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第１回 ４月２３日（土） １０時～１２時 学びの館 

第２回 ７月２３日（土） １０時～１２時 学びの館 

５０周年記念特別セミナー 

５０周年記念 

 お釈迦様の言葉に学ぶ 

⑴ 人間とは？ 自分とは？   

⑵ 人生とは苦しみと楽しみ？ 

 

講師 崎山竜男氏（古文化同好会）  

交野古文化同好会 
 

令和４年度 勉強会（セミナー）の日程 
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仏 教 と 人 間 の 関 わ り 

                    崎山 竜男（藤が尾） 

は じ め に  

今私たちが住んでいる地球は、急速な気候変動により、世界の各地で山火事や旱魃、豪

雨、台風などが襲来し、全人類を困窮に追いやっている。このような状態を起こしている

のは、人類が物質文化を追求するあまり自然破壊を繰り返し、無謀にも大量の鉱物資源を

活用して、全世界で二酸化炭素をまき散らし、地球に温暖化をもたらした結果だとされて

います。 

これまで豊かさを求めてきた人類の傲慢さの故だろうか。それに加えて、現在新型コロ

ナウイルスのパンデミックにより全世界の人類を恐怖に陥れています。人類の苦しみは増

すばかりです。何とか世界中の叡智を集めて、この苦難を一日も早く克服してほしいもの

だと思います。 

 しかしながら人間の苦しみは、次から次へと絶え間なく起こり、増えることはあっても

減ることは少ないのが現実でしよう。こうした現象をとらえて、仏教創始者の釈迦は、つ

ぎのように言っています。人が生きるということは、苦を背負って日々を過ごすことだと。

このような苦悩の中で生きる私たちが、心に平安を保ち、安穏な人生を歩んでいくにはど

うしたらよいかということをこれから尋ねてみたいと思います。 

 

仏 教 の 誕 生  

仏教と言うと何となく胡散臭く、葬儀などを連想して、暗いイメージを持つ人が多いよ

うですが、最近はお寺や仏像に関心を持って，観てまわったり、写経会や座禅会に参加し

たり、仏像彫刻や仏画に挑戦している人達が増えているようです。仏教を文化とか私のも

のという実体として、楽しんでいると思われます。寺院を訪れて柔和な仏像に出会うと、

何とも言えない心の安らぎを感じます。こうして世間の人々に、心の安寧をもたらす仏教

はいつ頃できて、何を教えようとしているのかを学んで観たいと思い筆をとりました。 

仏教とは何かと言えば仏（ほとけ）の教えであるといわれ、仏とはと問われれば「悟っ

た人」、「真理を悟った人」ということになっております。仏教はキリスト教やイスラム教

等他の宗教とくらべると多様性の高い

宗教といわれており、日本の仏教だけ

でも天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真

宗、禅宗、日蓮宗など数多くの宗派が

並び立っており、世界全体でみれば数

え切れないほどの教団が活動していま

す。仏教という宗教は、一つの言葉で

くくるのが難しい程の変異性の高い、

様々な思想の集合体といえます。 

 しかし、こうした仏教も、もとをた

どれば、二千五百年前に、たった一人

の人が生み出した一つの教えでした。 
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その教えが長い年月を経て様々に変化し、それが現在の複雑な仏教世界を生み出してい

ます。その最初の一人、仏教の創始者がブッダです。時にはお釈迦さまとか、釈迦牟尼と

も呼ばれています。仏教の基本を知るには、必ずブッダに戻ってその人の教えの要素を探

究することが大事だとされています。仏陀の教えこそが仏教の土台となるからです。 

 仏教には、皆さんご存知のように「お経」というものがあります。これは仏陀が弟子た

ちのために説いた教えをまとめたものです。建前上はお経の全てが、仏陀の教えというこ

とになりますが、実際はそうではなく、ほとんどのお経は仏陀が亡くなった後、長い歴史

の中で別の人達によって作られたものです。 

 残念ながら仏陀本人の言葉ではないが、今残っているお経を研究し、分析すると時代の

前後関係がわかります。その中で一番古いものが、仏陀に一番近いものということになり

ます。仏陀の思いを色濃く残しているということから、それは間違いなく仏教の基盤とな

るものとされています。そういう最古層経典の一つとして「ダンマパダ」があります。 

「ダンマパダ」の「ダンマ」とは、〔法〕〔真理〕を意味し、「パダ」は〔言葉〕という意

味ですから、ダンマパダは【真理の言葉】という意味になります。日本では「法句経」

（ほっくきょう）と言われています。内容は、

仏教に従って生きる者の基本的な心構えを示し

たものです。 

 ダンマパダは、聖書のようなものでスリラン

カやタイなど南方の仏教国を中心に、広く読ま

れており、一番大切な聖典としてあがめられて

います。日本でも中村元訳の真理の言葉 感興

の言葉（岩波文庫）をはじめ、多数の翻訳本が

出ています。 

 以下真理の言葉の中からいくつか抜粋しました。（真理の言葉の番号を付記しています） 

* ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によって作り出される。もしも汚れた心で

話したり行ったりするならば、苦しみはその人に付き従う。車を引く＜牛＞の足跡に車輪

がついて行くように。（１） 

* 他人の間違いに目を向けるな。他人がした事、しなかった事に目を向けるな。ただ、

自分がやった事、やらなかった事だけをみつめよ（５０） 

* 怒らないことによって怒りに打ち勝て。善いことによって善からぬことに打ち勝て。

布施することによって物惜しみに打ち勝て。真実によって噓つきにうちかて。（２２３） 

他全部で４２３句綴られています。 

 

ダンマパダ と 日 本 仏 教 の 相 違 

 ブッダは、今から二千五百年くらい前に印度の北方、現在のネパール領内で生まれ、そ

の後亡くなるまで北インドの狭い範囲だけで活動しました。ブッダの没後、その教えは西

の方に伝わり、海伝いに南下してスリランカに入り、さらに北上してタイ、ミャンマーに

根付く。これがいわゆる小乗仏教と呼ばれるもので、ブッダの教えをかなり正確に残して

いる教派です。この人達がダンマパダを聖典として重視しています。ただし小乗仏教とい

うのは、大乗仏教側からの敵意のこもった蔑称で正当な呼び名ではありません。現在、当

地の人々は上座部仏教と呼んでいます。 
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 一方、ブッダ入滅後、仏教は陸伝いに北の方へも伝わったが、シルクロードが開通して

いなかったため、中国まで行き着くことができず、長く国境付近で足踏み状態が続いたよ

うです。そうこうするうち、紀元前後頃にインドの仏教界で重大な変化が起こり、内容的

にはかなり変形した「大乗仏教」が起こっています。これが、それまで国境で足踏みして

いたオリジナルの仏教と肩を並べ、折から開通したシルクロードを伝って中国に入ってい

きます。 

 二種類の教えが仏教の名のもとに一度に入ってきたので、中国の人達は混乱しますが、

神秘性と寛容性を重視する大乗仏教のほうが民衆に受けたため、これが中国に根付きまし

た。日本は、その中国から仏教を輸入したため大乗仏教一色の国になりました。この様な

事情で日本の仏教は、本来のブッダの教えとは違った形になっています。かといって上座

部仏教がブッダの教えそのものなのかというと、そうでもない。二千五百年という年月の

中で、教義にも、僧団運営にも様々な変化が表れています。 

 

今回は、オリジナル仏教である【原始仏教】を中心に進め、大乗仏教については別に機

会を設けたいと思います。 

 

【仏 陀 の 誕 生 （家系図に基づいて）】 

仏陀とはどのような人で、どうして仏教の開祖になったのでしょう。  

          

 カビラ城の寝室、マーヤー夫人は

不思議な夢をみる。六本の牙（き

ば）のある白象が天界からに下生

し、夫人の右脇から胎内にはいっ

た。驚いた夫人は王を起こして夢を

告げた。王が占い師に占わせると、

偉大な子を身ごもったという。夫人

は、出産のため故郷のコーリヤ国に

向う。カビラ城から二十キロ離れた

ルンビニー苑に立ち寄り、アショー

カ樹に右腕をさしかけた。その時、

夫人の右脇腹が虹のように耀き、玉

のような子が姿を現した（王子の降誕）。 

 

 その子はすぐに立ち上がって七歩あゆみ、右手で天を、左手で地を指して「天上天下唯

我独尊」と言ったと伝えられている。天からは甘露の雨と美しい花々が降って来たという。

我を一人の人間と受け取れば、天井にあっても天下にあっても、一人ひとりの人間は唯一

の尊い存在であるという意味になり、人間の尊厳をうたった言葉になる。シツダールタ自

身と受け取れば、将来人々を生 老 病 死（しょう、ろう、びょう、し）という苦しみ

から救済する唯一の尊い存在となるであろう、という未来の仏としての宣言とも受け取れ

る妙なる言葉と言えるでしょう。 
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若き日の王子と苦悩 

 王子が生まれて喜びにみちているカビラ城は、すぐに深い悲しみに変わる。王子が生ま

れて七日目に、母マーヤーが亡くなってしまう。王は、我が子を母なし子にするわけには

いかないと考え、マーヤー夫人の妹を後妻にめとって王子の養育にあたらせた。シッダー

ルタは叔母さんを母親として育つことになる。 

やがて王と養母の間にも男児が生まれる。名はナンダといい、異母弟である。家族にも

恵まれ、なに不自由のない少年期を過ごし、そのままいけば普通に王位を継承するはずだ

った。ところが、その性格は暗く打ち沈んでいた。 

王は、物思いにふけりがちな息子を案じる。王子が生まれた時、占い師がこの子を見て、

将来世界最高の王になるでしょう。しかし場合によっては出家して修行者となり、最高の

悟りを開くかもしれませんとの予言がなされた。出家でもされたら釈迦国の一大事と、王

はシッダールタを落ち着かせるように、ヤシヨーダラという美しい娘とめあわせた。シッ

ダールタが十六歳頃のころだったようです。また、王はシッダールタに高級品を着せ、美

女の侍る冬、夏、雨期用の三つの宮殿を用意して住まわせた。 

しかし、シッダールタの表情が明るくなることはなかった。彼は、人間という存在が苦

しみに満ちていることを憂いていたのだ。どんな快楽も愉悦も過ぎてしまえば虚しく、永

遠の喜びなど存在しない。人間はどうしたら苦しみから解放されるだろうか？ 

 ある日、ヤショーダラーが男児を出産した。これを聞いた王は大喜び、孫もできたし、

出家などあきらめ、王位を継いでくれると思った。だが王子はこの報を聞いて眉を曇らせ

「ラーフラが生まれた」と言った。ラーフラとは「妨げ」と言う意味である。この子への

愛情が、真理追究の妨げになると直感したのだ。 

 

王 子 の 四 門 出 遊 

 王子は悩んでいた。彼の中には家族の存在があり、両親も気がかりであった。家族を苦

しめてはならないと思いながらも、城でぬくぬくと暮らしている自分が許せなかった。自

分が城を去れば、家族がどんなに悲しむことだろう。そんなことができるだろうかという

引き裂かれる思いにさいなまれていた。 

 ある日、彼は父王に郊外の遊園地へ行っ

て散策したいと申し出た。王は喜んでこれ

を許し、道を整備させた。王子は、隊列を

組んで馬車に乗り、東の門から城を出た。

しばらく行くと、今にも倒れそうな老人が

歩いていた。これを見た王は、誰もがいつ

かはこのように老いさらばえていくのかと

思って顔を曇らせた。行幸はすぐに中止さ

れ、城に戻った。 

 しばらくして、王子は隊列をつくって南

の門から城を出た。ここでは、病に苦しむ

病人の姿を目にする。王は、誰もが病の苦しみを得ることを思い、沈痛な面持ちとなる。

また行幸は中止された。 

 次は、西の門から城を出た。今度は葬列を目にする。人々は、死者を取り囲んで、泣き
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叫んでいた。いつかは誰もが、死を迎えなければならないことを思い、涙した。また城に

引き返した。 

 最後に北の門から城を出た。その時、思想家と言われる沙門とすれ違った。 

王子はわが目を疑った。その姿が光り輝いて見えたのだ。王子は、沙門が自分のもってい

るような苦しみを超克しているようにおもえた。この逸話を四門出遊という。 

 この四門出遊によって、王子は老、病、死と出会った。王子は御者に、「これはこの者

たちだけに起こることなのか、それとも自分も含めた万人に等しく起こるものなのか」と

訊ねます。すると御者は、「これは万人に等しく起こることです。勿論あなたにも起こり

ます」と答えます。これを聞くと王子はすっかりふさぎこみ何を見ても心から楽しめなく

なったのです。 

 いずれこの身は、年をとって老いさらばえ、病の苦しみにあえぎ、その果てに死ぬ。そ

れが分かっていながら、現前の楽しみに心奪われ、贅沢を望み、欲望を追い求めることに

いったいなんの意味があろうか。人生が矛盾と苦悩に満ちた意味不明なものになった。 

 

出 家 と 彷 徨 

ある夜、王子はみんなが寝静まったのを確認、城を出た。御者に愛馬を引かせ、南東へ

と向かう。夜明けにアノーマー河につくと、王子は身につけていたものをすべて脱ぎ御者

に渡し、頭を剃らせた。そしてボロ布を身にまとい出家遊行の一歩を踏み出す。王子は、

家族や王位も捨てて王宮を飛び出した。二十九歳のときです。 

 そして王子は、当時最強だったマガダ国のラージャグリハ（王舎城）に向かった。そこ

は多くの沙門（思想家）たちが集う場所だったからです。道

中、マガダ国のビンビサーラ王が王子の噂を聞いて駆けつけ

てきた。王位を捨てて出家した俊英に、仕官を勧めにきたの

である。しかし、王子は、真理を求める自分の真意を告げて

断った。 

 そして、王子はその近郊に住んで、煩悩を超えた無の境地

を目指して修行していた仙人たちを訪ねた。王子は、この境

地をほどなく会得し、その場を去る。次のプラーグボーティ

（前正覚山 ぜんしょうがくせん）という山を目指す。この

山では苦行をする人達が修行に励んでいた。 

 王子はこの山に入り、五人の修行者仲間と共に苦行を積む

ことになる。その期間は六年に及んだ。その間、王子はあら

ゆる苦行にとりくんだが、中でも壮絶だったのは断食行だった言われている。五人の仲間

は、王子が何度も餓死したのではないかと思ったという。王子は、命を賭して真理を追究

し続けたのである。 

 

乳 糜（にゅうび） 供 養 と 悟 り 

 体をいじめ苦行に徹した王子は、自分の心を正直に見回してそこに新たに見えてくるも

のはなかった。身を削ることは、心も萎えさせることでもあった。王子は、苦行を捨てて

山を去ることにした。 

 快楽によって喜びが得られないと同様に、極端な苦行によっても真理を悟ることはでき
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ない。真理は極端な快楽や苦行によらない中道にあるに違いないと、自らにそう言い聞か

せて山を下りた。これを見た五人の仲間たちは、王子は堕落した、悟りを求めることを放

棄したと言って非難した。 

 王子は、山の麓を流れるネーランジ

ャラー河に入り、やせ細った身を清め

た。この姿をひそかに見ていた村娘ス

ジャーターが、その神々しさに心を打

たれ、思わず合掌した。丘に上がって

きた王子に乳がゆを供養した。 

 この供養を受けて体力を回復した王

子は、近くにそびえ立つ大きな樹の下

に行って沈思瞑想し、宇宙の真理、社

会の構造、人間の真実などを追求した。 

 この時、天界の悪魔は王子が悟るこ

とを恐れ、三人の娘を派遣して誘惑さ

せたが、これを排した。また、悪魔は軍勢で攻撃させたが、王子は瞑想の力によってこれ

も撃退した。そして七日目、東の空に明けの明星がきらりと光った。光は王子の眉間を射

抜き全身がまばゆいばかりに輝いた。 

 そのとき、王子は万物の真理を悟った。仏陀となった瞬間です。この地はガヤーといっ

たが、これ以後はブッダガヤーとよばれるようになった。大きな樹は菩提樹とよばれるよ

うになる。 

 

衆生済度への一歩 

ブッダ（釈尊）となったシッダールタ（王子）は、七日ごとに樹をかえ、その下で瞑想

しながら自分の悟りを点検し、人生の苦しみを克服する術を獲得する。 

 その間、何人かが傍を通りかかってブッダの神々しさに打たれて帰依した。ブッダは黙

ってこれを受け入れたが悟った内容、即ち法を説こうとはしなかった。 

内容が深遠であり、理解してもらえるとは思わなかったのだ。それどころか、ブッダは

完全な涅槃に入ろうと考えていた。涅槃とはニルヴァーナ

の音写で（火を吹き消した状態）をいう。煩悩の火は吹き

消したが、肉体という火は身に備えていた。釈尊は、この

火を消して完全な涅槃、つまり般涅槃（はつねはん）に入

ろうとしていた。それは肉体の死を意味する。 

 これに気づいた天界の神ブラフマン（梵天）は釈尊のま

えに姿を現し、生き長らえて悟った法を人々に説き、苦し

みにあえぐ人々を救済してほしいと懇願する。釈尊はこれ

を何度も断るが、しかし、法を理解して、悟る人々はある

はずだと訴えて説得した。この逸話を梵天勧請（ぼんてん

かんじょう）という。 

梵天の願いを聞き入れた釈尊は、苦行を共にした五人の

修行者に法を説くことを決意し、彼らのいるヴァーラーナ

釈尊の初転法輪像 

（インド・サールナート考古博物館） 

釈迦に乳粥供養するスジャーター 



8 

 

シー（現ペナレス）郊外のサールナート（鹿野園）へ向かった。五人は、釈尊が来たら無

視することに決めていた。しかし、自分たちに近づいてくる釈尊は、光り輝いていた。い

つしか、五人は釈尊の足下に伏して跪拝していた。そして、五人は釈尊の弟子となった。 

 この五人の弟子入りでサンガが生まれた。サンガとは法を受け継ぐ教団のことで、中国

では僧伽（そうぎゃ）と音写された。これを略して僧（そう）と呼ばれるようになった。 

 

 産声をあげた仏教 

 ここに悟りを開いた「仏」と、その教えである「法」と、これを受け継ぐ、「僧」、つま

り仏（ぶつ）・法（ぽう）・僧（そう）の「三宝」が成立した。こうして、産声をあげた仏

教は、今日まで脈々と受け継がれてきているのである 

自ら獲得した安穏への道に確信を持ったブッダは、苦

しんでいる人達にも知ってもらいたいと、布教活動に

出発します。 

先ずは、弟子となった五人に説法しました。これを

「初転法輪」という。彼らは二人が托鉢に行っている

時は 三人が教えを聞き、三人が托鉢に行っている時

は二人が聞くというように、交替で学びあった。 

 やがて、一人の弟子が釈尊と同じ悟りを開いた。釈尊は、これを大いによろこんだ。そ

して、他の四人も次々と悟りを開いた。経典には「阿羅漢（あらかん）」が出現したと記

述されている。阿羅漢とは、供養を受けるに値するものの意味。悟った人のことである。

釈尊は、おしまず教えを説いて、人々を悟りの境地に導き、見る見るうちに弟子も増え、

教団は大きく拡大していった。後に十大弟子と言われる高弟たちが、教団を引率していく

ことになります。 

 

この世は苦しみだらけ 一切皆苦 

 ブッダに現世を捨てさせたもの、修行の道へと駆り立てたもの それは「苦悩」でした。

その苦悩とはどういうものか。 

 ここで言う苦悩とは、お金が儲からない、片思いをしている、人間関係がうまくいって

いないというような、一時的なことではない。自分は何のために生きているのかといった、

人生の根幹に関わることである。自分の先行きには、老いと病いと死とがあり、その絶望

的なものに向かって生きなければならない。こうして、人生を眺めると、自分の身に起こ

り、身の回りにあるものは全て苦しみである。  

こうした苦しみを知ったブッダは、何をやっても楽しいことはなく、息の詰まる絶望感

に浸るのでした。彼は、この世が一切皆苦だということを身をもって実感したのです。人

間が生物として生まれた以上、この苦しみはどうにも逃れようのない、そして解決方法も

ない不幸なことです。人は、ある年齢になれば誰もが体感する苦悩であり、気づいたら人

生のカウントダウンが始まり、死に向かって生きる人生へと転じてしまう、残酷な苦しみ

でもあります。生きることは苦であると知った人は、もう目先の物質的な喜びで苦しみを

紛らわすことは出来なくなるでしょう。 

 人が生きるとは、苦を背負って日々を過ごすことだ。このことに気づかず、毎日楽しく

暮らしている人は何ら構わないが、一旦その事実を体感した人は、もうその苦悩から解放
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されることがない。一度はまったら容易に抜け出せない泥沼のような苦しみ・・・。一切

皆苦とはこのような苦しみのことです。 

 苦しい世界であっても、どこかに心優しい神様がいて、私たちに救いの手をさしのべて

くれるというなら有難いことです。しかし、ブッダは、この世界を真剣に観察した結果、

「そんな救済者は何処にもいない」と確信した。この世は原因と結果の因果関係によって

動いているだけで、不可思議な力を持った救済者などどこにもいないと見抜く。それで、

我々の苦しみは、単に老、病、死と離れることのできない苦しみではなく、老、病、死と

離れることができず、その上誰にも救ってもらうことの出来ない苦しみであるということ

です。 

 そして、もう一段上の苦

しみがあり、当時のインド

では、この世に輪廻という

現象があると信じられてい

た。この宇宙には、天・

人・阿修羅・畜生・餓鬼・

地獄・という六つの世界が

あって、生きとし生けるも

のは、自らのなした行為に

よって必ずこの六つの世界

のどこかに生まれ変わり、

死に変りして、いつまでも

巡り続けているという考え

方です。これはブッダの考

えではなく、インドの社会

では伝統的な観念だったのようです。ブッダも受け入れていました。 

 しかし、ブッダは悩みます。人生だけでも苦しいのに、何度も生き死には繰り返されて、

決してそれを終わらせることができない。そのうえ救ってもらうこともできないこの苦し

みが、輪廻世界で永遠に続いていくということになる。ブッダが心に抱えた苦悩は深まる

ばかりだったのです。 

 この苦悩が、ブッダを出家修行へと駆り立てました。ブッダは、そのような絶対的な苦

悩の中で生きる私たちが、心に平安を保ち、安穏な人生を歩んで行くにはどうしたらよい

かという一点に集中していきます。 

 

自分を変えるブッダの考え 

 ブッダはこう考えました。私たちは苦しみに満ちた輪廻世界を誰からも助けてもらえず、

いつまでも巡り続けるしかないのが現実である。その原因は私達の心にあるのではないか。

その心が作り出す様々な悪心、悪行が活力源となって輪廻が続くのだと。輪廻を停止させ、

永遠に変化せず、絶対安穏な状態になるには、私達の心の中にある悪いものを完全に断ち

切らねばならない。この心の中の悪いものを煩悩という。自分の努力によってこの煩悩を

断ち切ることが、一切皆苦のこの世で、真の幸福を獲得する唯一の道だと考えた。次はダ

ンマパダの詩。  
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＊ 私は、苦しみの基盤である（自分をいう）家の作り手を探しもとめて、幾度も生死を

繰り返す輪廻の中を、得るものもなくさまよい続けた。何度も何度も繰り返される生

は、苦しみである。（１５３） 

＊ 因果関係によって作り出されたすべてのものは苦である（一切皆苦）と智慧によって

見る時、人は苦しみを厭い離れる。これが人が清らかになるための道である。（２７８） 

 現代社会で、地獄があるなどの輪廻思想を、そのまま信じるということはないと思いま

すが、当時のインドでは致し方なかったでしょう。 

 しかし、この世の苦しみを消すには、心の在り方やものの見方を変えるしかないという

ブッダの考え方はその通りでしょう。人が負う老、病、死は、世の法則であり、自然の摂

理であるからこれはどうすることもできないのであって、受け入れ側の自分の在り方を変

えるしかないでしょう。そこにブッダの教えの本義があるとされています。 

 

基本の真理 四諦・八正道  

ブッダは、菩提樹の下でひたすら瞑想を続け、強烈な精神集中の結果、一切皆苦を断ち

切る方法を見つけ出して、真理を悟ったのです。この真理を四諦といいます。人間の苦し

みが生まれるプロセスを分析し、それにどう対処するかを説いた仏教の基本方針です。初

転法輪の際、弟子たちに説いたのも四諦です。四諦の諦は明らかにするという意味です。 

 ブッダによれば、この世の真理には「苦諦」（くたい）・「集諦」（じったい）・滅諦」（め

ったい）・「道諦」（どうたい）という四つの局面があります。 

＊苦諦とは、この世はひたすら苦しみであるという一切皆苦の真理。 

＊集諦は、その苦しみを生み出す原因が心の中の煩悩だとしること。 

＊滅諦とは、その煩悩を消滅させることで苦が消えるという真理。 

＊道諦は、煩悩を消滅させるための具体的な八つの道を実践すること。 

 このように苦しみの原因を、外的要因ではなく、自分の心の在り方へもっていくところ

に仏教の特徴がある。病人が、病気の苦しみの原因を病気そのものだと考えるなら、その

解決方法は、病気を治すことや病気にならないようにすることだと思います。それが可能

なら問題はすぐに解決します。 

 しかし、私たちは生きものである。病気を無くすことは出来ません。医療によって延命

はできても、病気を完全になくすることは不可能です。これに対して、永遠に健康のまま

でありたいという心の願望にあるのだとしたら、

解決方法はその気持ちを変える方に向かいます。

人間は誰もが老い衰え、病気になるという事実

を正しく受け入れることが、出来るように自分

の心を変えていく。それが苦しみを消す唯一の

道となるのです。 

 

次は、煩悩を消滅させる八つの道である道諦

についてみていきます。この八つの道を仏教で

は八正道（はっしょうどう）と言います。八正

道とは、人間の苦しみを取り除くには、誤った考えや欲望を捨て去るだけでなく、人格を

も健全にしなければならない。その修行法と言えます。具体的には以下の通りです。 
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一 正見（しょうけん）  正しいものの見方 

二 正思惟（しょうしゆい）正見に基づいた正しい考えをもつ 

三 正語（しょうご）   正見に基づいた正しい言葉を語る 

四 正業（しょうごう）    正見に基づいて正しい行いをする 

五 正命（しょうみょう）   正見に基づいてただしい生活を送る 

六 正精進（しょうしょうじん）正見に基づいて正しい努力する 

七 正念 （しょうねん）   正見に基づいた正しい自覚をする 

八 正定 （しょうじょう）  正見に基づいた正しい瞑想をする 

 ＜真理の言葉＞ 

＊ 仏と法と僧に帰依する者は、四つの聖なる真理、すなわち「苦」と「苦の発生原因」

と「苦の超越」と「苦の終息へとつながる八つの聖なる道」とを正しい智慧によって

見る。（１９０、１９１）  

 冒頭の仏・法・僧は聖徳太子が「十七条憲法のなかで篤く三宝を敬え」といったあの三

宝です。 

 

仏教は、病院と言われている 

 苦・集・滅・道という四諦の教えをよく見ると、私たちが病院へ行って診察を受けてい

るような気がします。健康な生活をしていて、急に体のどこかが痛みだし苦しみだす。我

慢できなくなり病院へいくと、苦しみの原因を調べる。医者がその原因を探してくれます。

検査の段階、これが集である。検査の結果がでればどのような処置がよいか治療方法を考

える。これが滅である。 

 最後は、決まった治療法にもとづいて、実際の治療を行う。これが道です。仏教は、心

の病院とも言えるでしょう。病院は、病人を治すのが仕事です。健康な人を引っ張りこん

で入院させるようなことはしません。 

 仏教も病院と同じように、病気で苦しんでいる人を治すのが仕事です。病気でない人に

は全く必要はありませんし、無理矢理信者に引っ張りこもうともしません。キリスト教な

どは、神との契約で、将来天国に行くため布教活動に熱心だが、仏教にはありません。 

 仏教の布教活動は、人の役に立ちたいという

慈悲（医者の真心）のきもちと、もっと現実的

なところにあります。つぎは僧団を維持するた

めには、ある程度のメンバー補充が必要です。

三つ目は、人々からの信頼と尊敬を受付、その

見返りとしてお布施をもらうためです。仏教の

出家者は、生産活動を放棄し、修行に専念しま

すのでお布施をもらわないと食べていけないの

です。そのため法話を行い、様々な施しものをもらうのです。 

 仏教は、後ろ姿の教育という学者もおります。それは自説を説いて賛同者を集めていく

のではなく、精進している自分の後ろ姿を見せているというのです。それを見て、いいな、

自分もこの道に入りたいと思っている人が、後から付いてくる。仏教の在り方は、このよ

うなイメージであろうといわれています。 
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よりどころは自分自身 

 仏教の大きな特徴は、外部の力に頼らず、あくまでも自分の力で道を切り開くというこ

とです。これは、それまでの宗教の通念を覆す考え方でした。 

 当時のインド社会は、バラモン教の教えに支配されていました。この世は超越的な存在

（ブラフマン＝梵）の上に成り立っており、自己（アートマン＝我）が幸福になりたかっ

たら、その超越存在との一体化を目指せ、という考え方だったからです。これを梵我一如

（ぼんがいちにょ）といいます。 

 しかし、ブッダはこれを採用せず、「頼るものは自分だけ」という信念を持って、自ら

の苦悩を解決しようとした。バラモン教を否定しているのです。 

 

 真理の言葉 

＊ 自分の救済者は自分自身である。他の誰が救ってくれようか。自分を正しく制御して

はじめて、人は得難い救済者を手に入れるのだ。（１６０） 

 何のよりどころもなく、一個人の力で人生の苦しみを解決するなど、簡単に出来るもの

ではないでしょう。苦悩が生まれる仕組みが分かったというだけでも駄目です。仕組みを

理解し、それを実践して、自分を変えるところまでやる必要があります。そのためには、

毎日瞑想を続け、悟りに至るまでに一生かかるというのが修行です。一生かかっても無理

かもしれない。 

 仏教の目標は、永久に到達できない目標に向かって、一歩でも近づけるよう努力し続け

ることとも言えます。それくらい困難な目標であるので、片手間に修行する程度では足り

ない。本気で悟りを求めるなら、出家するしかないということです。二千五百年前に、人

生の苦しみを離れるために、倦むことなき自己鍛錬を説いたブッダの言葉を掲げます。 

＊ この身体を、瓶のように（もろいものと）知り、この心を、都市のように（堅固なも

のとして）打ち立て、智慧という武器で悪魔と戦え。そして勝ち取ったものは、それ

に執着することなく護っていけ。（４０） 

 

この世は全て因果によって成り立っている 

 ブッダの考え方の大きな特徴は、この世の森羅万象、あらゆる現象は因果の法則が作用

しているということにあります。あらゆる出来事は、必ず何らかの原因によって起こり、

ものごとはすべて原因と結果の関係で繋がっているというのです。因果応報ということば

もありますが、ものごとにはすべて因果があると知れ―とはブッダの言葉です。 

 仏教は、不可思議な力でこの世を動かす、絶対者の存在は認めません。この世を動かす

力は、因果律以外には有り得ないのです。仏教は、きわめて合理的で現実的な考え方の上

に成り立っている宗教です。 

 

 ＜ブッダの言葉＞ 

＊ ものごとは心に導かれ、心に仕え、心によって作り出される。もし人が汚れた心で話

し、行動するなら、その人には苦しみが付き従う。あたかも車輪が、それをひく牛の

足に付き従うように。（１） 

＊ 快楽から憂いが生じ、快楽から恐れが生じる。快楽を離れた者には憂いがない。まし

て恐れなどどこにも有り得ない。(214) 
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 このように、人の苦しみにはすべて原因がある、とブッダは考えた。その原因は何かと

ー、我々の心の中にある悪いもの、すなわち煩悩です。前の言葉にもあった汚れた心とか

快楽などです。煩悩が人間を過ちへと導き、その結果、苦しみの連鎖（輪廻）にとらわれ

続けると考えた。 

 次の言葉がそれを表しています。 

＊ 恥じなくてもよいことを恥じ、恥じなければならないことを恥じない。そいう者たち

は、誤った見解を抱いたまま、悪い場所へと生まれ変わっていく。(３１６） 

＊ 餌で太った大豚のように、惰眠をむさぼり、がつがつ食べて、ごろごろ転げて眠りこ

ける大馬鹿者は、何度も何度も母胎に入って輪廻を繰り返す。（３２５） 

このような苦しい輪廻を終わらせ、これ以上変化しない永遠の平安に到達することが理

想の境地とされた。そのような状態が涅槃です。 

 

煩悩の成り立ち 

 人の苦しみには原因があり、その原因は何かというと、私たちの心の中にある悪いもの、

煩悩だとブッダはいう。その煩悩はどのようにして出来てくるのだろうか。単純に考えれ

ば強欲とか、傲慢、嫉妬などがでてきますが、ブッダが考える煩悩のおおもとは「無明」

だということです。この無明という言葉は、日本人には馴染みが薄いようです。南方仏教

では、常識になっております。 

 明という単語は智慧という意味で、無明と言えば智慧がないいうこと、つまり「愚かさ」

を意味します。「愚かさこそが諸悪の根源」、煩悩の親分ということになります。愚かさと

言っても、知識が足りないとか、学がないといった意味ではありません。物事を正しく、

合理的に考える力が欠けているという暗愚をさします。つぎはブッダの無明の言葉です。 

＊ 物惜しみは恵む者の汚れ。悪行は、過去・現在・未来のいかなる生まれにおいても汚

れである。（２４２） 

＊ その汚れよりも、一層汚れた汚れの極み、それが無明だ。比丘たちよ、その（無明と

いう）汚れを捨て去って、汚れのない者となれ。（２４３） 

＊ 頭髪が白くなることで長老になるのではない。ただ年を取っただけの人は、むなしい

老人といわれる。（２６０） 

無明を原因として苦しみが起こってくる仕組みについて説明した、仏教特有の理法に

（十二縁起）があり、十二段階が説かれています。十二の要因をたどって、根本原因にた

どり着くということです。つぎに示します。 

 無明（むみょう）―行（ぎょう）―識（しき）―名色（みょうしき）―六処（ろくし

ょ）―触（そく）―受（じゅ）―愛（あい）―取（しゅ）―有（う） ―生（しょう）―

老死（ろうし） 

無明とは真理を理解できない無知の状態。苦の根本原因をいう。行は無明のまま間違っ

た行為をする。識とは間違った行為は間違った認識を生む。名色とは、認識は、精神的・

物質的対象によって得られる。六処とは、対象は我々の眼・耳・鼻・舌・身・意という感

覚器官によって知られる。触とは、感覚器官で認識の対象を感知し、外界と接するように

なる。受とは、外界との接触によって感受作用が起こる。愛とは、感受したものを欲した

り嫌ったりする。取とは。欲したり嫌ったりするものに執着する。有とは、執着すること

によって輪廻する。生とは、輪廻によって六道に生まれ変わる。老死とは、またしても老
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い、死ぬ苦しみを繰り返す。これが苦の十二段階である。 

 無明のせいで物事の本質を理解していないために、老いや死への恐れ、苦しみが生じる

という課程を示しています。この過程を理解して心の修練を繰り返し、最初の無明を滅ず

ることができれば、過程の各段階は消えて、最終的には老死の苦しみも消えていくという

ことです。 

 

煩悩のおおもとである無明とは 

 無明とは、智慧（明）がないということです。智慧が無いとはどういうことかと言うと、

この世で起こっている物事を正しくとらえる力が無いということです。あるいはこの世で

起こっている物事を自分の都合で捻じ曲げて捉えているということです。これを逆に考え

ると、現実をありのままに正しく認識できるならば、それは明となります。 

 この世で起こっている物事の正しい姿

とは、どのようなものだろうか。それは

「全てはうつろう」ということです。す

べてのものは時々刻々と変化するのであ

り、永遠不変のものなど、どこにもない。

これを諸行無常という。 

 前にみましたように、この世が因果関

係だけで動いているとすれば、あらゆる

物事は因果関係の網の目でつながってい

ることになり、いつでも互いに影響しあ

っている。私達もそのような世界の一要

素といえます。因果の網でつながった無常転変の存在にすぎない。 

 例えば誰かが、今の生活は素晴らしい。私の人生はこれからもずっとバラ色だと考えて

いるなら、それは無明です。その人は今の状態が永遠に続くと考えているからです。移ろ

うということがわかっているのに、自分の都合にいいように捻じ曲げて捉えている。典型

的な無明です。また目先の楽しみで人生をエンジョイしているのも無明です。若い人達が、

自分の将来に夢と希望をもって生きていのは当然です。大切なのは、人生夢と希望だけで

は支えきれないほど、多くの苦しみや悲しみに満ちている事実です。 

 年を取ったり、大きな災難にであったりしたとき、人はいやでもこの世の真実と向き合

わねばならない。この世を無常と知った時、その事実をどう受け入れるか。見て見ぬふり

をするのか、現実をありのままに受け入れ、その世界に耐えるべく自分の価値観・世界観

を変えていくのか。この分岐点で、ブッダの教えは、私達を正しい方向へと後押ししてく

れる。つぎはブッダの言葉です。 

＊ この姿かたちは衰え果てた。それは病気の巣であり、たちまちにして壊れゆく。腐敗

の塊は崩壊する。生は死をもって終わりとなる、（１４８）＊ 因果関係によって作り

出されたすべてのものは無常である（諸行無常）と智慧によって見るとき、人は苦し

みを厭い離れる。これが、人が清らかになるための道である。（２７７） 

諸行無常を科学的視点で見るとどうなるでしょうか。机の上に鉛筆がある。そのまま置

いておけば明日も同じように机の上あるでしょう。それは今日と全く同じでしょう。あさ

っても同じ。これを全く動かさずに千年間放置したらどうなるでしょうか。間違いなくボ

ロボロになっているはずです。ではその鉛筆はいつボロボロになったでしょう。一瞬戸惑
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うが、正解は千年間のあらゆる瞬間です。鉛筆が机の上に置かれた瞬間から朽ち続けてい

るのです。釈迦の仏教は神秘主義的な超越存在を認めず、原因と結果の因果則で捉えてい

るので科学者たちの関心も高いようです。 

 

 次は煩悩の中で無明につぐ執著について 

 人の心のなかには多くの煩悩があります。除夜の鐘を百八つ撞くのは煩悩の数だといわ

れていますが、もっと多くなる可能性がありま

す。その煩悩の中でも無明につぐ大物の執着（し

ゅうじゃく）について見ていきましょう。 

 執着という字は一般的に使用されていますが、

仏教では著という字を用いて執著（しゅうじゃ

く）と読んでいます。どちらも意味は同じ付着す

るという意味です。心が欲望の対象にべったりく

っつき我々をそこに縛り付けてしまうことです。 

 

つぎはブッダの言葉です。 

＊ 貪欲に染まった人は、流れのままにおしながされていく。それはまるで、蜘蛛が自分

でつくりだした糸の上を進んでいくようなものだ。一方賢者は、その貪欲を断ち切り、

執著することなく、一切の苦しみを捨てて進んでいくのである。（３４７） 

 執著し、貪る者は、ますますそこに縛られてしまう。それは蜘蛛が自分の糸で巣を作る

と、その糸の上しか歩けないのと同じである。しかし、賢者たちは、蜘蛛の糸を断ち切っ

て、自分の道を進んでいく。 

つまり、賢者たちは、執著しない。そして執著しなければ、一切の苦から解放されると

いうことです。この他にも出世への執著、権力への執著、美しさへの執著など人間の欲望

には限りがありません。つぎはブッダの言葉です。 

＊ 愚かな人は、私には息子がいる・私には財産がある・等と言ってそれで思い悩むが、

自分自身がそもそも自分のものではない。ましてやどうして、息子が自分のものであ

ろうか。財産が自分のものであったりしようか。（６２） 

私には息子がいる、娘がいる。親はみなそう考える。息子とか娘という言葉は、自分を

中心にして世界を見ている時の呼び名。他人から見れば大勢いる人間の一人に過ぎない。

しかし、この子は私の一部を受け継いで生まれてきた。だからこの子は私の一部だという

気持ちがあるので自分の子にだけ特別な思いが湧くのです。それだけなら親の情として当

然のことでしょう。しかしその情愛が増幅されると執著になる。勝手に子供の生き方や将

来の職業まで決めたり、進学校なども無理矢理その親の思う道に進ませようする。子供を

自分の所有物だと思って執著がわき自分の思い通りに動かしたいという欲求が生まれてく

る。 

 しかし、子供だって一人の独立した人間であり、親の思惑通りにはいかない。その思惑

と現実が食い違ったとき、ああ、つらいと苦しい気持ちが出る。どうして言うことを聞か

ないんだと怒りの心も起こる。執著することで苦悩の連鎖がふくらんでいく。子は子、親

は親。それぞれ別個という現実が理解できれば苦悩は起こらない。しっかり育てて、後は

本人次第と思えば、余計な悩みは起こらない。 
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諸法無我「自分」はどこにもない 

これからは、執著はなぜ生まれるのかを考えていきたいと思います。前に無明は、すべて

のものはうつろうという真理、即ち諸行無常を理解していないからということを学びまし

た。もう一つ無明のもとになっている人間の根本的な愚かさがあります。それは、自分、

即ち自我というものに対する誤った認識です。 

 我々は普通、自分の利益のため、じぶんの功名のため、自分の楽しみのため、自分の幸

せのためと、自分を中心におき、自分に都合のよいようにものを考えます。ところがブッ

ダは違います。そもそも自分等ないのであり、ありもしない自分を中心に世界をとらえる

のは愚かの極みだと説きました。 

 我々は、自我を世界の中心におき、その周りに自分の縄張り社会を同心円状に形づくり、

その外側に世間と呼ばれる一般社会を配置します。自分はこの世界像の主となり、手に入

っていないものがあれば手に入れ、意のままになる縄張り部分を増やして行こうとする。

これが執著である。 

執著とは、この自分中心の世界観から生ずるのです。自分中心である限り、欲望は消えな

いし、きりがありません。 

 ここで、中心人物たる自分を、それは存在しない仮想の存在であるとして、その絶対存

在性を否定すると周りの所有世界も自然に消える。自分も仮想存在なのだから、それを取

り巻く世界も仮想だということになり、執着も自ずと消えてしまいます。これを諸法無我

といいます。つぎはブッダの言葉です。 

＊ すべての存在に、自我なるものはない（諸法無我）と智慧によって見る時、人は苦し

みを厭い離れる。これが、人が清らかになるための道である。（２７９）一切の事物は

自分のものではないと自覚して、自我の虚しい主張と縁を切った時、執著との縁も切

れて苦しみのない状態が達成出来るとの意味です。 

 前に見た、すべてのものはうつろうという意味で諸行無常を知りました。そして今回は

私という絶対的存在など、どこにもないいう意味の諸法無我を知りました。この二つが世

界を正しく見るための羅針盤となる事を理解しました。 

 この二種類の真理を念頭に置いて、物事を考えていけば、無明の束縛を断ち切り、世の

あり様をあるがままに正しく見ることができるようになります。それが誤った世界観から

生まれる苦しみをも消し去ってくれます。 

二種類の真理の言葉の中にある、行と法の意味は次の通りです。 

 行というのは、原因と結果の因果関係によって、この世に生まれ出るすべてのものとい

う意味です。行は別名有為（うい）とも言います。諸行無常とは、因果則によって、この

世に現れ出るすべての事物は無常だと言っています。 

 法というのは行よりも一層広い概念で、因果則によってこの世に現れ出るすべてのもの

と、そして因果則を離れて不変不滅の状態にあるものを合わせて呼ぶ名称です。不変不滅

の状態などというと、絶対神や創造主のようなものではと想像するかもしれないが、そう

ではありません。釈迦の仏教はそういうものの存在を認めません。既に記述した通りです。

ここで言っているのは、煩悩を消して、輪廻の流れを断ち切り、時間のない状態に入って、

絶対の安穏を得ている状態、つまり涅槃のことを言っております。それは因果則の影響を

脱しているので、因果則を離れて不変不滅の状態にあるものです。この状態は無為といい

ます。法には、有為と無為の両方を含んでいます。従って、法は行よりも広いです。この
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法に関して諸法無我といいます。 

 有為とは、因果によって生まれ出るすべてのもの・・・行 諸行無常 

 無為とは、因果を離れた不変不滅のもの・・・・・・・法 諸法無我 

 仏教は理知的な体系で出来ており、これは世界を因果の法則で見ていくというブッダの

基本姿勢から来るもので、科学とも共通する特性があります。 

諸法無我 この世で絶対的な自己存在など、ないと言われれば、極端な自己否定された

ように感じます。しかし、こうした自己否定を土台とすることで、人は、世の現象を客観

的に見つめることができるとするブッダの思想は、聞くに値します。自己中心的なものの

見方を捨てた時、世のありさまの真の姿が見えてくる。その結果として、自分がなすべき

正しい行動も分かってくる。 

 東日本大震災の原発事故は、無明と執著に起因して起きているのではないでしょうか。

日本は、世界有数の地震国であり、過去においても地震や津波で

散々な目にあっており、被害の凄まじさも記録に残っています。

これらの情報を客観的に見て、厳しい分析を加えたら、どのよう

な対応をすべきか分かるはずです。日本の原発関係者は、こうし

た当たり前のことをおろそかにしてきたのではないか。また、そ

ういう事故が起きたら自分たちが困るという自己中心的な考えが

あったのではなかろうか。ブッダは、二千五百年まえに無明が苦

しみを生むと言っています。無明による自己中心的な誤った世界

観は、いつか必ず現実世界との間に大きな食い違いをもたらし、

こんなはずではなかったのに、という後悔と無念さを生み出して

しまうのです。ブッダは、こうした無明に苦しむ人々の為に諸法無我の教えを説きました。 

 この教えに従えば、この世界に「これが私だ」と言えるような究極の自己などどこにも

ありません。そういうことではなく、すべては「原因と結果で成り立つ相対的な存在だ」

とみなすことで、私たちは本当の世界の有り様をとらえることができます。これがブッダ

の教えでした。 

 そうは言っても、私はここに生きているのですから、私という実在がここにいるのでは

ないかという思いが残ります。「いるようで、本当はいない」というこの状態をどう理解

したらよいのか。ブッダは次のように語ります。 

＊ 見よ、飾り立てられた形体を傷だらけの身体であり、要素が集まっただけのものであ

る。病にかかり、勝手な思わくばかり多くて、そこには堅実さも安定もない。（１４７） 

 冷徹ないいかたですが、ブッダの考えた、人間存在とは、このようなものでした。人間

をいろいろなものが集まっただけの、要素の集合体と考えたのです。 

 この状態は、車輪にたとえられています。木で出来た馬車の車輪です。それは回転して

荷物を運ぶという独自の働きをする、絶対的な存在であるかのようにしてそこにあります。

これをよくみると、それは様々な構成要素の集合体にすぎない。外枠やスポークや中心の

軸受けなど、それぞれ別個の部品が集まって結合したものが、仮の存在として車輪と呼ば

れているのです。その結合が解けて、バラバラになったら、そこに車輪は存在しないし、

物を運ぶ機能も消滅してしまう。我々もこれと同じで肉体を作る様々な物質的要素と、精

神を形作る様々な心的要素が集まって私という仮の存在を生み出しているだけで、それら

がバラバラに分解されたら、私という存在はその瞬間に消滅し、私を中心にした世界も消
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え失せる。それが私というものの正体だとブッダは言います。私もその存在は車輪と同じ

機能であるが、車輪と違って、わたしには意思作用という機能が含まれているのです。将

来に向けて自分の在り方をどうきめていくか、という点で自分自身をコントロールする力

があります。だからブッダの教えに従って、一切皆苦の世界を抜け出し、涅槃に入る、と

いう道を進むことが可能になるのです。あらゆる生きものは要素の集合体として存在して

いる考え方には大きな意味があります。 

私という存在が無数の要素の集合体であり、私の子どももまた同じく要素の集合体だと

考えてみます。世界は因果の法則で相互に影響を与え合っていますから、私の各要素と子

供の各要素は密接に関係しあっています。どこがどう関係しているか、個々の詳細は分か

りませんが、ともかく私という存在は子供の在り方に影響を与え、子供は逆に私の存在に

影響を与えます。これは影響を与えようという思いがなくても自然にそうなっているので

す。私と子供は別々の生き物でありながら、お互いの在り方に影響を与え合う二人で一人

の存在でもあるということです。これは親子に限らず、あらゆる生き物の間に成り立つ関

係です。どうしてこのような考えが重要なのかというと、それが私たちに、「人が亡くな

る」ということの意味を明確に示してくれるからです。もし私達みんなが不滅の霊魂とい

うものを信じているとすると子供を亡くした親の場合、死んだあの子の魂はどこに行った

のだろうと、いろいろ思い巡らすことでしょう。天国で神様と一緒にいるのだろうか、そ

れともどこか別の場所で生まれ変わって暮らしているのだろうか、あるいは不幸な所で苦

しんでいるのではないだろうかなどとあれこれ考えて、結論が出るわけでもなく、心の奧

では、それでもやはり死んだものはそれっきりで、もう何処にもそんざいしない。あの子

はいなくなってしまったのだと、切ない喪失感を感じ続けて生きていく。これが多くの人

たちの死者の受け入れ方だと思います。 

 しかし、ブッダの考え方は、全く別の受け入れ方です。人を要素の集合体とみるなら、

その人が死ねば、その集合体は雲散霧消して消滅します。かりに輪廻のエネルギーは続い

ていくと考えるにしても、実際の存在物としては、その人はこの世からいなくなるわけで

す。しかし、その人が存在していたということの意味は消えません。なぜなら、その人が

生きていた時に周りの人達に与えた影響は、そのままその人達の集合要素の中に残ってい

るからです。 

 子供が生きていた時に、その子を可愛がり、慈

しみ、抱きしめた親は、そのことによって自分自

身も変わります。子供の存在が、親の在り方をか

え、子供がなければ、また変わった姿になってい

たはずの人の在り方が、子供をもったことでそれ

とは別の状態へと変化するのです。その変化は自

分では分かりません。なぜなら、それは、親とい

う集合体を作っているあらゆる要素の中に見えぬ

形で含まれているからです。そしてその変化は、たとえその後、その子が何かの理由で亡

くなってしまっても、消えることなく親の姿の中に残ります。本人はそうと気づかなくて

も親は子供の存在を自分自身の中に引継ぎ、引き受けて生きているのです。 

子を亡くした親は、愛しい存在がいなくなってしまった悲しみで心を引き裂かれます。 
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そしていなくなった子が、それでもどこかに以前のままの姿で、生き続けているのでは

ないかと考えて、色々な死後の有り様を想像するでしょう。これは親の情として当たり前

のことと思われます。しかし、こういった非日常的な神秘世界を考えなくても、子は親の

存在そのものの中に生き続けているのです。子を亡くした親が人の命の尊さを深く感得し、

自分と同じ境遇の人達に共感し、心優しく生きていくなら、それは、亡くなった子の存在

がそうさせているのであって、子と親は一緒に生きているということになります。 

 このように考えることは、ブッダの教えから自然にでてくる当然の結論といえます。無

理にそのように考えようとしなくても、人は様々な要素の集合体だと理解すれば結論はこ

うならざるを得ないのです。これがブッダの教えから導かれる、「死んだ人が今も生きて

いる」という言葉の意味です。 

この考え方は、存在物そのものよりも、それを受け入れる私たちの心にこそ真実がある、

という思想ですから、別の視点から言えば、亡くなった人が後に残す遺骸や遺骨などには、

さほど重要な意味がない、ということになります。 

 ブッダは臨終に際して、「私の死後は、お前たち自身の努力と、私の残した言葉だけを

大切にして修行に励むように（自灯明・法灯明）」と遺言し、他のことは無頓着でした。

この師の教えを守り遺骨などには見向きもしなかった。 

 原始仏教国のタイやスリランカでは、僧侶はお葬式と直接の関係はありません。 

 次はブッダの肉体についての言葉です。 

＊ 骨が組み合わさって城郭が作られ、そこに肉と血が塗られ、その中に(老い)と（死）

と（傲慢）と（ごまかし）が鎮座している。（１５０）  

人体は骨と血と肉からなる城であり、中に愚かな考えが詰まっているとの意。 

 

仏塔の建立 

ブッダの考えとは違い、世界にはブッダの骨を埋めた墓が存在し、盛んに拝まれている。

これを仏塔といいます。日本の各地にある五重塔や七十の塔も、みな仏塔です。弟子たち

は、遺骨に何の執着も持ちませんでした。しかし、在家の一般信者たちは、世間的な価値

観でものを考えるから、仏舎利を宝物としてほしがったようです。そこで火葬後、ブッダ

の遺骨は印度各地に分骨され、そこに記念碑が建てられた。これが最初の仏塔建立です。 

この分骨された仏舎利を２００年後に現われたアショ

ーカ王という、熱心な仏教信者だった大王が再び集めて

一つにまとめ、それを今度は八万四千に分割されたそう

です。そこに一つずつ仏塔が建てられたそうです。仏教

世界では、八万四千の仏塔建立伝説が次第に拡大した結

果、各仏教国では、仏舎利を祀る仏塔が多く建てられる

ことになったそうです。 

 現在、世界各地の仏塔に祀られているのは、本当のブ

ッダの骨ではありません。多くの場合、水晶とかお経の

巻物といった代替品です。ところが１８９８年、イギリ

スの考古学調査隊が、ブッダの生誕地であるルンビニー

苑の付近を調査していたら、骨の入った壺が発掘され

た。その表面には、古代文字で（ブッダの骨）と記載さ
仏舎利塔 
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れていたのです。その丁重さや文字から、アショーカ王の祀ったブッダの骨の一部であろ

うと推測され大変な話題となり、タイ国へ寄贈されました。 

 タイの国王ラーマ五世は、自国だけだは勿体ない、世界の仏教国に分けましょうと言っ

て、日本にもその一部を贈ってくれた。日本では、それをどこに置くかで仏教界が大もめ

にもめた。最終的には名古屋派が勝って、名古屋市内の覚王山日泰寺という、どの宗派に

も属さない寺を建てて安置することになる。名古屋の地下鉄に覚王山という駅があります。

人の存在はいろんな要素の集合体であると考えたブッダの遺骨、世界で崇められているの

は皮肉なものです。 

 

サンガの勍用 

人には、もともと絶対的な自分などない、 という真理を認識できれば、自ずと執著も消

えるというのがブッダの教えである。理屈では分かっても人の心はそう簡単に変えられる

ものではない。ブッダは自分の経験からして、心を変えるための修行は大変な時間と活力

を必要とする、難行であることを知っていました。そこで弟子たちにも自分と同じ「出家」

という道を勧めました。 

 出家とは、世俗の生活を全て捨てて、サンガと呼ばれる組織に入ることです。サンガと

は、三宝の中の僧のことで、僧というのは単独のお坊さんのことではなく、お坊さんが作

る組織を言います。弟子たちたちの為にブッダが設計した、修行のための組織、これがサ

ンガです。 

 サンガの運営システムには執著を捨てるための様々なアイテムが盛り込まれています。

先ず、在家の暮らしを辞めてサンガの一人になるには、持っている財産の全てを放棄しな

ければならない。これは没収するという意味ではなく、どんな形でも構わないから財産を

処分し、身一つで入団しなければならない。一般的には家族に全てを渡してから出家する

というスタイルだったようです。 

 サンガに入ったら一切の生産活動は禁じられ、完全無職の状態になる。これにより所有

への欲は全く封じられる。持っていてもよいのは、托鉢のための鉢と僧服三枚、若干の日

用品だけです。また親兄弟、妻子とのつながりも断たれるので、人間関係の執著も離れま

す。但し僧侶と信者という関係での交流は自由でした。サンガには上下の優劣がなく、リ

ーダーも存在しない。お坊さんどうしの差は入所してからの年月の長さだけが基準になる。

完全な年功序列社会です。人より先に出世したいとか、権限を握りたいといった欲望が生

まれる余地もありません。組織の上に昇るという発想がないのです。 

 サンガに入ると、それまで自分を煩わせていた執著は、全て締め出されます。そのよう

な環境で、心静かに自分と向き合い、悟りを目指して精進することができるわけです。他

にも利点があります。生活の糧は全てお布施にたよっていますので、集団生活であれば、

托鉢なども交互に行えるので効率的です。 

また、先輩とも一緒に暮らしているので、分からないことは何時でも教えてもらえます。

一般人と普通の生活をしている中で、自分だけ修行僧のような生活をするのは至難の業で

すが、全員が同様な生活を送っている中では、禁欲、無欲も守りやすくなります。 

 こうして、規則を守り、世俗的な執著を断って誠実に暮らしていると、それを見た世間

の人達は、我々にはできない厳しい生活をしているあの人達は立派だと、尊敬してくれま

す。それが励みにもなります。さらに人様から世話になって生きている以上、恥ずかしい
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ことをしてはいけないという自戒の念が働くのもよいことでしょう。サンガ生活すると

諸々の制止がきいて、修業が大変順調に進みます。ブッダが生み出した組織運営の智慧な

のです。つぎはブッダの言葉です。＊ 名称と形のあるものについて「私のものだ」とい

う想いを全く持たず、何かがないからと言って憂えることのない人、そういう人こそが出

家修行者（比丘）と呼ばれる。（３６７） 

 

信仰より自己鍛錬  自灯明、法灯明 

 釈迦の仏教の最大の特徴とはなんだろうか？これまで見てきたように、我々が生きてい

くうえで、否応なしに襲いかかってくる苦しみを解決するには、何処にもよりどころをも

とめず、自分の問題と考えて、

自己改良の中に解決策を求めま

した。厳しい修行の結果、解決

策が得られたのは自己鍛錬の成

果といえるでしょう。つぎはブ

ッダの考えがよく分かる言葉で

す。 

＊ 恐怖にかられた人々は、山

に、林に、園地に樹木に霊

域にと、様々な場所に救い

を求めようとする。しかし

それは安穏な救済所ではな

い。それは最上の救済所で

はない。そのような救済所

へ来たところで、すべての苦しみから逃れることなどできないのだ。（１８８、１８９） 

＊ 自分で自分を𠮟咤せよ。自分で自分を制御せよ。比丘よ、自己を護り、正しい思いを

持ち続けるならば、お前は安楽に過ごすことができるであろう。（３７９）ブッダは悟

りを開いてから四十年以上、マガダ国の王舎城を中心とした地域で活動しました。齢

八十となり体の衰えを意識したのか、弟子のアーナンダを連れて旅に出ます。どこを

目指していたかはわかりませんが、故郷のカビラバスツーではないかと言われていま

す。その途上バーヴア村にさしかかった時、大病を患います。いよいよ自分の命が短

いと自覚したのでしょうか、弟子のアーナンダを呼んで、自分が居なくなった後の弟

子たちの心構えを諭した。次の言葉です。 

自分自身を島とし、自分自身を救いのよりどころとして暮らせ。他の物を救いのよりど

ころとしてはならない。法（教え）を島とし、法を救いのよりどころとして暮らせ。他の

ものを救いのよりどころとしてはならない。 

 つまり、お前たち自身と法（ブッダの教え）の二つだけをよりどころにして生きていけ

といったのです。信じるべきは自分と法の二つ。救い求めて私の遺影を拝めなどとは言っ

ていません。だから弟子たちは仏舎利や仏像、仏画などを崇めることもしませんでした。

このように仏教は、救済を求める祈りの宗教ではなく。自分で進む自己鍛錬の道として確

定しました。 

 先に示したブッダの言葉にある「島」という字は、日本では自灯明（じとうみょう）、
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法灯明（ほうとうみょう）という言い方になっております。これは島と灯明の発音がよく

似ていたことから誤解が生じ、島が灯明になったとのことです。島も灯明も生きるための

よりどころという意味は同じです。 

 その後ブッダは小康状態となり、旅を続けますがバーヴァー村で村人の振る舞いを受け

た時に食中毒をおこして再び倒れ最後を迎えることになります。 

ブッダはクシナーラーという場所まで瀕死の身を運び、沙羅双樹の下で横になり、瞑想

に入りました。そしてそのまま亡くなります。輪廻の連鎖から解き放たれた、不変不滅の

状態に入ったのです。それを「涅槃」と言います。 

 その時、沙羅双樹は時ならぬ花が咲いて満開となり、ブッダの体のうえに花びらが吹雪

のように降り注いだといいます。つぎは涅槃について語ったブッダの言葉です。 

＊ 完成した状態に達し、恐れる

ことがなく、渇愛を離れ、汚

れのない者は、生存の矢を断

ち切ってしまっている。この

身体が最後のものである。（３

５１） 

 悟りの境地に至った人には、生

死はもはや関係しないという意味

です。このような最終的な境地を

「涅槃寂静」（ねはんじゃくじょう）と言います。 

 

 ブッダの教え 四つの柱 

 一切皆苦 諸行無常 諸法無我 の真理を理解すれば、悟りを得て涅槃寂静を得られる。

次の四つがブッダの教えの骨格である。 

一切皆苦 いっさいかいく   全てのものは、みな思いどおりにならない。 

この世で生きることは本質的に苦だ。 

諸行無常 しょぎょうむじょう すべてのものは常に変化していく。生じては滅びるのが

物事の定めである。 

諸法無我 しょほうむが    全てのものにおいて、私とか私のものという実体は存在

しない。すべてのものは、その関係性において存在して

いる。 

涅槃寂静 ねはんじゃくじょう 仏教における絶対平安の境地。時間の流れを超えた真の

安らぎ。 

 釈尊の滅後弟子たちは、師の遺言を守ってひたすら修業の日々を送るのです。 

修業の基本は、ただ瞑想、精神の集中だけだったとのことです。ブッダが説いた修業の道

は、一歩一歩地道に登っていくものであり、何かの秘法で一瞬に悟るといった神秘的なも

のではありません。ブッダも弟子たちも、毎日の修練を繰り返す中で少しずつ自分を変え

ていってその結果苦しみのない平安な心を完成したのです。次に掲げるのは自己を鍛錬せ

よという、ブッダの考えが強く出ている言葉です。 

＊ 職場において百万人に勝つよりも、ただ一つの自分自身に勝つことのできる者こそが、

最高の勝者である。（１０３） 
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＊ 行動を制御するのは善いことだ。言葉を制御するのはよいことだ。心を制御するのは

よいことだ。すべてにおいて、制御はよいことである。すべてにおいて制御した仏教

修行者は、あらゆる苦しみから逃れ出る。（３６１） 

以上、仏教の創始者であるブッダが説いた、仏の教えについて見てきました。基本にな

ったダンマパダという経典は、ブッダに一番近い時代に、弟子たちによって作られており、

仏教の基盤であることは間違いないでしょう。ところが、現在の日本仏教は、内容的にか

なり変形したものとなっております。それは、釈迦の没後四、五百年経った紀元前後頃、

インド内部で大きな変革が起こり、大乗仏教が登場したことにあります。大乗仏教と釈迦

の仏教とのおおきな相違点は、出家して特別な修行生活を送らなくても、心掛けを良くし

て普段の生活を励むなら、それで仏になることが出来るという点にあります。この緩やか

さが信者の間口を広げました。大乗仏教は釈迦の仏教と共に中国に流入しますが、中国で

はもっぱら大乗仏教が選び取られ、日本はその中国から仏教を輸入したので、日本も大乗

仏教一色となりました。 

日本仏教は、釈迦の仏教とは遥かに遠い

位置にありますが、日本国内でも多様化が

進み、考え方の異なる宗派が多数できてお

ります。今回は、原始仏教とも言われる釈

迦の仏教をとりあげました。機会がありま

したら、大乗仏教についても取りあげてみ

たいと思っています。 

釈迦は、自分をよりどころとし、自分の

心と向き合い、自分の心をしっかり見つ

め、そしてそれを自力で向上させて行けと

説きます。この釈迦の仏教は、不安に陥っ

ている人が、自分の状況を正確に把握し。発想を転換し、そして新しく生きる道を見つけ

出していくための力を与えてくれます。 

 そして、さらに重要なのは、世の出来事の虚偽を判断できるような叡智の眼を磨くとい

う側面です。国民の一人ひとりが、正しい観察眼と判断力を持つことが求められています。

精神を集中すれば、この世の真実の姿が見えてくるという、ブッダの言葉、大切な指針と

なります。 

 最後に、釈尊が挙げた思い通りにならないものの代表として、根源的な苦として生・

老・病・死の四苦と現実的な苦として愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五蘊盛苦の四つを

加えて四苦八苦と呼んでいます。 

生  苦 輪廻して生きなければならない。 

老  苦 老いることは避けられない。 

病  苦 病は避けられない。 

死  苦 死は避けられない。 

愛別離苦（あいべつりく）  愛する人ともいずれ別れる苦しみ。 

怨憎会苦（おんぞうえく）  いやな人とも会うくるしみ。 

求不得苦（ぐふとくく）   欲望が満たされない苦しみ。 

五蘊盛苦（ごうんじょうく） 体や心が思い通りにならないくるしみ。 
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 私たちには、次々と色々な苦しみが襲い掛かってきます。釈尊は、瞑想により四諦の理

を見つけて、苦には原因があり、その原因を滅することによって苦もまた滅すると説きま

した。私達も静かな所で瞑想を行い、おそいかかる苦しみを撃退致しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏涅槃図（浄土寺）    釈迦は紀元前４世紀、 

クシナガラ校外の沙羅双樹の下で８０歳の生涯を閉じた。 
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