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誰も上司や権力者にへつら

なくてはできないであろう。

りすることはかなりの覚悟が

ゆる正義を行うと、みんなか

のを断ったりするなどのいわ

り、やましいことに荷担する

不正を暴いたり、告発した

とであろう。これはやはり世

てあるが、実際の中味は他の

いたくはないであろうが、自

ら歓迎されたり、ほめてくれ

生活基盤が脅かされる可能性

宗祖親鸞聖人は「へつらう

普通の地域産のものであると

分や家族の生活の安定や財産

たりする世の中かというと、

間や権力へのこびへつらいで

心」を何度も著作の中に取り

か、売れ残った商品を製造年

や地位やなどを守ろうとし

そうではない。かえって周囲

が当然あるから、やましいこ

上げておられるが、私たちは

月日を変えて再販したり、お

て、こびへつらうのである。

あるといえよう。

それほど「こびへつらう」心

客にいったん出した料理の残

とを拒絶したり、告発するな

が罪深いとは感じていないの

り物を再度使うなどもあっ

へつらいの 煩悩
へつらいの煩悩

ではなかろうか。しかしこの
た。

体制の中でも表れてくる。

面化し、あるいは世界の政治

れが時には社会問題にまで表

人の人間関係だけでなく、そ

この「こびへつらい」は個

がある。

にも相手に対するへつらい心

り、やさしい言葉をかける中

人に顔を和らげニコニコした

ていて気がつきにくい。あう

この心はあまりにも日常化し

悩に結びついている。しかし

へつらうのであり、貪欲の煩

せず得をしたいために、こび

い、きらわれたくない、損を

中では、相手から認められた

「へつらい」は人間関係の

いは左遷されるなどの処置が

いやがらせにあうなり、ある

いいきれないものがある。も

いうと、絶対にしませんとは

ったり、内部告発をするかと

を命じられたとき、それを断

ると、社長からやましい仕事

てその会社で働いているとす

もし自分が従業員の一人とし

た時は腹が立つが、しかし、

ういう返答をＴＶなどで聞い

えがしばしば返ってくる。こ

か「社長の命令で」という答

問うと、「上司の命令で」と

ぜそんなことをしたのか」と

正とかに関わった社員に「な

ーがそこに勤めて偽装とか不

こういう報道で、レポータ

は、抵抗する本人なりグルー

の態勢や風潮に抵抗すること

ると、会社をクビになるなり、 は、正しいと思っても世の中

し、断ったり、内部告発をす

プなりがつぶされる危険性が

いるかのようなマスコミの姿

ロ報復政策に一斉に賛同して

浴びたという。ブッシュのテ

周囲から激しいバッシングを

への批判をした人がいたが、

リカ女性の活動家でテロ報復

ようだった。実際、あるアメ

にあうことを恐れているかの

すると、周囲からバッシング

が、あの時、批判意見を公に

する知識人は当然いたと思う

言論は殆どでなかった。批判

マスコミではそれを批判する

決めた。あの時、アメリカの

がアフガニスタンへの進攻を

撲滅を掲げてブッシュ大統領

一一事件があった後、テロの

例のニューヨークでの九・

う。

の上に見ておられるのであろ

らいの罪を宗祖は厳しく自他

ることも薄い。こういうへつ

しかもそれを私たちは悲痛す

中を濁しているであろうか。

るが、この煩悩がいかに世の

根深いことを身に浸みて感じ

こうしたへつらいの煩悩が

起こるのである。

の心からへつらいとか迎合が

地位などを守ろうとする欲愛

自分と家族の安全、財産や

う意味である。

ねばならないような世界とい

しようとすると苦しみに遭わ

いう意味で、正しい生き方を

婆という。娑婆とは堪忍土と

い。そういう世界のことを娑

いかねばならないことが多

れたりして、苦しみに堪えて

たり、経済的な困窮に落とさ

から非難されたり、追放され

心は、この世の悪が一向に減

近年、食品の偽装事件がと

待っているであろう。そうな

あるから、それを怖れてのこ

う。

らない一つの要因であると思

きどき起こっている。名産ブ

ると収入が激減し家族を養う

（了）

あ

ランドの「○○産」と銘打っ

け

う

ぐ ぜ い

われたためでしょう」

あるのかを広く知りたいと願

るもののすがたはどのようで

のか、またそこに生まれてい

どのようにしてできあがった

土がどのような世界であり、

世自在王仏にあらゆる仏の浄

ようかなどを思惟するため、

土にはどのように生まれしめ

たらしめようか、またその浄

者はどのような徳を得るもの

領域であり、浄土に生まれる

浄土はどのような功徳のある

われました。それゆえ、その

を迎え入れて仏にしようと願

完成し、その浄土に一切衆生

いを実現するために、浄土を

大な願いを起こされ、その願

いたい、仏にしたいという広

Ｄ 「法蔵菩薩は一切衆生を救

要があったのですか」

ますが、なぜそれらを見る必

悪しを見られたと説かれてい

て、この上ない浄土を完成し

ころや劣った点を選び捨て

勝れた点を選び取り、悪いと

の国を見て、その善いところ

Ａ 「法蔵菩薩はさまざまな仏

ましょう」

る道を選び取られたのであり

浄土に一切衆生を生まれしめ

せる行（因）を選択し、その

める、そういう浄土を完成さ

の上ない功徳あるものたらし

浄土に生まれたものをしてこ

浄土はかくありたいと、善い

の中から、ご自分のしあげる

善し悪しのすがたを見て、そ

ゆる正報、人や神々など）の

の浄土にいるものたち（いわ

浄土の成り立ちの因とそれら

Ｄ 「かずかぎりもないほどの

なさったのですか」

の浄土のすがたを見て、どう

Ａ「法蔵菩薩はそれら

しょうか」

ということではないで

如 く に お 聞 き に な った

在 王 仏 の 説 法 を 見る が

説 き 、 法 蔵 菩 薩 は世 自

な仏国を成就しようとされた

りいれてこの上なき功徳円満

仏国を見、善い点ばかりを取

るかを法蔵菩薩はさまざまな

のように、どういう仏国にす

りを進めているようです。そ

ど、そういう選択をして国作

は小さな規模の物にするな

の拡充は抑え、発電用のダム

するような森林の伐採や道路

済発展は望まず、自然を破壊

て、この上ない浄土を構想し、 っています。例えば急激な経

ものを選び、悪いものを捨て

のです」

して国造りをしている〉と云

が悪い点は見習わないように

国のいいところは取り入れる

が 、〈自分たちの国は先進諸

部にあります。その国の大臣

タンという国がインドの東北

話は少し変わりますが、ブー

作り上げるようなものです。

たいと理想的な国のモデルを

は捨て、自分の国はこうあり

の良い点を選択し、劣った点

かなどを見て回り、他の国々

にしてそういう国が出来たの

性や状況など、またどのよう

て、その国の状態や国民の品

時に、さまざまな国を視察し

であるにも関わらず、惑える

Ａ 「本来は清浄な光明の世界

しています」

土を見られたのだと、お聞き

が妄想的に作りだしている穢

れどもその中で、迷える衆生

釈迦仏の浄土であります。け

ですからこの娑婆も本来は、

など）には説かれています。

のだと経典（華厳経・維摩経

な光明の世界いわゆる浄土な

とかは本来はなく、全て清浄

す。実は穢土とか迷いの世界

に穢土を見ておられるので

が、さまざまな浄土を見る中

れたように説かれています

ているのですか」
Ｄ 「諸仏の浄土ばかりを見ら

かりを見られたように説かれ

Ａ 「ではなぜ、諸仏の浄土ば

察されたのであります」

から、当然私たちの穢土を観

まれしめようとされたのです

て、救うてまことの浄土に生

んでいる衆生を憐れみたまい

れて、そこで生死愛憎に苦し

の世界、私たちの穢土を見ら

Ｄ 「いいえ、法蔵菩薩は迷い

ったのですか」

ことでしょうか」

られた〉というのはどういう

Ａ 「法蔵菩薩はそれらを〈見

いう国家にしていくかという

のはじめ自分たちの国をどう

なたとえで云えば、国家建設

Ｄ 「ええそうです。ごく卑近

ど、濁悪の領域は見られなか

いの境界や苦しみの世界な

みを見られて、穢土という迷

Ａ 「法蔵菩薩は、ただ仏国の

こし、業（行為）を起こして、

にありながら、無明煩悩を起

しているのですね」
Ｄ 「ええ、私たちは本来浄土

衆生はそこに穢土をつくりだ

Ｄ 「世自在王仏は見るように

ようとされたのですね」

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
（五）
法蔵菩薩因位時
在世自在王仏所
覩見諸仏浄土因
国土人天之善悪
建立無上殊勝願
超発希有大弘誓
い んに

（正信偈書き下し）
みもと

法蔵菩薩の因位の時、世自
在王 仏の 所 に まし まして 、
と けん

諸仏の浄土の因、国土人天の
こんりゅう

善悪を覩見して、無上殊勝の
ちょうほつ

願 を 建 立 し 、 希 有の 大 弘誓
を超 発せり。
（現代語訳）
法蔵菩薩の因位のときに、
世自在王仏のみもとで、仏が
たの浄土の成り立ちや、その
国土や人間や神々の善し悪し
をご覧になって、この上なく
すぐれた願をおたてになり、
世にもまれな大いなる誓いを
おこされた。
＊
Ａ 「無量寿経には、世自在王
仏はかずかぎりないほどの仏
の浄土やその浄土の人間や神
々の有様を説かれ、それを聞
いて法蔵菩薩はそれらの善し

のように私たちは我執や我愛

感情を交えて見ています。そ

まざまな比較や自分の好悪の

花は高価だとか安いとか、さ

大きいとか小さいとか、この

だとかそうでないとか、花が

見るのではなくて、好きな色

本の花を見ても花そのものを

どと評価して見ています。一

いい人だとかつまらぬ人だな

悪しや利害損得で、あの人は

好き嫌いの感情や都合の良し

まわりの人を見る場合でも、

界を感じています。たとえば

己中心的な想念に基づいて世

を知らず、無明によって、自

ら、ありのままの清浄な領域

ういう中に私たちはありなが

の領域といわれています。そ

とは清らかな真実ありのまま

いう意味です。ですから浄土

Ｄ 「土とは領域とか次元とか

した衆生の苦しみを見て大悲

Ｄ 「そう聞いています。こう

すがたを見られたのですね」

中で苦しみ悩んでいる衆生の

ながら穢土を虚構して、その

Ａ 「法蔵菩薩は、浄土にあり

すね」
Ｄ 「そういえましょう」

苦楽しているのが穢土なので

悪さまざまな行いをして悲喜

界に生きていて、その中で善

て、それぞれの受け取った世

Ａ 「私たちは無明煩悩によっ

ているからです」

としての共通した意識をもっ

個性はありましても同じ人間

しているからです。それぞれ

る〉という基本が共通（共業）

Ｄ 「それは〈お互い人間であ

はなぜですか」

り、似たような行動をするの

れでも人間同士は話が通じた

ているということですが、そ

悟った仏（あるいは他の聖賢）の権威

ておくか、それとも、生と死の本質を

ということで、分からないままにほっ

「死んだらどうなるか、分からない」

は分からない」としかいえない。では

なるだろうが、心はどうなるのかそれ

んだらどうなるのか、肉体は骨と灰に

きない。それゆえ、私たち凡夫は「死

といって心がなくなるとは誰も断定で

る。だから肉体が動かなくなったから

らと云って見えるわけはないのであ

肉体が動かなくなって肉体を焼いたか

生きている間さえ見えないのだから、

か見えないからである。しかるに心は

態しか分からないからである。それし

えているのは肉体が動かなくなった状

は外から観察する外はなく、外から見

というのは独断である。なぜなら、死

「死んだら何もなくなる。無になる」

私たちの本音であろう。にも関わらず、

に対 し て 、「分か ら な い 」 と い う の が

人間死んだらどうなるかという問い

ず、次のように答えておられる。

こす問いにたいしては釈尊は沈黙され

る。そういう自己一身の苦しみより起

らどうなるのでしょうか」と問うてい

っていて、それを釈尊に「私は死んだ

いう人が、自分自身の死後に恐れをも

在家の信者であったマハーナーマンと

・ニカーヤ）によると、ある釈迦族の

だ から 、 原始 経 典 （（サン ニ ュ ッ タ

る。

まうから沈黙をされたと云われてい

けで差し迫った解脱の道から離れてし

に答えても更なる論義を巻き起こすだ

わば議論のための議論であって、それ

の問題を離れた形而上学的な問い、い

うした問いは自分自身の解脱やさとり

対して沈黙された。しかしそれは、こ

るか、無であるか」などという問いに

無 辺 で あ る か 」「 如来 は 死 後 は有 で あ

常 で あ るか 」「 世間 は 有 辺 で あ る か 、

は「世間は常住であるか、それとも無

いうことを強調される。たしかに仏陀

陀は沈黙をされて何も仰らなかったと

れたか。これに対して、ある人々は仏

いにたいして、仏陀釈尊はどう教えら

では死んだらどうなるか、という問

キリストの教えに順うのであろう。

う者のことである。キリスト教徒なら

「なるようになる」とほったらかすの

して、何の準備も用意も全くなしに、

にいくのかという未来行く末の旅に対

にも関わらず、この世を離れてどこ

でこそ安心した旅行が出来る。

に泊まるなどと細かく決めるし、それ

列車に乗って、何時頃にどこのホテル

私たちは十分に準備して、何時の特急

くことは出来ない。一週間の旅行でも

く末を「どうにでもなれ」とほってお

えないが、分からぬと云って自分の行

だらどうなるか分からない」としか言

確かに愚かな凡夫である私は「死ん

唯物論に自然に従っているのである。

きも止まり、心も死滅するというのは

から、死んだら身体も動かず、脳の働

いう物質の働きから起こるものである

人間の本質は物質であり、心も脳と

とお勧め下さっている。

の誓いを信じて浄土に生まれなさい」

喚びかけておられる。大悲の阿弥陀仏

させると誓って南無阿弥陀仏となって

がついておられて、必ず浄土に生まれ

は、仏陀釈尊は「あなたには阿弥陀様

こういう問いに対して浄土の教えで

よい」などとは仰っていないのである。

分からない。そんなことは考えないで

いる私たちに「死んだらどうなるか、

れば釈尊は死後を不安に思い、悩んで

活しているのです」

の意識を離れられませんか

を起こし、衆生を助けるため

を認めて仏の教えに順うか、そこに違

「マハーナーマンよ、恐れることなか

はあまりにも不用意でなかろうか。分

それによって穢土を虚構して

ら、自己中心的な意識で物や

にどういう浄土を仕上げ、そ

いがある。

れ、汝の死は悪からず、汝の臨終は悪

からなければ分かったお方の権威を認

Ａ 「私たちはめいめいもちの

人を見ているのです。一人一

の浄土に衆生をどのようにし

仏 教 徒 で あ る と い う こ と は 、「 私は

くはないであろう。長い間信仰し、戒

いると云われています」

人が感じている世界はその人

て至らしめるのかを、さまざ

死んだらどうなるのですか」を、あて

雑記帳

のかたよった価値判断を中心

まな仏国とその成り立ちを見

め、それに順って安心して道を歩む。

Ａ 「穢土を虚構しているとは」 業で虚構している中で生活し

にして私たちの意識が捉えた

め・学問・捨離を修したその人の心は

そういう道があるのである。

にならない自分の判断やこの世の学者

上方におもむき、すぐれたところへゆ

ることによって思惟されたの

とか思想家とかの説に従うのではなく

世界、いわば自らの我執によ

（了）

くであろう」と答えておられる。であ

でありましょう」

て、正覚を完成された仏陀の教えに順

って色づけした世界をあたか
も真の現実のように思って生

信 心 夜 話
《松並松五郎念仏語録を読む》四
太字は松並さんの言葉。

らず。
も知らず。

吹いて、
いて、身も家も吹き散ってしまうと

って真中に
っている。何時風が
何時風が
を造って真中
真中に座っている。

てたよりにせよや」とのお心
とのお心でありま
てたよりにせよや」

後生はこの
後生はこの弥陀
はこの弥陀がたのまれてやるであ
弥陀がたのまれてやるであ

リヨリタノム 」。 たのむとは「
たのむとは 「 お 前 の
リヨリタノム」

いわれを聞いても、物知りになるだけ。

いわれを聞く。念仏もうさずに念仏の

（聞法というのは今称える今の念仏の

死に体である。称えながら今のナマの

概念化した念仏は固くなった餅の如く

南無阿弥陀仏

それが南無阿弥陀仏であります
す。それが南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏であります。
であります。

蜘蛛 の如く、私、 小魚ではある
小魚ではある
私、蜘蛛の
まいか。かかる身
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