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教教育を一切受けておらず、

す。これは小さい時から、宗

現代の日本人に多い考えで

は無い、というのです」

自分は別に仏教を信じる必要

じなくても結局同じ。だから

のだから、仏教を信じても信

る。最後は無になってしまう

んだら終わりで、何もなくな

Ｎ「彼が言うには、人間は死

じないのですか」

Ｄ「なぜ息子さんは仏教を信

うしたらいいのでしょうか」

すが、仏教を信じません。ど

Ｎ「息子に仏教を勧めるので

【自然科学の見方】

と人間の本質は身体だ、私の

Ｄ「ええそうです。そうする

しまっているのですね」

何もなくなる〉という考えは、 この身体だと、自然に思って

Ｄ 「〈 人 間 死 ん だ ら 終 わ り 、

当体は身体だと、思い込んで

私のいのちとは何か。それは

Ｎ「そうすると私とは何か、

ったと思います」

にそう考えるようになってい

ての私の正体なのだと、自然

人間といい、それが人間とし

う物質的生命の働きの総体を

って 、頭があってと、そ うい

それは心臓があって手足があ

う視点から、人間とは何か。

の時間に習いました。そうい

はこういうものですよと理科

胃などを観察して、カエルと

合、 カエルを解剖して心 臓や

式して火葬場で焼いたら何も

Ｎ「そして、死んだら後は葬

いるのですね」

認して〈死んだ〉と判断して

判断し、身体活動の停止を確

体の現象を外部から観察して

Ｄ「ええ、人をどこまでも身

しているのですね」

この人は死んだのだ〉と判断

体の現象を外から見て〈ああ

Ｎ「心臓停止、脳死という、

は死んだというわけです」

ことです。それを視てこの人

いわ ゆる身体が動かなく なる

止まり、脳が活動しなくなる、

うと、その人の呼吸や心臓が

死ぬとはどういうことかとい

か知りません。そして他者が

も、私以外の他者の死の姿し

ん。 ですから〈死〉はい つで

験した人はいませ

人はいても死を経

ん。死に近づいた

ることはできませ

を経験して記述す

ちは〈自分の死〉

合体が人であり〈私〉ですか

Ｎ「そうですね。心と体の統

きます」

質であるかという問題が出て

という人間の中心であり、本

が私とするなら、どちらが私

Ｄ「ええ、そうして肉体と心

Ｎ「 心 と 体 と よ く い い ま す ね 」

で な く 心（ 意 識 ）が あ り ま す 」

人間には肉体という物質だけ

だ け で は な く 、心 が あ り ま す 。

Ｄ「ええ問題です。人は肉体

は問題なのですか」

Ｎ「人間を身体として見るの

のです」

なくなると結論づけてしまう

り、ついには灰になって何も

私もああなって終わるのであ

だから人の身体の死を見て、

んだ〉と言っているのです。

体が動かなくなったのを〈死

ているのですね。ですから身

間をやはり身体としてのみ見

Ｄ「ええ、そういう見方は人

ょう か」

かい ぼう

自然科学的なものの見方が中

しまうのです」

Ｄ「科学的な見方とは、すべ

とは」

Ｎ「自然科学的なものの見方

か」

ていますが、本当に〈私は死

Ｄ「多くの人はそう結論づけ

のではないでしょうか」

わけです」

でもう何もない〉と判断する

から視て〈あああの人は死ん

ら終わり、無になってしまう〉 Ｄ「ええ、そういう事態を外

Ｎ「でもやはり〈人は死んだ

Ｎ「こういう考えが一般的で

けしか見えませんよね」

なくなって、あとは骨と灰だ

いう見方です。いわゆる心は

り、心は身体現象に収まると

物質的な身体が私の本質であ

論の考えです。唯物論では、

という見方なら、それは唯物

私の中心であり、本質である

Ｄ「もし、身体という物質が

らね」

【身体 中心 の人間観 】

心の教育をずっと受けてきた

ての現象や事物を物質の働き

んだら終わり〉かどうか、簡

すが、何か問題があるのでし

【死ぬとは 】

として視る見方です。たとえ

単には言えません。まず私た

み

ば、カエルとは何かという場

影響からではないでしょう

死 んだら無 になるか
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○〈念仏座談会〉
毎月２日と１２日午後３時始
○〈聖典学習会〉
毎月６日午後７時始。
○〈真宗入門講座〉
毎月１８日午後 6 時 30 分始。
＊ ８月は２日の念仏座談会と６
日の聖典学習会以外は休み。
発行所： 真宗大谷派念佛寺
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【心が主体の人間観】

心の見方もこれです」

唯物論なのです。自然科学中

全体を物質現象として捉える

えです。これは人間のいのち

心の 働きもなくなるとい う考

する、いわゆる脳死になると

いる。だから脳の機能が停止

働きが心全体の働きとなって

の働きから心が起こる。脳の

いう物質の働きに収まり、そ

身体機能の中 枢で ある脳と

った りできるものしか存 在し

Ｎ「私たちは目で見たりさわ

のでしょう」

るを得ないということもある

考える場合に身体を私とせざ

す。ですから、具体的な私を

い、 非常に捉えがたいも ので

こともさわることもできな

ますが、心は見ることも掴む

見ることもさわることもでき

Ｄ「ええ、というのは身体は

てしまう場合が多いですね」

とな ると、身体を自分と 思っ

えで云えば、地球の中にいる

ない といえます。卑近な たと

（客観的に）知ることはでき

のものでは、脳を脳と外から

きることです。脳の働きの中

うことのほうが直接に理解で

（意識）の働きである、とい

は、 脳であるというより は心

うことです。脳を脳と知るの

脳の中に心は収まらないとい

Ｎ「心は脳を超えているとは

にな りましょう」

Ｄ「ええ、これは難問中の難

関係 は難しいですね」

関係、あるいは意識と物質の

Ｎ「心と脳の関係、心と体の

【死後存続の可能性】

元が違うといえましょう」

ないですね。物質と心とは次

です 。物質にはそんな働 きは

的存在を包むような働きが心

を知り河を知る。広大な物質

Ｄ「心と脳は関係があっても、 でいるともいえます。心は山

どういうことでしょうか」

問で未だに解決のついていな

を空に見ている心は月を包ん

元が違うといえましょう。月

じ次 元の存在ではなくて 、次

である心までもなくなったと

云うに過ぎず、その人の主体

ての人間の形がなくなったと

いう のは目に見える物質 とし

焼いたら何もなくなった〉と

で き ま せ ん か ら 、〈 あ の 人 は

在は初めから目で見ることは

るはずがありません。心の存

焼いたからといって心が見え

えな いのですから、火葬 場で

と言っても、初めから心は見

見て〈ああ何も無くなった〉

葬場で焼いて灰になったのを

ないですね。だから遺体を火

見ることも捉えることもでき

Ｄ「そのような心は現在でも

ち ゅ うす う

Ｎ「そうすると、人が 死ぬ、
ない、といつのまにか思いこ

と地球を全体的に知ることは

い問題です。例えば記憶がど

は断定できません」

主体であるという考えです。

が人間の本質であって、心が

Ｄ「 え え あ り ま す 。心（ 意 識 ）

のですね」

かの考えもあるということな

と考える唯物論であって、ほ

でしょう。ところが心は脳に

物論では当然、脳死は心の死

収まると見る自然科学とか唯

Ｄ「これが問題で、脳は心に

しょうか」

死になると心はどうなるので

えは人間の本質を物質（肉体） Ｎ「では人が死ぬ、いわば脳

なりますね。でもこういう考

関係があっても脳の働きに収

Ｎ「そうですね」

う」

はない心の働きでありましょ

いでしょう。知るのは物質で

自分を脳とはおそらく知らな

質でできている物質的な脳は

ているといえましょう。蛋白

識）ですから、心は脳を超え

い。脳を脳と知るのは心（意

いなくては脳を脳とは知れな

ど解明されていない〉といっ

０年はかかるだろう。今は殆

するには少なくともあと１０

ズムで保存されるのかを解明

して、それがどういうメカニ

記憶が脳細胞に保存されると

賞者のクリック博士が〈仮に

な影響を与えたノーベル賞受

構造を発見し、生物学に大き

ＴＶで、遺伝子の二重らせん

も解決されていません。先日

う見解も当然成り立つわけで

く可能性があり、またそうい

という私（主体）は続いてい

Ｎ「そうすると、死んでも心

思います」

Ｄ「ええそういってもいいと

えるのですね」

焼けるとは言えない、ともい

肉体は火葬されても心までは

いうことですね。物質である

無くなるとは断定できないと

ある〉とするなら、死んでも

とら

いわば脳が死ぬと、心もなく
んでいて、本当に在るのは身

できません。地球を離れて宇

こに保存されているのかと云

Ｎ「そうすると〈私とは心で

つか

なるから、肉体（脳を含む）
体だけだと思ってしまうので

宙へ出て地球を見ると地球の

う問題だけでも、未だに少し

〈私〉は肉体と言うよりも心

まるといえない、心は脳を超

Ｄ「あるいはこうもいえまし

ています。彼は自然科学者で

すね」

とら

を焼くと灰になって〈私〉と
しょうね」

全体が知れます。脳を超えて

の方が〈私〉であるという見

えている。いわば意識は物質

ょう。心と脳とは同じ次元の

唯物論者ですが、彼ですらそ

Ｄ「ええそうです。仏教では

とら

いう存在は一切なくなり無に
Ｄ「そうですね」

方です。
〈 私 の 心 臓 〉と か〈 私

を超えているという考えがあ

存在ではなくて、心の働きは

う発言しています」

ひきん

帰してしまう、ということに

の体〉とか〈私の脳〉とか言

ります。となると、脳が活動

物質を縦に超えた、いわば次

Ｎ「記憶という心の働きすら、 心的な主体（意識の連続体）

【心 と脳】

うこと自体が、私たちは自分

を停止しても心は無くなると

元の異なった領域であるとい

その本質は謎なのですね」

い で ん し

を肉体そのものとは本当には

は簡単には言えない、心は滅

えましょう。意識と物質は同

たんぱく

思っていないとも言えます」

するとはいえないということ

は続くという考えを取りま

Ｎ「しかし、 いざ私とは何か

うなるかについての考えは、

す。 というのは、死んだ らど
ようなものが肉体から離れて

ら死んだからといって霊魂の

てい ないと思います。で すか
知覚し観測できるのも意識が

体望遠鏡で様々な物質現象を

ある からであり、顕微鏡 や天

て、世界の中に霊魂というも

時に連続しているのであっ

それ はその心と共に世界 も同

るような六道ではなくて、意

ている意識が感じる境界であ

Ｄ「それは煩悩によって濁っ

け んびき ょう

大きく分けると三つぐらいに

識が浄化されて仏智（仏心）

あると教えられています」

のだけが浮遊しているなどと

もなく、人間の意識を離れて

Ｎ「そうすると煩悩で濁った

あるからです。意識がなけれ

プだということも分からない

人間世界もないといえます

迷いの心だけでこの世を終え

ふわりと出て行くなどとは仏

でしょうね」

ね」

ると六道に生まれると説かれ

なります。死んだら無くなっ

【心と世界】

Ｄ「ですから自分の肉体を肉

Ｄ「 え え そ う で す 。そ れ 故 に 、

るの ですね」

になると、そこに仏の世界、

Ｎ「では心（意識）とは何か

体と知っているのは肉体では

もし人間の意識ではない意

Ｄ「ええそうです」

考えるのはナンセンスです」

ちらかを選ぶしかないでしょ
という問題がありますね」

あ り ま せ ん 、 心 で す 。〈 死 ん

識、たとえば餓鬼という欲望

Ｎ「そう教えられるのですが、

ば世界はないのでしょう」

う。世界宗教といわれるキリ
Ｄ「心とは何か。これは大変

だら終わりだ〉などとと言っ

で一杯の意識においては餓鬼

教はいわないのです。心を一

スト教、イスラム教、仏教で
難し いですが、少なくと も心

ているのも心があるからで

どうもホントかなあと思って

て何もないという唯物論的な

は死んでも心的主体は、どう
は〈知る働き〉でしょう。そ

す。もし世界が物質だけなら、 の世界が現実化しているので

しまいますが、そこはどうな

お浄土がおのずから感得され

いう 形をとるかは別にし て、
れがあるから世界があるとい

しょう。もし憎悪で充満した

んでしょうか」

【意識のレベルと世界】

連続するという考えを取るの
っていいのでしょう。心がな

世界はまったく無知の暗黒で

レベルの意識であるとする

Ｄ「そう思われるのも無理で

Ｎ「そうですね。目の前のコ

が一般です」
【霊魂不説】
け れ ば 、そ の 人（ あ る い は 物 ）

しかありません。物質的宇宙

と、それに応じた世界、いわ

はないと思います。六道とい

定の形をしたものとして考え

Ｄ「ここ から少し込み入って

にとって世界はないのと同じ

を物質的宇宙と認識できるの

ゆる地獄が感知されている、

うような教説は仮説といって

考えを取るか、分からないと

きますがいろいろ申し上げね
です」

は物質ではない心の働きです

いわば地獄を経験していると

もいいかもしれません。しか

ると 説かれており、お浄 土こ

ばならないことがあります」

Ｎ「心がなければ世界がない

ね」

いえましょう。仏教では、意

し、仮説だからといって、空

Ｎ「そうするとこの人間世界

Ｎ「どういうことで すか」

とはどういうことですか」

Ｎ「心がなければ、すなわち

識のレベルとその意識に対応

想かというとそうは言えない

ップ は心がないから世界 を知

Ｄ「私の心は一 瞬一瞬変わり

Ｄ「たとえば、目の前に机が

知る働きがなければ、世界が

した領域を大きく六つに分け

と思います。そういう六道と

るの は、すでに心を物質 的に

どうしでありながら、連続し

ある、扇風機がある、六畳の

ない、知られる物はない。と

ていますが」

いう領域が説かれねばならな

放置 するか、あるいは心 的主

て 、〈 私 〉 と い う 統 一 が あ り

空間がある、あるいは一時間

いうことなら、心と世界は一

Ｎ「仏教で六道（地獄・餓鬼

い深い道理があるのでしょ

そ真実ありのままなる領域で

ます。そういう心的な意識の

が経過したなどといえるのは

体といえるのですね」

・畜 生・ 修 羅・ 人間・天上 ）

う。私たちは生まれてからこ

を離れてそれを知る人間の心

連続体としての〈私〉が死ん

心があるからです。暑いも寒

Ｄ「ええそうです。知る働き

と説かれているのはそのこと

の方、人間世界しか知りませ

らないばかりか、自分がコッ

で続いていくという話を聞く

いも、悲しいも楽しいも、病

を離れて知られる物はなく、

なのですね」

んから、それ以外の領域を想

考えているからです」

と、何か霊魂のような一つの

気や老化をいやがり、死を恐

知られる物なくして知る心は

Ｄ「ええそうです」

体が連続すると考えるか、ど

塊としての心を想像します

れるのも心があるからです。

成立しない。心を離れて世界

Ｎ「では死後に仏になるとか、 ね。しかし、人間の領域以外

仏になるとは

き

が、そういう霊魂を仏教では

木々があり、月があり、太陽

はなく、世界を離れて心もな

はないとは言えません」

が

認めていません。仏教では〈

がありと分かるのも心がある

い。これが真実のすがたであ

浄土とか極楽に生まれるとい

Ｎ「想像しにくいのですが」

じごく

霊魂不説〉といい、霊魂を説

か ら で す 。大 体 、唯 物 論 者 が 、

りましょう。ですから死んで

われるのはどうなのですか」

しゅら

かないのです。実際、今の心

心は脳という物質現象だと唯

も心が連続するという場合、

ちくしょう

を思うとき、今の心をなにか

物論的に〈考える〉のも心が

像することは難しいことです

塊のような霊魂としては考え

像は尽きませんが、それぞれ

ような領域を感じるのか、想

心のレベルに従って次にどの

が、この世を終えれば、その

みると、死んでいく心の主体

世界も違います。そう考えて

識が違えばそれに応じている

れは蛇でも牛でも同じで、意

るのではないと思います。そ

じようにこの世界を感じてい

るのであって、犬も人間も同

には犬が感じている世界があ

なければ分かりませんが。犬

いるでしょう。犬になってみ

うと 、おそらく違って感 じて

人間世界を感じているかとい

感じていると同じようにこの

生まれていたら、犬は人間が

あったと言えます。もし犬に

く犬に生まれていた可能性も

す。 ですから私は人間で はな

いが人間と犬の違いになりま

ん。ちょっとした遺伝子の違

的には殆ど変わりはありませ

にいえば、犬と人間は遺伝子

考えてみましょう。生物学的

Ｄ「例えば、人間以外 の犬を

き物があり、この世界がある

う存在があり、さまざまな生

いたしません。ただ人間とい

ただ他者にこの説を強 要は

道理が深いと思っています。

ています。輪廻説はなかなか

うやく輪廻説を受け入れてき

若いときに仏教に入って、よ

Ｄ「ええ勿論そうです。私も

ないのですね」

教はわからないというのでは

Ｎ「輪廻説を信じなければ仏

うではありません」

け入れられないかというとそ

廻説を信じなければ仏教は受

と思 います。もちろんこ の輪

も道理に叶って説かれている

むしろ輪廻説には他の説より

できるような説明なり思想な

後ど うなっていくのかを 納得

だほかにそれに代わって、死

しいことかもしれません。た

れを信じるのは現代人には難

Ｄ「これは輪廻説といい、こ

信じるのが難しいですね」

とよ く聞きますが、なか なか

るかということは信じられな

Ｎ「来世があって何に生まれ

か」

たら人間だったといえません

生まれ出た一例で、気がつい

界からこの現世に何かとして

す。私という人間は過去の世

う人間存在だと言うことで

何かに生まれた一例が私とい

うはいえるのではないでしょ

Ｄ「そうでしょうね。ただこ

えにくいのです」

るということがどうしても考

Ｎ「でも死んで何かに生まれ

【生まれ変りの一例の私 】

けです」

を読んでも不思議なことだら

思議なことはいくらもあると

しょうか。輪廻説を含めて不

めて 不思議なものではな いで

ます。しかし、人も世界も極

得ないと否定することはでき

だと思います。輪廻説をあり

耳に聴くものに驚いているの

して見ているのは、目に見、

赤ち ゃんが目をきょろき ょろ

Ｄ「ええそう受けとってはど

ね」

続していくといえるのです

の世が終わると次の世界に連

た心の主体の表れであり、こ

うか。既に過去から現在へと、 は過去世から現世に続いてき

うと、なかなか無いのですね。 思っています。現代の宇宙論

り教説なり物語があるかとい

くても、私は現世に何かとし

Ｎ「そうすると私という存在

ないでしょうか」

それが私だともいえるのでは

心因 があって、その心に 応じ

すなわち人間に生まれるべき

過去世から生まれ出てきた、

こから出てきたのか、それは

いう人間の主体である心はど

も言えないと思います。私と

体で ある心の原因とは必 ずし

る形成因であっても、私の主

すが、遺伝子は肉体を形成す

子が私の生まれる因と言いま

れを現代の科学では親の遺伝

れる前にあったわけです。そ

い。 人間に生まれる因が 生ま

事な点を有難うございまし

Ｎ「難しいお話でしたが、大

です」

て仏になる道を説いているの

なく逆に、輪廻から解放され

輪廻を主題として説くのでは

が南無阿弥陀仏です。仏教は

り、人間世界を認識している、 願であり、仏にして下さる因

て身体として人間の形を取

た」

たいというのが阿弥陀仏の本

生死 輪廻を超えさせて仏 にし

るから輪廻するのですから。

はありません。迷いの心があ

輪廻するのは願わしいもので

真実願うべきことであって、

こそ生きとし生けけるものの

仏に なるということで、 それ

い、いわば生死を超えたのが

変わり死に変わることがな

Ｄ「仏になるとは最早生まれ

Ｎ「では仏教で仏になるとは」

【仏の願い】

も ちろん

うで しょうか」

に違った領域を感知している

ということは、実に驚くべき

て生まれ出た一例としての人

＊

＊

＊八月二日（座談会）・八月六日（聖典学習会）はあります。

＊八月十二日と 八月二十二日の集まりはありません。

＊法要の際、法名をご持参下されば仏前に安置させていただきます。

＊

午後二 時始まり

八月十日（土）

《 盂蘭盆会法要》

い で ん し

といえるのではないでしょう

不思議なことなのですね。私

間である、といわれるのです

りんね

か。それを仏教では一応大ま

たちは人間に生まれて長い間

ね」

かな

かに六道に分けて説かれてい

たっているので、人間である

Ｄ 「 え え そ う で す 。〈 無 〉 か

（了）

ると思います」

ことをあたりまえにしている

ら私が生まれたとは言えな

き ょう よう

【輪廻説の受容 】

だけです。生まれて間もない

りんね

Ｎ「死んでま た生まれ変わる

