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真宗の目安 

２００３年４月３日  岡 本 英 夫 先生 

 

 今回は｢真宗の目安｣ということで、少し頂いてみたいと思います。『歎異抄』の後序に、

「大切の証文ども少々ぬきいでまいらせ候うて、目安にしてこの書に添えまいらせて候

ふなり」とありますね。そこに「目安（めやす）」という言葉があります。目安というの

は「基準」とか「標準」、あるいは「要点を箇条書きにした文書」という意味です。ここ

では、｢基準｣或いは｢標準｣の意味が適当だろうと思います。 

 とすれば、真宗の｢目安｣は、真宗の｢基準｣或いは真宗の｢標準｣ということになります。

即ち、真宗とは何かと尋ねる時、これが真宗ですよと、大まかに答え、しかし、大まか

だけれどもこれと違っては真宗にはならないのですよ、というのが｢目安｣ということで

しょう。大まかだけれども、きっちりと真宗のポイントを突いた表現が｢真宗の目安｣と

いうことではないかと思います。 

 では、何がその目安なのか。文脈から言えば、「大切の証文ども少々ぬきいでまいらせ

候うて、目安にして」ということですから、「大切の証文」にその目安が書かれていると

いうことになります。それをみると、大まかだけれども、これが真宗だ、逆に言えば、

これを外すと真宗ではないのだ、ということがわかることになります。｢目安｣の程度で

すけれど、大本のところをはっきりと示してくれているということで、この教えはしっ

かり受けとめなければならないのではと思います。これがこの問題を尋ねていく所以で

す。 

ではその｢大切の証文｣とは一体何でしょうか。 

 

大切の証文 

 『歎異抄』を書かれた唯円は、その後序に、次のように述べられました。先ほどの文

章が出される、その少し前のほうから見てみます。 

「おおよそ聖教には、真実権仮ともにあいまじわりそうろうなり。権をすてて実をと

り、仮をさしおきて真をもちいるこそ、聖人の御本意にてそうらえ。かまえてかまえて

聖教をみみだらせたまうまじくそうろう。大切の証文ども少々ぬきいでまいらせ候うて、
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目安にしてこの書に添えまいらせて候ふなり」 

 意味を取ってみますと、「およそ聖教の中には、真実を直接説いた教えと、その真実へ

人々を導くための仮の教え（方便）を説く教えとが、入り混じって説かれています。で

すから、その仮の教えをよく受けとめて、仮の教えが説く表の教えにとらわれて執着せ

ず、仮の教えが指し示す裏の教え、即ち真実の教えを頂くことが聖人の言わんとされる

本心なのです。この大事な点を汲んで、決して決して聖教を読み間違えることのないよ

うにしなければなりません。そこで今念のために、真宗念仏の教えとは何か、それを表

わす確実な根拠となる大切な証拠の文章を少しばかり抜き出して、聖教を正しく理解す

るための基準として、この書に添え申し上げる次第です。」およそ、このようになるでし

ょうか。 

 

大切の証文・第一の説  

そこで、何が目安になるかと言いますと、「大切の証文ども少々ぬきいでまいらせ候う

て」それを目安にすると言うわけですね。「大切の証文」を真宗の目安にするという。で

は何が「大切の証文」か。これがじつは確定しないんですね。｢大切の証文｣をこの書に

添える、とは言われたけれど、どれがその証文なのか、そこははっきりした言い方には

なっていないわけです。そこで私達は少し困るわけですね。 

これに対していろいろ考えられまして、大きく三つほどの説が出ています。先ず第一

が『歎異抄』前半の師訓篇十章、第一章から第十章まで、これが「大切の証文」だと。

こう言われる説があります。 

『歎異抄』の教えの核心は前十章にあります。ここに浄土真宗とは何であるかについ

ての師訓があり、全体では顕正篇の位置を持っています。これに対し後半八章は、これ

に基づいて展開される意義・破邪篇ですから、前十章について｢大切｣という言葉はあた

る一応あたるように思いますが、この説も強く批判されました。しかし、説として挙げ

られるということは、何か大事なことを言おうとしているのかもしれません。というわ

けで、これが第一の説。 

 

大切の証文・第二の説 

二番目の説は、『歎異抄』最後に、流罪記録の文章があります。「後鳥羽院の御宇、法
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然聖人、他力本願念仏宗を興行す。･････」の文です。これが大切の証文だと言われるわ

けです。 

この文の概略は、「後鳥羽院の時代に法然聖人が念仏宗を起こした。興福寺の僧侶が訴

えて、法然たちは無実の罪に処せられた。法然と弟子七名が流罪。弟子四名が死罪。法

然は土佐へ、親鸞は越後へ。他の弟子もそれぞれの地へ。西意善綽房以下四名が死罪。

親鸞は僧に非ず俗に非ず、禿の字を姓とすべく申し出て許可された。その上申状が今も

残っている。流罪以後、愚禿親鸞と書かれた。」およそこういう内容です。このような文

章が『歎異抄』の最後に付けられていて、これが「大切の証文」だというわけです。 

ところが、この｢流罪記録｣の文章には由来があって、これは『親鸞聖人血脈文集』と

いう書物があり、全六章のものですが、初めはその全体が「添えられて」いたけれども、

次第に欠落し、結局この｢流罪記録｣の一章だけが残ったのだと。これ以外の内容は親鸞

聖人がお弟子に出したお手紙によって構成されています。 

唯円が四十通余りある聖人のお手紙の中からこれらの手紙を抜き出し、また｢流罪記

録｣の文で親鸞が法然と共に流罪になるほどの深い関係にあったことを記している。とこ

ろが、それが『歎異抄』から離脱し『親鸞聖人血脈文集』となって独立した。けれども、

なぜか｢流罪記録｣の文だけは残った。こういうことのようです。 

ですから「大切の証文」と言うのは、この『血脈文集』の原型であった六章にわたる

文章全体ということになります。実際はほとんどが欠落して最後のこの｢流罪記録｣の文

章だけが残っていると、こういう意味合いでこの説が出されました。  

 

大切の証文・第三の説 

 以上の二つの説は江戸時代の説ですが、近代になってもう一つ出されます。これは、

『歎異抄』後序の、｢大切の証文｣の言葉が出る文章の、すぐ後に出てきます。というこ

とは、「大切の証文ども少々ぬきいでまいらせ候うて、目安にしてこの書に添えまいらせ

て候なり」と言ってすぐその次に、以下述べるのがその｢大切の証文｣ですよ、という文

の繋がりになります。 

このような文章ですね。まず「聖人のつねのおおせには」とあり、二つのことが言わ

れます。一つは「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためな

りけり。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
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ける本願のかたじけなさよ」。この言葉です。 

この言葉を唯円は、「聖人がつねに仰っておられたお言葉を今改めて考えてみると、善

導大師の機の深信の言葉、「自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、昿劫よりこのかた、つねに

しずみ、つねに流転して、出離の縁あることなき身としれ」という金言と少しも違わな

い。それを忝くも、聖人御自身の身に引き当てて説いてくださることによって、罪の深

さもご恩の高さをも知らずに迷い続ける私たちに、目を覚まさせようとしての教えであ

ったのだ」と受けとめておられるわけです。 

 

もう一つは、「まことに如来の御恩といふことをば沙汰なくして、我も人も善悪といふ

ことをのみ申しあへり。聖人の仰せには」とあって「善悪の二つ総じてもって存知せざ

るなり。そのゆえは、如来の御こころによしとおぼしめすほどにしりとおしたらばこそ、

よきをしりたるにてもあらめ。如来のあしとおぼしめすほどにしりとおしたらばこそ、

あしさをしりたるにてもあらめど、煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、

みなもって、そらごとたわごと、まことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにてお

わします」と、このお言葉ですね。 

 

前十章の内容 

「大切の証文」について少なくともこの三つの説があるようです。しかしどれが正し

いのか決着しないわけです。決着できて、その正解のものを受けとめて理解していけば

いいのですけれど、そうはいかない。それなら、これら三つの文章が言おうとしている

ことはそれぞれ何であるか。試しにそれを見てみようと思います。 

第一の説、即ち前十章を指すのだと言ったのは香月院深励です。前にも申しましたよ

うに『歎異抄』の教えの核心はこの前十章にあるわけですから、｢大切｣な教えには違い

ない。しかしこれに対して厳しく批判をしたのが妙音院了詳いです。どのような点での

批判かと言えば、｢大切の証文｣という｢証文｣とは、唯円の使い方によれば経論釈を指す。

しかし、前十章は唯円が直接聖人から聞いた言葉であるということ。また、前十章であ

れば、｢少々抜きいだす｣｢この書に添える｣という表現と合わない、などです。そのよう

に批判をして、了詳は自ら第二の説を立てました。それが『親鸞聖人血脈文集』であっ

たということですね。 
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さて問題は内容です。先ず第一章から十章までは何を説いているのか。それについて、

今詳しく取り上げるゆとりはありません。ごく簡単に申し上げてみますと、第一章は、

阿弥陀の誓願による念仏申すところに救いの成就する宗教。第二章は、本願の教えが人

間の上に届く道理と、その歴史。第三章は、他力を頼むしかない悪人と目が覚めること。

第四章は、聖道の慈悲の限界を知って浄土の慈悲に生きること。第五章は、念仏は追善

供養のためでなく自ら大乗のさとりを開くこと。第六章は、御同行は如来の催しに由る

のであって自分の弟子ではない。第七章は、念仏者は無碍の一道である。第八章は、念

仏は自己の行でなく如来の行である。第九章は、他力の悲願はお粗末なかくの如きの私

のためのものである。 

このように説かれてきて、そして最後の第十章が、これまでの九つの内容が私たちの

上に成立するということは実はこういうことだから、こういうことがあるからなのだ、

ということを述べるのです。結論です。即ち、「『念仏には無義をもって義とす。不可称

不可説不可思議の故に』と仰せ候いき」。｢無義｣の義とは人間のはからいを指します。｢義

とす｣の義は、道理という意味合いです。即ち、念仏とは、人間のはからいを超えた阿弥

陀のはたらきのことであって、そのはたらきをこうむるところにあるのだ、という意味

でしょう。そして、その阿弥陀のはたらきを「不可称不可説不可思議」と明瞭に押さえ

るのです。 

そして、後半の異議篇八章は、この「人間のはからいを超えたところに成り立つ仏教」

のあり方に反するものを挙げて批判を加えるのです。反するとは、もちろん、仏教の名

の下に実は人間の考えで終始している、その姿です。教えを聞きぬいて自己の闇が破ら

れることなく、人間の考えに立ったままで、これが仏の教えなんだと受けとめた。たと

えば、念仏は沢山申さないといけないんだとか、経典をしっかり勉強しないといけない

んだとか、あるいはお布施を沢山するほど大きな仏様になるんだとか、そういうことは

みな人間が考えた仏教です。それらはみな間違い、「無義」になっていないんです。人間

の考えを肯定したまま。これに対して｢歎異｣が起こるわけですね。歎異は人間的なるも

のに向かうわけです。『歎異抄』が問題にしているのはここなんだと。阿弥陀の本願と人

間との関わりで、最も問題になるのはここなんだというわけでしょう。 

このことを象徴的に表わす言葉が「不可称不可説不可思議」でしょう。｢称｣｢説｣｢思議｣

が人間の行為。それを｢不可｣で否定している。否定とは｢称｣｢説｣｢思議｣をしたい人間が、
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上から押さえつけられてしたくても出来ないという状態ではありません。真実なる阿弥

陀は、人間の行為を遥かに超絶したはたらきであった、人間の行為では救われないとい

うことがよくわかった、という意味でしょう。｢不可思議｣とは、よくわからないという

意味ではなく、よくわかったということを表わすのです。このことが『歎異抄』つまり

浄土真宗、仏教の言わんとするところなのだと。このことが、前十章で伺えると思いま

す。 

 

血脈文集の内容 

二番目の説、『親鸞聖人血脈文集』は何を説いているのか。これは聖人のお手紙が中心

です。聖典には載っていませんが、他のところにいくつか出ています。例えば、『末燈鈔』

の第二通ですね。「また他力と申すことは、弥陀如来の御誓のなかに選択摂取したまへる

第十八の念仏往生の本願を信楽するを他力と申すなり。如来の御誓なれば『他力には義

なきを義とす』と聖人の仰言にてありき」この「聖人」は法然聖人のことですね。この

文章は親鸞聖人が書かれた文章ですから、親鸞聖人が聖人と言われるのは法然聖人です

ね。 

続いて「義といふことは計ふことばなり。行者の計は自力なれば義といふなり。他力

は本願を信楽して往生必定なる故に更に義なしとなり」この「義なし」の義は、人間の

計らいの義ですね。このように説明があります。 

これは法然上人が「他力には義なきを義とす」とかつてよく仰っておられたとわけで、

それを親鸞聖人が受け止めて、「念仏には義なしを義とす」と仰ったと唯円が言われるわ

けですね。この「義なきを義とす」、「無義を義とす」というのがこのお手紙のポイント

のようです。 

さらに、『御消息集』の十一通目。「また弥陀の本願を信じ候ひぬる上には義なきを義

とすとこそ大師聖人の仰せにて候え。」ここまでは先ほどのものと同じですね。続いて「ま

た他力と申すは仏智不思議にて候ふなるときに煩悩具足の凡夫の無上覚のさとりを得さ

ふらふなる事をば仏と仏のみ御はからひなり。さらに行者の計にあらず候。しかれば義

なきを義とすと候ふなり。義と申すことは自力の人の計を申すなり。他力には然れば義

なきを義とすと候ふなり」とあります。即ちこのお手紙も、｢義なきを義とす｣が中心に

述べられていて、それを｢仏智不思議｣と押さえています。 
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また、『末燈鈔』第三通。「信心を獲たる人は必ず正定聚の位に住するが故に等正覚の

位と申すなり。」とあって、｢他力には義なきを義とす｣の道理がわかった人は、必ず正定

聚の位を生きる。現実人生に取り組んで正定聚不退の歩みをするのだと。 

このように『親鸞聖人血脈文集』にはお手紙が五つありまして、共通したテーマは「他

力には無義を義とす」と。さらに、無義を心得た者は現実人生を不退に生き抜くのだと

いうことです。 

唯円がそのように述べるということは、即ち、『歎異抄』前十章のつづまりが第十章の

｢念仏には無義をもって義とす｣であり、自分はそのように聖人からお聞きした。人間の

計らいを超えたところに仏法の働きがあるんだと。このことを明らかに説いたこれらお

手紙こそ｢大切の証文｣であるということです。 

 

義に準ずる 

深励さんの第一の説、それを批判した了詳さんの第二の説、それぞれ指し示している

文章はまったく違うけれども、しかし、それぞれの文章が言わんとしていることはまっ

たく同じです。これは驚きですね。｢義なきを義とす｣これが｢真宗の目安｣ということに

なってきます。 

善導大師という方に面白い言葉があります。「人情を以て義に準ずる」という言葉です。

どういうところで善導大師は仰っているかと言うと、『観無量寿経』を解釈する時の諸師

達の間違い、その間違いの一番の根本を指摘する時の言葉なんです。あなた方は人情を

以て義に準じたんではありませんかと。「人情」というのは、人間の考えということです。

「義」というのは、仏法の正しい教えですね。ですから、人間の考えを以て仏教の意味

を把握しようとしたんではないか、そういう意味合いでしょうね。 

そこが間違いなんです。人情を以てというところが間違いなんだと。そこを善導が強

く指摘するんです。この「人情を以て」がここの「義」ですね。人間の計らい。人間の

計らいを以って、人間の考えを以って仏教の教えを理解しようとしたんではありません

か、と。 

そこで「義に準ずる」という表現がなかなか面白いですね。この「義」は「無義を義

とす」の｢義とす｣のほうの義ですね。正しい仏教のことです。この正しい仏教に「準ず

る」というわけですが、この｢準｣が「目安」が意味する基準の準なんですよ。そもそも｢準｣
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という文字は、水平を測る器を言うわけです。平準器という大工さんが使う道具があり

ますね。そこから、平ら、水平という意味になり、その水平であることがいろいろなも

のの標準になり基準になったわけです。ですから、いま、仏教に対して一つの理解の仕

方をする。そしてそのように理解したところの仏教を、これが真の仏教なんですよと、

仏教を受けとめる時の基準にしてしまうわけです。 

その時に、如来の考え方そのものを受け止めていけばいいのですが、人間の考え方で

仏法を考える。そのように考えられたものを基準にしてしまう。つまり、『観無量寿経』

を誤解した人たちに対して善導は、あなたがたは、人間の考え方を以って如来の教えは

こうなんだと基準を作ってしまったんではありませんかというわけでしょう。人間の考

えでこれが仏教なんだという目安を作ったのではありませんか。基準を設けたのではあ

りませんか。基準を設けることはいいけれども、仏様の世界のことを人間の考えで判断

して、基準を設けたとすれば、それは大間違いですよ。こういうふうにして善導が諸師

達を批判するわけですね。 

諸師達の『観経』の読み方の間違いは、この一点にあるわけです。自分の考え、即ち

人間の考えで経典を読んだところに間違いがある。だから、このことが真宗の目安にな

るということです。 

 

聖人のつねの仰せ･･･五劫思惟の本願 

一応そうしておいて、しかしそれが真宗の目安になるということはどういうことか。

もう一つ、三番目の説を見てみましょう。 

「親鸞聖人のつねの仰せ」というのは、先に見ましたように二つあります。一つは「弥

陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり。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」と。 

この表現には大きな特徴がありまして、「弥陀の『五劫思惟の』願をよくよく案ずる」

と。そして、「そくばくの業をもちける身にてありけるを」、「そくばく」というのは底が

漠然としている、私自身の内面の底が漠然とし、底がよく見えない。見えないというの

は底が深い、私の闇が深い、そういう私を「『助けんと思召し立ちける』本願のかたじけ

なさよ」というわけです。そのように聖人が本願を頂いておられるわけです。 
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その本願の頂き方に非常に特徴があります。初めの文章の骨子は、「弥陀の願をよくよ

く案ずれば」ですね。上記の文章内の『 』のところを外すと骨子が浮かび上がります。

要するに阿弥陀の本願をよくよく頂いてみると、ひとへに親鸞一人、まさにこの私のた

めのものであったというわけです。頂くものは弥陀の本願です。その弥陀の本願を今表

現する時に、どのように、どこで押さえるか、それが問題です。ただ｢弥陀の本願｣これ

でももちろんいい。しかし聖人は、『五劫思惟の』という言葉を付けられた。これは大変

大きな特徴だと思いますね。 

 次の文章も、その骨子は「さればそくばくの業をもちける身にてありけるを、助けん

とする本願のかたじけなさよ」でしょうね。本願の忝さに御礼を言っておられるわけで

す。しかしその時にですね、「助けんとする本願のかたじけなさよ」でいいのですが、そ

うではなく親鸞は、「助けんと『思召しめし立ちける』本願」という言葉でここで押さえ

ているのです。 

このことは何を表わすのか。これが実は阿弥陀仏の因の位を表わしているのです。仏

の因、即ちそれを法蔵菩薩の歩みで表わします。法蔵菩薩の世界ですね。法蔵菩薩の歩

みのところで親鸞聖人は本願を押さえられているわけです。「思召し立ちける」というの

は、法蔵菩薩が私という存在をそくばくの業をもちける身であると明らかになさって、

だからこそ助けようとお思いになって立ち上がられた。これが法蔵菩薩の歩みの出発点

で、阿弥陀の本願が生まれる出発点です。出発点のところに私がいる。そくばくの業を

もった存在であると、存在の何たるかが明らかにされた私がいる。そのような私であり、

そのような私と認識された仏様ましますがゆえに、私を救わんとする仏様における歩み

が始まるのです。 

そくばくの業の私を助けようと思って仏様が立ち上がられて、私を救うために何をも

ってするか、その思索、救うものを選んでいくという選択の歩みを果てしなくなさった。

それが五劫の思惟なんだと。これによって遂に四十八願という本願を建立なさった。法

蔵の立ち上がりから四十八願の建立まで五劫思惟を要した。聖人が本願を押さえられる

時に、出来上がった四十八願のところで押さえるのでなくて、思召したちける本願の出

発点から本願が建立されるまでの因位の歩み、ここで本願を押さえられたんです。聖人

は本願の何を憶念しておられたか。聖人を根本から突き動かしていた本願とは具体的に

何であったのか、そのことが窺い知れるような思いがします。これが一番目の文章です
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ね。 

 

本願を建立し抜かれた仏のお意 

唯円がこのように「つねの仰せ」と言われるのは、親鸞聖人の八十代です。本願を因

位のところで押さえられるのは、聖人のご晩年の大きな特徴だと言えるでしょう。もう

一つ、和讃の中に「如来の作願をたづぬれば 苦悩の有情をすてずして 回向を首とし

たまひて 大悲心をば成就せり」というのがあります。 

この和讃は由緒のある和讃と言うか、聖人が八十四歳、息子の善鸞を義絶した。その

後の聖人のお心はどうであったのか。窺い知ることはできませんが、大変なショッック

があったでしょうね。その問題に聖人は取り組んでゆかれる。そして大体一年弱くらい

で解決をみたということが残された若干の資料から 伺えるようです。その中、約半年程

経った時に一つの書物を書かれます。『往相回向還相回向文類』といいます。その最初に

述べられる言葉、「『無量寿経優婆提舍願生偈』天親菩薩の教えに『云何回向 不捨一切

苦悩主情 心常作願    回向為首得成就大悲心故（いかんがえこうしたまへる いっさ

いくのうのしゅじょうをすてずして こころにつねにがんをなす えこうをしゅとした

まひて だいひしんをばじょうじゅせり）』と。この天親菩薩のお言葉。先ほどの和讃は

これとほとんど同じですね。この和讃は天親菩薩のこの言葉を基にして作られたのでし

ょう。 

このお言葉を最初に挙げて出してあるのがこの書物なのです。これはどういうことか

と言えば、「仏様はどのように回向をなさるのか」と言えば、「一切苦悩の衆生を捨てず

して」、この一切苦悩の衆生というのが親鸞にあっては具体的には義絶した善鸞、そして

そのことに苦しむ自分自身ですね。親鸞聖人においては、この二人が救われなくてはい

けない、自分自身も救われなくてはいけないし善鸞も救わなければいけない、そのよう

な者として位置づけられているわけです。阿弥陀はそういう一切苦悩の衆生を捨てず、

「心に常に願を作（な）して」おられたんだと。それが「作願」ということです。そし

て、「回向を首とし為して」、回向というのは阿弥陀が自己の全てを一切苦悩の衆生の上

に成就しようと、ずっと思って願っておられたと。 

この天親菩薩のお言葉をもとにして聖人が和讃に「如来の作願をたづぬれば」と作ら

れた。これも一口で言えば阿弥陀の本願を頂いてみるとということでしょうけれど、そ
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れを、如来の作願を尋ねる、と押さえられたわけです。特徴は先ずこの「作願」の「作」

にあります。これは如来が願をずっとなしていく、それによって出来上がったのが四十

八願です。即ち本願を作っていく過程を｢作｣の文字は指している。これが因の段階です

ね。単に如来の本願を尋ねるのではなく、その本願をどのようにして作っていかれたの

か、という因の段階で聖人は本願を押さえられた。その押さえ方が「尋ねる」というこ

とです。どういうお意なんだろう。本願を建てられたお意はどのようなものなんだろう

と、仏様のお意をずっと推し量って尋ねていかれた。このように本願を因のところで受

け止めておられるわけです。このように、聖人の特にご晩年は、仏を因の位で押さえら

れ、因の仏様を受け止めていかれたのではないかと思います。 

 

三つの説は同じ内容 

さてそこで、それでは「大切の証文」の候補となっている第一、第二の説と、この第

三の説とは違うのかという問題ですね。第一・第二の説は、｢無義｣即ち人間のはからい

のないところに本来の仏教はあるのだ、ということでした。人間のはからいを超えたと

ころというのが、まさに仏様の世界です。それをよく表わすのが､仏の因位のことではな

いかと思います。まさに、本願を起こされた仏様のお意がここにあるわけです。そうし

ますと、｢大切の証文｣としてあげられている三つの説は、文章、或いは文献そのものは

みな違うけれども、実は言わんとしていることはみな同じことだということになります。

即ち、｢真宗の目安｣、真宗とは何か、その基準となるものは、真宗は、人間のはからい

を越えたものだ、ということです。人間の考えで仏法がわかるのではない。その考えを

越えたところにあるものを受けとめる、ここに真宗があるのだと。 

私達は人間的な思いで仏とは何かと言うのを考えていく、そういう間違いをおかしや

すいんですね。その間違いを起こさない方法がある。方法と言うとおかしいですが、何

かあることが分かればその間違いをおかさない。それは何か。それが如来の因の世界で

はないか。この因の世界が知らされてくれば人間の思いで仏の世界を決定するという間

違いは起こらない。なぜなら、この因の世界はまさしく仏様の世界ですから。私達が立

ち入ることができないところです。その仏様の世界があって、それゆえに成就したのが

四十八願です。 

その仏様の世界には私自身も登場するわけです。仏様によって願われている者として。
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仏様が私達に対し大悲心を起こしている。仏様に大悲されている私という位置づけです

ね。その仏様の世界を知らされる。これによって初めて私達が人間の思いで仏を考える

ということ、善導の言葉の「人情を以て義に準ずる」という、この間違いが初めて超え

られていくのではないかと。そのことがここで言われているのではないかなと思います。 

 

私のために歩まれた仏に出遇う 

それともう一つ、三番目の「弥陀の五劫思惟の願」、この言葉をもう一度見てみますと、

「『･･･本願のかたじけなさよ』と御述懐さふらひしことを今また案ずるに･･･」となって

います。親鸞聖人がそのようにいつも仰っておられたことを、今また唯円が頂いていく

と、ということですね。唯円がどのように頂いたかといえば、親鸞聖人のこのお言葉は、

善導大師の「自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、昿劫よりこのかた常に沈み常に流転して

出離の縁あることなき身と知れ」といふ金言に少しも違はせおはしまさず」。機の深信の

お言葉ですね。本願の教えによって遂に自己を知らされたその言葉です。このお言葉は

聖人が生涯をかけて大切に頂かれた、その善導のお言葉に「少しも違はせおはしまさず」、

正に善導の機の深信のお言葉と聖人のお言葉と全く同じであると言うわけです。 

どこが同じなんでしょうか。ただ文面を見ると、聖人の方も「さればそくばくの業を

もちける身にて」云々とありますから、その辺が機の深信だということになりそうです

が、どこが同じなのか。そもそも善導大師の機の深信というのはどのようにして起こる

のか。それは先ず「一者至誠心」の歩み、ここから起こるわけですね。至誠心を起こし

て歩んでいけという教えを仏言として受け止めて歩んでいくところから起こったのです。

その歩みによって「二者深心」に転回していく。 

深心は大きくわけて機の深信と法の深信とあります。「自身は現にこれ罪悪生死の凡

夫」と自己とは何かが分かった、これが機の深信。そしてその自己は阿弥陀の本願に乗

じて生きていく存在だということがわかる、これが法の深信。ですから私自身は罪悪生

死の凡夫だけれど、それだけではない。そんな一面的な見方だけで一人の人間が自覚的

に存在するということはありえない。罪悪生死の凡夫に目覚めるということは、同時に

本願のはたらきに乗じて生きていく身であることが分かったということなんです。 

このように転回をしていくんですが、至誠心の歩みから深心へと転回せしめる一番鍵

になるものは何か。それが至誠心釈で述べられているわけです。初めは少し略しますが、
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至誠心の心を起こして行をやっていく。しかし、その行の質は、雑毒の善、虚仮の行な

んです。しかし自分自身ではそのことに気づかない。（雑毒の）善、（虚仮の）行、自分

では善をやっている、仏道の行をきちっとやっていると思っている。（  ）の中のこと

が見えないわけです。本人は善と思っていても、真実の眼から見れば、それは雑毒、煩

悩が混じっている悪でしかない。本人は行をやっていると思っていても、その中味は空

っぽ、何ら行になっていない。虚仮である。そのことが分からずに、自己肯定でやるわ

けです。 

しかし、遂にこれでは駄目なんだ、私の中に真実の善も行もないのだ、真実そのもの

がないのだと分かる時がくるんですね。「此の雑毒之行を回して、彼の仏の浄土に求生せ

んと欲する者は、此れ必ず不可なり」と。絶対にできないんだということが遂に分かる

時がくると言うわけです。「何を以ての故に」。では何故それが分かるのか。ここですね、

問題は。初めは善だ行だと思っていたけれど、遂に何かによって私がやっていることは

雑毒だったんだと、虚仮だったんだと、本当の自分の姿に目覚める時が遂に来ると言う

んです。 

 

何が私を翻すのか 

その理由が次に示されています。「何を以ての故に、正しく彼の阿弥陀仏因中に菩薩の

行を行じたまひし時、乃至一念一刹那も･･･」と言って、阿弥陀仏が因の位において菩薩

の行を行じられた時、これが法蔵菩薩ですね。この法蔵菩薩の歩みに触れた時に、私は

間違っていましたということが初めて分かるんだということなんです。法蔵菩薩の五劫

思惟、私を助けようと思い立ち上がられて五劫をかけて遂に本願を起こされたその法蔵

菩薩の歩み、ここに真実があったんだと、それを知らされると、私の中の真実がいかに

真実ならざるもの、不実のものであるかを初めて知らされる。ですから、真実と真実で

ないものというのはね、何か科学的に知らされるとか、そんなものではないんですよ。

仏様がまさに私に対し大悲の心を起こし、真実の心をもって私の為に歩まれた真実の歩

みがあったんだということに気づいた時に、私が間違っていましたということが初めて

分かる。そこで自己とは何かが初めて分かる。それを深信と言うんです。真実は、私自

身の不実さをもってでなければ知ることができないのです。 

ですから、親鸞聖人の「弥陀の五劫思惟の願を･･･」のこのお言葉は、唯円が受けとめ
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たところによれば、善導の機の深信の「自身は現にこれ･･･」のお言葉と少しも違わない、

ということは、親鸞聖人は九十年の生涯を歩まれて、晩年になればなるほど、いよいよ

明らかになってきたのは、この因の世界に出遇っていかれた。因の世界に遇えば遇うほ

ど、いかに自分が真実ならざる存在、それでいて真実を自己に肯定し、如来という真の

真実を無視し否定して、人生を嘯（うそぶ）いて生きてきたか。いやいや、これは私自

身の感想とごっちゃになりましたが、そういうことを言っているのではないか。それが

「無義」ということではないかと思います。 

人間の考えで、仏の教え、仏とは何か、あるいは真実とは何かを考え決定してしまう。

そういう人間肯定、自己肯定を私達はどうすれば打ち破ることができるか。このことは

本当に大きな問題です。そのことを聖人は特にご晩年常に仰っておられた。親鸞聖人と

いうお方は、本当に、人間の最も根本的な、最も中心の問題に生涯をかけて真正面から

取り組まれ、遂にその答えを知らされた。それが、｢弥陀の『五劫思惟の』本願｣、｢助け

んと『思し召し立ちける』本願｣、その『五劫思惟の』と『思し召し立ちける』で表わさ

れている法蔵菩薩の歩み、仏の因の世界に出遇うことによってできるのだと。そこに初

めて「無義」、即ち、人間のはからい・考えを超えるということが起こるのです。 

 

如来のこころを思わない善悪の心 

さて、もう一つ聖人の常の仰せがありますが、それに先立って「まことに如来の御恩

といふことをば沙汰なくして、我も人も善悪といふことをのみ申しあへり」とあります。

ここに如来の御恩ということが、大きく位置づけられてきます。御恩とは簡単に言えば

私の為にしてくれたということでしょう。それも私が頼んだからしてくれた、頼んだ通

りにしてくれたというのではなく、頼むこともできないような私であるのに、仏様の方

が思い立ち上がられてやってくれたんだと。そこに大変な御恩がある。その御恩という

言葉で因の世界を示しているんだと思います。その御恩があるにも関わらず、それを沙

汰なくして、まったく問題にせず考えることもせずに、我も人も善悪ばかりを言い、善

し悪しでものを考えようとしている。善し悪しという判断が本当に正しい判断の仕方だ

と思って、それで人生を生きようとしている。そのことの誤りを言っているわけです。

尋現の善悪ではなく、大事なのは如来の御恩を頂いていくことなんだと。 

その善し悪しについて聖人はどうか。「聖人の仰せには、善悪のふたつ総じてもて存知
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せざるなり」と。親鸞聖人は何が善であり悪であるかはわからないのだと。善悪は言わ

ない、言える根拠が自分にはないということですね。ということはどういうことか。如

来の御恩こそが大事だということなんです。そこで、なぜ善悪がわからないかと言えば、

「そのゆえは、如来の御こころによしとおぼしめすほどにしりとおしたらばこそ、よき

をしりたるにてもあらめ、如来のあしとおぼしめすほどにしりとおしたらばこそ、あし

さをしりたるにてもあらめど」と。 

如来の御心、すなわち、如来が私を悲しみ、私を真に救う道を探していこうとされる

そのお心、その如来が善しと思われるほどに知り徹したのであれば、善を知っていると

言ってもいいだろう、と言われます。私たちはその如来の心のようにものを見ることが

できるだろうか。そのお心が私たちにあるだろうか。何にもありはしないんです。私た

ちを「煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもって、そらごとたわ

ごと、まことあることなし」と如来はご覧になった。このように私たちをご覧になった

からこそ法蔵菩薩の歩みはある。 

真実あることのない存在、本当にどうしようもない存在。この私の為に歩まれた。歩

まれたところで遂に成就なさったのが念仏なんですね。「ただ念仏のみぞまことにておわ

します」。ですからこれも、ただ私たちは煩悩具足の存在であって、念仏が真実なのだか

ら念仏申すんだという、そういう平面的な押さえではありません。煩悩具足の凡夫と仏

様が私をご覧になって、だからこそ念仏を成就して下さった。だから私達にとってみれ

ば、まさに念仏以外に救われていく道は何ものもないことがはっきりと言えるわけです。 

 

以上のように、「大切の証文」として出された三つの説は、いずれも｢無義をもって義

とす｣ということが言われている。では、いかにして私たちは、無義ということを成就で

きるのか。それは阿弥陀の因の世界に出遇うかどうかにかかっているんだと、こういう

ことになるのでないかと思います。先程の「一者至誠心」から「二者深心」への歩みも

実はそうなっているんですね。なぜ転回が起こったか。阿弥陀仏の因位に出遇ったがゆ

えなんだと。 

そういうわけで、「真宗の目安」というのは「無義を義とす」ということになるのだと

思います。ただ、この言葉は少し分かりにくいかもしれない。そこで少し言い換えて、

本願を起こされた仏のお心に出遇うこと、こう言ってみればどうでしょう。それがまさ
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しく仏様のお心を頂いたということ、仏の御恩の世界に出遇ったということですね。こ

の一点を外れると、即ち仏の因の世界に出遇わないところで仏教を受け止めると、また

即ち人間の考えで仏教を押さえると、それはまだまだ基準に達していないと言うか、そ

れをもって結論とするのは間違いである、ということでになるのだと思います。 

 

浄土真宗の存在意味 

最後に、翻って浄土真宗を表わした『教行信証』というお書物を見てみますと、全六

巻ある中で、その中心は｢信巻｣だと言われます。浄土真宗は、如来の信心を頂くところ

にあるわけです。その｢信巻｣の中のさらに中心は｢仏意釈｣です。親鸞聖人は、如来の意

とは何かを問い、自ら答えられます。「仏意測り難し。然りと雖も竊（ひそ）かにこの心

を推するに･･･」如来の意は、私のようなものに、理解できるはずがない。しかし、そう

は言っても、（如来の意に出遇うところに私の救いがあるのが道理であり、また既にその

如来の意を頂いた身であるから）、ひれ伏して謙虚にそのお心を推し測ってみると、とい

うような意味合いでしょうか。こうして聖人は、阿弥陀仏のお意を推し測り、それを明

らかにしていかれるのです。 

私はここに、〈歴史の夜明け〉にも似た感動を覚えます。人間の本当の救いの道が遂に

ここに明らかになった、そういう思いです。私たち人類は様々な宗教や生き方を作り出

してきました。しかし、それらの多くは、根本のところで問題を持ってたわけです。私

を救うものを立てたが、そのものの心がわからない、ということです。絶対的な存在と

して人間の前に圧倒的な権威をもって立ちはだかる存在、その絶対的権威が、そのお心

は何であるかと尋ねる人間の心を圧してきたのです。その存在のもとで、それに従えば

救いはもたらされるのだけれども、しかしどれほどに｢独立者｣としての救いであったで

しょうか。極端な表現ですけれども、奴隷的救済という要素がもしそこにあったのであ

れば、真の救いとは言えないでしょう。奴隷的救済ではいけない。真の救いでなければ

ならない。何ものからも独立した、どんな権威からも独立した独立者の救いでなければ

なりません。 

浄土真宗の存在意味というのはそこにあるのではないでしょうか。独立者を生み出す

宗教なのです。そして独立者の宗教と奴隷の宗教を分けるものが、私を救うものの心を

知ることができる宗教かそうでないか、そこにあるのではないかと思います。 
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聖人は、私たちを救う仏を｢不可思議光如来｣として表わしました。不可思議、或いは

不思議と言ってもいいですが、世間でもよく使われる言葉です。ふしぎでよくわからな

い、というような意味合いでしょう。しかし、本来仏法で使う「不可思議」とは、阿弥

陀とは何であるか、それは人間の考え（思議）ではわからないものである（不可）。とい

う意味です。即ち、人間の考えではわからないものが阿弥陀である、ということがわか

ったところに｢不可思議｣ということがはっきりと言える。それがわかるということは、

教えを聞いていく歩みによって自己を照らされ知らされて、私の力、考えの中に、仏が

わかるほどの真実がないということが、遂に明らかになる、それによってわかるのです。 

人間が自己の考えを肯定し自分の考えによって仏に出遇うことができるのだとしてや

っていく。しかし、出遇うことはできない。自己のうちに、仏に至るほどの真実がない

という分際を知らされ、如来は、人間の考えをまったく超えた真実にてましますお方で

あり、それに出遇うには、まさに如来からの呼びかけを頂くしかないのだ、ということ

が明らかになってくるのです。 

従って、如来は｢不可思議光如来｣であるがゆえに、私たちにはよくわかる。教えを聞

き教えに照らされていくことによって、自己の迷妄・不実さに目覚める時、如来からの

呼びかけが届く。その呼びかけを受けとめ、頂いていくところに、如来のお意を初めて

知らされるのです。 

私がお育てを頂いた先生の、さらにその先生は、｢あなたの御意はどうなのか、あなた

の真意はどうなのか。師の御意はどうなのか、師の真意はどうなのか。それが私のたっ

た一つの永遠の問題である。それを忘れると、名利が心のすわりとなって、御恩を尻の

下にしく｣と仰いました。「あなたの御意」とは如来の御意です。生涯をかけて問われた

最大の問題が、如来の御意だったのです。問われたということは、まったくわからない

から問うたということではなく、わかってもわかってもさらに尋ねていきたい、いかざ

るを得ないのが如来の御意なのでしょう。 

それは同時に、如来が抱えて歩まれるところの自己自身とは何であるかを尋ねていく

歩みでもあるのでしょう。先程の親鸞聖人の仏意釈も、如来の意によって明らかにされ

ている私の姿がはっきりと表されています。真実清浄の心を持たないのが私であると。

真実なる如来のところに、不実なる私が明かされている。私とは何であるか、その正し

い認識は、如来のところにある。私を明らかにしてくださり、その私を助けようとして
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くださる如来のお意を尋ねていくのです。 

｢無義を以て義となす｣、その｢無義｣のところに明らかになってくるのが｢不可思議光如

来｣と表現された阿弥陀です。その不可思議の仏の受けとめ方とは何か、人間の考えを超

えた仏をどのようにすれば受け止めることができるか、それが私のために歩まれた仏の

因位の姿を知るということでしょう。法蔵菩薩で表された意味がここにあるのではない

かと思います。教えによって自己を照らされ、如来の呼びかけを受けとめて、そのお意

を知らされていく。知らされれば知らされるほど、阿弥陀の本願はまさにこの私のため

であることがはっきりしてくるのです。ここに浄土真宗の歩みがあるのではないかと思

います。 

今回は、「真宗の目安」ということで、｢無義を以て義とす｣、即ち、如来のお意を知ら

されていくところに真宗があるのだ、ということを頂いてみました。 

 


