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 今回は「阿闍世の求道」ということでお話をさせていただきます。このお話は

主に涅槃経という経典に説かれているものです。前回まで、観無量寿経の韋提希

のことについてお話してきました。その韋提希を牢に閉じ込めたのが息子の阿闍

世ですね。 

 阿闍世はお父さんを殺したのですが、その事を罪に思って、結局お釈迦様の所

へ行って救われていくというお話です。このお話は親鸞聖人が自分もまた五逆の

存在であるということを、涅槃経における阿闍世の物語を述べることによって表

されているようです。 

 ですから、私達との関係で申しますと、私達も又、この五逆の存在であり、ど

のような道筋によって救われていくのかという、その法則性のようなものが自ず

と表れている、そのようなお話ではないかと思います。 

 

一 誕生の秘話 

 阿闍世の誕生については以前申し上げたことがあったと思いますが、お父さん

がビンバシャラ王という、インドのマカダ国という国の王様です。お母さんが韋

提希です。この二人の間に子供がいなかった。早く後を継ぐ子供が欲しいと、そ

ういうわけでビンバシャラ王は占い師を呼んで意見を聞くわけです。 

 占い師が言うには、山に仙人がいて、後三年の寿命であると。三年経つと死ん

で、そして、あなた方の子供として生まれ変わりますよと、こういう不思議なこ

とを言ったわけです。 

 王様はその三年が待てずに、家来を遣わし、命乞いをする仙人を殺してしまっ

たんです。今すぐに子供が欲しいというわけですね。仙人は死んでいく時に、占

いのとおりに王の子に生まれて変わったら、大きくなって王を殺してやるぞと、

そのような怨みを呑んで死んでいったという。 

 一方、その仙人が死ぬと妃の韋提希が懐妊をした。占いどおりに進んでいるわ
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けです。王は懐妊を喜んで、男の子か女の子かと占わせる。占い師は「女の子で

はない」と。さらに、この子は大きくなって王を殺す、と。 

 さていよいよこの子を生む時になって、ビンバシャラ王が韋提希に相談します。

せっかく欲しかった子だけれど、大きくなったら父に復讐をすると言っている。

生んで育てるか、それとも今殺してしまうか。王は殺してしまおうと韋提希にも

ちかけます。高い塔に登ってそこで産み落とすという案です。それなら、韋提希

が間違って高楼で躓き、それで流産したということになります。韋提希もこの案

に賛同し、結局、子供を殺そうとするのです。 

 高楼から生み落としますが、しかし、幸か不幸か小指が一本折れるだけで命は

助かった。そういうことがあったんですね。 

 仙人が亡くなっていく時に怨みをのんで死んだ。それを未生怨と言います。未

だ生まれざる怨み。怨みを持って死に、阿闍世となって生まれてきた時には、そ

の怨みは阿闍世の存在の最も深いところにあって、阿闍世の全体に及んではたら

くというわけです。阿闍世が父を殺そうとする原因である怨みは、既に誕生前か

ら存在している。すなわち、どうすることもできない程深いものだという意味合

いでしょうね。 

 また、高い塔から落とされたということを「折指」と押さえ、国民が阿闍世太

子を呼ぶ時に折指太子という気持ちで呼んでいたと言います。このような誕生の

悲話というか、出生の秘密があったわけです。 

 

二 逆害 

 そこで、提婆が登場するわけでし。提婆はお釈迦様とは従兄弟同士ですね。子

供の頃からライバル関係にあったわけでしょう。お釈迦様が先に悟りを開き仏陀

になったということで、提婆にしてはどうしようもないようなことですね。負け

たというわけです。しかし、提婆の心の中には、お釈迦様を無き者にして自分が

教団の主になろうという野心があった。宗教の権力を握りたい。同時に阿闍世を

唆して、名君ビンバシャラ王を殺させ、自分が政治の実権をも握ろうと考えたん

ですね。 
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 提婆は阿闍世に巧みに言い寄ります。阿闍世は十六歳。 唆
そそのか

すにはいい年齢な

のかもしれません。子供と大人の間ですから。子供であれば分別がないからうま

くいかない。大人になると分別がつきすぎて又うまくいかない。分別心が不安定

な年齢を狙ったのでしょうか。 

 まず阿闍世に自分を信用させる術を辛い思いをしながらマスターします。その

術を駆使して阿闍世を信用させ、そこで先ほどの出生の秘密を暴露するのです。

こういうような経緯があってあなたが生まれたんですよと。阿闍世はこれを信じ

てしまうのです。 

 父は自分を殺そうとした、そう思って非常に怒り、父を牢に幽閉する。閉じ込

めて食物を与えず餓死さそうとするわけです。ところが閉じ込められたビンバシ

ャラ王はどうだったか。牢の高い所に窓があり、立ち上がると遥かに耆闍崛山
ぎしゃくっせん

が

見える。お釈迦様が説法をなさる山です。熱心な仏教者であったビンバシャラ王

としては、耆闍崛山を見ることによって、お釈迦様に会うことができ、仏法を思

うことができた。また、食べ物も奥さんの韋提希が密かに運んできた。というわ

けで、閉じ込められてはいるけれども、心身共に元気であったと。 

 このことがしかし発覚して、阿闍世はお母さんも牢に閉じ込めてしまう。そし

て、お父さんに対しては、耆闍崛山を見ることのないようにと、足の裏を削って

立ち上がれないようにするわけです。足首を切ったとも言われています。阿闍世

は、性格が非常に乱暴な子だったのです。 

 阿闍世はそのようなことをしていて平気だったんですが、ある時、阿闍世の子

供に腫れ物ができ、阿闍世はそこに口をつけて膿を吸って出してやっていた。そ

れを側からお母さんの韋提希が見ていて、丁度お前がその子くらいの頃に、お父

さんがお前の背中にできた腫れ物の膿を、今と同じように口で吸って出して夜中

抱いていてくださったんだよと言ったのです。 

 それを聞いて阿闍世は翻然として非を悟り、父を助けようと急いで牢に行きま

す。その音をビンバシャラ王は聞き、阿闍世が自分を殺しにきたのではないかと

思う。阿闍世に自分を殺させてはいけないと、自分で舌を噛むのです。阿闍世が
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牢に着いた時は一歩遅かったのです。 

 自分は父を殺したのだと、阿闍世には猛烈な後悔の思いが襲ってくる。その思

いの強さのあまり、身体にかさぶたができ熱をもち悪臭を発する。夜も眠れない

のです。 

 

三 外道と内道 

 阿闍世王のことを案じて、家臣たちが見舞いにやってきます。家臣はそれぞれ

自分の師を持っていて、それがいづれも外道の師なのです。家臣たちの見舞いの

言葉に、師の外道性が既に表れています。つまり、次のように阿闍世王に尋ねる

のですね。「大王よ、一体どういうわけで、憂いに沈みお顔色がよくないのです

か。身体の病気ですか、心の病気ですか」と。 

 家臣たちは、阿闍世の身に何があったかわかっているのに、そのことと自分は

関係ないのだと言わんばかりに阿闍世に近寄って、そして自分たちの師の考え方

によって慰めようとするのです。慰め方は、あなたには責任がない、ということ

です。自らの責任を受け止めず、他に転じて、責任を回避していこうとする外道

のやり方なのです。 

 たとえば、ある虫は親の身体を食い破って誕生する。それで親が死んでも、ど

うしてこの虫に罪があるであろうかと。また、これまで数多き王たちは父を殺し

て王位についた。しかしそれによって地獄に行った者など誰もいない。だいいち、

地獄を見たものなど誰もいないではないかと。父を殺して罪に思い始めた阿闍世

の目覚めに、外道たちは蓋をしようとしているわけです。 

 外道は責任転嫁。それに対して内道とは、責任を自ら受けとめ担っていこうと

いう道です。外道の家臣たちに代わって現れるのが医者の耆婆です。耆婆と阿闍

世はじつは深い因縁があります。以前、韋提希が牢のビンバシャラ王に食べ物を

運んでいたことが発覚し、阿闍世が怒って韋提希を殺そうとした時、命をかけて

止めたのが耆婆
き ば

と月光という家臣でした。相手は王と雖も、人に対して命をかけ

た行動ができるのが耆婆だったのです。誠実さあふれる人だったのでしょう。 

 耆婆は阿闍世王に言います。大王よ、よくお眠りになれますか、どうですか、
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と。先の外道の、どうしてそうなのですか、の言葉と随分異なります。耆婆は、

既に、眠れないほどの罪の意識に苛まれ苦しんでいる阿闍世を受けとめているの

です。 

 父を殺した罪の意識に苛まれて、こういう大変な状態になっているんだという

ことを家臣たちも皆知っているんです。知っているのに、どうしてそうなったん

ですかと白々しく近づく。これが外道なんですね。王様、あなたがそうなった原

因は、私とは全然関係のないところにあるんですよと。見舞いに行っているのに

その原因と同じ次元まで降りようとしない。自分だけ対岸の安全なところにいて、

事情が分かっているのに「王様一体どうしてそうなったんですか。身の病気です

か、心の病気ですか」と。これが外道ですね。 

 耆婆も原因がよく分かってます、人がお父さんを殺して大変な事をやってしま

ったと思っている時に、眠れるはずなんかないですね。だから、本当にやさしく

心をこめて「眠れますか」と。これはただ物理的に眠れますかと尋ねているので

はなく、「（苦しくて）眠れないでしょうね」ということなんですね。耆婆は初め

から阿闍世の苦しみのところにわが身をおいて、そこでものを言っているんです。 

 耆婆はお釈迦様の教えを聞く仏法者です。かつては阿闍世が母を殺すことを命

をかけて止め、今は阿闍世の苦境のそこに共に我が身を置き、阿闍世の真の救い

を願うのです。仏法者は真の友となる、その姿が躍如としていますね。 

 阿闍世が心の中深く起こした悔いの意味を真に明らかにすることができるの

が仏法です。耆婆は言います。「いいことなのですよ、王様。王は罪を犯されま

したけれど、心に深く後悔し慚愧をしておられます。その慚愧が有り難いことな

のです」と、慚愧の正しい意味を位置付けるのです。仏法の智慧が光っています

ね。 

 続いて耆婆は次のように言います。「仏様はいつも次のように説いておられま

す。二つの尊いものがあって、これが人を救うのだ。それは、慚と愧である。慚

は自分から罪を作らないこと、愧は人に罪をさせないようにすること。また慚は

内心に自ら恥じること、愧は人に向かって恥を告白すること。また慚は人に対し

て羞じること、愧は天に向かって羞じること。この慚愧の心のない者は人間では

ない、畜生と呼ばれるべきものである、と。阿闍世王にはこの慚愧の心がある。
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これはほんとにいいことなのです。」 

  

四 私に道を勧めるもの 

 阿闍世は、自分の苦しみを除いてくれるような名医はいないと思っているので

すが、これに対し、耆婆は言います。「カピラ城浄飯王の子ゴータマシッダール

タ。この方は師なくして悟りを開き無上菩提を得られた仏様です。金剛の智慧を

お持ちで一切の人の悪罪を破ってくださいます。彼の外道たちとは全く異なるお

方ですよ。」こう言って、耆婆は阿闍世にお釈迦様のところへ行くことを勧める

のです。 

 しかし、阿闍世は直ちにお釈迦様の所へ行こうとはしません。その時に天から

次のような声があるのです。「悪逆を作れば必ずその報いを受けなければならな

い。王が作った悪逆は免れることができない、それははっきりしているではない

か。その悪逆の者を助けてくださる方はお釈迦様を除いてはいない。王よ、どう

か早く仏のみもとに行きなさい。」 

 この声を聞いて阿闍世は非常に恐れおののき震えて天に向かって言います。

「天にいるのはどなたですか。姿を表さず、声だけするのは」。天の声が応えま

す。「王よ、私はお前の父ビンバシャラである。耆婆の言葉に従って仏に会いに

行くがいい、外道の教えなどに随ってはならないぞ」。 

 なんと、天の声はビンバシャラ王だったのです。阿闍世が殺した父が、阿闍世

が罪の思いに沈み、六師外道の教えと耆婆の教えのはざまにあって道を見出し得

ずにいる今、声となって現れ、お前の歩むべき道は仏の教えを聞くことだぞと道

を指し示したのです。 

 ここは大事な場面ですね。親と子の関係というのは、親は子供からどんな目に

合わされても、親としての願いを子供に対して持っているわけですね。親と子が

同じ大きさだとすれば、子供から害を受ければ親は仕返しをするということにな

るかもしれない。しかし、親は子供よりもはるかに大きい。比べることなどでき

ないわけです。そこに基本的なもの、本来的なものとして子供に対する願いが起

こるのです。 

 その願いをしかも声で表現する。声は直接的に人を動かす力を持っているわけ
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です。仮に文字で表されているものでも、文字のところで受けとめるだけでは、

なかなかそれに動かされない。その文字が声となって現れたところに、私の胸を

打ち私を動かすということがあるのです。経典の教えに触れるというのもそのと

おりなのです。経典の教えが声となり、声が声を生んで、今私においてはよき人

の声が私の胸を打つのです。そこに、経典を聞くということがあるのでしょう。

聞法ということがある。 

 親は子供に対して躊躇はしておられない。躊躇していると、阿闍世は外道の教

えの方に行ってしまうかもしれない。それはあってはいけませんから、お釈迦様

の所へ直ちに行ってもらいたい、仏法を聞いてもらいたい、真の救いがそこにあ

る。そのことを声になして叫ぶわけです。これが親という存在です。 

 一方、阿闍世はこの声をどう思ったか。直ちに素直に全面的に受け入れたか。

そうはいきません。声を聞き驚いて悶絶し大地に倒れます。身の瘡はますます激

しく、いよいよ悪臭を放ち熱を持ちます。阿闍世にとっては驚きでしょう。父は

自分が殺した相手です。殺された父にしてみれば殺した子供を怨んでもいいはず

だと阿闍世は思っているでしょう。その父が、怨むどころか、自分に道を教える

とは。父の大いなる愛、大いなる願い、これを受け入れる場所は阿闍世の心の中

にはなかったのです。これほどまでに私を愛し願ってくれている父、それを私は

なんということをしたのか。阿闍世の罪の意識は極限にまで達したのでしょう。 

 阿闍世に道を勧めるものが幾つか現れました。第一が外道。外道も外道の道を

勧めるのです。そしてお釈迦様の教えを直接聞いている耆婆。まさによき友です。

そしてもう一人が親です。親という存在の意味は、私がこの人生を生きて最も迷

惑をかけたものという意味でしょう。 

 私が様々な悪業を行う。それは直接親に対するものもありますが、そうでない

ものもある。そうでないものであっても、私が親によってこの人生に生まれ生き

て、そしてその悪業を行うわけですから、結局、親に迷惑をかけていることであ

り、親に対して悪業を行っていることだと言えるでしょう。ということは、私が

この世を生きる一生の間全てにわたって、親は悪業の存在である私の最後の尻拭

いをしてくれる存在なのです。どんなに親を踏みつけても、親は落ちていく私を

受けとめてくれる最後の存在なのです。親に反逆した阿闍世にとって、親とは何
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であるかが、初めて知らされた瞬間ではなかったでしょうか。 

 私に道を指し示すのは何か。声になして叫ぶようにして、私に道を歩めと勧め

るものは何でしょうか。それは人生の最大の失敗というものではないでしょうか。

失敗そのものが、過ちそのものが、失敗を犯し過ちを犯した私自身に道を勧めて

いるのではないかと思えます。様々な具体的な過ちもそうでしょう。しかし、何

よりも、親に反逆をしたということが、人生最大の失敗だったのではないでしょ

うか。 私が生きていることは、悪業を犯さずには生きていけません。当の私自

身は、それを受けとめることもあれば、見て見ぬふりをして悪業の側を通り抜け

ることもある。では受けとめられなかった悪業は誰が受けとめるのか。それは親

しかいません。親は毎日子供の悪業を受けとめて生きるのです。子供が悪業を犯

し、親が受けとめる。この構図は、あることもあれば、無いこともある、という

ものではありません。私たち人間の上には、必ず誰の上にも起こることなのです。

なぜなら、私たちは親の子として生まれる。ですから、親への反逆ということは、

人間全ての根本の課題なのです。人間それ自体が持っている課題なのです。 

 その反逆の相手、失敗の相手はしかし、それだけでは終らない。必ず過ちを犯

した本人である私自身に、呼びかけてくるのです。声になして私を動かそうとす

るのです。どこに向かってか。仏の教えを聞けと。仏に出会い仏の教えを聞いて

真に救われていけよと。悪逆を侵した私の過去の全体が、私がそれから逃げよう

としている過去の全体が、私に道を求めることを勧めているのです。 

  

五 阿闍世のために 

 このように仏法を勧める人達がおり、一方、お釈迦様は阿闍世を待っておられ

るのです。罪の極みを知った阿闍世は、もう自分には死しかないと思っている。

その絶望の淵にある阿闍世を、お釈迦様はじっと待たれているのです。その時の

お釈迦様の言葉は次のようなものです。 

 「私は阿闍世のために涅槃に入らない。それは、一切の五逆をつくる凡夫のた

めに涅槃に入らないということである。また、煩悩に満ちている一切の迷いの衆

生のために涅槃に入らないのである。また私は、未だ悟りを開くことができず、

悟りへの道を求めることのない一切の衆生のために涅槃に入らないのである。」 
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 「阿闍世のために」というのは、一人あの阿闍世だけのためにということでは

ないのですね。一切の凡夫のためにということなのです。教えはあらゆる人に向

けて説かれます。だからと言って、一人一人は軽く見られ、そうでなくあらゆる

人に説くのだということではありません。教えは一人一人に説かれて、結局全て

の人に及ぶまで説かれているのです。普遍の教えですが、単なる普遍ではありま

せん。一人一人の特殊な存在を確実に押さえたうえでの普遍なのです。 

 親鸞聖人のお言葉に「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞

一人がためなりけり」というのがあります。弥陀の本願は普遍の願、あらゆる人

に向けての願です。しかし、その願が成就するのは特殊な一人の人の上でしかあ

りません。その一人はどの一人とも異なった一人です。ですからその一人を表す

時には名前を名のるのです。「親鸞一人がため」と。またその「ため」も、お釈

迦様が言われた「阿闍世のため」の「ため」が、親鸞の上に成就していることを

表すでしょう。私のための本願であったことが明らかになる時、それが本願成就

の時なのです。 

 お釈迦様がこのように深い願いをもって待っておられるのですけれども、阿闍

世はまだ行こうとしません。この反発・疑い・躊躇・逡巡などは、私たちの多く

の者が経験していることでしょう。よき人の願いが分らない。分るも分らないも、

そもそも願いが私に向けられているとも思えない。なんという閉鎖された世界を

生きているのか。なんという浅い、勝った負けた、やるのやられるの、自己の利

益を守ることに汲々とした生き方をしているのか。仏の大きな大きな無私の愛が

分らない。真実なるものの願が分らない。浅く小さな自分の世界だけに閉じこも

っているのです。 

   

六 歩み始める阿闍世 

 躊躇する阿闍世に対して、お釈迦様は月愛三昧という三昧に入られ、大光明を

放たれます。この光明が阿闍世に到り、瘡がきれいにとれるのです。阿闍世は驚

いて耆婆に尋ねます。この世で最も尊い仏様が、なぜこのような私に光明を放っ

てくださったのか、と。耆婆は、お釈迦様は先ず王の身体を治され、そして次に

心を治されるのです、とこたえます。阿闍世は、お釈迦様はこのような私をも思
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ってくださっているのであろうかと、心が次第に動いていきます。 

 月愛三昧というのは、月光が青蓮華の花を開かせるようなものだと言われてい

ます。この光が人にあたれば、慚愧という尊い心を開かせ、道を求めて歩む人の

中に歓喜の心を生じさせるのです。光は仏のほうからやってきます。願いに満ち

た慈悲の表れである光、この光に触れ、阿闍世の中に変化が起こってきたのでし

ょう。 

 お釈迦様の方から親切な手紙が来たようなものかもしれません。大丈夫だから

早くやってきなさいというような。お釈迦様は亡くなろうとしている時に三昧に

まで入って下さって、自分の為に光明を放って下さった、そのお釈迦様のお気持

ちはどうなんだろうと尋ねると、耆婆がこういう話しをするんですね。七人の子

供がいて、親としては皆同じように可愛いいけれども、その中に一人病気の子が

いる場合に、やはりその病気の子にどうしても思いがいってしまうようなものだ

と。釈迦様は一切凡夫に教えを説きたいけれども、阿闍世のような苦悩の中にあ

る者に対して特に願いをかけるんだと。 

 それで、いよいよ自分は本当に罪が重い存在であり、また、自分のためにお釈

迦様がこれだけの思いをなさって下さっているということを知っていくわけで

す。緯度の低いところでは、太陽の光は熱すぎ眩しすぎて敵のようなものです。

それに対し月の光りは味方、本当に闇を涼しく照らしてくれる。真暗闇の中、月

の光が射して我が行く手を照らしてくれる、これで私は歩めるというわけですね。

だから、歩む方向を持たずに立ちすくんでいる阿闍世に対して、その行く道をお

釈迦様が照らして下さったという意味合いもあるんでしょうね。 お釈迦様がさ

らに仰るのは、人が仏様のところへ行こうという時に一番強い因縁になるのは、

善友にまさるものはないのだと。これは大事なことですね。よき友です。よき友

にまさるものなし。友を持たず、自分ひとりで行くのは、とても難しいことです。

よき友がいて、その勧めによって初めてこの道を歩んでいけるんだと。阿闍世が

耆婆の勧めによって仏のところへ行かなかったら、来月の七日に地獄に堕ちるこ

とになっている。その日が近づいてきた。だからいよいよ友の、耆婆の言葉に従

うことが大事になってくるのだと。 

 阿闍世はやっと耆婆と共にお釈迦様への道を歩み始めます。しかし、心はまだ
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半信半疑というところでしょう。途中、お釈迦様の言葉に怒ったビルリ王が船火

事で海で死んだということや、クカリ比丘が仏弟子を誹謗したため生きながら阿

鼻地獄に堕ちたという話を聞いて不安になり、耆婆に、同じ象で行ってくれとい

うのです。たとえ自分が地獄に堕ちる時であっても、得道の者である耆婆は地獄

には堕ちないから、堕ちる私の手を捕まえていてくれと。それで二人で一頭の像

に乗って行くわけです。 

 

七 無根の信 

 このことをお釈迦様はずっと待っておられ、ついに阿闍世はお釈迦様と出会う

のです。お釈迦様は大変丁寧な教えを説かれます。この教えの題材が、先程の六

師外道が言ったことと同じようなものなのです。結論は勿論違います。ですから、

あるいは、阿闍世は外道の教えはたくさん聞いている。もし、耆婆が現れなかっ

たら外道の誰かに師事していたかもしれなかったわけですね。たくさん聞いた外

道の教えをお釈迦様は一つ一つこれはこういうふうに違うんだよ、こうなんだよ

と言って、その誤解を解かれたような感じもします。それほどに丁寧な教えを説

かれるのです。 

 そして、阿闍世の上に遂に信心が成就します。その信心を「無根の信」と言う。

これは阿闍世が自分自身で言う言葉なんです。お釈迦様に対して、教えを聞いて

私の中に今無根の信が誕生しました、と。無根の信というのはどういうことか。

伊蘭という樹があって、この樹はものすごく臭い。悪臭を発して人がこの樹の匂

いを嗅ぐと発狂して死んでしまうという樹だそうです。阿闍世が言うには、私は

伊蘭の種から伊蘭の樹が出てきて成長したというのは、当然ですから、よく知っ

てます。ところが今私の身に起こったことは、伊蘭の種から伊蘭の樹でなく栴壇

の樹が出てきましたと。栴檀という樹は、伊蘭とは正反対で、非常に香りがいい

んですね。伊蘭の樹が沢山ある伊蘭林の中にもし栴檀の芽が出ると、栴檀が樹に

なるまでもなく、僅かに出た双葉からとてもいい香りが出て、悪臭漂う広大な伊

蘭の林をいっぺんでいい香りにしてしまうのだと。 

 それで阿闍世が思ったのは、今自分の中に起こったのは、伊蘭の種から栴檀の

樹が生えてきましたと言うんですね。ということは、伊蘭の種子、これが阿闍世
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だというのです。私という人間は正しく悪臭紛々たる存在だと。その伊蘭樹の種

からは、間違いなく伊蘭の樹が出てくるはずなんだけれど、お釈迦様の教えを聞

いて、まったくそうでないように私はなりました。じつに栴檀の樹が出てきまし

た、と。これが無根と言うことですね。 

 土の上を見れば、この栴檀が双葉を切っているわけですね。ということは、そ

の下には栴檀の根があるはずなんですね。しかしこれがないんですよ。栴檀の根

はない、あるのは伊蘭の根しかないんです。それなのに、と言うわけですね。伊

蘭の種子のような私をして栴檀の芽をふかせて下さったのがお釈迦様の教えで

すと。これを信心と言うんですね。煩悩具足の悪を犯す私の上に、本当に信心と

いうものをおこして下さったのだと。 

 もう一つ無根の信の意味は、根は根拠、信心が生まれる根拠がなくして信心が

生まれたという意味です。根拠となるのは仏法僧の三宝を敬っているということ。

阿闍世がこれまでの人生で仏法僧の三宝を敬っておれば、あたかもビンバシャラ

王がやっていたようにね、そうであれば、そのことが根拠になって、それで信心

が起こってくることは一応考えられる。しかし、自分はこういうものは、まった

く無視してきたんだと、だから信心が起こる根拠は自分には何にもなかったんだ

と。それなのに今起こってきたんですね。そういう意味があると思います。これ

は阿闍世一人のことではないですね。私たち全ての者に起こるのは無根の信です。

仏法の力の不思議さを阿闍世は知るわけですね。 

 

 そこで次の問題は、信心が起こったそのあと、阿闍世はどうなったか、どうし

たかということです。信心が起こって終わりではありません。阿闍世はお釈迦様

に言います。お釈迦様に遇うことができ信心を賜ることができた。自分は今度は

人々の煩悩悪心を除きたい、と。人々というのは彼の国の国民を指すでしょう。

すなわち自分自身が信心を得て救われたところで終わってないわけです。人々の

煩悩悪心を除きたいと。人々にはたらきかけて、皆さんも仏法の教えに出会って、

道に立ってもらいたいというわけです。そういうことをしたいとお釈迦様に申し

上げたところ、お釈迦様は「それはよかった」と言われるのです。 

 阿闍世はさらに、衆生の煩悩悪心を除くことができるのなら、自分はどんな苦
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しみがあっても厭いはしないと。地獄に堕ちても構わない、と。あれほど地獄に

堕ちるのがいやだった阿闍世が、変わるも変わったものです。信心は単に信心で

終わらず、願心となって展開していくのです。かつては自分が最も厭うていた苦

しみや恐れていた地獄も、願心のところにおいては、即ち、仏法のため、人々の

ために生きるところでは、敢えて苦や地獄の中にあってもかまわないということ

になるのです。これが仏法の力、信心の力、救われた者の姿です。 

 阿闍世にとって、その悪心を除きたいという人々は、なんといってもわが国民

でしょう。王子の時代に大変な事件を起こし、今は国王になっている。国民は本

当にハラハラ心配していたんですよ。即ち国民に大変な迷惑をかけたという思い

が阿闍世に起こって、この国民にはたらきかけたいのです。実際に、阿闍世のは

たらきかけによって国民の全てが菩提心を起こしたとこういうふうに書かれて

あります。自分のために大変な迷惑をかけた国民に本当にしなければいけなかっ

たことですね。このことで阿闍世の罪が無くなったとは書いてありません。微薄

となる。ほんのわずかとなる。こういう表現なんです。 

 このようなところで大体終わるのですが、最後に阿闍世は耆婆に言います。「私

は天身を得た」と。天身というのは、短命を捨て、長命を得たと言いますね。無

常身を捨て、常身を得たと。長い命とは、単なる時間の長さではなくて、如来の

無量寿なんですね。仏様の命という意味です。命の長さというよりも質の問題で

すね。逆に短命というのは、真実に出会うことができずに終わってしまう命です。

百年生きようと短命です。たとえ短い人生でも仏様の命に遇うことができれば長

命です。また無常身を捨てて常身を得た。常身、変わらない自己、念仏申して生

きる自己になることができました、と。 

 

 阿闍世の歩みを振り返りますと、大事なポイントがいくつもあるように思いま

す。最初の段階は、巧みな誕生の秘話で人間とは何か、怨みの存在だということ

を明かし、即ち阿闍世も被害者意識なんですね。親に自分の責任を持っていく。

親が自分を殺そうとしたんだと、そこだけを見る。自分自身は見ない。 

 そうであったのが、ある事をきっかけにして罪の自覚を思うようになった。け

れども、罪の自覚があるにも関わらず、それを反らすそうとする教えがこの世に
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いっぱいあるんですね。そこによき友耆婆が現れて間違いのない教えを勧める。 

さらに、自分が一番迷惑をかけた父親がまたその教えを勧めてくれる。そういう

ことがあって私たちもやっと歩んでいけるというように思います。お釈迦様がお

っしゃった耆婆の存在、よき友の存在というのは甚だ大きいんですね。お釈迦様

の存在が大きいのは勿論ですけど。具体的な歩みでは耆婆の存在が大きいんです。

彼は最後まで阿闍世に連れ添って行く。阿闍世もこの教えを聞いて遂に信心成就

して救われた時に、お釈迦様にも勿論ものを言いますけれども、耆婆に言うんで

すね。自分は遂にこういう自分になったということをですね。そういう存在が本

当に具体的に私たちには大事だという感じがします。 

 この阿闍世の求道のお話は親鸞聖人が『教行信証』という書物の中で、かなり

のスペースをさいて涅槃経から引用されているんです。最初にも申しましたけれ

ども、阿闍世が実は私のことなんですというのが親鸞聖人の思いというか、位置

づけではなかったかと思います。自分自身のことは一々出されずに、既に経典に

おいて同じことが説かれている、それを出して、これが私なんですということで

はないか思います。 

 ですから、それは同時に私たちのことでもあるんだと。それこそお釈迦様が仰

る阿闍世というのは、あの阿闍世だけでなくて、一切の五逆をつくる者を阿闍世

と言うんだというわけです。そういうところで今回は終わりにさせていただきま

す。 


