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本願の教えに照らされ歩む道 

 

    ２００５年７月２日  岡 本 英 夫 先生 

 

 前々回は、「仏教はどんな宗教か」ということで、また前回は「浄土真宗はどん

な仏教か」と少し絞って、そして今日は、まあ三部作の最後ということで、浄土

真宗の教えについて私自身が受けとめています最大のポイントのようなところを、

ご一緒に考えてみたいと思っています。タイトルは「本願の教えに照らされ歩む

道」としておきます。 

さて、最初に、これまで申してきたことで浄土真宗とはどのような教えなのか

ということを、もう一度少し振り返ってみたいと思います。まず、「浄土真宗」と

いう場合の、この「浄土」ですね。浄土という言葉で代表して現わされてきたの

が浄土真宗ですね。そこで浄土は何かと言えば、浄土は真如が私たちのために具

体的に現れた世界であると言えると思います。浄土とは、真実そのものの真如と

いう世界、すなわち、私たちの世界のいわば一番根源の真実なる真如が、私たち

のために私たちを救わんと現れた。その現れ方が私たちにピッタリと触れうるよ

うな、そういう具体的な形をもって現れた。それが浄土です。 

浄土真宗という名称は前回も申しましたように、意訳をすれば、浄土に立って

生きるころに真実の生き方、真実の宗教があるのだということで、従って浄土と

いうことがキーワードになるんですね。最大のキーワードです。これは前回申し

てきたと思います。 

 

一 浄土の最大の特徴とは 

それで今回は、そのことをもう少し実際的なところで見てみたいと思います。

ある人が、浄土という世界はどんな世界なのか、私はその浄土に行きたいと、そ

のようにお釈迦様にお願いをしました。それに対しお釈迦様がその人のために、

浄土とはこういう世界なんだよと説いていかれた、それが『観無量寿経』という

経典なのです。 

この観経という経典は、今は詳しいことを申す余裕はありませんが、韋提希と

いう女性が親子関係などで大変苦しんで、お釈迦様に救いを求める。お釈迦様ご
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自身は韋提希に対してどうか浄土に立って生きる者となってくれという願いを心

の底に持っておられるのですが、韋提希の要請に応えて、浄土についての教えを

諄々と説いていかれます。 

 韋提希という女性は、浄土についてはほとんど知らないのです。しかしお釈迦

様はじつに巧みに説かれます。韋提希に本当に浄土をわかってもらおうとするの

です。最初は自分が置かれた問題を受け止めることができず、愚痴ばかり言う韋

提希の側にじっと黙して寄り添われます。次第にお釈迦様を仰ぐ姿勢が韋提希の

上に現れる。 

そこで、直接に浄土についてではなく、浄土を生きている人、浄土に立ってそ

れぞれの人生を生きている人たちを知ってもらうおうとするのです。様々な人が

説かれます。その教えを聞いて韋提希は、説かれるどの人もそれぞれに優しく親

切で力強いなど素晴らしいところがたくさんあるけれども、皆に共通していて普

通の人にはない一点に気づくのです。それは説かれた誰もが一つの大きな世界に

立っているということ。だからこそ、この優しさとか親切さとか力強さとかが借

り物でない真実のものとしてあるのではないかと韋提希は感じとっていくんです

ね。そして皆が共通に立っているその大地、そこに自分も立ちたいと願います。

それがじつは阿弥陀の浄土なんですね。 

初めはこのような形で垣間見るくらいの感じで浄土を知らせてもらう。自分の

思いとしては、私もあの人たちのように浄土に立って生きるようになればどんな

にいいだろうかと。しかし、浄土のことを、ほとんどまったく知らないんですか

ら、浄土を教えて下さいとお釈迦様にお願いをする。 

 では、お釈迦様はどう答えられたか。これは何と言うか実に意外な答えです。

しかし、意外ではないかもしれません。答えというのはこういうふうになされる

ものだなということかもしれませんね。その答え方は、 

浄土を知らない韋提希のために､やさしく譬えで、簡単明瞭に問かれますが、内容

を簡単に申しますと、浄土は「映徹」した世界だということです。映徹というの

は、透き徹った世界ですね。仮にあなたと私の間には空間（間）がある。そこに

もし鉄の壁があれば、 それが障害になってお互いに相手を見ることができない。

しかし、そこにもし透き徹ったものがあれば、そこをサッと徹って、向こうへ行

けるわけです。そのように、浄土とは、こちらのものが向こう側へ何の障害もな
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くまったくそのままでサッといける、いや、浄土があるからこそ、こちらのもの

が向こうへ行ける､そういう意味合いで浄土とは透き徹った世界なんだと。このよ

うに譬えで言われます。 

せっかく韋提希が尋ねた浄土、これについては、ほんの二言三言ぐらいで教え

は終るのです。韋提希は浄土の素晴らしいはたらき､私を幸せにする力などを知り

たいのでしょうしかし、そのはたらきの詳しいことは後のほうで述べられます。

今はこれだけ。即ち浄土の最大の特徴は｢映徹｣した世界だということ。というこ

とは実体がないということでもあります。韋提希の浄土に対する要請は、これを

つかんで自分のものにしようとあまりに浄土に執着している。浄土を自分を幸せ

にする世界であるとして、自分の思いを投影して実体視している。 

浄土に行きさえすれば幸せになれる。そこに人間の功利的なあり方があるので

す。自己の何であるかに目覚めることなく、ただ自分を素晴らしい世界に置けば、

それで問題は解決されるという考え。浅薄で智慧なくただ功利に走る愚かな人間

の姿がそこにあります。その韋提希のあり方に対して、お釈迦様は強く｢あなたの

真の救いの根源を知れ｣と言わんばかりに、次のことを説かれるように私には思え

ます。 

その次に説かれること､大切な大切なこのことをお釈迦様は説きたいのです。こ

のことを説かずに、韋提希が要請している直接的な浄土の素晴らしさに全部答え

てしまってはいけない。いくら答えても､韋提希は救われない。そのような大事な

ことがここにある、それが次のことです。 

 

二 浄土の下に真如・真実の世界がある  

お釈迦様は次に、この浄土の「下に」と言われます。この浄土の下に何かがあ

るんだと。何らかの世界があるんだと。こういう説き方をされるのです。私はこ

の教えを何回となく読むんですが、段々とここが大きなポイントの一つではない

かと思うようになってきました。 

「下に」と言うのは、上下関係で言う場合は、下の世界が根源であっ  

て、この根源の世界がその上にある浄土を作り出したという意味合いになります。

下が上を作ったのです。下があるから上があるんだと。そのように上下関係で表

わすんですね。韋提希は浄土を尋ねた。それは浄土だけを尋ねたのです。彼女に
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関心があるのは自分を救う世界です。それが今浄土として示されている。お釈迦

様は浄土について尋ねられたわけですから、直接先ずそれに簡単な形でだけこた

えます。 

しかしもちろんそこで終わらないのです。問答のやり取りの形式で言えば、尋

ねられたことは浄土ですから、答えも浄土だけ答えれば勘定は合っているわけで

す。しかしお釈迦様はそれで終わらない。 浄土について「映徹」した世界とだけ

述べて、直ちに「下に」と仰る。下に大きな大きな世界があるんだよ、この世界

がお前がそこを生きたいと願っているその浄土を作ったんだよということを説い

ていかれるのです。 

そこで私、想像するのですが、はじめに浄土についてお釈迦様が説かれている

間はですね、韋提希はなるほどなるほどと一応そういうものかというので聞いて

いたかもしれないですね。もっとも、｢映徹｣だけではよくわからんなあ、という

ことであったかもしれませんが。いずれにしても浄土については説き終わった。 

終わったから韋提希も成る程、第一ラウンドは大体こういうようなお話なのか

と聞く側の気持ちもいったん終わりになろうとした途端、お釈迦様は「下に」と

言われた。浄土の下にこういう世界があるんだよと。「下に」と言われたものです

から、聞いていた韋提希は非常に驚いたのではないかと思います。お釈迦様、「下」

があるんですかと。そんなことは私考えてもいませんでした。浄土は下の世界が

作った世界だったのですか、ということですね。韋提希は､浄土が単独で存在して

いる世界だと思っていたのです。そこに､阿弥陀の浄土でありながら、自分が思っ

た世界を浄土としてイメージしていた、ということがあるわけです､これはとても

大きな問題です。 

私達もそうだと思います。仏教というか、そもそも人間の救いというか、人間

の救済ということの鍵が、ここで言われているんだと思います。二重で現わさな

ければならないものがある。特にその下の世界が大事なのです。浄土に立つとこ

ろに真実宗教、私の本当の救いがある。では、浄土と私との二つがあればいいの

かと言うとそうではないんです。その浄土を作った世界がある。この世界をつい

に知らされていくところに、私たちの真の救いがあるのでないか。 

では、浄土一つだけでいいという考えはどこからくるのか。それは先にも申し

ましたが､私が自己の我の主張として救われたいと願う。私を我の心のままで救っ
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てくれるものを求めているのです。その思いで浄土を位置づけ、これを求めよう

とするのです。従って､浄土は私の｢我｣の眼にかなうものでなければなりません。

我を否定するようなものであっては困るのです。もしいくら仏法を聞いてもわか

らないとすれば､この姿勢で聞いているからではないでしょうか。浄土にさらに下

の世界、真実・真如の世界があるということは､｢我｣の心を真正面から脅かすこと

になります。だから韋提希は驚くのです。単に知らない世界があったことに驚い

たのではありません。自分を真正面から否定する我の真の敵の存在に初めて気づ

いたからなのです。しかし、仮に今はそうであっても、ついには､この「下」にあ

る世界に頭を下げなければ、韋提希の真の救いはない。ここに韋提希を救う真の

願いと力があるのですから。 

 

また考えられるのは､お釈迦様が「下に」と言いだしたものですから、韋提希は､

「お釈迦様、下のことなどはどうでもいいんです。私は浄土だけを聞けばいいん

です」と言ったかもしれませんね。こういう根性を私たちは持ってるんですよ。

自分が知りたいと思っていることだけを答えて下さいというわけですね。仮に、

そうかわかったと言って浄土だけを答えて、それではたして韋提希が救われるか

というとそうはいかない。 

そもそも救われていない者が問いを出して、その問いの範囲内だけの答えで救

われる道理がありません。迷っている者が自分が救われる教えを聞き出すような

問いをどうして出すことができますか。そこにあるのは、自分の関心のあるとこ

ろだけで救われようとする、まさに人間本位の宗教ですね。人間が考えた宗教で

す。正しい意味で､宗教でもなんでもありません。煩悩に根ざした妄想の世界と言

うべきでしょう。 

韋提希は驚いた、下の世界があるのかと。もちろん､驚いたということは経典に

は書かれてありません。私の想像です。少なくとも､私自身は下の世界があること

に驚かされました。そして､結局､この下の世界を知らされていくことが私の聞法

だったように思います。この世界を知らないままで過ごしておれば､何という浅薄

で平板な人生を生きていたであろうかと思います。 

  

三 釈尊の転法輪は幢の歩み 
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では、下の世界とはどのようなものか。これもすべて譬えで表わされます。幢
はたほこ

です。無数の幢がならぶ世界。幢というのは要するに旗です。これは譬えですよ。

経典というのは、読んでみれば分かりますが、譬えが一杯です。私も以前は、読

んでいて譬えが出てくると、譬えというのは分かりやすく言ってるんだけれども、

読んでみて分かりにくいんですよ。それで譬えのところは｢ハイハイ｣といった感

じで飛ばして､譬えでないところへすぐに移って読んでいました。 

しかし、譬えが大事なんですね。読む側の関心で好き嫌いとかそういう判断で

臨んでいるのですが､しかし、考えなければいけないのは、何らかのことを言いた

い時に、そのものズバリで言って、相手に分かってもらえそうでない時は、譬え

で表わすわけです。そのものズバリを表わして相手が成る程と頷くのと、そのも

のを譬えで表わして成る程と頷くのと、それが同じ頷きになるような譬えを、経

典を書いた方は使っているのではないかと思います。だからこの譬えを軽く見て

ははいけない、そうすると経典が読めないですね。この譬えがそのものズバリを

表わしているんだということです。この譬えでわかるべきものがわかるのです。 

 

浄土の下にある世界は、要するに何かと言えば、それは真如の世界です。真如

とは、大変な仏教用語で、ただ真如と言われても、よく分かりません。普通にも

う少し分かりやすい言葉で言えば、真実ですね。真実なるものが世界の根源にあ

って､浄土を作っているのだと。しかし真実と言ってもまだよく分からないかもし

れない。それを今、譬えで表わすのです。 

そこで先ず、真如について同じ一つのことなのですが､二つの内容で受け止めて

みましょう。第一は､真如・真実の世界をなぜ「幢」で表わすのかということです。

第二は､では「幢」はどのようなはたらきをするのかということです。 

 まず第一の問題です。真如・真実をなぜ幢で表わすのか。これを考えるのに三

つの段階で見てみたいと思います。第一段階は、そもそも幢とは何か。軍隊の行

進、戦場に赴く軍隊が自軍の印を旗で高く掲げる。特に大将の旗は高く大きい。

沢山の兵が旗を持って行進する。これが幢についての一番のオリジナルではない

かと思います。これが原形でしょう。即ち、幢は軍隊の行進を象徴するものです。

敵と戦い打ち勝つための軍隊の行進。｢敵｣｢戦う｣｢勝つ｣｢進む｣このようなことを

象徴するのが幢でしょう。 
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第二段階は､この軍隊の行進になぞらえて､『大無量寿経』という経典では､お釈

迦さまのお姿を表わしているということがあります。お釈迦様が成道されて(さと

りを開かれて)、人々に教えを説いていかれるお姿を経典は譬で表わします。「法

鼓を叩き､法螺を吹き､法剣を執り､法幢を建て･･･」、これは戦いの戦具でお釈迦様

の転法輪の歩みを譬えているのです。人々の迷いの我執の心を打ち破りに行かれ

るお釈迦様のお姿。そこには､もちろん実際の戦争ではなく、法の闘いがある。｢敵｣

は人々の我執の心。｢戦う｣は教えを説きぬくこと。｢勝つ｣はついに我執の心を打

ち破り人を真実の世界に出すこと。｢進む｣は､その説法の歩みを生涯をかけて推し

進めぬくこと。 

釈尊の転法輪の姿、これを幢で表わしている。お釈迦様が悟りを開かれまして、

それが三十五歳と言われますが、その後、人々に対して教えを説かれる。しかし

伝えられているところによれば、悟りを開かれて直ちに教えを説きに行かれると

いうことではなかったのですね。最初は、説くべきかどうか迷われるわけです。 

自分が悟った教えは真実のはたらき。その真実のはたらきをなんらかの具体的

な教えでもって、人々に分かるように説くことがなければ、それを聞いた人が自

分の我執、人間の一番根本の我の思いを打ち破られることがない。ということは､

救いがないということです。ところがその我を自分における一番大事なものとし

て執着して生きているのが人間ですから、我が打ち破られては困るんですね。だ

から皆仏法など聞こうとしなくなって、仏法に背を向ける。そのように背を向け

る人たちに説かれるのが仏法なんですね。 

自分がこれからいくら説いても皆はおそらく誰がそんな教えなど聞くものかと

言って逃げるであろうと。逃げる者に対して、説き続けるべきかどうか、お釈迦

様は何週間もの間考えられたと言います。そして、結局、止めようと、説くこと

を絶望されたのだと。そして、これは自分だけの楽しみにしようと。明らかにな

った真実を自分だけのことにしようと。そういう一時期がお釈迦様の上にあった

わけです。 

しかし、そこへ天人たちが現れまして説くことを要請するのです。人々は我の

存在だけど、その心のもう一つ奥に真実を聞きたいという心を持っているのが人

間なんだと。だからどうか説いてほしいと天人たちがお願いをするんですね。そ

れを聞いてお釈迦様はそれを受け入れ､初めて説法の旅に出られるというわけで
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す。 

 

このエピソードは何を物語っているかと言うと、お釈迦様が悟られた真実のは

たらきがお釈迦様を通って具体的な教えとして人々に伝えられていくわけですね。

一方､その教えを聞く側は皆迷いの存在で、根本は我の心、自らをよしとする自己

中心の我の心を持って生きている。ですから、人間が我の心で生き続けるために

は、真実を排除しないといけない。我にとっては真実は天敵です。ところがその

我のままで生きていることが救われないということですから、真実はこの人を救

おうと、我を打ち破ろうとする。それは正しく真実本来のはたらき。ですから、

真実なるものと人間の我という真実に反する不実なるものとの戦いなんですよ。

戦いというイメージがある。 

そこでお釈迦様が私達に向けて教えを説こうとなさる姿を戦場になぞらえて軍

隊の行進で表わすのです。三十五歳で悟りを開かれて八十歳まで四十五年間、様々

な人のところへ出向いていかれ、我の心を打ち破ろうと。お釈迦様にとって毎日

が戦いです。その時のお釈迦様のお姿、そのお姿を一番分かりやすく的確に伝え

る時に軍隊の行進で表わした。お釈迦様もまた幢を掲げて。そこには何と書かれ

ているのでしょう「南無阿弥陀仏」かもしれない。そういう幢を建てて、腰には

法の剣をさし、法の太鼓を叩き、法のラッパを吹いて、あたかも軍隊が攻め込ん

でいくようにして、お釈迦様は何十年と歩まれた。それが仏様の転法輪です。法

輪を転ずる、仏法を説く時の姿です。 

お釈迦様というお方は、勿論お会いしたことはありませんけれども、よく描か

れるお姿を見てみると、とても穏やかに見えるでしょ。とても戦場に行くような

雰囲気ではありませんね。しかし、それは悟りを開かれた方というので外見は穏

やかなふうなんでしょうけれども、内にあるもの、この方が本当にしようと思っ

ておられることは、闘いなんですよ。不実なるものを真実が打ち破っていくとい

う。それがこの世界の一番根源のテーマなんですよ。この問題をお釈迦様御自身

が具体的な教えを説くことを通して実践していこうとするのです。実現していく

のです。思えば思うほど大変なお仕事をなさったお方ですね。 

周りで見ていた人というか、いやもっと、お釈迦様が自分に向かって教えを説

いて来られた、という経験を持っている人にしてみると､お釈迦様のお姿が戦場に
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赴く姿に見える。そういうことで『大無量寿経』という経典の中で、このように

お釈迦様のお姿を表わした。仏法の教えを説く姿はこうなんだという受け止めが

かなり強烈にあったのではないかと思われますね。 

 

四 そして根源の真如の動きを幢で 

このことが基になって、そして三段目に、今度は少し次元を変えまし  

て、世界の根源の真如、真実なるものが、真実ならざるものに向かってはたらき

かけていく。その姿をまた幢で表わしたのではないかと思います。真実の世界が

遂に私にはたらきかけてくる。この時、そのはたらきかけていく姿をお釈迦様の

法幢を建てて進む転法輪の姿を踏まえて、次元は具体的な人の歩みと､こちらは真

如のはたらきというわけで大きく異なりますけれど､どちらも幢で表わしている

のです。 

そこで幢が持つ、あるいは幢に持たせたイメージなんですけれど、大きく言っ

て二つあると思います。一つは「進む」あるいは「動く」。このようなイメージで

す。敵を攻撃していくためにじっととどまっておらずに自ら進んでいく。そうい

う「進む」というイメージ。そして、それは何をするために進むのか、動いてい

くのかと言えば、真実を伝えるためである。真実を伝えるために進んでいく。こ

の二つの要素・内容を幢に持たせているのではないかと思います。 

そうしますと、私たちの世界とそこから離れた所に、即ち私たちと異なった次

元のところに真如という真実の世界がある。離れているというのが次元が違うと

いうことですね。私たちの方は真実のない不実の身、虚仮不実の身。それとは異

なって真実の次元の世界・真如。その真実なるものが私たちに向かっていくので

す。進んでいく。そして、真実が真実自身を私たちの上に成就するのです。これ

が私たちが救われる道なのだと。 

決して私たちの方から真如のほうへ行くのではない。行くことができるように

思えますけれど､それはできない。できないけれど､やろうとした人は無数にいた。

これからもいるでしょう。しかしできない。その私たちに対して、真如の方が進

み動いていく。ですから、真如・真実とは一体何かと言えば、私たちに向かって

自ら進み動いていくものということです。 

言い換えれば、じっととどまっているものではないということです。ではなぜ
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真如をとどまっているものだと思うのか。真如がとどまっておれば、これに出会

うためには、私が行くしか方法はありません。即ち、私が行きたいと思うから、

もっと言えば行くことができると思うから、さらに言えば、行く力が私にあると

確信できるから真如をとどまったものとさすわけです。真如にとどまっておいて

貰わないと､私がそこまで行ける力ある真実の存在であることを証明することが

できません。ましてや、そのように言いつつしかもぼやぼやしている私のほうに

真如のほうからやってきてもらっては困るのです。私の嘘が暴露してしまいます。 

私のほうから歩める力はない。このことに気づいていくことが仏法で非常に大

事なことなのです。私の力は幻想。事実としてあるのは､真如が私に向かい進み動

いているということです。とどまっている真実なんてありはしない。そして、進

み動いて何をするのかと言えば､真実自ら、真実の自己自身を私たちの上に成就し

ようとするのです。一体どういうことかと驚嘆せざるを得ません。じつに真実な

るものまします。誠に真実なるものまします。しかも真実自ら私に至ってくださ

り､真実のすべてを私の上の成就しようとなさる。この真実の動きに、我が身の何

たるかを知らされつつ目覚めていかれた方の上に､浄土真宗が明らかになったの

でしょう。浄土真宗の根源は､この真如の動きにあるのではないでしょうか。こ 

この真如のはたらきを表わすのに幢という譬えを使っているのです。経典は幢

で真如を表わしているのです。即ち経典の真如に対する認識は、限りなく私たち

に向けて動き近づいていくのが真実であると。その言語に絶する驚嘆すべき動き

を作者は強烈に感じとったのではないかと思いますね。私は､ここに浄土真宗の原

点があるように思えてなりません。そうなりますと、私たちもまた、私たちのた

めに譬えで表わされたこの幢の譬えを通して、その原点の一点を感じとる必要が

あるのではないかと  

思います。 

 

五 如来が回向するその動きが浄土真宗 

親鸞聖人というお方は、浄土真宗とは何かについてこれを簡明に表わして、「謹

んで浄土真宗を案ずるにニ種の回向あり」と。要するに浄土真宗をよくよく頂い

てみると、「回向」ということが浄土真宗であると。浄土真宗という真実仏教の世

界を「回向」の一語（一事）で押さえられたのです。この回向というのが今の幢
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の動きです。回向とは、文字に則して言えば、回して、向けるということです。

即ち、やや抽象的な概念だと思いますが、真実なるものが真実を自己のものだけ

にせず、他の不実の者にこそ真実を与えようと、自己の方向にだけ向けていた真

実を他の者に向けるということです。向ける相手が私たちですね。自己の真実を

私たちの方に向けて進んで行く。これが回向です。直接的に言えば、回向という

その真実なるものの動き、これが浄土真宗なんだと。 

この「浄土真宗を案ずるに回向あり」の言葉も何度も目にするところなんです

が、私、最近、これを読み間違えていたのではないかと思いました。簡略に言え

ば「浄土真宗とは回向である」ということですが、その「回向」を「回向される

こと」と読んでいたのではないかと思ったのです。真如の仏様によってその真実

を回向される。それはその通りだということになるでしょうけれど､しかし親鸞聖

人は「浄土真宗とは回向されることである」とは書いていない。「回向あり」です。 

この「回向あり」の主語を考えるとすれば何か。それは動詞とタイアップして

いるわけですが､「回向する」と読めば主語は如来です。「回向される」と読めば

主語は衆生です。「浄土真宗を案ずるに二種の回向あり」と親鸞聖人は言われるの

ですから､やはり「回向」は受動でなく､能動を本来とする表現でしょうから､これ

は「回向する」と読むべきで､従って主語は如来であろうと思います。 

私は「回向される」視点でばかり浄土真宗を受けとめていたのではないかと思

います。それはもちろん私は「回向される」側ですから､これ以外のことはないの

ですけれども､しかしやはりここは「回向する」と読まねばならない。「回向する」

と読んだところに親鸞聖人の浄土真宗があるように思えてきたのです。 

即ち､真如・真実なるものの我らへの動き・はたらき、これが浄土真宗なのだと。

浄土真宗は仏様の世界。この浄土真宗という世界が持つはたらきによって私は救

われていく。「浄土真宗」に救われる。親鸞聖人が「二種の回向あり」と仰って､

その回向のはたらきを本願で表わされた。これは、真如の起こす大悲心が歩んで

ついに四十八願となったわけです。その四十八願の中､私たちの歩みの根幹となる

いくつかの願をあげて､これが回向の動きが私たちに至った先端の姿・はたらきで

ある､と表わされているように思えます。そのいくつかの本願が私たちにおける具

体的な浄土真宗なのでしょう。 

その本願の詳細は今は省略させて頂きますけれど､私たち煩悩成就の身におい
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て、しかも真実の歩みと言える正定聚という生き方を成就しよう。それが救われ

ていきるということ。その正定聚の生き方は信心・念仏によってなされるのでこ

れを成就しよう。さらに、信心・念仏が人の上に徹底するために不可欠である「自

己とは何かに目覚める」道をも確実に歩まそう。そのような本願です。まさに私

たちを救わんとする内容の本願です。根源は真如の起こす大悲心､末端は大悲心の

展開によって成就した本願のはたらき､これが回向の真如における出発点と私に

おける到達点でしょう。その出発点から到達点へ至る動き､これが如来の回向。 

この回向が浄土真宗。これを親鸞聖人は「浄土真宗を案ずるに（二種の）回向あ

り」と言われているのではないかと思います。 

 

六 私の想いを投影した浄土は私を救わない 

しかし、「回向する」も「回向される」も要するに同じことではないかというこ

とになるかもしれません。それもそうですね。ただ一点、根本から異なってしま

うことになりうる点があるように思います。その違いを少し際立たせて言います

と、私が私のところに立って、この回向のはたらきを受けるのが浄土真宗であり、

私の救いであると言うとすれば、そこにどのような問題が起こる可能性があるか

と言えば､結局先ほどの韋提希の要請による浄土の受けとめと同じ問題が起こり

やすいわけです。自己関心のところでの宗教というか救いになってしまう可能性

がある。 

韋提希の要請は、浄土について教えて下さいということ。浄土を僅かだけ知ら

せてもらって、あの世界を生きるようになれば私は本当にいいだろうなと思う。

その浄土について、もっと詳しく教えて下さいとお願いをした。お釈迦様が答え

られるのに、もし浄土だけを説くと、要請に答えたことにはなるけれども､韋提希

は救われない。たとえば、ご馳走をあげると言われて、自分でお皿を持っていく。

この皿に入れて下さいと言うと、相手が言う。どうしてそんな小さなお皿を持っ

てきたのか。これを見よと。見るとご馳走はテーブルに山のようにあった。そう

いうようなものですね。ご馳走をあげると言われて､それを見てもいないのに､こ

ちらでその大きさを決めるのです。山のようなものであるなど考えもできない。 

私に立つと、ものの認識把握はどこまでも自己関心の範囲内、それを超えたも

のなど考えることができないのです。仮に超えたものを見ても､自分の想いで焼き
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直して受けとめてしまうのです。ということは、私を救うそのものと私との関係

は、私の方が大きくなっているわけです。私がそれを見た、その私が見たもので

私を救うことはできません。私を超えたものでないと私は救われない。その「私

を超えたもの」というところが、「回向される」という受けとめでは必ずしもはっ

きりと出にくいのです。 

そうでなくて、親鸞聖人の仰る「浄土真宗を案ずるに回向あり」は、真如が回

向する。私の自己関心を超えて、その自己関心を打ち破ろうと真如が私に向かっ

て私のために回向する。このはたらき、これが浄土真宗なんだと。 

やがて親鸞聖人によってこのように受けとめられる教えを、観経において､お釈

迦様は説かれているのです。浄土の下に真如がある。真如はあたかも幢の如く､

真実ならざるものに向かい進み動いていく。そのはたらきをそのままに私たちに

伝えるもの､それが映徹の浄土です。これは本当に見事な譬えだと思います。私た

ちがお聞きする教えは、最初からこの全体、即ち浄土とその浄土を生み出した源

の世界である真如。その全体が説かれている。それを初めからお聞きしているん

だと思います。ところが極めて強い自己関心に立つ者にとっては、それこそ自分

に関心のあるもの、自分の尺度にかなうものしか耳に入らない。それを超えたも

のも､自分の尺度のもとに捻じ曲げて聞くのです。 

韋提希に対して浄土に関する教えの全体を説く。韋提希は浄土のところだけは

一応耳に入る。しかしお釈迦様が、その浄土の「下に」大きな大きな真実の世界

があるんだよ、その世界があなたの為に、あなたが立つ人生の真の立脚地となる

浄土を作ったんだよ、そして、その浄土のはたらきを受けとめていくのが念仏申

すということで、そこに、あなたの救いがあるんだよ、だからあなたの救われる

根本はこの真実の世界にあるんだよ、浄土となって現れた真実の世界があなたを

救おうとしているんだよと・・・そういうことを私たちは初めから聞くんだけれ

ども、関心は自分の想いを投影した浄土だけにありますから、これらの教えが耳

に入らないんです。 

私は「おやっ！」と思う経験が何度もあるんです。それは、例えば次のような

お話をするとします。私の力でしっかり頑張ってこの真実の所へ行くことができ

るように思えるがそうではない。私の方から真実のところへ行けるのではない。

そんな力は私にはない。そうではなくて、真実の方が私に来たる。自己の姿を知
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らされて、そのはたらきを受け止めていくのが浄土真宗、ここに人間の救いが起

こるのです。・・・こういうことをお話するでしょ。そして終わって座談会などで

皆さんが言われるのです。私は今お聞きしてその通りだと思います。私はやっぱ

りしっかり真実に向かって頑張っていかないといけないんですねと。いやいや、

そうじゃないんだと今話したでしょう、ということなんですよ。正反対の受けと

めの感想が出るんです。不思議なものですね。 

しかし不思議ではない。その通りなのかもしれません。それほどに自分が自分

の力を肯定して真実にまで自分で行かなくっちゃいけないんだと、自分で行ける

んだと思って疑いもしない。そういうあり方でこれまで何十年と生きているんで

すよ。それと正反対のことを急に言われても、直ちにその違いに気づき､問題の自

己に目覚めるなど出来ないんです。自分が思ってやってきたことと似たような分

野のことを言われたので、それを聞いて、本当にそうですねと自分の持ち前の考

えのままで答える。その時点で新たに自己を問い直し思索を深めるということは

起こりにくいのです。初めはこの程度にしか教えは食い入らない。こちらが言っ

たことと正反対のことを、それも先生が仰るように本当にそうですねと言われる

ものですから､いや、そんなこと言ってませんとなるわけですね。 

これは何度も経験があることです。それで成る程と段々と分かってきました。

私たちの心というのはそのようなことなんですね。固い固い心なんですよ。それ

が段々と耕され打ち砕かれて柔らかくなっていくのは相当の聞法の歩みが必要な

のではないかと思われます。 

 

七 形を超えた真如が形に生きる私たちのところに現れる 

さて、そうなりますと、根源の真如からのはたらきを私たちは浄土を 

通してそのまま受けとめればいいではないか。話は簡単ではないかということに

なります。その通りです。しかし、それが出来ないんです。真如からすれば､自ら

の真実を質を下げずにそのまま私たちの上に回向し成就したい。しかし、真実の

質の程度はそのままでも､形ということになれば､受けとめる側の私たちは形を超

えたものはわからない。そのことを十二分に承知している真如は､真実のままで形

を変えて近づいていくのです。むしろ､私たちにわかる具体的な形となって現れる

と言うべきでしょうか。 
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形を超えた真如が､私たちの上にその真実を届けるために、どのような形となっ

て現れていくか・・・途方もなく想像を絶する世界です。それはまったくわから

ない。しかし『大無量寿経』はその世界を具に説くのです。驚嘆以外のなにもの

でもありません。そしてそこに浄土真宗があるのです。私はその世界を明かすと

いうことが､真実とは何かを明かす、という行為ではないかと受けとめています。

そして､その世界を知らされ、深く私自身を懺悔しその世界に感謝し自己の存在が

立ち上がっていくところに、真実に出会うという最大のテーマの解決があり、そ

こに私の救いが起こるのだと受け止めています。 

その具体的になった形とは何か。それが四十八願で表わされる阿弥陀の本願で

しょう。本願の成就、これが真如の願いの成就ということになります。その本願

の成就の最後のポイント､いわば画龍点睛とも言うべきものが今回のテーマとし

てあげている「自己を照らされる」ということです。いかに本願が願われても､

私たちが自己の何であるかに目覚めることがなければ､絵に書いた龍に 睛
ひとみ

を入

れないようなもので､これでは龍は天にのぼっていかないでしょう。 

 

八 報土としての浄土を立脚地として生きる 

これまで、浄土とはその下の世界である真如がその真実を私たちのところへ伝

えるための世界として真如自らが生み出したものであることを見てきました。そ

の「生み出す」具体的な有様の詳しいことは今晩と明日お話している『大無量寿

経』の方に譲るとして、今問題は､浄土は真如をそのまま私たちに伝えるけれども､

真如のままでは私たちには伝わらない。私たちのあり方にぴたっと合った具体的

な形になる必要があるということです。 

 たとえば背の高い大人が、小さな子供に何かを伝えようとして、突っ立ったま

まで話しても言葉は子供の頭の上を素通りするわけです。ですから大人が段々と

子供の高さまでかがんでいって、遂に子供と同じ高さになればいいわけです。こ

うすると話が通じる。工夫がいるわけですね。このことがいわば真実にとっての

課題。形を超えた真実の自らを、形の次元を生きる不実の私たちのところに成就

する上での課題です。この課題を遂に果たしたのが浄土なんだと。ですから浄土

のことを報土というのです。真如の課題に報
こた

えた世界という意味です。この浄土
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であれば､間違いなく真如の課題は達成されてあると。 

その浄土の姿､具体的に言えば本願は､私たちの生き方の中にピッタリと則して

いるとても具体的な内容なんです。そのことを明らかにしていく課題を真実自体

が荷うのです。その､課題を担って歩む真如の動きの姿を擬人化して表現したのが

法蔵菩薩ですね。法蔵菩薩という仏様が立ち上がって私たちを救わんとして、こ

の私にピッタリ触れることのできる世界、浄土を建立された。この長い長い歩み

があるんだというように語ります。 

それは今は詳しく申せませんが、真実なるものが私たちの為に具体的に現れた。

これを機能的な位置づけから言うと、象徴と言えると思います。浄土は象徴。こ

の象徴に対するのが実物。真如の世界が実物ですね。真如は直接的に分かりにく

いですから、分かりやすい何か象徴的なもの  

で表わすと。この象徴に触れてもらうと、それが指し示している実物がズバリと

分かる。ブレがない。そのような役割を持っている位置にあるのが浄土なんです。 

象徴と言えば、我々今の憲法では、天皇が日本国の象徴であると、こうなって

いますけれども、それはどうかということは一応別にして、もし、天皇という存

在が本当に日本という国を象徴しているのであれば、いいということになるわけ

ですね。そのような関係です。直接には真実の世界に触れることは非常に難しい。

けれども、この浄土という世界に触れることはできる。 

この浄土を他の表現で押さえると､本願、あるいは、阿弥陀仏と、少しずつ違っ

て視点で同じことが言われていると思います。これらは皆、真実なる世界を本当

の意味で象徴するものなのです。私たちがこれらに触れることができれば真実の

世界に帰ることができる。真実に出会うことができる。象徴の世界を浄土､阿弥陀､

本願などで表わすのは、私たち人間のあり方、生き方に則して述べられているよ

うに思えます。 

浄土は場所的表現ですので立脚地、どこに立って生きるのかという問題ですね。

もとは樹木が大地に依って立って生きるところからきているのかもしれませんけ

れど、私たちも又何らかの考え方生き方に立って、この人生を生きている。その

立脚地がもし崩れると、私の生き方は途端に危うくなる。だから 立脚地をしっか

りしたものにしなければいけない。そういうところから浄土、即ち、真実なるも

のが表れた浄土こそ真の私の立脚地になるんだと。 
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浄土真宗だけが浄土を言うのではありませんが、親鸞聖人はこの浄土を先ほど

申したように報土と言われます。これは阿弥陀の浄土を厳密に押さえた表現です

ね。報というのは報
むく

いる。または報
こた

える、応答するということですね。もとの願

いに間違いなく正しく報えてできた世界。 

では何に報いたかと言えば、真如の真実なるものの願いです。衆生を救おう。

そのために真実を具体的な形で表わして成就さそう。真実性を失ってはいけない。

これはそのまま保って、同時に私たちに分かるような具体的な世界になりたいと

いう願い、これにピッタリと報えて報いてできた世界です。浄土真宗の浄土は、

報土のことなんです。報土である浄土を我が立脚地として生きるということです

ね。韋提希は浄土が報土であることを予想していたでしょうか。私たちも同じで

す。 

 

九 教育的はたらきかけを受け、対象を持って生きる私 

 次に本願ですね。『大無量寿経』という経典に四十八願で表わされています。本

願は私という存在全体へのはたらきかけですね。人間にとって基本的に大事なこ

とは教育を受けることです。生まれたままではいけない。教育を受けないといけ

ない。教育的なはたらきかけに応じて人が成長する。本願は人間の生き方のすべ

ての構造を見据えて起こされたものです。その意味で全的でダイナミックなもの

です。この全的な本願のはたらきを受けとめていく。本願は私を教育し歩ますの

です。 

本願は人を変える力を持っている。ついに真に生きさす力を持っている。それ

は何か。本願の底を流れるもの､本願となってはたらく真如の大悲の心があるから

です。これが人を変え歩ますのです。本願は教えとなって展開します。その教え

によって人は変わる。住岡夜晃という先生  

は、「人生とは教化である」と言われた。これは人生の非常な実践的な受け止めで

すね。 

人生とはと問われるといろいろあるようですが、根本は教えによって変えられ

ていくということ。変えられていく歩みの上に様々な具体的なことがある。変え

られていかないところに具体的なことがあっても、それは流転であり殆ど意味を

持たない。その人を変える教えのもと、何故その教えが人を変え得るのか。それ
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が本願にあるのです。そこに真実がある。 

 

もう一つ、同じものを阿弥陀仏であらわします。私たちがお内仏あるいはお仏

壇に阿弥陀仏をご本尊としていただきます。この阿弥陀が私にとっては朝晩お勤

めをする時に、私の正前にある存在です。具体的に私たちは生活の中に阿弥陀を

正面にましますものとして位置づけるのです。私達は、対象を持って生きます。

私が生きているからと言って、私だけで生きるということはありません。対象を

持って生きる。妻であり､友であり､知人でありと。 

私たちには煩悩がありますから､その煩悩の対象となるものがいつも必要なの

です。貪欲の心がありますから好きな人が必要なんです。好きな人がいなくなれ

ば､その代わりの次に好きな人が必要なんです。一生涯誰かを、「好きな人」とい

う対象として持っていなければならない。瞋恚
しんに

（はらだち）の心もありますから､

嫌いな人も要るのです。人間というのは面白いんですね。嫌いな人はどこか行け

ばいいと思うんですが、そうではない。嫌いな人にいてもらわないと困る。私の

瞋恚という煩悩の処置に困るのです。嫌いな人がどこか行けば私は楽になると思

うんですが、じつはその思いよりも、嫌いな人がいないと困るという思いの方が

強いのではないでしょうか。 

嫌いな人が偶々どこかへ引っ越した。やれやれと思うけれども、いつの間にか、

これまで別段どうってことなかった人が嫌いな人になってく  

るんです。その人の態度が変わったのではない。私の思いがそうするんです。嫌

いな人がいないと困るんですから。人間というのは悲しい存在ですね。皆仲良く

とは思うけれども、どうしても人を嫌う煩悩があるんですから、これが無くなら

ないもんですから、そういう対象をいつも設定しないといけない。 

二番目に嫌いな人がいなくなったら、またいつの間にか嫌いな人が出てくる。

それでは困るじゃないかと言うでしょうけれども、本当に困るのです。しかしも

し、本願の教えに会い念仏申すようになれば、嫌いな人がいたお陰で自分とは何

かを知らされることができましたというようになるのです。嫌いな人が単なる煩

悩の対象ではなく､私の救いの道において意味を持ってくる。そのような対象を持

って生きているのです。 

そのように対象を持って生きるのが私たちですから､これこそ本当に尊ぶべき
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ものという対象を持つことが非常に大事なことになります。それがご本尊、阿弥

陀仏です。私という存在のすべてをあげて、本当に対象にすべきもの、私は何に

向かって生きるのか。その対象がまた逆に私自身が何を一番大事にして生きてい

るかを問い返す。阿弥陀をご本尊とすることが最大の対象ですね。 

ちなみに私たち毎朝晩、ご本尊に向かいお勤めします。こういう場面になると

対象に向かい何を言うかという問題です。何と言っても仏様ですから、仏様助け

て下さいとか、何とか私の思いを知って下さいとか、私の思いを仏様に向けると

いうことがなされやすいかもしれません。そうではないのです。浄土真宗なので

すから、真実から私へという動きが浄土真宗ですから、私のほうから仏様にお願

いするのではなく､仏様のはたらきをそこで頂くのです。このことがこの場面で最

大に確認されなければいけないことだと思います。 

この場面での私の思いとしては、例えば、分かりやすく言えば、今日も一日仏

様のお心を、私たちに願われるそのお心を尋ねてまいりますと。仏様が私を救お

うと向かってくるはたらきの一番奥のそのお心が何であるか、それを今日も尋ね

てゆきますと。具体的にはそのお心が教えになる、その教えを今日も一日頂いて

行きますと。向こうからのはたらきを受けとめることをそこで確認する。このこ

とが大事ではないかと思います。これを無視して、仏様は救ってくれるんだから

と言って私の思いばかり出して、お願いしますよ、頼みますよ、と言うのではあ

りません。 

簡単に考えれば、そういうわけで、同じものですけれども、私達の生き方あり

方に則して、それを浄土・本願・阿弥陀仏と言われる。すべて､真如が私のために

表れた形を持った世界です。私にピッタリと即してはたらきかける世界です。 

 

十 真実を拒否し誤解する心 

そこでもう一つの問題、それは私自身が真如からの回向のはたらきを拒否し、

誤解をして受け止めるという問題があるのです。真如が具体化した浄土、本願の

はたらき、阿弥陀仏、これを私たちは誤解しやすい。 

 大きく分けて二通りの反応があるでしょう。一つは、全面的にこれを拒否する。

言い換えますと、私の力で人生を十分に幸せに送ることができる。だから仏様の

力はいりませんと言って拒否する。この心を私たちは持っています。 
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もう一つは、拒否していた者が､しだいに仏法を受け入れていき、拒否していた

念仏も、その大事さがわかってきて申すようになる。ところが念仏を受け入れて

も、自分の我のもとで念仏を受け入れる。これが私たちなのです。最後まで我を

残そうとする。我の私のところに念仏がやってくる、最初はお断り。ところが、

何度もやってきますから、少しは受け入れましょうと。しかし、受け入れる位置

は私の我のもとですよ。私の方が上なんですよと。これ以上は自分としてはでき

ないんです。これが私たちですね。 

我あるがゆえに私たちは生きていますが､又我あるがゆえに、念仏を正しく受け

入れることができない。何とも悲しいというか、大変な存在ですね。これが私た

ちであるということは、勿論仏様はよく分かっておられますから、その私たちに

とっての本当の立脚地となろうと願われるわけです。 

 

十一 展開する本願の先端 

立脚地の具体的な内容が本願で示されます。本願は四十八願ありますが、親鸞

聖人は特に八つの願を中心的なものと位置付けられます。その中、本願の基点に

なるような重要なものが第十一願です。必至滅度の願と呼ばれます。これは、私

たち人間存在は煩悩成就の存在であり､この限りでは真に生きることはできない

存在であるけれども､真如からのはたらきによる真実の心と行を頂いて我が身の

上に成就するならば､それによって正 定 聚
しょうじょうじゅ

という､この悪業の身を尽してなお

真に生きる道を歩めるのだと。その正定聚の生き方を成就しようと願う本願です。

ここに虚仮不実の人間における真実の道が示されるのです。 

この第十一願は本願の全体を尽すほどの大きな願と言っていいでしょう。私た

ちは煩悩成就という不実の存在であるがために､救済から見放された存在です。そ

の私たちを救うことは何によってできるか。いやいや､そのように問うこともじつ

は実体からずれていることでしょうね。不実の私たちを救うものが立ち現れたの

です。それが如来・真実の起こす大悲の心。それゆえに初めて私たちに救いとい

うことが考えられるようになったわけです。如来の願いが起こらなければ､私たち

はついに虚仮の中を自己にうぬぼれて流転し世を終っていくしかありません。ま

ことに悲惨であり､言葉もないほど哀れなことです。「自ら至って不実の者を真に

生きる者たらしめよう」この全的な本願によって私たちの救いは初めて真の意味



本願の教えに照らされて歩む道（岡本英夫）「まなざし４２号」より 

  21／22 

で可能になったのです。 

では何を持って正定聚の者たらしめるか。次にこれが願われます。それは人間

の生きる構造として、心が根本､その心を持って何をするかの行が具体的なもの。

その心と行において不実の存在は真実を持たないわけで､具体的にはこのことが

真に生きることができない致命傷なのです。そこで如来は真実の心と真実の行を

自らの上に成就され、それを私たちの上に回向し成就しようと願われます。その

本願が第十七願の諸仏称名の願と第十八願の至心信楽の願です。これによって私

たちを信心・念仏に生きる存在たらしめ､正定聚の生き方ができるわけです。 

ではこれで完結か。じつはそうはいかないのです。私たちは自己の思いの底深

くに、私はこれでよいという強烈な思いを持っています。ところが如来が私の上

に回向しようというのは､真実の心と行です。ということは私に既にある心と行は

真実ではないと言っているわけですね。このことは受け入れられません。どこま

でも自己自身を正当化します。 

どのような方法をとるか。先ほども申しましたように､否定と誤解です。本願を

否定し､自己を立てる。本願が否定できなくなるとこれを受けとめはするけれども

あえて誤解をします。本願を私の私的な想いが利用すると言ってもいいでしょう。

どんなに教えを聞いても､その仏法を私よりも小さいものと受けとめれば､本来の

はたらきはしません。先ほどの住岡夜晃という先生は､玩具にすると言われました｡

玩具は人形にしても自動車にしても本物と似ているのですけれど､所詮人がもて

あそぶものです｡ 

このような真実に対する否定と誤解をするのが人間であることを如来ははっき

りと見据えられて、真実を否定する自己の何であるかに目覚めさせ､さらに真実を

誤解し利用する自己の何であるか､その闇の深さに目覚めさそうと本願を起こさ

れるのです｡それが第十九願の至心発願の願と第二十願の至心回向の願です｡この

二つの願は一口で言って､私とは何であるかを､真実の光によってどこまでも照ら

し出していく願と言ってよいでしょう。自己が真実の光のもとで明らかになれば

なるほど信心念仏は正しく成就するのです｡それによって正定聚の生き方が徹底

する｡ 

こういうわけで、真如の大悲心から始まった仏様の展開の道筋は､ついに最後、

この私のところで、おまえはどんな存在なのかと私を照らし出す真実の光となっ
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て現れるのです。この光にどこまでも照らされて生きる道､生涯照らされ貫いて生

きる道､ここに本願全体の成就がかかっているのです｡これが画龍点睛といった意

味です｡見事に描かれた龍の画に最後に睛
ひとみ

を入れる｡これで初めて龍は大空を泳

ぐ身になるのです｡ 

私たちの救いは､仏様のほうから言えば真実の回向｡私のほうから言えば､照ら

し出されて生きる道｡どこまでも教えの前に立ち聞きぬいて我が身を照らし出さ

れて歩んでいきたい｡そこに私たちの道があるわけです｡今回はこれで終らせて頂

きます｡ 


