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仏教はどのような宗教か 
 

２００５年２月２６日   岡 本  英 夫 先生 

 

 今回は新しい方が多くて、本当に皆さんよくいらっしゃってくださり、ありが

とうございます。 

 ただいま、志慶真先生のご挨拶にもありましたが、私たちは、仏法の呼びかけ

を頂いても、なかなか素直に応えることができません。私自身は、もう三十年以

上も前になりますが、かなり強く呼びかけられる状況の中にいたのですが、しば

らくは仏教に対して強く拒否をし反発をしていました。しかし、実際に初めて仏

教の教えを聞いてみますと、まったく自分が思っていたものと違うということだ

ったわけです。それどころか、むしろ立場が逆転して、こういう教えこそ聞かな

ければいけないんだと、一時間余りのお話を聞く間に、いつのまにかそう思って

自分の考えが一八〇度転回していました。 

 それほど大事な教えなのに、初めはまったく仏教の何たるかを知らなかった。

大変恥ずかしいことですが、それが私の出発でした。初めて参加してくださった

皆さんを拝見していて、私自身の初めて仏教を聞いた時のことを思い出していま

した。 

 

空しさを超えたい 

 さて、今回はですね、出発点に立ち返りまして、仏教の基本的な特徴について

少し見てみたいと思います。仏教とはどのような宗教かということですね。 

 まず、そもそも宗教なるものがどうして必要かということです。私たちの人生

の最大の問題は空過ということではないでしょうか。空しく過ぎる。もし私の人

生が空しく過ぎれば、これほど残念なことはない。人生最後の日を迎えて、自分

の心の底からどう考えても満足と感謝の言葉が出ず、空しかったと言わざるをえ

ないということであれば、本当にいったいどうすればいいか、ということです。 

 せっかくこの世にこの自分として生まれた。もうこの私はこれ一回きり。何十

年前はなかった存在が、この世に生まれて今一回きりの人生を生きている。そし
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て生涯を終える時に、その全体を「空しかった」という一言で言わざるをえない

となれば、これは本当に悲しい、もう何ともこれは気が狂うようなことではない

でしょうか。 

 私たちの願いは、空過の反対のもの、充実と感謝、いきいきとした生でしょう。

私はそこのところはどうなっているのか。このことはおそらく嘘はつけないと思

います。私自身は知っているのです。 

 

私はこの私を生きる 

 自分がこの世に生まれてくるということは、本当に不思議なもので、私たちは

子供の頃、思春期の頃、親を怨みましたね。どうしてこんな自分に生んだのかと。

私の最も深刻な問題だったわけです。しかし、「どうしてこんな自分を生んだの

か」という問いは必ずしも正しい問いというわけにはいかない。人は誰しも生ま

れてみて、なぜこの自分がこの世にこうして存在しているのか、それは自分が解

決していかなければならない問いなのですね。生んだ側にも、生まれて生きる側

にも自分の問題として問わねばならないわけです。 

 仏教の教えは正しくそういうところが問題なのです。お釈迦様というお方のご

一生が独特な叙述で経典に伝えられていますが、自分が生まれるというところは

このように言われてます。自分は生まれる前に自分のほうから母親のお腹の中に

入ったのだと。もちろんお釈迦様も若い時にすぐにそれが分かったというのでは

ないでしょう。三十五歳で正覚
しょうがく

（ただしいめざめ）を開かれ、自己と真実が明

らかになったことの、その内容の一つであったわけです。 

 自ら母親のお腹に入ったというユニークな表現は、しかし驚くべきことが言わ

れています。それは、どうしてこんな自分に生んだのかという受動的・被害者的

な受けとめではなく、自分が敢えて「この人」を母親と選び、この母の子となっ

たのだという、自分とは縁のないところで作られ、従って「作られたもの」と思

わざるを得ない現実を、全て自分のところで引き受けてこの問題を完全に解決し

たのです。そこには何があるのか。私は私の全てを引き受けて生きるのだという

自己の主体性が強く息づいてあるのです。 

 主体性といっても、ただ自分の意志で生まれたというだけではありません。こ
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れも大変なことですが、もっと厳しい状況を自分で担っていくのです。我が母、

この人から生まれようとしたのが自分なんだと。つまり、生まれるということを

主体的に選び取ったというだけでなく、この母の子、つまり自己のすべての内容

が「この」母の子として限定された形で生まれることをも主体的に選び取ったと

いうことです。 

 お釈迦様が言われるのは、私はこの母親の胎内に自分から入ったんだと。とい

うことは、母に対して、どんな人間に生んでくれてもいいよと言ったというよう

なものですね。全てあなたに任す。そして全ての責任は自分が持つからと言うわ

けです。このようにして自分は生まれたんだと、お釈迦様は後になって悟られた

のです。なんという主体性でしょうか。  

 この主体性のもとに生きていく道は、自分という存在の具体的あり方、即ち自

分の能力や性格や境遇などに振り回されず、全てを自己自身として受けとめ担っ

て、これが私なんだ、私はこの私を生きるんだと言って生きていく道です。これ

が言えるところに、なぜこんな自分を生んだのかという、子供の頃から心の底に

居続け自分を苦しませた問題を、遂に私たちは克服することができるのです。そ

こに空過を超えていく大きなヒントがあります。 

 空過を超えることができれば、空しい我が身全体が充たされた世界がそこにあ

る。怨んだ我が身が有り難いという感謝がそこに起こるのです。本当に私たちは

充実と感謝、感動と感謝をもって生きていきたい。このことが、宗教が必然的に

人間に必要になってくる理由のひとつと言えるでしょう。 

 

仏教の入口は広い 

 そこで、では宗教とは何かということですが、先ほど申しましたように、私も

以前強くお誘いを頂きました。しかし、その誘いよりももっと強く断って、断固

仏教なんかは聞かんぞと思っていたのですが、その時は仏教にしろ何にしろ、宗

教というものに対してほとんどまったくその正しい姿を知らなかったわけです。 

 知らないけれども自分なりに一応社会通念と言うか、いつかどこかで誰かから

聞いたような情報が入っているんですね。それで自分なりに宗教とはこういうも

のだというものを作り上げているんです。 
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 同時に、宗教というとどこか怖いわけです。これに入ったら出ることができな

くなるのではないのか。もしいい所に入ればいいんですけどね、そうでない所に

間違って入ったらどうしようというような、そういう思いがあったわけです。そ

れは今日でも同じで、むしろ強くなっているかもしれません。私たちの頃は、新

興宗教が目白押しで登場し、洗脳や強引なやり方が社会問題になっていた頃です

から。 

 宗教といえば、宗教に「入る」と言います。入るという表現をどうしても使う

んですね。宗教に「出る」とはなかなか言わない。本当は宗教に出るという表現

がふさわしいのですが、どうしても入るという表現を使ってしまう。そうすると

何かやはり狭い所へ普段の自分でないように無理をして入るというか、刷り込ま

れてゆくというか、そのような印象もあって、誘われてもなかなか賛同はできな

かったわけです。 

 しかし、ある時試しに仏教の教えを聞いてみたのですが、実際に聞いてみます

と、まったくそういうものではありませんでした。これは大変な驚きだったわけ

です。もっとも宗教は沢山ありますからね。本当にそういう狭い所に無理をして

押し込めるというものもあるかもしれません。しかし、この仏教の教えというの

はまったくそういうものではなかったですね。自然な形で触れていくことができ

る。私たちが日常いろんなことをやっている、その感覚と同じ感覚でやっていく

ことができる。特別にこれまでの何かはやめて、無理をして「こうなんですよ」

と言ってやるようなものではないというわけです。 

 その「自然な形で」というのが、もし、仏教の言葉を使えば、「聞・思・修」

ということになるでしょうか。「聞」とは教えを聞くということです。聞くとい

う行為は自然な行為です。どんな気持ちを持っていようとかまわない。まず聞い

てみる。仏教の道を行くかどうかは、聞いてみて判断すればいい。ここには何も

無理はありません。 

 仏教の入り口において言えば、「聞く」ということの逆は「信じる」というこ

とです。仏教に触れていくためには、まず初めに何をすればいいか。宗教だから

信じないといけないのか。そうではありません。なるほど、まず初めに信じよ、

という宗教もあるでしょう。しかし仏教はそうではないんですね。その教えを聞
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くというところから始まるのです。 

 もし、初めから信ぜよというのであれば、私のように反発し警戒していた者に

とっては、仏教に触れることはできなかったでしょう。いよいよ遠ざかっていた

と思います。私という主体を確保しておきたいわけです。それをよく分らないよ

うなものに売り渡したくはない。初めから信じる必要などない、どんな気持ちを

持っていてもいい、反発の心でも眉唾
まゆつば

でもなんでもいい、聞いていくということ

をすればいいのだ。この仏教の入門に際しての基本型は、私にとってとても広く

て入りやすい入口になったように思います。 

 私たちは日常生活でも大体そういうふうにやっています。初めは外野席で見て

いる。いろんな人の意見も聞いてみる。そして、いいようだなと思ったら進んで

いく。逆に自分に合わないと思ったらやめていく。進むも進まないも自由です。

仏教にはそういうところがあって、本当に入り口は広い。むしろ、入口の門がな

いと言うべきでしょう。門があるとすれば、ここからここまでの幅ですよと限ら

れているわけです。だから無理をする必要が出てくる。 

 

何事も教育が基本 

 そのことと同時に、私たちが何かひとつの道を歩んでいくとなれば、たとえば

お華を生けるにしても、お茶をたてるにしても、何にもやったことがないのにサ

ッとできるというわけにはいきませんね。どのくらい時間がかかるか分かりませ

んが、何年もかかるものもあるでしょう。その間は、場合によっては厳しい先生

のところに毎月、毎週通って、教えをうけて次々とマスターしていくわけですね。

そのように、何かをしようとすれば、一口で言って教育を受けるということが私

たちの基本の姿であるわけです。 

 最初に申しましたように、我が人生を空過で終わるか、心の底からの感謝で終

わるかという人間の大問題、この問題の解決を図っていこうというのも、まさし

く、広い意味での教育が必要になります。今の私の状態のままでいつまでもいる

だけでは決着がつかないわけですから。何らかの適切な働きかけを受けなければ

なりません。 

 もし教育によらないとなれば、どうなりますかね。何か一発でパッと決まると



仏教はどのような宗教か（岡本英夫）「まなざし４０号」より 

6／18 

か、自己を捨てて無理に信じ込むとか、洗脳とか、そのようなことになるでしょ

う。それらはとても健康なやり方とは言えない。又皆ができるものでもありませ

ん。私たちがなすべきことは、そういうことではないわけです。自己というもの

を持ち、ものを考え感じて生きる存在にとっては、正しく教育を受けるというこ

とが大切なのです。 

 しかし、教育といっても、固く考えることはありません。皆と同じように進ま

なければならないということもなく、卒業する期限も決まっていませんから、ど

んなに進んでもいいし、後退してもいいし、停滞もあっていい。そこはその人の

状況に合わせてやっていくのです。 

 

仏教は目覚めの教え 

 一番大事なことは教えを聞くということですね。「仏教」は仏の教えと書きま

す。この教えは、知識を詰め込む教え、あるいは、技術を身につける教えなどと

は随分性格が違うようです。少し基本のところからみていきましょう。 

 まず、「仏」という言葉は、的確な短い表現で意味を押さえるのがなかなか難

しいのですが、「覚」と訳します。目覚める、ということです。この文字はbudh

という言葉が元になっています。これを人称名詞にすれば Buddhaとなり、仏

陀と訳すわけです。略して仏ですね。意味は覚者となります。目覚めた者という

意味です。 

 「仏教」というのはその目覚めた人・仏陀の説かれた教えです。目覚めるとい

うのは、真実とは何か、自己とは何かに目覚めるという意味です。ですから「仏

教」とは、真実と自己に目覚めることに関する教えなのです。私は二十歳ぐらい

の頃までは、こういうことも知りませんでした。学校で何をやっておったのかな

ということですが、私はそれまでは、仏教とは人を現実から逃避させ眠らせる教

えだと思っていました。仏教のみならず宗教というのはですね。ところが目覚め

さす教えだったわけですから、正反対のことを思っていたわけです。眠らせる教

えだからダメなんだと思っていたんですが、ダメで眠っていたのは私のほうだっ

たわけです。 

 人を目覚めさす教え。これならもう大事に決まっています。そうすると、「仏



仏教はどのような宗教か（岡本英夫）「まなざし４０号」より 

7／18 

教」という意味は、私に先立って既に目覚めた人が説いた教え。また「目覚める」

という動詞で押さえますと、私を目覚めさす教え、私が目覚めていく教え、そう

いうことになります。そうなりましたら、これはもうただ事ではありません。私

が目覚めることができる教えがまさにここにあるんだということですから。 

 自己に目覚めるということですが、私たちは、自分がどんな存在なのか、その

正しいところを知らずに、自分の「思い」のところで生きています。自分の事実

が自分の自覚になっていない。それでも安穏として生きていける。しかしいよい

よ最後の時、「しまった」ということになる。仏教は私を目覚めさす教え、私の

本当の正体を知らせる教えです。 

 人は自己に目覚めれば目覚めるほど、大地の上にそれだけしっかりと足をつけ

て生きることができるようになる。初めは自分がわからないものですから、爪先

で立ち、恐る恐る歩くような状態です。それが、大地の上に、我が立脚地の上に

べったりと足をつけ、これが私ですと、しっかりと堂々と逃げることなく、自己

の全体を受けとめて、全てが私自身として生きることができる。自己に目覚める

ということは、一個の主体的存在が自己を回復して生きる上で、決定的に大事な

ことではないかと思います。このことを仏教は達成しようとするのです。 

 その仏教には、入り口はあってないようなものです。本当に無理がないんです

ね。このような会でも、開催する方はいつでも扉を開いて待っている。門はあり

ませんというわけですね。そのような自然な形で待っていてくれたわけですから、

あれほど仏教に反対をしていた私なども、閉ざされた壁のような入口は自分で作

っていたわけで、実はそうではなかった。最初の接触を経て、これはと思ったら

グングン入ってゆけるようなそういう感じがしました。 

 一番最初のその時に、こうでなければいかんのだと、たとえば最初から仏教を

信じなければいかんのだと言われたのなら、もう私などはお手上げでした。どう

にもできないですね。しかし、こういうことは仏教は言わないのです。なぜなら、

初めからこうでなければならないというようなことは人間にはできないことで

しょう。精神のはたらかせ方に無理がある。健康的でないわけです。この「健康

的」という感覚は大事なものですね。そのものが何であるのか分からなくて信じ

ることなどできません。信じるということは、ある意味で最後の問題ですね。そ
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れまでのあがきの最後の問題です。そしてその最後が次のステップの最初の出発

点になるわけですが。 

 

私の人生のところで教えを受けとめる 

 さて、「聞・思・修」の二番目の「思」について考えてみます。教えを聞き自

分で考えていくということですね。私たちには当然自分の人生があります。説か

れるのは同じ教えでも、聞く私たちは一人一人皆違うわけです。境遇も違えば、

性格や考えや何もかもみな違います。ですからその教えがその人にとってどのよ

うにはたらくのかは、一人一人みな違います。違うというよりも、その人その人

における問題です。 

 ですから、その教えは自分にとってどうなのかということは自分が考えなけれ

ばなりません。これは基本の問題です。それを考えずに、教えに対して盲目的に

なってはいけないし、人の受けとめ方をそのまま自分のものにしてしまってもい

けません。自分で考え自分で受けとめないといけないんですね。 

 このことはしかし、これまでほとんど経験のないことかもしれません。これま

では、人を目覚めさす教えを聞かずに、自分の思いだけで、「自分の考え方」と

いう素材だけで考えていたようなものですね。今度は人を目覚めさす力を持った

教えを聞いて考えていくんです。新しいことが起こってくるわけです。 

 ですから実際どういうふうに考えていったらいいのかが具体的な問題になっ

てくることは十分あり得ます。こういうことを聞いたんですが、それに対して自

分はこう思うんですがどうでしょうかと。最初は教えと自分との接点がぎこちな

いわけです。それが段々と自分に沁みてきて、そして三番目の「修」へと展開し

てきます。 

 

課題として与えられる実行項目 

 「修」というのは実行です。自分でやってみるということ。聞いている教えが

自分に対し指し示すことがいろいろあるわけです。それは大きなものから小さな

ものまであります。私の聞き始めの頃のことを思い出しますと、何時間かの教え

を聞いて、聞いた内容を纏めて、その会の通信物に掲載してみてはどうかと勧め
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られ、何度か書いたことがあります。聞いた教えを聞きっぱなしにせずに、それ

をできるだけ正しく把握するために自分で纏めてみるわけです。ノートにはいろ

いろ書いてあっても、後から振り返ると、全体の脈絡や論理の展開、そもそも何

を言っているのかなど、分らないことばかりでした。自分勝手な理解もたくさん

あったわけです。聞いたことを纏めるという作業は、自分がいかに分っていない

か、いかに疎かに聞いているかということを教えてくれるようです。さらに、会

の仲間から文章を集めて文集を作るということもよくやってきました。これらの

ことは多分にデスクワーク的なものですけどね。 

 ある時は、少年練成会という会に出ました。小学生ぐらいの子供たちの仏教の

会です。夏休みなどにですね。海水浴を一緒にやったり、分りやすい仏教のお話

しを聞いたり、ワイワイ賑やかな三日間くらいの合宿式の会です。スタッフとし

てその会のお世話をするわけです。地元の会にも出るし、遠くの会への参加も勧

められました。 

 その会に参加してみると、こちらの方はまだまだ仏教の何であるかがよく分か

っていないのに、子供たちの方が純粋に受けとめているわけです。初日はワイワ

イ言ってもう大変ですが、二日目あたりなるとよく聞いて、勤行なども正座を続

けお経を大きな声で揃えてあげるようになります。食事の当番や食器洗いなど、

いろんな行事を真面目にやっていくようになります。 

 そういう姿を見ていると、子供たちのその姿の上に、仏様がましますというこ

とを感じることができるのです。子供たち本人はどうなのかはよく分かりません

が、あの小さな子が一生懸命に正座をして教えを聞いてお経をあげているのを見

ているとですね、本当に仏教の教えは大事なものであり、ここに真実があり、仏

様はましますんだということを、本当に知らされる思いがします。他にもいろい

ろな会に出て聞法することを勧められました。これは実際に身体をそこへ運び、

何日間かの行事をその通りにやっていくわけです。 

 また、ふだんの時の生活の仕方。たとえば朝夕の勤行。これはなかなかできま

せんでした。そもそも、なぜ仏様に頭を下げなければいけないのかが分らない。

分らないことはしない、という考えですから。しかし今となってみれば、朝夕仏

様にご挨拶をしないということは仏様の願い、即ち真実なるものの願いを頂くこ
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とによって初めて真に生きることができる人間にとって、甚だ申し訳ないことだ

ったなと思われます。大いなる真実の世界の中にあって、自分の「我」の考えば

かりに立って真実を無視し勝手気侭に生きようとしていたその精神の殺伐さ、私

という存在の悲惨さが思われます。 

 毎日勤行をする。仏教の会に定期的に参加する。会に出てその会をスタッフと

して支える。聞きっ放しにせずに自分でまとめる。会の文集を作成して会の営み

をはかる。このようなことが当初の私自身にとって課題となった「修」だったよ

うに思います。このような、行動的・体験的なところで、なるほど仏教とはこう

いうものかと少しづつ知らされていくということがあります。 

 

真実の智慧は私を照らし出す光 

 さて、先ほどの仏教は目覚めの教えということの続きをもう少し申します。教

えは鏡に譬えられます。鏡の前に立つと私の姿が映るように、教えという鏡の前

に立つと、私という存在が映し出されるというわけです。しかし、鏡が歪
ゆが

んでい

たり、曇っていたりすると、正しく自分の姿が映りません。真っ平らでよく映る

鏡でないといけない。そのことを真実と言うわけです。真実の鏡でないと、人間

の本当の姿は映し出されない。 

 真実というのはなかなか難しくて、使い方もいろいろです。自然科学の真実と

いうのもあるでしょうし、社会的な真実もあります。犯人は誰か、真実は一つし

かないとも使いますね。今の場合は、一番最初に申しました、私の存在と人生を

空過に終らせず、本当に感謝に満ちた充実と感動の生涯たらしめるもの、それが

真実。宗教的な真実と言っていいかもしれません。その真実を内容として持って

もの、それが仏教の経典が説く教えです。これが私の正体を間違いなく照らし出

してくれるものであるわけです。 

 仏教で言う真実とは何か。それは大きく言って智慧と慈悲のはたらきです。智

慧と慈悲こそ深い迷妄に沈む私たちを、それゆえの空しさから超えさせ、生きる

ことの感動と感謝を私たちに与えるものです。仏教の教えは、この智慧と慈悲の

具体的展開の教えだと言ってもいいでしょう。仏教は真実が何であるかを見つけ

たのです。もちろん、見つけたところから仏教が興ったわけです。これは驚くべ
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きことです。そして、まことに素晴らしく、驚嘆すべき教えです。真実の智慧は

私たちの迷妄をどこまでも照らし破り、真実の慈悲は私たちにどこまでも感動と

願いと感謝の心を与えて、私たちを蘇らせます。 

 仏教を代表するような言葉の一つに「凡夫」という言葉があります。凡夫とい

う意味を正しく把握するのはなかなかのことのように思います。先ず一応の意味

を「愚かな者」としておきますね。勿論これだけでは足りませんが。そこで私は

凡夫である、愚かな者であるということはある程度は言えますね。自分のことで

すが。しかし、心の底から言えるかとなると、なかなか言えない。仮に言ったよ

うであっても、凡夫ではない一点だけは残しておきたいんです。私は愚かな者だ

と言っている自分自身は愚かではない。ここだけは残しておきたいんですね。 

 私という人間は愚かだと見ている自分、この自分は愚かではないんです。愚か

だと言いつつ、この愚かでない自分に支えられて生きている。こういうことでし

ょうね。そういうわけで、自分で自分の全てを愚かとは言えない。丁度自分の目

で自分のその目を見るようなものです。いろんなところは見えても少なくとも見

ている目だけは見えないですね。 

 譬えて言えばそういうことです。凡夫という言葉は非常にポピューラーな言葉

ですけど、厳密に言えば、人間の思いでは自分を凡夫だとは言い切れない。本当

は凡夫なんですけれども、それができない。では、どうすれば人は凡夫という自

分の正しい自覚ができるか。それができるのが真実なのです。「凡夫」とは真実

の智慧によって初めて言い得る言葉です。私たちも凡夫という言葉は使うけれど

も、これはいわば真実の智慧から借りてきた言葉のようなものです。この言葉を

使うオリジナルな存在は真実の智慧だということです。著作権は智慧のほうにあ

るということですね。 

 これが智慧のはたらきですね。丁度鏡の前に立つ私の全てが鏡によって明らか

に照らし出されていくように、仏教の教えがその内容として持っている真実、そ

れが私の姿全体を照らし出すんです。「あなたはこういう存在ですよ」と。これ

を譬えて光で現します。照らし出す光に真実を譬えるのです。 

 

真実の慈悲は私の空しさを超えさすいのち 
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 真実はもう一つ慈悲のはたらきを持っています。一方では智慧のはたらきによ

って私という存在は愚かな者・凡夫だと知らしめる。このように知らされること

が、先ほどの目覚めですね。私は凡夫だと智慧のはたらきを頂いて自覚するとこ

ろに慈悲のはたらきによってその凡夫の自己に立ち上がることができるのです。

新たな命を賜ると言ってもいいでしょう。 

 智慧の光に対して慈悲はいのちで譬えられます。このいのちは救われて生きる

いのち、本当の自分を回復したいのちです。初めに申したお釈迦様のように自己

を受けとめることができるいのちであり、わが生涯に感謝できるいのちです。空

しさを超えたいのちです。 

 そのいのちを凡夫と覚めた者のところに成就させる。これが慈悲のはたらきで

す。この智慧と慈悲ともに備わっているのが真実ですね。この真実の智慧と慈悲

のはたらき、それは真実の私たちに対する願いに基づくはたらきかけですが、そ

のはたらきかけようとする願いを具体的な私たちに分かる言葉で説いたのが教

えなのです。真実の願いを教えで説いた。その教えによって自己に目覚め、教え

となるもとの願いに目覚めていくのです。 

 ですから教えを聞いていくことによって、智慧と慈悲の二つのはたらきが我が

身の上に起こってくる。本当の自分が段々と知らされてくる。知らされてくれば

くるほど、私の上に、ありがとうございますと言えるような新たないのちが生ま

れてくるんです。そういうはたらきを持っているものを「真実」というのです。 

 

凡夫と見定めそれゆえに救う 

 この智慧と慈悲のはたらきを仏と言うのです。仏と言ってもお釈迦様のような

お方も仏様と言います。これは私たちと同じ人間。同じ人で真実を覚った人を仏

と言います。今言う仏はもう一つ次元が上と言いますか、お釈迦様が覚ったその

真実、それを仏と言うのです。 

 智慧と慈悲は、私という存在が何であるかを明らかに照らし出す。照らし出し

てみると凡夫です。愚かな者です。愚かな者というだけでは不十分ですが、ポイ

ントを押さえますと真実がまったくない存在だということです。真実のない存在

はそのままでは空過するしかありません。 
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 ですから、私を凡夫であると照らし出した智慧は、同時に慈悲のはたらきを起

こして必ず私を救おうとします。私という者の姿を明らかにした以上、その私を

救う責任を仏様が持たれるのです。このことは大事なことです。凡夫を必ず救う

という責任を仏様が持たれる。ですから凡夫という言葉はそのように仏様が私の

ことを言い当てた言葉です。言い当てたということは、仏様が責任を持たれたと

いうことです。その責任ゆえに私たちは必ず救われていくのです。 

 ここのところ、即ち、凡夫という言葉が仏教の言葉になるか人間の言葉になる

か、これが仏教が生きるか死ぬかの瀬戸際なんですね。「凡夫」という言葉は、

仏教の正しい考え方の中で、初めて正しい意味を発揮します。繰り返しますが、

凡夫は仏様が私を言い当てて仏様がその凡夫の私を救うことに責任を持って下

さってはたらきかけてくださり、必ず凡夫の私を救ってくださる。そのような押

さえ方なんです。これが仏教ですね。 

 ところが仏様との関係を断ち切って、私は凡夫だと言う。「どうせ俺は凡夫だ

よ」と。そのような使い方をするところに、凡夫という言葉は人間の言葉に引き

ずりおろされてしまって、結局意味を持ってこないことになります。いくら凡夫

という言葉を使っても、この言葉を通して仏様ははたらかないのです。 

 私という存在を間違いなく照らし出して本当の姿を言い当て、その姿が真実の

ない愚かな存在であるということですからこのままではほっておけない、必ずこ

の私を救おうと責任を持たれる。これが慈悲のはたらきです。真実というと非常

に抽象的で冷たい感じがするかもしれませんが、仏教は人を救う真実の具体的な

内容は智慧と慈悲なのだと、このように明らかにしたわけです。 

  

僧伽
さんが

に身をおいて求めていく 

 さて、この教えを私たちが聞いていく時に、具体的な「場」ということで大事

なものがあります。そもそも仏教は、仏・法・僧という三つのものがなければ成

立しないんですね。これを三宝と言います。仏、これは今申してきた仏ですね。

真実なるもの。真実の智慧と慈悲のはたらきです。そもそもこれがなければなり

ません。これが根源です。その真実のはたらきを教えで説かれたお釈迦様という

仏様、これが仏ですね。 
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 法というのは、智慧と慈悲のはたらき。本当の私を照らし出し、私を救いとっ

ていこうという真実のはたらき、これを法と言います。もう一つ大事なものが僧。

僧というのは、もとは僧伽という言葉ですが、真実を求め教えを聞く人たちの集

まりです。この人たちのところに仏ましまし、法のはたらきがある。智慧と慈悲

のはたらきを実際に頂いていく、そういう人たちの集まり。あそこにあり、ここ

にあるという具体的な集まりです。これを僧と言います。このような仏・法・僧

の三宝が揃ったその場、そここそが仏教がいきいきと生きている場なのです。 

 この場を「僧伽
さんが

」と言います。空過の状態を超えて、我が人生本当によかった

と言えるようになる人生の大転回。このことを生涯をかけてやっていこうとする

のは、とても一人ではできないですね。そこで大事なことは、この僧伽です。仏

法の集い、具体的な師や友、そこで聞く教え、そういうものが大事であり、その

中に身を置いて切磋琢磨というか励まし合うというか、そういうことが非常に大

事になってくるんですね。 

 私自身のささやかな経験で言っても、仏教子供会のことを言いましたが、小さ

な小学生・中学生くらいの子供たちがワイワイ言ってやってる中に、本当にここ

に仏様がましますことを痛感しますね。 

 また、私たちのこのような会も、いろんな人が集まって、共に教えを聞いて求

めていく場であるわけです。このような場には一種独特な雰囲気がありますね。

これも私、仏教を警戒していた最初の頃は、この独特な雰囲気を警戒していたん

です。ここに入るともう出ることはできないのではないかと。 

 勿論本当に困った雰囲気もあるのでしょうけれど、仏教の僧伽というのは全く

そうではない。ここでは何でも言える。皆がそれを親身になって聞いてくれる。

いろいろとアドヴァイスもある。誰からも責められず追い詰められもしない。上

からの抑圧もなければ下からの諂いもいらない。各自が各自なりに横に並んで静

かに真実を求めている。あなたもよかったらどうと、利害打算を超えた純粋な呼

びかけがそこにある。僧伽とはそのような場なのです。 

 昔から毛穴仏法ということが言われるようです。仏法の教えは耳から入ってく

るんだと思いますが、これは毛穴から入ってくるというわけです。教えを聞いて、

それを自分の理性でしっかり考えて、分からないところをなくしていって・・・
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ということで仏教が分かりそうな気がするんですが、実際はそうではない。理性

によるガチガチの教育ではなく、雰囲気によるしっとりとした教育と言うべきで

しょうか。教えを聞き、休み時間にはあれやこれや話し、ベテランの方からいろ

んなことを聞き、あれこれ仕事を協力して行い、一緒に食事をつくり、寝食を共

にする。ワイワイがやがやの賑やかな僧伽の中に身をおくことによって、仏法と

いうものが毛穴から入るように、いつのまにか自然に身についてくるのです。 

 家庭教師との一対一の教育というのでもありません。一定の人数のところで皆

で集まってやっていく。お互いが自分の中で求めているものが真実の教えですか

ら、その求めようとする願いが雰囲気として出るのでしょうか。お互いが出し合

ったもの、その雰囲気をお互いが又吸収していく。そのことによって、ああここ

は私の帰るべき場であったと確信を持つことができる。そういう場は本当に大事

なものでしょう。 

 僧伽の力は甚大です。この世界に、小さくてもいいから仏法の僧伽ができるだ

け多く生まれ広く散らばり、ひとりでも多くの人が仏法に触れる機会が増えるこ

とが何よりも願わしいことだと思っています。 

 

人生を貫く三つの感動 

 さて最後に、少しお話が飛躍しますが、仏教の教えを聞いていくとどのような

人になるかということについて少し触れておきたいと思います。仏教の教え、特

に私たちが聞いている浄土真宗の教えで、一番中心の人といえば親鸞聖人という

人です。この方は「 誠 哉
まことなるかな

、 慶 哉
よろこばしきかな

、 悲 哉
かなしきかな

」と、三つのことを言われまし

た。「哉
かな

」というのは大きな感動の表現ですね。その感動の様子が、親鸞聖人の

書かれたものを見ますと、一時的なものではないのです。九十年の御生涯を一貫

するような、そのような響きを感じます。 

 真実の智慧と慈悲のはたらきを教えを通して受けとめ頂いて、そこに起こった

のがこの三つの感動なのです。人間は生身の存在ですから、単に知識を得たとい

うだけでわれるというわけにはいかないんですね。この感動、つまり感情という

ものが正しく発揮されなければいけない。感情に沈むのではありません。人が救

われ生き生きと蘇ることができれば、人間存在の最も深いところにある感情もま
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た生き生きと叫ぶのです。それがこの三つの感動ではないかと思います。親鸞を

貫いた三つの感動です。 

 誠なる哉というのは、真実とは何かとずっと尋ね求めていた、そして遂に真実

なるものが見つかったと。これだったんだ、これだったんだと。そのことを親鸞

は本当になさったんですよ。遂に真実が見つかったぞ、と。誠なる哉、これこそ

真実だと。 

 慶ばしき哉というのは、真実の教えの奥にあるもの、即ち仏様がその智慧と慈

悲のはたらきで私という存在を必ず救おうと願ってくださる、その仏様のまごこ

ろ、それが遂に親鸞に見えてきた。そのまごころに遇
あ

うことができた。真実とは

決して冷たいものではない。この私にはたらきかけて、どこまでもこの私を救お

うとしているのが真実なんだ。その真実の熱いお心に遇うことができた。これが

親鸞の慶びなんです。本当に一生涯をあげての慶び。 

 これをみると、人はここまで分かると言うべきか、こういう深い世界まで出る

ことができるんだなと。また、こういう世界に出て初めて本当によかったと言え

るんだと。そういうことを教えられます。 

 三番目が悲しき哉ですね。これは自己を悲しむのです。教えによって自己とは

何であるかを知らされてみると、真実の教えの奥にある仏様の熱い願い、それを

まったく問題にせず無視している自分がいる。自分とは徹底的にそういう存在な

んだということを智慧のはたらきによって知らされていくわけです。 

 これは矛盾と言えば矛盾です。しかしその矛盾が同時に成立するのです。慶ば

しき哉と悲しき哉が同時に起こる。慶ばしき哉が起こったからもう悲しいことは

何にもないんだというのではありません。この悲しみはいよいよ深くなってくる

んですね。本当の自己とは何か。かくのごとき凡夫、真実のない私。真実が「な

い」というのは、一寸可愛そうだな感じになりますが、そうではなくて、真実を

無視しているということなのです。大変な言葉ですけどね。 

 真実を無視するというようなことは、教えを聞く初めの頃は、なかなか受けと

められることではないでしょう。無理をして受けとめるというのも間違いです。

時間をかけてじっくりと自己を知らせてもらうことが大切になります。 

 親鸞聖人も何十年という歩みの中で我が身の真の姿を知らされていったので
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す。時間をかけて自分を知らされていき、次第に仏様に対して申し訳ない私であ

ったという思いを深くしていく。同時に真実を無視しているこの私をどこまでも

救おうという仏様の熱い願いを知らされていくのです。そこに、悲しき哉と自己

を痛み悲嘆する、その意味での大きな感動が起こらざるを得ないものがあるでし

ょう。 

 

真実によって救われた人がいる 

 この三つの感動が親鸞聖人の一生涯を貫いたんです。そのような人に親鸞聖人

はなられたのです。私はこれをみて、本当にこの方は、真実なるもの、仏様に出

遇
あ

われたお方という、何か確信を持つことができるように思います。自分という

人間存在の全てを生き抜いたと言いますか、教えによって自己を照らされ抜いた、

そして真実によって救われ抜いたというか、生かされ抜いた。そういう何か根源

的な歩みというものをこの方はなさった。 

 その親鸞が浄土真宗という教えを明らかにして下さった。それが八百年程前の

ことなんですけれども、それ以来、この教えは人々を生かし伝えられて、今日に

至り今まさに生きている教え、ということなんですね。 

 仏教の教えをまったく問題にしていなかった私が、本当に偶々の因縁で教えを

聞くようになったわけですが、あの偶然がなければまず聞いてないだろうと思い

ます。このような世界もまったく知らないでおそらく一生涯を終わっていくので

はなかったかと思います。しかし、少しでも出遇ってみれば、本当に凄い。凄い

というか何と言いますか。本当に私たちを救い根源的な感動によって生かす世界

というものがあるのですね。 

  

 予定の時間が大分過ぎてしまいました。何か仏教の一番最初と一番最後のお話

をしたような感じがしますけれども、一口で言いますと、私を照らし出すものの

前に私をもっていく。即ちこの教えの前に私をもっていく。その教えが実は私に

対して責任をもっていて、私の何たるかを知らせ、そして、この私を必ず救って

いこうと願っている。そういうものに出遇っていくことが大事なことになってく

るということですね。そういうことで今日は終わりにしたいと思います。 
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 次回は、親鸞聖人によって明らかにされた浄土真宗の教えの世界を、少し尋ね

てみたいと思っています。有り難うございました。 


