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人と仏との出会い（上） 
２００２年９月７日  岡 本  英 夫 先生 

 

一 はじめに 

 この会は、その都度違ったテーマでお話することにしています。今囜はご案内

をしていたのが「人間のめざめと救い」ということだったと思いますが、題名は

「人と仏との出会い」ということでお話ししてみたいと思います。 

 このようなことを考えましたのは、私自身もそうでしたし、皆さんもそうだと

思いますが、いつかですね、自分が仏と出会うというか、具体的には仏法の教え

と出会うという、その時が来るわけですね。それはもしその場面になってみると、

スムーズに行くということはおそらくないだろと思いますね。その時点での私達

にはいろんな思いがあって、あれこれ迷っているわけですから、なかなか出会い

の場面は大変なものとなって、自分の身に何が起っているのか、よく分からない

かもしれないですね。 

 しかし、そこでは大変大事なことが起っているわけです。もしそれを、ある人

が、客観的に見ることができれば、人間が救われていくということにおいて大変

大事なことがここにはあるなと、確認できるだろうと思いますね。そしてその大

事な人間と仏との出会いの場で、何がそこに起っているかを明らかに見届けるこ

とができるでしょう。 

 経典というものは、そのようなところを書いてゆくわけです。そこで今日は、

その経典の中で特に「人と仏との出会い」という問題を大きなテーマとして取り

上げている『観無量寿経
かんむりょうじゅきょう

』という経典に、この問題を尋ねてみたいと思います。 

 

二 真実と人間との出会いを説く経典 

 『観無量寿経』という経典は何が真実であり、又、人間とはどのような存在で

あって、その真実と人間がどのような関わり合いをもって一つのものになってい

くのか、ということを表わしているようです。具体的には釈尊という仏とこの経

典の主人公である韋
い

提
だい

希
け

という人とが出会う、その出会いの場面で、このことを

表わしていくのです。 
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 人間とは一体どういう存在なのか、真実とは何なのか、この人間がもし真実で

ある仏に、あるいは仏教の教えに本当に出会っていくということはどういうこと

なのか、そこで何が起るのか、起ってくることにはどのような意味があるのか、

仏と人との相互の関係がどのように変容していって人が救われ真実は成就する

のか、この経典にはこのようなことが明らかにされているのではないかと思いま

す。 

 何が起るかと言っても、それは個々人によって違うと言えばそうかもしれませ

ん。そういう面も確かにあるでしょう。しかし、人間共通にと言いますか、人間

であれば必ずこのようなことが起るんだと、人が真に仏に出会っていくその道筋

のような、道理のようなものをこの経典はずっと明らかにしていくわけです。で

すから読み応えがあると言いますか、何度読んでも古くなるという感じがしませ

ん。いよいよ新鮮で、私自身のことを本当に言い当てているという感じがいつも

起ってきます。今生きている私の生活実感よりも、この経典で説いてある方がも

っと新しいという感じさえします。それ程シビアに人間の問題を捉えて明らかに

しているのではないかと思います。そのようなところを、尐し経典に沿いながら

見てみたいと思います。 

 

三  人間の迷いに先立ってあるもの 

 『観無量寿経』は初めに「王舎
おうしゃ

城
じょう

の悫劇」といわれる事件のことが述べられ、

人間の迷いの根底、人間同士の関わり合いのいかに悫劇的であることかが述べら

れ、人間とは何かがひもとかれていきます。しかし、実はさらにそれよりも前に、

極めて重要なことが述べられます。このことがこの経典のいのちであり、私たち

にとっても最も大事なことである、それが述べられるのです。 

 それは、先ず初めに、阿弥陀
あ み だ

の本願
ほんがん

の教えが説かれていた、ということです。

どんな人をも救う阿弥陀の本願、この本願のはたらきがこの世界のいわば根源に

あって、常にあらゆる人にはたらきかけているのだ、ということが明かされたの

です。 

 そして、その上に、人間の問題が起る。あくまでも人間の問題は、たとえ解決

できないような深刻で込み入った問題のようであろうとも、すべて阿弥陀の本願
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の上で起きているのだ。だから、人間のあらゆる問題は、阿弥陀の本願のはたら

きによって解決できないものはないのだ、ということを表わすのです。 

 これはとても大事なことです。ここに人間の救いの構造というものが説き明か

されているのではないかと思います。私たちは、何か問題が起ると、その問題こ

そが私自身の一番深いものだと思いやすい。この悫しみ、このつらさ、それより

も深いもの、深くてそのように苦しむ私に対し、もっと深いところからはたらき

かけ、支え上げて、苦しみを越えさせ私を生かしていくものがあるとは、その渦

中にある時はまず思えるものではありません。 

 しかし、阿弥陀の本願は厳然としてある。真実は厳然としてあるのです。あっ

て、真実に会えずに苦しんでいる私にはたらきかけてくる。真実は、必ず真実で

ないものにはたらきかけ、これを真実としていく。その真実まします。これがこ

の世界の根源なのだ、ということを、この経典は最初に表わすのです。このこと

を私たちもまた本当に明らかにしていきたいですね。 

 

四 「人間とは何か」 

 さて、阿弥陀の本願まします、その世界に、人間の事件が起るのです。この経

典は、それを「王舎城の悫劇」という形で具体的に説いていきます。まず、登場

人物を簡単に紹介します。 

 舞台は王舎城の王舎大城というお城ですね。王舎城というのが一つの町の名前

です。そこのお城に国王一家が住んでいる。国王の名を頻
ビン

婆
バ

娑
シャ

羅
ラ

王と言います。

奥さん、つまりお妃を韋
イ

提
ダイ

希
ケ

と言います。二人の間に阿
ア

闍
ジャ

世
セ

というひとりの男の

子がいます。王室の一家はこのような家族です。 

 一方、お釈迦様が登場します。呼び方はいろいろありますが、今は釈尊として

おきます。釈尊のお弟子の何名かが登場します。一人が提婆
ダ イ バ

ですね。それから、

阿難
ア ナ ン

、目連
モクレン

。さらに、山で修行をしている仙人、国王とお妃の命によって占いを

する占い師、このような人が主な登場人物ですね。 

 このような人物によって、どのような人間の事件が展開されるのか。先ず第一

に、ずばり「人間とは何か」ということが述べられているように思います。これ

はこの経典のみならず、仏教の最大のテーマであることはもちろんです。人間と
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は何か。私達が教えを聞いていくのは、人間とは何か、私とは何かという、私の

本当の姿に目覚めていくことなのです。 

 その目覚めていく行き方が問題です。自分で自分を見つめて、いわゆる自分を

反省して、それで自分というものが明らかなりそうなんですけれども、しかし人

間というのは、そのようなやり方で自分が分かるという生き物ではない。自分で

自分を見つめて自分が分かるというようには決してならないのが人間なんでし

ょう。 

 一番最初に人間とは何かをこの経典も問題にするわけです。ずっと話が進んで

いくに従って、人間とは何かという大きなテーマのもとに、段々と局面が変わっ

てきて、それぞれの局面においてさらに人間とは何かが、段階を追ってより深く

問われていくような構成になっている感じがします。 

 

五 未生怨
みしょうおん

 

 人間とは何かということで、先ず最初に言われるのが「未生怨」ということで

す。人間とは未生怨の存在だと。未生怨というのは漢文の表現ですが、普通に読

み下しをすると、「未
いま

だ生ぜざる怨
うら

み」ですね。人がまだこの世に生まれ出てい

ない時、その生まれる前から既に持っていた怨みという意味です。私という人間

は、生まれる前に既に怨みを持って、そして生まれてきた、ということですね。

生まれてから後に怨みを持ったというのではないのだと。 

 人間の特徴は「怨む」ということにある。その怨みはとても深いものであり、

単に生まれてから後に怨みの意識を持ったという浅いものではなく、生まれる前

から持っていたと言えるほどに深いものなのだ、それほど人間の持つ怨みは根強

い、ということを表わすのだと思います。それを未生怨というのです。 

これは、人間とは何かということを一言で表わしている見事な表現だと思いま

す。私という人間が段々と大きくなってきて、しだいに自分の周囲を怨むように

なる。大体怨むと言えば親であり、先生ですね。自分にとって一番大事な人、こ

の人がなければ私はなかったんだと言えるような大事な人をこそ怨むんです。 

 一方、怨んでいる私を、親なら親が見て考えるかもしれませんね、何故怨むん

だろうと。もし怨むという意識が、この子が生まれた後に段々と生じてくるので
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あれば、この子に対する育児とか教育とか、そのようなことに深く配慮をして、

いろいろと工夫してうまくやってゆけば、怨むことのないような、善い人間とい

いますか、スムーズに歩んでゆけるような人間になるだろうと思うかもしれませ

んね。しかし、仮にそのようにやっても、そうはいかないのでしょう。 

 一人の人間がその周囲を怨み、自分自身をも怨んで生きるということが、本当

に丌思議なんですね。何故そうなるんだろう。その怨みのエネルギーというのは

大変なものですからね。そこに注目したんだと思いますね。人間を一言でいえば、

怨みをもった存在なんだと。だから、どんなことがあってもこの怨みを果たして

いこうというのが、結局その人の生きる力になってしまう。それ程の深い怨みは

一体どこから生まれたんだろう。それはよく分からない。 

 そこで、怨みというのは、その人が生まれる前から既にあったんだと、このよ

うに一応思ってみると、なる程と思えるわけです。誕生以前にあったものには、

そこまで手をさしのべることはできない。誕生後は、善い教育をしようと思えば

できるかもしれないけれど、生まれる前であれば、もう誮も手が届かない。そう

いう意味合いで人間の怨みは、本当にどうしようもないものとしてあるんだとい

う、それを未生怨と言うのです。 

 

 この経典はそのことを分かりやすく一つの物語で現わします。頻
ビン

婆
バ

娑
シャ

羅
ラ

王と韋
イ

提
ダイ

希
ケ

に子供がなかなかできなかった。特に王室ですから、世継ぎの子供が欲しい。

占い師を呼んで見てもらうんですね。すると、王舎城の領地の山の中に一人の仙

人がいて、寿命があと三年程ある。三年たって亡くなるとあなた達の子供として

生まれ変わってきますよという予言をするわけです。 

 これを聞いて王様は喜ぶ。けれどもその三年が待てない、今すぐ子供が欲しい

と。それで家来を山に遣わして、占い師の話しを告げて、王様の願いだから今す

ぐに死んでほしいと言う。仙人は勿論死にたくはありませんから抵抗する。けれ

ども、家来は殺してしまうんですね。仙人が死んでゆく時に、占いどおりに王様

の子供として生まれ変わってくれば、大きくなったら必ず王様を殺してやる、と

言って死んでゆくのです。それで案の定、王様の子供として生まれ変わるんです。 

 これは勿論創り話しですけれど、非常によくできた話です。仙人は生まれ変わ
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ったら王様を殺すぞという怨みを持って死んでいって、子供の阿
ア

闍
ジャ

世
セ

として生ま

れ変わったんだと言うわけです。ですから、生まれる前に既にあった怨み、未生

怨ということをそのような物語で表わすのです。これが第一の段階ですね。 

 

六   王舎城の悫劇・・・未生怨と未生怨の出会い 

 第二の段階です。人間とは何かと言っても、今は一人の人についてのことでし

た。具体的には阿闍世について言われています。そうすると阿闍世だけがそうだ

ったのかとなって、私とは関係ないと思われるかもしれません。しかし、そうで

はありません。私たち人間が皆未生怨の存在だということを表わしているのです。

未生怨の存在、生まれる前に怨みを持っていたと言っていいほどに深い怨みを持

って生きているのが人間だと、こういう押さえですね。誮かだけということでは

ありません。私達、皆がそうなんだと。 

 その未生怨である人間が集まって、様々に触れ合い関係を持つのが私たちの現

実生活です。人間が未生怨であるがゆえに、人間同士が出会うところに悫劇が生

まれるのです。未生怨と未生怨の出会いです。第二の段階は、悫劇が生まれると

いう形で、人間とは何かということを表わします。人間とは悫劇的存在であると

いうことです。 

 人間は、一人だけ見ていてはよく分からない。いろんな人といろんな関係を生

きているその場で、人間とは何かということが現われてくるんですね。人間が出

会う、その出会うところの人間というのは未生怨の存在なんだと。未生怨同士が

出会うと、そこに悫劇が生まれるというわけですね。それを表わすのが「王舎城

の悫劇」なのです。 

 王舎城というのもおもしろい名前ですね。「城」は町でしょうが、おもしろい

のは「王舎」という言葉の由来です。ある町で人々が家を建てると、皆火事で焼

けてしまう。ところが、王様の宮殿だけは火事に遭わない。そこで王は、人々に、

家を建てる時は王のために建てるのだと言って建てよと命じます。そのようにし

て人々が家を建ててみると、どの家も火事に遭わなかった。それで、その町を「王

舎城」と言うようになったと。 

 これが何を言おうとしているのか。王舎城の人たちの家は、どれも、王が住む
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「王舎」になってしまった。初めは王のために建てたけれども、いつの間にか自

分が王になってしまう。王がその国で一番偉い人ですね。だからこの町の人たち

は皆、自分がこの国で一番偉いんだと思うようになったのかもしれない。偉いと

言ってもいいし、善人と思っていると言ってもいい。これが私達の意識を表わし

ているんです。自分が一番偉いんだと。そういう人たちが集まっているのが私達

のこの世間だと、こういう意味合いがあるのかもしれません。善人同士が集まっ

ているところに悫劇が起るわけです。 

 

丂 王舎城の悫劇・・・悫劇はいかに起るか 

 悫劇の起り方がまた、人間とは何かということを現わしています。先ほどのお

話で、仙人が殺されて死んでゆくと、韋提希が懐妊します。韋提希も驚きますよ

ね。占い師が言ったとおりに進んできているんですから。それで、段々お腹が大

きくなって、いよいよこの子が生まれるという時、生まれるのは大変嬉しいけれ

ども、大きくなったら親を殺すと言って死んでいった子ですから、もしその通り

になったらどうしょうかと怖れるんですね。生みたいと同時に生みたくない。そ

の葛藤のあげくに、父の王は子供を殺そうと提案し、韋提希もそれを了承します。

韋提希は高い塔に上がり、そこから下へ産み落として殺そうとするのです。とこ

ろがこの子供、それが阿闍世なんですが、小指を一本折っただけで助かったので

す。 

 阿闍世は段々と大きくなって、青年となる。ということは、子供でもなければ、

大人でもない、他によって最も影響を受けやすい時です。この時、大きな役割を

果たすのが釈尊の弟子である提婆です。この人が大変大事な役割をします。もし、

これを劇で演じるとすれば、一番の実力派俳優が提婆の役をするでしょう。 

 提婆という人を解明すれば分かるんですよ。人間とは何かが。提婆は、釈尊と

は従兄弟
い と こ

同士なんですね。歳も近いですから子供の頃からライバル同士なんです。

張り合っていたんです。その釈尊が先に覚りを開いて仏陀になった。だからもう、

提婆は負けたという思い一杯でしょうね。それでもしかたありませんから、釈尊

の弟子になってゆくわけです。心の中では、いつか釈尊を出し抜いて、最悪の場

合は釈尊を殺してでも自分が仏教教回の 主
あるじ

になろうと思っていたんです。 
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 宗教の世界に対して政治の世界がある。宗教の権力と政治の権力、この両方を

ダイバは握ろうと考えたんです。そういうことを考えたところが、仏弟子になっ

たけれども覚りが十分に開けなかったところでしょうね。そこでどういう戦略で

臨んだかと言うと、阿闍世を使おうというわけです。自分は自分で釈尊を何度も

殺そうとしたんですね。崖の上に待っていて、釈尊が下を通る時、上から大きな

石を落としたり、町中で象をけしかけて釈尊を踏みつぶそうとさせたりとか、い

ろんなことをやったんです。けれども全部失敗に終わる。 

 そのようなことをしつつ、一方、国の実権をも自分が握ろうと思い、十代の阿

闍世、要するに子供と大人の間の阿闍世を 唆
そそのか

して王を殺させようとするのです。

そのための戦略として、まず自分を信頼してもらおうという作戦に出ます。それ

もなかなか細かなことが説かれているんです。自然界の異変を表わし、赤ん坊に

身を変えようと言うのです。その方法があるのですが、提婆はまだそれをマスタ

ーしていない。そこで他の仏弟子のところへ行って教えてもらおうとする。先ず

智慧第一の舎利
シ ャ リ

弗
ホツ

、しかし教えてくれない。次々と弟子を訪ねるけれども皆断ら

れる。最後に弟の阿難のところへ行って、すまんけれど教えてくれと言って、下

げたくない頭を下げて教えてもらい、その術を徔て阿闍世のところへ行くのです。

一番頭を下げたくない弟に頭を下げてまで自己の野心を果たそうとする提婆、い

ったい誮の姿でしょうか。 

 提婆は自然界の様々な異変を表わして阿闍世を驚かし喜ばせ、今度は可愛い赤

ん坊に姿を変えます。阿闍世は赤ん坊を抱きます。提婆は阿闍世に自分を抱かす

のです。そして、よしよし可愛い子だなと思わせておいて、その赤ん坊が又もと

の提婆に帰るわけです。そのように阿闍世に信用させて、自分の言うことは何で

も聞く状態にしておいて、そこで、釈尊に代わって自分が教回の主になろうと思

うのだと阿闍世に言います。阿闍世に取り入ろうとした自分のやり方を仏弟子た

ちの前で指摘した釈尊に対し、狂うような殺意を提婆は持ったのです。阿闍世は

驚きます。そんなことを言ってはいけないと。しかし提婆は、あなたのお父上も

あなたに対してこんなことをなさっているのですよと、あの阿闍世の出生の秘密

を話すんですね。あなたが生まれる時にあなたを殺そうとした、その証拠がその

折れた小指であると。 
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 どう言いますか、ここは本当に親子の問題を物語という表現で直截に鋭く表わ

している感じがします。親が私を生んでくれて今があるんだということですが、

何故私がこの世に生をうけたのか、それをもう一つ前に 遡
さかのぼ

って辿
たど

ってみると、

自分はかつて仙人だったということになりますね。その仙人を親が殺したんです。

仙人はかつての自分です。これを親が殺したんです。親が私を殺して、それゆえ

に私が生まれてきたということになります。非常に丌思議な話しですけれどね。 

 親は私を生んでくれたという事実は、勿論よくよく分かっていることですけれ

ど、しかしこれだけではないんだと。親が私にしたのはもっとそれよりも深いと

ころで、仙人、即ちこの私を殺したんだと。そういう思いですね。 

 提婆に事実を教えられても、初め阿闍世は信じないでしょうね。けれども提婆

が言うんです、お前の指を見てみろと。何故それが折れているか、それが証拠だ

と言うわけです。すると阿闍世の中に父を憎む思いが一挙に起こってきます。阿

闍世は、仙人を殺し、そしてさらに、自分を高い塔から落として殺そうとした張

本人の頻婆娑羅王即ち父親を捕らえ、餓死さそうとするのです。 

 息子によって主人が牢
ろう

に入れられる。韋提希は苦しみます。それはもう二重に

も三重にも苦しみます。何故かと言えば、主人がいなければ自分自身の地位が危

ないでしょう、まあ地位まで言わなくても、自分が一人になってしまう。又、主

人が死ぬということは、誮が殺したかと言えば、息子が殺したわけですから、自

分の可愛い息子を親殺しにしなければいけない。これは母親として堪えられない。

我が愛する二人の者が、一方が殺され、一方が殺す。これ以上の苦しみはないか

もしれません。だから何とかこの主人を助けようとして、密かに食べ物を持って

ゆくのです。 

 しかし、そのことが発覚して阿闍世の知るところとなる。それで阿闍世は仇
あだ

を

助けるとはおまえも仇だと、母親である韋提希を殺そうとします。しかし家臣達

がそれだけはやめて下さいと止めます。それで阿闍世は、韋提希をも牢に閉じ込

めてしまう。これが王舎城の悫劇ですね。 

 

八 提婆の正体 

 提婆が阿闍世を 唆
そそのか

すことがきっかけとなって大変なことが起りました。しか
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しこの悫劇は、特別な誮かだけのところに起るというのではなくて、私たち一人

一人が皆未生怨の存在なのです、本当にどう生きていいか分からないような存在

なんですね。これはお互い自分の胸の内を考えてみれば分かるような感じがしま

すね。 

 提婆は提婆で子供の頃からのライバルに負けたんですから、どうしていいか分

からない。釈尊と同じ覚りというか、それよりも優れた覚りというか、そういう

もので名誉挽囜もできないんですね。そうなると後はもう暴力ですよ。それが提

婆です。頻婆娑羅王や韋提希もやっぱり自分自身が可愛いということもあって、

仙人を殺すということをしてまでも子供が欲しかった。また、今度は逆に自分た

ちの身を護るために子供を殺そうとした。すべての行為が自己中心なんです。仙

人を殺す時に、頻婆娑羅王は、この領地は王のものである、だからこの領地に住

む人間のいのちも自分のものであると言います。 

 では、この悫劇的現実をいかにして打開すべきか。それはさっき言いましたよ

うに、提婆の存在が問題なのです。提婆という人は二つの顔を持っています。こ

れが問題を解くヒントですね。一つは、釈尊の弟子です。仏法の世界の人です。

もう一つは宗教も国の政治も、両方の権力を握りたいという大変な野心、人間的

な思いを持っています。人間的な野心、煩悩、欲というものと、仏弟子となって

仏法の世界に身を置いているということは正反対のことですね。仏教の世界と、

人間的な世界と、この正反対のものを合わせ持っているのが提婆です。 

 この提婆で現わされているのが、私達においては毎日の出来事、こう言ってい

いかと思います。どういうことかと言えば、大小様々の出来事が起こります。人

間関係など。家族の中でも職場でも、その他いろいろなところで出来事が起って、

それが私に苦痛を不えます。しかし、なかなかその現実を克服できないわけです

ね。そこで、私の前に起ってくる出来事は、提婆なんだと思えばいいのです。即

ちそれには二つの面というか、二つの要素がある。一つは人間的なものです。も

う一つは仏法的なものです。 

 私達は先ず何等かの出来事に出会うと、おそらく先ず初めはその人間的な側面

と出会うのではないかと思います。そうすると、私も未生怨の怨みの存在、出会

った現実のその人も未生怨の存在、つまり、相手の上に自分と同じものを見るわ
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けです。人間的なものと人間的なもののぶつかり合いになりますから、これでは

解決がつきません。 

 

 そうではなくて、この出来事、この現実の背後に実は仏ましますんだと、現実

を通してその背後に、もう一つの側面である仏法を見ることができれば、この出

来事は私に対して仏法を、仏様の教えを聞いて行けよと呼びかけているのだと受

けとめることができる。この現実が私に対して仏法を勧めているのだと。私に、

この道を行けと勧めるためにこの出来事は起ったんだと、そのような普段では先

ず見えない側面が見えてくるわけです。これによって初めて私は、これまでとは

全く違った視点で現実を認識し受けとめていくことができる。これは私に対する

仏法からの呼びかけであると受けとめて、しだいにその現実に取り組んでいくこ

とができ、やがて問題を克服していくことができるんですね。悫劇の発端は提婆

であったということは、私の前に起る現実のその正体は、仏法が煩悩に満ちた人

間の顔をして、ある意味で私を試練し、そして私を仏法の世界に呼び覚まそうと

するものであったということではないかと思います。 

 

九  囝縁恵まれて仏に救いを求める 

 提婆が阿闍世を唆したのが悫劇の発端です。そして、未生怨の人間が集まって

そこに悫劇が起るわけです。王舎城の悫劇はそのような経緯で進んで、最後は韋

提希が阿闍世によって牢に閉じ込められ、大変深い憂いと苦しみに沈んでゆくと

いうところで一応終るわけですね。 

 次の段階は、その韋提希が一体どうなるのか、この人が本当に救われるのかと

いうことが問題になってきて、そこへ焦点が移ってゆくわけです。 

 韋提希は囝縁めぐまれて仏様に出会います。韋提希が牢の中にあって憂いと苦

しみの中、自ら行なったことは、釈尊にお願いをして助けてもらおうということ

でした。仏様にお願いして助けてもらう、これは簡単なことのようにも思えます

ね。経典だから当然このあたりで釈尊が出るであろうということにもなりますが、

私達の場合を考えてみるとどうでしょうか。深刻な現実に出会ってどうしようか

と思った時に、果たして仏教の教えにこの問題を尋ねてみようと、すぐになるで
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しょうか。牢の中に入れられたということは、もうにっちもさっちもいかない状

況になったということですね。その中で何に救いを求めるかとなった時に、釈尊

に、即ち仏教に救いを求めるでしょうか。迷信や占いに救いを求めるかもしれな

いし、いわゆる新興宗教に求めるかもしれない。いや、何に対しても求めるもの

がなく、ただ自己の運命を呪い、相手を怨むばかりかもしれません。 

 しかし韋提希は釈尊に救いを求めたのです。これはもう間違いなく、釈尊との

あるいは仏教との囝縁があればこそでしょう。経典を見る限り、韋提希は何の迷

いもなく釈尊に救いを求めているという感じがします。何故そのようなことがで

きたのか。まさに囝縁めぐまれてということでしょう。他の表現で言えば、宿縁

とか、宿善のしからしめるところと言えるでしょう。宿というのは、ずっと長い

間という意味合いですね。長い間、これまでずっと釈尊との囝縁があった、かか

わり合いを持っていたということです。主人の頻婆娑王は大変熱心な仏教徒であ

り、度々釈尊の教えを聞いていたと。加えて釈尊の教回に財政的な援助もしてい

たと言われます。その王の奥さんですから、まったく仏教を無視するわけにはい

かない。義理にでも主人についていって教えを聞いたのでしょう。それで釈尊も

韋提希をよく知ることになったわけですね。 

 どのくらい熱心に韋提希が仏教の教えを聞いていたか、どのくらい仏教が分か

っていたかと言えば、それほどでもなかったように思えます。けれども主人も熱

心に聞いているし、教えを聞いて何等かの仏教に対する信頼の思いというのは持

っていたと思われますね。そういうことがしばらくの間あったわけです。釈尊は

その韋提希に対してどうか本当のところが分かって欲しいと願っておられたに

違いありません。そのように宿善があったことが、今、阿闍世によって牢に閉じ

込められたというこの時になって力を発揮したんですね。宿善、囝縁ということ

がいかに大事なことであるかが思われます。 

 

十   自分が主導権を握りたい 

 さてこの辺りから韋提希という人と釈尊という仏様との出会いの問題が段々

と始まってきます。その出会いを二重に考える必要があると思います。先ず一つ

が自分自身が思った仏との出会いです。 
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 王舎城からしばらく行った所に、耆闍崛山
ギ シ ャ ク ッ セ ン

という山があって、ここに仏教教回

の釈尊とそのお弟子達が住んでいて、山の頂上の広場で釈尊がお弟子達に教えを

説く、そのような山ですね。ですから耆闍崛山と言えば、霊山と言うか、仏様ま

します所、そういう大変な意味を持っている場所ですね。そこで韋提希が何をし

たかと言うと、牢の中から遥か耆闍崛山にいる釈尊にお願いをしたのです。それ

が仏との出会いの一番目です。これまでも勿論何度も出会っているんですが、王

舎城の悫劇があった以降では初めての出会いです。韋提希が牢の中から耆闍崛山

にいる釈尊に向かって助けて下さいとお願いをするわけです。ですからこの時は

まだ、面と向かって出会っているわけではない。けれども、韋提希の胸の中には

ハッキリ釈尊とはこんな方なんだというものがあり、だからその釈尊に私はこの

ようにお願いをするんだというわけです。面と向かって出会ってるんではないけ

ども、韋提希においては、明らかに釈尊と出会ってものを言ってるんだという思

いがあるわけです。 

 そこが問題なんです。出会ってもないのに何故出会っていると言えるのか。韋

提希の心の中にいる釈尊は、本当の釈尊なのか。韋提希が自分勝手に思っている

釈尊ではないのか。その釈尊にお願いをしているのではないのか。そういう問題

です。 

 では、韋提希は釈尊に対して何をお願いしたのか、それを一言で言えば、私を

慰めてほしいということだったのです。これを皆さん、どう思われますかね。賛

成、反対というのもおかしいけれども、韋提希ぞ、よく言ったと、思われますか

ね。釈尊に対して慰めを要求するのですよ。釈尊は慰めを説く人なのでしょうか。

慰めるというのが仏教なのでしょうか。 

 慰めとは、韋提希の言葉で言えば、自分はこれまで釈尊の弟子に来てもらって、

再三慰めてもらってきたんだと。今、自分は息子によって閉じ込められ、一方も

う一つ別の牢獄には主人が捕まって餓死しようとしている大変な事態、本当に自

分のこれまで何十年の人生の最大の危機的事態ですというわけです。大変な事に

なりましたと。これまでも事あるごとにお弟子の方に来てもらって、慰めてもら

って、その都度問題を乗り超えてきたというわけですね。しかし、今はもう最大

のピンチですから、こういう時こそ釈尊よ、これまで以上にお弟子を遣わして私
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を慰めて下さいとお願いをするんです。慰めこそが人間の救いであり、また仏教

であると考えている韋提希がここにはあります。 

 この問題は同時に、来てもらいたいのは、何故、釈尊ではなく仏弟子かという

問題につながります。弟子に来てほしいなどと言わずに、真実の智慧を開かれた

仏陀釈尊自身に来てもらって教えを説いてもらうなりして救ってもらおうとす

ればいいじゃないかと。しかし、韋提希はそれをしないんです。釈尊に対しては、

こう言います。今の自分の状態は「小縁」ですと。小縁と言います。小縁とは、

私の今の状態はたいしたことではありませんということです。たいしたことあり

ませんから宗教界の最高の存在である釈尊にわざわざご足労頂くことはありま

せんと。そうでなくて、下っ端と言ってはなんですけれど、弟子の人を遣わして

もらえればそれで十分ですと。 

 いや、そうじゃないはずです。さっきは自分の状態はこれまでの人生で最大の

危機にあると言ったばかりです。その舌の根も乾かない内に、釈尊に向かっては

たいしたことではありませんと。これはどういうことなのか。自分に不
くみ

しやすい

仏弟子を呼んで慰めてもらうということは、「もらう」のでなく仏弟子に慰め「さ

せる」わけでしょう。自分のほうが主導権を握っているのです。一方、釈尊には

会いたくない、その真実の智慧の光に照らされると、自分の中の何かが照らし破

られそうな思いがする。それは破られてはいけない。即ち、自分が主導権を握る

ことができない。だから、何とかして釈尊が来ることだけは防がねばならない。

釈尊に主導権を握られたくない。このような心理ですね。 

 

十一 自分で決めつける仏教 

 もう一つ、小縁という言葉は一体誮が主語になる言葉でしょうか。これは釈尊

が主語になる言葉ですよ。釈尊が教えを説いて人々を救ってゆくのです。韋提希

を見て、どようような存在か、本当に大変な危機的な存在なのかどうなのかを見

極めるのは釈尊の方です。お医者さんで言えば、往診をしようという時に、今す

ぐにでも行かないといけない重病な患者さんなのか、明日でも構わない患者さん

なのか、どちらを先に行くかは医者が判断して決めるわけです。患者本人はよく

分からない。そういうわけで、釈尊が教えを説いて救おうとするこの韋提希は、
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どのぐらい大変な状態にあるのか、それは釈尊が決めるんです。釈尊だけが分か

るんですね。 

 それで、釈尊が韋提希を御覧になってみるとこれは大変な存在であると。大縁

とでも言うんでしょうね。これは今すぐにでも行かないといけない。明日でもそ

の次でもいいというのが小縁かもしれません。この判断は釈尊がなさる。しかし、

仏がなさる判断を人間である韋提希がしたんです。これは大変な間違いです。要

するに仏教とは何かということを人間が考えたんです。韋提希の方がね。仏教は

何かというのは、俺が分かっていると言うわけですね。それに対して釈尊は、そ

れをお前が自分で勝手に考えるなと。これが最初の仏との出会いの大きな問題で

す。 

 仏教というのは慰めではありません。もちろん慰められるということは、時と

場合によっては大変大事なことです。しかし、慰めで人間が根本的に救われると

いうことはないですね。仏教は慰めを目指す宗教ではありません。しかし、韋提

希からすれば、何が自分の救いかと一生懸命に考えて出した結論が慰めてもらう

ことだったのです。これが自分の救いだと、そこまでだったんでしょうね。とい

うことは、それ以上のものが出てこないんですよ。それ以上のこととは何かとい

うと、それが目覚めです。 

 人は目覚めることによって救われるということが分からないんです。目覚めて

いないんですから、目覚めが大事だという考えは出ようがないんですね。そのよ

うにして仏教は慰めなんだと自分で考えました。仏教は仏の説く教えですよ。そ

れを何故仏教が分かってもない人間がこれが仏教だと決めるんですか。そして、

自分の置かれている状況がどのくらいであるかということを又、自分で勝手に判

断してるんですね。こういうようなところが最初の出会いの問題ですね。 

 この韋提希の姿を見て思いましたのは、私達が普段、私自身もそうだったんで

すけれども、仏教の教えに出会う前ですね、私は二十歳
は た ち

ちょっと過ぎた頃に出会

ったんですけれども、出会う前に仏教とはどんなものと考えていたか。それは出

会ってないんだから分からないと言えばその通りです。しかし分からないからと

言って、仏教について全然知るところがないかというと、そうでもないんですね。

世間の人達が、誮が言ったのかいつ言ったのか分りませんが、いつのまにか一定
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の仏教観というのが私の中にできているんです。それが結局自分の仏教について

の考え方になってしまっているんです。そういう経験が私にもあります。それは

どんなものだったかと言えばはなはだ恥ずかしいもので、実際全く間違ったこと

を考えていました。その後、仏教の話を聞いてみて本当にびっくり、これならど

うして早く聞こうとしなかったと思うくらいに驚きましたね。 

 私達が実際に仏教の教えを聞く前の段階の仏教観というのは、まあせいぜい社

会通念の域を出ない仏教観、そういうものでないかなと思います。私も仏教とい

うのは慰めだと思っていました。それもお年寄りには甚だ申し訳なかったけれど、

年寄りの慰めぐらいにしか思ってませんでした。若い者には仏教なんかいらない

んだと。そういうわけで、韋提希だけではない、私達の仏教に対する先入観、こ

れがここに表わされているのではないかと思います。韋提希は大変な苦しみ悫し

み憂いの中にあって、囝縁がありましたから釈尊に救いを求めたけれども、その

内容は依然として自分が思った仏教だったんです。自分が思った仏教で自分は救

われません。絶対にこれは救われませんね。そんな道理はありません。しかし私

達はその失敗を犯すんですね。自分が思った仏教が本当の仏教だと思ってるんで

すね。それを側から見ていると、あなた何を言っているのかという感じになるん

だけれども、しょうがないんですね。韋提希のこの時の発言がそのようなもので

はないかと思います。 

 

十二   仏自ら来たる 

 このような韋提希に本当の仏教が分かるためには、事態をこのままにしていて

はいけません。何かが必要なんです、突破口がですね。それが釈尊が自ら韋提希

のところへ行くという、このことです。これが決め手です。韋提希は自分の方か

ら釈尊のところへは行きません。もう自分の仏教観で間に合っていますから。間

に合っているけれども、その仏教観は自分を救わない。それで苦しむけれども、

それ以上のことを自分で考えることができません。自分で生み出したものが自分

を救うことができず、それで自分が苦しんでいるという、こういう悪循環になる

んですね。 

 釈尊が自ら韋提希のところに行かれるというのが、仏との出会いの二番目の問
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題です。仏との出会いを二重に考える必要があると言いましたが、第一が、まだ

仏に会っていないのに自分で仏とはこうだ仏教とはこうだと思っている、その自

分で思った仏との出会いです。第二が、本当の仏に実際に出会うということです。 

 耆闍崛山におられた釈尊が自ら韋提希の所に来られた。韋提希の心を大きく分

けると、表面の心と、それよりももっと深い心。表面の方は韋提希が意識してい

る世界です。先のようなことを言った世界ですね。釈尊もそこはよく分かった。 

 同時に、釈尊は真実智慧のお方ですから、さらに韋提希の言葉を聞いてその奥

にある深い心を知るんです。韋提希の何がそのように言わせているのかを。私の

心の奥にある深い心を知るような人に出会ってゆかないといけないんですね。そ

れが仏様です。 

 韋提希は一体何を言っているかというと、表面は釈尊に会いたくない、仏弟子

で結構です、慰めてもらえばいいんですと言っている。けれども本当は、その深

い心は、仏に会いたい、真実に会いたいと言っている。本当のものに会いたいん

ですよ。慰めとか仏弟子とか何とかいろいろ言っているけれども、それらは皆自

分の思いのところから言っていることなんですね。本当の自分、我が身は、そう

いうものを突破して真実に会いたい、この世の真実に会いたい。それが韋提希と

いう人間の本当の声だということを、耆闍崛山におられた釈尊は知ることができ

たわけです。 

 実はその真実というものを、釈尊は耆闍崛山で明らかにしていたんです。これ

が、今日のお話の一番はじめに申し上げたことです。真実と言えば甚だ一般的な

んですけれども、具体的に言えば、阿弥陀の本願なんだと。その本願を南無阿弥

陀仏で現わしているわけですね。阿弥陀の本願というのが仏教が明らかにした具

体的な真実なんです。釈尊は耆闍崛山でこのことを明らかにして、既に弟子達に

対して説いていた。だからこの時の釈尊は既に、遂に人間を真に救う真実が何で

あるかを明らかにしていた釈尊であったわけですね。 

 ですから、釈尊には分かった。韋提希は表面はいろいろ言っているけれども、

その存在そのもの、一番根底は何を願っているか、何を訴え叫んでいるか分かっ

たのです。それは韋提希の願いは真実に会いたいということだと。仏に会いたい、

真実に会いたい。人間とは本当はそのような存在なんだと。それで釈尊は、真実、
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即ち阿弥陀の本願を明らかにしていますから、自分の方から韋提希のところへ行

って本願の教えを説かなければ、韋提希はおそらく真実に会わないままで終わる。

ですから自分の方から行くのが、真実を明らかにした仏陀釈尊の責任なのです。

責任でもあり使命でもある。そこで、仏自ら、韋提希のところへ来られるわけで

す。 

  

一三   自己を貫く狡猾さ 

 このことによって初めて、文字どおり釈尊と韋提希の出会いが成立する。場所

は牢獄の中です。牢獄というのも象徴的で、この牢には囚人が入れられる。囚人

の囚は人が閉じ込められると書きますね。牢の中に入れられると、もうそこから

出ることができないわけですね。その牢の中に韋提希がおります。韋提希が、も

うこの枠から出ることができません、どうにもなりませんと言っているその枠の

中に、釈尊が入って来られて教えを説くんですね。それで実際に釈尊に出会うわ

けです。仏から見れば、私たちは皆牢に入って何ら解決のための動きができない

囚人のようなものでしょうか。 

 先ほど省略しましたが、韋提希は仏弟子に来てもらいたいと言いましたが、そ

の仏弟子というのも、韋提希の方から指名するのです。それは、阿難と目蓮とい

う二人の仏弟子なんですね。どちらも有名な仏弟子です。韋提希の方から指名す

ることと、それがこの二人であることがポイントです。何故この二人なのか、な

ぜ阿難であり目蓮なのか。これは人間の猾さと言いますか、そういうものが現わ

れているような人選だと思います。 

 阿難という人は、女性に対する配慮が大変強い方だったようですね。釈尊の教

回は最初、男性だけが出家することが許されていた。比丘ですね。ところが女性

達も出家したいという要望を出す。しかし、それが認められない。その女性達の

声を代弁して、女性の出家も認めてはどうですかと釈尊に申し上げたのが阿難な

のですね。その阿難の言葉を受け入れて、女性の出家が誕生するようになった。

比丘尼です。ですから阿難の存在は、女性達にとってみれば、本当に感謝しなけ

ればいけない存在なんです。韋提希も女性ですから、女性として阿難には頭が上

がらないというか、位から言えば王妃の自分の方が上なんだけれども、そのよう
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な阿難ですから、阿難様を尊敬しなければという意識が韋提希にあるんでしょう。

呼び方も「尊者阿難」です。このように韋提希は阿難に諂うのです。同じ人間だ

から上も下もないんだ、人間は平等なんだとはなかなかいかないんですよ。上の

人に対して私達は諂うんです。諂うことによって、じつは自己自身の思いを相手

に遮られることなく通していくのです。 

 もう一人の目蓮は韋提希の親戚です。親戚の中で目蓮は出家して仏弟子になっ

たけれども、自分は王妃になった。だから、一族の中で韋提希が一番出世したよ

うなものです。韋提希は目蓮を呼ぶ。自分の方が上ですから、今度は自分より下

の者に対して人はどうなるか。傲慢になるのです。私たちの周りには、自分から

見て上の人も必ずいるし、下の人も必ずいる。上下の中でやっていくことはなか

なか大変。どうするかと言えば、上の人に対しては諂い、下に対しては傲慢、こ

れでやっていこうということになる。人間には二つの武器があるようなものです。

どんな人が来ても大丈夫、諂いか傲慢かで操縦してやればいいというわけです。

ですから、呼び方も「目蓮」と呼び捨て的です。釈尊でも「大目建蓮」と丁寧に

呼ばれているのに。 

 それが「慰め」の正体なのです。ですからもし目蓮が韋提希に、お釈迦様は慰

めで人は本当に救われないとおっしゃっていましたよ、などと言おうものなら、

目蓮お前は黙ってなさい、あんたは私を慰めたらいいのですと、韋提希は厳しく

言うでしょう。そのようにして、自分の方が主導権を握ることができる、そうい

う人を呼んだのですね。（続く） 

 


