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一 歴史の中を流れるもの 

 皆さん、こんにちは。今回の公開講座は、私たち、仏教の教えを聞いていく上

での基本の問題に立ち返って、お釈迦様の教えが次から次に伝えられてきて今日

私達のところまで来ているわけですが、教えが伝わるということ、これは一体ど

ういうことなのか、そこには何があるのかという、そういうことについて少し考

えてみたいと思います。 

 皆さんも私も、教えとの出会いということが具体的にあると思いますが、私が

この教えに出会うことができたということは、私一人のところで見てもそれは大

変なことです。教の出発点は二千五百年前ですから、その間、まったく違う方向

へ向いていけば私のところへはまず来なかったわけで、その二千五百年の間一体

何があったのか、歴史の中を流れているものは何だったのか、そういう問題です

ね。 

 

二 如是我聞 

 「如是我聞」という言葉を出してみます。これが今日の問題のキーワードです。

如是我聞という言葉は経典の一番最初に書かれている言葉ですね。この言葉の読

み下し方は案外に難しいことなのですが、いま普通に「かくのごとく我聞けり」

と読んでおきます。謙譲
けんじょう

の意味をこめて「かくのごとく我聞きたまえき」と読

むこともできます。この言葉が出てくる一番元の場面、原型というのは次のよう

なことでしょう。お釈迦様が教えを説かれ、八十年の生涯で亡くなられました。

沢山
たくさん

のお弟子が教えを聞いたわけですが、説かれたご本人はもういない。またそ

れを聞いた弟子達も段々といなくなっていく。お釈迦様が説かれていた時は、仏

弟子はそれを覚えたわけです。そうすると当然教えそのものが消滅していくこと

になるわけです。それなら、これは文字に残しておかなくてはいけないというわ

けで編集会議なるものがお釈迦様亡き後で開かれるわけです。  
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 その会議では、かつてお釈迦様か らお聞きした者が代表になり、自分が聞い

たところを皆に話す。それを他の人達が、中には同じ教えをも聞いた人もいるわ

けで、それを聞きながら修正・確認をして仕上げ、経典ができていったと言われ

ます。 

 その時に、代表で話す者が、かつてお釈迦様から聞いたお話をもう一度自分で

話すわけで、その際、自分が話す前に述べた言葉がこの「如是我聞」であったわ

けです。このように私は聞いたのだと。「如是」かくのごとく、というのが、自

分が聞いた教えを指しているわけです。それを今から自分がもう一度話しますと。 

 ですから、これはある意味で普通の言葉です。挨拶のような言葉です。何の前

触れもなく急に本論を話すということは先ずないでしょうからね。私はこのよう

に聞きました。それを今から述べます、と。このような経典の編集会議の場面で

生まれた言葉、これが一番の原型ではないかと思います。 

 

三 「我」とは誰か 

 ところが、その後、「如是我聞」の受けとめは変わっていくわけです。そこで

まず、経典というのを大雑把に考えてみますと、最初に「如是我聞と」あって、

このように私は聞きましたと言うわけですから、自分の聞いたお話を次に述べる

わけですね。これがお釈迦様がかつて説かれた内お話なんだというわけです。 

 そうすると、少し厳密に考えて、経典という名称で指し示される箇所はどこな

のかということです。私は昔、十代の頃の何にも分からない時はですね、経典と

は何ですかともし問われれば、それはお釈迦様が説かれた教えを経典と言うんで

すと、おそらくそう答えたでしょうね。それ以上答えようがなかったと思います。 

ところが、その言葉尻をとらえるようだけれども、今見てみましたように、お釈

迦様が説かれたものを経典と言うのであれば、「如是我聞」の次からになるわけ

です。 

 「如是我聞」という言葉は、お釈迦様が仰った言葉ではありません。誰の発し

た言葉かと言えば、直接的には、編集会議で私はこのように聞きましたと、覚え

ていた教えを皆に話す役を担った人で、阿
あ

難
なん

という仏弟子でしょう。 

 お釈迦様が五十五歳ぐらいの頃に多少老化現象が現れたのだと思いますが、身
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の回りの補佐役に若い専属の人が必要だということになって、お釈迦様の従兄弟

にあたる阿難が選ばれたわけです。お釈迦様が行かれるところは阿難も行くわけ

で、結局お釈迦様が説かれる教えをその後ずっと聞いていき、お釈迦様の十大弟

子に中で多聞
たもん

第一と言われるほどの人になりました。舎利
しゃり

弗
ほつ

は知恵第一、目蓮は

神通
じんずう

第一と言われますが、阿難は多聞第一であった。沢山聞いたのです。この阿

難が「如是我聞」の言葉を発した最初の人ということになります。「我」は、こ

のように私は聞きましたと申し上げている阿難になるわけですね。 

 

四 二千五百年間経典を生きさせた言葉 

 そういうわけで、お釈迦様が説かれた教えを経典と言うのだとすれば、「如是

我聞」は除いて、それ以降の箇所になるわけです。少なくとも「如是我聞」の言

葉だけは経典には入らないことになります。ところが実際に『仏説何々経』と言

われる経典は、「如是我聞」の言葉を含めて言われているのです。お釈迦様が説

かれた言葉だけでなく、それを聞いた弟子が言った言葉をも含めて、その両方で

経典が成り立っているのです。これは経典とは何かを知る上で大変大事なことだ

と思います。 

 もし、「如是我聞」を省いて、文字通りお釈迦様が説かれたものだけをもって

経典だとすれば、二千五百年前にそれが説かれたとして、その後二千五百年間、

誰もその経典を見ることがなく、埃
ほこり

をかぶった骨董品
こっとうひん

かむしろ化石に近いよう

なものになっていたかもしれません。その経典に今日私達が触れることができる

ということは、「如是我聞」があったからなのです。これがなければ、二千五百

年前のその時代まで遡って行かないと経典に触れることはできないのです。経典

を二千五百年間歩ませ、今私達のところに、私達が出会うことができるようにし

たものがこの「如是我聞」という言葉、この言葉で現わされている一つの事実、

この事実があるから今日に伝わってきたのです。そこに、この言葉の持つ大変大

事な意味があると思います。 

 このようなことを何も知らない私にとって、経典というのはいつまでたっても

骨董品か化石でしかなく、今の自分とはなんの関係もないという思いで通り過ご

してきていたわけです。いやいや、そうではなかったのですね。経典には「如是
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我聞」があったのです。 

 

五 「如是」は私に信心を起こした教え 

 そこで、一番最初の「我」は、一応阿難としておきます。お釈迦様が阿難に説

く。そして次の場面を考えますと、阿難がお釈迦様から聞いた教えを次なる人へ

伝えていくわけです。阿難の次なる人を Aさんとしますと、この Aさんが阿難

から教えを聞いて、阿難と同じように「如是我聞」と言って、又次なる人へ教え

を伝えようとするわけです。 

 そこで、経典が伝えられていくというところで考えてみなければいけないのは、

「如是我聞」は、私はこのように教えを聞いたのですという、一応の手続き上の

挨拶文のような意味だけではないということです。そうではなくて、後にこれが

はっきりとした意味を持つようになるのですが、「如是我聞」を「如是」と「我

聞」に分けまして、それぞれ、経典の使命や意義に関して大事な意味を持った言

葉なのだということが明らかにされていくのです。 

 では「如是」とは何か。それは、この教えを聞いた人の上に信心が成就した、

ということを表すのです。この教えによって、このように聞いたこの教えによっ

て、或いはこのように聞くことによって、聞いた私の上に信心が成就した。この

教えは、私の上に信心を成就せしめた教えなのですよ。このように教えを聞くこ

とが信成就を可能ならしめるのですよと、信心成就せしめられた者が、自らの上

に成就した信心をもって、自らを証明として、人間における信心成就の道を教え

ているわけです。この教えをこのように聞くことが信心成就の道なのだと。 

 信心というのは、目覚めですね。あるいは本当に生きる力と言うか、我が身の

上に起こることを受けとめて、明るく力強く希望を失わず、自分の現実に取り組

んでいく、そのような力です。それがその人の上に起こってきた。これまで何が

真実で何が本当の自分なのかが分からないままに生きてきた。しかしそれが遂に

明らかになってきた。真実とは何か、自己とは何か。この人生の根本のテーマに

対する明確な認識。この認識を得ることによって、そこから本当に生きる力が湧

き起こってくる。それが信心です。 
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六 「我聞」によって教えが私を目覚めさす 

 では、一体何がそうさせたかと言えば、「如是」かくの如くという言葉で指し

示しているお釈迦様の教えですね。「如是」という言葉で具体的に指しているも

のは、お釈迦様が説かれた何らかの教えです。もっと厳密に言えば、そのように

聞くことによって自分が信心を得たところのお釈迦様の教えです。その教えによ

って、聞いた者の上に信心・目覚めが起こってきたと。 

 そのように、信心成就するように教えを間違いなく聞くということが又大事で

あって、お釈迦様の教えは本来そのように私達を目覚めさすために説かれている

わけです。しかし、そのように説かれている教えを聞いて、まったく違ったもの

としてこちらが受けとめてしまえば、正しく聞くということは、そこでは成立し

なかったということになります。正しく「聞く」という行為をなす、そこに、本

来人を目覚めさす教えが、その本来のはたらきを表して人を目覚めさすことがで

きる。それができるかどうかは、正しい「聞」にかかっているというわけです。 

 そういうわけで、「如是」を信成就と押さえ、「我聞」を聞成就と押さえるので

す。これは少し仏教的な表現ですね。聞成就。正しく教えを聞くことが阿難の上

に起こり、阿難は教えをこのように(如是)聞くことによって遂に信心を成就した

と。こういうことになるわけです。そこで、聞が成就し信心が成就したことをも

って逆にですね、教えを聞いた者が、この教えこそ真実の教えですと、次なる人

に対して証明していくわけです。 

 

七 何によって教えが真実であることを証明するか 

 教えというのは、これが真実の教えだということは、その教えだけを見て、そ

れだけを指して真実だと証明するのは、なかなか大変なんですね。直接的に言わ

れても、私たちはなかなか受け入れ難いでしょう。直接的な証明はなかなか難し

いのです。そうではなくて、この教えによって救われて生きた人がこの人なんだ

と、実例を挙げる。この教えによってこのような生き方をする人が生まれたんだ

と。実際に教えによって救われている人を証明者として挙げるのです。成る程、

この人に、このような歩みを一生涯を送らせるような教え、これは本当の教えだ

ということになっていくわけです。そのような教えが生み出した事実と言うか、
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実例というものが大事になってくるわけです。 

 阿難はなかなか悟りが開けなかった弟子だと言われています。その阿難が遂に、

お釈迦様の教えによって「如是我聞」と言えた。これは単なる挨拶言葉ではなく、

それ以上に、私がお聞ききしたこの教えによって本当に信心を得ることができた

んです、この教えこそ本当の教えなんですと、なかなか目覚めることのできなか

った阿難が、お釈迦様の教えが真実であるとことを証明していくようになるので

す。仏教のその後の歴史の展開は、阿難をそのように押さえていくのです。 

 教えの証明というのは、誰が証明するかといえば、何か偉い人がいてその人が

証明するような感じもしますけれど、そうではないのですね。普通の人が、ある

いは人生の苦しみの中で沈もうとしているような人が、この教えによって救われ

ることで証明するわけです。そのような意味を持っているのが「如是我聞」です。 

 

八 「如是我聞」は次なる人への願い 

 阿難が「如是我聞」と先ず最初に言った。その場面は、次なる人へ伝える時に

です。これを一言で言えば「ここにこそ私を救った真実の教えがありますよ」と。

「どうかこの教えを聞いてください」と。このように確信をもって言って伝えず

にはおれないものがあったわけですね。ここにこそ真実の教えがありますよと言

って人に伝えていこうとするその願いが「如是我聞」と叫ばせているのでしょう。 

 従って、「如是我聞」が言えるということは、この教えを聞いてこれによって

私が救われたという事実がそこにあり、「如是我聞」と自分が人に向かって言う

のは、その教えを伝えたいという願いがあるということです。自らの救いの事実

と、人に伝えたいという願い、この二つを「如是我聞」が表しているのです。 

 お釈迦様の教えを聞くことによって「如是我聞」と叫ぶ者となった阿難は、こ

の教えを願いのままに次なる人に伝える。阿難から教えを聞いた次のAさんの身

には、阿難がお釈迦様から聞いてその身の上に起こったと同じようなことが起こ

り、「如是我聞」と次なる人に叫ぶ者となるのです。この場合、「我」は、もう阿

難でなくて当然Aさんの我になっているわけです。Aさんは「如是我聞」と言っ

て教えを説き、次のBさんへ伝えていく。Bさんも「如是我聞」となってという

ようにして、遂に今日の私のところへ伝わってきたわけです。こういうことなの
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ですね。 

 そういうわけで、経典に「如是我聞」の言葉があるとなしでは大違い。これが

あるから経典だという感じさえします。経典というのは、何千年昔にお釈迦様が

説かれたものそれ自体を指すのではないんですね。何千年前から今に至るまでず

っと人々を救って伝えられてきたものが経典。だから二千五百年間ずっと生きて

いるのが経典なんですね。そういうことが一応言えるかと思います。 

 

九 能説と所説 

 さてそこで、この「如是我聞」を簡明に定義をした言葉があります。次に、そ

れに従って見てみましょう。「如是」と「我聞」とに分けて、 

 「如是」の二字は、即ち総じて教主を標す。能説の人なり。 

 「我聞」の両字は、即ち別して阿難を指す。能聴の人なり。 

 この言葉は善導のものです。七世紀の中国、善導が『観無量寿経』という経典

を解釈する時に表した言葉です。もっともこれはほんの一部です。もっと沢山の

定義があるのですが、それは今は略して、これが最初に出て一番基本的な押さえ

をしているように思えますので、見てみたいと思います。 

 この定義は短いものですが、内容がとても豊かで、思い切った表現もされ、そ

れによって「如是我聞」つまり教えを説き・聞き・教えを生き・伝えるというこ

とはどういうことかのポイントが簡明に示されているように思います。 

 「如是」は総じて教主を標すと。教主とは仏陀釈尊・お釈迦様を指します。ま

た能説の人であると。能説とは、説くということに「能」を付けると「能説」、

説く側の人となります。能は能動。能動的・受動的とありますが、あの能動的の

方です。何かをする側という意味です。今は教えを説く側の人、お釈迦様です。

今ここで大事な点の一つは、お釈迦様という、いわゆる固有名詞は出さずに教主

と言う一般的な名称を出されたということです。 

 この能説に対して、その逆の意味が所説となります。この「所」は何々される

側、能動に対して受動の方になります。説かれる側のもの。具体的には、二つの

ものが考えられます。一つは説かれる教え、もう一つは説かれる側の人です。普

通は前者の意味で使う場合が多いと思いますが、一応、この二つが所説という表
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現で表せるでしょう。そのように一つの行為を表すとき、行為をする側から表す

場合と、行為をされる側から表す場合とがあって、仏教はそれを「能説」「所説」

と言って対照的に分かりやすく表現するわけですね。 

 

十 教えは人のところにある 

 さて、もう一度「如是の二字は、即ち総じて教主を標す」の文に帰りましょう。

この文が表しているのは、「如是」というのは教主であり、能説の人である。即

ち「如是」とは人であるということです。 

 ところがどうでしょう。初めに見ましたように、「如是」は、是の如く、この

ように私は聞きましたということで、お釈迦様が説かれた具体的な教えそのもの

を指していたわけですね。「如是」は教えである。しかしそれを今「如是」は人

であると言われるのです。これはどういうことでしょうか。 

 A=Bである。同時にA=Cである。とすれば、当然B＝Cであることになりま

す。即ち、教え＝人 ということです。これはおかしい。教えは教えであって、

人は人なんだと。教え＝人 とは言えないではないかとなりそうですが、しかし、

そう言われてみれば、なるほどと思うところが出てきます。大胆な定義をして善

導がここで言いたかったことがあるのでしょう。私を救う教えは、人を通さない

と聞けないということでしょうね。釈尊が説かれた教え、その教えのところに釈

尊がおられるのです。人を離れて教えだけがぽつんとあるのではないのですね。

ここが本当に大きなポイントなんです。 

 人のところに教えがある。教えは人のところにある。教えだけが空中に浮んで

いるのではない。聖典がここにあって、この聖典の中に教えはあるのではないか

と思う。そうではないのですね。ここに文字としてある教えを、私達はどこで実

際にその教えの事実というものに触れることができるかと言えば、それは具体的

な人の上で初めて触れることができるというわけですね。人を通すということが

なければ、教えの本当の姿、生きた事実に出会うことができないのだと。人を通

して教えを聞くこと。大きな問題です。 

  

十一 間的存在のところに道がある 
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 さて、人を通していうことですが、普通のところで考えれば、人間関係という

ことになります。人は、人間（ジンカン）というわけで、間的存在だと言われま

す。人と私はこの「間」をもって、何らかの関係をもって存在しているわけです。

その関係如何によっては、辛く苦しいことにもなるし、嬉しく楽しいことにもな

るわけです。間というのは本当に大事なものというか、人間の生き方を大きく規

定するもの、まさに人間存在の大きな特徴だなと思います。 

 今、私達が、この人生に真に意義あるものを感じつつ満たされて生きていくた

めには、私たちをしてそうせしめる教えを聞いていかねばならない。しかしその

教えは、具体的な人を通して聞かなければならないのです。間的存在である人間

は、生まれてきた意味を見出すという人間としての最大の問題を解くために、ま

さに間的存在としてあらねばならない。即ち、教主という能説の人を通して、教

えを聞かなければならないのです。 

 いや、それは、「そうあらねばならない」と言うよりも、間的存在であるのが

人間ですから、間をもって生きるという人間としての自然で当然なあり方のとこ

ろに、人間の最大課題を解く道があるということでもあります。とすれば、なん

と恵まれたことでしょうか。通常の人間のあり方を超えて、特別なことをすると

ころに道があるのではないのです。ここには深い仏教の配慮があるように思えて

なりません。 

 しかし、同時に、だからといって安心できることでもありません。人を通すと

いうこと、人を通して教えを聞き遂に出遇うべき真実なるものに出遇っていくと

いうことが、案外に難しいことでもあるからです。ここに具体的に、私たちの求

道の課題が浮かび上がってくるのでしょうね。 

 

十二 すべての教えは仏陀の教え 

 そうしますと、そこで問題となってくるのが諸仏・善知識という存在です。善

知識、即ちよき人。私に教えを伝えてくれ、真実を指し示してくださる人です。

「如是我聞」と一番最初に叫んだ人は、一応阿難ですね。これによって次なる人

へ伝え、次なる人が「如是我聞」と立ち上がり叫んでまた次なる人へ。このよう

にしてずっと伝えられてきて、私の前なる人のところまで来て、その方が「如是
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我聞」と言われた。ここにこそ真実の教えがあるぞと言って私にそれを伝えよう

となさる。 

 その場合、私にとってこの「我」は、私の前なるお方。「我」は阿難以来無数

の人を経てきている。無数の人がこの「我」の中にあり、ここに真実の教えがあ

るぞと、身をもって証明し、聞くことを願ってくださったのです。その無数の「我」

の私にとって最も近い「我」、私に向かって「如是我聞」と叫んで教えを伝えよ

うとして下さる方、その方が善知識、よき人ですね。その方を通して教えを聞き、

遂に真実に出遇う。その方と私との間、その「間」を成就させるのです。それに

よって教えが私のところに伝えられてくる。これが大きな問題です。 

 「如是」というのは、そもそも教えを指す言葉ですが、その「如是」の定義は

人で押さえている。それは人を通してでないと教えに遇うことができないという

ことですね。その「人」はお釈迦様を指すわけです。ところがここではお名前は

出されずに教主で言われます。「教主を標す」と。 

 そこですぐに連想するのはですね、歎異抄の第二章の中の「親鸞におきてはた

だ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしと よき人の仰せをこうむりて信ず

るほかに別の子細なきなり」こういう言葉です。歎異抄の第二章と言いますのは、

親鸞聖人が京都に帰られ、ご晩年、関東に残してきたお弟子達が遥々京都の聖人

のところへ訪ね、本当に南無阿弥陀仏ひとつで助かるんですかと尋ねるわけです。

そこがハッキリしない。大体、信仰ではっきりしないとすれば、問題は極むると

ころこの一点ですね。本当に念仏で助かるんですかと。それを聖人にお尋ねした。

それに対し聖人が丁寧に答えられていく、そのお言葉ですね。 

 「親鸞におきては、ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしと、よき人の

仰せをこうむりて」ここによき人と出てきます。よき人の仰せ、教えを頂いて、

結局ただこれだけなんだと、この通りなんだと最終的に私はなりましたと言うわ

けです。そのよき人というのは誰かと言えば、法然上人ですね。親鸞聖人の先生

であった法然上人。法然上人のところへ親鸞聖人は二十九歳の時に行かれるわけ

です。その時、法然上人は六十九歳。四十歳年上ですね。六十九歳の老法然のと

ころへ行かれて、法然上人からただ念仏の教えを聞く。そして遂に、まさに法然

上人の仰る通りだと頷けた。そういうことが自分自身にあったということを、こ
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の時に親鸞聖人が関東から来た人達に伝えるわけです。五十五年ほど前の話なん

です。 

 

十三 すべての教えはこの私のための教え 

 その時に親鸞は、「法然上人の仰せを蒙って別の子細なきなり」とは言われな

かったんですね。「よき人」の教えと仰いました。それに対して聖人は自分自身

をどう言うかといえば、「親鸞におきては」とはハッキリ名前をあげて言われる

んです、これが大事なことですね。これが善導の定義の言葉でもそうなっていま

す。お釈迦様のことを教主と言って一般名詞で表し、その教えを聞く側の者、教

えを受け止める者は、固有名詞です。阿難ですね。そこに、総じてということと、

別してということの意味が関わってくるのだと思います。総じてというのは普遍

という意味合いでしょうか。どんな教えを説こうと、それらすべては、教主の教

えである。人間の救いの道を明らかにした仏陀釈尊の教えである。その教えをこ

の自分が聞いていくんだと。 

 一方、それを受け止める方は、それらすべての教えは、正しくこの私のための

ものであるのだと。教えを受け止めるのは一人一人なんですよね。一人一人が確

実にこの自分において受け止めていく。そのことをうまく表す表現がここで使わ

れる固有名詞です。まさにこの私、阿難であり親鸞である。普遍の教えを、特殊

の私が受けとめる。あなたとは生き方も境遇も問題も違う。苦しみの内容も違う。

一人一人の人が自己においてこの教えを受け止めていく。この私が間違いなく受

け止めましたというところに固有名詞が使われるのです。名前を出してその人で

あることをハッキリと押さえる。そういうのが教えの聞き方ですね。 

 往生の歩みは一人一人の凌ぎと言われます。 一人一人が自己自身のところを

歩んでいき、遂に問題を克服していくのです。皆と共に歩んでいくのだけれど、

同じ歩調ではうまくいかない。あなたはあなたの歩み、私は私の歩み、それで一

緒にやっていこうと、そういう意味での「共に」ですね。そういうわけで阿難は、

お釈迦様が様々に説かれている教えを正に自分のところで受け止めてた。それと

同じように親鸞聖人の場合も、法然上人が仰った、ただ念仏の教えを間違いなく

受け止めた。だから「親鸞においては」と言えるんだと。それを、「別して指す」
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と。非常に厳しく鮮明な押さえ方がされています。こういうことが大事なところ

です。 

 

十四 能聴の人 

 「如是」を能説の人と言われていましたが、それに対し「我聞」を能聴の人と

いうふうに言われます。これはおもしろいことです。先ほど「如是」を能説の人

と押さえて、「説」を軸にして、説く側の人が能説、聞く側の者は所説というこ

とになる、と申しました。ところがここでは、教えを聞く者を所説と押さえずに

能聴と言われているのです。これは大変大事なことだと思います。 

 所説と言えば、何かをされる側となります。確かに教えを説かれる側には違い

ありませんが、善導はそのように押さえずに、「能」で押さえるのです。ここが

大事なところだと思います。聴く者を、される側で押さえずに、する側で押さえ

る。受動的行為のところでなく、能動的行為のところでその人を押さえる。聞く

者なのだ、能聴の人なのだと。 

 阿難は一体何において能動的な存在かと言えば、それは聞くということです。

教えを自分が聞いていくのだ、聞いていきたいのだと、その能動性のところで、

聞く側の存在を押さえるのです。それが所説の本当の姿なのだと。 

 そのように見てきますと、これも又、すぐに連想するものがあります。『大無

量寿経』という経典があります。浄土真宗の仏教では一番基本の経典ですが、こ

の中、最初に序論があってそれから本論に移っていくわけですが、序論というの

は、この経典はどんな経緯があって説かれるようになったのかという、説かれる

理由や事情・背景が説かれています。その序論の一番最後はこのような言葉です。

「願楽欲聞」（ガンギョウヨクモン）と。これを読み下し文にすると「願楽して

聞かんと欲す」と。 

 「願」も「楽」も「欲」も願いですから願い願って聞きたいと願う、という意

味になります。聞こうという大変な願いが示されているわけです。 

 

十五 願楽して聞かんと欲す 

 これは何を表しているのか。これまでのところを簡単に申しますと、お釈迦様
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と阿難との間に、ある時、大事なことが起こりました。その時の阿難は、まだま

だお釈迦様が説かれる教えの真髄がよく分かっていないわけです。その阿難が、

その日お釈迦様のお姿を見ていると、なぜかいつものお釈迦様とまったく違う、

光顔巍巍と光り輝くお姿を見るわけです。不思議に思って自ら立ち上がって、今

日のお釈迦様はいつもと違いますと、一体今日は何があるんですかと尋ねたんで

すね。 

 それを聞いてお釈迦様の方がまたびっくりなさって、阿難の問いが的を得てい

たわけです。今日の自分は本当に違うわけです。よくぞ言ったということで、実

は自分は今日は出世の本懐の教えを説こうとしていたのだと。出世の本懐という

のは、釈迦様が仏陀としてこの世に現れた本懐ですね。自分の心深く一番深いと

ころに抱いている願いです。この願いを果たす為に自分はこの世に生まれてきた

んだという一番大事な願いを出世本懐といいます。これは私たちも皆何らかの出

世本懐がある、この出世本懐を全うする為にこの世に現れたんだという。 

 お釈迦様の出世本懐は、正にこの仏教の教えを、万人を救うこの教えを説く為

に現れたんだと。その教えの中の教えと言いますか、それが正に阿弥陀の本願と

いう教えですね。阿弥陀の本願という真実なるものの願い、これがあらゆる人を

救うのだということを自分は説きたいんだと。それがいつ説けるかと言えば、や

はりチャンスがないと説けない。時期が熟していないと説けない。説きたいと思

っているお釈迦様のお姿がそれまでは見ていても阿難には分からなかったんで

すね。 

 ところが遂に時が来た、時期純熟したと言うか、まだ悟りを開いていない阿難

にも今日のお釈迦様のお姿は違うと。これは厳密に言えばいつも違っているんで

す。いつも本願を説きたいと思っているお釈迦様なんです。ですからいつも輝い

ている。それが阿難には見えなかった。そのお釈迦様の心がやっと垣間見えてき

たというわけですね。それでお釈迦様、今日は一体どうなさったんですかと。 

 実は私の出世本懐である阿弥陀の本願を説こうと思っていたんだと。それを聞

いて阿難は非常に喜んで、そこで言うのがこの「願楽欲聞」です。願楽して聞か

んと欲すと。お願いですから、どうかそれを説いて下さい。私はそれを聞きたい

んです。万人を救う阿弥陀の本願の教えを私は聞きたいんですと。その聞きたい
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という阿難の強い願いを表すのが、「願」と「楽」と「欲」。これは皆願いなんで

すね。 

 「願」は願い。「楽」（ギョウ）、この字は読み方によって意味が変わって、楽

（ラク）と読めば楽（ラク）、楽（ガク）と読むと音楽の楽（ガク）です。楽（ギ

ョウ）と読むと願いを表します。「欲」も願いです。これは、欲と書いてあるか

ら人間の欲望の欲なのかというと、ここではそうではありません。人間の何かを

したいという願いを表す文字ですね。だから純粋な願いの場合もこの欲の字を使

うわけです。 

 親鸞聖人は、「楽」の文字には次のような文字で表せる意味が込められている

のだと言われます。即ち、欲・願・愛・悦・歓・喜・賀・慶です。教えを聞こう

と願い、大事にし、聞けることのよろこび、また聞いたことのよろこび、それら

の意味合いが知らされます。また、同じく「欲」についても、願・楽・覚・知と。

聞くことによってはっきりと知りたいという願いの意味があることが知られま

す。このように、願いを表す文字を全部出してきたという感じです。阿弥陀の本

願の教えを聞くことが自らにとって喜びであり、聞きたいことであり、真なるも

のを知りたいという願いでもある。それほどに聞きたいという思いが阿難に起こ

ったわけですね。 

 ここに「能聴の人」阿難の誕生があるように思います。教えを聞くということ

は、嫌々ながら聞かされるという、陰鬱
いんうつ

で消極的なニュアンスがどこかにあるよ

うな感じがしますが、決してそうではない。本来の聞法は、喜びと願いと知りた

いという要求とが、これほどまでに人間全体を揺り動かす行為なのだということ

ですね。「能聴の人」本当にそうありたいなと思います。 

 序論の一番最後はこの「願楽して聞かんと欲す」という願いで終わり、正宗分

はそれを受けてお釈迦様が本論の教え、即ち阿弥陀の本願とは何であるかを説い

ていかれると、このようになっています。 

 

十六 仏法は頂戴すべきもの 

 浄土真宗は何かおとなしい雰囲気と言いますか、静かな雰囲気と言うか、場合

によれば消極的で受動的という雰囲気があるようにも思いますが、本当は違うん
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ですね。本当は「能」の世界なんですよ。非常に能動的、積極的な世界。願心を

起こしてやっていこうという。何をするのに能動的かと言えば、そこを間違って

はいけないんですね。聴くということにおいて能動的なんですね。聴くというこ

とは、聴くべき内容は、全て仏様の世界の側にあるのです。それを聴くのです。 

 ここで間違いやすいことは、その聴くべきものが既にあるんだと、真実の道す

でにましますということなんですが、そこが間違って、真実なるものを自分で作

っていくというか、自分が考えてこれが真実だと決めていくというか、そのよう

なことをしようとしやすいわけです。私達を本当に救っていく道の教えの全てが

既に明瞭になっている。私達はそれを聴いていくだけなのです。 

 そうすると考えようによっては、何だ、ただ聴いていくだけかということにな

るかもしれませんが、そうではないんですよ。そこに大変に能動的なものがある。

願心をもって聴いていくということです。「能聴」というのは非常に面白い行為

と言うか、親鸞聖人がここのところを他の表現で言われたのが、「頂戴する」と

いう言葉ではないかと思います。正に仏様の真実を私は頂戴していくんだと。 

 それで親鸞は、この頂戴という言葉は、普段使う言葉ですから、普段の意味に

なってしまうと困るわけで、要するに単に何かをもらう、ひどい場合はお礼も言

わずにもらうという場合も頂戴したということですからね。そのような頂戴の仕

方では勿論ないわけで、それで説明をなさるわけです。不思議な説明です。「頂」

の文字に「イタダキ」と、「戴」の文字に「イタダク」と、こういう説明をなさ

います。説明になってないと私は思うんですけれども。「イタダキ、イタダク」

文字を読んだだけのようなものですね。 

 しかし、これは「頂戴」とは文字通り「イタダキ、イタダク」で表しているの

が頂戴であって、「頂」というのは私の頭ですから、頭の上で頂くということに

なるわけです。どうぞと差し出されると、ハイと言ってただもらうだけでなくて、

頭の上で頂いていくわけです。人間の頭というのが人間の一番大事なところなん

ですよ。どこが大事かは客観的にはよく分かりませんが、本人としては頭が一番

大事なんです。横になっていて、足を踏まれても一寸痛いぐらいだけど、頭を踏

まれたら大変です。自分のプライドとして、頭だけは踏まれたくない。 

 自分のプライド、自我意識、そういうものを身体の場所で言うと、 頭にある
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のではないかと思います。その頭よりも下で頂くということは、これは私の付属

物ですよ、私の方が優位にあるんですよ、ということを表しています。頭よりも、

即ち私という存在よりも上の位置でそれを頂戴しなさいと。そういう意味合いで

しょうね。頂戴はイタダキでイタダクわけです。だから、足で座布団を動かすよ

うな、足で頂いてはいけませんよと言うわけですね。このような意味で教えを頂

戴する。この頂戴の行為は人間において非常に能動的な行為です。人生をいいか

げんに考えておれば、このような頂戴の行為はまずできないでしょう。いかに真

剣な求道を要することかと思います。 

 

十七 頂戴することほど能動的な行為は無い 

 このようにして、阿弥陀の本願、仏の真実の教えを頂いていく、その姿が「能

聴」という姿。私は、人の上にこのような「能聴」で表される姿・事実が起こる

とは以前は思ってみませんでした。教えが伝わっていくにしても、それを教える

側がおり、それを受ける側がいるだけの話だというわけで、別段そこに何か大し

たことが起こるような感じはしませんでした。 

 しかし、そうではないんですね。「教え」と言っても単なる連絡事項ではあり

ません。人間そのものを救う教えなんですね。ですから、教えを受ける私の方が

本当に能動的になって、しかしそれは既に明らかになってあるもの、それを頂い

ていく。頂くというのですから、ある意味で受動的な行為ですね。その受動的な

ことを能動的にやっていくのです。これが真実でない存在である私達における、

真実に対する唯一のあり方ではないかなと思います。真実を頂くということを能

動的にやっていくのです。 

 考えてみると、人間というのは不思議な存在ですね。実際に教えを頂戴なさっ

ている沢山の人、何十年と人生の大半の時間をかけて教えを頂戴している年配の

人に出会ってみると、本当に物腰が柔らかく低いですね。だけどその人が消極的

な人なのか、受動的な人なのかというと、そんなことはありません。柔らかい人

だけれども、私には何にもありませんと言っている人だけれども、教えを聞く姿

勢はもの凄いものがあります。夏の陽射し照りつく暑い日でも、杖をつきよろよ

ろとバスに乗り歩いて聞きに来られます。そして自分の存在の一番奥で教えをす
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とんと受けとめます。そして、有り難うございます、会えて本当によかったと、

ただそれだけです。すべてが恵まれ、感謝ばかりです。ご自分の努力を誇ること

などありません。なぜなら、すべてが頂戴する世界を生きておられるからです。

なんという能動的積極的な姿でしょうか。 

 

十八 この私のための本願  

 ここでもう一度、教主と阿難との関わり合いを見てみます。先ほど歎異抄の第

二章の文を出しましたが、あの中で、よき人と親鸞の関係が、教主と阿難の関係

になっているように思います。教えを聞くのがまさにこの私、私の全存在。聖人

は別のところで、「弥陀の五劫
ごこう

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」と言われます。この一人（イチニン）というのが「別して阿難を指す」

ということではないかと思います。この私の全てのための教えでしたということ

が遂に言えたのです。親鸞一人と、我が名を挙げ限定して、まさにこの私のため

であると明確に言い切られたわけです。 

 そして、法然上人を「よきひと」と押さえた。これが「教主を標す」というこ

とではないかと思います。その教えを頂けば、説かれるその方は、能くぞ説き難

き教えを説かれるまさに私にとっての仏陀。そういう意味でも「能説の人」であ

り、まさに自分にとって出会うべきお方であった。この方にお会いすることによ

って阿弥陀の本願を知らしめられた。様々に説かれた法然上人の教えは、私を真

に救う教えであることから、単に法然上人ではなく、「教主を標す」。私にとって

の仏陀であると。 

 親鸞聖人は和讃というものをたくさん作っておられます。三部経や七高僧につ

いて、その教えの大切なところをわかりやすい七五調の言葉で述べられています。

法然上人についての和讃は二十首ありますが、そのほとんどに「本師源空」ある

いは「源空」と、法然上人のお名前が織り込まれています。たとえば、「本師源

空世に出でて・・・」「智慧光のちからより本師源空あらわれて・・・」「善導源

信すすむとも本師源空いまさずば・・・」など。法然坊源空というのがお名前で

す。これほど和讃にお名前が挙げられているのは他の七高僧には例がありません。

単なる偶然ではないように思われます。 
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 親鸞は法然に出会うことによって、その教えによって念仏の世界に出ることが

できたのです。その法然上人のお名前を呼ばれる。何度も何度も呼ばれる。お名

前を呼ばれるところに、親鸞は法然に出会うだけでなく、阿弥陀に出遇っている

のではないでしょうか。お名前を呼ぶことが、親鸞における「南無阿弥陀仏」と

なっているのではないでしょうか。法然上人のお徳を讃えて和讃を作るとき、法

然上人のところに阿弥陀現れ、上人のお名前を呼ぶところに南無阿弥陀仏が現れ

る。まさに、阿弥陀の願いは具体的な人のところに現れる。そのことを表すのが、

このお名前を呼ぶということではないかと思われてなりません。 

 

十九 経典は今生き生きと目の前に 

 そういうわけで、「如是我聞」についての善導のこの定義をベースにして言え

ば、私の本当の名前は、阿難だと言うことです。教主を頂戴し、教主を通して教

えを頂戴して、その教主も教えもこの私のためと言える阿難となっていく。そし

て教えを受け止めるところに私において「如是我聞」と言えるわけです。この教

えによって救われてみると、これは次なる人へ伝えずにはおれませんからね、「如

是我聞」と叫んで、この教えによって私は救われたんですよと、次なる人へ伝え

る。そのことがお釈迦様の時から連綿として無数に起こった。仏教の歴史は「如

是我聞」の連続ですよ。ですから「如是我聞」の「我」は内訳を言えば、「我」

の扉を開けば、無数の人が溢れるように飛び出してくる。そこに仏教の歴史があ

るんですよ。それが今の私のところまで伝えられてきた。 

 こういうわけで、経典というのは決して二千五百年前の書物を言うのではない

んです。そこから出発してずっと人々に伝えられ、人々を生かして、人々を救っ

て、そして今の私のところまで具体的な方によって伝えられてきたもの、それが

経典です。だから経典のいのちは勿論教えそのものにあるわけですけれども、「如

是我聞」もまた経典のいのちですね。 

 そういうことを考えますと、何か私自身、経典に対する感じが随分変わってき

たような感じがします。昔は何にも分かりませんから、あんな埃をかぶって虫が

食ったようなものをどうするのかと思っていましたけれどね。しかし埃などかぶ

っていません、経典は今生きているんですよ。私の生き生きしさよりも、もっと
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生き生きと生きている。人を生かすことができるという経典の内に孕まれている

いのちによって私が生かされていくのです。そしてさらに次なる人へ何らかの形

でこれを伝えていこうとすれば、その行為によって逆に経典のほうがいよいよ生

かされいのちの力を強くしていく。そのように「如是我聞」と叫んで次なる人へ

伝えていこうという人が具体的に現れない限り経典は死んでしまいます。そうい

う意味で大事な役割と内容をもった言葉が「如是我聞」ではないかと思います。 

 今回も新しい方がお見えになって、少し分りにくいところがあったかもしれま

せんが、経典は決して古くて私たちと関係のないものではなくて、今私の目の前

にやってきて、生き生きと生きて、逆に死んだようになっている私にいのちを吹

き込んで生かすものだということを頂いてみました。有り難うございました。  


