A Man who Came back from Hell
This is an old story about a man who had a
rare experience in the other world. He had
once died and been to the other world. People
around him couldn't believe that a healthy
man like him could have died so suddenly. The
next day they saw one more unbelievable
scene, that is, the man had come back to life!
The following is the story of what the man saw
and heard while he was there:
"When I breathed my last breath, two strangers came to me at once: one was an
old man, the other a boy. I followed them walking along a path and reached a
golden bridge shining dazzlingly across a big river. We walked backward over the
bridge, and then arrived at a huge castle gate.
"Where are we?" I asked the old man.
"We are at the Southern Entrance of Hell," he answered.
Then I was surrounded by eight soldiers with swords or spears. It seemed like
they had taken over the role of the first two guides. We were walking along a busy
street. Finally we arrived at a golden castle. I saw a man wearing a royal crown
sitting on a golden chair in the castle. He turned a stern face to me. One of the
soldiers said,
"You are now in front of Yama, the king of Hell. Kiss the ground!"
I groveled at the feet of the king.
"The reason why I got them to bring you here is that your wife had wept and
appealed to me," the king said solemnly. He told the followers to bring the woman
in front of him at once.
They bowed and left and soon came back with a woman who was really my late
wife.
She had a lot of nails driven into her from head to toe, and her hands and feet
were bound tightly with a thick wire.
"Do you know this woman?" Yama asked.
"Of course, I do. She used to be my wife," I answered.
"Then do you know the sin which caused you to be here?"
"No, I don't." I shook my head.
The king asked the woman the same question.
"Of course, I do," she answered in anger.
"He kicked me out of our house for no reason. I was so angry that I appealed to the

king to bring him to Hell."
The king looked into a thick book for a while and said to me.
"I couldn't figure out why she'd been kicked out for no reason. So I double checked
it, and found out you had a reasonable reason to treat her like that. I declare that
you aren't guilty. You can go home. But you should keep in mind, what you've
seen and heard here must be secret. Don't leak anything about Hell. Do you swear
to me? By the way, if you want to see your father, go to the northern Hell."
"Thank you, Yama. I appreciate your fair judgment. I'll never talk to anyone about
Hell. I swear!"
"I greeted the king and headed northward. And there, I met my father who was
standing against a red heated pillar on his back with thirty seven nails driven
into his whole body. He told me that he had nails driven into him and had been
beaten with an iron whip nine hundred times every day; in the morning, in the
afternoon and in the evening, three hundred times respectively.
Seeing his torments of hell right before my eyes, I couldn't help crying.
"Father! I've never thought you've gone through these torments of hell."
He said to me painfully.
"Do you know, son, why I am suffering these kinds of pains? To support my family,
I once killed animals and insects. I cheated people to get more money, I robbed
some men of their possessions, I didn't take care of my parents, nor did I respect
the elders. What was worse, I despised and treated the poor like slaves. Because
of these kinds of 37 sins, they've driven me with many nails and beaten me nine
hundred times with the iron whip every day. How sore and how painful it is!
When shall I be forgiven these sins? When shall I get rid of the suffering? If you
should be allowed to return home, you'd better make an image of Buddha, copy
sutras and atone for my sins. Never fail to do it!
One more torment is hunger. I've never been allowed to eat any food for three
years since I came here. On the night of the seventh of July three years ago, the
night of the Star Festival, I changed myself into a snake and went to your house to
eat offerings. But as soon as you found me, you picked me up with a stick and
threw me away outside. On the Boys' Festival of the fifth of May the next year, I
went to your house as a dog. But to my surprise, you kicked me outdoors. I was
unable to eat any food then either. On the New Year's Day this year, I entered
your house as a mouse. This time I succeeded in cramming my mouth full of the
offerings for the first time in three years. I could fill my three years' hunger at last.
If you dispense one syo (1.8 litter) of rice to people in need, you can get 30 days of
food in hell. If you give a set of clothes to them, you can get one year of clothes
here. If you read a sutra, make an image of Buddha and save animals' lives, you

may go to Heaven."
I'm afraid of how many kinds of punishments we'll have to take in Hell.
On the way to the golden bridge, a gatekeeper stopped me. He said,
"You can't get out of this gate. Once one has passed the gate and entered this
world, he can not return alive."
I was at a loss standing there, and thinking that I might ever wander in Hell. I
asked him again and again to allow me to repass the gate so that I might return
home. Then the boy, who was one of the two guides that had brought me to hell,
appeared from somewhere. Looking at the gatekeeper and me, the boy implored
the gatekeeper to open the gate door. He reluctantly agreed and pointed out a
small side-door.
"Come here!" the boy called me and showed me the side-door.
"May I ask who you are?" I asked.
"I'm the Sutra of Kannon. Do you remember you copied the sutra when you were
young?" Opening the door, he pushed me out on my back, cried, "Hurry up!" and
he closed the door.
I came back to life in this world like this.
I thought of the punishments my father in Hell had taken. I immediately started
making an image of Buddha and copying sutras to reduce my father's agonies.
○どうして「地獄」から戻れたのでしょう。

地獄から帰ってきた男
これは、あの世で二度とない体験をした男の話です。
男は一度死んで、あの世に行きました。周りの人にと
って、あんな元気な人が突然死ぬなんて思いもよらな
いことでした。しかし、次の日、さらに信じられない
ことが起こったのです。男が生き返ったのです。
これは男があの世で見たり、聞いたりしたことです。
私が息を引き取ると、すぐに見知らぬ二人がやって来
ました。一人は老人、一人は子供でした。二人に伴（と
もな）われて歩いて行くと、大きな川に着きました。そこには、まばゆいばかりに輝く黄金の橋
が架かっていました。後ろ向きに橋を渡って行くと、今度は大きな城門が見えて来ました。
『ここはどこでしょう。』私は老人に尋ねました。
『ここは地獄の南口です。』と老人は答えました。
すると、今度は剣と槍（やり）を持った八匹の鬼に取り囲まれました。どうやら先の二人から道
案内の役を引き継いだようです。繁華街を歩いて行くと、ついに黄金の城にやって来ました。城
の中では、王冠を戴いているお方（おかた）が黄金の椅子に座っていました。いかめしい顔を私
に向けると、一匹人の鬼がこう言いました。
『閻魔（えんま）大王の面前である。頭（ず）が高い！』と。
私は閻魔様の足下にひれ伏しました。
『お前をここに連れてきたのは、お前の妻が泣いて、わしに直訴したからである。』と閻魔様は
おごそかに言いました。そして女をすぐ連れて来るよう、鬼に命じました。鬼は頭を下げて出て
行くと、すぐ女を連れて戻ってきました。確かに亡くなった妻でした。
妻の体には、頭から爪先（つまさき）まで無数の釘が打ち込まれており、手と足は太い針金で縛
られていました。
『この女を知っておるな。』と閻魔様は尋ねました。
『知っています。前世では、私の妻でした。』と私は答えました。
『それでは、お前がここに来ることになった罪はわかるな。』
『いえ、わかりません。』と私は首を振りました。
閻魔様は同じ質問を妻にもしました。
『知っていますとも。』と妻は腹立たしげに答えて、
『夫は格別の理由もないのに私を家から追い出しました。納得が行かないので、閻魔様に、夫を
地獄に落としてくれ、とお願いしました。』と続けました。
閻魔様は分厚い閻魔帳を出してしばらく調べると、私にこう言いました。
『なぜ女が理由もなく追い出されたのか不明であった。そこで、今回改めて調べてみると、お前
にはそれなりの理由があることがわかった。お前には罪がない。現世に戻ってよかろう。だが、
くれぐれも、ここで見たり、聞いたりしたことは秘密にしてもらわなければならない。地獄のこ

とは断じて話してはならぬ。誓えるか。ところで、お前の父親に会いたければ北地獄に行くがよ
かろう。』と。
『閻魔様、ありがとうございます。公平なるお裁きまことに恐縮です。地獄のことは誰にも話し
ません。誓います！』
私は閻魔様にお礼を言って、北に向かいました。そこでは、父親が灼熱の柱を背に立っていまし
た。父親の体には、三十七本の釘が打ち込まれていました。その上、毎日、朝、昼、晩にそれぞ
れ三百回ずつ合計毎日九百回鉄のむちで打たれる、と話してくれました。
私は、地獄の責め苦に遭っている父親の姿を目（ま）の当たりにして、思わず叫んでしまいまし
た。
『父さん！こんなふうに地獄の責め苦に遭っているなんて考えても見なかった。』と
父親は苦しそうに私に言いました。
『息子よ、なぜこんな苦しみを味わっているかわかるか。俺は、家族を養うために、動物や虫け
らさえも殺した。金を手に入れるために人をだました。人から物も盗んだ。親の面倒も見なかっ
たし、年寄りを敬わなかった。さらに、貧乏人を軽蔑し、一段と低く見てきた。積もり積もった
三十七の罪で、釘を打ち込まれ、毎日鉄のむちで九百回打たれる。ああ！絶え難き痛さだ！いつ
になればこの罪が許されるのか。いつになればこの苦しみから逃れられるのか。万が一、お前が
家に帰るのを許されることがあれば、お前には仏像を彫り、経を写し、俺の罪を償ってもらいた
い。頼んだぞ。』と。
『さらに耐え難いのは飢餓地獄だ。ここに来て三年間というもの、何も口にすることができなか
った。三年前の七夕の日（七月七日）、蛇に変身してお供え物を食べに家に行ったが、お前は俺
を見つけると、棒で持ち上げて、外に投げ出した。二年前の端午の節句（五月五日）には、犬に
なってお前の家に行ったが、何と、入り口でお前に蹴っ飛ばされた。その時も何も食べられなか
った。今年の元旦には、ねずみになって家に入った。今度は、三年ぶりに口一杯にお供え物をほ
うばることができた。やっとのことでこの三年間の飢餓状態から抜け出すことができた。困って
いる人に米一升の施しをすれば、お前は地獄で三十日分の食べ物にありつける。困った人に着物
を一着やれば、ここで一年間、着るものの心配をしなくてよい。経を読んで、仏像を彫り、殺生
を慎めば、天国に行ける。』と。
黄金の橋に戻る途中、門番は私を押し止めて（おしとどめて）、こう言いました。
『この門からは出られん。一度門をくぐって、この世に入った者は、何人たりとも生きて帰るこ
とは相成らん。』と。
途方に暮れて茫然と立ちつくし、これからも地獄をさまよい続けるのかなと思いました。家に帰
りたいので、この門をもう一度通してくれるようにと、何度も何度も門番に頼みました。すると、
あの子供、私を地獄に案内してくれたあの二人のうちの一人が、何処からとなく現れました。門
番と私を見て、子供は、門の戸を開けるようにと門番に頼みました。門番はしぶしぶ承諾し、小
さなくぐり戸を指し示しました。
『こちらへ！』と子供は私を呼ぶと、くぐり戸を指差しました。
『あなたさまは一体どなたなのです。』と尋ねると、
『私は、観音経です。小さい時、写経したのを覚えていますか。』と答えました。
くぐり戸を開けると、『急いで！』と言って私の背中をポンと押し、戸を閉めました。

そしてこの世に戻って来たのです。
父親が地獄で受けている罪を思い、父親の苦しみをいくらかでも減らそうと、早速仏像を彫り、
写経を始めました。
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