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教えと人との出会い（上）

２００３年４月５日 岡 本  英 夫 先生

今日御案内していましたのは、「教えと人との出会い」というテーマですね。

これについてしばらく考えてみたいと思います。これは、以前お話をした「仏と

人との出会い」（まなざし 29・30 号掲載）の続編となるものです。

一 教えと私との関係

さて、このテーマが指し示すものの一つとして、そもそも仏教の教えとは何か、

ということが問題になってきます。しかし、これは大きすぎてなかなか大変です

から、前回の「仏と人との出会い」の時にも見ましたように、『観無量寿経』と

いう具体的な経典が示すところで考えてみたいと思います。やはり、どうしても

そのような一つの具体的な根拠となる教えが必要であり、分かりやすい感じがし

ます。

『観無量寿経』という経典について、どのように考え、受けとめればよいのか、

私自身も少しずつ教えられているところです。ああ、こういうことだったのかと、

読むに従って、その深さを知らされる思いです。何にも分からない初めの頃は、

お釈迦様が説かれた経典は沢山あって、どの経典もその中の一つにすぎないんだ

と、このような位置付けでした。しかし、そうではなく、およそ経典というもの、

すなわち、仏教の教えの全体をこの『観無量寿経』が尽しているということが、

次第に分かってくるようになりました。

前回のところとの関連を少し申しながら進めてゆきましょう。先ず、仏教の教

えと、それを聞いていく私たちがいる。そもそも教えと人とは、どのような位置

関係にあるのかという問題ですね。教えを前にして、初めはこのことが私たちに

は分からないんだと思います。

それでどうなるかと言えば、教えを聞いていかなければいけないんだ、という

感じになりやすいんですね。私がその教えを聞いて、求めていかなければいけな

い。私がその教えが何を言っているのかハッキリと理解していかなければいけな
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いと。要するに私の方が教えに向かっていかなければいけないと、このようにな

りやすいんだと思います。

当然のことのようでもあります。私が頑張って教えを聞いていかないと、分か

りっこないじゃないかと。それはそれに違いないんですが、しかし、それが実は

教えと人とが本来のあり方になっていないところなんです。そのことを、『観無

量寿経』という経典は、ごく最初の部分で説くわけです。その内容は非常に驚く

べきものです。

二 教えと私とどちらが先か

今、横に線を引いて、この線よりも上に私達がおり、下に教えがあるとします。

上下で表わすのは、上よりも下の方が、より根本だという意味ですね。たとえば、

大地に種を蒔けば、大地からの栄養によって種が発芽し成長していくように、下

の方が根本・土台というような意味合いです。

そこで教えと人ということで簡単に言えば、教えの方が土台なんです。教えが

人よりも下の位置にあって、人に対してはたらきかけていく。これが仏教の世界

です。それに対して、先ほど申したのは、私がここにいて、この私が教えを聞い

てしっかりとその意味を明らかにしていかなければいけないんだというわけで

すから、これは方向が逆になっているわけですね。本来は、教えの方が私にはた

らきかけてくるのです。教えというのは具体的なものですね。大地の栄養分が樹

木を生かし成長さすように、教えが人を生かし成長さすのです。

今、これを三つに分けて考えてみます。教えと、人、すなわちいろんな問題を

抱えている私達。そして、教えが私たちに具体的に説かれていくということ。こ

う考えて『観無量寿経』を見ると、説かれる順番があるんですね。その順番が大

事なんです。

まず第一に、教えがあることが説かれます。

二番目に、人、私達の姿、私達の現実、これが明らかにされます。

三番目に、私達に説かれていく教えの具体的な内容が説かれます。

こういう順番になっているんですね。この順番はしかし、私達が実際に仏教に

出会っていくなかで感じる順番とはどうも違うように思います。私たちが感ずる
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のは、おそらく先ず、私の現実というものがありますね。調子のいい現実もあれ

ば、いろんな問題が起ってどうしようかと迷う時もあるわけです。その私が縁あ

って教えの存在を知るわけです。そしてさらに進めば、その教えを実際に聞いて

いくということになります。ですから実際の順番は、このような私がいるという

のが一番目。そして、教えに出会って、聞いていくことによって具体的な内容が

明らかになってくる、こういう順番になると思います。

このようにして、現実の渦中にあった私が、縁あって教えに出会い、聞いてい

く。その聞いていく中でですね、実は順番が違っていたんだということに気づく

んです。一番目は教えだったんだということに気づくんですね。私と教えの関係

はこれまではどうであったかと言えば、分かりやすい譬えで言いますと、我が家

に泥棒が入ったとしますね。泥棒とたたかって取り押さえた。そこで縄がいるわ

けですよ。しかし縄はない。それならと言って、泥棒をそこに待たせておいて縄

を作るようなものです。要するに「泥棒を捕らえて縄をなう」と言うわけですね。

しかし、縄を作っているあいだに泥棒は逃げていってしまう。甚だそれは順番

としてはよくない。だから、最初から縄を準備しておかないといけないんです。

泥棒が入ってきたら待ってましたと言わんばかりにその縄を持っていけばいい

のです。

教えの世界が一番初めにある。一番初め、あるいは一番根底の土台のところに、

私という存在を真に救うことのできる教えがある。その教えが具体的にいろいろ

なことを起こしている人、これが二番目、そのところにはたらきかけてゆく、こ

れが三番目です。こういう順番なんですね。これが教えと人の世界だったのかと

分かることが私たちの大きな転換だと思います。このことがこの経典のごく最初

のところに説かれているのです。

三 王舎城の悲劇

このように、私たちの思いは、私というものが最初にあって、一番根源にあっ

て、という思いです。しかし、本当はその私よりももっと深いところに私を本当

に救いきっていこうという大きな大きな教えの世界がある。ですから、物事は、

この教えの方から見ていかないといけない。しかし私たちにはとてもそれはでき
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ないですね。「教えの方から見る」というのがまさに仏教ですが、前回の「仏と

人との出遇い」のところで、釈尊が韋
い

提
だい

希
け

のところへ行かれるところがありまし

た。あの場面は、決して、韋提希が釈尊のところへ行くのではなかったわけです。

そこのところを少し振り返ってみましょう。

『観無量寿経』の中に韋提希という人が登場します。この韋提希が「王舎城の

悲劇」と言われている悲劇に出遇うわけです。「王舎城の悲劇」と言うのは、こ

れは韋提希という特定の人が、「王舎城の悲劇」という事件に巻き込まれたとい

うことではないんです。説き方はあたかもそのように説かれていますが、そのよ

うに説きながら、実は極めて普遍的な私たち全ての者に共通することを説こうと

しているんです。

「王舎城」というのは、「王舎」と名のついた町ですね。沢山の人が住んでい

るわけです。ではなぜその町を王舎城と言うのか。それについて一つの説明があ

ります。これはなかなか面白いですね。その町で人々が家を建てる。ところが次々

と火災に遭う。しかしよく見ると、あちこちの家が火事になるけれども、王様の

家、王族の家は燃えていないことに気づくわけです。そのことを王様に申し上げ

ると、お前たちはこれから家を建てる時は王のために建てるのだとしてよろしい

と。これを聞いて帰った住民は、この家は王のために建てるのだということで

次々と家を建てていった。それでこの町を王の住む家、「王舎城」と言うのだと。

これは何を意味しているでしょうか。王様というのは要するに一番偉い人なん

です。「偉い人」。人は皆、自分が一番偉い人間だと思っているという意味でしょ

う。ですから、「王舎城の悲劇」というのは、王舎城という町にたまたま悲劇が

おこったというのではなく、人は皆「王舎城」という存在なんだということを表

わしている。自分が一番偉いんだと思っている。その我執の心、我執を根本とし

て生きている、それが人間なのだと。この我執を「王舎城」という言葉で表わし

たのでしょう。

ですから、「王舎城の悲劇」というのは、「王舎城という町で起こった悲劇」で

はなく、「王舎城ゆえの悲劇」、すなわち「我執ゆえの悲劇」となるわけです。こ

れが人間の苦悩の姿なのだと。そうなりますと、当然韋提希だけの問題ではあり

ません。正に私たちの問題を真正面から突いている表現ですね。
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四 仏のほうが来られる

韋提希の悲劇というのは、自分のひとり息子阿闍世が父親を牢に閉じ込めて餓

死させようとし、韋提希は主人を助けに行くが、それが発覚して自分も息子から

殺されそうになって、牢に閉じ込められてしまうということです。

その韋提希のところへ釈尊が行かれる。これが仏教の論理が現われているとこ

ろですね。韋提希のところへ教えの方が近づくんです。これが仏教ですね。もし

教えの方が近づくことがなければ、韋提希の方から教えに近づかなくてはいけな

いですね。それはできない。なぜなら韋提希は自己中心の存在ですから。自己中

心というのは、「自己」は人間ということですね。人間を中心にするとは、同時

に、人間と相反する存在を無視するということです。それが仏です。仏を無視す

るということです。

一つのものを中心にすれば、同時にそれ以外のものを中心にすることはできな

い。何かを中心に置けば他のものはもう外側なんです。自己中心は、言葉は自己

を中心にするということだけれども、指している事実は自己中心と如来無視、こ

の二つなんです。そのことが私たちには初めは分からないんですね。ということ

は、自己を中心にしているということも分かっていないかもしれません。ですか

ら、韋提希の方から教えの方に向かっていかなければならないとすれば、仏を無

視している者が仏に会いに行くことになり、これは到底できるものではありませ

ん。

私たちは、教えを聞きにいきましょうと勧められ、はたらきかけられたからこ

そ足を進めたわけで、もし、そのような声が全然なければどうであったか。自分

で聞き始めることは、とても難しいことだろうと思います。私も思います。あの

時あの方が声をかけてくださらなかったら、今頃どうしているだろうかと。あれ

からもう三十年も経って、その間どんな人生を送っていただろうかと。

自分の方から教えに向かっていけばいいではないかと言われれば、それはそう

なんだけれども、しかし自己中心の私なんですから、実際は甚だ難しいことです

ね。そこに万人の道があるとは、とても思えない。たまにそれができる人もある

かもしれない程度でしょう。人間存在とは、そういうものだから、教えの方が、
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仏の方が韋提希の方へ近づいていかなければいけない。そこに仏教が初めから持

っている方向性があるんです。仏教の方から人へ近づいていく。

しかしそのことは、韋提希からしてみれば、自分が要請もしないのに自分の所

へ近づいてくる仏様というのは一体何者だろうということになるんですよ。仏教

とは、自分の方から求めていくものであると根っから思っているのに、仏様の方

からやってきたんですよ。これをどう考えたらいいんだろうと、本当に当惑する。

そういうところに仏と人との出会いの問題ということがあります。

初め韋提希は、目の前に現われたお釈迦様がどんなお方なのか、さっぱり分か

らない。分からないけれども自分なりにこういうお方なんだとは思うんです。思

っていますけど内容は全然違うんですね、間違ってるんです。それはもう思いよ

うがないですね。正解なんて出てきようがないです。しかい、やがてその方とは

このようなお方だったんだと分かってくる。

これはお互い、それなりに自分の経験があると思いますが、私も自分のことを

振り返ってみれば、なる程と思い当たる気がします。学生時代に教えに出会って、

出会ってというのは、勿論先生の方から私に聞いてみないかと勧めてくださった、

だから聞いたわけで、それがなければ、仏教の教えを聞くということは私にはま

ずなかったと思いますね。

それ以降それなりに聞いていっていたんですが、十年近く経った頃、ある講習

会に出ていて、かなり強く心を突き動かされることがありました。それは、これ

までずっと先生を通して教えは聞いてきたけれども、その先生という存在を殆ど

無視してきた。ただ聞くだけであった。強いて言えば、先生の御恩と言うか、そ

ういうものはまったく無視してきたんだということに気づかされました。ですか

ら、その十年近くの間、本当に何をしていたんだろうという感じだったわけです。

分からないんですね。韋提希はお釈迦様のことを、初めは自分勝手に思い描い

ている。おそらく「お釈迦様」、「世尊」と皆が呼んでいるから、尊い方、偉い方

くらいは勿論思っていたんでしょうけどね。しかし、それでは極めて不純です。

お釈迦様というお方は、真実の世界から私の為に現れてくださった方なんですね。

お釈迦様の存在意味は、極めて明瞭なんです。ただ一般的に尊い人などと言うよ

うなことではないんですね。私の為に私を救おうと願って現れてくださったお方、
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どこから現われたのか、それは真如の世界、真実の世界から現れてくださったお

方。そのことを現わすのが「釈迦牟尼仏」というお名前でした。

お釈迦様のお名前なんですけれども、このお名前がお釈迦様とは何であるかを

ハッキリと現わしているんですね。牟尼というのが真如・涅槃の世界、まさに一

番根源の真如・涅槃の世界から私のためてに来てくださった、そのお釈迦様なん

です。その方が「私の為のお方」ということが分からないんです。仏法の世界も

一般論として、仏を客観化し対象化してみるわけです。お釈迦様を釈迦牟尼仏と

して仰ぐことができるところに、お釈迦様と韋提希との本当の出会い、仏と人が

初めて出会うということがあるのだと思います。

お釈迦様は韋提希の為に教えを説こうと、その願い一心でやって来ておられる。

けれどもそのことが韋提希にはさっぱり分からない。分からないけれども、自分

は自分なりの考えをもって、それでお釈迦様を拒否するんですね。そこに「人」

の何たるかが示されている。その韋提希の側にお釈迦様がずっとおられて、韋提

希の心も段々と落ち着いて変わってきましたね。そして、お釈迦様から教えを聞

いていこうとなるわけです。

五 人間存在というもの

さて、そのように仏と人との出会いという問題が出され、次に、その仏が説か

れる教えと人との出会いという問題に展開していきます。お釈迦様は韋提希に教

えを説き始められます。これはどう申していいか、非常に面白い場面です。そこ

のところを少し見てみたいと思います。

そこで具体的な教えの説き方ということですが、最終的な結論から考えてみれ

ば、お釈迦様は真如・真実の世界から韋提希の為に現れてくださったわけですか

ら、教えを説くことによって、韋提希をその一番根源の真如・涅槃の世界を生き

る人たらしめようとされるわけですね。教えによって韋提希を救おうというわけ

です。要するに、教えによって伝えたいものは、根源の真実。真実を伝えたいと

いうことでしょう。

そうであるなら、やり方は簡単ではないかと思われます。これが真実なんです

よと言って、真実を出して、そのまま伝えればいいわけです。しかし問題はそこ
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なんですね。私たちは、真実なるものを目の前に持ってこられても、それが真実

だと分かることもできないし、受けとめることもできないのです。それが人間で

あるということなんですね。ここが問題なんですよ。

直ちに真実と認めて受けとめることができるのであれば、話しは簡単です。し

かし私たち人間というのは、真実を受け入れようとしない存在なんです。だから、

そこに教えを説く側の大変な配慮というか、様々に思いを巡らすということがあ

る。どうしたらこの真実をこのような人間に間違いなく伝えることができるかと、

思いを巡らし配慮なさる、面白い所というのはそういうところですね。「面白い」

では言葉が足りないんですが。

そこに説く側は自己の上にある智慧と慈悲をもって、説くべき教えの内容を新

たに展開し、相手に通じしかも真実にまで歩ませるという具体的な教えとして結

実させていくということがあるわけです。その行為を「方便」といいます。

真実をいかにしてこのような私たち人間に伝えるかということを考えてみれ

ば、まず、直ちに分かってもらうということはできないということ、また、人間

の事情を無視して一方的に説いてはいけない、ということが考えられます。私た

ちは真実が何であるかが分かっていない。だから、「はい、これが真実ですよ」

と真実を伝えればいいんだと、そういう単純な方法論ではいけないわけです。

私たちの側にも、いろいろ言いたいことがある。そのように急に持ってこられ

ても困る。私には私の考えがある。それを聞かずに、真実が分かればいいんだか

らと言って押しつけるような、そういう一方的なやり方ではいけないというわけ

です。説く側は人間の側の事情・状況をよく知り、それを踏まえて説かないとい

けないということになります。

それでは人間の側の事情とはどういうことなのか。これは広大無尽な内容があ

るように思いますが、今簡単に考えてみますと、根源的なところで言えば無明煩

悩の存在ということです。無明というのは、光明がない。光明は真実の智慧を意

味するわけです。物事を真に明らかにすることのできる智慧です。人間とは何で

あるかを真に明らかにし、何をすればいいのか、どう生きればいいのかを明らか

にする力。その智慧を私たちは持たない。同時に、その智慧そのものに対し、こ

れを否定し謗り無視していこうとしている。これが無明の状態です。
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そういう状態が私たちの一番根本にあって、それゆえに様々な感情や意志など

が悉く私自身を煩わせ悩ます煩悩となってはたらく。これが人間存在だというわ

けですね。それなら、自分に智慧を与えず煩わせ悩ます心があるのなら、さっさ

と捨てればいいじゃないかとなりますが、そうはいかない。無明である自己にど

こまでも深く執着をしていくのです。これが我執ですね。

無明の自己であるとは、自分では思っていません。その正反対くらいに思って

いるでしょうね。自己自身に深く執着する。なぜ執着するかと言えば、私という

人間が持っているいろんな力に、素晴らしさというか、大きな価値を置いている。

だから、どこまでもこの自己であろうとする。自分というものを握っていこうと

する。この自分に反対するもの、この自分のあやまちを正そうとするものが現わ

れると、全力を挙げて抵抗していくわけです。それが我執、自己肯定ですね。

自己肯定という言葉は普通にも使いますから、誤解を生じやすい面があるかも

しれません。宗教的に使う場合は、ただ、自分を肯定しているという大雑把なこ

とではなくて、自分で自分を救うことができると、そう思っているのが自己肯定

ですね。自分が救われることにおいて、私は私の力で私自身を救うことができる

んだと思っている。これが自己肯定ですね。そこが問題であるわけです。

勉強する力がある、仕事をする力がある、それは大いに結構で、そういう問題

ではないんです。勉強する力があるのは大いに結構です。その力で何を勉強する

か。いろいろあるけれど、遂にやるべきことは自分の救いに関するもの、すなわ

ち仏教だ。仏教は、如来本願によって私たちが救われることを説いている。その

ことを大いに学んで、本願によって救われ、独立してこの大地に立って生きる人

間となろう、ということです。

仕事をする力があるのも大いに結構なことです。その力でどんな仕事をするか。

それはいろいろある。社会に貢献できるものであれば何でもいいわけです。その

ように仕事をして社会の一員として生きていく私自身の最も根源の仕事は何か。

それは如来の本願によって救われていくこと。教えを聞き本願によって救われる

身となり、いよいよ自分の仕事を真に公的なものとしてやっていこう、となるわ

けです。

今、自己の力を肯定するというのは、ここでは、そのような人間が持っている



教えと人の出会い（上）（岡本英夫）「まなざし３３号」より

10/14

力全般を指すのではありません。私の救いはどんな力によってできるか、という

問題です。

そこで私たちはどのような在り方をしているかと言うと、「自分で自分を救う」

とでも言うべき生き方をしているのではないでしょうか。例えば、よく使われる

表現ですと、自分なりにこの人生を考えて、目標を見い出し、いろんなものに価

値を見い出して、自分なりの方向を見い出してやっていこう、ということがあり

ます。それをなぜやっていこうとするのかと言えば、言葉にも思いにもなってい

ないかもしれませんが、要するに自分が見い出した目標なりに価値があるんだと

いう思い、それをやっていくことによって自分を救うことができるんだというこ

とに、その人においてはなっているんではないかと思います。

ですから、それをやるぞというのが自分の生涯の最大のことになる。仕事でも

何でもですね。自分の人生における一番大きなものという位置づけになるんです。

この考え方生き方を、救いという次元で翻訳すれば、それをやることによって私

は自分で自分を救うことができるんだと、いうことになるかと思います。そのよ

うな位置づけで仕事なり何なりをやっているんでないかと思います。ですから、

救いの道に関してはもう間に合っていますから、仏教がその人の人生において位

置づけられる必然性がないことになるわけです。

ところがですね、そのように思い描いたことを頑張ってやって、仮にそのとお

りになり目標をほぼ達成できても、目標は達成したけれども、要するに自分を救

うことができない。やることはやったけれども、心の底からの、私の存在の底か

らの満足を得ることができない。どこかおかしい、ということになるわけですね。

心の底で思っていたこの仕事をやっていくことの、実はもう一つの最大の意味、

すなわち「救い」が達せられていないことに次第に気づいていくわけです。やる

べきことをやってしかも救いが達せられていない。そこには空しさがあります。

実は、仕事などのやるべきことよりも、救いのほうにこそ強い心からの要求があ

るわけですから、その仕事が終ってみると、空しさだけが残ることになるわけで

す。

そこで場合によっては、一つの目標が終わったら、終ってもなおかつ満足を得

られないという心の衝動によって、次の目標を見い出し、又次の目標を、となっ
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ていくこともあるでしょう。心の中では、この目標ではなかったんだと、やるに

はやったんだけれども、自分が求めているのは違うことだったんだと、又、別の

方向を探して、これに違いないとやってゆく。しかし、それでも自分を救うこと

ができませんから、本当の満足がない。そのように人生を生きていくことを「迷

い」というのです。その姿は流転です。 迷うというのは、最初から何をしてい

いか分からないんで迷う、何をするかを迷うということもありますね。さらに、

ハッキリ目標が決まっていて、それを迷いなくやるのだけれども、真の満足がな

い。救いにならないということです。おかしいなと心の底で思って、また違う方

向に向かう、それ自体が迷いというわけです。一場面、一場面は確信を持ってい

る。だけど、自分の思いに根ざす確信をいくら積み上げても我が身の満足になら

ないんですね。

六 方便は仏の生命線

簡単ですが、このようなのが人間の状況です。このような人間存在に対して、

このような韋提希に対して、お釈迦様は、真実を伝えたい、真の救いを韋提希の

上に成就したい。どのようにして。それは教えを説くことによってなんですけれ

ども、どのような教えを説けばいいのか、これは大問題ですね。それが実際に説

かれたのが『観無量寿経』という経典なんです。ですから、この経典が持つ普遍

性といいますか、広がりは大変なものがあると思います。

そこで、実際、どのように説かれていくかですが、この経典の教えを一口に言

って「方便の教え」と言います。先ほども少し触れましたが。方便というのは、

世間一般でも使われる言葉ですが、もとは仏教用語ですね。仏教用語が世間の言

葉になっている場合は、注意しなければいけない場合があります。誤解されてい

るからです。方便という言葉も随分と誤解をされているようですね。

方便の意味は、近づいて説くということです。あるいは、来たり赴く、このよ

うな訳し方もあります。方便は、近づき説く、あるいは近づき赴くというような

簡単な言葉で訳され表わされますけれど、お釈迦様が仏陀としての真価を発揮す

るための生命線であるわけです。この方便ができなければ、真実の智慧も慈悲も

地に堕ちてしまう。智慧と慈悲という仏を構成している内面は、人間に対する具
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体的な方便の教えとなることによって真価を発揮するのです。

近づき説くということは、お釈迦様が韋提希に真実をどのように説けば分かっ

てもらえるか、韋提希が分かるように説く、ということですね。小さな子供には

小さな子供が分かるように説かねばならないわけです。この近づくということが

大変に難しいことなのです。そして、具体的にどのように説くかということがあ

ります。

それから、来たり赴く、同じようなことですが、来たりというのは仏様が私の

ところへ来られる。そして、赴くというのは、韋提希という人間の一番底の根本

の問題のところに赴くんです。韋提希の一番根本の問題を解決するというのが赴

くということですね。

これは直接的な意味合いですが、これが方便の簡潔な意味になりますね。先ほ

ど少し申しました人間存在というもの、無明煩悩・我執の心を持ち自分で自分を

救えると自己を肯定しているもの、この者に真実の教えを説いてもすぐに反発さ

れる。お帰りくださいというわけです。そこに、この者に分かるように、この者

が受けとめることができるように説いていくのです。その教えを『観無量寿経』

の中でお釈迦様は考えられるのです。お釈迦様の智慧と慈悲によって考えに考え

られて、具体的な方便の教えが生まれてきているんですね。

七 この私が真実に出遇う教え

それから、もう一つ方便ということ申しますと、「異の方便」という言葉があ

ります。異というのは、特別な方便、特別ということは、あなたの為のという意

味合いです。まさにあなたの為の教えがある、それが方便の教えということです

ね。洋服屋に行って服を買おうという時、たくさんのスーツが並んでいる。大体

私のサイズはこのくらいだから、このあたりのものが合うでしょう、という感じ

で、いろいろ着てみる。しかしたくさんあっても、どの服も私の為に作られたも

のではない。大体人のサイズはこんなもんだというところで作られているわけで

すね。そうでなくて、自分の身体の寸法を微にいり細をうがって正確に測って作

ったのがまさに私の為の服なんです。まさにあなたの為。あなたというのがこの

ように生きている人間・私です。この私の為の教え。これを異の方便とこういう
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表現であらわすのです。

異の方便というのは、『観無量寿経』に出る言葉なんですが、これは漢文に翻

訳した表現なんですね。元は一応インドの言葉です。もっとも『観無量寿経』は

元の原典はよく分かっていません。けれども、一応大体見当がついてある言葉が

あります。アリャーヤという言葉です。これを「異の方便」と訳したと思われる

わけです。アリャーヤという言葉を仏教の経典の言葉らしく「異の方便」と素晴

らしい表現で訳しているんですけれども、もともとの直訳はどんな意味かと言う

と、「同義語」という意味だそうです。「異の方便」は「同義語」という意味であ

る、ということです。

「方便」というのはウパーヤと言って近づいて説くという意味でした。もう一

つ異の方便というのは、『観無量寿経』に出る言葉なんですが、これは漢文に翻

訳した表現なんですね。元は一応インドの言葉です。もっとも『観無量寿経』は

元の原典はよく分かっていません。けれども、一応大体見当がついてある言葉が

あります。アリャーヤという言葉です。これを「異の方便」と訳したと思われる

わけです。アリャーヤという言葉を仏教の経典の言葉らしく「異の方便」と素晴

らしい表現で訳しているんですけれども、もともとの直訳はどんな意味かと言う

と、「同義語」という意味だそうです。「異の方便」は「同義語」という意味であ

る、ということです。方便とは何かをよく伝えているような言葉だと思いますね。

すなわち、お釈迦様が韋提希に伝えたいのは、結論から言って、何等かの教えを

説いて、真実を伝えたいんです。ですから、もし、私たちがこのような無明煩悩・

我執の存在でなければ、ある意味で本当に素直な存在であれば、はい、これが真

実ですよと言って、直ちに伝わるということがあるはずです。このことが真実を

伝える一番の原型だと思います。ところが私たちは、こういう存在ですから、直

接伝えることができない。それならどうするかという問題ですね。

お話を申し上げる都合上、『観無量寿経』で説かれる教えを一口で言いますと、

韋提希が、私が照らされていく教えです。私は無明煩悩我執の存在だったのだと、

教えによって照らされ、我が身の本当の姿が知らされてゆく。目覚め、自覚です

ね。このような教えを説くのです。そこで、「この経典で説く教えによって自己

が照らされていくということ」は、「真実を直接伝えるということ」の同義語な
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んだというわけです。私が真実に出遇うということが、『観無量寿経』の教えに

よって間違いなくぴったりそのままの形でもたらされる、ということです。

感動を禁じ得ない表現ですね。方便の教えによって初めて、無明煩悩我執の私

たちが救われる道が明らかになったのです。この教え以外は、真実を直接差し出

す教えしかないのでしょう。それでは私たちは一生涯かかっても分かりません。

そういうのが私たちなんですね。まさに、救われがたい存在です。これが真実だ、

見てみろ、と言われても、私たちは受け入れられない。その救われがたい私たち

に、救われる道が説かれた。これが方便の教えですね。方便の教えは同義語とい

う意味を持っている。何と同義かと言えば、真実を直接伝えることと同義。だか

ら、直接真実を伝えらえて、それによって救われるということと、教えによって

自己が照らされていくということとは、同じ結果を生じますよと言うわけなので

す。本当に、方便の教えの勝利という感じがしますね。

私たちは、我執の存在ですから、照らされたくなんかありません。照らされる

と我執が見えるわけです。他に何かよい自分がありそうだけど、実際はないんで

すね。ですから、照らされることによって救われるとは思えない。それよりも直

接真実を貰った方がいいように思う。しかし、それはできない。真実を直接伝え

るしか道はないのだという考え方から見ると、私たちが照らされていくというよ

うなことがあるのか、さらに、照らされていくことによって、人間が救われると

いうことがあるのか、と甚だ疑問に感じるでしょう。同義語、すなわち、同じ結

果を生じるなどとは信じられないことでしょうね。異の方便というのは、見事な

言葉だと思いますよね。

では実際に経典の中ではどのように教えが説かれていったのか。もう少し実際

の教えの説き方を経典の中から拾って見てみましょう。（続）

→（下）に進む


