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大きな原因の一つだと思います。

的なエネルギーがそがれてきた

信心を熱心に求めるという宗教

をするとか、功徳を積むとか、

来永遠のために辛く苦しい修行

要はないという風潮があります

教的な救いを求めて苦労する必

なって、今日ではかなり一般化

う考えが自然科学の発達にとも

ですが、人間は死んだらどうな

だけ〉と、思っている人が多い

れですべて終わり、お骨になる

Ｋ「今日一般には、〈死んだらそ

確認できるのは神経細胞（ニュ

て外から認識できないですね。

心の実質は、人間の知覚によっ

などはその代表的なものです。

とか〈いのちそのもの〉とか〈気〉

けです。だけど、色
色 も 形 もない
ものもあります
ものもあります。たとえば〈心〉

ものは〈何か形のあるもの〉だ

間の知覚によって確かめられる

すからね」
Ｄ 「ええそうです。そして、人

という人間の知覚能力に頼りま

認するにしても最後の確認は目

はかぎりません
はかぎりません」
Ｋ 「物の存在を電子顕微鏡で確

限界
がありますから 、 人間
限界がありますから
がありますから、
人間の
の知
確認 できないものは無
覚 で 確認できないものは
できないものは 無 いと

強くなりました。
しかし、人間
人間の
人間 の 知覚能力には
知覚能力 には

だと、性急に結論づける傾向が

で確認できないものは無いもの〉

ました。そのため、〈人間の知覚

物を観察をする姿勢が強くなり

きます

のであろうかという疑問が出て

しかし、はたしてそういうも

考えで、いわゆる唯物論ですね。

質内部のものに過ぎないという

識や心といっても細胞という物

なってしまいますね」
Ｄ 「ええ。こうした考えは、意

中に納まっているという考えに

神経繊維という物質的な働きの

立場からは、心も意識もすべて

らね」
Ｋ 「人間を物として外から見る

すべて無くなる〉、と見えますか

胞が働かなくなると心も意識も

を外から見る限りでは、〈神経細

一般に思われていますが」
Ｄ 「人間の知覚を通して、人間

ったら、心も意識も無くなると、

Ｄ「そういうことになりますね」
Ｋ 「脳の神経細胞が働かなくな

ね」

的な反応をしなくなることです

のは脳の神経細胞が物理的化学

ます」
Ｋ 「そうすると脳が死ぬという

それが脳の働きだといわれてい

互いに信号をやりとりしている、

る判断はその人の神経細胞の化

自己犠牲的な行為をしようとす

韓国の人がいました。こうした

も電車にひかれて亡くなられた

人を助けようとしたけど、自分

えりみず線路に飛び降りてその

に転落した人を見て、危険をか

ないですね。

決断をなしうるのか、理解でき

他者のために働こうという尊い

あるいは自分を犠牲にしてまで

感じるのか、あるいは親に死に

どうして音楽を聴いて美しいと

的化学反応にすぎないのなら、

人間の意識や心が脳神経の物理

〈私〉があるといえます。もし

は意識であって、そこにこそ

を判断し、選択して決定するの

っていいほどです」
Ｄ 「そうですね。ことに、物事

そ私の人生の実感的な内容とい

るのも意識です。意識の内容こ

す。音楽を聞いて美しいと感じ

り憎んだりするのも、うれしい

親密なものですね。人を愛した

んだら何も残らない〉という考
えは昔からありますが、こうい

しています」
Ｋ 「死んだら終わりだから、宗

別れると悲しいと感じるのか、

でしょうか」

ら、後は骨と灰になるだけなの

に脳幹が機能しなくなることで

の神経細胞（ニューロン）、こと

今日では脳死ということで、脳

Ｋ 「人間が死ぬということは、

を分析しても分からない」

じているかは、神経細胞の働き

ば今、私が今何を考え、どう感

のは知られないですね。たとえ

に過ぎず、意識内容や心そのも

れは意識をただ外から見ている

脳の神経細胞を調べても、あ

とでは、とても納得できません

どう行うかは、単なる神経細胞

な選択肢のなかから何を選び、

が私ですが、その私がいろいろ

そういう判断して選択する主体

自分の行いや生き方を選択する、

うか。いろんな可能性の中から、

学的な反応でしかないのでしょ

先日、電車のホームから線路

Ｄ 「それを一緒に試
みに 考 えて
試 みに考
みましょう
みましょう。

すね」
Ｄ 「ええ。脳の神経細胞は多く

Ｋ 「そこですね。しかも意識と

ね」

ね」
Ｄ 「ええ、ですからそれは、未

も悲しいも、喜びも嘆きも心で

ことに現代の日本はこうした風

ーロン）の構造と働きだけでは

人間死 んだら終
わり か ？
人間死んだら
んだら 終 わりか

潮がかなり顕著な国だと思いま

ないでしょうか」

るのでしょうか」
Ｄ「大変難しい問題ですね。〈死

す」
Ｋ 「本当に人間は死んで焼いた

人間の知覚（目や耳など）によ

の神経繊維の集まりで、この神

か心は私にとっては人生に最も

の反応のメカニズムだというこ

せんたくし

って〈検証して物の存在を確か

経繊維は物理的化学反応をして

自然科学の発達にともなって、

める〉という、客観的に外から

ありますが、そういう〈自分〉

る自由意志にこそ自分らしさが

かと選択したり、意欲したりす

Ｋ 「いろんな中からあれかこれ

ルクソンは〈意識は脳をはみだ

ノーベル賞受賞者のアンリ・ベ

ですからフランスの哲学者で

に身近で豊富な経験の世界です。

し未来を夢見るなどなど、じつ

とにかく意識の領域は非常に

もちろんありませんが。

しています。断定するつもりは

Ｄ 「まあ、現在の私はそう理解

すね」

窓口のようなものということで

残る可能性があるということで

わば脳が死んでも意識の領域が

Ｋ 「だとすると肉体が死ぬ、い

ないということですね」
Ｄ「ええ」

よく分かりませんが。

いう形で意識が相続するのかは

からもそういえます。死後どう

なず変化するのみ〉という道理

Ｄ「ええ。〈あるものは無くなら

は脳神経の化学的な的反応をい
していて、脳の一部になること
深くて広く、物質（脳細胞）の
す。

なかに納まりきらないと思いま

意識の連続性を説いています。

と思います。仏教ではそういう

続されるということもありえる

すか」
Ｄ 「意識は何らかの形で死後相

す。死後、微細な目には見えな

るものについて論じておられま

かなりつっこんで死後に存続す

自分の深い禅定体験に照らして、

家であった玉城康四郎博士はご

しょうか」
Ｄ「それも大変難しい問題です。

ています」

と根源的な深層意識だといわれ

主体であり、それは意識である

がいとう

ベルクソンは〈意識は、外套掛

がいとう か

もっともこの場合の意識は私た

東大の名誉教授で仏教学の大

くら調べても出てこないように
はない〉といっているそうです」

超えているとなると、脳と意識

Ｋ 「意識は脳に納まらず、脳を

おさ

私も思います」
Ｄ 「意識の領域は非常に深いも
のであることはますます明らか
になって、今日では深層意識と

け（脳）に掛けた外套であって、

い身（業熟体）が相続するとま

そして〈自分〉とか〈私〉と
私自身は、意識の領域と物質の

Ｋ 「意識の世界と物質の世界は

も自己は無くならず続いていく

とはどういう関係があるので

ちが見たり聞いたりする知覚的

いうものは意識の領域でこそい
領域との回路となっているもの

Ｋ 「肉体が滅んでも、深いレベ

といえるわけですか」

か無意識の領域ということもい

外套は外套掛けの一部にはなら

な表層の意識ではなくて、もっ

われるのであって、脳神経の反
が脳であると仮定してみたら、

異質だと」
Ｄ 「異質というか、領域が違う

ルの意識が続く可能性があると

われています。

ない〉といっています」

で博士はいっておられますが」
Ｋ 「そうすると一般に自己とは

応をいくら外部から分析し観察
理解しやすいと考えていますが。

といった方が正確だと思います。

Ｄ 「そういう可能性があると思

といっていいですから、死んで

しても〈自分〉とか〈私〉は出
外の物質的なもの、たとえば

てこない。私が現在何を考え、

イスとか電車などの物体あるい

だけどお互いに深く関わりあっ

何を経験し、何を感じているか

います。断定はできませんが。

は音の振動や肉体などの物質的

いうことですね」
Ｄ「ええ。

は、外から科学的的な装置で観

〈肉体の死、いわば脳死で一切

ただ私が今回いいたいのは、

あれは本当は滅ぶのではなくて、

が無くなる。心も意識も一切消

肉体が滅ぶといわれますが、

形態が変わったのでしょう。分

えて無になる〉という考えは、

ていると思います」
Ｋ 「では人間の死、いわば脳死
になるとどうなるのでしょうか」
Ｄ 「外界の物や人などの物質的

子レベルでは続いているのでは

果たして本当にそうであろうか、

なものを、意識の領域に伝達す
て外の物の刺激や形が、表象と

な世界と意識の世界とを結ぶ回

ないですか。氷が溶けたら水に

察し分析しても到底分かるもの

して意識の領域に取り込まれる

路が働かなくなることではない

る機能が脳で、脳の回路を通し

Ｋ 「そうすると肉体や脳細胞を

のではないでしょうか。

ではありません」

含めて自然の物質的な領域と、

Ｄ 「そう思います。意識をいく

となのでしょうね」

で表現する、即ち行動するので

通して、外の肉体に伝達して体

たことや経験されたことは脳を

くなることだと思います。

という相互の伝達回路が働かな

感じられなくなる。脳死は、脳

質的な自然も他者も見えないし、

でしょうか。ですからもはや物

の死といっているものは、人の

質量保存の法則であって、肉体

ず変化するだけ〉です。それが

するように、〈ある物はなくなら

なり、水は蒸発して蒸気に変化

（業体）が続くとなると、自己

っても、深い意識としての自分

Ｋ 「もし肉体という形は無くな

ないかと考えるからです」

必ずしもそうはいえないのでは

れないといわれていますね。物

絵筆をとったり、気晴らしのた

いたり、美しい景色に感動して

なずしもいえないでしょう。ち

が全く無くなってしまうとはか

しかしそのことは意識の世界

ギーが分解し、違った形に変化

肉体を形成していた物的エネル

肉体という枠組みがはずれて、

っていくのかという問題が真剣

は一体どこへ行くのか、どうな

逆に意識で考えたことや感じ

ら重ねても物にはならないし、

すね。友を懐かしんで手紙を書

意識の領域は区別されるべきこ

物をいくら重ねても意識は生ま
の世界と意識の世界は別であっ

めに散歩をしたりします。イラ

な問いとなりますね」
Ｄ「ええ。古来〈後生の一大事〉

わくぐ

て、物の世界をいくら分析して

したのではないですか。変化の

（了）

というのはそういう問題であっ

ょうど家の内と外の通路として

も心の世界は分からない。

とも心の状態が外の肉体に表れ

らず変化していくことも考えら

イラしたときに胃が痛くなるこ

意識を私の内側から見ると、

まっても、家の内があるように」
Ｋ 「脳が死ぬことは意識の全領

れるのですね」

の窓（脳）があり、その窓が閉

まさに人生そのものの内容であ

たといえましょう」
Ｋ 「なるほど、脳は外の世界と

域の消滅をかならずしも意味し

たといえましょう」

り、喜怒哀楽などの感情、思考

意識の世界の間をやりとりする

形の一つが骨や灰なのでしょう」
Ｋ 「だとすると、意識も無くな

し判断し決断する、過去を回想

よくよく案じみれば、天におどり地に
往生してもはや再び迷いの境界に戻るこ

すなわちすでにこの世において、浄土に

と、説かれています。
〈現生不退転の身〉、

の上ないさとりを開くことができる）

切って、迷いの世界に戻ることなく、こ

れて浄土に往生し、ただちに輪廻を断ち

まけて仏法に心を寄せることが後回しに

そういう意味では、この世のことにか

めて知らされます。

悪業煩悩から起こっていることをあらた

では何とも思っていないことも、自分の

がつかぬほどの鈍感さであります。自分

て、それが己の煩悩のせいであるとは気

どこかで自分を肯定した上でのみ自己批

自分の反省心とか良心での自己批判は、

煩悩と知ることはありましょう。しかし、

愚鈍の身であります。

重悪人」とまでは思えない、それほどの

「極重悪人」と教えられても、とても「極

りんね

おどるほどによろこぶべきことを、よろ
とのない〈身〉にさせていただくのであ

なりがちなのも、己の煩悩のせいである

真宗聖典講座

こばぬにて、いよいよ往生は一定とおも
ります。

て、煩悩具足の凡夫とおおせられたるこ

所為なり。しかるに仏かねてしろしめし

をおさえて、よろこばせざるは、煩悩の

浄土に生まれてこの上ない悟りを開かせ

生を限りとして、もはや迷うことのない

るとも知れなかった、その永き流転も今

われわれは長い間流転して、いつ果て

れている姿であります。

心を煩わせていることも、煩悩に動かさ

いただきながらも、なおこの世の損得に

し、この上ない功徳の宝であるお念仏を

でしょうか。

えられないのが、自分（自我）ではない

自分が悪いというような自己批判には耐

判をしているように思えます。全面的に

自分の反省心とか良心で自分の煩悩を

いたまうべきなり。よろこぶべきこころ

となれば、他力の悲願は、かくのごとき

ていただくのであるという、これは念仏

と」であります。

おどり地におどるほどによろこぶべきこ

をいただいた者にとってはまさに「天に

ゃんと知り抜いてくださってあったこと

き身であることは、阿弥陀仏がすでにち

れば」との仰せです。これほどの煩悩深

煩悩具足の凡夫とおおせられたることな

次に「しかるに仏かねてしろしめして

うか。

で自分を肯定しているのではないでしょ

はいつも無意識的に避けていて、どこか

そこまでの徹底した自己批判を、私たち

のがオチかなとさえ思います。だから、

生きるのが耐えられなくなって自殺する

自分が自分を全面的に自己否定すると、

のわれらがためなりけり

あったとき、こうした踊躍歓喜の経験が

で、私が事新しく知ったものではないと

（歎異抄弟九章の一節〉

ことを、そのように喜ばないわが身を思

あったのでしょう。しかし、現在とても

仰せられます。

観の深さ」を誇りたくなるところです。

私どもならこういう場合、自分の「内

いわれたことがあります。

も肉がさけるほどツネラないものだ」と

ツネル場合は、どれほど自分をツネッテ

ゆやく

この不審にたいして親鸞聖人はご自身

たとえば「これほどまでに自分は自分を

おどり地におどるほど喜ばねばならない

現代語訳「よくよく考えてみると、天に

うにつけても、いよいよ往生は一定の身

それほどの喜びがないのはどうしたこと

唯円房はかって初めて如来の本願にで

であると思います。というのは、喜ぶべ

であろうかと、不審が出たのです。

する心をおさえとどめて喜ばないのは、

の上にも同じ問いをもっておられて、そ

昔、Ｎ先生から「自分で自分の皮膚を

き尊いおみのりをいただいて、喜ぼうと
煩悩のしわざです。しかるに仏は、この

りました」とは申されていません。「仏か

聖人は「私はこのように深く自分を知

反省できている。どんなものだ」という
ような矜持の思いすら起こります。

きょうじ

のことをさらに深く如来の本願に聞思し
ておられたのでした。

ような私であることをかねてからお見と
おしのうえで、煩悩具足の凡夫を救おう

ところが、聖人は「仏かねてしろしめ

ねてしろしめして煩悩具足の凡夫とおお

そこで、「喜ぶべき心を抑えて喜ばせな

して」と、阿弥陀仏の五劫思惟のご恩を

とおおせられていることですから、他力

いのは煩悩のしわざなのだ」と聖人は仰

せられたる」とのご領解です。如来の人

しゆい

の悲願は、このように浅ましい私どもの

仰いでおられます。聖人は「我知れり」
れるのであろう、と驚かずにはおれませ

は、私の悪業煩悩の深さを本当に知って

こうしたことから思い知らされること

まことに畏れ入ることです。 （了）

のご恩を仰いでおられるのであります。

いただいているという、どこまでも如来

間観察をお聞かせいただいて、知らせて
ん。法の喜びが薄いことを嘆く唯円房の

おられるのは阿弥陀仏であって、私が知

正信偈に「極重悪人唯称仏」とありま

りえる罪業の深さは己の罪業の一部でし
私などは喜びが少ないことを問題にし

すが、私のことを「極重悪人」と本当に

悩のしわざ」と慚愧しておられる聖人の

ないほど自己内観の心が乏しく、また喜

知っておられるのは阿弥陀仏であって、

かないのでしょう。

びが乏しいことを当たり前にしてしまっ

お言葉がさらに深い感銘をおぼえます。

ざんき

聞法の志も尊いことですが、それを「煩

というところにはおられません。

せられました。

ぐごく

聖人はなんと深く自分の姿を観ておら

ためでありました」と。

歎異鈔第九章第四講〉
〈歎異鈔第九章第四講〉
あんにょう

ひとたび如来の本願を信じて念仏申す
身となったものは、無量寿経には
き

「必ず超絶して去ることを得て、安 養国
じねん

に往生せよ。横に五悪趣を截りて、悪趣
自然に閉じん。道に昇ること窮極なし。」
（意訳------必ずこの生死の流れを超え離

信仰夜話
たんば

丹波（兵庫県）の三田源七さんが、各
地の名高い信者さんを訪ね歩いた聞法語
録が「信者めぐり」として出版されてい
ます。その中に三河・野田村の和兵衛同
の

行を訪ねた話が載せられています。
それによりますと、
『三田源七、和兵衛さんの家を訪ね、

と。そうしたら和兵衛同行、ニッコリ笑

いますか、暗いものでございますか」

いなされたら、未来は明るいものでござ

いよいよ出かけていかにゃならぬがと思

それだけでもの足りぬかや」と仰せられ

そのままなりで間違いなく汝を助ける。

れば明るいまま、暗ければ暗いまま今の

って汝の往生は決まるのである。明るけ

え夜があけなば、我が心の虚実明暗はた

一蓮院秀存師の言葉に「仏の手元にさ

に脈があると思っているからです。

す。心を相手にするのは、まだ自分の心

ると「暗い心でよい」
「未来は暗くてよい」

ところがこんな話を聞くと、ややもす

だすにおよばぬ」と仰せられる通りです。

三田さんの話はもう少し続きます。

ます。

って
あ

「後生は明るいかと云えば明こうもなし、
く

暗いかと云えば暗ろうもなし、ただ病気

うなことなら、無になるお方があるでの

るい暗いを、この方で見にゃあならぬよ

ご恩を思うて称えなさるか」

「このご大病の中にお念仏称えなさるは、

郎というお同行が和兵衛さんに、

苦しんでいた私が、「心の明るい暗いに用

になりたい」「未来が明るくなりたい」と

と思い、早く信心いただいて「明るい心

す。今まで「こんな暗い心ではだめだ」

と、また己の暗い心に落ち着こうとしま

う、ナムアミダブツナムアミダブツ」

と問えば、和兵衛さんはお声を張り上げ

はない」と聞かされると、「暗い心のまま

『三田さんに同伴していた近所の政四

と、さもうれしげに念仏を称えられた。

「政四郎さま、往生は仏仕事と聞かせて

が苦しい一つよりないわいの。もしも明

このご一言千万両の価値がある』

でいいのだ」と暗い心にまた腰をおろそ

うとします。

もろうた上からは、機の上のことは聞か
ぬでもよいわいの！」と。

暗い心ではいかぬと思うのも計らい。

（このお話で何よりも感銘するのは、「も

このお答えが何とも嬉しかった。我の

暗い心でよいと、落ち着こうとするのも

われ

しも明るい暗いを、この方で見にゃあな

思いようで定まる往生でなくて、まるま

る仏仕事だけで、永劫の仕合わせをこう

にまいりました。よろしくお願いします」

て和兵衛様にお育てをいただきたいため

「私は丹波の者で、後生の一大事につい

題は全面的に阿弥陀仏が引き受けてくだ

にせねばならないが、我が身の往生の問

まるなら、自分の心の明るい暗いを問題

自分の心が明るいか暗いかで往生が決

いわいの」であります。機（私）の上を

であれば「機の上のことは聞かんでもよ

であるぞ」との大悲の仰せであります。

阿弥陀仏の仰せとは「汝の往生は仏仕事

（このお話も尊いかぎりである。南無

んのところへ行きましたら、和兵衛さん

ていただきたいということで、和兵衛さ

荷をすべて負わせてくれよ」との大変な

て苦しんでいる私に、「この如来に汝の重

どうしようもないほどの重荷を背負っ

何もない。「ただ、無明なること、おおわ

はどの胸さぐっても、信心らしいものは

かし、信心の実際上からいうと、私の方

いわれることに間違いはありません。し

（了）

本の経済発展によって多くの資産家が生まれたが、

近江商人の仏法敬重の心が感じられる。近年、日

た立派な会館で、日本でも希な純粋聞法の場所。

ある伊藤忠兵衛の弟さんが主に資金を出してでき

が聴聞。芦屋仏教会館は伊藤忠や丸紅の創業者で

＊三月十一日。芦屋仏教会館へ。九十人余りの方

とに殆ど苦痛を受けなくて済むようになった。

近くの専門医院でもらう薬のおかげで、有難いこ

したが効果が薄かった。ところが七年ほど前から

通す（これは辛い）とか、薬を飲むなどいろいろ

マスクを離さないとか、ぬるい塩水を鼻から口に

粉症になって以来、随分煩わされたものである。

＊三月は花粉が大量に舞う時節。三二才頃から花

つれづれ日 誌 〉
〈 住 職 つれづれ日

ではないのです。

の計らいであって、
「弥陀の本願ばっかり」

うし、自分で自分を助けようとする自力

これはなお自分で自分を落ち着かせよ

計らい。どちらも我が計らいです。

らぬようなことなら、無になるお方があ
るでのう」の一言で、この言葉は三田さ

むらせていただくという、お約束を明ら

あ

んも千両万両の価値があるといっていま

かにお知らせくだされた』

し

す。まことに涙無くしては読めないとこ

と申しあげた。そうしたら主人が

さると聞かせていただいた上に、なお自

見ても助かるタネは何がありましょう。

ろです。

「それはまあよくおいで下さいましたが、

分の心の明るい暗いを問題にしようとす

真宗の教義上からは「信心をいただか

出てこられた若主人に

折悪しく、おじいさんは重病で人様にお

るのは、阿弥陀様の五劫の思案も永劫の

はもう危篤状態で骨と皮にやせ衰えてお

ご親切を聞かせていただきながら、「でも

るる煩悩ばかりとなり」（ご消息集。聖人

おりあ

話ができるような状態ではありません」

御修行も無駄にすること。

られた。しかし思い切って聞きたい一心

私が負うていきます」と云うのは、ご親

ねばならぬ」「疑い晴らさねばならぬ」と

との返事。それでもお姿だけでも拝ませ

で尋ねた。

のお弟子専信房の言葉）という外はあり
阿弥陀仏は「汝の心の明るい暗いで未

心の明暗を相手にせねばならないよう

切を無にすること。

にご大病のご様子、さぞお苦しうござい

来が助かるのではない。汝の心の明るい

な〈どうにかなる心〉では全くないので

「お同行さん。お見受け申しますれば実
ましょう。いよいよその身におなりなさ

暗いに関係なく、我が誓願の力一つによ

ません。

れては再びご全快はできますまいが、今

儲けた資産を世の人々のために使おうとする人が
極く少ないのは寂しいことである。
＊三月十七日。念仏会に石川県からＴさんが来ら
れる。ご自宅を聞法道場にされた尊い志のお方で
ある。
＊三月二十一日。朋友会。Ｔ師の綿密に用意され
た発表に感銘。共に学ぶことの楽しさを味わう。

