
大無量寿経の世界（岡本英夫）「まなざし３９号」より 

1／14 

大
だい

無
む

量
りょう

寿
じゅ

経
きょう

の世界 
 ２００４年１１月２１～２３日  岡 本 英 夫 先生 

 

 沖縄の会では、日曜の部はしばらく観無量寿経についていただいてきました。

大体これが終りましたので、続いて大無量寿経をいただいていこうと思っていま

す。もっとも、観経の最後のところは、前回台風の直撃によって会が中止となり、

お話することができませんでした。二日ほどホテルで缶詰になって、少し外に出

て歩いてみると、身体を浮き上がらせるような風の強さで怖い思いをしました。

十年ほどの間で、このような直撃は初めてのことですね。そういうわけで、最後

のところは風と共に去って行ったわけですが、また機会があればということで、

予定通り大経に移っていきたいと思います。 

 大経のお話も当分続くことになるかと思います。親鸞聖人が「真実の教」と押

さえられたこの経典の全編をいただいていくということは、なかなか大変なこと

だと思いますが、しかし、一度は読んでみたい経典ですので、皆さんのお力をも

いただきながら共に学びつつ進めてみたいと願っています。 

 今回はそのウォーミングアップと言いますか、経文の一一に入る前に、そもそ

も大経とは、ということで、私がこの経典に触れて、強く感動しているところを

中心に申し上げたいと思います。大経についての私の感想発表のようなことにな

るかと思います。 

 

一 真実を説く経典ここにあり 

 まず、大経についての何よりも大きな驚きは、真実を説いた経典がここにある、

ということです。私自身のことを申して恐縮ですが、十代の頃の私は、真実とい

うのはいったい何だろうという思いを少しずつ持ってきて、高校から大学にかけ

ての頃はかなりその思いが大きくなっていたように思います。しかし、仏教に対

しては強い反発を持っていましたし、真実について考えることは多分に主観的な

自分勝手なやりかたでやっていました。 

 その頃思っていたことは、真実が何であるかを知りたいと同時に、真実を知る
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ことは人間にはできないだろう、ということでした。たとえ知ることができたと

しても、ニュートンが言うように、大海の砂浜の貝殻を一つ二つ拾ったに過ぎな

い、そういうことではないかと思っていました。しかし同時に知りたいという思

いは消し難く強くあったわけです。知ることができないと分っているのに知ろう

とする、言葉で表わせば矛盾していることですが、自分自身の心の中では矛盾は

していない、そういう感じで、私なりに求めていました。 

 あれほど反発していた仏教（浄土真宗）への出遇いは、まったく偶然のことで

したが、大学時代にこの教えに出遇ってしばらく聞いていますと、大無量寿経と

いう経典があって、この教えが真実を説いている。阿弥陀の本願という形で真実

を明らかに説いている。そして浄土真宗というのも、親鸞の『教行信証』という

のも、この大無量寿経を受け止めたもの、即ち、阿弥陀の本願を受けとめたもの

である。このことを知り、大変な驚きを持ちました。 

 その驚きの質はこれまでにはないもので、どのように驚けばいいのかがわから

ないような驚き、というのが正直な感じでした。言葉も出ない、思いも起こせな

い。私という存在が凍結したような・・・。そして、その驚きは今も続いていま

す。ちょうど、小石が何かにぶつかり、カチーンと跳ねて空を飛んで、いまだに

地に落ちてこない、というような感じと言ったらいいでしょうか。つまり、いま

だに、この大経の教え、如来本願・南無阿弥陀仏に出遇ったことが人生初めての

体験であり、それは何年前に体験したという過去のことではなく、今もその初め

ての体験が続いている、今も驚きの正体というか、どのように驚いていいかわか

らない、という感じなのです。 

 真実とは何か、これを真正面から説いた経典がある・・・このことを思うと、

たちまちのうちに、あの「初めての感動」が湧き起こってきます。何度起こって

も初めてのものなのです。石はいつまで飛び続けるのか。ひょっとすれば、私の

生涯飛び続けるのかもしれません。 

 

二 如来
にょらい

と衆
しゅ

生
じょう

の二つが明らかになった 

 大経は上巻と下巻の二巻に分かれています。それ自体は別にどうと言うことは

ないようなのですが、二巻に分かれていることを敢えて「双巻経」と呼んできま
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した。言葉の意味は双巻つまり二巻経ということです。しかし、これはただ巻数

が二つあるという意味ではありません。大変大事な意味があるのです。 

 上巻は憬
きょう

興
こう

という人の言葉を借りれば、「如来浄土の因果」を説く巻です。下

巻は、「衆生往生の因果」を説く巻。即ち、上巻は私たちを救う如来を説き、下

巻は救われる私たちの姿と救われ方が説かれているということです。 

 さて、翻って考えてみますと、私たち人類の祖先たちにおいては、当初、下巻

で示されるところの自分たち人間の迷いと苦しみの事実しか認識の中にはなか

ったでしょう。上巻で示されるところのもの、即ち私たちの迷いと苦しみを救う

ものが何であるかが分らなかったわけです。 

 何が人間を救うものであるかは、しかし、祖先の人たちは様々な形で尋ね求め

続けてきたのだと思います。生きても生きても苦しみは襲い空しさは去らないと

なれば、この自分を苦しみや空しさから解放するものはないのか、あるとすれば

それは何なのか。それを尋ねあてることは、人類の最大の課題となっていったこ

とでしょう。 

 その歩みは 夥
おびただ

しい試行錯誤を重ね、ついに釈尊において、我らを救うものは

真実であり、具体的にはそれは如来であることが明らかにされたのです。また、

釈尊の真精神が真実なるものを、如来のはたらき即ち阿弥陀の本願として明らか

にしようとしておられたことを、その後数百年の歩みを通して、祖先たちは明ら

かにしました。このようにして大無量寿経が誕生したのです。 

 このことは、「双巻経」という表現に返して言えば、下巻で説く迷いの自己の

大まかな認識しかなかった祖先たちが、ついに自らを救うものとして阿弥陀の本

願を明らかにし、これに出遇うことができた。自らを救うもの即ち阿弥陀が明ら

かになり、その阿弥陀を上巻で説いた。これまで下巻だけの、強いて言えば一巻

経しかなかったものが、ついに自らを救うものを明らかにし、人類の歴史で待ち

に待った「上巻」が明らかになった。ここに「双巻経」が成立したのです。とす

れば、この「双巻経」という言葉は、「ついに人間を救うものが見つかったぞ！ 」

という、人間としての勝利の凱歌の言葉と言ってもいいでしょう。 

 このことが、大経が持っている最も基本的な存在意味を表わしていると言える

でしょう。迷いと苦悩の衆生を真に救うものが見つかった。それを説いたのが大
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経であると。上巻は如来を説き、下巻は人間を説く。救う如来と救われる人間の

姿が共に明瞭になったわけです。 

 

三 真実をいかに説くか 

 では、大経は上巻において真実をどのように説くのか。これは大変な問題です。

真実を言葉で説くということ自体が大変であると同時に、どのような言葉で、即

ちどのような内容で説くかということがとても困難なことになります。 

 この「説き方」については、人間の認識のあり方と深い関係があるのではない

かと思います。真実は人間の言葉や思いを超えた真如の世界のことですから、そ

れを認識するのに、人間の次元のところにいては理解できません。しかし、人間

はこの次元を動くことができない。自ら真理のところに近づいていくことができ

ないのです。ですから、真実のほうが人間の次元に近づいて来なくてはならない。

人間の次元とは、言葉の次元であり、具体的な認識内容を有する次元です。そこ

に、ではどのような内容で真実を表わすか、あるいは真実が現れるのか、という

問題が出てくるのです。 

 

 大経がとった方法は、真実を阿弥陀仏で表わし、さらに阿弥陀仏を因と果で表

わすという方法でした。阿弥陀はどのような経緯があって（因）、本願念仏の阿

弥陀となられたのか（果）、ということです。私たちの救いに対するおよその認

識は、私を救うものは何か。その力はどのようなものか、ということでしょう。

それは、因と果の範疇
はんちゅう

で言えば、果に相当するものです。大いなる力があって

人を救うのだと。 

 多くの宗教はこのように私を救うものを果のところだけで表わしてきました。

しかし、大きな力によってなぜこの自分が救われるのかということの納得は、な

かなか得られないように思います。従って、このかたちでの救いは、大きな力を

信じる「信仰」という形を取りやすいのです。 

 それに対して、大無量寿経の表わし方は、私を救う大きな力は、じつはこのよ

うな経緯のもとに生まれたのだ、ということを説くのです。それが因の内容です。

阿弥陀という仏は私の存在が何であるかを明らかにし、私を救う道を見つけるた
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めにそれを探し求めて歩まれた。そしてついに生み出したのが本願念仏である、

というふうに。 

 この説き方は、この教えに触れる私たちに、なるほど、阿弥陀の本願念仏はま

さにこの私のために作られたものであったのだ、という深い納得を生み出すこと

ができるのです。阿弥陀によって明らかにされた私こそ本当の私であることに覚

め（自覚）、この私を救おうとして立ち上がり歩まれ（因）、本願念仏を成就し私

にそれを与えようとしてくださるのが阿弥陀仏という大きな力（果）であったか

と、自覚と共に大きな力を受けとめることができるのです。「信仰」の宗教に対

して「自覚」の宗教ということが言えるでしょう。果のみで大きな力を説くので

なく、因の世界をも説くところに、無理なく果の力に頭が下がり、その力をいた

だくことができるのではないかと思います。 

 

 私はこの因の世界のことが初めはよく分りませんでした。なぜ分らなかったの

か。それはやはり、どうしても実体的に考えていたからだと思います。実体的に

考えることは、ただそれだけでなく、同時にその考え方が唯一正しいのだという

ことを主張しているのですね。そのことが見えなかったのです。実体的に阿弥陀

を受けとめることなどできないのに、実体的認識のやり方だけがすべてだと言わ

んばかりに、阿弥陀の説き方の喉もとに匕首
あいくち

を突きつけて、阿弥陀などおかしい

ではないか、因の世界などおかしいではないかと言っていたのです。自己肯定の

我の心の仕業でしょう。 

 いつの頃からか、このような心の仕組みで結局自身の我を勝たせようとしてい

る自分に気づいて来ました。それはよき人をよき人と思えていない自分に気づく

のと同時であったと思います。そこによき人の存在の大切さがあるようです。こ

れについてはまた後で述べます。 

 

四 阿弥陀の因の世界に出遇
あ

った親鸞聖人 

 親鸞上人の御晩年に、驚くべき言葉があります。『歎異抄』の後序に書かれて

いるものです。親鸞の御晩年、お側にいた弟子の唯円は、親鸞の常の仰せとして

次のような言葉を記録されています。 
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 「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなり。さ

ればそくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける

本願のかたじけなさよ」。これは親鸞が本願を憶念して、かたじけないという思

いを述べたお言葉です。 

 この文で、本願がどのような言葉で表わされているかということを見てみます

と、まず「弥陀の五劫思惟の願」となっています。普通、「弥陀の本願」と言う

ように、ここは「弥陀の願」という表現でいいところですが、親鸞はこれに「五

劫思惟の」という言葉を付け加えているのです。五劫思惟とは、阿弥陀の因の世

界のことを表わします。因位の阿弥陀、即ち法蔵菩薩が私たちの救いの道を確立

しようと歩まれた時間です。ということは、親鸞は単に阿弥陀の本願でなく、「因

位の五劫思惟の歩みによって確立した本願」という位置づけで本願を憶念してお

られることになります。因位の阿弥陀を憶念しておられるのです。 

 もう一つが、「さればそくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんと

おぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」です。「たくさんの深い業を持って

いる私を助けようと思い立たれた本願」という受けとめです。単に「たくさんの

深い業を持っている私を助けようとされる本願」ではありません。「たすけんと

おぼしめしたちける本願」。もし漢字で分りやすく書けば、「助けんと思い召し立

ちける本願」となるでしょうか。阿弥陀の本願は、私がどんな存在であるかを明

らかになさって、それ故にどんなことがあってもこの私を助けようと阿弥陀が思

い、そして立ち上がられた。それを出発点として歩みつづけてついに本願・念仏

を成就なさったというのです。 

 親鸞は、阿弥陀がまさに私のために「救おうと立ち上がられた」、阿弥陀が阿

弥陀となるその出発点、最初の一点をはっきりと確かめ、そこに御恩の深きを感

じていかれたのでしょう。私のために動き出された仏様、その最初の動き、そこ

に深甚のお礼を申し上げたいのが親鸞なのではないかと思います。 

 

 私がこの文を見て驚くというのは、これが大無量寿経の内容・説き方をそのま

ま押さえて言われているところです。大経上巻の因位の阿弥陀、即ち法蔵菩薩の

歩みについて、かなりのスペースを割いて大経は説きますが、親鸞は直接、その
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内容を押さえて、阿弥陀の本願を受けとめておられるのです。要するに真実を受

けとめておられるのです。真実が具体的な言葉になっているのです。それが大経

上巻の叙述です。特に阿弥陀の因位を表わす文章です。親鸞聖人にとっては、こ

の叙述が真実を表わすものだったのです。法蔵菩薩の物語、これこそが真実だっ

たのです。 

 大無量寿経を書かれた方は、どのような意図で法蔵菩薩の物語を書かれたのか。

それは分らないとしても、親鸞聖人がこの叙述をこのように受けとめられたとい

う、この受けとめ方が正解ではなかったのか。ということは、この受けとめをも

とにして展開する浄土真宗という仏道こそが、まさに真実の宗教ではないのか。

私はこのように思うのです。 

親鸞が大経を真実の教えと断定する根拠を、意外にも、弟子の阿難が、この教え

によって立ち上がったという事実をもってするわけですが、大経をこのように受

けとめることが正解であるか否かは、大経をこのように受けとめることによって

親鸞が立ち上がることができた、この一点にあるように思えます。その立ち上が

りが浄土真宗という念仏の教えを生み出したのです。 

 「真実の教え」と親鸞によって押さえられた大経の叙述は、その一字一句が、

まさに文字を超えた真実が、文字となって現れたものである、と言えるほどに大

切な意味を持ったものなのでしょう。このことを思えば、真実にぶつかった小さ

な石は、いよいよ空高く飛んでいっていつまでも落ちてこないようにも思えます。

従って、大経を読むということは、正しく真実の世界の中を一歩一歩あゆんでい

くということになるのです。大変なことがあるものだなと、改めて驚きと感銘を

持たざるをえません。 

 

五 真実とその必然の展開としての方便
ほうべん

 

 真実なるものの私へのはたらき、それが阿弥陀の本願として説かれます。その

本願を説くのがまさしく大経ですが、親鸞は「大経に拠るに、真実方便の願を超

発す」と言われます。真実の願を説き、その成就のために方便の願を説く。その

説き方によって初めて私たちを超えたところからはたらきかけることができ、ま

た私たちをして迷いを超えさすことができるというのです。その説き方を「超発
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す」といわれているのです。すなわち、真実の願とともに、方便の願が重要不可

欠のものとして位置づけられています。 

 阿弥陀は自らの真実を信心念仏として私たちの上に成就しようと願われます。

阿弥陀の真実が私の上に成立する、即ち私たちが真実に出遇うということは、具

体的には信心念仏の人になるところにあるのです。このことを表わすのが四十八

願の中、第十八願です。親鸞聖人が、私たちになすべきこととして勧められるの

がこの信心念仏です。「専らこの行に奉
つか

え、唯この信を崇
あが

めよ」と呼びかけられ

ます。念仏も信心も、私が申す念仏であり、私の中に成就する信心ではあります

が、しかしこれは仏様のものである。従って、「奉え、崇めよ」と言われるので

す。信心念仏の成就。ここに本願の成就、真実の成就、人間の救いが生まれるの

です。これは極めて大事なことです。 

 しかし、問題は、私が信心念仏を、果たして容易に認めて受けとめることがで

きるか、ということです。なかなか簡単に受けとめられるものでないことは私た

ち皆がよく承知していると思います。お互い、簡単に受けとめることができなか

ったわけですね。南無阿弥陀仏に頭が下がらなかったわけです。これほどに大事

なものを受け入れないのです。信じられない。疑いがある。決定できない。これ

に頭を下げてひれ伏すことができないのです。 

 仮に受け入れることができるようになっても、それは本来のかたちで受け入れ

るのではなく、私が南無阿弥陀仏を利用するというかたちで受け入れているに過

ぎないということがあります。なぜこのようになるのか。人間存在の根本である

我の心ゆえでしょう。真実を前にしても、それに頭を下げようとしない。じろじ

ろそれを見て批判的になって、「なんだ、大したものじゃないじゃないか」と無

視してしまう。真実を無視する存在。阿弥陀の本願を無視する存在。ここに容易

ならぬ人間の問題が浮かび上がってきます。 

 

六 真実から方便
ほうべん

へ展開させる心 

 この問題をどのようにして超えるか。それはじつは、真実の中に、その答えと

いうか、超える方法があるのです。真実は真実であるがゆえに、その方法を自ら

の内から外へ生み出します。それが方便です。方便とは真実の私たちに対する必
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然的展開の姿です。 

 真実が方便を生み出すその転回点、何を軸にして真実は方便へと展開していく

か。それについての経典の叙述は、本願の心をダイレクトに表現したもののよう

に思えます。それが「唯序」の教えです。 

 阿弥陀は、第十八願の本願で、あらゆる衆生の上に信心念仏を成就しようと願

います。そしてその直後に、「唯除
ゆいじょ

五逆誹謗正法、唯
た

だ五逆と正法を誹謗するも

のを除く」と言われるのです。あらゆる者に信心念仏を与えようと願われたその

直後に、唯だ五逆と正法を誹謗するものを除く、とはどういうことか。容易に理

解し難い教えのように思えます。 

 親鸞聖人がこの文章を解釈されました。これによって、この文面で表わそうと

する阿弥陀の心がよくわかってくるように思います。「唯除はただのぞくという

ことばなり」。即ち、「除く」というのは、本当に文字通り除くのではなく、じつ

は、何かを知らせたいためのことばなのだということです。 

 「除く」というのは、阿弥陀においてはありえないことです。あらゆる衆生を

摂取不捨するがゆえに阿弥陀と名づけられているのですから。その阿弥陀に「除

く」ものがいれば、阿弥陀ではなくなります。即ち、阿弥陀においては絶対に使

われない「除く」という言葉を出すことによって、私たちに警鐘を鳴らすのがこ

の表現の意味なのです。信心念仏を与える仏様がおられる、嗚呼
あ あ

、有り難い、貰

っておこうと、自己とは何であるかということを考えず目覚めることもなく、唯

もらっておこうという人間の浅ましく愚かな根性に、「唯除くぞ」と大きく警鐘

を鳴らすのです。 

 親鸞は続いて、「五逆の罪人を嫌い謗法の重き咎を知らせんとなり。この二つ

の罪の重きことを示して十方一切の衆生皆漏れず往生すべしと知らせんとなり」

と述べられます。なぜ「唯除」と大きく警鐘を鳴らしたのか。それは、私たちに、

私たちの正体は五逆・謗法の重い罪の存在であることを知らせたいためであるの

だ、と言われるのです。 

 さらに、この二つの罪の重いことを示して、とありますので、何らかの形でそ

のことを示してくれる。それは、今ここに二つの罪をあげるということ自体が「示

す」ということなのかもしれません。ただ次の「十方一切の衆生・・・」の文と
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のつながりを考えますと、二つの罪の重いことをただ項目を挙げて示されたとい

うことでなく、罪の重いことを私たちが我が身の内に明らかに指し示され、それ

によって私は五逆・謗法の存在であったと自覚することによって、初めて私の上

に往生ということが成り立つのだと、そのような意味に解することができると私

は受けとめています。 

 そして、あなたが五逆・謗法の存在であることを、あなたが自己のうちに確信

することのできる道を歩みぬくことを、私が本願を起こして成し遂げさせてあげ

よう、ということで、第十八願の真実の願の次に方便の願が起こされた。それが

第十九・二十願ではないかと思います。 

 従って、この二つの方便の願は、どこまでも自己を照らし出されて歩む道を歩

ませる願なのです。五逆・謗法の自己であることが明らかになればなるほど、信

心念仏は私の上でより明確なものとなってはたらいていくのです。 

 

七 あらゆる人を救う本願
ほんがん

 

 この「唯除・・・」の言葉に、浄土真宗という教えの大きな特徴が表れている

のではないかと思います。それはあらゆる人を平等に救う宗教だということです。

自らを唯一の神と信ずる者だけを救うという一神教の宗教とは根本から異なる

ものがあるように思います。 

 「あらゆる人を平等に」ということは、一見理想的な話のように思えますが、

どのようにすればこの救いが起こると浄土真宗は言うのでしょうか。それは、自

己とは何であるかの目覚めによるのです。真実の願から起こった方便の願によっ

て、自己を照らし出されていく。そこについに見えてくるものが五逆・謗法の自

己なのです。 

 大事なことは、真実の教えに照らされ、自己を明らかに知らされる、というこ

とです。そして、明らかに照らされたところの自己は、では具体的にどのような

自己であるか。それが五逆・謗法の自己であるということです。ですから、初め

から五逆・謗法が人間の正体であって、そのことに気づかせてもらわなければな

らないと、そこにのみ焦点を絞っていくのは、どこか偏狭な歩みのように思えま

す。五逆・謗法の自覚は、教えに照らされて歩む者の上についに起こる自然なか
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たちでの自覚ではないかと思います。 

 

 ここに、じつは驚くべきことがあります。それは、第十八願の唯除の言葉は、

要するに、十方の私たちすべての者は正法を誹謗している者である、即ち、阿弥

陀仏を誹謗している者であるということを、阿弥陀自身が私たちに知って欲しい

と願っておられるということです。どうか私を謗っているのがあなたの本当の姿

であることに気づいてほしい、と言うのです。人間の常識ではます考えられない

ことです。なぜこのようなことを願われるのか。それは、阿弥陀を謗っているこ

とこそが私の最も根源の心であるからなのです。このことに気づくところに私に

おける「自覚」が成立するのです。自覚が成立するところに、救いが生まれるの

です。だから阿弥陀は、自らを誹謗していることに気づいてほしいと、気づこう

としない私たちに警鐘を鳴らしてまで訴え願うのです。いかに阿弥陀が真に私た

ちを救うことを願っておられるか。 

 一神教の神は、私を神と信ずる者だけを救うと言います。信じない者は救いの

対象から外されるのです。厳しいといえば厳しいが、だからと言って、それなら

信じようということが、果たしてどれだけできるだろうか。信じることが最初の

関門としてあれば、私などは、とてもこれを超えられないという気持も起こりま

す。何が真実なのか、何が自己なのかよく分らない。その分らない中を教えに出

遇い何かを求めて生き歩んでいくしかない。その歩みの中でついに自己の姿に出

遇う。また。その自己に出遇ってくれ、そこに救いがあると願っておられる本願

に出遇うのではないでしょうか。 

 浄土真宗の本尊である阿弥陀仏は、自己を信ぜよとは言われない。自己を疑い

誹謗していることにどうか目覚めてくれよと願われるのです。本当の自己の姿に

目覚めてくれよと願われるのです。もし自己に目覚めるならばそこに救いがある。

自己に目覚めるところに信心念仏が成就する。これが「目覚め」に救いの存否を

かけた阿弥陀の本願なのです。 

 阿弥陀の本願の教えによって、すべての人がもし自己に目覚めるとすれば、そ

れは必ず誹謗正法の自己の目覚めである。その一点において人は皆同じなのです。

すべての人が、私は阿弥陀を謗り否定し「我」を肯定してそこに立って生きよう
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としている者でした、まことに申し訳ないことでしたと、その懺悔のところにあ

らゆる人が立つ。ここにあらゆる人の平等の救いということが初めて実現するの

です。 

 私たちは、すべての人が「平等」になると言えば、皆が同じものを獲得できる

のかと、そのように思って、それはあり得ないと考えがちですが、平等の救いと

いうのは、真実の教えに照らされて、目覚めていくところが皆同じ自己である、

即ち五逆・謗法の自己である。それを自己として受けとめ、そこに立って生きて

いくところに、救いの歩みが初めて展開する。「平等」とは、まずは、救いの根

拠が平等である。それ故に、真実を謗る申し訳ない私であるという自覚に立って

生きる世界は平等のものである、ということでしょう。 

 では、この「唯除・・・」の言葉は、阿弥陀においてはいつその心の中に浮か

んだ内容だったのでしょうか。このような問いも生まれてきます。それは「たす

けんとおぼしめしたちける」その時であると私は受けとめていますが、詳細につ

いては、そのうちということにしておきましょう。 

 

八 阿弥陀
あ み だ

と自己、そしてよき人の存在 

 最後に、一番初めに申しました、大経は上巻・下巻の二巻あるというお話に帰

ります。上巻は「如来浄土の因果」を説き、下巻は「衆生往生の因果」を説くと

言われ、如来と衆生が、なんと言っても宗教の根源の二つの要素であることは間

違いありません。ところが、その上巻と下巻が、上巻の終わりのところと、下巻

の初めのところが内容が重なるように一つのものになっているのです。重なる点

とは何か。諸仏ということです。 

 上巻は阿弥陀とその浄土について説かれ、最後にその浄土から無数の光が放た

れ、光の中からまた無数の仏が現れ、その仏が十方の衆生のために教えを説く、

という場面が出て上巻は終ります。下巻はその仏、これが諸仏ですが、この諸仏

の称える名号・南無阿弥陀仏を聞いて、私たちは自己に目覚め信心念仏の者にな

って、この世を願生浄土の世界として生きていくことができるのであると説かれ

ます。 

 即ち、諸仏ということが、上巻の最後と下巻の最初に、両方が重なるようにし
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て登場するのです。言い換えれば、上巻の阿弥陀仏と下巻の私たちを結ぶものが

諸仏であるということです。諸仏というのは、第十七願に出てきますが、衆生を

哀れんで阿弥陀の名を、ここにこそ真実があるぞと称する人たちのことです。具

体的に念仏申して生きている人のことです。 

 初めに、双巻経ということを申しましたが、苦悩の人間に、ついにそれを救う

ものが見つかったというのが双巻経の宣言でした。それは、じつはもう一つの要

素が見つかったからでもあったのです。それが諸仏の発見です。真実というもの

は、言葉も心も及ばないものであるけれども、だからと言って、私たちには何も

分からないというのではない。具体的な人の上に、即ち諸仏の上に真実は現れる

のだ。その諸仏に触れることによって、それはその生きざまに触れたり、教えを

聞いたり、念仏を聞いたりすることによって、私たちは真実に出遇うことができ

る。この方法論が明らかになったのです。 

 従って、第十八願の成就を表わす言葉は「諸有
しょう

衆生
しゅじょう

 聞
もん

其
ご

名号
みょうごう

 信心
しんじん

歓喜
か んぎ

・・・」、即ち、諸有の迷い深い自己と覚めて、よき人諸仏の称える名号を

聞き、そこに信心歓喜が起こり・・・となるのです。諸有衆生の目覚めが大切。

それはどのようにして起こるか。それが「聞其名号」。「其」、「その」というのが

諸仏を表わすのです。阿弥陀の本願に出遇うためには、具体的に諸仏に出遇うこ

とが肝心になってくるのです。 

 諸仏と言っても、その人を遠くで眺めていてはいけません。私自身の「善知識」

として受けとめていかなければならない。ここに、具体的な求道ということが展

開するように思います。諸仏は人です。人は誰しも煩悩具足の存在。その人のほ

うが自分より遥かに煩悩が強いように見えるかもしれません。その人をわが諸

仏・善知識として受けとめ、その人に教えを請い、その人によって指導していた

だき、その人に歩みを報告する。これは頭で考えた世界とまるで違って、場合に

よってはとても困難なことでしょう。涅槃経という経典の中に「雪山童子の求道」

のお話が出てきますが、童子は結局「羅刹
らせつ

」という怖くて醜い鬼から教えを聞く

という筋書きになっています。私を救い生かす教えだから、それを私に説き導い

てくれる人は、いかにも私の思いにぴったりの人だろうと思いやすいものですが、

なかなかそうはいかないのです。阿弥陀は、いつどこにどんな人のところに顔を
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出すかわかりません。 

 また、それを逆に言えば、阿弥陀は、諸仏ましますところどこにでもまします、

ということです。教えを聞いて歩む者同士が顔を合わせれば、言葉では言い表せ

ないほどの安らぎと充実がそこにあるでしょう。お互い出遇って、お互いがお互

いを諸仏と受けとめ善知識と受けとめる。そこに浄土のはたらきが巻き起こるの

です。それが僧伽ということです。 

 大無量寿経について、私が特に感動をもったところを少しお話させていただき

ました。一応これで、今回は終わりにさせていただきます。次回より、最初のと

ころから、少しずつ経文をいただいていきたいと思っています。 

 

（本稿は、去る十一月に行なわれた秋季セミナーでの八時間の講義を、約五分の

一に要約したものです。岡本） 


