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数回前からの大きなテーマは、お釈迦様という方はどのような人かということ

で進めております。前回まではお釈迦様のご生涯にある程度即して見てきたんで

すね。今回は少し間接的な見方をしてみようかと思うんです。 

 直接的にお釈迦様という方はこういうことをなさった、こういう生涯を送られ

たという言い方は当然あるわけなんですが、他にも大変面白い表わし方がされて

きているようです。 

 そのうちの一つは「ジャータカ」ということですね。これは、お釈迦様のお徳

というもの、則ち自らが悟りを開らかれ、その教えを沢山の人に説いて道に立た

しめたというような、そういう大変なお仕事をなさったお釈迦様のお徳を讃えて

いく方法ですね。このような大変なお仕事をなさったお釈迦様という方は、生ま

れる前はこのような方であったに違いないという発想が私達にも自然に出てく

ると思いますね。 

 そこで、お釈迦様は、生まれる前はこのような人や動物であったんだと。その

動物の行いが素晴らしく、それが生まれ変わってお釈迦様になったんだと、その

ような説き方でお釈迦様の徳を表わすことが随分盛んに行なわれたようです。 

 それともう一つは「童子」ですね。童子というのは少年です。もちろん単なる

少年ではなくて、童子の精神というか、童魂ですね。おなじ「どう」なんですけ

ども、道魂は童魂であると言う。逆もあるでしょうね。ですから道を求める、真

実を求めていこうという精神は、それは同時に童子の精神だと。 

 ですから、あたかも少年が本当に純真な気持ちになって、いろんなはからいを

超えてまっしぐらに道を求めて行くようにですね、それが道を求めていくものの

精神だと。その意味を含めた童子ですね。この童子もいくつかの童子が経典の中

で述べられているようです。そして、童子の話が出される時に、この童子が実は

自分なんだとお釈迦様が仰るということがいくつかありますね。 

 今日は一番分かりやすい童子について見てみようかと思います。次回は別の童

子、その次はジャータカについてお話しようと思っています。童子のお話が経典
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の中で展開され、それが実は自分だったんだとお釈迦様が仰るわけで、私もそう

いうことだとは知らずにその童子のお話の方が面白いですから、それだけで単独

に聞いていたんですけども、ああこれがお釈迦様だったのかと、再認識するよう

な感じになったことがあります。 

 

  今日は「雪山童子」について申し上げます。「雪山童子の求道」という題にし

ました。これはよく知られているお話だと思いますが、このお話が出てくる経典

は『涅槃経
ねはんぎょう

』という経典です。雪山と言うのはヒマラヤをいうようです、ヒマラ

ヤ山脈のあのヒマラヤですね。お釈迦様が、私がある時、雪山の 山中で座禅を

くんでいると、このようなことがあったと説き始められるんですね。お釈迦様ご

自身の内面と言いますか、お釈迦様ご自身の求道心、それをこのような形で表わ

しているのかと思われます。 

 経典の言葉は少し分かりにくいかもしれませんので、文章を少し意訳して直し

てきましたので、それを読みながら進めてみたいと思います。 

  初めはこのようなことなんですね。帝釈天
たいしゃくてん

という天人がいるわけです。この

帝釈天が別の天人から次のようなことを聞いたと。 

 「菩薩、すなわち大変な求道者があって、その人は人々のために自分の身を貪
むさぼ

らず、あらゆる人々を利益し、救っていくために種々無量の苦行を行なっている。

たとえ山や海のような宝を見せられても唾
つば

をみる思いで何等執着せず、財宝や、

愛する妻子、邸宅や、車等を捨て、天に生まれる事をも願わず、ただ一切の人々

に救いを得させたいと願っている。」 

 このような人がいるんだとある天人が帝釈天に話すんです。それを聞いた帝釈

天が次のように答えます。 

 「もしあなたの言う通りであれば、その人は一切世間のあらゆる衆生の無量の

煩悩
ぼんのう

を滅し、摂取しようとなさっていることになる。そのようなことは私にはと

ても信じ難い。なぜなら、衆生というのは仮に菩提心をおこしても、ささいな縁

によって動転してしまう。水に映った月は水が動けばすぐに動いてしまうような

ものだ。私はこのような実例を無数に見てきた。」 

 ここで「菩提心」という言葉が出されます。「菩提」というのは真理・道・さ
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とりという意味ですね。ですから菩提心というのは、真理を求める心、道を求め

る心です。真実を求めて行こうという心。具体的には、自分の身を貪らず、人々

の為に大変な行いをしているという、こういう行いが菩提心に生きている姿だと

いうことなんですね。 

帝釈天が思うのは、人が仮に一度そういう菩提心や願いをおこしても続かない

んだと言うんです。丁度、池に月が映って、波がまったくない時は真ん丸な月が

見えますが、一寸
ちょっと

でも石をポチャンと投げれば、もう月が歪
ゆが

んで見えるようなも

んだと。だから、このように自分はやっていくぞと決心しても、一寸その人の上

に何かが起ったらもうその決心がぐらついてくる、これが人間だと。そのような

例を自分は山程見て来たんだと。だから、自分の煩悩を超えて歩もうとしている

人がいるというのは信じられないと。 

 「煩悩」というのは、私達の心も身体も煩わせ悩ますものですね。様々あるわ

けなんですが、一口に言えば極めて自己中心的な思い、自己本意な思いですね。

自分の身を貪るというのが煩悩ですから、煩悩を超えて、大変厳しい修行をして、

人々のためにと歩んでいる人がいるというのは、とても信じられないと。 

  そこで本当にその人がそのような歩みをしているかどうか帝釈天が試しに行

ってみようということになります。「天人」というのは仏教が生まれる遥
はる

か何千

年も前からインドの思想というか、土着の考えの中にあったのですが、それを仏

教の考え方の中に取り入れていくわけですね。その時は、仏教を守る守護神と言

いますか、仏教を守護する役割を担って登場してくるわけです。ここで言えば菩

提心に生きる人、則ち雪山童子なんですけど、そのような仏教に生きる人を守護

していくというのが天人の役割です。天人の登場の仕方というのは非常に面白い

ですが、今はその人が本当に人々の為に生きることができる人かどうか、試して

みようというわけですね。 

 

 「帝釈天は自ら身を変えて、恐るべき羅刹
らせつ

となって下りて雪山に到り、雪山童

子から遠からぬ所に立った。」 

 羅刹
らせつ

という鬼に姿を変える、ここが大きなポイントですね。雪山童子は座って

瞑想
めいそう

しているわけですね。真実とは何かを考えているのでしょうかね。その所へ
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羅刹に身を変えた帝釈天が近付いて行くわけです。 

 「そこで、過去仏所説の半偈
はんげ

を述ぶ。『諸行は無常なり 是れ生滅の法なり』」 

諸行は無常、すなわちこの世のもの全ては無常であると。永遠に変わらないもの

はない。あらゆるものは移ろってゆく。その諸行無常ということ、それが生滅の

法。この世はあらゆるものが生まれ、そして滅して、転回をしてゆく。その転回

のこの世を貫いている法則は諸行は無常ということだと。ですからこの言葉で、

この世の全てを貫く法則というものが明らかにされているわけです。一体この世

とは何なんだろうと尋ねている人にとっては、諸行は無常だとなったら、そうだ

ったのかということになってゆく、そういう位置付けの言葉です。この世の真理

というものを明らかに説いているわけですね。 

 「童子はこの半偈を聞いて、心に歓喜を生じ、座より立って、手をもって髪を

あげ、四方を振り返り、今の偈は誰が説いたのかと言った。」 

 半偈を聞いてとありますが、『諸行は無常なり 是れ生滅の法なり』」が半偈で

すね「偈」というのはうたです。インドでは偈と言いますね、その偈は全体の半

分にすぎないと童子は思ったんですよ。大変素晴らしいことを言っている、この

世の真理を確かに適格に表わしているようだがしかし、これだけではないはずだ

と言うわけですね。この世はこのような世界、それならこの世界をどのように生

きてゆけばよいか、それはまだ述べられていない。後の半偈があるにちがいない

と。それがないと全体が完成しないはずだと、童子は思ったんですね。 

 童子はこの半偈を聞いて心に喜びがおこってきたと。それはそうですね。この

世の真理を明らかに知らされたんですからね。しかし、そこで何をしたかという

ことなんです。 

 「童子はこの半偈を聞いて心に歓喜を生じ、座より立って、手をもって髪を挙

げ、四方を振り返り、『今の偈は誰が説いたのか』と言った。しかし、そこには

誰もいず、ただ羅刹の姿を見るだけである。」 

 こうして結局、恐い、醜い羅刹から後の半偈を聞き、自分が求めている真実の

教えがそれで全部尽くされ、大いに喜んでゆくというように転回するんですね。

それはもう少し先に出るんですが。要するに後の半偈を聞いてゆくためには、こ

のようなことをしなければいけなかったということです。 

 まず、喜びがおこるということです。一つの教えを聞いて喜びがおこる時もあ
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れば、おこらない時もあるでしょう。しかしここで問題にすべきは、一口に言っ

て「真実とは何なのか」と、自分がこの人生を生きてゆく一番大事な真実とは何

なのかということを少しでも尋ねておれば、それに関する言葉に出会えば、「あ

あ、そうだったのか」と、やっと会うべき教えに会うことができたという喜びが

おこるわけですね。ですから、前の半偈を聞いて童子が喜ぶことができたのは、

それまでずっと彼が求めていたということがあったからなんでしょう。真実は、

求める者の上に現れるということでしょう。 

 それから、座より立ち上がります。それまでの童子の求め方、求道というのは、

座っていたわけですね。座っている時に、羅刹の言葉があってそれが耳に入って

きたんですね。座ると立つはこの場合大違いなんです。座っていることは求めは

しているんですが、求め方は、立って自分の足で尋ね歩くという程の積極さはな

いんです。その積極性の違いを座ることと、立って求めて行くということと、こ

の二つではっきりと分けて表わすんですね。ですから、もしここで童子が座った

ままでしたら、あるいは、後の半偈は聞くことができなかったかもしれません。 

 自分で立ち上がり、そして、手をもって髪を挙げる。この表現を少し深か読み

をしましたら、髪が顔の前にあると見えないわけです、だから見えない状態で辺

りを向いてもね、はっきりものが確認できません。だから邪魔な髪は自分で挙げ

るんですね。髪は自分のものでしょう。自分自身のいろいろなものが自分がさら

に次なるものを求めていこうという時の邪魔をするわけです。どうするか。自分

の手で障害を超えていこうとするわけです。誰か来てやってくれるのを待つので

はない。そういうことではないかなと思いますね。 

 そして、四方を振り返る、辺りを見る、即ち、探し求めていくのです。尋ねま

わらなければならない。出会った一つのものですぐに満足してはいけない。世の

中にはどんな人いるか、どんな考え方があるか分からない。「四方」というとこ

ろに、ひたすら尋ね求める姿が出ているように思います。 

 しかし、いたのは唯、羅刹だけだったのです。ここが一つのポイントだと思い

ますね。まっく、誰もいないわけではありません。一人、この羅刹、鬼がいるだ

けです。その羅刹の姿を見た時にですね、おそらく童子の心の中にどんな思いが

起ったか。それはすぐに想像がつく感じがします。 
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 「童子はさらに言った。『誰がこの救いの教えを説いたのか。誰が仏のような

声で辺りを響かせたのか。』しかしいくら探しても誰もいず、やはり羅刹の姿を

見るだけであった。童子は疑った。『はたしてこの羅刹があのような偈を説くで

あろうか。あの偈は人が聞けば、あらゆる恐怖や、醜さをたちまちのうちに除く

ことができるほどのものである。ところが羅刹の顔、といえばその逆の、甚だ、

畏怖
い ふ

すべきものであって、とてもあのような素晴らしい偈を説く者とは思えな

い。」 

 今の半偈を聞いたら、どんなに人生に恐怖を感じて苦しんでいる人も、その恐

怖が除かれてゆくような素晴らしい教えであると。ところが、今、目の前にいる

羅刹の顔、形、姿というのは、まったくその逆、甚だ畏怖すべき恐るべきもので

あって、とてもこのような素晴らしい偈を説く者とは思えない。そういう疑いが

まず起ったわけです。これはよく分かります。 

 

 さて、そこでどうするかというのがこのお話の非常に大きなポイントのところ

だと思います。  

 「一旦は、こう考えたものの、童子はもう一度考え直した。『しかし、私は何

も知らない者だ。この羅刹は、あるいは過去の諸仏に会い、諸仏からよくこの半

偈を聞くことができたのかもしれない。もしそうであれば・・・。よし、羅刹に

問うてみよう。」 

 童子は、前に進んで羅刹のところに到って問うんです。一旦は疑ったけれども

もう一度考え直した。「善知識魔」という言葉があります。これは一寸
ちょっと

矛盾した

ような表現なんですけど。善知識というのは私のことを本当によく知ってくれて、

その教えによって導いてくれる人ですね。私の先生です。ですから、私達がこの

教えを聞いて歩んでゆけるとすれば、その善知識の力におおいに依るわけです。

大変大事な存在、無くてはならぬ存在です。 

 ところがですね、その善知識に「魔」という字を付けて善知識魔と言うんです。

善知識が魔のような役割を私自身にするということでしょうね。魔は私から道を

奪ってゆくのです。善知識から教えをうける私自身の思い方によっては、善知識

が魔になってしまう。たとえば、私の歩みは自分の道ですから、自分が力一杯歩
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んでゆかないといけない、自分の責任でやってゆかないといけない。けれども、

つい善知識に甘えて自分で歩こうとせず、何か歩かしてもらうというように主体

性を失って依存的になった時、善知識は魔のようになって、私から道を奪うよう

に近づいてくるのです。もちろんほんとうに奪うのではあません。私自身が道を

失っているわけです。その「道を失って生きる歩み」を奪おうとするのです。 

 童子は疑います。まさかこの羅刹が、と思うんですね。しかし、もう一度考え

直すんです。経典では、そこは一旦はこう考えた、しかしもう一度考え直しまし

たと、さっと展開をしてゆきますけども、私達の現実は、なかなかさっとはいか

ない。何日も執拗に私に迫ってくる。その問題から逃げたい、その問題が自分に

大事な事を教えているとは思えない。何とかそこから逃げたいということになり

ます。それがだんだんと、時間をかけて、自分のどこかでずっと考え続けていっ

て、遂にその問題を受け入れてゆこうとなったら、ガラッと変わってくることが

あるんです。時間がかかるような問題だとは思います。 

 童子ももう一度考え直したんです。それは、二つの面で彼は考え直しましたね。

一つは、自分自身です。私自身は実は・・・と翻って自分を考えれば、実は何も

知らない者だと。これから道を求めてゆこうとしているだけであって、到るべき

世界については何にも知らない存在だという本来の自分のところに立ち帰るん

です。 

 と同時に、この羅刹は顔や姿は非常に醜く恐い鬼なんですけれども、しかし、

恐い面だけを見て恐い恐いと思っていてはいけないと。彼が何故こういう素晴ら

しい言葉を言うことができたか。ひょっとすれば、かつて仏に出会ってこの教え

を聞いたのかもしれない。それを私に言ってくれているのかもしれないと考え直

したわけです。初め出会った時、童子は、自分は結構道を求めて歩んできている

んだという意識だったのかもしれません。相手の羅刹はこんな醜い鬼、何を知っ

ていようかと羅刹を見下ろしていたのかもしれないですね。しかし、考え直して

みると、自分は道を求めて来ているとは言っても、殆ど何にも知らないんだと、

そこまで下りてくる。一方、羅刹は、表面は醜悪だけれども、仏に出会って素晴

らしい教えを知っているのかもしれないと、彼の本当の存在意味を見抜いてゆく

わけです。 

 立場が逆転するわけですね。こういうところから、私達は教えが本当に自分の
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身に届いてくると言いますか、水が高いところから低いところへ流れるようにで

すね。そこで、童子は羅刹にもう一回問うてみようということになります。 

  

 「童子は前に進んで羅刹の所に至り、次のように問うた。『あなたは、一体ど

こでこの半偈を得ることができたのですか。この半偈は怖畏を離れている者でな

ければ説くことのできないはずのものです。しかも、この半偈の意味するところ

は、あらゆる時代における仏の正しい道を表わしている。一切の人々は、常に様々

な煩悩の網に覆われて、生涯このような教えを聞いたことがないのです」 

 この童子のことばに羅刹は応じます。 

 「童子よ、俺に今それを問うてはいけない。何故かと言えば、俺は食べるもの

を得ることができなくなってから、すでに何日もたっている。方々探し回るのだ

が何も手に入らない。その飢えの苦しみによる心に乱れの中から言ったにすぎな

いのだ。本心から出た言葉ではない。」 

 この羅刹のことばは用意周到さを感じます。一応、先刻自分の言ったことばは

腹の減った苦しみから出たのにすぎない、大したものじゃないんだと謙遜をしま

す。しかし、同時に「腹が減ってものを言うのも苦しい」という自分の事実を明

確に表明しているのです。この事実表明が後になってものを言います。童子は重

ねて羅刹に言います。 

 「もし、あなたが私の為に後の半偈を説いてくださるのなら、私は生涯あなた

の弟子となりましょう。前の半偈はまだ意味も完全には尽くされていないのに、

どうして最後まで説き終わろうとされないのですか。およそ財施は尽きることが

あっても法施は尽きることはない。しかし尽きることはなくても法施は利益する

ところが多い。前の半偈を聞いて私は驚きと疑いを持ちました。どうか後の半偈

でそれを断ち切ってください。」 

 全部、どうして説かれないのですかと。どうか後の半偈を説いてくれと要求す

るわけです。その際、法を説くことの優れた利益までも説明して要求します。法

を説くのは羅刹のほうなのに、聞くほうの童子がなぜ分かったように法の利益の

解説をするのでしょうか。法そのものに出会うことなく、頭だけで解釈している

童子の姿があるようです。 

 これに対し羅刹が答える言葉が、又大事なところだと思います。 
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 「あなたは頭のよく働く人だ。しかしその頭で、ただ自分のことだけしか考え

ず、たった今、俺が飢えに苦しんで説くことができないと言ったことなど、まっ

たく考えてくれていないではないか。」 

 これが羅刹のことばです。童子の気持ちとしては、何としてでも後の半偈を知

りたいんです。だから羅刹に要求するけれども、羅刹としては何日も食べていず、

とても後の半偈など言えないと。しかし、言えないと言っているにも拘わらず、

童子は説いてくれと要求する。その童子の態度に問題ありと羅刹は指摘するので

す。即ち、相手の羅刹の実情など眼中になく、自分の思いだけを主張している。

その自己中心さを羅刹が突くんです。これは童子にとっては大変痛い、身にこた

える言葉だったと思います。 

 このことは道を求める者の一つの共通の問題点かもしれません。自分は教えを

聞いて道を求めている者だということを正当化するというか、善いことをしてい

るんだということで、自分を中心に世界が回っているように考えてゆくわけです

ね。そこを、ズバッと指摘されたわけです。童子は大いに申し訳ないと思ったこ

とだと思います。 

 「それでは、あなたの食べるものはどのようなものですか。」と尋ねます。 

 しかし羅刹は、 

 「もうよい。俺がもし説けば、沢山の人を恐れさせてしまうだけだ。」 

このように言います。童子は、 

 「今ここには私一人しかいません。しかも私はあなたを恐れてはいません。ど

うして説いてくれないのですか。」 

 腹が減って言えないのなら食べ物を自分が用意しよう。周りには誰もいないか

ら恐ろしい声を出しても大丈夫だ。このように条件を自分で整え、又揃ってしま

っているから、童子の要求は真剣さを増してきます。その真剣さに押されてか 羅

刹は自分の食べ物を言うのです。 

 「それなら言おう。俺の食べるものは、ただ人の暖肉、飲むものはただ人の熱

血だ。」 

 人の暖かい肉と熱い血ですから、死んだ人の肉ではない。生きいるものが食べ

物だと。童子の身が身体的には生きていても精神的に死んでいるようなら俺は食

わない、ということでしょうか。 
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 童子は覚悟を決めるんですね。自分の身を捧げようと。その決心こそ生きた身

であったわけでしょう。羅刹、即ち善知識は私たちにその決心を待っているので

す。いのちを投げ出して求めよと。 

 決心した童子は言います。 

 「羅刹よ、どうか後の半偈まですべて説いてください。偈のすべてを聞くこと

ができたならば、私はこの身をあなたに差し上げましょう。この身は死んでしま

えば、何の役にもたちません。虎や狼に食われてしまうだけです。私は真実を求

めたい。たとえこの身を捨てでも真の身を得たいのです。」 

 童子は決心して自分の身を差し上げると言います。そのことばを羅刹は簡単に

は受け入れません。 

 「誰がそのような言葉を信ずることができようか。真実のために我が身を捨て

るなど。」 

 このように言って、童子の決心をさらに確かめるわけですね。羅刹としての所

以がいよいよ発揮されるところです。善知識としてもここは正念場なのかもしれ

ません。真に求め抜く人に育てていく、そのクライマックスの場面です。 

 童子は必死の懇願をします。 

 「あなたはご存知ないのですか。人に凡器を施して七宝の器を得るということ

があります。私もそのように我が身を捨てて金剛心を得ようというのです。あな

たは私の決心を信ずることができないと言われるが、今ここに証明を求めること

ができます。梵天王、帝釈天および四天王、皆このことを証明してくださるでし

ょう。また大乗を修行して六度を成じた諸菩薩も、十方の諸仏世尊も皆証明して

くださるに違いありません。」 

 凡器が変じて七宝の器となるという、法の優れたはたらきを述べ、自らの決心

は主観的なものでも私的なものでもなく、天の神も諸菩薩も皆ご存知のところだ

という、決心の公け性を述べます。あらゆるものによって知られる私の決心、そ

こにこそ、個人の思いで捉える私的なものでなく、公の場で明らかにされ、それ

を存在の根拠とする真の不動の決心があるのです。   

 これに対する羅刹の答えです。 

 「お前が本当に身を捨てるというのであれば、残りの半偈を説くとしよう。よ

く聞くのだぞ。」 
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 これを聞いて童子は、 

 「童子は大いに歓び、身に着けていた鹿皮の衣服を脱ぎ、敷いて羅刹のための

法座とし、長跪して申し上げた。『師よ、どうかこの座にお坐りください。そし

て私のために残りの半偈を説いてすべてを説き尽くしてください。』」 

 鹿皮の衣服を脱いで、羅刹の座としたというのはどのようなことでしょうか。

自分が着ているような大事なものを差し出さなければ、教えは聞けないと言うこ

となんでしょう。自分の方は大事なものを確保しておいて、さらにその上に教え

を欲するというのは、その教えの自分における位置はどうなんでしょう。 

  仏教の教えを聞くというのは、どこででも聞けるというものではないんです

ね。本来はどこででも聞けるものなんでしょうが。しかし、もし自分がどうして

も聞きたいというのであれば、どこかで仏教を聞く会を開かないといけない。待

っていてはいつできるか分からない。だから自分のところでやるしかない。即ち、

自分自身の何かを差し出して、自分の家とか、具体的な場、いろいろな備品、そ

もそも自分の時間とお金、労力、そういうものを差し出してでなければ、聞くこ

とは難しい。それが立ち上がって聞くことの具体的な姿ではないかと思います。 

 羅刹は答えます。 

 「『生滅滅し已
おわ

り 寂滅を楽と為す』そして、続けて言う。童子よ、汝は偈の

すべてを聞くことができ心満たされたことであろう。もし諸々の衆生を利益しよ

うと願うならば、今、汝の身を我に施せ。』」 

 羅刹が説いた後の半偈が「生滅滅己 寂滅為楽です。前の半偈で言った生滅の

全体が滅し已れば、已るというのは完全に滅してしまえば、寂滅の世界、寂滅涅

槃の世界を楽と為すと。寂滅涅槃の世界こそ真の楽であり、人間が真にいきいき

と生きることのできる世界の源である。即ちこの後の半偈が仏の世界を表わして

いるわけです。この半偈が出てこないと前の半偈だけではどのように生きていい

かが分からないわけです。 

 そして羅刹は約束どおりその身を差し出せと迫ります。 

 

 それを聞いて童子は考えます。ここに、真実のことばを求め、生きていこうと

する者の姿がとかれます。 

 「童子は羅刹の言葉の意味するところを深く考えた。そして辺りの石という石、
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壁という壁、樹という樹、道という道すべてにこの偈を書写し、死後その身が露

現することを恐れて身の衣装をかけ、高樹に上った。」 

 その約束はもちろん果たさなければいけません。けれどももし今、自分がこの

身を羅刹に捧げて食われて死んでしまったら、せっかく今自分が聞くところの真

実の言葉を、誰も知る者がないようになってしまう。これははなはだ残念だ。そ

こで、羅刹に身を投げる前に、石や壁、樹、道のすべてに、その真実の言葉を彫

りつけるわけです。それによって、自分の死後に人に伝わるがわけで、そのこと

によって、この地上に初めて明らかになった真実の言葉が、皆に伝わってゆくと。

もし自分がそれをせずに死んでしまえば、真実の言葉は失なわれてゆくと。 

  初めにありましたけれども、帝釈天が他の天人から言われたことで、ある童

子がいて、彼は自分の身を貪ることがなく、人々の救いを考えていると言うわけ

ですね。だからこの童子は本当にそうだったんですね。人々にこの真実の言葉を

残そう、伝えてゆこうとする。その上で自分の身を投げる。自分の身を投げるの

も、そうしなければこの言葉を得ることができないというわけですから。童子は

本当に人々の為に生きているということが、このことで証明されるわけです。で

すから、真実の言葉、真実の教えというものは、決して自分一人のものではない

んだと。何とかしてそれを次なる人に伝えてゆくということが大事なんだという

ことが表わされていると思います。 木に登って、木の上から、下で口を開けて

待っている羅刹めがけて飛び込んでゆくわけなんですが、木に登ってゆく途中に

木の神が童子に問うんです。 

 「よき友よ、何をなさろうとするのか。」 

 童子は、 

 「身を捨てて偈に報いようとするのです。」 

 すると木の神は、 

 「その偈はどんな利益があるのか。」 

 それに対して童子は、 

 「この偈は三世の諸仏の説かれる真実の法なのです。私はこの法のために身命

を棄捨するのです。名聞・利養のために、あるいは財産や権力の為に、さらには

天人の楽を得るためにするのではありません。一切衆生の利益を願うためにこの

身を捨てるのです。」 
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 名聞と名利心と言いますか、自分個人が評判よく言われるのを求めるわけです。

利養というのは損得を考えて、自分が個人的に得をしよう思う心です。その名聞、

利養のためにしているのではありません。あるいは、財産や権力、お金を得るた

めにしているのではありません。この名聞 利養、あるいは財産、権力というの

が、人間的な思いの中で一番欲しいものなんですよね。 もし世間の中で勝った

負けた、上だ下だ、優越だ劣等だという、そのような中で翻弄されるだけの人生

を送るとすれば、名聞、利養、権力、財産で一喜一憂する人生になりますね。し

かしこの童子は、そのようなものを得るためにやっているのではありません、こ

のように木の神に告げるわけです。そしていよいよ身を羅刹の口に向けて投じま

す。 

 「いよいよ身を捨てる時、童子は次の願いを起こした。『願わくは一切の慳惜

の人にここへ来てもらって、私がこの身を捨離するのを見せたいものだ。小施を

もって高き貢とするものに、私がたった一偈のために草木を捨てるようにこの身

を捨てる、この姿を見せたいものだ。』童子はこう言い已わって身を空中に放ち

自ら樹下に投じた。」 

 身を投じますが、しかし、その身は羅刹の口には入りません。 

 「身が下って未だ地に至らないうちに、虚空の中で種々の声を出した。その声

は色究竟天に至った。その時、羅刹は元の帝釈天の身に復し、空中において童子

を摂取し、平地に安置した。帝釈天や大梵天王をはじめとした諸天人は童子の足

下に稽手頂礼し讃えて言う。『善い哉善い哉、汝は真の菩薩である。無量の衆生

を利益して、無明黒闇の中において大法炬をともさんと欲している。あなたは未

来において必ず無上菩提を成就なさるであろう。その時はどうか私どもを済度し

てくださるようお願い申し上げる。』そのとき帝釈天と諸天は童子の足を頂礼し、

辞して去り、忽然として姿を隠したのである。」 

 身を投げて下に落ちる前に、羅刹がもとの帝釈天の姿に変わって空中で落ちて

くる童子を抱きとめて下に置くわけですね。そして、帝釈天や他の天人達も皆集

まって、あなたは将来無上菩提を成就する人となるでしょうと。無上菩提、即ち

最高の悟りを開くと。もしあなたが無上菩提を成就なさったら、どうか私達にそ

の教えを説いてほしいと、このように天人達がお願いをすると言うところでこの

お話しが終わるんです。 
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 若干省略をしたところもありますが、ほぼこのような内容だと思います。 

 このお話は仏教では有名なお話ですから我々もよく聞くんですけども、実際、

経典を見れば少し違うところもあるようです。 

 

 羅刹が腹が減って言えないのに、童子が教えてくれと迫る場面がありますね。

それに対して羅刹が、おまえは自分の都合しか考えないと言って童子を叱るとい

うか、問題点を突きます。私はこの内容は聞いたことがありませんでした。とこ

ろが経典を読んでみると、そのようになっています。なかなか面白いですね。ま

さに童子は私たちと同じ人間だなあという感じがしました。 

 さらに、全体を通して、具体的な表現については、いろいろな理解ができるだ

ろうと思います。自分であれこれ考えてみるのは楽しいものですね。 

 さて、雪山童子の求道ということで文章を追ってみると、以上のようなことな

んですが、要するに、この物語が言わんとする最大のポイントは何かということ

ですね。細かなところはいろいろあったかと思うんですが、この物語が示す最大

の教えは何か。それは、後の半偈はどのようにして聞くことができるかというこ

とではないかと思います。偈の全体が前半と後半に分かれています。私たちが聞

くべき教えが前半と後半に分かれているということでしょう。そしてそれぞれの

半偈はどのようにして聞くことができたか。それが随分違うわけです。 

 前の半偈は童子が坐っていたところに、羅刹の方から説かれ、それが聞こえて

きた。すなわち因縁恵まれてすばらしい言葉を耳にすることができたわけです。

勿論童子はただ坐っていたのではなく真実を求めていた。だからこそ耳に入って

きたわけなんですけれども、この場合、教えは、どちらかと言えば、因縁恵まれ

自然に自分の耳に入ってきたわけです。このような聞き方、これが前の半偈の聞

き方ですね。 

 後の半偈の聞き方は随分違います。立ち上がる。そして辺りを探す。しかしそ

こには羅刹しかいない。まさかこの羅刹があのような素晴らしい教えを説くはず

がないと思うわけです。その醜悪な外形がそう確信させるわけですね。 

 しかし、一旦はそう思うんですが、もう一度考え直します。ここは大変なとこ

ろだと思いますね。私たちはそれぞれ問題・現実を抱えています。そしてその問
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題にどう対処するか、どう取り組んでいけばいいのかをずっと考えているわけで

すね。なかなか道が見つからない。問題を軽くみてみたり、突き放してみたり、

避けたいと思ったりしている。しかしそうではなくて、その問題こそ私自身が歩

んでいく場なんだと、そこを避けて何か快適な歩みをするのが人生じゃないんだ

と。何か別の世界をと思っているのは、思いだけ。何ら、起こりえない夢なんだ

というわけですね。実際は次から次へと問題が起こってきて、そこを歩んでいく

わけです。決して立派になんか歩んでいけないんですね。立派でなくていいんで

すよ。その問題のところを、これがまさしく自分が歩む場だと受けとめて、真摯

になりふり構わず取り組んでいけばいいわけです。 

 そのようにして、初めは逃げていた自分の現実にだんだんと取り組むことがで

きるようになっていく。それには大変な力や時間がかかるわけです。童子の前に

立つ羅刹が、即ちこの現実が、実は自分に大変な教えを知らせてくれる現実だっ

たんだということですね。そのように我が現実の中から教えを聞いていくことが

できるというのが後の半偈なんですね。そこには、「立ち上がって」ということ

で象徴的にあらわされているように、自己自身に取り組む積極的な姿勢によって、

初めて後の半偈を聞くことができるということが示されている。このようなメッ

セージが出されている物語ではないかと思います。 

  

 さて半偈ということでもう一つ考えてみたいと思います。それは、教えを聞き

道を求めていく私たちは、今どこにいるか、という問題です。 

 求道の道のりを、出発点→中間点→ゴールと、簡単な図式で考えてみます。ゴ

ールというのはおかしくて、仏道にゴールなどないのでしょうけれど、まあ、お

話の都合上、一応ゴールを設定しておきましょう。私たちはそれぞれ、この、出

発点→中間点→ゴールの間のどの地点にいるかということです。 

 何十年もの間仏法を聞いてきたベテランの人は、もしかすると、自分は中間点

をはるかに過ぎ、ゴールの一歩手前の辺りまできていると思うかもしれません。

しかし、その人には次のように言わねばならないでしょうね。いや、あなたはそ

んなところにはいない。あなたが立たなければならない場所は、ここなんですよ、

と言って、中間点を指し示すのです。そうするとその人は、いやこれまで何十年

も聞いてきた、又今から同じだけ聞くとすれば、もう時間が足りない、と言うか
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もしれませんね。 

 そうじゃないんです。時間の中間点を言っているのではない。聞いた教えの分

量の中間点でもありません。あなたには、まだまだ、尋ね求めていかなければな

らないことがある、ということです。これから聞く教えは、これまでと同じ教え

でも構わない。問題は、あなた自身をさらに深めていくことです。教えによって

もっと掘られ、もっと照らし出されるべきものがあなたの中にある。そこにメス

を入れる作業、メスを入れていただく作業の手が、なまぬるく、緩んできている

のではないですか、ということです。緩んでいるからゴールは間近と思ってしま

いたいんでしょう。 

 求道の中間点に立たなければならないのです。これまで長年お聞きしてきたの

は、確かに苦しく厳しい状況の中、努力し頑張ってきた、自分でも、よくぞここ

まで歩んでこられたという感慨もあるでしょう。しかし、今の時点で言えば、そ

れらは全て恵まれたもの、賜ったもの。よき師友からいただいたものばかり。こ

れからは、自分が立ち上がって、辺りを見回し、そこにいる羅刹から教えを聞い

ていく。即ち、これまで光の届くことがなかった自己のその部分を照らし出して

いただくのです。光が届かないようにしていたのは自分自身なんですから。その、

光をさえぎろうとする自己の姿そのものを、新たに照らし出されていく。それは

あなたにとって初めての経験、そこから開かれる世界は前人未到の天地。そうい

う歩みに立ち上がらなければならないということです。そしてもし、そのような

歩みが大変な努力のうちにしばらくの間なされた時、その時が又、そこまで進ん

だぞ、というのではなく、そこが又中間点に立ち返るべき時なのです。歩み歩み、

常に自分を中間点に据えて、過去の恵みに感謝し、新たな未曾有の世界に向けて

自己を開かれていかなければならないのです。 

 一方、このようなベテランとは違って、ついこの間聞き始めたという初心の方

もおられるわけです。そのような方は或いは次のように言われるかもしれません。

私はまだ聞き初めで、右も左もよく分からないので、出発点のところにいるかい

ないかのようなものです、と。勿論、お気持ちは分かります。しかし、そのよう

な方にも申し上げなければならないことがありますね。そのわずかの聞法が、あ

なたが賜った教えの世界。それは微々たるものかもしれないけれど、すでにあな

たは歩み出した。そして今は、実は中間点にいるのだ、と。初心の方は初心の方
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の中間点にいるのです。他の人と比べてどこにいるのかを測るのではありません。

自分における、しかも求道上の位置です。教えの分量でも、聞いた年数でもあり

ません。求道というのは常に自己を中間点に置く営みなんでしょう。ですから初

心の方も仏法に出会ったことに感謝し、そこで自分なりに立ち上がって、これか

ら自分の足で求めていくのだという気概で歩みを進めて欲しいと思います。ベテ

ランの人も、何十年のご教化に感謝し、さらに立ち上がって、いよいよ自己を深

めていく歩みをどうか推し進めていただきたいですね。前の半偈と後の半偈の教

えには、このような意味合いがこめられているのではないかと思います。 

 

 いずれにしましても、雪山童子の求道は、道を求めることを巧みな譬えでよく

表してあるように思え、読んでいて、有り難いと感謝の心が起こってきます。お

互い、雪山童子のように、とは簡単にいきませんが、その万分の一の求道心でも

起して、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 


