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親子の縁に思う

かれは、ここから、一つの

すと、このパターチャーラー

解さ、不思議さに思いをいた

誕生時や死亡時のあの不可

道を通ってやって来た。かれ

尼の言葉に深くうなずかずに

ここから去って行った。

はそこから、他の一つの道を

はおれない。

り んね

通って行くであろう。人間の

たときのようなすがたで、去

しつつ過ぎ去るであろう。来

た。そして親子の因縁を結ん

道を通ってこの世にやってき

親も子も、共にそれぞれの

かたちをとって死んで、輪廻
だから子供に先立たれる

って行った。そこに何の悲歎

で、この世を生き、やがて人

にさえ思ってしまう。

生まれた時には、病院へ生ま

と、自分の最愛の宝が奪い去

をする要があろうか。」

私には孫が四人いる。孫が
れた赤ちゃんに会いに行く。

られたように嘆き悲しむので

を通ってこの世を去ってい

生まれたての赤ちゃんを見る

この教説では、我が子とい

く。なるほど、と思う。そう

間の形を離れてそれぞれの道

しかしながら、人の誕生の

うものも、それはどこからか

すると 、「我が子が死んだ」

という。

時と死ぬ時のことから考える

この世に生まれ来て、人間の

といって、自分のもち物を奪

はなかろうか。

可愛いのもさることながら、

と、
〈私の子〉
〈子は私のもの〉

形を取り、そしてしばらくこ

われたように嘆き悲しむの

といつでも「あんたはどこか

不思議さと不可解さを直感的

という考えが正しい道理に即

の世にいて、やがて人間の形

は、凡情であって、智慧ある

ら来たのか」と問いたくなる。

に感じるからである。

したものであるとは思えない

を離れ、この世から去ってい

者の態度ではなかろう。

び

の葬式後、火葬場で荼毘にふ

だ

また、両親を始め親族縁者

のである。

く。生まれて死ぬまでの間、

し、しばらくしてお骨を拾い

問わずにはおれない。不可解

んたはどこへ行ったのか」と

には

ー尼の言葉が出てくる。それ

という経典にパターチャーラ

がいた。『テーリーガータ』

る。それを見た時いつでも「あ う勝れた尼僧（比丘尼）さん

子にパターチャーラー尼とい

それについて、釈尊のお弟

であると、教えられているよ

子！」といって嘆き悲しむの

い、子が亡くなると「我が

かも自分のもののように思

が生み、自分が作って、あた

にもかかわらず、子供は自分

となり子となったのである。

人の形を取り、縁があって親

えがあるのであろう。

ない私たちにこそお念仏の教

そういう凡情に生きるしか

ない事実である。

ちであること、それは紛れも

れないのが凡夫としての私た

ただそういう凡情を離れら

に行く。火葬場の釜の中から、

な謎に襲われるのである。

「その子が来たりまた去って

うである。

誕生と死に際して、おそら

焼け残った骨と灰が出てく

く多くの人が大なり小なり私

行った道をそなたは知らず、

請われないのに、かれ（子）

午後二時始
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（了）
と同じ感じをいだくのではな

またその子がどこから来たの
子！』といって、そなたは泣

か も 知 ら な い の に 、『 我 が

かろうか。
誕生の時の不思議さ・不可
られていく。そうして生まれ

は、そこからやって来た。ま

こ

き悲しむ。
た子供に対して「私の子」と

た許しをえないのに、かれは、

解さは、時が立つ中で忘れ去

思い 、〈私の所属物〉のよう

と教えられている。

か。

は有るも無いもないではない

れにも心がなかったら、世界

とが分かる。

も、世界は意識と離れないこ

ように生きものの生態から

さて、凡夫の心において感

世界があるということとそ

鬼（貪欲によって苦しむ境涯） れを認識する心とは分けるこ

恚によって苦しむ境涯）・餓

地獄極楽はあるのか
最近、ある方から「地獄・

知されている世界を仏教では

欲を中心とする煩悩によって

との出来ない一つの事なので

世親菩薩の『浄土論』には
浄土 ） の 相 を 観
「かの
かの世界
かの世界（
世界（ 浄土）

そして〈人間の心〉に応じ

汚染された心である。「我有

・畜生（愚かさによって苦し

質問を受けた。この問いは今

ずるに 、 三界の
三界 の 道 に 勝過せり
勝過 せり。
ずるに、
せり。 識が虚構した世界であろう。

て〈人間の世界〉があるので

り、我が物有り」というよう

極楽はあるかないか」という
に始まったことではなくて、
究竟 して虚空
究竟して
して虚空のごとく
虚空のごとく、
のごとく、 広大

あろう。猫の心になれば、人

に、我を中心において物を見

娑婆世界という。その凡夫の

ずっと以前から出され続けて
にして 辺際なし
にして辺際
辺際なし。
なし 」

間が見ているような世界とは

ているのであり、世界を感知

ある。

きた問いであるが、真宗門徒
と説かれている。浄土は、欲

世界とか境界というもの

おそらく違った〈猫の世界〉

む境涯）は衆生の業煩悩の意

としてこの問題をどう了解す
界・色界・無色界という迷い

は、それを感知する意識（心）

ある清浄な領域であろう。

している。我執我愛の心が根

だから世界をありのままに感

を猫は感じて生きているので
たとえば、私たちの人間世

海にいる魚は海を住まいの

知しているのではなくて、自

を離れては存在しない。

心は純粋無漏ではなくて、我

ればいいか、この点について
の境界（三界）を超越した世

それに比して、浄土は本来

易しく述べてみたい。
ほとり

つまりどこどこまでも浄土な

界（知られている世界）は人

ように感じているのであろ

界であり、広大で 辺 がない。
まず、地獄とは迷いの心、
らざるはなし、と仰せになっ

間の意識（知る心）を離れて

になって世界を感じている。

とくに瞋恚の心が生み出した
ている。浄土は、ここまでと

はなかろうか。

苦しみの境界といわれてい

いる。

己中心的にゆがめて認識して

うには感じられない。魚には

たとえていうと、色眼鏡を

う。人間は海中を住まいのよ
石や木には意識があるとは

魚の世界があるのであって、

掛けて世界を見ているような

は存在しない。
思えないので、石や木には世

それは人間には想像出来ない

ものである。

いう辺際いわば限界がないの
であれば今の私たちの人間

界は存在しないのではなかろ

が、少なくとも人間の感じて

る。だから迷いが無くなり、
獄はおのずから無くなる。そ

界も浄土の中にあるといって

うか。

である。

ういう意味では地獄は迷妄の

いいし、地獄界も浄土の中に

瞋恚の煩悩が無くなると、地

意識が作りだした状況ないし

りの智慧によって感得される

れ仏国ともいわれて、仏の悟

一方、極楽は浄土ともいわ

る。ちょうど、太陽がさんさ

妄念によって作り出してい

境界、苦しみの境界を自らの

にありながら、衆生は迷いの

はかりなき浄土の世界の中

いといっていい。

（意識）が無ければ世界は無

るものとは切り離せない。心

い。見る用き（心）と見られ

る心とは離すことができな

いうこととそれを感知してい

や鼻や皮膚の感覚器官を通し

人間世界は、人間の目や耳

である。

らフクロウの目は色盲だから

色のない世界である。なぜな

フクロウの見ている世界は

づけられた世界を見ているの

を見ているのではなくて、色

る。だからそれはありのまま

った心の眼で世界を見てい

のように私たちは煩悩に染ま

見ると世界は青く見える。そ

レンズの眼鏡を掛けて世界を

赤いレンズの眼鏡を掛けて

純粋で清浄な領域であろう。

んと照っていながら、戸を閉

「いや、あなたが死んでも

て感知している世界なのであ

である。

いるこの世界とは違って感じ

あるといえよう。

これは我々の迷妄の意識が作

めて真っ暗な小屋を作って、

世界はありますよ」と他の人

る。

「庭に花が咲いている」と

は境界といえよう。

り上げた世界ではなくて、本

その中に閉じこもっているよ

が言っても、そう言っている

って感じるのであろう。この

感覚器官が違うと世界も違

もし瞋恚の心が盛んな意識

見ると世界が赤く見え、青い

来ありのままの領域であっ

うなのが地獄などの迷いの境

人にも心があるから「世界が
ある」といえるのである。だ

ているといえよう。

て、「いのちはかりなく、智

涯といえよう。
そういう意味で、地獄（瞋

慧はかりなく、慈悲はかりな
く、まったき安らかな境界」

道の様相を帯びて感じられる

で世界を感じると世界は地獄
突き抜けると真っ青な大空が

て暗くうっとうしいが、雲を

ている 。下 界は雲 に 覆 わ れ
えない 。 それは彼
それは 彼 らの無知
らの 無知か
えない。
無知か

もって飾
もって飾 られていることが見
られていることが見

には 、 如来の
如来 の 仏国土が
仏国土 が 功徳を
功徳 を
には、

づけて 極楽と
その 土
名 づけて極楽
極楽と 曰 う 。 その土

仏土 を 過 ぎて、
ぎて 、 世界あり
世界 あり、
億 の 仏土を
あり、 ので、極楽がましますといた

わく、
わく、 これより西方
これより西方に
西方 に 、 十万

長老舎利弗 に 告 げたま
「仏
仏 、 長老舎利弗に

とらせていただいております

釈迦様のお言葉の通りに受け

おおわ

のであろう。貪欲の心が一杯
らする 過失ではあっても
らする過失
過失ではあっても、
ではあっても、 そ

「極楽あり」とは説けないで

なっているので、それをまこ

「これもお釈迦様がお説きに

ではない
ではない。
。 シャーリプッタよ
シャーリプッタよ、
、 す 。」
また「では地獄はあるので
如来 の 仏国土は
仏国土 は 清浄であるに
清浄 であるに
如来の
と説かれている。仏でないと、 しょうか」

だいています。」

現れる。

その心に感じる世界はうっと

もかかわらず 、 おまえがそれ
もかかわらず、

あろう 。（西方とは、衆生の

とと信じているのです。ただ

とお答えしよう。

自己批判の心が無く、悪い
うしくて汚い娑婆世界であ
ないのである 。」
を 見 ないのである。

死して帰する方角を示すイメ

地獄は同じ迷いの境界ですか

に仏まします、阿弥陀と号

ことをしても恥じない意識状
る。しかし、迷いの心が破れ

と、ある。浄土は無智ゆえに

ージ言語である。また〈過ぎ

ら、少しは地獄の世界を感じ

こに 如来の
過失 があるの
こに如来
如来の 側 に 過失があるの

況になると畜生道の世界が現
て、煩悩を突き破ると、清ら

凡夫には見えない。それはあ

て〉とは超過ということで、

ます。なぜなら、私どもは罪

そのように、迷いの雲が私

になるとそれに応じて世界は
てい

出してこよう。
かな光明の世界が感得される

たかも盲人が外の明るい世界

超越してということである。）

餓鬼道の状況を呈してこよ

そういう意味から言うと、
のであろう。それが浄土であ

を見ることが出来ないような

でも貪欲・瞋恚・愚痴の業煩

もあり得よう。そして、死ん

ゆえ、娑婆世界という実体は

虚構された世界である。それ

り、娑婆は煩悩妄念によって

浄土こそ本来ある世界であ

ない。だから「極楽があるか

具足の凡夫に知れようはずは

ますということは私ども煩悩

このような極楽世界がまし

るわけがありません。しかし

底、極楽があるかどうか分か

うな煩悩の深い凡夫には到

に質問されたなら 、「私のよ

楽があるかどうか」ともし私

だから、誰かが「本当に極

教説をお聞きし、地獄や餓鬼

とお答えしよう。お釈迦様の

のは当然でありましょう。」

餓鬼や畜生の領域が説かれる

しての苦の世界である地獄や

ょう。そうすると罪の報いと

て苦しみを受けるでありまし

たちの心を覆っているから、

地獄・餓鬼・畜生の三悪道は
り極楽世界であろう。

悩が深ければ、三悪道が現出
ない。

どうか」をいくら煩悩の心で

ながら、悟りをお開きになっ

や畜生の世界は、衆生の罪の

う。

死後だけに限らず、この世に

してくると言えよう。

『維摩経』の「仏国品」に

探しても、極楽を感得し、認

たお釈迦様が、極楽があると

そうすると、雲の下は雨が降

は上昇して雲を突き抜ける。

に乗って飛び立つと、飛行機

しい雨の日に空港から飛行機

たとえていえば、うっとう

な清らかな境界（浄土）は感

ので、私たちの意識には純粋

の心が煩悩に汚染されている

月 に 過失
過失があるのではありま
があるのではありま
せん 。」
せん。

盲者 の 過失であっても
過失 であっても、
盲者の
であっても、 日 や

そうではありません 。 それは
そうではありません。

えする 、「 世尊よ
世尊 よ 、
か 」。 お 答 えする、

うして盲者には見えないの

は 不浄
なのか 。（ そうではな
不浄なのか
なのか。
いであろう 。） それならばど

ことをどう 考 えるか。
えるか 。 日 や 月
ことをどう考

「シャーリプトラよ
シャーリプトラよ、
シャーリプトラよ 、 次 の

た世界が極楽浄土である。
『仏

自らの智見によって感得され

たお方である。その釈迦仏が

智慧を完成されて仏になられ

釈迦仏は煩悩を除き、悟りの

ことを知らされるのである。

の教えによって、極楽がある

仏の智慧を完成された釈迦仏

私たちは、悟りを開かれて

を感得してお教えくださるお

その仏の智慧の眼で極楽浄土

かれて仏の智慧を完成され、

なものです。私は、悟りを開

海の上の大空を知らないよう

だけです。海の底にいる魚は

不純な境界が少し知れている

次元の世界は本当に狭くて、

私が自分の知見で知っている

じさせていただいています。

ら、私は極楽がましますと信

り、極楽は確かめようはない。 仰 せ 下 さ っ て い る の で す か

りも悪口を言うことが多く、

わったり、人をほめることよ

汲々として、利害損得にこだ

自分と自分の家族のために

たかどうか。

ながら清らかな生活をしてき

果たして、他者の幸せを念じ

と、自分のやってきたことは

私の人生を深く反省する

境涯として教えられている。

報いによって往くべき未来の

が深いから、当然の報いとし

界を心（意識）を通して、見

は、世尊（釈迦）がシャーリ

識する心が私たちに無い限

ものだと説かれている。

たり、聞いたり、触れたりし

プトラ（舎利弗）に

っていてうっとうしいが、い

仰 せられる 。「 シャーリプト

説阿弥陀経』には

そういう様に、私たちは世

て感知している。そして、こ

ったん雲を突き抜けると非常

ラよ 、 それと同様
それと 同様に
ある 者
ラよ、
同様に 、 ある者

得できないのであろう。

に青い空が果てしなく広がっ

張し、しかも毎日魚や肉を食

「オレがオレが」と自我を主
果としての苦楽が報われてく

悪の行いは、死後にもその結

そうすれば、この世での善
い。覚者（仏）に教えられて

餓鬼も畜生の世界も知らな

浄土を知らない人は地獄も

説としてすでに、
｛極楽有り、

お聞きすればいい。仏様は仏

ただ真実を悟られた仏様に

生観であり、しかもどうして

る〉という、非常に空しい人

か。〈人生の最後は虚無であ

う無窮の闇ではないであろう

べて、その死骸によって肉体

地獄有り」とお説きになって

るのは道理であろう。死んだ
知るのである。

を維持してきた。他者や世界
ら、報いも何もない、親殺し
さらに付け加えると、「地

ても死んだら終わりでなくな

人は、しばしば「死刑になっ

ところが重罪を犯した当の本

地獄であると説かれている。

われる。親殺しの罪の報いは

現今は親殺しがしばしば行

である。私ども凡夫と仏様と

釈迦仏から教えていただくの

真実を覚ったお方、すなわち

る。そして、地獄も極楽も、

でしかない」ということであ

を通して受けとっている世界

る世界は、あなたの煩悩妄念

たり聴いたり感じたりしてい

繰り返すと、「あなたが見

いるのはまとうている肉体だ

心を見たことはない。見えて

見たことはない。私も自分の

いっていい心そのものは誰も

きる。しかし自分の主人公と

塊である肉体は見ることがで

確かにあなたや私の、物質の

お尋ねするのだが、「そう言

人はよく言う。そういう人に

ら終わりや」「死んだら何も

なるかわからない 」「死んだ

尋ねすると 、「死んだらどう

と思っているのですか」とお

なたは死んで自分がどうなる

ではそういう人に「ではあ

は見たことがありますか」と。 ものか、極楽なんかあるもの

っているあなた自身をあなた

無くなる」程度の考えしか出

もできる 。「地獄なんかある

は簡単である。十才の子供で

地獄や極楽を否定すること

ださり 、「この南無阿弥陀仏

阿弥陀仏が私と共にいてく

だく。

いただくことを喜ばせていた

お慈悲によって生まれさせて

お念仏を頂いて、阿弥陀仏の

と願い、浄土に生まれる道は

いて、極楽浄土に生まれよう

生という苦の領域のあること

応じて現れる地獄・餓鬼・畜

らせていただき、悪業煩悩に

順って自らの煩悩の深さを知

だけである。

みようのない不安が覆ってい

の幸せのためにどれほどの行
の罪もチャラになるという今

獄も極楽も見たことがない、

るんや」という。

は境界が五十二段のレベルの

けである。心そのものは全く

てこない。非常に底の浅い人

で浄土へかならず連れて行

私たちはお釈迦様の教えに

いる。あとは、仏説を否定す

いをしてきたか、などなど反
日的な考えには、同感できな

そんなものあるだろうか」と

る。

省すると、私の行く末は餓鬼
い。

るか、それとも仏説に従うか

や畜生、あるいは地獄のよう

人を二人も三人も殺した

差があるといわれている。浄

見えないけれども厳然として

生観や世界観しか返ってこな

く」と誓いたもうお念仏を賜

な苦の世界ではないかと感ぜ

り、親を殺した人が、その罪

土を感得されたお方なればこ

働いている。私が目で見たり

いのではないか。

って、極楽浄土への一日一日

善いことをしても悪いこと

しめられる。

の報いはなくて、極悪の罪は

そ、地獄や餓鬼などの苦しみ

触れたりできるものは物質の

こうした現代人にとって、

を過ごさせていただくのであ

をしても、その報いはないの

あろうか。

えて差し引きゼロになるので

餓鬼も畜生の世界もなく、消

知っているものが初めて夏を

さえ知らない。なぜなら冬を

かりか、自分が夏にいること

夏の蝉は、冬を知らないば

尋ねても勿論分からない、他

はありますか」と自分自身に

「極楽はありますか、地獄

（了）

所用 の為、休会します
休会します。
は 所用の
します。

《念 仏 座 談 会 の お 休 み 》
念仏座談会 ）
四月十二日 （ 念仏座談会）

後は〈虚無 〉〈不透明〉とい

を聞き、後生の一大事に気づ

死んだらご破算になっておし

の世界も知りたもうのであ

一部だけである。いわんや極

死後は全くの虚無としか映ら

る。

釈迦仏は、因果応報を説か

夏と知ることができる。夢を

者に聞いても分からない。凡

か」と。

まいになるのであろうか。
る。

楽や地獄が人間の目に見えな

ない。現代人の地獄とは、死

れた、罪を為せば必ずそれに

見ている人は、覚めた世界を

夫である限り、学者や博士に

私どもは悟りの世界も知ら

ねば、迷いの世界も知らない。 いから「無いものだ」と決め

応じた苦を受け、善を為せば

知らないばかりか、夢の中に

聞いても分からない。

であろうか。死んだら地獄も

それに応じた楽を得るとお説

いることも知らない。

つけるのは独断であろう。

きになった。

