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慢性的疲労感の克服

（お休みのお知らせ）

中毒が多い。絶えず誰かのア
パートに転がり込んで友達と
一 緒にいない と落ち着か ない。
女子学生に多いのが電話中毒
である。一人でいるのが耐え
られないから、毎晩何時間も
電話で話し続ける。これらの
人に共通するのは、絶えず何
かし続けていなくては気がす
まないことである。だから彼
らは時折、〈何もしないでいる
のがこわい〉〈一人になるのが
こわい〉と言う。実際、私た
ちは多くの場合、自分を絶え
ず忙しくすることで、自らの
むなしさからまんまと逃げお
おせてしまっているのであ
る。」
と。さて、氏はここで、提言
をする。
「けれど、実はこれは、たい
へんにもったいないことであ
る。むなしさは、私たちの人
生に何が欠けているかを告げ
知らせてくれる貴重なメッセ
ージだからである。だから、
私たちのむなしさからの出発
は、自分の内側で口を開けて
いるそのむなしさから目をそ
らさずに、きちんとそれを見

（どなたでも自由にお越し下さい。
念佛寺は西宮市の小曽根線沿いの新
しいコープから３分。分からなけれ
ばコープから電話して下さい。迎え
に参ります 。）
ーーーーーーーーーーーーーーーー

ラにおびえる父親の顔を見れ
ば、輝かしい人生が待ってる
とは思えない。つまり〈頑張
ったって頑張らなくたって、
人生たいして変わらない〉と
思えてしまう。それが、今の
時代の気分なのである。ーー
かって大人たちが夢見た立
身出世の夢ははじめから描い
たことがない。どんなに努力
し頑張ったって輝く未来が待
っているとはかぎらない。うつ
つまり若者たちの目に映っ
ている世の中は、どこを探し
ても〈ありふれた可能性〉し
か見出せない。そんな〈まっ
平な世の中〉である 。」と。

けだかい使 命に生きる とか 、
理想に向かって進むとか、平
和な良き社会を建設しようと
か、そういう使命とか生き甲
斐とかが持ちにくい現代であ
る。そこで、ありふれた日常
の中でささやかな幸せを享受
しようとしている 。カラオケ 、
ゲーム 、友達との長電話など 。
そのようなもので人生の空虚
感を、手っ取り早く忘れよう
とする 。氏は
「どこかむなしい。
つまらない。心の底
から満たされる〈何
か〉が足りない、と
いう心のむなしさ。
時折おとずれるこの
〈心のつぶやき 〉を、
私たちはふつう、何
かよくないもののよ
うにして、それから
身を遠ざけようとす
る。ーーーーーーー
遊び 中毒 の人 、恋
愛中毒の人もいる。
男子学生には、友人

午後２時始まり

エネルギーをもてあましてど
こにふり向ければいいのかわ
からない。見えない何かに自
分を抑えこまれたまま、ただ
いたずらに時間ばかりがすぎ
ていく。そんな毎日をくり返
す中でエネルギーを奪い取ら
れていく。そんなふうにして
蓄積された慢性的な疲労感・
倦怠感である。」
といわれる。しかも、この現
象は、小学生にまでおよんで
いると のことで ある。氏は
「調査によれば、小学校高学
年の子どもの四十四パーセン
トが〈疲れやすい〉〈思い切り
暴れたい〉などと訴えている。
それにしても腕白なはずの小
学校高学年で、これほどのス
トレスが身体症状として現れ
ているとは驚きである。昔あ
る歌謡曲に〈疲れを知らない
子どものように〉という歌詞
があったのを覚えているが、
今の子どもたちにはどうやら
通 じない話の ようである 。
なぜこうなったのか、その
大きな原因の一つに、今日の
豊かな社会がある。ーーーー
頑張らなくては食べていけ
ないとか、そんな時には頑張
る意欲もわいてくる。しかし
今の時代にはそれがない。こ
の豊かな時代の中では、それ
ほど無理して頑張らなくても
食べていける。車だって海外
旅行だって、少し頑張ればす
ぐ手に入ってしまう。逆に無
理して頑張ったって、リスト

８月１５日（日）

《 聞法会ご案内 》
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現代の若者に特徴的なこと
の一つに、慢性的な疲労感が
あるといわれている。千葉大
学助教授でカウンセラーの諸
富詳彦氏は「むなしさの心理
学」と いう本の中 で、
「最近は、具体的な形になら
ない、いわば〈悩み以前の悩
み〉がふえている。特に大き
な悩みがあるわけではない。
けれど何をしていてもつまら
ない。やる気がでない。何も
してい ないのに 疲れてしま う 。
このような、理由なき無気力
や疲労感を訴える人がふえて
いる。 ーーーー ー
私は、若者たちのどんより
した眼差しを思い出す。何も
していないのに、なぜかどこ
か疲れてしまっている。大学
で〈疲れたなあ〉を聞かない
日はない。」
といわれる。 さらに
「毎日がむなしい、つまらな
い、だから何もしていなくて
も疲れてしまう。そう感じて
いるのは何も、カウンセリン
グ・ルームを訪れる若者だけ
ではない。授業やゼミで学生
たちと接する時、街や電車の
中で高校生や会社員たちの表
情に目をとめる時、私はそこ
に、気だるさや無気力のにお
いを嗅ぎ取らないではいられ
ない。学生たちと接していて
感じるのは、彼らがとにかく
〈疲れている〉ということで
ある。何か意味のある仕事を
終えた時のあの心地よい疲れ
では、もちろんない。自分の

【 盂蘭盆会法要 】
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つめることから始めなくては
ならない。」
以上、諸富氏の所説にそっ
て、述べた 。
私は氏のいう「疲労感」と
いうのが、私なりに理解でき
る。というのは、私も若い時
代に二十年近くも「慢性的疲
労感」にさいなまされたから
である 。
毎日、さほど体を動かさな
いのにだるい。朝起きた時か
ら、体が疲れているのである。
歩けば、体の重心が後ろにか
かり、ペタンコペタンコとい
うような無気力な歩き方に自
然になってしまう。イスに座
れば、体が自然とずってしま
う。体が重くて、不快感がい
つもある。頭の中はうっとう
しく、よどんでいてすっきり
しない。おまけに、これには
ほとほと困ったのだが、いつ
も外界と自分が分離されてい
て「ガラスに囲まれた中にい
るような」感じであった。花
を見ても木を見ても人を見て
も、何かナマの実感がしない
のであ る。
そういう中でも、興味ある
本を読んでいる時や親しい友
人と会話している時、あるい

はテレビで観戦するアントニ
そのために、私が選んだの
オ猪木や広島カープの鉄人衣
は、一つの行を実践すること
笠 の活躍に興 奮させられ る時 、 で あ っ た 。 人 に よ れ ば 、 掃 除
あるいは仕事が忙しくて動き
に毎日精をだすのでも良いで
回っている時など、そういう
あろう。座禅ならなおいい。
時はしばらくは愉快であり、
題目でもいいかもしれない。
その時は憂いや疲労感は忘れ
絶えず礼拝するのもいいかも
ているのであった。しかし、
しれな い。
いのちの底に常に持続してい
ただ私はお念仏を称えるこ
るだるさや疲れには、ほとほ
とに心を寄せた。仏説観無量
と困り果てていた。そのよう
寿経に釈尊がお弟子の阿難尊
に、慢性的な疲労感を人一倍
者に
味わったも のである 。
「汝よく、このことばをたも
諸富氏が指摘する「今日の
て、このことばをたもてとい
若者の精神生活の状況」に似
うは、すなわち無量寿佛のみ
た極面に若い時の私はいた。
名をたもて となり」
と申され 、阿弥陀経 には
た だ 今 日 私 が こ の 問 題 を 克 「（生涯かけて）名号を執持（た
服することができたのは、諸
もて）せよ 」
富氏がいうように、この慢性
と説かれているように、名号
的な疲労感・むなしさを自分
を称える、すなわちお念仏の
の逃げることのできない課題
実践にかけたのである。これ
として、これに向き合ったか
はナムアミダブツと口で、何
らだと思う。というよりは、
かにつ けて称え ることであ る。
この何とも言えない疲労感は
「今なにをなすべきか 」「ナム
じつにやりきれなくて、すぐ
アミダブ ツ」
にもなんとかして離れたかっ
「心がうっとうしい。どうし
たからである 。
たらいいか 」「ナムアミダブツ 」
だから、このようないのち
「気分がむなしい」「ナムアミ
の根っこから起こる疲労感を
ダブツ」。
どうするかは、ぬきさしなら
いつでも、どんな気分の時で
ぬことであった。毎日「どう
も、ナムアミダブツと称える。
したらさわやかな気分で生き
ナムアミダブツを縁あるごと
ることができるか」と願うば
に 称える。
かりであっ た。
きっとこの南無阿弥陀仏の
気分というのは、馬鹿にな
名号がいつかは私を、慢性的
らない。いのちの根っこの問
な疲労感・けだるさ感から解
題が、日常生活の気分として
放してくれる、と信じていっ
表れて くるのだと 思う。
たのである。そして、ナムア
ミダブツと称えつつ、「南無阿
弥陀仏の意味」を聞くことを
並行し ていったの である。
これ は単純な 連続であっ て、
なにもそんなに難しいことで
はない。口において念仏に親
さて、自分のぬきさしなら
ない問題として、この問題を
意識しながら生きるなら、当
然それの解決をどうするかと
いう課 題がある。

しみ、お念仏のお心を聞くの
である 。

親鸞聖人は自力を離れる方
法とし て
「横超は、本願を憶念して自
力の心をはなるる。専修とい
うは、ただ佛名を称念して自
力の心をはなるる。」
（化身土巻。金子大栄編真宗
聖典）
の二つを上げておられる。阿
弥陀仏のお心である本願を思
い、また専ら仏の名を称える
こと、その二つが大事である
と言われて いる。
外面的にはいろんな仕事を
していても、その中心にこの
ことを持続 していくの である 。
宗教の理論や理屈は、その
時は分かったようでも、案外
身にはつかない。頭で分かる
と、分かったような錯覚をし
てしまうが、身にはなかなか
つかない。大儀々々でも、実
践していく。急がば回れであ
る。

念仏を称えるというと、す
ぐ自力とか他力とかやかまし
くいうが、それは後のこと。
念仏者の松並さんを、ある人
が批判 した。
「 あなたの念 仏は自力だ 」
松並さん「あなたは念仏して
います か」
「 いや私はして いません」
松並さん「それではあなたは
自力・ 他力を言う 資格がない 。
自力・他力は、称えた上のこ
と。称えない人に自力・他力
を言う資格はない 。」
そんなことで、私は慢性的
な疲労感・倦怠感が、念仏の
聞思と実践によって、克服さ

れたのである。念仏にかけ、
念仏を信頼して（させられて）、
本当に良かったと、感謝とい
うも言葉で は言い尽 くせない 。
今日の若い人が、このいやし
がたい空虚感や疲労感がある
なら、これをむしろ「真実に
あえよ」といういのちの深い
うながしと受け取って、真正
面から取り組んでほしいので
ある。
（文・ 土井）

＊「歎異鈔講座」

煩悩具足のわれらは、いずれの行にても、生死をはなるることあるべから
ざるをあわれみたまいて 、願をおこしたまう本意 、悪人成仏のためなれば 、
他力をたのみたてまつる悪人、もっとも往生の正因なり。
(歎異抄第三章 ）（第十三講）
〈現代語訳ーーーあらゆる煩悩を身にそなえている私どもは、どのような
修行をしてみても、生死の迷いから離れることができないことを憐れみた
もうて、たすけようという願いをおこされたのが阿弥陀仏でした。その本
願のご本意は、煩悩具足の悪人を救うて、完全な仏陀にならしめるためで
すから、本願をたのみ、他力にまかせきっている悪人こそ、第一に往生す
べきものです 。〉

今回は「生死をはなれる」とは、どういうことなのかについて考えてみ
たいと思います。生死は、生死の迷いとも生死愛憎とも申します。
私たちは、生を愛し、死を憎んでいます。これが迷える凡夫の常の姿で
あると仏陀は申されます。生きていることをめでたいこととしてこれに執
着し、死ぬることを不幸としてこれを嫌悪しています。これが凡夫の凡夫
たるゆえんであります。逆に聖者とは、生も死も平等に平静に受け取るこ
とができる人のことでありましょう。
凡夫は、どこまでも生に愛着して、そこから「自分にとって都合のよい
もの」と「自分にとって都合の悪いもの」を判別し、取捨選択して生きて
おります。私たち凡夫にとって、生きるために都合のよいものとは何なの
でしょうか。
より安定して生きれるために必要なもの、それはまずお金であります。富
であります。ですから富を確保し、より多くの富を持つほど安定感があり
ますから、いきおいわれら凡夫は、富の確保につとめます。
蓄えは大事なことですが、凡夫は生えの愛着が強いものですから、お金
に対して必要以上の欲求を起こします。これを貪欲と申します。
しかも 、貪欲は利益を得ようとして 、さまざまな煩悩を引き起こします 。
たとえば、覆という煩悩があります。この煩悩は自分の都合の悪いことを
かくす心です。このことが人に知られたら、自分は損害をこうむるという
時に、自分のミスや不正をかくすのです。

これと似た煩悩に誑というのがあって、これはたぶらかすという煩悩で
す。他の人に、善いように自分を見せかけることです。人目に正しいよう
に自分を見せようとしたり、間違っていないように見せかけたりする心で
す。
こうした覆とか、誑といった煩悩は、不良債権をかかえている銀行など
の粉飾帳簿のすがたによくあらわれています。これは、利益を得ようとし
て、あるいは不利益を免れようとしてなす悪であります。
これらは財物にたいする貪欲から起こります。こうした悪は個人的のみ
ならず、多くは会社などのグループぐるみの貪欲として起こるのが現代で
す。個人的にはよい人であっても、グループに属すると、社会的な罪に巻
き込まれてしまうのが凡夫です 。「赤信号みんなで渡ればこわくない」と
いう言葉がありますが、みんなで渡っても、個人の責任すなわち罪はまぬ
がれません。凡夫の弱いところ、あさましいところは、集団の勢いに引き
ずり込まれることです。

あるいは諂（へつら）いというのもあります。自分にとって利益になる
と思う人にこびる心であり、そのような行為であります。自分の心の中で
は思っていないようなことを言って、すなわちオベンチャラを言って、相
手から利益を引き出そうとする心です 。これも 、貪欲から起こるものです 。

このように富を愛し、貧を憎む。これが生死愛憎の一面の姿ですが、健
康を愛し、病気を憎むことも同様です。健康に気をつけるのは大切なこと
ですが、それが最も心を寄せるべき事になってしまい、あたかも健康が信
仰のようになりかねません。いたずらに病気を恐れ、健康だけにしがみつ
く。これも、わが身に対する深い愛執の姿だといえます。
自分の身体にしがみついて、病気にならないように戦々恐々としているな
どは、生を愛し、死を憎む煩悩が根になっていると思います。
また名誉を愛し、不名誉を憎む。自分の評判や評価を気 にしすぎて、
そのために「後ろ指さされないように。人から悪く言われないように」と
いつも自己防衛をしているのは、これも愛憎の煩悩。人からのけ者にされ
ることや無視されることを常に恐れるのもわが身にたいする執着でありま
す。
こうして、生と死、健康と病気、富と貧、名誉と不名誉、利と害、得と
損、勝ちと負けなどを、相い反する価値として、一方を愛し一方を憎んで

いるのです。
私たちの人生は、生に執着するあまり、自分にとって都合のよいものを
貪り（貪愛 ）、少しでもそれらを確保するように計らって生きており、逆
に都合の悪いものを瞋憎し、これから遠ざかろうとしています。世のいわ
ゆる「幸福を追っかけ、不幸から逃げる」ことに汲々としています。これ
が煩悩の生活であり、生死愛憎の姿です。
しかし、仏陀はこの方向に本当の安らぎ（涅槃）はないということを教
示されます。
仏陀釈尊は、ご出家になられる前は、釈迦族の王子として、一般民衆の
あこがれのまとでした。
きれいな宮殿に住み 、美しい妻や女性に囲まれ 、おいしいご馳走を食べ 、
名声を得、健康で教養も豊でした。しかし、釈尊（このころはシッダール
タ太子）は、にもかかわらずそれらを楽しまれませんでした。喜ばれませ
んでした。憂いておられました。なぜなら、そうしたものは、やがて移ろ
いゆくものであることを、ハッキリと自覚されていたからです 。〈いつど
うなるかわからない、そうしたものにどうして腰を下ろしておれようか。
日々に生命は老いゆき 、やがて確実に憎むべき死はやってくる 。どうして 、
これでよいと安心できようか。また享楽はいかほどあっても、それは心の
底を満たさない。それらは一時的な退屈しのぎの気晴らしにすぎない。人
の心は、そんな享楽的なもので充足するほど底の浅いものではない 。〉
このようにうけとられたのでありましょうか。二十九歳の時に、家族をお
き、王宮を後にして出家し、修道者となられました。 修道の結果、釈尊
は心の正しい目覚めを実現し、煩悩を克服して、仏陀となられました。
仏陀のお悟りは、不生不滅の真実に目覚め、生と死を平等に見通すこと
のできる智慧であるといわれています。そこにはもはや一方を貪愛し、一
方を瞋憎する見方はありません。愛と憎しみの煩悩はなく、生きとし生け
るものを我が子の如くにいつくしむ慈悲の心が活動しています。生と死を
一望に展望する智慧と一切のものを慈愛する慈悲。智慧と慈悲のはたらき
が仏陀の本質であります。
阿弥陀仏の本質も無量の智慧と慈悲です。無量の慈悲心から、生死愛憎
に埋没し憂苦の海にしずんでいる衆生を、仏陀と同じ悟りを開かせて、智
慧と慈悲の完成した仏たらしめたい、それが阿弥陀仏の願いであります。
一切の生きとし生けるものを仏にならしめたいという広大な願いをもっ
て働きかけておられる永遠の仏、それが阿弥陀如来です。
その広大な願いは、具体的に阿弥陀の本願となり、念仏となって、私た

ちに今、働きかけておられます 。「本当に疑いなく我が浄土に生まれると
おもうて、ただ念仏申せ。必ず浄土に生まれしめる」と。

なぜ「そのまま助けるぞ、念仏申せ」と阿弥陀仏は仰せられるのであり
ましょうか。 それは一切の衆生を平等に仏たらしめたいと願われ、誓わ
れたからであり、また凡夫の本質を徹底的に知り抜かれたからです。
我らが、我らの力で生死愛憎の煩悩を除くことは極めて難しいことであ
ります。生と死を差別しないような悟りの境地に至るには、厳しい修行に
耐え、その修行を持続し、修行を成就しなければ、至ることはできないの
でありましょう。親鸞聖人は比叡山で二十年間、さまざまな厳しい行をな
されました。けれども 、「いずれの行も及びがたく 」、いかにしても生と死
を平等に見通せる智慧は開けませんでした。
たとえば 、生きることと死ぬことを同じ気持ちで受け取れるような境地 、
「生きてよし死してよし」とか 、「災難の時は災難にあえばよろしく、死
ぬ時は死ねばよろしくそうろう」というような境地、こういう境地は達人
や賢者の境地であって、私ども凡夫にはマネはとてもできません。
佛道修行もせず仏教の学問も深くおさめず、世俗の生活にまみれている
我らには、自らの能力で「生死の迷いを離れる」こともまた達人の境地に
も、到達できるものではありません。この章にいわれますように 、「いず
れの行にても生死をはなるることあるべからざる」身が、私どもの現実の
姿であります。

死につつある身を憂い、病気を恐れ、有利な立場に立とうとして、欲求
し、嫌悪し、愛したり、憎んだり、しつつある煩悩の生活。欲するものが
得られないでは悩み、避けたいものを避けることができないでは悩んでい
る、それが生死愛憎といわれる私どもの生活です。私たちは、そうした生
き方を変えることもできず、煩悩を離れることもできない人生生活を送っ
ています。そうした生死愛憎の生活の中に、悩み多い日々の生活の中に、
阿弥陀仏の本願は働いてくださるのであります。弥陀の本願は生死愛憎を
離れることのできない我らを悲しみたまい「あわれみたまいて」本願を起
こして働きかけて下さいます。我らを大涅槃というまったき安らぎに至ら
しめたいとの誓願であります。

阿弥陀仏の本願は 、まことに私たちの現実に寄り添って下さいます 。
「悲
しかったら念仏申せ 」「苦しかったら念仏申せ 」「不安が起こったら念仏申

せ 」「浅ましいと思ったら念仏申せ 」「悲しいと思ったら念仏申せ 」。「心が
詰まったら念仏申せ 」と 。実に具体的に 、本願は喚びかけてくださいます 。
あちらにぶつかり、こちらにぶつかりしている私たち。おもいわずらい
の絶えない私たち。そんな私たちに「乃至十念せよ。もし生まれずば正覚
を取らじ」と誓って、私たちに臨みたもう阿弥陀仏 。「ただ念仏申せ。か
ならず浄土に生まれさせる」との誓いを南無阿弥陀仏にこめて与えて下さ
います。

困ったままでお念仏を申す、どうにもならぬままでお念仏を申す。念仏
称えるそのままが、どうにもならない現実の重荷を阿弥陀仏にお任せして
いることになっているのです。
ナムアミダブツ、ナムアミダブツと、どうにもならぬことをどうかしよ
うともがく手を切って下さるのです。あがく手をおろして下さるのです。

私どもの苦しみは、自分でどうすることもできないことをどうかしよう
として苦しんでいるのです 。「我が名を称えよ」の仰せは 、「汝の重荷は弥
陀が引き受け計らうゆえに、我にまかせよ」とのお心であります。 ナム
アミダブツと称えた一瞬は、すでに弥陀にお任せした事になっている一瞬
なのです 。またすぐに「 何とかしようとあがき苦しむ 」のは次の苦悩です 。
次の苦悩に次の仰せがかかっています。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ
と。念々の苦悩に念々のお念仏をたまわるのです。

お念仏申しつつ、すなわち我が手の及ばぬことは如來にお任せして、私
はただ今、私のできることに励むばかりです。 とかく、私どもはできな
いことをしようとして、そこにいらざるエネルギーを消費し、できること
をおろそかにしています。念仏生活は逆であります。できないことは弥陀
のお計らいにお任せし、自分のできることに自分のエネルギーを専ら投入
していく生活であります。
他力の生活というと、何か人まかせの怠惰な生活のように思いますが、
そうではありません。いらざることに力まず、今できることに努力すると
いう極めて自然な、無理のない生き方であります。 愛憎の煩悩の生活が
止められぬまま、ナムアミダブツ・ナムアミダブツと、本願力に引きずら
れて、不思議にも生死愛憎の人生を超えていく道を歩ませていただくので
あります。歩むといっても、お浄土へと、南無阿弥陀仏に引きずられてい
くばかりで、まことにかたじけないことです。

生死を離れることのできない悪人のわが身が、如來の本願の憐れみによ
って、念仏往生し、悪人成仏せしめられるのであります。
（了）

