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ていますように、

迦如来様が説かれ

心といっても、この口に出入

陀仏の現れ」であります。信

私がこの世でどう生きるか

りのお念仏が「私を救いたも

ために永き菩薩行（五念門の

という前に、「私に」あるいは

如来法蔵様が一切

をどこまでも救うていく働き

行、諸波羅蜜の行）を行われ

「私のために」なして下さっ

う阿弥陀様であった」と知ら

をなされる といわれ ています 。

ました。それは一切衆生を救

ている如来法蔵様のおはたら

衆生を救いたいと

こうした菩薩が衆生済度のた

済するためであります。そこ

き、それが私の人生を全面的

されることの外にはありませ

めに さまざまな 行 （自利 利他

でこの和讃の「十方衆生のた

に支えて下さるのです。私た

の願いを起こし、

・供養諸仏・開化衆生）をな

めにとて」の一句からこうし

ちの人生に決定的に大事なこ

ん。

される、それをここでは「如

た如来法蔵様の大悲のお心が

とは、「私がこれからどう生き

その願を実現する

来の法蔵あつめてぞ」とうた

響いてま いります。

来法蔵様（法蔵菩薩）の、一

背景としており、それゆえ如

の菩薩は如来法蔵様の願力を

相の菩薩といいますが、還相

このような浄土の菩薩を還

られる のです。

仏に依りたてまつれ、と仰せ

もう広大なお心である阿弥陀

その一切衆生を平等に救いた

本願に帰せし めたもうの です 。

平等に救いたもう阿弥陀仏の

それによって、衆生をして

善知識方も、「私のため」であ

教えを説いて下さった身近な

がため」であり、私に真宗の

僧も親鸞聖 人も 、
「私を救 わん

お釈迦様も浄土の経典も七高

ため」であります。さらに、

ます。すなわちそれは「我が

な「十方衆生のため」であり

土も阿弥陀仏もお念仏も、み

れによって成就された極楽浄

を成就するための修行も、そ

こされた本願も、またその願

衆生を救済しようとして起

に代わってなしたもうご修行

も、みな法蔵菩薩様が私たち

ある阿弥陀仏（南無阿弥陀仏）

入れ給うお浄土も、救い主で

て罪と死を除き、死して迎え

死にゆく私たちを引き受け

ます。

てぞ」についてお話しいたし

次ぎに「如来の法蔵あつめ

にあ うことです 。

て下さっている真実（如来）」

与えられている「私を摂取し

るか」ということに先立って

薩行の源である法蔵菩薩の願

私はこのご和讃を浄土の菩

近に、口に現れて下さる南無

いものです。そして、一番身

めの阿弥陀様」と受け取りた

仏を拝む ときは 、
「 ああ私のた

お内仏にお参りして阿弥陀

欲のこころなくして得たまへ

ある清浄光は「法蔵菩薩、貪

には、 阿弥陀仏 の光のお徳 で

宗祖の『弥陀如来名号徳』

功徳であ るといわれ ています 。

によって集積された結果の大

げん

切衆生を救いたいという願心

ります 。

行のお姿としていただいてみ

阿弥陀仏は、阿弥陀仏ご自身

いえま しょう。

よう と思います 。

るひかり」であり、歓喜光は

さて、『仏説無量寿経』に釈

であり 、「私を救いたもう阿弥

げん

とご修行が還相の菩薩の源と

ぎょう

われてい ます。

（和讃法話）

の世界に還って苦しみ悩む者

苦悩の衆生を救うために迷い

は仏になりたもうのですが、

弥陀仏の浄土に生まれたお方

す。このご和讃の意味は、阿

に基づいて作られたご和讃で

てまつる。」

ゆえに われ大心 海を頂 礼した

蔵を集めて衆生のためにす。

「（安楽国土の菩薩は）仏の法

阿弥陀仏偈 』の中の

このご和讃は曇鸞大師の『讃

＊

お心に帰命したてまつれ。）

のである。それゆえ、弥陀の

陀の大悲の心から表れでたも

その元は大海のように広い弥

の浄土の菩薩の衆生救済は、

十八願に帰依させられる。こ

徳を積み、衆生を教化して第

十方の衆生を救うために、功

現代語訳（浄土の菩薩方は、

（ 浄 土和 讃 ）

十方衆生のためにとて
如 来の 法 蔵あ つ めて ぞ
ぐ ぜ い
本願弘誓に帰せしむる
きみょう
大心海を帰命せよ

十 方 衆 生 のためにとて

mail:bachkantata2mubansou@zeus.e

○〈念仏座談会〉
毎月２日と１２日午後３時始
○〈聖典学習会〉
毎月６日午後７時始。
○〈真宗入門講座〉
毎月１８日午後 6 時 30 分始。
＊ ８月は２日の念仏座談会と６
日の聖典学習会以外は休み。

発行所： 真宗大谷派念佛寺

ころ 」

「（浄土は）法蔵菩薩 、諸波羅蜜

には
習し て成 ずると

かれて います。

まへるひかり」である、と説

は「無痴の善根をもって得た

へるひかり」であり、智慧光

「無瞋の善根をもって得たま

す。これをずっと続けていく

などを提供するという善行で

自分にもてる物や能力や知識

人に安らぎを与えるために、

の人の苦しみに共感し、その

礼や称讃を求めず、純粋に他

という自意識を起こさず、返

る行為 、それも「してあげた 」

惜しみなく持てるものを与え

れができるでしょうか。人に

ですが、はたして私たちはこ

ことです。ですから牛肉や豚

ちも殺さないようにしていく

他のさまざまな生き物のいの

もしないことです。さらには、

さないのは勿論、傷つけたり

力を振るって人のいのちを殺

戒あるいは不傷害の戒で、暴

ない）です。一番目は不殺生

い）、不飲酒戒（酒などを飲ま

を得るためにウソをつかな

を持たない）、不妄語戒（利益

邪婬戒（よこしまな男女関係

りつけになり、聖者パウロも

ト教でもイエスは十字架には

害されました。また、キリス

子の目連や蓮華色比丘尼も殺

妨害に遭いました。釈尊の弟

した。蓮如上人もさまざまな

れ罪を着せられ流罪になりま

人も時の権力によって弾圧さ

宗祖親鸞聖人も師の法然聖

難されることが多いのです。

人ばかりではありません。非

れたりします。決してほめる

妨害されたり、時には弾圧さ

のことを「十方衆生のために

め）して下さったのです。そ

なして下さり、功徳を積習（集

行という「仏になる行法」を

て法蔵菩薩はこれらの波羅蜜

そのような私たちに代わっ

ます。

とは極めて難しいことになり

であり、それゆえ仏になるこ

ち凡夫がとてもなしがたい行

ていく行です。これらも私た

離れて、悟りの智慧を完成し

真理を学び、間違った考えを

です。そして智慧波羅蜜とは

じ ゃい ん

と仰せ られてい ます。
行為を布施行といいます。そ

肉や魚を食べていることは、

殺されたといわれています。

とて、如来の法蔵集めてぞ」

むしん

「十方一切衆生を仏になす
れは「我」とか「我が物」と

それらのいのちを殺す因縁を

ですから仏道修行に励むと

の文言から 教えられる のです 。

たちに開かれ、法蔵菩薩は阿
ら、法蔵菩薩は私たちに代わ

これが私たちにできるのな

むどころか「おいしい、うま

縁を作りながら、それを悲し

す。私たちは肉や魚を殺す因

事な仏 道修行で す。

と、それが忍辱波羅蜜行で大

れを静かに堪え忍んでいくこ

ことをまぬがれませんが、そ

す。南無阿弥陀仏は「汝を仏

えさせ、聞かせて下さるので

げ、これを私たちに与えて称

によって南無阿弥陀仏を仕上

そして、法蔵菩薩様は願行

は ら み つ

弥陀仏に成られ、私たちを、

って布施行をなされることは

い」といってはばからないの

私たちは非難や暴言に耐え

にする功徳はすべてこの法蔵

を集めて積

しゃくじゅう

また曇鸞大師の『浄土論註』

ち

ために」法蔵菩薩は「如来（仏）
いう執着を離れる修行とも説

作ってますからこれは不傷害

さまざまは妨害や非難にあう

む

の功徳を集め」る修行（諸波
かれ、また他の苦しみを除こ

戒に背くことになっていきま

このままなりで引き受けたた

なかったのでしょう。代わっ

です。それゆえ持戒波羅蜜を

られなくなったり、相手を憎

がなし集めたから、お前はお

おんじゅ

羅蜜）を積み重ねられたので
うとする慈 悲行なので す。

もう南無阿弥陀仏ができあが

てなされたのは、私たちがそ

行うことは非常に難しいこと

悪したり、あるいは厳しい修

前の生地のままなりで助ける

しき

す。それによって、浄土は私

ったの です。

のような尊い布施行などは到

になります 。

行に辛抱が できなくな ります 。

ぞ助かるぞ」と仰せになるの

た

たとえば六波羅蜜行の修行

底できず 、
「我が物 」に執着し 、

このような私たちに代わっ

仏道修行を遂行するはとても

にん にく

とは、布施・持戒・忍辱・精

惜しみ心がやまないゆえ、私

て法蔵菩薩は持戒波羅蜜行を

ぜんじょう

進・禅 定・ 智慧の 行という、

たちは仏になれないと法蔵菩

であ ります。

は ら み つ

悟りに至る（波羅蜜）行いで

難しく、並の凡夫ではとても

この南無阿弥陀仏から洩れ

る人は一人もいない、全ての

できそうにもありません。

も

行い続けられたのでしょう。
て布施波羅蜜行をなしたもう

薩は見られて、私たちに代っ

す。
まず布施行ですが、これは

そういう凡夫の私たちに代

衆生を受け入れて下さる大悲

にん にく

また忍辱行とは、他者から

わって忍辱波羅蜜行をして下

のお心でありますから、弥陀

たので ありまし ょう。

の罵詈暴言に腹を立てずこれ

さったの が法蔵菩薩 です。

仏道を成就するための大切な

を静かに受けとめ、相手を憎

といわねばなりません。それ

り

次ぎに持戒行です。戒律を

まない。そして苦しい修行に

また精進波羅蜜は仏道修行

ゆえ「大心海（阿弥陀）に帰

ば

とは、返礼を求めず、「私がし

きっちりと守ることです。た

耐える行が 忍辱波羅蜜 行です 。

に邁進し、怠けないことです。

命せよ」と仰せられるのです。

修行とされています。布施行
た」とか「してあげた」とい

くさんある戒の中でごく基本

この世で、真実を真剣に求め

禅定波羅蜜とは、坐禅を組み

の本願はまことに広大なお心

う自意識をもたず、困窮せる

的なのは五戒です。不殺生戒

て生きようとすると、必ずと

（了 ）

は ら み つ

他のために財や物品や労働や

（殺したり傷つけたりしない）、

心を鎮め、真理を認識する行

まいしん

法を 施すことで す。

いっていいほど非難されたり

ちゅうとう

不 偸 盗 戒 （ ぬ す ま な い ）、 不

布施行は仏になる行の一つ

の私（凡

悲は、こ

仏心大
くなるのか」といえば不思議

すね。ですから「なぜ離れな

るともう絶対に離れないので

願をお念仏申しつつ聞くこと

という阿弥陀仏の大悲のご本

ることもできないのだから」

知無能で自分で自分をどうす

らされ るのです 。

我が心が煩悩ばかりと逆に知

ご本願のお心に照らされて、

仏心には無碍光の徳がある

阿弥陀仏が「まかせよ」と

も、すでに 阿弥陀様 の勘 定済

起こるかも知れません。それ

真宗信心へ
の問 い
という ホカはあ りません。

本願の仰
といわれています。無碍光の

仰せられるのは、まるまる引

みです。そのような自分が、

それでも「なかなかそうは

心）に、
せの「言葉」で喚びかけてお
徳とは、凡夫の側のどのよう

き受けていただかなくては、

思えない」というツブヤキが

（質問が当 方へ寄せ られます。
られます。それがお念仏の声

な悪業煩悩にも仏心は妨げら

いかんともし難い私だからで

者とも、極重悪人とも思えな

悪業煩悩の者とも無知無能の

によっ てです。

その事例を取り上げ、それに
であります 。

れずに、凡心の底に至り徹っ

す。私が自分で自分を助ける

い、そういうどうしてみよう

かんじょう

対しての応答をここに述べさ
南無阿弥陀仏の、南無は「ま

て離れなくなって下さるお徳

ことができる存在なら、阿弥

もない 愚かな私 であればこ そ、

とお

かせよ」「たのめ」阿弥陀仏は

です。『安心決定抄』に

陀仏は「マカセヨ」「タノメ」

「マカセヨ」と仰せ下さって

せていただきます。）
「まるまる引き受ける」「助け

「仏心はわれらを愍念したま

とは仰せられないでしょう。

いるのです。いつも逃げ回っ

＊
る」の仰せであります。南無

うこと骨髄にとおりて、そみ

ご本願の仰せである「ただ

ている私をどこどこまでも「そ

この仰せは、三定死の私、

はなるべからず。摂取の心光、

ごとし。はなたんとするとも、

つ無いということを、如来法

ばかりで、まことの心は何一

う思し召しは、私の心は煩悩

下さっているのではありませ

今南無阿弥陀仏と喚びかけて

追っかけして 、私のところに、

んなお前だから」と追っかけ

問い①。

いわば助かる縁も手がかりも

われらをてらして、身より髄

蔵様は すでに徹 見されてい て 、

んか。

＊

「たのませて助ける」、その
阿弥陀仏は「タスケルで、た

つきたまえり。たとえば、火

称えるばかりで助ける」とい

＊

事によって、阿弥陀仏と離れ
のめ」の大悲の仰せでありま

のすみに、おこりつきたるが

なく、いきづまっている私に

にとおる。」

そんな私なればこそ、「汝の心

みん ねん

ない身にさせていただくとお
す。

仏をたのめば、阿弥陀仏と離

とっては余りにも有難くて、

と仰せ られてい るとおりで す。

には真実はない、それゆえそ

こつ ずい

聞きしましたが、「なぜ阿弥陀
れない身にな るのでしょ うか 」

「ああこんな私を」といただ

これが阿弥陀仏と離れない身

の心に何も要求はしない。汝

さんじょうし

まずこの場合、私の本質を

かざるをえません。その時、

にさせていただくということ

はただ口に称えるばかりでな

ずい

「私の心」であり、阿弥陀仏

大悲のお心にまったく打たれ

です。
問い②。

お答え。

を「阿弥陀仏のお心」と限定

てしまって、「ああ有難い」と
す。それがおのずと「マカセ

「煩悩具足であり、無知無能

の仏心は凡心に至り届いて下

《念佛寺報恩講》

十二月二十二日（火）

午後二時始

大谷大学准教授（真宗学）

藤 原 正 寿 先生

＊なお十二月二十二日は午前十時より
勤行・法 話（念佛寺住職）があります。

ご講師

（了 ）

させて、そこから考えていき

＊

なぜなら、阿弥陀仏と離れ

ヨ」の仰せのままにおまかせ

で助かる縁なき私」とどうし

私の心、それを凡心と申し

さり（この事はあとで分かり

念仏聞法し、私にかけて下

にもいらない」との丸助けの

受けとらざるをえなくなりま

ないということは心の領域で

したこ とになっ ているので す 。

＊

たいと思い ます。

起こりますから。いわば心と

ます。この凡心が仏のお心と

ます）、いわゆる「真心徹到」

さっている大悲の本願のお心

たら分 かるので すか。

一つになって離れないのを仏

し、仏心は凡心に離れなくな

を聞かせていただくことによ

その時、はからずも、大悲

心凡心一体、「仏凡一体」と古

って下さいます。それを「本

ってです。「我が名を称えるば

心の関 係です。

来から申しております。凡心

願力の回向成就」と申します。

かりで、引き受ける、汝は無

お答え。

がなくなって仏心だけになる

しかもいったん届いて下さ

のでは ありませ ん。

す。

○
てつつい
紀さ んの「大鉄槌」のアトがわから んの
で、自分のただ念 佛信心のありのままを書
かせて、もらいました。
○
『歎 異抄』の結文に、
善信が信心も
聖人の御信心も 一つなり
と親鸞聖人の仰せがあります が、今は
無 相の信心も
親鸞聖人の御信心も
一つなり
とヒトリで喜ばせていただ いています。
ヒトリだけでなく「行学」 の藤原幸章先
生また、そのように、おっしゃって下さい
ます。
○
「この上は、念仏をとり て、信じたてま
つらん とも、すてんとも、メンメンの おん
はからいなり」
であります。
私は「末灯鈔・ご消息」 はもちろんのこ
と 、「 歎異 抄」 に 、聖 人 のお 言 とし て、 唯
円房がとりついでいるお言葉もまた聖人の
お言葉と、いただ いているのであります。
○
紀さんの手紙にある「ご消 息」のお言葉
は次のようにいただいております。
他力と申す は行者のハカライのちりば か
りもいらぬなり。
とあるのは、
た だ念佛せよ

木 村 無 相 さんの法 信
（昭和五十八年十一月七日のお便り。ご往生
される二ヶ月前です。無相さん七十九才）

（前号からの続きです ）
＊
＊
＊
それ で、
ただ念佛せよ
の「よき人の仰せ」
ちょくめい
「如来の勅 命」のまンまに
た だ念佛申す
ただ南無阿弥陀仏と申す
ただ、このこと一 つで、
「信ずる」こと、
「タノム」こと、
「ハ カライなくマカセル」こと、
「無義」とい うことに、
なっているのでありますから
「勅命のまま」に
念佛申 すこと、
ただこのこと一つのほかに浄土真宗の信
心も、安心もないのであります。
○
そ れで私は、
『歎異抄』第二條の
親鸞におきて は
ただ念仏して
ミダにたすけられまいらせ て、
信ず るホカに
称えるホカ に別の子細なきなり
で、
念佛一つ
に大安 住させていただいているのであ りま

３７

の「よき人の仰せ」
「如来の勅命」のまンまに
た だ念佛申すことが
「他力の信」
「他力の行」な のであって、
「よき人の仰せ」
「如来の勅命」のまンまに
ただ 念佛申すことが、
行者のハカラ イをチリばかりもせぬこと
になっているといただかれるのでありま
す。
そ れ が 「無 義」 と いう こ と 、「 ハカ ライ
が無い」という ことでありましょう。
それゆえに
義なきを義とす
と 申すなり。
と。
そして
このほかにもうすべきことさらになし、
と。
ただ 念佛せよの
「よき人の仰せ」
「如来の勅命」のまンまに
ただ念佛申すことが、
た だ如来にまかせ申す
ということにな るのでありましょう。
これが
大師聖人、法然上人のみ こと
なので ありましょう。
○
以上をもって 、十月二十九日の紀さんの
てがみの返信をさせていた だきます。
○
今日の未明三時半から、今、午后三時四
十分まで、休み 々々、十二時間かかってや
っとご返事、書かせてもらいました。
○
もうもうつかれて、今日はもうハガキ一

枚も書かず、四時半の夕食まで、一時間、
目をつぶって
念 佛申し申し、
やすませてもら います。
○
「体力」なく「視力」なく、これ以上く
さいご
わしく書けませんが、これが最后の手紙と
なってもよいと思うほど大事なことを書か
せてもらいました 。
○
極重悪人唯称仏
ただ 念佛して
で
「よき人の仰せ」
「如来の勅命」の
ままに
唯念佛申すホカに
私の信心、安 心はありませぬ。
凡心が信ずるとか、疑うとかは、一切問
題でありません。
ただ 仰せのみ
勅命のみ
であります。
○
皆 、元気でいて下さい。
真由実さんによろしく々々々々
ナムアミダブツ
ナムアミダブツ
合掌
ナ ムアミダブツ
ナム アミダブツ
（ 五八 ・ 十一 ・ 一七 。（月 ） 午后 三時 五十
分）

