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（十）真実と方便
ほうべん

 

 その教えを大きく分けましたら、真実の教えと方便の教えの二つに分けること

もできるでしょう。「真実」と「方便」と、二つ出されましたら、みなさんどっ

ちが欲しいですか。こんな問いは本当はよくないんですけれども。 

 私はですね、方便なんてどうでもいいんだ、とにかく真実が欲しいんだという

わけで、方便の教えなんか見向きもしなかったんです。けれどもそういうのはま

ったく仏教に反する、私自身の間違った考えにすぎなかったんですね。 

 方便という言葉は大きな誤解を生んできたんでないかなと思います。方便は何
な

故
ぜ

か嘘
うそ

と直結しているんです。「嘘も方便」と言われるんですから。 

 これが困るんです。どうして方便が嘘という意味になったかと言うと、悪いこ

とに、まさに「嘘も方便」という事実が現実に沢山あるんですね。だからちょっ

とややこしいんです。 

 なぜ「嘘も方便」という言葉が生まれたのか、そこはよく分かりませんけれど

も、一つの可能性として「有相
ゆうそう

方便」からきたと言えるでしょう。有相と言うの

は姿、形です。具体的なものです。有相という言葉に対して無相
むそう

ということがも

ちろんあるわけで、これは姿、形がないということです。目で見ることができな

い。 

 私達は、私の思いというか人間の思い、持ち前の私自身の思いや考え方で、真

実というものを見て真実とはこうだと言うことができないんですね。次元が違う

のです。目の前に真実をドンと置かれても何の反応もしないんですよ、私達は。

真実に出会いたいといくら思っていても、真実がわからないから、目の前にあっ

ても出会ったことにならない。 

 しかし、それならもう絶望的かと言うとそうではないんです。真実の方から私

に近づいてきてくれる。それが宗教ですね。真実の方から近づいてくるその姿を

方便と言うんです。そもそも方便というのは、漢字で訳した言葉ですね。もとの

言葉の意味から言えば、「近づいて説く」ということです。近づくと言うのは、
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距離的に近づくということではなくて、真実そのままでしたら私達に分かりませ

んから、私達に分かるようなものとなって、現れてくださるということなんです。 

 仏様の真実なるお心、それは私の方から考えようとしても分からない。それな

ら私はもう真実に遇う事はできないのかというと、そうでなくて、実は真実の方

が私に近づいてきて、私に分かるような教えとなって説いてくださる。そのよう

なはたらきを方便と言います。だから方便は真実が相を持ったんです。真実その

ものが私に分かるような教え、私に通用するような教えとなったのです。           

 私に通用するような教え、具体的な言葉、そういう意味での姿、言葉というの

は一つの姿です。具体的な現れですね。何も言わなかったら分からない。言葉に

出せばよく分かるんです。それが相ですね。だから無相である真実が有相、相を

持った、それを方便と言います。だから方便は必らず有相方便ですね。 

 そういうわけで、「有相方便」は 、本当に素晴らしい言葉なんですけども、

これがなまって「嘘も方便」になったのではないかなと。「有相方便」、「有相

方便」と何百年間も言っていたら、その内、「嘘も方便」になってしまう感じも

します。「有相」よりも「嘘」の方が私達にとって遙かに馴染みのある言葉です

から。 

 このように方便というのは私に分かるような教えなんですが、その方便の正体

は何かと言えば、これを一皮むくとそこに真実があるんです。真実が私の為に方

便となって現れてくれているんです。だから最初の、真実と方便、どちらが大事

ですかという問いは間違いということになります。 

 真実も方便も、その正体は同じものです。私達が教えを聞いて歩んでいくのは

方便の世界です。それでは真実の教えはどうなるのかと言うと、方便の歩みをし

ていくその歩みのところで、真実を頂く事ができるんです。そういう関係ですね。 

 私達の思いは、方便なんてどうでもいいんだ、真実の世界の中にドボッと浸か

ってしまいたいような思いがするかもしれませんけれど、それはできないんです。

人間というのは煩悩の存在であり、心深く、どこまでも深く闇を持っている存在

ですか ら 、そのような者が完全に真実な状態になることはできない。だから仏

教の教えは、真実と方便と二つに分かれている。方便が私達が具体的に歩んでい

く道を教える。これは一生涯の道ですね。昨日も今日も明日もそういう歩みを続

けていくその中で、真実というものを頂戴していく。こういうことなんですね。 
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（十一）方便の教えは私を照らし出す 

 光りが闇を照らすということを言いました。どうでしょうか。お互い、自分と

いう存在が闇の存在だと思えますかね。ネアカ、ネクラの意味で暗いというので

はないんですよ。それとは一切関係ありません。 

 闇ということを、方便の教えの中で大きく二つに分けて言います。具体的には

もちろん数えられないようなものなんでしょうけども。一つが、自己肯定ですね。

自己肯定の私を知らそうとする教えです。 

 自己肯定、自分はこれで善いんだと思って肯定している。この場合の自己とい

うのは、他の人に対する自己ということもあるんですが、ポイントは、仏に対す

る自己ですね。私がいて、他の人が沢山いて、この人達に対して自己中心という

意味ももちろんあるわけなんですが、より深い問題は、仏様に対して私が自己中

心なんです。ですから人間中心と言ってもよいかもしれませんね。自分の方を中

心にし、自分の方を肯定しているわけです。ということは言い換えましたら、仏

様を脇にやって自分を中心に据えている。即ち、仏様を否定しているわけです。

真実である仏様 を否定しているんです。そして自分を肯定している。自分を中

心に し、自分本意に生きていこうとするわけです。 

 そうしますと、当然のことながら仏様の教えというか、仏様のはたらきという

ものは私にとって必要ではありません。自分には自分の考えがあるし、生き方が

あるわけで、それで人生大丈夫、間に合っているというわけですね。 

 照らすというのは、そのような自分の姿を教えが私自身に知らすのです。教え

によって、闇が光によって照らし出されるように、自己中心という闇、自己肯定

という闇を知らされる。本当は、自分を中心にして生きる事のできないような存

在なんです。本当は、私という人間は、決して肯定されるべきものではなく、何

が肯定すべきものかと言えば、それは仏様の真実ですね。この世界で一番中心の

ものは仏様の真実です。これをこそ肯定しなければいけな い。しかし私はそう

でなくて、その仏様を脇にやってなき物にしてこれを否定し、私自身の考えとい

うものを肯定して、自分中心に生きている。そのような姿を闇と言ったんです。 

 大雑把に言いましたらね、仏教の教えは自分を目覚めさそうとする教えです。

仏教の教えに出会っていない時は、自己中心、自己肯定であって、しかもそれを
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何とも思っていないんですね。当然のようにしている。だから、仏教の教えを聞

きに行きませんかと誘われても返事をする必要もないわけです。問題になってこ

ないんですね。どうしてあなたは、そんなおかしなことを言うのかと、言い返さ

れるくらいのものです。 

 ところが、もし聞き始めるようになりますと自分が知らされてくる。仏教の教

えというのは、そういう力を持っているわけです。基本的には、先ほど申します

ように、真実そのものがそのような具体的な教えとなったんですから、その教え

のいろいろな言葉や表現の奥を辿
たど

っていくと真実に至るんですね。だから教えを

聞くということは、真実のはたらきに少しずつ、少しずつ触れていっているとい

うことになるわけです。自分というのはこういう存在であったのかということが

はじめて知らされてくることになります。 

 一番最初は、仏法なんてまったく関心のなかった者が、実際に聞いていくよう

になるその因縁というか、きっかけですね、これは具体的に大事なことだと思い

ます。おかしな言い方ですけれども、使える因縁は何でも使って、何とか人を仏

法の場に誘いたいですね。そして又、誘える仏法の場というものが具体的にない

と困りますから、あちらこちらにいろんな場を作っておくことが大事ですね。ど

こかにぶち当たるということがありますから、そういう因縁が本当に大事になっ

てきますよね。少し乱暴な発想ですが。 

 

（十二）南無阿弥陀仏が真実 

 方便の教えのまず第一が、そのように自己肯定の自分を知らされるということ

です。この世界に南無阿弥陀仏という真実があるのに、私という人間は、まった

くそのことを何とも思わずに、自分の小さな了見だけで自己も世界も考え、それ

で全ていいんだと思って生きてきた。本当にそれは間違っていた。生きる基盤の

ところから基本的に自分は間違っていたということを、だんだんと知らされてい

くんですね。 

 さっきも言いますように、知らされ初めの段階は多少しんどいんです。ここが

第一の関門のようなものです。ここでやめる場合が多いかもしれません。だから

仲間を作っておくということが大事になってきます。道から外れそうになったら、
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仲間から「どうしてるかい、一緒にやっていこう」と声がかかり、それによって

見失っていた道に再び立ち帰ることができるのです。 

 この第一の方便の教えの目標とするところは、私自身が何であるか、そして仏

様というものが何であるかということが一応はっきり分かることなんですね。当

初は自分が万能であると思っていた。しかしそうではない、私というのは本当は

間違った存在なんだということが次第に分かってきて、それなら何が真実かと言

ったら、正にこの仏様の南無阿弥陀仏のはたらき、これが真実だったんだと分か

ることなんですね。南無阿弥陀仏という真実の願いがこの世にあったんだと分か

ることなんですね。それがこの段階の一応の目標です。そこまで歩んでいくこと

が大事です。 

 そうなりましたら、その人はいよいよ自分というものをはっきりさそう、南無

阿弥陀仏の教えをいよいよ聞いてゆこうと、聞法、つまり仏法の教えを聞いてい

くことをどんどんとやっていくようになりますね。 

 仏様の呼び覚ましというのは、それは智慧のはたらきですが、智慧は私の闇と

いうか真実でないところを照らし出すんですね。その真実でないところというの

が、自己中心のところ、自己肯定のところ、いわば闇ですね。 

 闇の「部分」というよりも、私の全体が闇の存在だということです。闇の私を

照らされていく歩みをやっていく。そこがですね、常識で考えればおかしいと言

うか、不思議なもんだなあと思います。私達の普通の考えは、いわゆる向上の道

なんですよ。どんどんと向上していこうと言う、いわゆる右肩上がりですね。練

習し、訓練し、鍛練し、努力して頑張ってどんどんと上へ上がっていくわけです。

時間を追うごとにね。人生というものそんなものだと思っている。 

 ところが仏教の道というのは、これとは違うんですね。その教えを聞いて何が

どうなるかと言ったら、私自身の正真正銘の姿が私に分かってくるんです。自覚

されてくるわけです。その自覚された本当の私というものが、実は自己中心、自

己肯定という、まことにお粗末な真実ならざる自己なんです。そういうものが知

らされてくる。そして更に知らされ更に知らされるという歩みですから、当初考

えていた向上ではありません。どう言えばいいか、下の方にいってしまうような

ものです。 
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 だから聞き初めの頃は、それがよく分からないんですね。 私が聞き初めの頃、

一週間の会に出たことがあります。隣に八十何才かのおばあさんが座っていまし

て、一週間ずっとそのおばあさんと一緒でした。大体そんな高齢の人と生活を共

にするということがない。私はそこで説かれる教えがほとんど分からないんです

が、そのおばあさんはしょっちゅう頷いて、申し訳有りませんと言うんです。「へ

えーっ」と思ってましたね。 

 座談会というのがあって、そのおばあさん、本当に自分は申し訳ないというこ

とをそこで言うんですね。申し訳有りませんなら、なんで一週間もいるのか。申

し訳有りませんということを一週間言い続けるとはどういうことなんだろうか

という感じですよね。私は、申し訳有りませんという自分を見たくないわけです。

申し訳有りませんと言うような自分ではないんだと思いたいわけです。そういう

のは向上の発想ですね。 

 聞法というのは、そのように、申し訳ありませんと仏様にお詫びをすべき自分

であるのに、そのことに気づかず、仏様を無視してひたすら向上していこうとし

ている、それが自分なのだということを知らされていく歩みなのですね。 

 だからどうでしょうかね、初めのうちは何とかお互い声をかけ合い誘いあって、 

実際にできるだけ沢山の教えというものを聞いていくことが大事でしょうね。人

工衛星を軌道に乗せるには、初めは強力なロケットで打ち上げないといけない。

それがなかなか難しいんです。時々失敗する。本当に軌道に乗るまで頑張ってい

きたいですね。 

 教えを聞いていって自分というものを知らされ、申し訳有りません南無阿弥陀

仏と言って元気の出る世界なんです。実に不思議な世界ですね。普通、申し訳有

りませんと言っている人がいたら、お前はダメなやつだと言いたいわけです。し

かし、仏法者は、申し訳有りません南無阿弥陀仏と言いつつ、ものすごく明るく

元気なんです。そのようなものが私達が歩んでいく聞法の道ですね。 

 

 午前中は、南無阿弥陀仏というのは呼びかけであり、私を呼び覚ますはたらき

であるということをお話したところでした。その仏様の真実の智慧によって呼び

覚まされる。ちょうど光りが闇をうち破っていくようにですね。光りというのは
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具体的には教えですね。教えを聞いていくことが光りによって照らされていくと

いうことで、ここのところが大変大事になってくるわけです。 

 仏教にはその文字からいってポイントが二つあります。仏と、教えですね。私

が目覚めることと、そして私を目覚めさすのは教えによるんだということですね。

仏教全体の位置付けから言いましたら、教えには真実の教えと方便の教えとがあ

って、私達が実際に聞いて歩んでいく世界は、方便の教えによる世界なんです。

姿を持たない真実なるもの、つまり仏様が、私に対して具体的な私に分かる教え

となって私に近づいて教えを説いてくださるんですね。そういうはたらき、近づ

いて説くということを方便と言います。 

 近づいて説く教えの具体的な内容は、大きく二つに分かれる。二つの段階と言

っていいかもしれません。最初が自己中心、自己肯定の私というものを照らし出

すはたらき。私の方から言えば、自分を知らされていく歩み、これが正真正銘の

自分だったんだということを知らされていくのが私の歩みなんですね。 

 普通私達が考える向上の道というのは、自己中心、自己肯定の自分には気づか

ずに、むしろ、まさに自己肯定の自分を肯定して、自分というものをより善くし

ていこうという発想に基づいていくわけですね。教えに照らされてみれば、自分

というものはとてもそのような善いものではない。その現実の自分に立ち帰って

歩むことをせずに、そこに目を向けず、より善い自分になっていこうというわけ

です。 

 それでは本当の私達の歩みというものにはなりえないわけです。本当の歩みと

いうのは、正真正銘の自分、飾らない自分、作らない自分というものに目覚めて

いく。真の自己に帰るということです。それが私達の歩みなんです。ですから、

この生き方は人間の常識に真っ向から反するようなものになると思います。これ

が、第一番目の内容でした。 

 

（十三）悪人 

 ところで、自己中心、自己肯定の自分のことを表現するいろいろな言い方があ

ります。「悪人」という言葉はよく知られていますね。この言葉は『歎異抄
たんにしょう

』と

いう書物の中で使われていま。親鸞という人が生前、沢山の教えを説いてこられ
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た。その晩年、親鸞聖人に付き添っていた若い唯
ゆい

円
えん

という弟子がいました。その

唯円が親鸞聖人が亡くなって、しばらく経って、親鸞聖人は生前、こういうよう

な事をよく仰っておられましたということを書いたのが『歎異抄』という書物で

す。 

 その中に「悪人」という言葉が出ます。これは一寸注意をしないといけない言

葉なんですが、教えによって知らされ、明らかになった自分を見てみると、その

内容から言って悪人としか言いようがない自分なんだということですね。 

 これは、親鸞聖人がご自分の事をそう 仰
おっしゃ

ったんです。決して善人とは言えな

い自分、悪人としか言い様のない自分。これは仏教の教え、真実の教えによって

照らされて見えてきた自分を自分自身で言った表現です。 

 そこがポイントであって、仏教ではない、いわゆる世間の教えというか、そう

いうものによってはなかなか本当の自分が悪人であるという自覚までは行きに

くいわけですね。仏教の教えだからこそ人をして、そのように目覚めさす力があ

るわけです。そして又、自分で自分を表現した言葉ですから、人のことをあなた

は悪人だと言っているのではないんです。それぞれ、その人その人が教えによっ

て知らされた自己をどう呼ぶか、私はもう私自身のことを悪人としか言い様がな

い。そういう自分自身の言葉なんですね。 

 こういうような形で自己中心・自己肯定の自分、即ち、仏の存在を無視し、仏

が私にはたらきかけている願いを無視して生きている私のことを一言で表現し

ているんですね。 

 そのように自分というものが悪人というようなものであるということがだん

だんと明らかになって、それに対して、仏様あるいは南無阿弥陀仏というはたら

き、これこそが真実だったんだと、この対比と言いますかね、私は悪人、真実で

はない存在、真実は実は仏様であった。初めは自分自身の方を真実と思っていた

わけですよ。しかし、決してそうではなかった。自分が悪人としてはっきりして

くるわけですね。こういうことが知らされていくのが、さっき言いました、一応

第一の教えの目標とするところですね。 
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（十四）南無阿弥陀仏を私有化する 

 もう一つ、第二の教えというのがあって、これがなかなか分かりづらいところ

かもしれません。今はそんなに詳しく申し上げようとは思いませんが、順序から

言って、こちら（第一）の方が最初に気づかれてくる自分自身の問題なんですね。

しかし、自分はこのような存在、真実は実は仏様の方こそであると一応頷
うなず

く事

ができても、それで万事解決したというわけではないんです。もっともっと私達

の存在の闇
やみ

は深いことが、いわば第二の教えによって示されます。 

 私たちの二番目の問題、即ち人間存在の最深の問題と言っていいかもしれない。

それは、南無阿弥陀仏、仏様の世界が真実であることがわかってきた、そしてそ

う思って毎日がんばってやっている、ところがじつは、私の心の深いところで南

無阿弥陀仏を私有化するという問題があるんです。 

 私有化するというのは、自分の所有物とすることです。本来の生き方は、仏様

の大きな世界の中に私自身を見い出していくわけですね。仏様の方が遥
はる

かに大き

い。比較を絶している。その大いなる世界の中に私が生きるというのが本来の位

置関係です。 

 ところが、その逆に、私の思いの中に仏様というものを位置付けてしまう。仏

様の方が小さいわけですよ。小さくしている。「私」、「俺」という自分の意識

の方が大きいわけです。だから、仏様、南無阿弥陀仏が真実だと思ってはいるけ

れども、観念的に思っているだけであって、我が身の事実になってないわけです

ね。「あなたにとって何が真実ですか」と問えば、それは仏様ですと、答えるこ

とはできる。けれどもその人の生きている実際は自分の方がやっぱり真実になっ

ている。一応は分かっているんだけども、このような状態がずっと続くんですね。 

 そういう問題があって、これはある意味で底なしなんです。では、その自分に

気づかないのかといえば、非常に難しい。しかし教えを聞きぬいていくことによ

って次第に気づくようにはなる。しかしまた、一度気づいても次ぎの日にはまた

元に帰っているといった具合です。それ程私達の闇
やみ

は深い。その深き闇の自己を、

生涯限り無く知らされてゆくのです。 
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（十五）智慧と慈悲 

 南無阿弥陀仏は私を呼び覚ますはたらきである。これが智慧のはたらきですね。

生涯その智慧の光り、教えを頂いていくわけです。しかし、その智慧のはたらき

だけが南無阿弥陀仏ではなくて、私を呼び覚まして生かすんです。私を生かすは

たらきがあります。 

 仏教と言えば智慧と慈悲の世界ですね。一般には特に慈悲の方が印象が深いか

もしれません。そこで、智慧と慈悲とどっちがほしいですかと、これも又愚
おろ

かな

問いですが、私でしたら智慧は何だか嫌な感じがします。グサッと言い当てられ

るようで、怖いようで、甘えておれないようで、ですから慈悲の方がいい。慈悲

と言うとどんなイメージがありますかね。ホンワカした柔らかい、優しいそんな

イメージが起こってきやすい。智慧はやっぱり厳しいですね。 

 これも又、私自身の誤解だったんですが、慈悲というのは、ただ優しいとか、

柔かいとかそういうようなものではないんですね。そのようなことは仏教が言っ

てるんではなくて、私がかってに思っていただけなんです。そのようなことは他

にもたくさんある感じがします。仏教の言葉を、仏教がどう言っているかという

ことは忘れて、いつのまにか勝手に自分で解釈・判断しているんですね。このこ

とは教えを聞いていく上で注意しなければいけないところでしょう。 

 

 そこで、慈悲のはたらきということで、具体的な内容で一番関係を持っている

言葉をもしあげようとすれば、「願い」でしょうか。もう少し視点を変えて今日

の言葉で言えば主体性というようなものです。これも勝手な解釈になってはいけ

ませんが。 

 南無阿弥陀仏は、その智慧のはたらきによって迷い深い私を呼び覚まして、本

当の私に目覚めさせ、その慈悲のはたらきによって、私たちに、願いに満ち主体

性を発揮して生きる歩みを生み出してくれる。午前中申しましたように、人は本

当の自分に目覚めていけばいく程、力を発揮するんです。この道理です。自分に

目覚めればそれだけ力が発揮できる。そういう道理があるんだということを仏教

は見つけたわけです。 

 光りのはたらき、即ち教えによって人々に真の自己を知らしめて、その人を生

かしていく。生かしていくということは、その人自身の中に願いというものを起
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こしていく。自分自身の一番深い願い、一番深いところで願いを起こし、その願

いが原動力となって力強く生きていくようになるわけです。 

 

（十六）私自身を生きる信心 

 仏教というものを表わす、ある意で一番象徴的な言葉は信心ですね。信心とい

うのはそのような意味で願いなんです。願いは信心の持っている一つの側面です

ね。自己に目覚める、南無阿弥陀仏に目覚めるという、目覚めた心を信心と言い

ますが、同時に目覚めというのは願いとなって展開するのです。 

 自己とは何か、仏様とは何か、南無阿弥陀仏とは何かということが段々と分か

ってくると、それだけ、その人に願いがおこってきます。その願いは、正に明ら

かになってきているその自分自身を生きていこうという願いです。かつては自分

が嫌だった。しかし、自分自身を引き受けて、この世界と一つになって、自他を

怨まず、自暴自棄にもならず、現実を受け止めつつ、南無阿弥陀仏の願いをさら

に明らかにし、同時にどうか一人でも多くの人が南無阿弥陀仏に気づいてもらい

たいという願いを根底にして、世間のことに疲れることなく取り組んでいく人が

生まれるのです。 

 初めは隣の芝生が綺麗
きれい

に見えるわけですね。何故か綺麗に見えます。それなら

と言って、隣に行ってみたら、芝生に穴が一杯あいているわけですね。けれども

遠くから見たら、綺麗に見えるんです。大丈夫です。向こうもこっちを見て綺麗

だなあと言っていますから。(笑) 

 以前は、あのような綺麗な、立派な、有能な、力のある人に自分もなればいい

と羨
うらや

んで思っていたけれども、そうじゃない。私が生きるんだから、正に嘘
うそ

偽
いつわ

りのない自分自身を生きればいいんです。信心というのは自分を引き受けて生き

ていくことができるようになるんですね。もうそれだけで、生き方が大きく変わ

ってくるわけです。 

 信心の問題で困ったことの一つは飾るということです。私達は自分をよく見せ

ようとして飾ります。一番困るのは、仏様に対して飾るんですよ。仏様に対して

飾ればですね、もう仏様以上のものはありませんから、これほど嘘をついている
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ということはない。世界中に向かって嘘をついたようなものですから、自分で収

拾がつけられないんですね。 

 信心は、飾る心を超えて、正に正真正銘の自分自身に立ち帰らせる。そのよう

に信心は目覚めです。自己と南無阿弥陀仏が明らかになる。明らかになった心を

信心と言うんです。決して何かを信じ込むような心ではないんですね。明らかに

なるところに必ず願いがおこるんです。 

 

（十七）大乗の願い 

 その願いは経典の中で、はっきりと述べられています。ある経典では、主人公

がお釈迦様から教えを聞いていって、そして遂に自分自身に目覚め、仏様に目覚

めてゆく。信心が生まれる。そうするとその人は、信心成就した直後に何を言う

かという問題があるんですね。これは面白い問題です。私ならどう言いますかね。

信心成就した、ああよかった、これで楽になったと言うかもしれませんね。もし

そうであれば、自分の個人的な安らぎのようなものを私は求めていたということ

になります。 

 ところが、仏教は、個人的な安らぎを求めるのが仏教だとは決して言いません。

経典の中に登場し、教えによって遂に信心成就した直後の人達の第一声は、じつ

に他の人々に対する願いです。私はこのようにしてお釈迦様から教えを聞く事が

できました。しかし、これから生まれてくる他の人達は一体どうすればいいんで

しょうかと。こういう関心、問いがおこってくるんですね。そこに大乗がありま

す。 

 大乗、大きな乗り物ですね。人の道というのは自分一人だけが救われて、それ

でよしとするものでは決してなくて、皆が一緒に歩んでいく。お互い声をかけ合

ってやっていこうという、そういう願いがおこる。大乗の願いですね。また、誰

でもいつでも何処でも、南無阿弥陀仏の教えを聞いていくことができなければ本

当の道ではない。その普遍の教えは何かを問うのです。皆が生きることのできる

教え、道を問う。それが大乗の願いです。 

 もちろん、この道は真実であると先ず自分が証明しなくてはいけません。この

教えを聞いて歩んでよかったと。そうすると、次ぎなる人に声をかけていくわけ

です。そして自分も更に歩むんです。自分も歩みつつ次ぎなる人に声をかけてい
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くんですね。そのような願いというものがその人の中におこってくる。これが信

心が持っている必然のはたらきなんです。目覚めるということは、願いに展開し

ていく。 

 

（十八）主体性 

 その願いを主体性と申しましたけれど、正にその願いのところに私というもの

があるわけですね。ですから、仏教というのは決して何か借り物というものでは

ないんですね。 

 自力、他力という言葉があります。この言葉で私達は実際のところ随分惑わさ

れているという感じがします。振り回されているんですね。この字を見ると、自

力は自分の力、他力は他人の力と、普通こうなってしまうんですね。それは、も

ちろん無理はありません。自力・他力はもともと世間で使っていた言葉ですから。 

 そこで大事なことは、これを仏教が取り入れたときに、何を自力と言ったか、

何を他力と言ったか、そこを確認しないといけないわけですね。自力というのは

自分の力には違いありませんが、具体的な中身があるわけです。それは自己中心

の力、自己肯定の力、自分でものの善悪が何でも分かるんだという思いですね。

他力というのは仏様の力です。南無阿弥陀仏が他力です。ここを踏まえれば、こ

の言葉は随分使いやすい言葉だと思います。しかし実際は、なかなか本来の意味

で受け止めてこられなかったようです。 

 そうしますと、仏教というか特に念仏の教えというのは他力によるんだという

わけですから、他力によると言えば何か他の人の力によるのであって、自分の力

はどうなるのかという疑問が起こったりするわけです。自分のこの力は一体どう

なるのか。もう何の用もないのか。何か他力というのをもらって、それで生きて

いくとなったら、他力に誘導されたロボットのような感じでしょう。私の思いの

中には、そのような問題がやっぱり残るんですね。 

 他力は仏様の力です。南無阿弥陀仏の力ですね。その南無阿弥陀仏のはたらき

を受け止めたのが信心で、それはその人自身のものとなって、決して借り物では

ないんです。正にその人の主体なんですよ。自己に目覚めていくということは、

借り物の意識とか認識とかいうものではないですね。まさに本当の自分の認識で

すね。そしてそこからおこってくる願いも借り物の願いではありません。自分の
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願いです。はっきりと人を主体的に生かしていく。仏教はそういう事を明確に言

っていくんです。 

 私にとって、仏教が面白くない、やる価値がないと思っていた理由はいくつも

あったんですが、その内の一つがこの主体性の問題でした。人が生きるんだから

主体的に生きなければダメなんだと。その思いが強く前提にありました。ところ

が仏教というものを見ていると、なぜか主体性というものを感じないんですね。

もし若い人達が、主体的に元気に仏教をどんどんやっている雰囲気がこの日本に

満ち溢れておれば、それはもう初めから認識は違っていたと思います。 

 しかし、それは、明らかに私に見る目、感じる力がなかっただけのことで、実

際仏教に触れていってみれば、仏教ほど人を主体的に生かすものはないというこ

とを知らされてきました。そこのところはもっと強く言うべきではないかという

感じもします。そうでないと、ひょっとすると、以前の私と同じように、若い人

たちにやろうと言う気持ちが起こってきにくいのではないかと思うんです。民主

主義の時代になればなる程、そうでないかと思います。 

 そのように主体的な願いに生きる、そこに信心がはたらいているわけですね。

その願いが大乗の願いですから、自らなんとしてでも尋ねぬき歩みぬいていこう。

そしてできる限りの配慮や工夫をして、人々にこの教えを伝えていこう。その願

いで今日も一日生きていこう、となるのです。   

 私のことで恐縮ですが、仏法にまったく反発していたような私が、なぜその仏

教を聞くようになったかと言えば、もうそれは間違いなく、向こうの方から、つ

まり、いろんな方が心を込めて「仏教をどうぞ」とわざわざ勧めてくださったん

です。私の方から探し求め、かき分けて聞こうとしたことなど一度もありません

でした。向こうの方から、どうかとこれをと勧めてくださった。そのお勧めがな

かったら、おそらく一生涯聞くことはなかっただろうと思います。まったく無視

していただろうと思いますね。 

 そういうわけで、私自身はこれから何をしようかと考えた時に、やはりあの出

発点だという思いがあるんです。要するに「仏法に出会える機会」なんです。仏

法に携わっている者の方が、こういうものがあるんですよと、自分に閉じこもら

ずに、できるだけその存在を現わしていかなければいけない。ここに仏教がある

んですよということをですね。そうしないと、向こうの方から進んで尋ねて来る



仏教とは何か（下）（岡本英夫）「まなざし２３号」より 
 

15 

ということは非常に少ないわけです。お互い自分の世界で生きていますから。で

すから、そのような「仏教の機会」というものをできるだけ沢山作って、どこか

に打ちあたっていただければと言い思いがします。 

 

（十九）はたらきかける仏 

 仏教の目標ということをすこし考えてみようと思います。これまで見てきまし

たように、わかりやすく考えれば、「仏」と「教え」いうのがポイントですね。

「仏教」の読み方は、「仏となる教え」という読み方が一つできます。それは私

が仏となる、その教えが仏教なんだと。これが標準的な読み方と言えるかもしれ

ません。 

 そうしますと、仏となるというのはどういうことか。そもそも仏とは何か。今、

これを分かりやすく、座った仏像と立った仏像で表わしてみましょう。仏像には

座った仏像と立った仏像とありますね。どちらも仏像だから変わりはないように

思えますが、立つと座るでは言わんとする意味が異なります。同じ仏と言っても

二つの側面があることを現わしているわけですね。 

 座っている仏像は涅槃
ねはん

を表わします。涅槃は涅槃寂 静
じゃくじょう

の世界、正に真実の世

界、沈黙の世界ですね。その涅槃の世界から私達を救わんと立ち上がった。立っ

ているというのは立ち上がった姿なんですね。それが立った仏像ですね。涅槃の

世界から立ち現われたのが南無阿弥陀仏です。南無阿弥陀仏と言っても、阿弥陀

仏と言っても実質は同じものです。これを現わすのに立ったものとして現わすわ

けです。 

 これは、又、おかしな問いをしますけれど、仏となるということなんですけれ

ども、涅槃も仏、南無阿弥陀仏も仏、どっちの仏がいいですか？ ということで

す。私はかつてはもう圧倒的に涅槃の仏になりたいと思っていました。涅槃寂静

の真実そのものの世界の中に何か溶け込んでいくようなね。しかし、浄土真宗と

いう仏教では、何を真実なるものとして讃えるかと言った時に、涅槃の仏ではな

いんです。南無阿弥陀仏なんですね。涅槃の仏を無視すると言うのではないです

よ。涅槃は南無阿弥陀仏の背後にあるものです。直接的に私達は、南無阿弥陀仏

を讃えていく、ここにこそ具体的な真実があるんだ、真実のはたらきがあるんだ

と言うことなんです。 
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 真実とは何か？ という、驚くような問いが経典の中に書いてあります。真実

とは何だろうと思ったら、如来なりと言うんですよ。「真実とは如来なり」。如

来と言うのは、南無阿弥陀仏のことです。南無阿弥陀仏というのが真実なんだと。

私は、涅槃のことを真実と言うのかなと思っていたら、具体的には南無阿弥陀仏

なんです。涅槃は動きがない。南無阿弥陀仏は、動いてはたらく力ですね。 

 涅槃という永遠普遍の真実が、いわば立ち上がって前に出、私の方の向かって

来る、その事実をあのような形で現わしている。その仏に私たちが出会っていく

のです。ですから、はたらきかけるものに出会って救われたものは、今度は同じ

ように、その人自身が人々にはたらきかけていくんですね。伝えていくんです。 

 仏様が前に立ち上がって私にはたらきかけようとしている、そのはたらきが私

の上に成立する。成立したところが信心ですね。そうすると今度は、私自身が立

ち上がって、前に向かっていくんです。歩み出していくんですね。前にと言うの

は、何がそこにあるのかと言えば沢山の人々がいるわけです。その人達と共に生

きていこうというのが大乗なんですね。ですから、この世で何を最も大事なもの

として私達は讃えていくか、それによって自分がどのように生きる存在になるか

が決まっていくわけです。 

 私達のご本尊は南無阿弥陀仏なんです。南無阿弥陀仏だということははたらき

です。人々に対してはたらいて、その人々を本当に生かしていこうという力です

ね。そのようなものが具体的な真実だと。その南無阿弥陀仏というものが明らか

になると、私たちもまた人々に対して願いを持つ生き方をするようになる。仏教

というのは、そのような人を生み出したいんですね。 

 人間というのはどんな生き物なんだろう、どんな存在なんだろう。それを仏教

で言えば、真実の教えによって自己と仏様に目覚めて、自分自身も歩み、縁ある

人に対してはたらきかけていく、その願いに生きていく人なんだというわけです

ね。 

 そこのところまでいって、やっと仏教なんですね。途中で終わったら一寸残念

なんですよ。私達の歩みは初めはもちろん第一歩からやっていかないといけない

けれども、そこにもいろんな問題があるわけですけども、仏教というのはこのよ

うな人を誕生させたいという願があるんですよ。誕生させたいその人間像という
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のは、主体的であり、生産的であり、生き生きとしていて、願いに満ちてやって

いく人なんですね。 

 このへんで終わりにさせていただきたいと思います。 


