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べき恵みであります。

かわらぬまことであり、驚く

と、これこそが真実であり、

たちの個人的なさまざまな願

けてくださっている願いは私

ところが阿弥陀仏が私にか

ていただきますと、私たちは

親鸞聖人のみ教えを聞かせ

きな彼女にめぐりあいたい」

者になりたい」とか 、「すて

になりたい」とか「将来は医

思います。「私はパイロット

うとばかり計らっているので

いもちの願望や欲求を叶えよ

ら、そうともしらず、めいめ

うな恵みの中におかれなが

私たちが値いなくしてこのよ

にもかかわらず私たちは、

は「十方の衆生よ、我が国に

きますが、それには阿弥陀仏

本願文によって知ることがで

して釈尊がお説きくださった

阿弥陀仏の願いを第十八願と

それは仏説無量寿経の中に

佛の本願のお心
阿弥陀仏から願いをかけられ

とか、いろいろな願いを心に

望とは違います。

ている存在であり、しかもそ

ような単なる希望とか要望と

「ああなってほしい」という

せん。むしろ願い通りにいか

要望が実現するとはかぎりま

しかし、こうした願望やら

思い込んでいるのではないで

ることが幸せである〉とのみ

〈自分の願望や欲求を実現す

はないでしょうか。いわば

すなわち「我が誓いをたの

る普遍的な願いであります。

ださるところの、万人に対す

生まれんとおもえ」と仰せく

の願いは「こうあってほしい」 いだくことがあります。

いったようなものではないの

しょうか。

んで浄土に生まれようとおも

ない場合が多いのではないで

来を案じる親心でありましょ

てすすめる時、それは子の将

生活が安定するから」と願っ

先は大企業に勤めてほしい、

たとえば親が息子に「就職

と思います。

いだおれに終わる場合が多い

であったり、しかも単なる願

約束通りに私たちを今ここで

しかもこの約束はすでにその

れた阿弥陀仏の誓いであり、

る」、とまで私たちに約束さ

座にはつかない 」「必ず助け

れしめなければ私自身が仏の

るように 、「汝を浄土に生ま

は、弥陀の誓願力ともいわれ

ところが阿弥陀仏の願い

うとしているのであります。

り、その願いを中心に生きよ

「自分（たち）の願い」であ

りますが、つまるところは

楽しみたいなど、形は色々あ

家庭を築きたい、趣味娯楽を

康で長生きをしたい、楽しい

願いから、より一般的に、健

になりたい〉などの個別的な

や〈芸能人やスポーツの選手

まします。

ける〉と私たちに喚びかけて

身に成就した上で、〈汝を助

れしめたもう大悲の力をご自

るまる引き受けて浄土に生ま

ださる背景には、私たちをま

に生まれようと願えと仰せく

さっています。しかも、浄土

〈医者や弁護士になりたい〉 え」と、私たちにお勧めくだ

うが、やはり個人的な願いに

助けたもう能力となってまし
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しょうか。

であります。
私たちがかける願いは、個

ほかなりませんし、あるいは

ます。それゆえ親鸞聖人は〈

人的なあるいは利己的な願い

自分たちが老後になったら面

本願力〉とお示し下さってい

午後二時始まり
午後二時始まり

三月二十二日 （ 日 ）

ではなぜ阿弥陀仏はそのよ

倒をみてくれるような経済力

ます。
この阿弥陀の本願力が私た

のある人間になってくれたら
という自分の都合が入ってい

け、〈南無阿弥陀仏〉と私た

ち一人一人に今ここに働きか
また、自分が自分に願いを

ちに喚びかけてましますこ

るもしれません。
かけるようなこともあろうと

うな誓願力をもって私たちに
働きかけられるのでしょう
か。
それは私たちの迷いと苦悩
の根源を知り抜かれて救おう
とされるからでありましょ
う。
私たちは「生まれて死に、
死んでどこへいくのか」とい
う、人生全体が大いなる闇と
不安に囲まれ、包まれていま
す。どれほどこの世で私たち
の願望がみたされても、すな
わち裕福になり、健康で長寿
をたもち、温かい家庭を築き、
趣味や娯楽を満喫し得たとし
ても、それらがやがて全て無
窮の死の闇にのみ込まれてい
くほかなく、そういう大いな
る不安に私たちがまとわりつ
かれていることを阿弥陀仏は
知りたもうておられるのであ
りましょう。
このような出口のない闇の
中におかれている私たちのた
めに願いをかけ、助ける働き
となって「我が国に生まれる
とおもえ」と喚びかけて、根
本的な閉塞状態にある私たち
にさわりなき道を開いてくだ
さるのであります。
（了）

す」

い処も時もないということで

阿弥陀仏の用きの働いていな

味では〈世界がそのまま自己〉

いわれています。そういう意

全に了知しているのを仏智と

修行を成就して阿弥陀仏にな

ことだといわれています。仏

Ｄ 「光明は仏の悟りの智慧の

いのでしょうか」

が、光明をどう理解したらい

Ｇ 「仏の光明とはいわれます

味ですか」

れますが、慈悲はどういう意

という風に対にしてよく言わ

＊
Ｇ 「仏の徳は〈智慧と慈悲〉

う」

とさとった智慧といえましょ

られた、その阿弥陀仏の徳は

の智慧を光明で表現されてい

Ｄ 「自他一如と覚った智慧は

＊

無量の徳ですが、ここでは十

るのです」

ほとりなく、どこまでも、い

て、はかりなく、数限りなく、

仏の光明は無量無辺であっ

Ｄ 「これは文字通り、阿弥陀

う意味ですか」

とでしょうが、それはどうい

のは無量光・無辺光というこ

Ｇ 「最初の無量無辺光という

れるのです」

弥陀仏をここで讃歎しておら

経文のこの箇所によられて阿

と説いておられます。聖人は

光仏 ・ 超日月光仏と
超日月光仏 と 号 す 。
光仏・

不断光仏 ・ 難思光仏・
難思光仏 ・ 無称
・ 不断光仏・

浄光仏 ・ 歓喜光仏・
歓喜光仏 ・ 智慧光仏
浄光仏・

無対光仏 ・ 焔王光仏・
焔王光仏 ・ 清
仏 ・ 無対光仏・

無量光仏 ・ 無辺光仏・
無辺光仏 ・ 無碍光
無量光仏・

無量寿仏（
無量寿仏（ 阿弥陀仏）
阿弥陀仏） を 、

という主観がそのまま知られ

Ｄ 「ええそうなんです。知る

のですね」

たちが知るというのではない

的な事実があって、それを私

Ｇ 「ということは、外に客観

来一つなのですね」

る対象とそれを知る働きは本

れを迷いといいます。知られ

通は離して考えています。そ

られる世界と知る私とは、普

慧、とお聞きしています。知

して一体と認識している智

られる世界（他）とが事実と

る智慧、知る働き（自）と知

の智慧は自他一如と悟ってい

ただいたことで申します。仏

ょうが、先達からお聞かせい

ことは極めて難しいことでし

ではなくて、いついかなると

にあるという限定されたもの

こかの聖者たちの心の中だけ

ださるのです。この働きはど

らいていると釈尊は教えてく

どこにもこの智慧と慈悲は用

命）であって、誰の上にも、

ことは智慧と慈悲が無量（寿

阿弥陀仏となられた、という

Ｄ 「法蔵菩薩は修行成就して

しょうか」

るというのはどういうことで

Ｇ 「その光明が無量無辺であ

のお徳とお聞きしています」

と慈悲が仏の光明の一番基本

と離れないのです。仏の智慧

のです。ですから智慧は慈悲

うに共感する慈悲として働く

自分自身あるいは我が子のよ

心ですから、一切の衆生を、

つい

二の光明の徳に限定して表さ

つでも阿弥陀仏の光明はいき

ている客観である、というこ

ころにも満ち満ちて働いてく

さと

れたのです。この十二光は〈

わたっているということでし

とですね。そういう道理を完

えん

ょう。時間的にも空間的にも

無量寿経〉にすでに、釈尊が

Ｇ 「では仏の悟りの智慧とは」 一切の生きとし生けるものを
自己と同体と観（感知）じる
Ｄ 「これを私たちが了解する

十三 ）
（ 十三）

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
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
む
一切群生蒙光照
（書き下し文）
えん

普く、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、超日月光を放って、塵刹
を照らす。一切の群生、光照
を蒙る。
（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
なんじこう

光・炎王光・清浄光・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。
＊
Ｄ 「ここの部分は法蔵菩薩が

た。だからどうぞ阿弥陀様の

阿弥陀仏の光明にであいまし

蓮如上人は〈私のような者も

ています。そして親鸞聖人や

経などにはそれが広く説かれ

得されたのですね」
Ｄ 「ええそう伺います。華厳

明は無量無辺であることを感

Ｇ 「諸仏は同じように仏の光

のです」

くの方々（諸仏）がおられる

あいました〉と実証された多

の通りです。私もその光明に

感得し、〈確かに釈尊の仰せ

とをみずからの悟りによって

だいています。そしてそのこ

Ｄ 「ええ、そう聞かせていた

慈悲が働いているのですね」

あらゆる時間を貫いて智慧と

のではなくて、あらゆる空間

の心にある智慧と慈悲という

Ｇ 「たとえば、お釈迦様だけ

かいいようはありません」

られています。不可思議とし

ださっていると、釈尊は仰せ

して空の広大さをかいま見る

が入ってきた時、その穴を通

の一つに穴が空いて太陽の光

の中にいる人が、ある日洞窟

Ｇ 「たとえば、真っ暗な洞窟

とができるのでしょう」

ることに〈しかり〉をいうこ

う意味で光明の無量無辺であ

ことができるのです。そうい

〈そうなんだな〉と同意する

れる仏陀の御言葉に対して、

辺の光なんですよ〉と仰せら

であうと 、〈その光は無量無

であうことなのですね」
Ｄ 「そうですね。一筋の光に

も、信心は阿弥陀仏の光明に

Ｇ 「かいま見ることであって

ではないでしょうか」

その無限性をかいま見る程度

ちている光の一端に触れて、

っても、私たちの多くは、満

光明が世界に満ちているとい

とを実感することが、悟りと

らされ、光明が働いているこ

が現れてきたのでありましょ

いう迷妄の意識が生まれ、そ

ふいて、〈我、我がもの〉と

りながら、そこに無明の風が

が世界の真相。その世界にあ

ちはかりない、そういう真実

寿命無量、智慧と慈悲といの

的にいいますと、光明無量と

Ｄ 「そのことをもう少し思想

っているようなものですね」

真っ暗な小屋の中に閉じこも

にありながら、小さな、中が

的な人生を送りがちですね」
Ｇ 「さんさんと輝く太陽の下

り、孤独で不安な人生や虚無

くて地獄や餓鬼の領域をつく

じこもって、娑婆だけではな

は自分の迷いの思いの中に閉

それにもかかわらず、私たち

Ｄ 「ええ、そうなんですね。

て実に尊い真実ですね」

根本の真相なのだということ

こと。これがあらゆる存在の

て、その中にいるのだという

う。しかし、私どもは

土に帰られるのでありましょ

の意識に応じた身（形・個体） られたのですから、もとの浄

でありましょう。ただしかし、 ですね。本当に不可思議にし

も言われ信心とも言われるの

う。それが迷いの衆生の有様

還相の菩薩はもと浄土からこ

土から還相回向してこられた

いえましょう。もちろん、浄

れるのは、初めて到る世界と

ですからこのたび浄土に生ま

たものではないでしょうか。

いの結果として形成されてき

ら、私の存在はどこまでも迷

してきたと言われていますか

が〈我〉と〈我が身〉を形成

て無明の意識が起こり、それ

といのちのなかで、忽然とし

のではなくて、はかりなき光

私どもはもともと浄土にいた

Ｄ 「私はそうは思いません。

うか」

の浄土から生まれたのでしょ

私たちは光明無量・寿命無量

だ〉、という話を聞きますが、

土から生まれ、浄土に帰るの

Ｇ 「ときどき 、〈私たちは浄

ると思います」

道として仏教では説かれてい

そのために不安と孤独と自分

ないのですね」
Ｄ 「気がつかないばかりか、

そのことを私たちは気がつか

いて下さる、にもかかわらず

Ｇ 「阿弥陀仏はだれもと共に

うのです」

して帰入する場所となりたも

の生のよりどころとなり、死

ます、という真実。これが私

も、阿弥陀仏は私と共にまし

も、貧困にあえいでいるとき

も、死の床についているとき

からつまはじきにされたとき

気の時も、孤独の時も、周囲

句で表してきました。私が病

我らと共にまします〉という

からそれを私は〈阿弥陀仏、

Ｄ 「ええそうなんです。です

くださるのですね」

すでに来て、私を包んでいて

照らし、いまここの私の処に

辺であって、この娑婆世界を

Ｇ 「仏の光明は無量にして無

う」

していただくのでありましょ

無始流転 の 苦 をすてて
無始流転の
界の中に、自と他を分けて執

如来二種 の 回向の
回向 の
如来二種の

無上涅槃 を 期 すること
無上涅槃を

すね。阿弥陀様はそんな私た

され悩まされ続けているので

を高みに上げることに、煩わ

＊

光明にであってください〉と

ようなものなのでしょうか」

ではないでしょうか。光明世

＊

お勧めくださるのです」

Ｄ 「そう思います。その洞窟
から完全に出て大空を直に見

着する意識が起こる。それが

＊
Ｇ 「世界は仏の光に満ちてい

るのは浄土で仏になったとき

ご

るということが永劫変わらぬ

ちを喚びさまそうとして、南

無阿弥陀仏となって喚びかけ

恩徳 まことに謝
恩徳まことに
まことに謝 しがたし

と、ご和讃にあるごとく、こ

てくださっているのです」

衆生の世界を現出してくるの
でありましょう。こうした意

のたび、無始以来の流転を脱

ではないでしょうか」
＊

識の状態に応じたさまざまな

して、初めて無上涅槃に至ら

真実とすれば、私の人生も私

Ｇ 「娑婆にいる私たちは無量

境界が迷いの境界あるいは六

たちの世界も見方が変わって
きますね」

無辺の仏の光明に包まれてい

（了）

Ｄ 「ええ、世界は仏の光に照

名号として衆生に聞かせずにはおかない

私が浄土に生まれたいと真実に願う心

この一声に遇わせていただくのである。

口に現れたもう南無阿弥陀仏。それほど

も、願いの通りに浄土に生まれるための

一声を聞くのであるが、永劫の幸せを聞

て、｢念｣を押してござるで、私共はあ

修行（行）も、法蔵菩薩様は、私たちの

くのである。

と、働いて下さっている。そのお働きが

｢お経様｣の｢経｣の字は｢常｣と読みま

ために、私たちに代わって、仕上げてく

の大悲護念の親心とも知らずに長い間、

す。｢常｣とは何千年すぎても｢かわら

ださった。その阿弥陀仏の願と行の結果

真に〈聞く〉というのは、真宗の法話

らためて｢念｣を押す必要はない。疑う

ぬ｣ということであります。その重誓

が、南無阿弥陀仏とできあがって、「汝は

名号として今私の耳に聞こえてくる。ナ

｢我超世の願を建つ、必ず無上道に至

偈に
誓うて正覚

を聞いて「なるほどなあ」「そういうお話

親に背いてきた私である。

○仏様が、私やあなたを救わんが為に
らん、この願満足せずば

助かるぞ、助けるぞ」と喚びづめに喚ん

なのか」と訳や理屈や道理を聞いて分か

余地はないのです。

とて、法蔵菩薩となり下り、世自在王
を成ぜし。われ無量劫に於いて、大施

で下さっている。（願行具足の南無阿弥陀

ることではない。そういう納得して分か

信 心 夜 話

仏のみもとにましまして、諸仏の浄土
主となりて、あまねく諸々の貧苦を救

仏）

願を起し、希有の大弘誓をたて、五劫
を成ぜじ｣

究竟して聞ゆる処なくば、誓うて正覚

機を南無の機とし、信じるものを助ける

助けたもう法をすでに成就して、信じる

弥陀仏。信じる信心の機と信じるものを

この南無阿弥陀仏は機法一体の南無阿

ると無くなる。それは身に付いているの

分かったことは忘れたり、ぼけたりす

ただけである。

ない。それは道理や理屈が知性でわかっ

ったと掴んでいるのを〈聞く〉とはいわ

＊

の間御思案をなし下されて、南無阿弥

と、誓い玉うた。その声が、今、現に

阿弥陀仏を法として、機も法も一体に成

ではなく、心の表面にしばらく留まって

ムアミダブツ、ナムアミダブツと。

の因、国土人天の善悪をみそなわして、

わずば、誓うて正覚を成ぜじ。我仏道

松並松五郎念仏語録に 聞く 》十二
《 松並松五郎念仏語録に

末代の私やあなたは、諸仏の浄土へは

を成ずるに至りて、名声十方に超えん、

ゴシック体の文章が松並さんの言葉。

生れ難しと、見て知って、無上殊勝の

陀仏とゆう本願を建てましまして、私

この口から聞えて下さってあるのでは

就して南無阿弥陀仏ができあがっている。

う

やあなたの悪業を、だいて、かかえて、
ありませんか。

け

長載永劫の修行の結果、南無阿弥陀仏

んぞの声なれば、心の模様は算用すん

れてゆくぞ、迎えに来たぞ、間違わさ

を南無阿弥陀仏と聞いていることなので

くださる。念佛していることはその仰せ

それを私たちに聞かしめ、知らしめて

聞いているが、実は自分の考えの中に取

の方向で聞こえるものではない。表面は

い」「納得したい」と聞きにかかるが、そ

こちらの側から「分かりたい」「知りた

いるだけである。

間違いないと｢信｣じて、願行具足して、

だ、何のさわりにもならぬ。動けば動

ある。それゆえ、南無阿弥陀仏は「汝の

り込もうとしているのであって、自分の

（機法一体の南無阿弥陀仏）

十劫の昔に仕上げて、私やあなたを、

けと捨ておいて（そのままに）、南無

助かる因はすべてできあがっているぞ、

一声のお念仏は、ここに居るぞ、連

血のたる｢念い｣で待ちわび、あたえて

南無阿弥陀仏と、この声を

「知り分け」「聞き分け」て阿弥陀仏を掴

に成りましまして、私やあなたの往生

救わんと誓い玉う。

阿弥陀仏

助かるぞ、助けるぞ」との喚び声であり、

まえようとしている。阿弥陀様の方に向

り、御血潮なり、南無阿弥陀仏そのま

声なり、お姿なり、お命なり、お体な

りて、南無阿弥陀仏

阿弥陀仏より、南無阿弥陀仏をたまわ

仏様即ち南無阿弥陀仏だから、南無

である。

この南無阿弥陀仏の謂われを「聞く」の

これを南無阿弥陀仏の謂われという。

まえるなら、私が阿弥陀仏を摂取しよう

いるのである。私の方で阿弥陀仏をつか

いているようだが、実は反対側に走って

弥陀仏の中には、機法一体、名なり、

この御いわれを聞いて、この南無阿

聞くよりほかに何の要もない。

お知らせである。

まが声の仏様であります。即ち仏様か

お阿弥陀様直々のお呼声であり、南無

南無阿弥陀仏

ら、仏様を頂いたのであります。頂い

のとは反対方向である。

というのだから、阿弥陀仏に摂取される

阿弥陀仏は、かならず救うぞの、大悲

阿弥陀仏は重誓偈に「名声十方
名声十方に
名声十方 に 超 え

たことに成ります。

招喚の呼び声であります。

しかし、私たちは称えて、聞いて、考

四十八願成就して、私やあなたの往

＊

ぜじ 」 と十七願に重ねてお誓いく
覚 を 成 ぜじ」

えて、読んでと、何処までもそうするほ

うて 正
誓 うて正

生間違いないと｢信｣じてござるのです

（弥陀成仏のこのかた、私たちを待ちつ

ださる。南無阿弥陀仏の本願のお助けを

究竟 して聞
ゆる 処 なくば
究竟して
して 聞 ゆる処

が、私共は疑い深いから、｢重誓偈｣に

づけ、待ちわびたもう阿弥陀様が今この

ん

（四十八願の次に）仏様が私共に重ね

かは無い。はからいを尽くしていくほか
は無い。
いよいよ聞くことも出来ず、納得して
も本当のところは分からず、全く無智無
能の自分にぶつかる。無仏法、無信心、
助かりそうなものが何一つ無い私が最後
に残る。
そこにお念仏の声はどう聞こえるか。

（了）

