
浄土真宗とはどのような仏教か（岡本英夫）「まなざし４１号」より 

1／24 

浄土真宗とはどのような仏教か 
 

２００５年４月９日  岡 本  英 夫 先生 

 

前号は「仏教はどのような宗教か」ということで、仏教の入り口のあたりのと

ころを見てきたわけです。不十分なことでしたが、今号は少しその次へ一歩進ん

で、私達がお聞きしています仏教、即ち浄土真宗とは、どのような仏教なのかと、

こういうことで少し見てみたいと思います。 

 

一 浄土真宗という言葉との出会い 

先ず、そもそも「浄土真宗」という言葉との最初の接触ですが、私はかつて、

学校の歴史か倫理の授業で、日本の仏教について述べられる時に、浄土宗を開い

たのが法然であり、日蓮宗を開いたのが日蓮。そして浄土真宗を開いたのが親鸞

だという形で触れてきたわけです。 

勿論、中学とか高校の頃は、その内容については殆ど理解できていませんでし

たが、ただ、一寸困った第一印象のようなものが、その時私の中に入り込んでい

たのを、後から気づいたんです。それは浄土真宗を宗派の名前の一つと受けとめ、

仏教はいろんな宗派が縦割りにあるんだと、そのうちの一つが浄土真宗だと、こ

ういう理解をいつの間にかしていたわけです。 

そうすると、仏教の中の一つの宗派にすぎないものだけに触れていくという抵

抗感がありました。何故全部のものに触れようとしないのか。何故この一つだけ

なのかという抵抗感や躊躇があったと思います。又、実際に触れてみても初めの

頃は、やはり一つの宗派という思いがありますから、その点どうしてもしっくり

こない。 

それからだんだんとわかってきたことは、浄土真宗は宗派の名前と言ってもい

いけれども、もっとそれ以上に宗派以前と言いますか、浄土真宗とは何なのか、

ということの答えが、じつは「浄土真宗」というこの言葉自体の中にあったとい

うことなのです。 

結論を一口で言ってみますと、仏教の歴史は、お釈迦様に始まるわけですが、
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お釈迦様以降、真の仏教とは何であるのかと、たくさんの人がずっと尋ねてこら

れた、それが歴史の姿であるわけです。そして遂に明らかになった本当の仏教、

それを浄土真宗と言うんだと、こういうことなんですね。 

しかしそのように言えば、他の宗派はどうなのかと、それらを無視して独善

的・独断的に言っているのではないかと、そのようにも思えてくるようですが、

決してそうではなく、仏教が「浄土真宗」の名で表わされることによって、他の

宗派の教えなども含めて、初めて総合的に本当の姿を明らかにしたのだと、こう

いうことなんだとわかってきて、やっと胸を撫で下ろすというか、落ち着きを得

たような思いがしたのです。 

即ち、「浄土真宗」というのは、一宗派の名前ではなく、釈尊以来尋ねてこら

れた真に人間を解放し救う教えである仏教の、本当の内容･姿を明らかにしたも

の、ということです。教科書を初め、多くの場合､浄土真宗は他宗派と並んだ一

つの宗派という位置づけで述べられますが、じつはそうではなく、あらゆる宗派

の教えを含めて、遂に明らかにされた仏教そのもの、という位置づけが正しいの

ではないかと思います。 

 

私自身、一宗派であれば、どうしても心が落ち着かない。私自身は根源の道に

立ちたいという要請を心の中に持っています。せっかくの人生、根源に立ちたい､

という願いです。しかし、いろいろと教えていただいて、今申したようなことだ

ということが分かってきました。そういうことであれば、私の全体を挙げて求め

ていくことができるものだ、ということになります。 

実際、浄土真宗そのものが私に呼びかける。そこに真実の呼びかけを聞くこと

ができるように私は思いますから。私という存在自身、いろいろな思いや迷いは

内にあっても、結局、その声を聞き、応えていきたいと、そのように自然に身体

が動くものですから。そういうわけで、細々とではあっても、私はこの世に生ま

れて生きていく以上、私のスタイルでという限定はありますが、真実なるものの

声を聞いて生きていこう、そしてそれに応える生き方をしていこうと、少しずつ

生き方が変わってきたというわけです。 
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そのことを思えば、日本の学校教育における宗教や仏教の取り扱いは、いかに

表層的であるか。真実の宗教によってでないと救われない人間存在に対して、そ

の人間形成期における基本的な教育を担う学校教育が、人間における宗教原論の

ような最も大事なことを教えることができないということは、とても残念なこと

と改めて思うわけです。 

 わが国にどんな歴史的な事情があろうとも、それらを勇気をもって乗り越えて、

また宗派間の教えの違い等という枝葉末節にとらわれずに、真に人間を人間とし

て受けとめ、その根源の魂の叫びに応えていく教育をこそ、積極的に行なわなけ

ればならないのではないかと思うわけです。 

 

二 「真宗とは何か」の問い 

そういうわけで、「浄土真宗」という言葉は、なかなかの言葉なのです。今日

はこのことをやさしくお話しようと思っていますが、ひょっとすると難しくなる

かもしれません。ご容赦ください。 

先ず、「浄土真宗」の「真宗」の方からみてみましょう。これはよく言われま

すように、真実の宗教ということですね。「真宗」という言葉が生まれてきたそ

の背景を考えますと、もちろん「真宗」は一つのものですが、歴史的に二つの真

宗といいますか、二つの局面で「真宗」が問題にされたと見ていいのではないか

と思っています。 

第一の真宗は、お釈迦様が覚られたものを指します。お釈迦様は真実の宗教を

明らかになさった、ということです。それが仏教ですね。 

第二の真宗は、お釈迦様以降、お釈迦様が説かれた仏教とはどのような教えな

のかと、後の人々は尋ね続けてきたのです。間違った受けとめもたくさん出てき

ました。即ち、容易に理解できなかったわけですね。その尋ねる時の言葉が、あ

の理解も違う、この理解も違う、「そのようなものでなく、果たして真実の宗教･

真宗とは何か」ということです。 

このような文脈で「真宗」という言葉が歴史の底流の問いのようになって流れ

てきたのではないかと思います。それが遂に明らかになった。「これこそが真宗」

なんだと。浄土に立つところにこそ真実の宗教がある、ということで「浄土真宗」
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という言葉が現れてきたように思います。 

 

「真宗」という言葉を使った代表的なものとして、「念仏成仏是れ真宗」とい

うのが、わりと古い時期にあります。真宗の全体を尽している大変な言葉ですが、

簡単に意味をみておきますと、まず「念仏」というのは「南無阿弥陀仏」と申す

ことですね。念仏申す、そこに私たちの目標である「成仏」、仏になる、このこ

とが起こる。言い換えれば、この人生に生まれ生きて、本当によかったと言える

人になると。充実した人生を賜わり、本当によかったと、感謝をして生涯を生き

てゆける。それが具体的に仏になるということです。 

 

三 浄土ってなに？ 

次に「浄土真宗」の「浄土」ですが、「浄土」ということが真宗とは何かを表

わすキーワードになっています。この「浄土」とは少しニュアンスがずれますが、

「念仏」をキーワードとした表現が「念仏成仏是れ真宗」ということですね。今、

浄土真宗と言ったのは、浄土という世界を生きる、ここにこそ真実の宗教はある

んですと、真実宗教の相、人間の救われた姿、人間本来の生き方を、浄土という

言葉、これ一言で全てを代表して表わしているわけです。 

さて、しかし、この浄土というのがなかなか分かりにくいんですね。私自身も

初めはまったく分かっていませんでした。浄土だけではありません。なんもかん

もまったく分かっていなかった。世間の言葉ならともかくですね。これら浄土と

か念仏とかは仏教の言葉でしょ。私自身は仏教の言葉の全てを誤解していたよう

なもので、それは仕方がないと言えばそうかもしれません。誰からも正しく教え

てもらったことがなかったわけですから。仏様の言葉を人間が少々考えても、正

解を得ることなどできないわけです。 

浄土というのも、何とも不思議なことを人は言うもんだなと思っていました。

そのように、分からないなりに自分の中にあったイメージは、やはり私たちのこ

の現実社会とは違った別個の世界があるんだと。どうしてもそう考えるんですね。

ひどい場合には、私たちが亡くなった、死んだ後の世界を、死んだ後というのは、

言葉では言いますが、実際はよくわかりませんが、死後の世界を浄土と考える。
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どうしてもそのようにイメージしやすい。 

私も誰から教えてもらったのでもないけれど、いつの間にかそのようなイメー

ジができていて、どうしてそのようなおかしな世界のことを人は考えるのだろう

かと思っていました。もちろんそれは、私自身の考えがまったく間違っていただ

けの話なんです。先入観とはまことに怖いもの、そして愚かなものです。 

 

四 大乗仏教が見出した救いの世界 

それでは浄土とは一体何か。少し回り道になりますが、その前に、大乗仏教が

提起した課題ということについてみてみましょう。なぜ回り道をするかと言えば､

｢浄土の素姓｣を明らかに知りたいからです。人に出あっても､その人の素姓がわ

からなければ､一寸付き合いにくい。逆に素姓がわかって信頼できれば､その人が

少々どんな人であってもかまわない。それと同じようなことです。 

仏教の歴史については、今はごく簡単にしておきますが、釈尊が亡くなられて

以降、仏教の受けとめは、まず小乗仏教が現れ、次にこれを批判する形で大乗仏

教が現れました。それが紀元前一世紀の頃だと言われています。 

大乗が小乗の人を批判したポイントは、自己の救済と煩瑣な哲学的受け止めに

偏っていた人たちに対して、釈尊が説かれた教えはそのようなものではない。自

己も他も共に救われていく大衆的な道が真の仏教であるということです。そして、

その自他共なる救いを生み出すものが「真如」「大涅槃」｢滅度｣などと呼ばれる

真実の世界でした。 

真実と出会い、真実と一つになり、真実の世界を生きていくこと、そこにこそ

真の人間の救われて生きる姿、人間本来の姿がある。ここには、私たち人間の独

りよがりの閉鎖された救いではなくて、本当に「共に」という人間本来の姿が成

立しているように思います。 

大乗ということは、まさしく私たちのあるべき姿を示しているわけです。人間

は「間」という字を書いて表わすように間的存在と言われます。一人の人を、こ

の人はどんな人か知ろうとするときに、その人だけを見てもよくわからない。そ

の人は一人だけで生きていないからです。様々な人と様々な関係を結んで生きて

いるのが人間。家族もあれば、仕事仲間もあり、隣人知人、仲のいい人悪い人、
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様々な関係を持って、即ち「間」をもって生きているのです。 

ですから、この人の救いを考えても、一人で救われるということはありえない

のではないかと思います。一人だけでなく､それら様々の「間」が救いにおいて

大きくものを言うのです。 

 

「懇
ねんご

ろ」という言葉もこの大乗ということを表しているようです。この言葉

は「根が絡む」ということから来ているようで、地上では草木は一本一本別々だ

けれども、地中深くはお互い根が絡んでいるのだと。一つのいのちだと。ですか

ら、自分にとっていいものがあると、それを独り占めにせず、人へ勧める。仏教

の教えのように、あらゆる人を真に救うという教えに出遇い、その真価がわかっ

てくると、人に勧めざるを得なくなるのです。 

 

仏教の教えに出遇うことによって、様々な人と私とのこれまでの「間」が、新

たな「間」へと変わっていくのです。親を深いところから受けとめなおし、友へ

は単なる付き合いを越えてこの道を伝えたいと思い、憎んでいた人を赦し、冷た

く当たっていた人にやさしくし、無関心であった分野にも関心を示し、様々な

「間」によって作られていた自分の世界の中での自分の位置が変わってくるので

す。それが、人がそもそも大乗的存在だということです。 

勧めるという場面を考えても､まさに間的存在がフルに発揮されているわけで

す。一人の人の上に、もしその人が救われる道が明らかになれば、もう自分だけ

のものにはできない。必ず、素晴らしいものがありますよと言って、それまでの

仲の善い・悪いは超えて、お互い同じ人間ではないかと、これを勧めざるをえな

い。それが人間なのだと。自ら救われ、他の人も又救われていく、共に歩んでい

く道ですね。 

そのような救いを生み出すものは一体何なのか。それが、真実なるものに出遇

うということ、このことなんだということが大乗仏教の歴史の中で、生きる目的､

達成すべき世界として謳われてきたのです。これは本当に正解だったわけです。 

 

五 どのように歩めば真実に至るか 
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ところが、そこまではよかったのですが、ここで又一つ大きな問題が現れまし

た。真実なるものと出遇うことはどうすればできるのかということです。これが

仏教を問い返す歴史の歩みの中で、問題の最大の焦点だったわけですね。 

実際､多くの人が、こうすれば真実なるものに遇えるのではないかと､行なって

いったたくさんの道があります。それは、真実なるものに対して、それから離れ

て今ここにいる自分が､どのように歩めば真実と一つになることができるかと考

えたのです。この考え方を問題解決の前提としたのです。じつはこの前提には､

大きな誤りがありました。 

真実なるものがあれば、そこへ向かって自分の力で歩んでいけばいいではない

かと考えるのです。何の不思議もないかもしれません。百人中百人がそう考える

かもしれません。他にどのやり方があるというのだと。自分の全力を出して､歩

みぬいて、遂に真実に至る。これが自分の道だと。まちがいなく歩んでいける、

至ることができると信じて疑わないわけです。 

真実でない私達が真実のところまで間違いなく歩んでいけるというのは、客観

的にみれば、おかしな考えです。真実が真実だと分からないのですから、間違い

なく歩むということなど、できるはずもないのです。 

けれども私達は、自分とは何かが実はよく分かっていません、真実が根本的に

欠けている存在であるということが分かっていませんから、歩めば行けるに違い

ないと思うのです。その思いが正しいのかどうかという検討などはしません。行

けるんだというその思いでやっていこうとする。 

 

実際長い間、ある意味で今でもそれは続いているわけですが、仏教の歴史の中

で実に沢山の人達がそのようにやっていきました。そうすると、このやり方でや

ってゆくと、自ずと問題になってくるものがあります。どんどんと進んでいける

はずの歩みを邪魔するものが現れてくるのです。それも自分の中にです。それが

煩悩です。歩もうとする私に前に立ちはだかり、私を煩わせ悩ます心のはたらき

です。私の歩みの邪魔をするものです。 

邪魔をするからけしからんと言って、やっつけよう、消し去ろうと思っても又、

むくむくと出てくる。縁があれば必ず出る。不死身の心です。煩悩成就とか煩悩
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具足といわれます。成就や具足という言葉は強いニュアンスの言葉で、何か縁が

現れて、それを邪魔する煩悩が起こらないとか、起こるのに失敗した、というよ

うなことはありません。必ず起こるのです。 

結局、真実へ至る道が実質的に煩悩との闘いの道となってしまいました。実に

沢山の人が実に長い間かかってやっていったのですが、なかなか煩悩が超えられ

ないんですね。結局、真実なるものに対して、自分の力を信じて歩もうとするの

は非常に困難。不可能と言ってもいいほどの道だということになってきました。 

救われたいと思っているのは皆です。しかし実際至ることができる人は、ほん

の僅か、あるいは、ゼロかもしれない。そのような厳しい道であれば、これは皆

が救われる道とは言えないということになってくるわけです。 

 

六 浄土は真実なるものが私のために現れた世界 

一方、そのような歴史の中に身を置いて、何が本当の仏教、真宗だろう、真実

と一つになるにはどんな道があるのかと､尋ね求めた人達もいたわけです。その

人達の考えは代々受け継がれて、細々とではあったけれども、流れていたんです

ね。そして、遂に親鸞という人のところで花開いたんです。 

親鸞の直接の先生であったのが法然という人です。四十年ぐらい歳が違います

けれど。法然のところでほとんど明らかになっていた真の仏教を、もう一押しし

て徹底させたのが親鸞です。親鸞の前には、法然を初めとして、インド･中国･日

本と国を越えて、七人の高僧がいて、この人たちの教えを親鸞は学んだと言われ

ます。この人達によって本当の大乗仏教、即ち真実なるものに出遇う道が明らか

にされたのです。 

親鸞によって明らかにされた仏教は、先の、自分の正体を知らずに真実を求め

る力があるという考えに立って求めるのではなく、求めようとするところの真実

なるもの自体が願いをおこして、私にはたらきかけ、遂に私を救っていく。その

真実なるもののはたらきに目覚め、はたらきを受けとめていくことだ、というこ

となのです。 

真実は、私の方からそこへ行くというのであれば、じっとしている真実です。

何もはたらかないような真実です。そうではないんだと。真実はその根本に願い
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を持っている。真実でないものにはたらきかけて、その者を必ず真実にする。こ

のような願いを根本に持っているのが真実なんだと。 

その際、真実が真実の次元のまま、私たちのところの近づいても、私たちには

分かりません。関わりの持ちようがありません。ですから真実の方がその願いに

沿って、私達に分かるようなものとなって現れているのです。その世界なら私達

に分かる。人間存在の根源から関わることができる。 

私達に分かるとはどういうことかと言えば、人間は人間独自の生き方をしてい

ます。その生き方と同じ次元、同じ内容となって現れてもらえば私達に分かる。

具体的には、私達の生きる構造は心とその反映である行い･行動。この二本柱で

しょう。心の方が深い。この構造で人は生きている。そこを押さえるのです。 

真実が真実であることを失わずに、私達の為に、私達に分かるもの、私たちと

噛み合うもの、即ち、この心と行いの二つのものの具体的な内容となって現れる

のです。この具体的なものを私たちの上に成就しようという仏の世界を浄土とい

うのです。これが浄土のいわゆる「素姓」です。 

 

七 人を真に生かす立脚地・浄土 

心と行いについては又後から申します。先に浄土という言葉をみてみましょう。

浄土の「土」というのが少し誤解を生じるかもしれないと思います。これは普通、

今日私達が使っている言葉では、立脚地と言えばいいと思います。あなたはどこ

に立っていますかと言うわけです。あなたはどこに立って生きていますかと問わ

れて、はい、ここに立ってますと、下の地面を指す人はいません。立脚地という

のはいわば抽象的な大地なのです。 

たとえば、一つの教えがある。私はいつもその教えに立っていますと。先生が

書いてくださったその言葉を座右の銘にして、いつもその言葉を思って私は生き

ていますというのであれば、その教えの言葉が私の立脚地となるわけです。私達

は何等かのものを立脚地にして、そこに立って生きています。 

植物が大きく成長するのは大地を立脚地にしているからです。この大地がなけ

れば、大きくはなれない。立脚地の「地」は大地の「地」です。これが浄土の「土」

なのです。合わせれば「土地」ですね。そういうわけで、浄土とは、樹が根を張



浄土真宗とはどのような仏教か（岡本英夫）「まなざし４１号」より 

10／24 

って立つように、そこに私が立ち、立脚地とすることによって私の救いが具体的

に現実のものとなっていく、そういう立脚地。本当に私達を救い生かしていく立

脚地。これを浄土というもので現しているのです。 

すなわち浄土とは、一番根源の真実なるものの願いが私たちに触れることがで

きる形で現れたもの、真実なるものの願いが願いどおりに実現されたもの、この

浄土で私たちを間違いなく救うことができると。あらゆる人々を救いたいという

願いが百パーセント実現されて作られた世界ですね。そこに私達が立つ、ここに

立つことによって、浄土となって現れてきた元の真実なる世界に私達は出遇うこ

とができるのです。これが唯一、私達が真実と出遇うことのできる方法であり道

なのだと。 

 

親鸞という方はこのようなことを言われました。「慶ばしき哉 心を弘誓の仏

地に樹て 念を難思の法海に流す」と。これは大変大事な言葉になるわけです。

親鸞は自分の心を「弘誓の仏地」、即ち浄土ですね、私は自分の心を浄土に樹て

ることができましたと。浄土を我が立脚地として、浄土からのはたらきを受けて、

そのような樹ち方ですね。 

「樹つ」というのは、ただ、突っ立っているのではない。浄土の大地に根を張

り、その中に蓄えられ私にはたらきかけて来る養分を吸収して樹つというわけで

す。 

「念を難思の法海に流す」。私の思いを「難思の法海」すなわち真実なるもの

の世界に及ぼすことができる。難思というのは、その世界が何であるか私には考

えることができない。私は不実の存在。かたや真実の存在。次元が違います。次

元を超えた世界。 

この世界を｢難思｣と押さえることができたということが、自己の不実さに目が

覚めたということを表わしているわけです。遂に私は浄土に樹つことによって、

人間の最大の課題であり、そこに救いがある、真実なるものに出遇うことを成し

遂げることができましたと言われるのです。 

私の思いを真実なるものの世界に流す。考えることを越えた真実の次元を思う

ことができるようになりましたと。このあり方が、煩悩成就の私達が真実に出遇
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うことができる道なのだということです。ここにこそ真実と一つになる道があっ

た。これこそが真実宗教・真宗だと。 

従って、この道における具体的な鍵になるのが浄土です。浄土を我が立脚地と

して賜わり、そこに立つ。先の、自分の歩みで真実まで行くのだという人におい

ては、この浄土というものは必要ありません。しかし、そのやり方ではできなか

ったわけです。 

真実なるものに願いがあって、これが本願ですね、真実なるものに願いがあっ

て、その願いが、私達がそこに依って立つ心と行い、それを内に含んでいる浄土

を作り、私に提供してくださった。私はその浄土を人生を真に悔いなく充たされ

て生きていく立脚地として賜わり生きていく。この生きかたによって初めて真実

に出遇うことができるのだというわけです。そういうわけで浄土真宗と言うので

す。浄土が明らかになったところに、浄土に立って生きるところに真実の宗教が

あるということです。 

 

このような意味合いで「浄土真宗」という言葉があるわけで、初めに言いまし

たように、単なる一つの宗派の名前ではなくて、遂に仏教の最大の課題を解決し

た言葉なのです。それ故に、この教えを聞いていこうと。又、聞くことができた

者は、縁ある人々に呼びかけていこうと。このようになってくるわけです。 

 

八 真実なるものの具体的現れ----信心 

真実なるものの願いが、私達のために浄土という世界を作って、これで初めて

私と真実が浄土を媒介にして接することができると、こういうことですね。そこ

で次に浄土の具体的な内容をみてみたいと思います。 

浄土が私に接する、その接点ですが、先ほど申したように、私達人間存在のあ

り方や生き方とマッチして噛み合うように、私達にとって具体的なものとなって

真実なるものが現れるということです。それは何か。私達が心と行いで生きる存

在ですから、真実なるものが私自身の真実の心と真実の行いとなって現れるとい

うことです。 

先ほど「念仏成仏是れ真宗」という言葉を申しましたが、その｢念仏｣というの
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が｢真実の行ない｣のことなのです。一方、「真実の心」は何かと言えば、それが

「信心」。この二つなのです。 

 

先に信心についてみてみましょう。信心というのは、仏教の中でも誤解をされ

やすい言葉の一つだと思いますが、信じるという文字を書きますから、わけがわ

からなくてもとにかく頭から信じるのか、というようになりかねません。しかし

仏教における信心の意味は「明らかになる」ということです。「信じ込む」のと

「明らかになる」のとでは正反対ですね。 

「信」と訳すインドの元の言葉は、もう一つの訳として「忍」というのがあり

ます。｢信｣と｢忍｣、これは原語が同じ、従って同じ意味なんですね。日本語の感

覚では大分違うようですけれど。「信」の意味をよく伝える熟語として「信知」

という言葉があります。信知する。これは、明らかにするという意味です。即ち、

「信」と「知」とは同じ意味なんです。 

「忍」の字も忍ぶということで、なにか耐え忍ぶ、我慢をするという感じなり

ますが、これに言篇を付けるとぐっと違ったニュアンスになります。「認」、つま

り認識ですね。忍は認識という意味なのです。これもハッキリ分かるという言葉

ですから、信知も認識も同じ意味。そういうわけで、信心とは、はっきりと明ら

かになった心のことです。目覚めの心なのです。これが基本的な意味合いでしょ

う。 

仏教は、目覚めの宗教、自覚の宗教と言われます。目覚めた人が説いた教えで

あり、その教えは私自身が目覚めていく教えであるわけです。仏教という教えに

よって目覚め、そこに明らかになるのが、自己自身、自己とは何であるかという

こと。さらに、遂に出遇っていくべき真実とは何であるかということ。これらが

有機的に相互関連をもって明らかになってくる。それを信心と言うのです。 

 

九 私においてはたらく真実信心 

その信心は、浄土を大地として立つことによって私の上に成就する。ではその

信心において生きるとはどういうことか。前回の最後に申し上げましたが、親鸞

という方は生涯をあげて三つの感動を仰っています。この感動が親鸞という一人
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の人の存在の最根底を貫いたのではないか。そこに親鸞という人が救われて生涯

を生きたと言える具体的な事実、あるいは証明があるんだと思います。一つは「誠

なる哉」、そして「慶ばしき哉」と「悲しき哉」ですね。 

自分が求めて求めてやまなかった真実なるものに、遂に遇うことができた。南

無阿弥陀仏、ここにこそ具体的な真実があったと、日々の生活の中に、南無阿弥

陀仏と申す念仏として、あるいは様々な教えとして顔を出してくる真実に触れて、

ここに真実があった、ここに真実があったと、誠なる哉、誠なる哉と、この感動

が生涯を貫いているのです。親鸞は真実なるものに遇い続けたのです。 

遇い難い教えに遇うことができて、遂に真実なるものが私に提供してくれた浄

土という世界に、私は触れることができましたと。この世界を我が立脚地として

立つことができましたと。そして真実の世界に私の思いを及ぼしていくことがで

きるようになりましたと。そこに慶びと同時に悲しみ、正反対に矛盾するようで

すが、慶びと悲しみがある。 

悲しみとは、遂に無くならない我が無明煩悩に対する悲しみ。どこまでも煩悩

の存在であり、真実を大切にするどころか、むしろ無視し背いて生きようとする

自分であることがいよいよ知らされてくる。｢慶ばしき哉｣と同時に｢悲しき哉｣。

悲しき存在の上に成就する真実の表現でしょう。 

 

自己がいよいよ明らかに知らされ、同時に真実なるものの心に出遇っていく。

真実なるものに出遇うということは、単なる出遇いではない。真実を否定し、無

いものにして、その代わりに自分の思いを正当化し真実とみなして立てて、我執

煩悩が正体の自分の力で自分をよい状態にしていこうとする。この自分を明らか

に知らされていくところに、私を大悲してくださる真実に出遇うことができるの

です。自己を悲しむところに真実との出遇いがあるのです。親鸞のこのような感

動が、本当に一人の人の最も深いところを動かしたのだと思います。これが信心

の具体的な姿なんでしょう。こういう感動となって現れるのですね。 

 

それらを踏まえ、さらに具体的に申しますと、真実に遇い、教えを聞くことが

できるところに私自身の感謝がある。そしてこの教えの指し示す世界をもっとも
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っと求めて、もっと明らかにしていこうという願心が起こる。同時にどこまでも

この世界に背を向け、無視していこうとする「我」の自己を知らされて、申し訳

ない私であることを真実なる仏さまに対してお詫びをする。それが懺悔
さんげ

です。 

そして、この生死界の人生に対しては、「横超断四流」と言われるように、生

老病死の問題を受け止めていく。また、迷いの自己を照らされ、貪欲の自己中心

さを知らされ、我中心の考え方の過ちに覚め、深い無明の闇の自己を限りなく教

えていただく。教えによって自己を知らされ、深く自己を詫び、力強く明るく生

きていく。これが信心のはたらきと力です。 

これら信心が私自身が生きていく基本の心ではないかと思います。これが信心

の具体的な現れ。この信心を私達の上に成立せしめようというのが真実なる仏様

の一番根本の願いですね。ですから、信心において自己と真実が明らかになって

くることを、浄土に立つと言うのです。浄土という世界に触れて、そこに立って、

真実なるものからのはたらきかけをどんどん頂いて、いよいよ自己と真実が明ら

かになっていくわけですね。 

 

十 名となってあなたのところに現れよう 

もう一つの真実なるものの現れ、それが念仏です。｢念仏成仏是れ真宗｣の言葉

はでは、私達が救われるのは、念仏によるんだと。これが真宗、真実の仏教です

よということでした。さて念仏。南無阿弥陀仏と申すのが念仏なんですが、なか

なか分かりにくいですね。私自身も最初の頃はなかなかこれが分からない。信心

の方は比較的分かりやすいという感じがしましたが、念仏がどうも分かりません

でした。だからなかなか申さなかった。 

分かるきっかけと言うか、ポイントのようなものですが、一つは、念仏する行

為の表現は普通よく｢念仏申す｣と言うのですが、丁寧に厳密に押さえると「称す

る」と言うのです。｢称名念仏｣と言います。念仏を「となえる」と言うとき、「唱

える」ではなく、「称える」という文字で表すのです。｢唱｣の字は使わない。 

「称」の字の使い方は、例えば、左右対称と言ったりします。右と左が同じだ

と。ここに計りがあって、右と左が釣り合うと言うわけです。では、何と何が左

右対称で釣り合うのか。私が南無阿弥陀仏と念仏申すということと、私が真実の
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はたらきを全面的に受けるということとが釣り合うのです。 

真実のはたらきを受ける、即ち真実に出遇う、これが私達の目標です。ここに

救いがあるのです。ではどうすればその出遇いを得ることができるかという問題

だったわけですね。その答えが、念仏申すところにある。念仏申すことが真実に

出遇うことと釣り合っている。同じ意味を持つのだということです。 

 

分かりやすい譬えで申しますと、小さな子供がお母さんを呼ぶ場合。一人で遊

びに行って、家から随分離れたところに来た。日が暮れる、腹は減る。その時に

何と言うか。「お母さん」と言うのです。お母さん、腹が減ったとか、早く帰り

たいとか、ここはどこだか分からないとか、具体的なことは言わない。要するに

「お母さん」だけを言う。その「お母さん」という言葉を声になして表わすとこ

ろに、子供がお母さんを思う、そのお母さんのすべてがある。お母さんについて

のことを一々述べだすと際限が無い。そのお母さんのすべてが、「お母さん」と

呼ぶ声の中に寸分違わずあるのです。 

この場合、厳密に言えば、この子供は｢お母さんと言った｣といわずに、｢お母

さんと称した｣、ということになります。お母さんであるその人の名前を称して

いるのです。ただ、お母さんという言葉を言ったというのではありません。｢称

する｣ところに、お母さんのすべてに出会うことができる。「お母さん」と称せば、

その子供の前にお母さんのすべてが一挙に現れてくる。何にも欠けていない。称

することが出会うことなのです。 

 

真実なるもの･仏さまにお会いするのも同じなのです。南無阿弥陀仏と称する

ところに、仏さまのすべて、真実のすべてが一挙に現れてくる。称することが、

その現われに出会うことです。南無阿弥陀仏というのは仏さまの名です。しかし

この名は、単につけられた名ではなく、名のって私の前に出ていく名です。南無

阿弥陀仏というこの言葉は私たちに分かります。この分かる名となって、遂に根

源の真実が姿を表わしたのです。名となれば人々のところに自らを現わすことが

できる。これが仏さまご自身の選択であったわけですね。 
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名というのは凄い力を持っています。名を口に出す、そこに名となって表れて

いるその全体が、それを口にしている人の全体にはたらくのです。子供が「お母

さん」と言えば、お母さんの優しさが一挙に湧いてくる。「お母さん」と言った

がために、涙がどっと出るかもしれない。また「お母さん」と言うと、こんな遅

くまで何をしているんだと叱られている感じがして、またどっと涙が出るかもし

れない。｢お母さん｣と呼ぶそこに、お母さんという存在が間違いなく現れて、お

母さんの力が間違いなくその子供にはたらくのです。 

仏さまの名を称する。南無阿弥陀仏と名を称する、そこに、仏さまが現れて私

にはたらいてくださる。それが仏さまと出会うということ。仏さまのほうが私に

出会ったというか、来たったということです。私を救わんとする真実なるものの

願いを実現したはたらき、このはたらきと一つになった、このはたらきに摂めら

れた、ということなのです。 

 

十一 南無阿弥陀仏を受けとめる姿勢 

では、南無阿弥陀仏とはどのような意味か。こういう発想にすぐなりやすいの

ですが、ここで注意をしなければいけないのは、私達の認識が、南無阿弥陀仏の

意味を受けとめるというのではないのです。認識の対象ではない。もしそのよう

に受けとめれば、意味は分かっても、自分には何にもはたらいてこないことにな

ります。 

南無阿弥陀仏の意味はと私達が問うのは、すべてものを対象化して、その上で

意味を把握し、それを認識していこうという人間の分別心の然らしめるところで、

無理はありません。しかし、こと南無阿弥陀仏という仏さまのことに関しては、

そのような認識では正しく分かったことにならないのです。 

ではどういうものとして認識すればいいのか。ここに浄土真宗を受けとめる上

で、ある意味で最大の課題があると言っていいかもしれません。皆さんの中には

初めての方もおられますので、あまり突っ込んでお話することは控えますが、い

くつか大事なことがあるように思います。 

まず、教えを聞き開くということです。単に聞くのではない。単に聞くのであ

れば、何かの資格を取るのに何日間かの講習を受けてそれでよしということにな
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ります。そうではなく、自己の全体をもって、自己の全体を問題にして聞き抜く

のです。 

浄土真宗は、念仏申すことが最も大事というか、ここに極まるわけですけれど、

しかし念仏を申すだけでは問題があります。｢仏法は聴聞に極まる｣という言葉も

あります。極まるものが二つあるわけです。どちらなのか。念仏なのか、聞法な

のか。そのように初めは思えるかもしれません。ギクシャクしているわけですね。 

 

念仏申すことは、口で南無阿弥陀仏と言うだけのことですから、簡単で小さく

狭い行為のように思えるかもしれません。しかし、これは単なる発音でもなく、

ましてや呪文でもありません。親鸞聖人は｢大行｣と受けとめられたのです。真実

なるもののはたらきです。 

この私が念仏を申し、そこに救いがある。これはいったいどういうことなのか。

これまでの人生で一度も考えたこともないことです。なぜ私が念仏申すことで救

われるのか。私をその一言で救う念仏を誰が作ったのか、どうしてあるのか。そ

もそも念仏とは何なのか。 

これらのことは聞法によって、そして聞法を土台にした具体的な人生を送るこ

とによって、即ち、その人生の中における仏法と自己との格闘において、少しず

つ知らされてくるのです。聞法が土台。人生の現実が材料です。 

様々な問題、様々な悲劇的現実を抱えた私が、仏法の前に坐り、教えを聞く。

教えの中に道を聞くのです。この私を助けようと立ち上がられた仏様のお意を聞

いて聞いて、聞き開いていくのです。ですから、聞法は不可欠の大切さを持つと

同時に、現実の人生も無くてはならないものなのです。 

 

もう一つは、自己を問題にするということです。念仏申すことも、教えを聞く

ことも、これをすればいいからするというのではなく、自己を問題にして、自己

との関わりの中でなされなければなりません。自己を問い、教えに問われること

は一面つらく厳しいことです。慣れていないことでしょうから、初めは戸惑いも

多いかと思います。しかし、あせらず、あきらめず、自分勝手な考え方をせず、

じっくりと時間をかけて、丁寧に教えに照らされ、自己の何であるかを少しずつ
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知らされていくことが大事でしょう。 

｢如来が分かれば自己がわかる。自己が分かれば如来が分かる。分からぬもの

は自己である｣という言葉があります。自己の姿、正体を次第に明らかに知らさ

れていく時、仏さまのお意の何であるか、念仏の何であるかが知らされてくるで

しょう。生涯が聞法の歩み。生涯を挙げて、私を大悲し救わんと立ち上がられた

仏さまの前に身を置いて、私を知らされ、仏さまのお意を知らされていく。この

歩みをすることが、人間としての必須科目、最大の仕事ではないかと思います。 

 

十二 南無阿弥陀仏とは 

以上のようなことと関わりがあるのだと思いますが、南無阿弥陀仏という言葉

をある方が解釈されたものとして｢言南無者即是帰命･･･｣という教えがあります。

これは善導という中国の唐代の人で、親鸞聖人が歴史上の師と仰がれた方です。

漢文で恐縮なのですが、この文章の普通の読み方は、｢南無と言うは即ち是れ帰

命なり･･･｣と読むところだと思います。 

そうしますと、｢南無と言うは｣のところが、普通何かを説明する時に、Ａとい

うのはこれこれです。Ｂというのはこうこうです。という時の「・・・というの

は」という意味だと受けとめられやすいわけです。ということは、善導のこの教

えが、｢南無というのは｣ということになって、単なる｢南無｣という言葉の説明に

なってしまいます。 

 

これに対してある方は、｢言南無者｣は、｢南無とのたもうは｣と読むのであると

おっしゃいました。｢言う｣は「いう」ではなく、「のたもう」と読むのだという

ことです。そうすると、いったい誰が南無とのたまわれたのか。おっしゃったの

か。それが阿弥陀仏である。如来である、ということですね。阿弥陀仏が私達に

おっしゃったのが｢南無｣であると。 

ということは、｢南無｣という言葉を、先ほどお話した私達の分別の対象として

認識しているのではなく、既に初めから、阿弥陀仏の私へのはたらきとして、た

だそれだけとして受けとめているということなのです。それ以外に｢南無｣はない

のだということです。そういう意味で、南無阿弥陀仏は、人間の分別思考の対象
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となるものではないのです。 

 

そういうことを十分に踏まえて、南無阿弥陀仏という言葉の一応の意味を見て

いきたいと思います。南無阿弥陀仏を、「南無」と「阿弥陀仏」に分けてみます。

「南無」の語の元はNamo、あるいはNamasです。これを音訳したのが「南無」

です。この語は感嘆詞あるいは感動詞と言われ、物凄く大きなものや素晴らしい

ものに出遇った時の感動の表現を表わす語です。それを訳す際に、誤解があって

はいけませんから発音で訳したのが「南無」です。 

では意味は何かと言えば、帰る、ということが基本になります。大きなものに

出遇う、素晴らしいものに出遇うと、私達はその世界と一つになりたいという思

いがおこる。素晴らしい景色が眼前に拡がると、どうでもいいから先に行こうと

いう気持ちになれない。一寸車を止めて、しばらく見ようかということになるわ

けです。その世界と一つになりたい、即ち、その世界に帰りたい。その世界に帰

ってその世界と一つになって生きたい。そういう思いが起こってくる。 

大きな世界と小さな存在との基本の関係は、大きな世界が小さなものを自らの

内に呼び、小さなものは大きな世界に入ろうとする。両者を結ぶ基本の関係、そ

れが｢南無｣ではないかと思います。大きなものから言えば、小さなものを悲しん

で｢帰れ｣の願いと呼びかけ。小さなものから言えば、帰る世界が見つかって｢帰

りたい｣と新たな生の誕生の表現ということですね。 

 

次に「阿弥陀仏」というのはAmitaとBuddhaですね。これも音訳です。ア

ミターは、無量という意味。量ることができない。それは、大量だから量ること

ができないというのではなく、Amitaの Aは、それに続く言葉を否定し、それ

とは関係が無い、ということを表わします。従って、mita即ち「量」とは関係が

ないものという意味です。 

私達は、なんでも数字や形、大きさ、色など、一口に言って形で判断します。

形を超えたものは分かりません。阿弥陀仏は形を超えた真実なるものが私達の前

に現れたものです。阿弥陀は私達に本願という形をもってはたらきかけますが、

本願の元は、形を超えた真実なるものです。その世界は、私達に触れる世界だと
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いっても、本体は形を超えています。 

 

では、無量とは何が無量なのかといえば、光明と寿命です。光明無量・寿命無

量と言います。光明は智慧のはたらき、寿命は慈悲のはたらき。智慧は光で表わ

し、慈悲はいのちで表わされるわけです。智慧は私達の無明煩悩の闇を照らし出

して、私の正体の何であるかを教えます。慈悲は自己に目覚めた私を新たないの

ちに蘇らせ、いきいきと人生を生きる身たらしめます。 

「無量」とは、その智慧と慈悲のはたらきが、人間の分別心で考えられる範囲

のものではない、即ち形あるものではないということです。 

分かりやすく言えば、私達を救う阿弥陀の智慧と慈悲のはたらきは、汲めども

尽きない限りなく湧き出でるはたらきで、私の生涯の最後まで、あらゆる問題に

対応してはたらきかけるものだ、ということです。阿弥陀の本願を英語で訳す時

に、Spontaneous Power（湧き出づる力）と訳される場合がありますが、こ

のようなことが背景にあるのかもしれません。 

 

十三 南無阿弥陀仏の大いなるはたらき 

この南無阿弥陀仏のはたらき、即ち、この世界のいわば根源、真実なるものが

私を救わんと立ちあがってはたらきかけてきたその先端。真実の具体化。私の上

にピッタリと成就する真実。この南無阿弥陀仏のはたらきかけに私が目覚めてい

く。これを受け止めていく。これこそが、私達がなすべきことであるわけですね。 

阿弥陀は、我が世界に帰れ、智慧と慈悲の世界に帰れと、はたらきかけてくだ

さる。そのはたらきが南無阿弥陀仏。浄土という世界を作って、あなたにこの世

界を提供するから、どうか浄土をあなたの生きる立脚地として立ってほしい。そ

のことによって間違いなく一番根源の真実なるものに出遇うことができるから

と。そここそ、真に帰っていくべきところですね。その呼びかけ、はたらきかけ、

力を、南無阿弥陀仏というのです。 

そういうわけで、「阿弥陀仏」というのは、はたらきなのです。先ほどの「言

南無者即是帰命」の続きは、「言阿弥陀仏者即是其行」つまり、「阿弥陀仏と言う

は即ち是れ其の行なり」。阿弥陀仏ははたらきだと言われます。はたらきに名前
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を付けたのです。 

真実なるものは決して、はたらかずにじっとしているのではない。だから、じ

っとしている真実へ私達が自分の力で歩んでいこうというのではない。それはで

きないこと。真実というのは、私に向けてはたらきかけてくるもの。初めからそ

ういうもの。「真実は、真実でない者にはたらきかけ、必ずこれを真実の者とす

る」これは何度も教えていただいたお言葉です。 

 

私達は、初めは南無阿弥陀仏を拒否するかもしれません。俺は俺の考えで生き

るんだとかいろんなことを言って。しかし、教えによって自己の何であるかを知

らされることによって、南無阿弥陀仏のはたらきが遂に私に至り届く。仏さまの

ほうが私に至り届いてくださるんですよ。ああ、有り難い、嬉しいですね。 

至り届けば、先ほどの例で言えば、お母さんの愛情や、厳しさや、細やかさや、

思いの深さなど、一切のものが子供に至り届く。親子の場合は赤ん坊の頃から至

り届いているんですよ。ですからその子が寂しい時に「お母さん」と言うわけで

す。「お母さん」と言って、自分の本当に帰るべき世界を思うことができる。全

身で思うことができる。お母さんと共なる世界を生きるのだと。 

真実なるものの現れ、阿弥陀の願いが私にかけられている。それに目覚めれば、

目覚めた私が南無阿弥陀仏と念仏申す。それが私の上に成立する「行ない」とし

ての「念仏」なんですね。行為、行です。この念仏申すという行が私の人生全体

のあらゆる日常の生活における行為の最も基盤になる行なのです。 

南無阿弥陀仏と念仏申して毎日のことをやっていく。そこに、日常のいつもの

行為だけれど、南無阿弥陀仏に摂め取られた行為となる。これによって、日常的

な行為で生きる毎日の営みが、真実との出遇いの中で、真実と一つになって生き

るということになる。これが救われて生きるということでしょう。摂取不捨とい

うことです。 

 

私のふだんの行為を捨てて、何か特別なことをするのではありません。ふだん

の行為のところに、南無阿弥陀仏と仏さまが、即ち真実なるものがやって来てく

ださる。仏さまの世界の中で仏さまの限りないお徳を頂戴しながら、仕事をした
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り、腹を立てたり、頑張ろうと思ったりするのです。それが真実なるものと一つ

になって生きる者の姿なんでしょう。 

ですから、その仏さまを忘れて自分勝手な思いで自分だけの中を生きて、自分

のやることを自分で判断してはいけません。それで一喜一憂するというのは、愚

かなこととなってしまいますね。念仏申して、仏さまの光のもとで見えてくる姿

で判断しなければいけないのです。また、自分の行為、自分の現実を、これは駄

目だと自分の判断の唾をつけてしまえば、もう、その現実のところで、仏さまの

はたらきを受けとめるということはできないでしょう。 

自分の現実を南無阿弥陀仏のはたらきのもとで受けとめて、「申し訳ありませ

ん、南無阿弥陀仏」となるのです。「ありがとうございます、南無阿弥陀仏」、「い

よいよこの道を歩んでいこうと思います、南無阿弥陀仏」と、このように全てが

南無阿弥陀仏で受けとめられてくる。我が現実の全てをもって南無阿弥陀仏の中

を生きていく。それが私の人生となるのです。 

 

この南無阿弥陀仏は、現に私の口で言えるのです。だからと言って、私と同じ

次元のものではありません。私の次元を超えた難思の世界なんです。私が思うこ

とができないような深い深い真実の世界からのものです。しかし、いつまでも私

の思いや行為の上に上ってこないようでは、私と関わりが結べません。私との接

点を持ち、触れ合うことができないといけません。 

その接点、触れ合いの事実、これが信心念仏ですね。信心念仏というのが真実

の私のところでの具体的な現れ、私が生きている次元での具体的な現れです。こ

の信心念仏で私達を救われて生きることができるものにできると。これが阿弥陀

の本願の具体的な戦略なのです。信心を成就しよう、念仏申す身にしようと、こ

のことをしっかりと願われる。 

 

十四 浄土が真実と私との問題を解決した 

以上のようなことが浄土真宗のおおよその概略ではないかと思います。極々の

ことですが。ですから、真実の現れである浄土、この浄土に立って生きる身にな

ること、ここにこそ真宗があるんだという意味合いで、浄土真宗と呼ばれるので
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はないかなと私は一応受けとめています。本来は根源の真実の世界に出遇い、一

つになるということ。これが私達人間の最大の目標。しかし、この世界は私達の

思いを超えた世界ですから、私の方からそこへ行こうとしてもできない。 

しかし、実はその真実なるものの方が願いをおこして私のところにきてくださ

っているのだという事実に、親鸞という人が歴史的な同じ気づいた人たちの教え

をもとにして気づいたのです。そして、それらの教えを集大成し、内容をもっと

深め、的確にし、ここに浄土真宗が生まれたということになります。 

 

そういうわけで、私たちの最大の課題は真実なるものに出遇うということ。問

題は、それが具体的にどうすればできるかということ。ここで浄土というものが

出てきたわけです。ですから、大切なポイントをどこで押さえるかです。根源の

真実なるもののところで押さえてもいいんです。それは既に大乗仏教全体が言っ

ています。その大乗仏教の課題をどうすれば実現できるか。それは浄土なんだと。

浄土に触れる、浄土に立つ。ここに初めて真実なるものに出遇うことができるん

だと。 

こういうわけで、浄土という世界の提起が大乗仏教の課題を解決したというこ

とです。ここにこそ真の仏教がある。それで浄土真宗という名称になっているの

ではないかと思います。 

 

ごくごく大まかな骨組みを申したのですが、親鸞聖人の教えは、このような構

造を核にして、沢山の経典や歴史的な様々な教えから、親鸞ご自身が教えられた

教えやこの構造を裏付ける教えなどを引用して、述べられているように思います。

また、教育者親鸞の面目躍如とした和讃を初め、分かりやすく説かれた書物も沢

山あります。 

そういう教えに触れて、浄土真宗の世界をさらに明らかにし、私とはこういう

存在だったのか。真実なるものの願いがこのようなものとしてあったのかと、私

自身のところで明らかにさせて頂くことが、とても大事になってくると思います。 

そこに親鸞が仰ったように、私達の上にもまた、誠なる哉、慶ばしき哉、悲し

き哉と、真に救われていく根本の感動というものが湧き起こってくるのではない
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かと思います。 

そういうところで今回は終らせて頂きます。ありがとうございました。 


