟して、やっ

ではなく、仏光が照らし続け

仏法を求めるようになったの

Ｇ 「自分がすぐれているから

りましょう」

に有難いことですね」

続けられるというのは、本当

Ｇ 「断絶することなく照らし

しょう」

き続けてくださっているので

ちの心を照らし続け、はたら

まいが、うまずたゆまず私た

時も、私たちが知ろうが知る

独な時も、健康な時も病気の

親しい人とともにいる時も孤

も、幸せな時も不幸な時も、

寝ている時も起きている時

陀仏のお心は、私たちの心を

養い育てているように、阿弥

らして、地球を温め、万物を

かも太陽が昼も夜も地球を照

Ｄ 「阿弥陀仏の光明は、あた

れているのですね」

でも、人は仏心の光に照らさ

Ｇ 「どんな人も、どんな状態

を求める芽がでてきたのであ

り、それによってやっと仏法

てくださっているからであ

のは、仏心の光が照らし続け

に心が向くようになってきた

います。私たちが光（真実）

のだと、先人は教えてくださ

ての光明〉のご恩によってな

間ない〈調熟の光明 〉〈お育

ょう。それは阿弥陀仏の絶え

法をするようになったのでし

いが私たちに起こり、念仏聞

っと真実を求めようという願

てくださることによって、や

態の私たちの心を照らし続け

流転し続けてきた。そんな状

Ｄ 「私たちが真実に背いて、

か」

徳といっていいのでしょう

とって、具体的にどういうお

Ｇ 「不断光は私たちの生活に

不断光仏 となづけたり
不断光仏となづけたり

光明 てらしてたえざれば
光明てらしてたえざれば

断光について聖人は

Ｄ 「ええそうですね。また不

るのですね」

たいという真剣な願いが起こ

お助け）のおかげで、助かり

のではないでしょうか」
Ｇ 「すでに照らしたもう光（

ようという自覚も起こらない

しか知らないから、闇から出

でしょう。闇だけですと、闇

ら出たいと願うようになるの

苦と感じるようになり、闇か

ら、闇が闇と知らされ、闇を

が闇を照らしてくださるか

うようになるのでしょう。光

さるあたたかい仏心の光を慕

から、私の心を照らしてくだ

ように。人生が不安で苦しい

か。寒いと太陽の光が恋しい

Ｄ 「この世のもので、断絶し

まってくるのですね」

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
二十 ）
（ 二十）
普放無量無辺光
無碍無対光炎王
清浄歓喜智慧光
不断難思無称光
じんせつ
超日月光照塵刹
現代語訳（本願を成就された
仏は、無量光・無辺光・無碍
光・無対光・炎王光・清浄光
なんじこう

・歓喜光・智慧光・不断光・
難思光・無称光・超日月光と
たたえられる光明を放って、
広くすべての国々を照らし、
すべての衆生はその光明に照
らされる）
＊
Ｇ 「次ぎに不断難思無称光
不断難思無称光の
不断難思無称光
意味ですが、これは不断光仏
・難思光仏・無称光仏という
阿弥陀仏の光明の徳をあらわ
されたものですね。まず不断
光仏とは」
Ｄ 「寝てもさめても常に照ら
してやまない光明の徳のこと
です。阿弥陀仏の光明はすべ
ての生きとし生けるものの心
を照らし続けてくださってい

Ｇ 「聞光力というのは、どう

とうたわれています」

心不断にて
心不断にて往生
にて往生す
往生 す

聞光力 のゆえなれば
聞光力のゆえなれば

う」

生が成就するのでありましょ

してくださるので、浄土の往

信心が途切れることなく相続

Ｄ 「仏心にふれないと、自我

でしょうか」

も死ねば相続せず断絶するの

続するのでしょうか。それと

ていくということですが、そ

る場合は迷い心もなお連続し

Ｇ 「迷い心が主体となってい

さっています」

Ｄ 「ええ、現代は科学的な見

なっていますね」

ものだという考えが一般的に

られないものは空想だ、無い

ても、信心が途中で絶えてな

Ｇ 「もし、信心が私に恵まれ

召しでありましょう」

てくださるのであるとの思し

が私の心を浄土に生まれさせ

心の心が断えないから、それ

の一生を貫いてくださる。信

絶えることなく相続して、私

おいて不断の信心となって、

Ｄ 「不断光のはたらきは私に

とは」

Ｇ 「そうすると

ね」

とです。信心のはたらきです

は本願を信じる信心の力のこ

信じることであり、聞光力と

助ける〉という弥陀の誓いを

ら光を聞くというのは〈必ず

と仰せられています。ですか

するなり

弥陀 の 御 ちかいを信
ちかいを 信 じまいら
弥陀の

訓をされて、

葉ですが、さいわい聖人は左

Ｄ 「ちょっと分かりにくい言

ではないでしょうか」

は客体になるといっていいの

ことは自我の心（煩悩の心）

ら、信心が主体になるという

私の主となっていたのですか

心が私の主体、いわば自我が

す。信心がない時は煩悩の凡

心は摂取される客体となりま

摂取したもう主体であり、凡

すから、凡心に届いた信心が

あり、摂取されるのは凡心で

のです。摂取するのは仏心で

凡心を摂取して離れなくなる

てくださるのですが、仏心は

Ｄ 「仏心が届いて信心となっ

のでしょうか」

信心とはどういう関係にある

た。では、凡夫の心と届いた

の有り難さがよくわかりまし

るのですね。不断光仏のお徳

で、浄土に至らしめてくださ

されて、私を導き、私を包ん

も、信心は私を離れずに持続

な時も、平和な時も戦争の時

る時も、怒っている時も平静

ていても、仏を思う時も忘れ

Ｇ 「私たちが寝ていても起き

とも 南無阿弥陀仏の
願力 なり
とも南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏 の 願力なり

へいてかえらせおわしますな
されば 、 つみのきゆるこ
り 。 されば、

きものにつくりなして 、 極楽
きものにつくりなして、

をばみなうちけして 、 めでた
をばみなうちけして、

えんときには 、 よろずのつみ
えんときには、

まさしくいのちつき 、 いきた
まさしくいのちつき、

寛律師の《自力他力事》には

Ｄ 「ええ、それを例えば、隆

ですね」

Ｇ 「凡心の罪が浄化されるの

と、教えられています」

のはたらきがなされていく

仏心となって久遠に衆生救済

仏心に転じられると、今度は

悩・罪）を浄化し、迷い心が

す」

なわち流転と説かれていま

れを仏教ではサンサーラ、す

Ｄ 「ええそうなりますね。そ

ことですね」

迷い心はなくならないという

す」

連続していくといわれていま

が主体であるという迷い心も

るという科学の知り方とは質

学的な観察や計測によって知

から外界の物質的な領域を科

きたのでありましょう。です

ることによって、感知されて

真相や心の深層領域を内観す

の深い智慧によって、存在の

Ｄ 「それは仏や菩薩方の悟り

ょうか」

してその様に説かれるのでし

と思いますが、仏教ではどう

っては知られることではない

は、科学的な観察や計測によ

Ｇ 「死後の連続性ということ

います」

れて死ぬことの繰り返しとは

の形は消えていきます。生ま

取し、その縁が尽きると又そ

連続し、又ある形（身）を感

その肉体は死んでも、煩悩は

知されると説かれています。

（肉体）として執着され、感

のは、この一生が終わっても、 悩の心は、同時に一つの形態

Ｇ 「迷い心が連続するという

も方法も違います」

が主体ですと、仏心は凡心（煩 そういうこととして説かれて

Ｇ 「ただし、信心である仏心

Ｇ 「現代の私たちは科学で知

Ｄ 「それいわれています。煩

か」

すということなのでしょう

れは生まれて死ぬのを繰り返

ね」
Ｄ 「ええそう思います」

ことが説かれてきたのです

が感知して、生死流転という

学的手法ではない内観的智慧

Ｇ 「そうですか。要するに科

たちもいます」

に賛同しない著名な脳科学者

を生み出している〉という説

変わります。実際 、〈 脳が心

や意味づけが変われば説明も

ん。観測者の判断による推測

であるという証拠はありませ

測しているのであって、真実

観測者の心が意味づけたり推

る》と言っても、それはある

の活動が喜びを生み出してい

測して 、《この部分の脳細胞

す。脳の神経細胞の活動を観

観測では知り得ないと思いま

い〉という感情すら科学的な

知り得ません。〈楽しい悲し

というものは科学的な手法で

は独断でしょう。だいたい心

いものだといいますが、それ

は一切認めない、あるいは無

ら、観測や計測できないもの

方が主流となっていますか

いう意味ですか」

くなるなら、浄土の往生は実

Ｇ 「では信心がなくて、自我

と、分かりやすく説いてくだ

聞光力
聞光力のゆえなれば
のゆえなれば
心不断 にて往生
心不断にて
にて往生す
往生す

現しないのですね」

の心が主体ですと、それも相

（了）

Ｄ 「ええ、不断光ましまして

松並松五郎念仏語録に聞く》十九
《松並松五郎念仏語録に
は別々になって

と南無阿弥陀仏

たのではなかろうか。瓜二つなら、私
うてなかなか飲まぬ。
まぬ。
と言うてなかなか飲

いる。
いる。すぐ薬
すぐ薬をのめばよいのに、
をのめばよいのに、いや

陀仏と、二つにしている、
つにしている、別々にして
別々にして
陀仏と

る。しかるに、無量なる慈悲は、大悲

ると、茫漠として、まどうばかりであ

私が私の方から無限者に接しようとす

でありながら一

しまうが、二つ

まされている
まされている姿
姿が念仏称
念仏称えさされてい
えさされてい
いている、呼んでくだされてい
る、聞いている、

ませて病気を
その、薬を飲
を飲ませて病気
病気を治す。その、

それを親は、無理に
無理に口を開けて、
けて、薬
それを親

の名号は限定した形でありつつ同時に

に不思議なことである。南無阿弥陀仏

のみ言葉にまで身を縮めて、一匹の虫

の心深きゆえ、ご自身を南無阿弥陀仏

慈悲に救われるのはなくて、仏の慈悲

われるのでもなく、また単に大いなる

無限な徳そのもの。私は阿弥陀仏に救

に等しい私にご自身を現したもう。実

つ、一つであり

であります。それを歌
それを歌に
る姿であります。

ながら二つ。日
生信女は、南無阿弥陀仏は阿弥陀様で

信心夜話
太字が松並さんの言葉。

無理 な 願 に 頼 まれて
｢ 無理な

計 らいはなれ

ありながら、同時に私自身であると仰

たの

て 随 うばかり

真言に救われるのである。南無阿弥陀

憑 む 心 も 南無阿弥陀

せられる。阿弥陀仏は自己になりたも

仏｣

そ

南無阿弥陀仏
うが、しかし〈私は阿弥陀仏である〉

＊
南無阿弥陀仏
口元までも
口元までも

仏は実に我らが口に行ぜられ、我らが

ほんにまあ

ほんにまあ

が南無阿弥陀仏にまでなられた、その

煩悩具足の凡夫である。だが、南無阿

薬と医者と
医者と二つある。
つある。医者は
医者は病名を
病名を知

耳に〈ナムアミダブツ〉と聞こえたも

南無阿弥陀仏

られ始める。自我の私と阿弥陀仏の自

陀仏 （ 薬 ） に 救 われる。｢
われる 。｢医者
陀仏（
。｢医者であり
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諸仏に助けられて
悲で助かるのなら、

妙薬と、一つに成
つに成った。
った。医者が
医者が南無阿
妙薬と

いう信心の厚い女性が、〈南無阿弥陀

いる。それに迷
それに迷うているのは（
うているのは（迷って
いる。
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