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検察ＯＢの知人は真剣な眼
差しで言いました。「ご住
職、罪を罰するとはどうい
うことか長年考えてきたけ
れども、答えが見つからな
い。仏教では一体どう説く
のでしょう」。話はその方
が現役検事だった頃にさか
のぼります。資産家の夫人
が自宅で殺された事件を担
当、その事件は、刑務所服
役中に知り合った三人の男
が出所後、強盗目的で資産
家の自宅へ忍び込み、居合
わせた夫人の首を絞めて殺
害に及んだものでした。男
たちは実行犯と見張り役に
それぞれ役割を分けました
が、結果的に刑もそこで大
きく分かれ、実行犯の男ふ
たりは死刑、見張り役だっ
た男は懲役刑でした。「そ
の殺害方法は残忍でしたが、
いま思えば実行犯が自供し
た、その自供さえなければ
ふたりの男が死刑になるこ
とはなかった。私はいまこ
の年齢になって、そのこと
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が頭から離れません」。犯
行が行われた部屋の壁と床
には、手の指でついたと思
われる深い爪痕が残り、被
害者の手指の爪には血痕が
付着していたそうです。被
害者がいかに苦しんだか、
凄惨な状況に目の前が暗く
なる思いです。実行犯の取
り調べは、その方と後輩の
ふたりで臨
みました。
男はなかな
か自供せず、
取り調べが
遅々として進まないなか、
その方が手洗いに中座して
戻ってくると、聴取室の空
気はなぜか一変していまし
た。男が殺害時の様子、殺
害後も執拗に首を二度絞め
た経緯を少しずつ話し始め
ていたのです。犯行現場を
調べただけでは首を二度締
めたことまで分からず、男
が自供しなければそのまま
闇に葬られていた事実です。
後輩から後に聞いたのは、
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手洗いに中座した時、金の いか。見張り役の男のほう
懐中時計を机に置いたまま、 が非道な男だったのに、不
聴取室を出た。残った後輩 公平だ」。いろんなことが
がその時計を指差し、「あ 頭の中を一瞬にして駆け巡
の検事は大学を主席で卒業 りましたが、「先輩がそう
された優秀で将来を有望視 思われるなら、そう進めて
された人だ。正直に言えば ください」と受話器に向かっ
再犯のお前も必ず刑を軽く て言うのがやっとでした。
してくれる。話したほうが 男は死刑判決を受け、執行
いいぞ」。そんなことをあ されました。執行書類に署
のとき言ったと。この時の 名する法務大臣も、執行の
自供はすべて調書に記録さ ボタンを押す執行官も、死
れ、その後しばらくしてこ んだことを確認する検死官
の方は別の任地へ異動。公 も、死刑につながる調書を
判を引き継いだ先輩検事か 作る検事も、一様に苦痛を
感じて生きていること
を、この方から伺って、
わたしは初めて知りま
した。最近は一般市民
も裁判員として参加す
るようになり、死刑判決の
瀬戸際で心に深い傷を負う
ケースがあるとも聞きます。
法治国家において罪を裁く
ことは法に基づいていても、
法を作るのは人ですから、
人が人を裁いていることに
変わりはありません。では、
仏教は罪を罰すること、人
を裁くことをどう考えてい
いるか。仏教は世俗に関せ
ず、すべてに空を説き、す
べてを肯定し否定し、すべ
ら、しばらくして電話があ
りました。「調書を読んだ
限り、私は死刑求刑が妥当
だと思うが、求刑が空欄の
ままだったので君の意見を
聞きたい」というものでし
た。「あの時、あの自供を
聞きさえしなければ。せめ
てトイレに立ったのがもう
ひとりの検察官で、私一人
がその自供を聞いていて調
書に書かずに済ませば、男
は懲役刑で済んだのではな
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ては赦され、他を怨んでは
ならず、本質的に善も悪も
ない中道であり、生きとし
生けるすべてが仏と考え、
私を含めみんな悪人と見る
など、視点がさまざまある
なかで、ゆえに裁くことも
せず、罪を罰することもな
い立場だと言えます。その
一方、お釈迦さまはお弟子
に集団生活を求め、ルール
を定め、ルールに反するこ
とを戒めました。仏教では
三宝を敬いますが、三つの
宝のひとつ僧宝とは集団生
活の大切さとそのなかでの
ルールを守ることをセット
にして考えるものです。聖
徳太子が十七条憲法で「和
をもって貴しとなす」とお
示しになられたのは、和合
を旨とする仏教の根幹にあ
るおこころでした。罪を犯
した者も罪を罰する者も本
質的に赦されるかどうかは
永遠に正解のないテーマで
すが、お釈迦さまのメッセー
ジを受け止めるならば、永
遠の真理があるにせよ、決
してそれを振りかざすこと
なく、どこまでも和合を目
指すことの尊さではないか
と思うのです。（住職）
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７月恒例の盂蘭盆会（うらぼんえ） ７月 日（月・祝） 時
淨泉寺盂蘭盆会
を７月 日、築地本願寺（東京・
築地本願寺（東京・中央区）
中央区）でお勤めいたします。富
山県上市町淨泉寺の福井静志住職 ７月 日（金） 時
も出席予定です。また、 月恒例
はじめての歎異抄講座（第 回）
の「いのちの講演会」を 月５日、 フレサよしみ（埼玉県吉見町）
フレサよしみ（埼玉県吉見町）に ７月 日（日） 時
て開催いたします。今年のご講師
わくわく子ども会（子ども寄席）
は松本紹圭さんです。東京大学在
淨泉寺本堂（埼玉県吉見町）
学中に思うところあって浄土真宗 ８月４日（日） 時半
本願寺派で得度、インターネット
コーラス練習日
寺院「彼岸寺」を創設、その後イ
淨泉寺本堂
ンドの大学でＭＢＡを取得し帰国、８月 日（金） 時
常例法話出講
現在は京都を中心に「未来の住職
徳蔵寺（横浜市旭区）
塾」というお寺の活性化術を、お
坊さんに向けて全国各地で発信す ９月 日（土） 時
常例法話出講
る、新進気鋭の 歳。著書に『お
正福寺（埼玉県新座市）
ぼうさん、はじめました。』
『「こころの静寂」を手に入れる ９月 日（金） 時
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はじめての歎異抄講座（第 回）
の方法』『東大卒僧侶の「お坊
さん革命」』ほか多数。入場無料。 フレサよしみ（吉見町）
月５日（土） 時
申込みは要りません。是非お越し
いのちの講演会
ください。
フレサよしみ（吉見町）
７月 日（土） 時
■長い夏休みが始まりますね。坊
常例法話出講
守が主宰するヨガサークルで「夏
正福寺（埼玉県新座市）
休み親子ヨガ」開催。７月 日と
７月 日（日） 時
８月 日の２日間限定です。詳し
常例法話出講
あきる野本願寺（東京・あきる くは、お寺まで。℡０４９３-５４８８０３
野市）
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京都の西本願寺と大谷本廟に参 のご門主に帰敬式をしていただ
拝する一泊旅行のご案内です。 けるのも来年６月まで。日程２
西本願寺周辺は世界遺産に登録 日目の朝のお勤めでご門主から
され、また阿弥陀堂と御影堂と 直々に「おかみそり」を当てて
鐘楼が重要文化財に、唐門が国 いただくのも、きっと思い出深
宝に指定されていますが、書院 い機会となるでしょう。「法名
と飛雲閣は前もって予定して拝 をいただきたい」とお考えの方
観する必要があります。華やか は、是非この機会に皆さん一緒
な楼閣建築である飛雲閣と、桃 に西本願寺で法名をいただいて
山様式を受け継ぐ絢爛豪華な書 参りましょう。淨泉寺コーラス
院を参拝し、西本願寺に一層親 で練習されている方が日程２日
しみを持っていただければと思 目の法要で団体合唱に参加しま
います。書院玄関の虎の間、南 すが、一般参拝者も大変多く、
能舞台、対
どなたも自
面所、白書
由に聴いて
院 、 北 能 舞 西本願寺参拝旅行のご案内 お参りくだ
台、虎渓の
さい。途中
庭、飛雲閣を巡ります。また大 参加や自由行動等ご希望の方は
谷本廟は親鸞聖人のご遺骨が納 お気軽にご相談ください。
められたご廟所で、皆様のご先 ■ 月 日(金)９時台の新幹線
祖もきっと多くの方が納骨され で東京駅発ー正午京都着ー西本
ているはずです。今回さらに希 願寺の書院と飛雲閣拝観ー大谷
望される方は、生前に法名（戒 本廟参拝ー京弁当の夕食ー西本
名）をいただく帰敬式を受式い 願寺そばのビジネスホテル泊
ただけます。現在の西本願寺住
月 日(土)６時西本願寺朝の
職（ご門主）は来年６月、その おつとめ参拝（帰敬式）ー秋の
職をご長男に禅譲なさいますが、法要にて合唱ー夕方京都駅より
わたしが僧侶になれたのはご門 新幹線ー東京駅着
主から度牒をいただいた（これ ■新幹線代と宿泊費の実費のみ
を得度といいます）からで、そ ■帰敬式１万円追加です
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次回の「淨泉寺通信」は2013(平成25)年10月1日発行予定です。子ども会の開催報告します。お楽しみに。

