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教えと人との出会い（下） 

岡 本 英 夫 先生 

 

八 凡夫であることを気づかせたい  

さて、実際にお釈迦様はどのように説いていかれたのか。観無量寿経は序分

が大変長いという特徴がありますように、すぐに教えの本論に入らないんです

ね。本論の教えを説き始めるに先立って、序分、序論の段階が随分とあるんで

す。 

今韋提希に真実を直接伝えたい。しかし、それができない。ではどうすれば

いいか。それは自己が照らされるところに可能となる。即ち､韋提希が照らされ

るような教えを説けばいいということですね。そうと分かれば、序論のところ

など僅かにして、さっさと韋提希を照らし出していく教えを説いていけばいい

ではないかと、こういう感じもしますね。 

 ところが、これがなかなか大変なんです。そうはいかないんです。試しに、

初めて教を聞く人に、今からあなたの本当の姿を照らし出す教えを説きましょ

うと言えば、その人は逃げ出すでしょう。結構です、間に合ってますなどと言

って。勿論、自己自身を照らすその教えを聞かなければいけないんですが､しか

し、同時に私達は自分を照らし出されたくないのです。ですから私を照らそう

とする教えを､初めは､照らされないと言う形で聞くわけです。 

要するにお釈迦樣としては、最初から韋提希を照らし出して、韋提希よ、お

前は本当はこういう人間なんだぞと、韋提希の何たるかを明らかにする教えを

説けばいいんです。しかし、それができない。説いても､韋提希は受け止めるこ

とができないのですね。だから、この教えを説く為に、その前に準備段階がい

るんです。なかなか大変ですね。 

どのような準備段階かと言えば、今言いますように、私達は、自分の本当の

姿を知らされたくありませんし、この思いがある限り、教えを受けつけません。
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ですから、この思いが少し変わってこなければいけないんですね。 

自分を知らされたくないのは、言い換えれば、自分は聖者であるという思い

なんです。なんでも自分でできるという。照らされずに、聖者であると思って

いる自分のままでいたい。ところが教えを聞いていくと、腹の虫が知っている

というか、この教えを聞いていくと、自分の正体がどんどんバレてね、明らか

になってきて、聖者でないことが白日のもとにさらされるぞと、自分が凡夫だ

ということが皆に分かるぞと、とてもそれは堪えられんだろうと、いつまでも

聖者の自分としていようという思いなんですよ。照らされたくないというのは

ね。 

韋提希も初めはそういう思いです。私は聖者なんだと。だから、そのように

思っている限り、韋提希を照らしていく教えを説き始めることができないので

す｡すなわち、正宗分が始められないんですね。 

そこで、何とかしてお釈迦樣は、聖者と思っている韋提希に、凡夫であるこ

とに気づいてもらいたい｡もっとも、凡夫の自覚というのは、その深さにおいて

際限がありません。無明には際限がないんですね。どこまでも深い。凡夫の自

覚も同じなんでしょう。 

ですから、初めから深く徹底した凡夫の自覚を持ってもらうことはできない。

また、その必要もないんですね。もちろん、出来もしないんです。浅くていい

んです。一寸でいいんです、初めは。 

山の峰、分水嶺があって、この分水嶺のこちらにいったら聖者、反対側にい

ったら凡夫とします。そこで、聖者であると思っていた思いを、峰のほうまで

持ってきて､分水嶺にまっすぐ立て､そして少しだけ反対側へ行ってもらえばそ

れでいいんです。後は、段々と教えによって深く深く凡夫の自覚が生まれてく

るんですね。 

したがって、聖者から凡夫への分水嶺を越えさせる､このことを為そうという

のがお釈迦樣の当面の目標になるんですね。それでそのことを次から次へと為

さしていって遂にここで、この程度だけれども、韋提希にとって、自分は凡夫
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なんだ、もう聖者ではないんだと、深い自覚とはいきませんが、自分は凡夫な

んだという思いが初めて起るんですね。 

僅かな自覚だけれども、この思いをお釈迦様としては、起こしたいんですね。

そうすると、ここから正宗分、本論の教えを説くことができる。韋提希を照ら

し出す教えを説いて、文字どおり韋提希は照らし出されていくのです。なぜな

ら、凡夫の自覚がありますからね。自分は聖者だという思いであれば、この教

えを跳ね返していきます。自分に響くようには聞かないんですね。 

あまりいい言い方ではないですが、私達、大体ね、初めの頃、ずっと教えを

聞いて、もね、なかなか自分の耳に入らないと言うか、受け入れ難いと言うか

ね、そういうことがもし起るとすれば、その理由は自分が聖者だからです。私

は聖者ではないですよと言うかもしれませんが、その思いを開いて、中を解剖

してみると、要するに聖者の思いなんでしょう。私は自分で自分を救うことが

できますよという思いがあるのです。それが聖者。そこを一寸でもいいから凡

夫の方にもってゆく必要があるんですね。そうすると、やっと空いた小さな穴

から、本当の教えとしてどんどんと聞いていくことができるようになる。 

こういうわけで、お釈迦様の韋提希に対する配慮、御苦労というのは、正宗

分のところも随分あるんですが、その前の、やはりこの最初の序分のところに

大変なものがあるように思います｡ 

私達の場合も、一応教えを聞く軌道にのれば、それなりにどんどん行くでし

ょう、十年、二十年とね。行くでしょうが、最初のところでは、何が仏教なの

かがまだ分らない。またそういう時に教えに触れるわけですが、触れる自分と

いうのは結局聖者ですから、これを跳ねつけるんですね。しかし、そこのとこ

ろを何とかしなければ。この辺りが本当に大変な局面ですね。 

 

九 釈尊をして沈黙たらしめたもの 

一番最初の時点でお釈迦様がとられた方法があります。これは、先程も私自

身のことを少し申しましたが、本当に身に沁みることですね。最初にお釈迦様
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は韋提希に対してどういう方法をとられたか。それは沈黙です。経典ではお釈

迦様は何も言葉を発していない。けれども言葉を発しない沈黙ということの意

味は、逆に沢山の言葉を発しているのではないでしょうか。 

沈黙とは何かということもいろいろ考えてみなければいけないんでしょうが、

「沈黙の説法」と表現する仕方があります｡適格な表現のようにも思います。し

かし、沈黙の説法とは矛盾した表現ですね。沈黙しているのなら説法をしてい

ないはず。説法しているのなら沈黙ではないはず。けれどもこの時のお釈迦様

がなされたのは、沈黙の説法なんです。 

ただ黙っておられたから、ただそれだけということではないんです。その黙

っておられた間に、韋提希がどんどん変わっていく。お釈迦様の沈黙が韋提希

を変わらしめた｡ということは、単なる沈黙ではないはずですね。 

即ち、お釈迦様の働きがたくさんあったということです。そこが大事なとこ

ろですね｡ 

他の表現で言えば、例えば、「存在がものを言う」という言い方があります。

口で喋らなくても、黙っていても、その人がそこに居るだけで何かものを言っ

たと同じような動きが周囲に起るというわけですね。効率がいいと言えば甚だ

いい｡居るだけでいいんですからね。お釈迦様が韋提希のところへやってこられ

て、すぐにあれこれ説法なさらずとも、韋提希の傍にじっと居るだけで、存在

そのものが大きな働きをする。それは一応頷けるような感じがします。 

逆に考えれば、お釈迦様は実際は様々に説かれたんだけれども、韋提希が聖

者の思いですから、全然耳に入らなかったということなのかもしれない。けれ

ども、それで変わるんですよ、私の方が。そこが本当に不思議なことです。ど

のように変わるかと言えば、お釈迦様から教えを聞いていかなければならない

と思うようになるんです。 

沈黙の説法の終わりの方に、こういう表現があります。韋提希がお釈迦様の

ことを、「仏日」と呼ぶんですよ。仏はお釈迦様のことですが、これに日、即

ち太陽をつけて呼ぶ｡太陽のようなお釈迦様という意味合いでお釈迦様のことを
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呼ぶようになるのです｡太陽というのはこの世で一番大切なものです｡また一番

明るいものです。光は智慧を表すものですね。これまでは、自分の苦しみの原

因をつくっているのがお釈迦様だと思っていた｡とても太陽のような存在ではな

かった。しかし、毎日生活して太陽の光りを浴びて生きていくように、これか

らはお釈迦樣の教えによって生きていくんだという思いが遂に起ってきたんで

すね。それは韋提希においては大きな転回です。 

私もこの教えを先生から勧められて、ざっと十年間くらいは何をしていたん

だろうかと思います。そこで私は今思うんです。沈黙とは、私の方がしっかり

と聞いていなかったから、先生の沢山の教えの言葉を沈黙というものに貶めて

しまったということではないかなと。十年ほど経ってみて、そこでひとつ気が

ついたことは、韋提希にとってお釈迦様が、ただ尊い人、偉い人という意味で

なく、本当の仏様、真実の世界から私の為に現れたかけがえのない存在である

とやがて分かったということがありますが、先生という存在のうえに、仏とい

うことを初めて憶うことができたということではなかったかなと｡ですからそれ

までは本当に申し訳ないような十年間であったと、これからは、本当に教えを

大事に聞いていかなければいけないと。教えは自分よりも大きなものです。そ

ういう意味で仏日、太陽のような仏様という表現はなる程と思いますね。 

 

十 自分の枠組みで救いの道を問う 

その後､正宗分に至るまでに説かれる主なところを見ますと､一つは､韋提希が、

お釈迦様からいろいろ教えてもらって、その結果、阿弥陀の世界を生きようと

自分の方針がハッキリ決まるという場面があります。 

阿弥陀の世界を生きる人になるんだと自ら決めたのです。そこで考えたのは、

どのようにしてということです。どのようにすれば阿弥陀の世界まで歩んでい

けるのかということです。これは歩んでいく方法ですね。方法がハッキリしな

ければ歩みようがないと。そこでお釈迦様にその方法を教えてくださいとお願

いをしたんですね。 
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これを見ると韋提希は偉いですよ。自分の状況を自分できちっと把握し､何を

なすべきかを明らかにして､問うべきことは問うていくわけです｡けれども、こ

の偉さは偽物なんです。偽物と言うのは一寸ひどいですが、その底に大きな問

題が潜んでいるわけです｡ 

阿弥陀の国に行く方法は自分の問題として取り上げてお釈迦様に問うた。私

は分かっていませんから、教えてくださいと。しかし一方で、阿弥陀の世界ま

で歩んでいく力については、韋提希はまったく問題にしませんでした。問題と

して取り上げなかったんです。これについては何にも触れないんですね。方法

だけをお釈迦樣に請うたんです。 

では何故、歩む力については取り上げなかったか。取り上げる必要を自分で

は全然感じなかったからでしょう。それは何故か、力は自分に十分にあると思

っていたからです。敢えて思う必要のないほどに自明なことだったのでしょう。

お釈迦様から見れば、韋提希は阿弥陀の世界を生きたいと願うようになったわ

けですから、よくぞそこまで気がつき決心した、本当に褒めてあげよう、とい

うことでしょう。その韋提希が、自分に請うたのは方法だけである。この辺か

ら、これは一寸おかしいぞとお釈迦様は思われたのではないでしょうか。 

韋提希は方法を問うている。しかし、本当は人はこういうことは問わないん

ですよ。問うことなどできないんです｡問う人間の心と､答えられる方法そのも

のとは､全く質が異なるのです｡問うた心のままで､答を正しく受け止められない

のです｡しかる後に、答を正しく受け止められるようになってみて､初めて自分

の問いは何と愚かな浅はかな、仏を仏とも思っていない問いであったかと知ら

されるのです｡今はそのような問いなのです。 

韋提希が考えたのは、阿弥陀の世界に生まれる為に、正しい方法を踏んでい

けば生まれることができるんだという枠組をはじめから作って、そこへ教えて

もらった方法を詰め込んでいけばそれでいいんだと思っている｡そこで、お釈迦

様、私にこういうことを教えてくだされば私は阿弥陀の世界まで行くことがで

きるんですと、韋提希は言った。 
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お釈迦様はびっくりですよ。お前はまだ救われてもいないのに、よく自分が

救われる道が分かるなということでしょう。何故、これを説けば、お前は救わ

れるのか、というわけですね。既に救われた者ならば、結果として、こういう

ような教えを聞いたから救われたんだと、そこで初めて言えるけれども、今か

ら歩もうという者に、何故それが分かるかということなんですね。 

こういうようなことがあるんです。私達は、自分が救われてもいないのに、

こうすれば救われるんだと思うんですよ。救われると言える根拠がどこにある

のか、何にもないんです。正しい根拠に立ってもいないのに､教えだけは教えて

ほしいと。お釈迦様はびっくり仰天でしょうね。しかも、方法については請う

ても、力については何にも言わない。その韋提希を見てお釈迦様は、韋提希は

自分が凡夫であることに何にも気づいていないのだな、本当の自分の姿が分か

っていないのだなということが、ハッキリしたわけです。 

観経の説き方はこのようになっていますが、この説き方で、私達人間とはど

んな存在なのか、本当の救いの道に対して、私達は何をもって、どういう位置

というか、構えをしようとしているのか、ということが表されているように思

います。救われていない者が、こうすれば救われる、だからそれを説いてほし

いと仏様に要求する。仏様においては大変な驚きでしょう。私達の普段の生き

方が、自分はこの仕事を一生涯やれば、それでいいんだと思う、これと同じだ

と思いますね。この仕事をやれば本当に自分は救われるというか、大満足を得

るということがどこで言えるか、それは自分がそう思っているだけなんですよ。 

実際やってみて、仕事と決めてやるべきことをやったにしても、本当の満足

を得ることができるのか。ここに人間の物の考え方がある｡真に人を救う真実の

教えとは全く異なるところで､自分勝手に救いの教えを決めつけていくのが人間

の考え方なのです。 

 

十一 阿弥陀を遠くへ押しやる心 

このようにして、韋提希の側、要するに人間の側、人間とはこんな存在なん
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だということが一応明らかにされて、この辺りで序分の内容が少し変わりまし

て、今度はお釈迦様の方からの攻勢ではないけれど、お釈迦様が段々と韋提希

に教えを説いていく、近づいていく内容になるわけです。 

そのお釈迦様が発せられた最初の言葉は次のようなものです。「汝今知るや

いなや、阿弥陀仏此処を去ること遠からず」こういう言葉です。韋提希よ、お

前は知っているかどうか、阿弥陀仏は此処を去ること遠くにましますのではな

いぞ。 

韋提希はお釈迦様からたくさんの諸仏の世界を見せていただいたことによっ

て、その結果、阿弥陀の世界を生きようと願うようになった。これが韋提希の

全体をあげてのこれからの方針ですね。生きる方向です。しかし、そう思った

瞬間に阿弥陀の世界は遥か遥か遠くのものになってしまったんです。釈迦様は

阿弥陀がどのくらいの遠さにあるものだとか、そういうことは何にも仰ってい

ません。それなのに、韋提希が思ったんです。これが人間の思いですね。遥か

遠くにあるんだと、だからそこに行かないといけない、これも人間の思いです。

誰がそんなことを言ったか、誰も言わないんだけれども、韋提希はそう思った。

自分で頑張って行かないといけないと思った。 

行くについては、どのようにしてという方法があるんだと。この方法をお釈

迦樣からお聞きすれば、自分の中には歩んでゆく力があるから、その力でもっ

て、方法を聞きながらやっていけば、必ず阿弥陀の世界に至ることができ、こ

のように韋提希は考えたんです。これはどこに誤りがあるのか。 

全部間違いなんですよ。しかし、間違いと言っても、だから駄目だと言うん

ではない。人間はそのようにするものなんです。また仏教は、そのようにする

しかない人間の為の教えなんですよ。間違いだからといって、これを止めよう

とか、別の方法でやろうとか言うのではない。私自身も韋提希とまったく同じ

なんだということを知っていくことが大事なんですね。 

韋提希はこのように思いましたから、お釈迦様が仰るのです。韋提希よ、お

前は分かっているか。お前は阿弥陀仏が自分のところから遥か遠いところにあ
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ると思っているが、遠くじゃないんだよ。お前は遠いところに阿弥陀を置こう

とするけれど、そうじゃないんだよ。では阿弥陀はどこか。自分のところ、こ

こなんです。しかし、それは韋提希には分からない。 

何故、阿弥陀の世界を遠くに置くのか。誰からも教えられなくても私達はそ

うするのではないでしょうか。これを他の表現で言えば、しっかり頑張ってい

きます、これらから教えを聞いてしっかり頑張っていきますと言うような、あ

の類の表現があるでしょ。これがそのことなんですよ。 

しっかり頑張っていくしかない。それは結構、どんどん頑張ってやろうとい

うことになる。けれども、そう思っている人間存在の奥底に何があるかと言え

ば、阿弥陀の世界が近くにあってもらっては困るんです。おかしなことを申し

ているようですが、何故困るかと言えば、近くであれば、誰にでもすぐに行け

るでしょ。誰にでもすぐに行けるようなところへ私も行ったと言うんでは、私

には自分で歩める力があるんだということを自慢できないんです、遠くにあっ

て、誰もが行けないようなところへ私は頑張って行ったんだと、要するに私に

は、大変な力があるんだと、力がある自分を見よ、褒めよ、こういうことにな

るんですね。 

そういうわけで、韋提希の魂胆と言うか、腹底の思いは何かと言うと、二つ

あるんです。一つは、そういう力を持った者、すなわち自分は聖者なんだと言

いたい、自慢したい。そしてもう一つが、阿弥陀の世界へ行きたいということ

です。これは矛盾することなんですが、阿弥陀の世界が実際何であるかよく分

かっていません。自分が思い描いた中の、最高のものという位置付けなんです。

だから自分はどこまでも力のある聖者なんだということを握り、一方では阿弥

陀の国へ行くということを握り、矛盾した両方を握ろうとしているのです。初

めの段階はこれしかないんだということでしょう。善い悪いの問題ではないん

です。それが人間存在なんです。だから経典はそのように説いていくのです。

ですから阿弥陀の世界はどこまでも遠い方がいいことになります。 

このような韋提希がお釈迦様の目の前にいるわけですね。さて、その韋提希
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に何を説けばいいのか。｢汝今知るやいなや、阿弥陀仏ここを去ること遠から

ず｣。お釈迦様のこの発言、これが直接お釈迦様がものを仰った一番最初ですね。

経典ではそうなっています。それ以前はものを仰ったという表現では出てこな

い。実際の言葉はこれが一番最初ですね。 

この言葉は、その直前の、方法を請うた韋提希に対する言葉であると同時に、

今から説いていく観無量寿経の教えの全体を一言で仰った言葉なのです。要す

るに、韋提希に本当に分かってもらいたいことを一言で仰った。お前は自分が

分かっていない、だから阿弥陀を遠くへ置く。けれども、阿弥陀は今ここ、お

前のところにましますんだよと。すぐ傍におられて、常にお前に呼びかけてい

るんだよということを教えるわけです。これが今から説く経の全体の内容を表

している。最初の言葉というのはそういうものなんですね。一番最初に一番の

核心を説くのです。 

しかし韋提希にはこの教えが分かりません。何故分からないのか。その理由

が三つあげられます。一つは、韋提希は分斉が分かっていということです。分

斉とは自己の分斉。自己とは何か。｢己が能を思量せよ｣「己が分を思量せよ」

という表現を親鸞聖人はなさいます。分と言うのは分斉ですね。能は能力です。 

この能力も一般的な能力と言い意味ではありません。自分で自分を救う能力

です。世間で仕事をしたりする能力はいっぱいある。それはいっぱいある方が

いい。今問題にしている能力はそうではなくて、自分で自分を救う能力です。

それが韋提希よ、お前にあるかと言うことです。自分の分斉を知れ、自分の能

力を知れと。韋提希はまだそれが分かっていません。もし、これが分かってく

れば、お釈迦様の教えが分かる。すなわち、阿弥陀はこんなに遠くではなくて、

正に、自分のところにましましたんだと。 

二番目は、韋提希はまだ往生の道、すなわち、本来の救いの道に立っていな

いので、阿弥陀を遥か遠くに置いているんだということです。往生の道に立て

ば、もはや、そのようなことはない。三番目は、韋提希はまだ阿弥陀に御会い

をしていない。阿弥陀の国へ行きたいとは思っているが、まだ御会いをしてい
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ない。これは後の正宗分の教えを説いていく中で、阿弥陀のほうが韋提希のと

ころへ来たるということが出てきます。この時に正しく阿弥陀は遠くないこと

が分かる。このように、自己を知り、往生を遂げ､仏に出会う、この大切なこと

がまだ韋提希の上に起こっていないのです。 

このように説いて、勿論これですぐに韋提希が分かるというのではありませ

ん。しかし、最初は一番言いたいことの核心をまず言っておく。これが結局目

標になって、ずっと正宗分の教えを説いて、最後にここに帰らそうというわけ

ですね。この次に、韋提希に、お前はもう聖者ではないんだ、凡夫なんだと自

覚せしめる教えが説かれます。なかなかお釈迦様の教えも念がいってます。 

このようにして、遂に韋提希の上に凡夫の自覚が生まれ始めて、やっと正宗

分の教えを説くことができるようになる。だから序分が長いんです。長いと言

っても経典では五～六ページ。私達の実際の人生で言えば、さあどうでしょう。

何年と決まった話ではないんですが、まあ何年かかかるようですね。そのよう

な大変な配慮をされながら、方便の教えが説かれていく。これによって、仏法

とはまったく無縁の存在あった私達が遂に教えを聞いていくようになり、さら

に教えを教えのごとく受け止めていくことができ、時間をかけて、時間はかか

るかもしれないけれど、どんどん変わっていくんです。非常に人を変える力を

この教えは持っている。そして遂に最後は、南無阿弥陀仏、ありがとうござい

ましたと言える人になっていくんですね。 

 

十二 定善観の工夫 

さて、次のポイントですが、韋提希よ、汝がために衆譬を説こうと、こうい

う表現があります。衆譬とは、諸々の譬えを説こうというわけです。譬えとは

具体的に言えば、正宗分の中、定善十三観という教えです。これが衆譬です。

譬えを説くと言うか、譬えで説こうという感じでしょうね。 

そこで、ここは二重に意味を取ってみなければいけないでしょう。第一は、

教えの向かう最終到着点、それは韋提希が阿弥陀を遠い所に置いているけれど
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も、本当は韋提希の傍に阿弥陀がましますことに気づいてもらいたい。しかし

それはまだ韋提希には分からない。だから、それを分かってもらう為に衆譬を

説こう。いろいろと譬えをもって今から説こう。 

二番目は、その衆譬が具体的には定善十三観なんです。この定善十三観が、

二重の意味をもっている。定善十三観、すなわち定善観ですね、この定善観と

いうのは、韋提希の要請に応えて説かれる教えです。この認識は大事なことで

すね。お釈迦様が説かれる正宗分の教え、これが大きく二つに分かれるという

ことが大事で、定善観は韋提希が要請をした教えです。これが先程の方法です。

方法を教えてもらえば私はそれを聞いて歩んでいくんだというんですね。 

韋提希はそのように要請したけれども、韋提希の考え、要するに人間の考え、

人間的な考えに立って要請したんです。救われていない者が、こうすれば救わ

れるんです、これが分かれば救われるんですと言ったわけですね。こんなおか

しな話はないけれど、私達はそのおかしさに気づかない。救われていない者に

は、どうすれば救われるかについては一切分からないはずです。それが救われ

ていないということです。ところが半分くらい既に分かったように言うんです。

お釈迦様はこれを説いてくれれば私は救われるんですよと言って、お釈迦様に

注文を出すようなもんです。 

しかし、お釈迦様はそういうことを要請する韋提希に対して、それを否定さ

れずに応えていかれます。分かったということで説いていかれるのが定善十三

観の教えです。この内容は一応大きく分ければ前半は浄土を観る方法、後半が

阿弥陀仏に会う方法、その方法が観法という方法です。どちらも自分が観る。

韋提希のほうから歩むということです。自分に力があるから歩んでいける。こ

れを今、観ると言う。自分で観ることができる。浄土を観る、仏を観る。その

方法を教えてくれと言うんですからお釈迦様がそれを説いていかれます。 

ところが、この十三観の教えは、性格から言って韋提希の要請、即ち間違っ

た要請に基づく教えですから、これによっては韋提希は救われません。何故か

と言えば、観るということが韋提希にできないのです。観方を教えてくれれば
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自分が力があるから観ることができると韋提希は思っているけれども、そうい

う力は実際には韋提希にはありませんから、できないのです。そのできないこ

とをお釈迦様が説かれるというのはおかしいでしょう。お釈迦樣は、建前上は

韋提希の要請に応える形で説くんですね。けれどもそれだけではありません。 

定善観を説き終わって、次に散善観の教えを説きます。定善観は一応韋提希

の要請に応えて説く教えでした。それについて一応説き終わると、後半は、今

度はお釈迦様は要請とは関係なく、自分が説きたいことを説きます。ここが勝

負どころですね。簡単に言えば、自己に目覚めさせる教えを説くんです。その

中心になるのが一者至誠心を中心とする三心の教えです。 

お釈迦様から見れば、韋提希は自己とは何であるかに徹底的に目覚めていく

ことによって、先程同義語と言いましたが、これによって遂に真実に出会って

いくことができることがわかっています。ですから、目覚めさせる教えを説き

たい。もちろん、それは説きます。それなら、前半の教えはただ韋提希の要請

に応えていくだけのものにするかと言うと、そういうことはしないんです。こ

こがお釈迦様の大変工夫のあるところでしょうね。 

どのように前半の教えが説かれるかと言うと、後半の目覚めさす教えが、韋

提希に応えて説くという教えの中に既に最初から少しづつ出てくるんです。こ

れがお釈迦様の説き方です。説かれて_く教えの断面を切ってみると、殆どは韋

提希の要請に直接応えるような観法が説かれている。けれども少しだけ、韋提

希よ、お前はそういうことを聞いてそのまま自分ができると思っているかもし

れないが、韋提希よ、お前は自分がどんな人間なのか分かっているか、という

教えが同時に説かれるのです。 

韋提希は初めはその教えすら気づかないかもしれませんね。自分が頼んだ教

えだけを聞けばいいじゃないかという思いかもしれません。正に自己中心の聞

法です。しかし、次第に進んでくると、教えの断面を切ってみれば、お前、自

分が分かっておるか、自分が分かっておるかという教えが段々強くなってくる。

そして遂にそれが後半の散善観の教えのところで全開するという感じです。 
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教えというのは、自己に目覚めていく、自己を目覚めさす、それが教えなん

だと。お前が注文した教えは全く自己に目覚めていこうとしない。自分に目覚

めずに、要するに我執のままで阿弥陀のところに至ろうとする、両手に花のや

りかただ。そういうことをお前はやっているんだと、その自己に目覚めていけ

ということですね。 

 

十三 顕の教えこそが隠密の教え 

そういう意味合いをもったのが定善十三観なんですね。定善十三観とは何か

というのは面白い問題ですが、親鸞聖人は、「広説衆譬と言うは則ち十三観是

なり」と仰います。観経は、表に直接説かれた顕の教えと、底にある彰隠密の

教えとが二重に説かれている。隠密とは仏様の深いお意で、私達には見えない

教え、これが具体的には阿弥陀の本願の教えですね。表には定善十三観が説い

てある。しかし、定善十三観という顕の教えを通して、実は隠密の阿弥陀の本

願の世界を彰わしたいんです。これが観経の教えの説き方ですね。 

観経のみならず、仏教の教えは全部このようになっているのです。要するに

阿弥陀の本願に出会ってほしいということです。観経は、そのように顕と彰隠

密の二重の教え 

になっている。顕だけを見てこれが観経だと判断してはいけない。その顕の教

えは必ずその裏に、隠された彰隠密の本願の教えがあるんです。顕の教えを通

して、その本願の教えに出会っていかなければいけません。 

実際はどのように、顕と彰隠密の関係がなっているか。表の教えがどのよう

にして本願の教えをその裏にはらんでいるのか。それを親鸞聖人が観経の中か

らいくつかあげて実例を示されています。ここの教えは顕ではこういうふうに

なっているけれども、本願の教えではこうなんですよと。それで今のところも

聖人があげる実例の一つになっています。 

そこで、広説衆譬。広く衆譬を説こうというわけですね。これは表に出てい

る表現です。そうすると表の顕の意味では、お釈迦様が何かいろんな譬えを説
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こうと言われているようです。けれども実は、彰隠密のところで言うと、これ

が定善十三観です。そこで、何か気づかれませんか。定善十三観というのは、

そもそも顕の教えなんです。それを親鸞聖人は定善十三観を阿弥陀の本願の教

えとして位置づけられた。 

定善十三観は、ただ韋提希が説いてくれと言ったからお釈迦様が説いたとい

うような教えではない。お釈迦様が説きたいのは本願なんです。具体的に言え

ば、韋提希よ、お前は自分が分かっておるか、ということなんです。何故かと

言えば、自己に目覚めることが本願に出会う道なんですから。ですから定善十

三観の正体は、阿弥陀の本願です。本願が分かってもらいたいというのが定善

十三観なのです。しかしこのことがすぐには分からない韋提希に対して、韋提

希よ、お前に仏法の教えを分かりやすく譬えで説いてみようと仰ったんだと親

鸞聖人は言うんです。これはもう本当に凄いですね。 

まあ一寸違うかもしれませんけど、私達もね、これまでいろんな譬えで教え

を御聞きしてきました。そのことから考えれば、お話を聞いて、譬えのところ

は記憶に残りやすいかもしれません。聞いて面白かった、それこそ分かりやす

いですからね、記憶に残る。しかし、聞いた私達が、ただ面白かったというこ

とで終わりかねないとすれば、顕の段階だけで終わったことになるわけです。

そうではなくて、その譬えで、自己とは何なのかと気づいてもらいたいのだと、

こういうことでしょう。親鸞聖人は、大変な内容があるところをサラッと言わ

れるんですよ。大きな内容の指標になっているようなことをですね。 

 

十四 自己の現実を厳しく問う散善の教え 

この衆譬が実際に説かれるのが、正しく正宗分に至ってですが、しかし、こ

こまでではまだ説き始めることができないのです。条件が整わない。もうこれ

を説いてよいと言える決定打がまだないのです。それが先程から申し上げてい

る凡夫の自覚なのです。序分のいよいよ最後の問題、凡夫の自覚、これを何と

か達成しようというわけで、これから何かお釈迦様のチャージ（挑戦）が始ま
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るという感じですね。 

「彼の国に生ぜんと欲する者は當に三福を修すべし」というのがその教えで

す。彼の国に生まれようと欲する者、願う者は、次のことを実践しなさいと。

それが三福の教えです。三福を修しなさいと。そしてさらに、それに対して念

を押します。「汝今知るや不
いな

や。此の三種の業は過去、未来、現在三世の諸仏

の浄業の正因なり」。過去、未来、現在ですから全てですね、全ての諸仏の浄

業の正因なりと。諸仏というのは具体的な人です。既に阿弥陀の本願に目覚め、

念仏を申して生きるようになった人たち。その人たちがどのようにして念仏申

して生きることができるようになったか。その正因ですね、正しい原因です。

過去においても、現在も、これからも、全ての念仏者が念仏申して生きること

ができるようになったその原因、しかも全ての人において共通している、その

原因があるんだと。それが三福を修すということなんだというわけです。 

韋提希も彼の阿弥陀の国に生まれようと願っているのですから、これは韋提

希に非常に強く迫る教えだということがわかりますね。韋提希よ、お前も三福

を修すことがなければ、彼の国に生まれることはできないぞと。これは強く厳

しい説き方ですね。逆にもし、後の「三世の諸仏の浄業の正因なり」というこ

とが言われなければ、韋提希の逃げ道は十分にあると言えるでしょう。 

これで韋提希は、三福の業を修せざるを得ないことになった。これを外すと、

韋提希が自己に徹することができず、いい加減になって、凡夫の自覚が生まれ

てこないんですね。この三福の教えは、凡夫の自覚を起こすための教え。これ

によって、何とか凡夫の自覚を起こしてもらおうというわけですね。 

では、三福の教えとは何か。「一つには、父母に孝養し 師長に奉事し、慈

心にして殺さず十善業を修す。二つには、三帰を受持し、衆戒を具足し、威儀

を犯さず。三つには、菩提心を發し、因果を深信し、大乗を読誦し、行者を勧

進す」ということです。お釈迦様はこのように仰った。内容も勿論ですが、問

題は、仰る順序ですね。 

先ず第一に世間善をあげられます。それから二番目が小乗善、三番目に大乗
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善です。この順番に韋提希に語っていくわけです。あげてられているものは皆、

善ですね。さらに、「修す」とありますように、皆、実行することです。じつ

は、この三つを散善と言うんです。散善というのは、行動する、実行していく

上での善ですね。これに対して定善は心の中での善です。 

ですから、定善と散善は相反する面があります。一方は心の中での善、もう

一方は具体的な行動で行う善です。そこで起こりやすい問題は、現実のところ

で善ができないので、心の中という非現実のところに逃げ込むということです。

心の中で善をやっておればいいんだと。思いの世界に住していればいいんだと。

実は韋提希がそうであったのです。心の中に逃げ込んだんです。 

心の中というのは面白いというか、調子がいいもので、私は善い人間だと思

うと善い人間に思えるのです。何でも思ったとおりに自分があるように思える。

それが心というものですね。ところが散善という現実の場面は、まさに現実そ

のものが事実ですから、私は善い人間だといくら思っていても、実際善いこと

をやってみると、できないのです。散善という善の項目は、そういう意味で、

本当の自分が何であるかを証明する場なんです。定善に逃げ込むと、それを証

明できない。私は善い人間だとずっと思っていればいいんですから。散善は具

体的な行動で示すことができますから、いくらやっても善い行為ができないと

いう事実が分かってくるわけです。 

 

十五 私を凡夫と知らせる教え 

韋提希はずっと定善に逃げ込んでおり、その定善の心から、お釈迦様に浄土

を観る方法を請うた。心で観ようとする観法です。それが定善観です。心で思

う、心で観るわけですね。心で浄土を思い、心で仏を観るという方法でいこう

と韋提希は思った。だから、その方法を自ら聞こうという教えの枠組みとして

設定し、その枠の中に入る教えを説いて下さいと韋提希の方から要請したとい

うことなのです。それに対して、お釈迦様はそのように心の中に逃げ込む韋提

希を現実の場に引き出した。そこで初めて自己とは何かが分かる。分かれば必
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ず凡夫なんですから、人間というのは。そこで初めて凡夫の自覚が生まれてく

るわけです。 

そういうわけで、ここでの善というのは、善の行為です。現実の行為です。

お釈迦様は韋提希に善の行為をさせてみる。お前はこれができるかと。その教

えを受けて、実際に実行してみなくても、自分の行為はどうであったかを振り

返るだけでもいいかもしれない。そうするといかに自分がお粗末な行為しかし

てこなかったかということが分かってきて、とても聖者とは言えない凡夫であ

ったという自覚が生まれてくるわけです。 

そういうわけで、いろいろな善の行為を韋提希に示すわけです。そこで先ず、

示す順番ですね。世間善から示すのです。小乗善、大乗善というのが仏教的な

善ですね。小乗仏教、これは個人的な救いを求める。皆と共に救われてゆこう

というのが大乗仏教。大乗の方が優れている。大乗善が、間が行う善で最高の

善ということになります。その最高の善は後にまわして、直接仏教の善ではな

い世間一般の善を最初に出すんです。 

私でしたら、世間善・小乗善・大乗善、こういう順番で出されますと、腹が

立ちそうです。何でお釈迦様は世間善などを出すんですかと言いたいくらいの

感じがあります。私はいろんなことができるんだという思いがありますからね。

出すとすれば大乗善だけ出してもらえば丁度私とつり合うんだと。それが先程

申し上げた力を持っているということなんです。自己肯定ですね。 

しかしお釈迦様は世間善から出される。韋提希としてはカチンとくるでしょ

うね。お釈迦様は私が世間善もできないくらいに思っておられるんですねとい

うところでしょう。お釈迦様のほうは、韋提希にはできないと思っておられま

すから世間善から出すのです。そこで韋提希は、かりに腹が立ちつつも、お釈

迦様の教えであり、三世の諸仏の浄業の正因ですから、この善ができるかどう

かを自分に対して問う、自分においてはどうであったかと振り返るのです。 

その最初に出されるのが孝養父母ですね。それから奉事師長、慈心不殺、修

十善業という内容です。このとおりの順番です。最初は孝養父母、父母に孝養
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する。親子の問題が出されているのです。韋提希よ、お前は親子の問題はうま

くいっているかと。その次は奉事師長、先生や目上の人につかえているか、そ

の方たちの教えを聞いて歩んでいるかという問題ですね。そして慈しみの心を

もって生き物を殺さない、殺生をしない、十善業。世間的ないろいろな善の行

為ですね。それらをお前はきちんとできているかと。 

一番最初に出されているものが問題なのです。親子の問題が私達にとって一

番卑近なことであると同時に、これが実は一番難しい問題なんですね。韋提希

は当然このような問題は既に卒業したというか、同時に又逃げていたいという

思いがあるわけでしょう。親子の問題を出されて韋提希は愕然とするわけです。

子供の阿闍世と親である自分との関係が殺す殺されるのという状況の中で破綻

してしまっているのですから。この事実を目の前に突きつけられるのです。 

これまでは避けてきた。いや、先程までは、お釈迦様に対し、阿闍世がなぜ

自分にこういうことをしたのか、自分に何の罪があってこんな悪い子が生まれ

たのかまったく分からないと言い、このようになった原因をお釈迦様にまで持

っていっていたのです。ところがそうじゃなかったんだと。本当に自分は阿闍

世に対していろいろなことをやった、思いも持った。子どもが生まれてくるの

なら、仙人を殺してもいいと思った。懐妊してからは、このお腹の子が将来私

たちに仕返しをするかもしれないと、この子への期待と不信感の入り混じる複

雑な思いで十月を過ごした。産むにあたっては、やはり将来おこるであろう仕

返しに対する思いに負け、高殿から産み落として死産にしょうと企んだ。そう

いう一連のことがどっと胸を貫いて溢れ出たのでしょう。親子の関係は私にお

いては上手くいっていないどころか、もう完全に破綻していますと。そういう

私だということにやっと気づき始めるんですよ、ここで。 

そうなると、もう実質的には後はいらないんです。理屈から言って、最高の

大乗善ができない自分と、最低の世間善ができない自分と、どちらが問題なの

か。大乗善ができない自分は、しかし小乗善はある程度できるかもしれない、

世間善はもっとできるかもしれないでしょ、そのくらいの自分かもしれないで
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すね。しかし、実際のところははっきり分かりません。だから、大乗善を先に

出したのでは、自己とは何かが明確にならないのです。 

お釈迦様の出し方は一発で決めるんです。それが世間善。一番最低の善とい

うか、人間の最低の義務というか、そういうものが何等できていない自分、そ

れに気づかせる。それが突破口です。親子関係が破綻したような自分、あるい

は破綻させたような自分は、とても聖者とは言えない。自分は凡夫なんだと、

初めて凡夫の範疇に自分が入る。この転換は大事なものでしょう。分水嶺を境

に右は聖者、左は凡夫とすると、これまで聖者のほうに自分の思いの針が向い

ていたのが、この現実を突きつけられて、初めて、僅かではあるが、針が分水

嶺を越えて凡夫のほうへ移ったのです。微かではあるが、未だ不徹底ではある

が、凡夫の自覚の始まりです。 

親子の問題です。私達も、親として、あるいは子として、いろいろなことが

ある。本当に申し訳ないということがある。しかし同時に、そこで人生の道が

開けるんですよ。親子がうまくいって開けるというのではなくて、本当に申し

訳ないというところで道が開けるんです。それは本当に賜物と言いますかね。

人は皆親子ですから。子供がいなくても親の子ですからね。親子関係で人は皆

生きているわけで、そこで道が開ける。何か特別な行をして自覚をするという

のではない。人間として親から生まれた。その最も基本的で自然なことが、目

覚めていく舞台なのです。ですからこの教えを見て、人間には必ず道は開ける

という感じを強くします。親の子である限り。そういうことですね。 

 

十六 善知識をいただいて私のための教えを聞く 

次にお釈迦様が説かれるのは、「仏、阿難及び韋提希に告げたまはく『諦に

聴け、諦に聴け善く之を思念せよ』」という言葉です。この言葉が出ると一寸

注意をしなければなりません。諦らかに聴け、もう一度これを繰り返して善く

之を思念せよと、この言葉は観経の中では二回出てきます。これが出るとお釈

迦様の口から大切な教えが説かれる、そういう場面を表します。 
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ここが最初ですが、今から正宗分の教えを説くぞという、その前触れです。

本当の説きたい教えを今から説くから、諦らかに聴け、諦らかに聴け、善く之

を思念せよ。聴きっぱなしにせずによく考えよと言われるのです。ちなみにも

う一ケ所は、正宗分の中の華座観というところです。韋提希のところに阿弥陀

仏が現われるという場面です。仏自ら仏のほうから韋提希のところに来られ、

来られた阿弥陀に韋提希が初めて御会いをする、そこが実質的な韋提希の信心

成就、本願成就の時なんだと、こういう大事なところがあります。そのことを

説く前に、諦らかに聴け、諦らかに聴け、よくこれを思念せよ。韋提希よ、お

前が望んだ教えの一番大事なところを今から説くぞということで、華座観が説

かれていく場面があります。 

お釈迦様がこのように言われたということは、既にお釈迦様には正宗分を説

こうというか、説ける段階に来たことを表すわけです。お釈迦様の思い、状況

判断が、もう正宗分が説ける、だから今から説くぞと。正宗分が説けるという

ことは先程から申しますように、聴く側の韋提希が凡夫の自覚を僅かでも持っ

ていなければいけない。そうでないと、説いても韋提希に響きませんからね。

聖者の意識を持っているのであれば響きません。韋提希が凡夫の意識を持ち始

めたということは文面には出ませんが、先程の三福の教えの孝養父母を聞いた

韋提希の様子を見て、凡夫の自覚を持ち始めたことが、お釈迦様に分かったの

です。よし、もう説けるぞと。そこで、韋提希と傍にいた阿難に対して、諦か

に聴けということを仰る。 

その少し後に、直接韋提希に対して凡夫であることの確認をされます。この

ような言葉ですね。「仏、韋提希に告げたまはく 『汝は是れ凡夫なり。心想
しんそう

羸劣
るいれつ

にして未だ天眼
てんげん

を得ざれば遠く観ること能はず』」と。お釈迦様が韋提希

に「汝は凡夫なり」と言われるのです。凡夫という言葉は仏様が使われる言葉

ですね。私達人間が自分を凡夫だと決定することはできない。仏様によって初

めて凡夫だと決定される。韋提希は、仏の目からみれば最早、聖者の意識では

なく凡夫の意識なんだと、そちらに移ったと分かるけれども、韋提希自身は、
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凡夫という明確な決定的な自覚は持てない。それは仏様が決定しないといけな

い。ですから凡夫という言葉はそのような意味合いで仏教語なんです。仏樣が

使われる言葉です。 

「心想羸劣」と言われます。韋提希は自分には力があって、その力で仏の世

界まで歩めると思っていたけれども、お釈迦様が言われるのは、お前が心の中

で思っている力などは本当は何にも大したことは無い劣ったものなんだよとい

うことなのです。心想羸劣の羸という字は羊の状態を表しています。やせ衰え

力のない羊です。それがお前の持っている力の正体なのだよということでしょ

う。 

「未だ天眼を得ざれば遠く観ること能はず」。天眼とは物を本当に見る眼で

す。仏の世界を本当に仏の世界のごとく見る眼、これがまだ韋提希にはない。

遠く見るというのが面白い表現ですが、物を本来の姿、それのごとく見るのを

遠く見ると言うんですね。この逆は、近く見る。自分にとって一番近いものは

自分です。なんでも自分の次元に引き降ろして見てしまう。即ち、近く見ると

いうことは、自己中心的に私的に見るということでしょう。阿弥陀の世界を自

己中心的に私的に観ることしかできないと。 

もし凡夫のお前が本当に仏の世界を正しく仏の世界のごとく観ることができ

るとするならば、それは「諸仏如来に異の方便があって、汝をして見ることを

得しむる」。諸仏に異の方便があるんです。これが先程申した同義語と言う意

味ですね。凡夫ですから、真実はこれですよと言って真実をそのまま見せられ

ても凡夫には分からないんですよ。真実を見ても真実のごとく見ることができ

ない。どう見るかと言うと近く見るんです。遠く見ることができない。真実を

正しく真実のごとく見ることができずに自己中心的に見てしまう。自分の思い

で見てしまう。そうすると、もうそれは真実ではないんですね。念仏でも、南

無阿弥陀仏でも、これを自己中心的に受け止めてしまうと、同じ南無阿弥陀仏

と言っているんだけれども、本来の南無阿弥陀仏ではない。それがいわゆる二

十願の念仏ということですね。私有化した念仏。二十願のことまでは今は申し
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ませんが、それが近く見るということです。そういうことしかできないのが凡

夫なんだと。 

しかし、その凡夫に真実を届けることをしなければ凡夫は救われない。さあ

どうしたらいいのだろう。そこに、真実を直接与えるということと同じ意味を

持った、同じ結果を生ずることができる別の方法がある。それが異の方便。単

に別の方法というのではなくて、正しく凡夫にピッタリと合った方法。それは

何か。それが自己に目覚めるということなのです。自己に目覚めるということ

が異の方便、特別あつらえの方法なんです。自己に目覚めるということは大変

な意味がある。自己に目覚めるところに真実がはじめて成就する。凡夫という

のは無明・我執の存在です。凡夫においては、自己が無明であり、我執である

ということに目覚めること、即ち本当の自分の正体を照らし出されて明らかに

なるところに真実の成就があるんだということなのです。凡夫にはその道しか

ないんです。 

その「異の方便」を説くのは誰か。それが諸仏如来です。諸仏如来とは、諸

仏は具体的な人ですが、この具体的な人が如来の働きをする。如来は阿弥陀如

来です。具体的な人が阿弥陀の働きをするんですね。教えというものは具体的

に諸仏によって伝えられていくんだと。阿弥陀に会うということは、諸仏に会

うということだとも言われます。ですから、この異の方便を説くことができる

のは諸仏、具体的な人なのです。韋提希にとってみればお釈迦様です。 

諸仏についてもう少し考えれば、諸仏善知識と言いますが、阿弥陀の本願に

出会い念仏申して生きている諸仏を、具体的に私の善知識とするという決断を

私がすることが大切になってくるように思います。諸仏を遠くにおいて尊敬す

るだけではいけない。その方がまさに私の善知識であり、私はその方を通し、

その方の上に開かれる阿弥陀まします事実に触れていくのだということです。

私の善知識を決めるということは、躊躇もあってなかなか大変でしょうが、逆

に決まらないということは、それだけ私の道が曖昧であるということになるで

しょう。善知識がはっきりと決まり教えを聞いていく歩みは、仏法が明瞭にな
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りやすく、私の人生が単純明快なものとして透明になるようで、善知識と私と

の「間」を成就することの大切さをつくづく教えられるような思いがいたしま

す。間的存在である人間の成就ということがここにあるのでしょうか。 

そういうところで序分が終わり、いよいよ正宗分が説かれていきます。正宗

分の説き方も一つ一つ見ていけば、実に大変な教えがあるようです。今回、教

えと人との出会いということで、その特徴がよく表れている観経序分を少し見

てまいりました。ありがとうございました。（終） 


