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で真宗の法話を聞

こういう考え方

浄土に生まれるなんて、とう

しまいますから、そんな私が

んで焼かれて骨と灰になって

死んだら、肉体（私）は終

くとどうなるので

係〉ですが、それを聞こうと

わりですから、死後は何もな

てい信じられないということ

のちにまでなった。それほど

する時、私の肉体を中心にお

しょうか。真宗の

の長い時間がかかって誕生し

くなると思い、死後の救いに

心を救う大悲の心
真宗のお話を聞いてもなか

た人間のいのちだから〈尊い〉 いて聞くと、聞き誤りを生じ

ついては考えず、もっぱら現

になるのではないでしょう

なか分からないとよくいわれ

たり、分からなくなったりす

在生かされているところだけ

お話の中心は〈

ます。このことは真宗に限ら

のだ、とよく言われます。し

る可能性があります。

か。

ず、仏教ないしは宗教全体に

かし、その場合のいのちは物

阿弥陀仏と私の関

ついてもいわれることだと思

質的な生命としての〈いのち〉

されている〉というお話を聞

を受けとろうとします。

しかしそういう場合 、〈仏

ならないように毎日一万歩あ

気をつけるとか、運動不足に

ることと受けとり、食べ物に

いうのは私の肉体を大事にす

から〈私を大事にしよう〉と

を私と思ってしまいます。だ

私を物質的に考え、この肉体

まず、〈私〉という場合、

でしょうか。

常に偏っているからではない

のいのちが、さまざまな条件

て受けとっております。肉体

も 私の肉体のいのちにおい

ます。この場合の〈いのち〉

私のいのち〉と考えてしまい

って、現在生かされている〈

りの人たちのお世話などによ

太陽の光や食べ物や、親や周

ている〉ということも、水や

えますから、〈私は生かされ

うものも物質現象の枠内で考

かして下さる阿弥陀様ありが

のか〉になって、今までの〈生

死に際には〈神も仏もあるも

いでしょうか。そうすると、

かして下さらなくなるではな

ると、阿弥陀様はもう私を生

ねばなりません。死ぬ時が来

有難いけれども、やがて死な

まいますと、今は生かされて

になります。そう理解してし

阿弥陀仏のお陰、と聞くよう

今こうして生きておれるのは

在の生活の上だけで真宗の教

を生きたらいいかという、現

受けとっておらず、どう現在

際は死後の浄土往生を真剣に

れるという話を聞いても、実

そして、死んで浄土に生ま

うか。

に過ぎないのではないでしょ

都合の良い〉のを喜んでいる

って喜んでいるのは〈自分の

る状態を阿弥陀様のお陰とい

ましょう。自分が元気でおれ

で生活している時だけであり

体）を生かして下さると聞き、 のお陰様〉を喜べるのは元気

いて、阿弥陀仏はこの私（肉

で〈阿弥陀様の救いやお陰様〉

います。なぜ教えを聞いて分

の歴史のことだと思います。

たとえば〈阿弥陀仏に生か

からないのか。その主な原因
は、現代人の考えがものごと

そのように私のいのちとい

るくとか、体にあまり無理な

で支えられて生かされている

たい〉の信仰は崩れてしまう

を物質的にとらえる傾向に非

ことをしないとか、そうする

と理解しているのです。物質

わくない

ことが自分を大事にすること

又、〈阿弥陀仏は私を浄土

えを聞こうとしてしまいま
りですが、その場合のいのち

に生まれさせて下さる〉とい

多くの現代人が阿弥陀仏も

のではないでしょうか。
また〈いのちが尊い〉とい

は、先ずはこの肉体のいのち

う法話の意味もよく分からな

浄土も信じない主な理由は、

的いのちとしては実際その通
うのもどう理解しているかと

において理解されているので

いことになります。なぜなら

と思うのです。

いうと、私のいのちは、地球

す。

この私（肉体）は最後には死

〈阿弥陀仏はどこにも見えな

す。

に生命が誕生して以来、数十
億年かかってやっと人間のい

か〉と思うからでありましょ

にも確認できないではない

いではないか 〉〈浄土はどこ
ことはありません。

せんし、他の人々の心も見た

分自身）を見たことはありま

らえようとしているからであ

物質ないし物質現象の上にと

これも阿弥陀仏や浄土を、

う言っている〈私〉そのもの

のだ〉と決めつけるなら、そ

といって〈仏や浄土は無いも

が、仏や浄土が見えないから

自分自身さえ見えないもの

ります。月や太陽は目に確認
も無いことになりましょう。

う。

でき、分子化合物も電子顕微

ても確認できない〉というの

阿弥陀仏や浄土はどこを探し
ありません。阿弥陀仏や浄土

中に探しても見つかるはずが

仏や浄土は外の物質現象の

鏡で確認できます。〈しかし

でしょうが、仏や浄土を物質

阿弥陀仏の救済とは、阿弥

は心において、私たちに感知

あります。私たちの目や耳や
陀仏の大いなる慈悲心に私の

や物質現象のように考えてい

手で確認できるのは物質ーー

心が摂め取られるのでありま

されてくるのでしょう。

しかもある程度の大きさをも

す。また、浄土に生まれると

るのがそもそもおかしいので

ったーーしか確認できませ

いうことは、私たちの心が浄
浄土が顕現する、といえるの

化されて仏心に転成するとき

ん。
私とは肉体なのでしょう

ではないでしょうか。
私たちは肉体だけの存在で

か、肉体が本質なのでしょう
か。むしろ心こそ私とよばれ

はありません。心の存在でも

しての物質と、心という非物

ている当体ではないでしょう

〈阿弥陀仏も浄土も見えな

質とが不思議にも相即して存

あります。しかも心の方が主

いではないか〉と疑っている

在している実に不可思議な存

か。心こそ私の主体ではない

〈汝〉そのもの、それは肉体

在であり、しかも心こそ主体

でありましょう。私は肉体と

でしょうか。疑い考えている

であると思います。 （了）

でしょうか。

のは心ではありませんか。そ
の心である〈私〉そのものは
見えません。私は私の心（自

つながれ、業に束縛されるの

が業繋でありましょう」

Ｇ 「ここでいわれる業繋の業

とはどういう意味でしょう

か」

Ｄ 「宿業という意味での業の

に勝れているのでしょうか」

Ｇ 「無対光の徳はどういう風

讃えておられるのです」

ことですが、それが現在の私

Ｇ 「宿業とは過去の業という

う」

れる場合の業ともいえましょ

ことでもあり、業煩悩といわ

Ｄ 「それについて、親鸞聖人

を縛るのですね」
Ｄ 「ええ、そうですね。今ま

れ、その理由とし、一切の業

大なお徳がまします、といわ

べることができないほどの広

は他の諸仏菩薩に比して、比

しでありましょう。阿弥陀仏

阿弥陀仏に帰せよとの思し召

竟のよりどころとなりたもう

繋が除かれていく、だから畢

本願を信ずる者は、一切の業

讃は、清浄光明の阿弥陀仏の

と申されています。このご和

Ｄ 「私たちはこのままの私に

の束縛になるのですか」

う」
Ｇ 「過去の宿業がなぜ今の私

の業の表れとも言えましょ

ってきている私の性質は過去

生まれた時点で、すでに背負

感じられてきます。この世に

根になっていると教えられ、

の結果が現在の私の生き様の

生まれる前の私の行い（業）

まいりますが、特にこの世に

での過去の自分の生き様の結

繋が除かれるからだと、仰せ

満足しておらず自分をよりま

遇斯光のゆへなれば
遇斯光のゆへなれば

になっています」

しな自分に変えたいという願

果として現在の私があるのだ

Ｇ 「業繋とはどういう意味で

りたい、もっと自由で、もっ

一切 の 業繋ものぞこりぬ
業繋 ものぞこりぬ
一切の

すか」
Ｄ 「繋とはつなぐ、しばる、

と善い、もっと素晴らしい人

と、教えによって感知されて

束縛する、悩ます、という意

間になりたいと願っていま

望をもっています。どうかな

味でしょう。ですから、業に

畢竟依 を 帰命せよ
帰命 せよ
畢竟依を

は無対光を讃えて、ご和讃に
清浄光明 ならびなし
清浄光明ならびなし

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
十五 ）
（ 十五）
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。
＊
Ｇ 「無対とは無対光のこと、
とお聞きしてますが、無対光
とはどういう意味でしょう
か」
Ｄ 「阿弥陀如来の御光が、他
に比べて比較にならないほど
勝れたもうことを讃えられた
言葉です」
Ｇ 「何に対比して勝れてまし
ますのですか」
Ｄ 「他の諸仏や諸の菩薩や諸
神の光明の徳に比べて、阿弥
陀仏の徳の勝れていることを

す。ところがそうなれない。
でしか生きていけないのか。

ます。なぜ私はこんな人間性

一切の業繋も除かれる、とい

除くといわれていますよう

Ｇ 「阿弥陀仏の光明に遇えば、 仏の大悲は〈一切〉の業繋を

陀様が〈私はあなたとともに

いてお念仏する、そこに阿弥

時、〈我が名を称えよ〉と聞

あるのですか」

それは過去の宿業が現在の私
それは〈お前の宿業のゆえな

われるのは、どうしてですか」 に、私たちの苦しみや不安や

いる、あなたの主としてここ

仰せとなって如来の大悲が流

を束縛しているからだと感じ
のだよ〉という教えの言葉に

嘆きや悲しみの一切に応じて

にいる、どのような状態であ

しょう」

ずにはおれませんし、そうう
私は深くうなずかざるをえま
Ｄ 「阿弥陀仏の大悲の光に遇

大悲をそそいで下さいます」

ろうとも、そんなあなたを引

Ｄ 「悲しみや苦しみや不安の

なずかれてまいります」
せん。それは悲しみです。し

えば、大悲の心が煩悩の心に

Ｇ 「一切の苦しみに応じて下

れて下さいます。しかもお念

Ｇ 「私は、どうしてこんな人
かし仏の光を蒙っている喜び

いっぱいになり、煩悩の繋縛

＊

間なのかということを教えに
をともなった悲しみです」

行く〉と仰せ下さるお心であ

よって内省し、知らされると

なのですね。そこをもう少し

り、お力なのです。どうにも

き受けて、必ず浄土へ連れて

す。大悲の心が煩悩の心に降

詳しくお聞かせ下さい」

さる法が南無阿弥陀仏のお徳

Ｇ 「では、業煩悩といわれる

りそそいで下さいますから。

の苦しみを緩和して下さいま

い私は、過去の私の生き様の
場合の業繋とはなにでしょう

ならなくて困窮している私に

＊

結果なのだと、感じられてく

Ｄ 「お金は貧窮の苦を除きま

き、今のどうしてみようもな

るもの、それが宿業感なので

けたもう大悲なのです。そこ

すが、病気の苦を除きません。 〈我が名を称えよ〉と喚びか

木村無相さんは
雪が降る 雪が降る

薬は病気の苦を除きますが貧

雪が降る

か」
Ｄ 「それは、煩悩が私たちを

すね」

むじ ん

にほっと息をつかしていただ

煩悩無尽と
煩悩無尽と

窮の苦を除きません。カウン

けるのです。そのような大悲

束縛し、苦しめる面からの煩

セリングは人間関係の苦しみ

のお心にふれる時、不思議に

Ｄ「ええそうですね。しかし、

を除くことに効果があります

も、私たちの業繋の苦しみが

大悲無倦 と
大悲無倦と

雪が降る

Ｇ 「自分が宿業にがんじがら

じられてきます」

き、己の宿業が繋縛として感

因を自分の上に内観すると

はいかないのですが、その原

性を持ちたいと思ってもそう

を苦しめます。そのように自

は、教えを聞くことを通して、 その嫉妬心が起こしたその人

めになっているということ

分の中の業煩悩はその人を悩

人をねたむ煩悩を起こせば、

愛着によって悩まされます。

人ができれば、好きな人への

よって思い煩います。好きな

とうと、家に執着する煩悩に

家が傷まないよう、美しく保

たとえば家を持てば、持った

るのです」
Ｇ 「大悲はどのように流れて

嘆きや不安が薄くなり軽くな

縛していた業煩悩の苦しみや

が流れて下さると私の心を束

りませんが、しかし大悲の心

悩の障りなどの業繋はなくな

生きている限り、宿業や業煩

Ｄ 「そうなんです。この世に

ね」

と、苦しみが緩和するのです

Ｇ 「〈我が名を称えよ〉とい

て下さいます」

にも応じて、その苦を緩和し

よ〉の大悲は、どのような苦

せん。しかし〈我が名を称え

苦にも対応することはできま

果がありましょうが、一切の

や不安や悲しみに対応して効

対策や道徳は、それぞれの苦

でしょう。それぞれの方法や

ことには必ずしも対応しない

が、人生の空しさの苦を除く

ていただいています」（了）

Ｄ 「そのように現在は聞かせ

無対光と申されるのですね」

お徳がまします、といわれ、

ことのできないほどの広大な

阿弥陀仏の光明は他に比べる

Ｇ 「そういういわれがあって、

聞きしています」

かれて仏にして下さる、とお

全く浄化され、業繋は全く除

Ｄ 「浄土にいたれば、煩悩は

いつですか」

Ｇ 「煩悩が一切除かれるのは

うた

雪が降る
と詩っておられ、煩悩におい

が、死と死後の不安までは除

やわらぎ、今ここにおらして

雪が降る

のものがその人を苦しめるの

て大悲をいただいておられま

きません。人を憎む心を除こ

いただける場をあたえられる

悩のさわりのことです。人を

宿業を云々するのではありま

でありましょう。あれが欲し

うとする愛の道徳は憎しみを

のです」

それはどこまでも私自身のこ

せん。宿業は自分自身におい

いこれが欲しいという欲望

す」
Ｇ 「大悲の心が業繋に苦しむ

除くことに益がありましょう

むけん

て感じるものです。このよう

が、欲を起こしているその人

私たちの心に流れて下さる

内に感じられてくるのです

ませ、わずらわせ、ふりまわ

下さるのですか」

うお言葉はなぜそういう徳が

憎むと、その憎む煩悩の心そ

に、自分の性格をもっと善い

自身を振り回し悩ませます。

ね」
Ｄ 「ええ、仏の教えの光に照

し、束縛するものです。それ

Ｄ 「〈我が名を称えよ〉との

とにおいてであって、他者の

性格にしたい、よりよい人間

らされて、過去の宿業が自分

で業繋といわれるのでありま

かん わ

を縛っていることが知れてき

の阿弥陀様である。

を助けたもう、私

見る影もない、西も東も弁えぬ、すね

と、聞かされています。

のもとに南無阿弥陀仏

無阿弥陀仏の不思議な不思議なお力に

私の自覚や感激に依るのではない。南

はどこまでも全く〈仏仕事〉であって、

程が少しは尊いと感じられても、それ

仏心が凡心に来た

て、あまえて、無理言うて南無阿弥陀

助けられるばっかりである。その力を

南無阿弥陀仏と口にまかせて、仰せ

って、主となりた

仏と、唯ないています。いいえいいえ、

仰ぐ外にはない。感謝も乏しく慚愧も

南無阿弥陀仏が、私一人のための、私

もう。仏心が凡心

そのなく事すらなきかねますので、な

その場かぎりの、まったくのゼロの私。

松並松五郎念仏語録に聞く》十四
《松並松五郎念仏語録に

を受容して下さっ

かされています。このおろか者が、そ

ゼロの私に南無阿弥陀仏と口割って現

が往生の助けにもならない。私の往生

ているのである。そして浄土に生まれ

の内お宅までなかされに詣ります。母

れまします御念力。この大悲のご念力

南無阿弥陀仏

ることが約束されているのである。私

上様によろしくお伝え下さいませ。

信心夜話
の主となりたもう仏心が南無阿弥陀

葉
まい

おもや

ゴシック文字の
部分は松並さんの
松並さんの言
ゴシック文字
文字の部分は
さんの言
○伊勢の広永へお詣りの時、母屋から
仏、南無阿弥陀仏と、ご自身を現した

らぬ様願上げます｣

弥陀仏と口先ばかりで称える一つ、聞

弥陀様に甘えて、南無阿弥陀仏南無阿

という無理を引き受けたもう大悲の阿

に甘えるばかり。極重悪人を仏にする

はなれ座敷へ行く途中（中庭が随分広

もう。この南無阿弥陀仏に助けられて

松並松五郎

く一つ、鳴く一つ。鳴くは泣くでもあ

中のお声。凡夫の妄念妄想の心に外か

に助けられて往生ぞや〉とのお声。空

と言われた。〈それその南無阿弥陀仏

仰せが響くことが何度もあったとのこ

（松並さんは、こんな風に突然に仏の

んな口から、現れて下さる。その御念

仏と呼びかけて、南無阿弥陀仏と、こ

弥陀仏に成りましまして、南無阿弥陀

だただ、こんな私の為にとて、南無阿

あそばすほどにも尊いとも知らず、た

に知らされたとて、諸仏菩薩方が讃嘆

らねば、お念仏様が尊いと、少しは身

抜いて下されたほどにも、悪いとも知

は照らしい出されたとて、如来様が見

らされて知れたとて、私に知れた悪は

が、どれほど自分の罪や悪が仏法に照

がりました〉などという話をよく聞く

我執の深い者でありました、と頭が下

〈私はこんなに煩悩の深い、罪の深い、

年、機の自覚ということが強調されて、

水が薄まることをおそれる。

ただ近

解釈や講釈をはさんではかえって濃い

で、後世に残すべきほどの内容である。

（これなども実に有難く、尊いお手紙

を手ぶらで仰ぐのみ）

んな愚かな者への不思議な大悲の仰せ

索するのはかしこい人にまかせて、こ

恵はいらぬ。かえって邪魔である。詮

念仏の声に聞き受けるのには凡夫の知

深い深い大悲のお心を、極めて浅いお

鳴くことも如来様に鳴かされている。

出口様

ら声がかかる。内は妄念妄想であるが、

力、不思議なお力を仰ぐほか、そのす

わずかである。そんなものは当てにも
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｢かならずかしこい人のまねはなさ

い）夜分の事とて、あたりに誰も居な
の往生である）
○伊勢冶田の出口様への手紙

いのに、突然声あり、確かに聞えたり。
｢口に現れ給うお念仏、それそれ其の
南無阿弥陀仏に、助けられて往生ぞや｣

外は広大な真実の領域であろう。そこ

べさえ知りません。と申しましても感

手柄にも、お助けの益にもたたぬ。如

る。鳥が口先で鳴くようなもの。その

からお声がかかって、広大な真実の領

謝もなければ、懺悔もなく、ただただ

来様が〈極重の悪人〉と仰せ下さる程

我が機は悪しきいたずら者と、少し

域を感知せしめられる。松並さんの場

南無阿弥陀仏と口の動

声が空に聞えたり

合は、これが実にリアルである。私の
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の悪はとうてい私には知れぬ。またど

と。南無阿弥陀仏

ように、ほのかに感じられるというの

くばかりで、まことにお恥ずかしゅう

れほど如来様のご恩の尊さが知れて
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ではない。それは一見、幻聴に似てい

存じます。私の様な片輪者は、とても

も、凡夫の知りようはどこまでも浅い。
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るが、幻聴とは対極にあるものである。

の事に有難い信者には、なり得ません

（了）

真実そのものが音声（言葉）となって

自分の悪を少しは自覚しても、それが
人

で、南無阿弥陀仏

助かる種にもならず、如来様のご恩の
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喚びかけたもう。

様の様に喜び得ませんで南無阿弥陀仏

口に現れたもう南無阿弥陀仏、この

