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シャカの道
2013 年 5 月ブログ掲載

１．原始仏典と大乗仏典

先日、関西の福音主義神学会で奈良の牧師が仏教について発表をなさったとうかがった。

そのレジュメを拝見すると、キリスト教と比較して仏教をうんぬんするのではなく、仏教

の内容をほとんど知らされていない仏教徒に、開祖であるシャカの教えに照らして、日本

の仏教を知ってもらうことが大事だと書かれてる。「そういうものか」と思ったので、以

前にメモしたごくかんたんな仏教の概要を何度かに分けて、ブログに掲載したい。

第一回目は、仏教のよりどころになっている経典について。仏典は大別して、原始仏典

（阿含経）と呼ばれるものと、大乗仏典と呼ばれるものとがある。なお仏教の開祖につい

ては、ゴータマ・シッダールタとか、シャーキャムニとか、釈尊とかいろいろ呼ばれ方が

あるが、ここでは、引用文以外は、一番なじみのあるシャカという呼称で統一する。

＊原始仏典（阿含経典群）

原始の仏教経典とは、「紀元前６世紀から５世紀の仏陀、シャーキャムニの言行録や、

仏陀をめぐる事件の記録と信じられているものである。それらは律・経・論の三部（三蔵）

にわけられるが、その第二の『経』が教理や思想の根幹であることはいうまでもない。直

接の記録とはいっても、仏陀の説法がすぐに速記されたのではなく、仏陀が世を去ったの

ちの弟子たちの会合において結集されたものが、数百年の間弟子から弟子へただ記憶によ

って伝えられ、そののち文字に移された」（中公世界の名著『バラモン教、原始仏典』長

尾雅人 p53 ）ものである。

つまり、原始仏典にこそシャカが語り教えたことが、口伝の時期が相当あったとはいえ直

接に記録されているということができる。この原始仏典は阿含経典群のことである。

＊大乗仏典

一方、大乗経典の最初のものは『般若経』である。大乗経典の代表的なものは『維摩経』、

『華厳経』、『大無量寿経』、『阿弥陀経』『観無量寿経』、『法華経』、『涅槃経』、

『勝鬘経』など。これらを作った人々はだれであるかは明らかではない。シャカ没後その

墓（仏塔）参りに来る人たちに、おシャカ様の偉大さを墓守が話しているうちに数百年も

立つと、いわば超人シャカ伝説がふくらんで信仰となっていったのであろうと推測されて

いる。大乗経典は早いもので紀元前１世紀ごろから、そして遅いもので紀元後６、７世紀

にかけて作られたと言われる（ひろさちや『仏教・人間の救い』p122) 。

だから、大乗仏典はシャカが教えたことが書かれているのではなく、シャカ没後六百年

頃から千二百年頃までに、シャカに仮託して作り上げられた思想文学であるというのが、

仏教学会の結論である。「仏教の経典に対する文献学的研究では、大乗仏教の経典は釈尊

の般涅槃から数百年後に編纂され、釈尊に仮託された思想文学であるという結論が支持さ

れている。」(wikipedia「大乗非仏説」）
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中国や日本の仏教の各派はそれぞれ大乗経典に根拠を置いている。たとえば、天台宗や

日蓮宗は『法華経』に、華厳宗は『華厳経』に、浄土宗や浄土真宗派『大無量寿経』その

他の浄土経典に根拠を置いている。

２ シャカは死後に無関心だった

シャカが人間の死後の問題についてどういうふうに考えていたかを示している二つの話

がある。一つは「ヴァッチャゴッタの問い」、もう一つは「毒矢の譬え」である。これら

は原始仏典『阿含経典』のなかに納められている。いずれも私たちが注目している「死後

観」については、内容的にはまったく同じことを言っているので、ここでは毒矢のたとえ

だけを示すことにしたい。本文全体に関心のある方は増谷文雄『阿含経典』第五巻（筑摩

書房）を御覧いただきたい。

マールンクヤプッタという哲学青年が、次のような哲学的な問題をシャカの所に持って

きた。＜この世界は常住であるか、無常であるか。この世界は辺際があるかないか。ある

いは、霊魂と身体は同じであるか、各別であるか。また、人は死後にもなお存するのであ

るか、存しないのであるか。あるいはまた、人は死後には存し、かつ存しないのであるか、

それとも、人は死後には存するのでもなく、存しないのでもないのであろうか。＞そして

マールンクヤプッタはこれらの問いにシャカが納得の行く答えをくださったら、シャカに

ついて清浄の修業をしようと考えていた。

これらの問題は、シャカのいた時代、インドの哲学者たちの間で関心をもたれ、議論さ

れていたものだった。シャカのいた前五世紀という時代は自由思想家の時代で、すでに「イ

ンドでは、ウパニシャッドに見られる多くの哲人が、すでに輩出したのちであった。そこ

には極端な唯物主義、快楽論から懐疑主義に至るまで、あらゆる思想が出そろっていた」

（長尾ｐ１１）。シャカもそうした自由思想家の一人だった。

さて、この問いに対してシャカはどう答えたか。世界の永遠性についても、世界の無限

性についても、霊魂と身体の一体性区別性についても、人間の死後の存在問題についても

「無記」の答え、つまりイエスともノーとも答えなかった。死後の問題に関するところだ

け引用しておく。

>>

「マールンクヤプッタよ、＜人は死後もなお存するとの見解が存するとき、そのとき清

浄の行がなる＞ということはない。マールンクヤプッタよ、＜人は死後には存しないとの

見解が存するとき、そのとき清浄の行がなる＞ということもない。マールンクヤプッタよ。

人は死後にもなお存するとの見解があるときにも、あるいは、人は死後には存しないとの

見解の存するときにも、やっぱり、生はあり、老はあり、死はあり、愁・悲・苦・憂・悩

はある。そして、わたしは、いまこの現世においてそれを克服することを教えるのである。」

（増谷文雄訳『阿含経典』p52)

<<
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死後、人間がどうなるかということについては、シャカは何も答えない。シャカにとっ

ては、死後どうなるかという問題は現世の苦悩にはなんら関係がない。そして、シャカは

自分の務めはなにかといえば、「いまこの現世において」人間が持つもろもろの苦悩を克

服する方法を教えることなのだということである。徹底した現世主義。この点がシャカの

思想が、もろもろの形而上学的な問題を議論することで明け暮れていた当時の自由思想家

のなかでユニークな点であった。

シャカは死後の「救い」については沈黙して、「いまこの現世において」というところ

に集中して、苦悩からの解放の道を説こうとした。シャカにとっては死後の「救い」は関

心の外にある。だから、自分が死のうとするときにも、シャカは弟子たちに命じた。「私

の葬式には在家の信者たちがするだろうから、君たちは大切な修業に専念しなさい。」と。

そういうことから考えると、もしかりにシャカという人物が現代の日本に生きていたら、

一般的な意味での宗教家という範疇の外の人であろう。日本では、宗教というものは死後

の問題を扱うものであり、宗教家というのは葬式や死者の供養にかかわる務めをするもの

であるというのが、一般的な考え方であるから。もし現代にシャカが生きていたら、「葬

式仏教」の現状に目玉が飛び出るだろう。彼自身は大学の心理学ゼミの教授か、あるいは

町の精神科のクリニックのお医者さんをしているのではないか。

３ 苦の原因と解放

＊現世は四苦八苦

さて、シャカは死後には無関心で、現世の課題に取り組もうとする。シャカの現世の見

方は非常に悲観的で「人生は皆苦である（一切皆苦）」という。その苦しみは「四苦八苦」

ということばに要約される。四苦とは、「生老病死」つまり、老いること、病気になるこ

と、死ぬこと、そしてこんな苦しみに満ちた世界に生まれた苦しみ。そして八苦とは、さ

らに、生老病死に、憎らしい者と会わなければいけないこと（怨憎会苦）、愛する者と別

れなければならないこと（愛別離苦）、欲しいものが手に入らないこと（求不得苦）、人

間存在を構成するあらゆる物質的及び精神的な要素にまつわる苦しみ（五蘊盛苦）、これ

ら四つを加えたものである。（渡辺照宏『仏教』p97,99)

なぜシャカはこれほど世界は苦しみに満ちていると認識したのか？私にはよくわからな

い。ともかく、シャカにとっては人生は苦しみのかたまりだから、この苦しみからの解放

が課題となる。

＊縁起（因果律）

苦という問題解決のためにシャカが発見した世界の根本法則が、縁起の思想である。仏

教者ひろさちや氏は、仏教を＜構造分析・法則発見型宗教＞と呼び、シャカが発見した根

本法則は縁起の思想であったという。縁起説というのは因果律、つまり、物事には原因が

あるという思想である。それを定式化して言うと、以下の通り。

「ＡがあるからＢがある。Ａが生じるゆえにＢが生じる。

ＡがないときＢがない。Ａが滅するゆえにＢが滅する。」
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＊苦の原因

では、人生の苦しみの原因はなにか？シャカは「世の中にある種々さまざまな苦しみは、

執着を縁として生起する」のだと言う（『スッタニパータ』1049-1051 学生メッタグーの

質問、中村元訳）。「いつまでも若くありたい」という執着があるから老いが苦しく、「い

つも健康でありたい」と執着するから病気が苦しく、「いつまでも生きていたい」という

執着があるから死が苦しいという。

では、「いつまでも若くありたい」「いつも健康でありたい」「いつまでも生きていた

い」という執着の原因はなにか。シャカに言わせれば、それは無明である。無明というの

は人が現実を見失っているということ、現実誤認である。現実は、「人は必ず老い、人は

病気にかかり、人は必ず死ぬ」ということであるのに、その現実を直視していないから執

着が生じ、執着が生じるから苦しみが生じるというわけ。以上の因果関係を示すと、以下

のようになる。

無 明（現実誤認）→ 執 着 → 苦

＊苦からの解放

では、苦しみからの解放はどこにあるかというと、無明を明知に転じることである。た

とえば、「生者は死ぬ」「健康者は病にかかる」「若者も年をとる」「憎たらしいやつに

も会わなきゃならない」「愛する人とも別れの日は必ず来る」「欲しいものがみな手には

いるわけじゃない」という現実を直視することである。そうすれば、ばかげた執着はなく

なり、執着がなくなれば、苦しみはなくなるというわけである。仏教の本は聞きなれない

漢語がたくさん出てくるので、むずかしげだが、ごく単純な理屈である。

明知（現実直視）→ ばかな執着がなくなる → 苦がなくなる

「取著するものを、これはいけないぞと見ていると、その人には、愛著の念が滅してく

る。愛が滅すると取が滅する。取が滅すると有が滅する。有が滅すると生が滅する。生が

滅すると、老死・愁・悲・苦・憂・悩もまた滅する。」（「大樹」『相応部経典』12:55 、

増谷文雄訳）

＊四諦＝明知（現実直視）

この明知をもたらすのが、四諦である。まず、「人生は苦である」という認識（苦諦）、

「愛着が苦の原因である」という認識（集諦）によって苦の原因にさかのぼり、次に、「愛

着を滅することによって苦が消滅する」という認識（滅諦）を得、「これは苦の消滅に至

る方法である」という認識（道諦）を得て実践することである。

「若者は老いるものなのだ」とあきらめれば、若くあることに対する執着がなくなり、

したがって老いの苦しみはなくなる。「健康な者もいずれ病気になるものなのだ」とあき

らめたら、健康であることに対する執着はなくなり、したがって、病の苦しみはなくなる。

「生きている者は死ぬものなのだ」とあきらめたら、生きることに対する執着はなくなり、

したがって、死の苦しみはなくなるというのがシャカの理屈である。

＊明知を得るには・・・八正道
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そうは言っても、それは理屈がそうであるというだけであって、ほんとうにそうだと納

得するつまり明知を得るのはまた別である。これを得る方法として「八正道」の実践が必

要になる。「八正道」とは、

一、正見（正しいものの見方）

正しいものの見方が明知を得ることになるから、もっとも根本的なこと。欲やこだわ

りによって偏った見方をしないこと。これは二から七の実践によっておのずと身につ

く。

二、正思惟（正しい考え方）

柔和な気持ちでものを考え、人を思い遣ること。

三、正語（正しいことば）

偽り、悪口、中傷、お世辞、無駄口を避ける。

四、正業（正しい行為）

生き物を殺さず、盗まず、みだらな性生活をやめ、酒を飲まない。

五、正命（正しい生活）

早寝早起きをし、暴飲暴食をやめ、規則正しい生活をする。

六、正精進（正しい努力）

適度な努力。怠慢も無理ながんばりもいけない。

七、正念（正しい注意）

つねに四諦を忘れない。

八、正定（正しい精神統一）

禅のこと。

シャカの教えた救いとは、「今、この現世において」この八正道の実践により明知を得、

明知によって執着を去り、執着が去れば苦が滅するということである。言い換えると、シ

ャカのいう苦からの解放の道とは

＜現世で健全な生活を心がけ→現実を直視するならば→執着がなくなり→苦悩から解放さ

れる＞

ということである。

以上のように、シャカの思想は現世主義で合理的でシンプルである。シャカが説いたこと

は、来世とは無関係である。シャカに死後・来世の祝福を求めようとすることは、医者に

どうしたら天国に行けるのかと聞くようなものであり、魚屋にトマトを買いに行くような

ものである。

４ シャカの教えと大乗仏典の違い

（１）大乗仏教の仏たち

シャカは死後・来世のことについて「無記」だった。シャカは「仏様におすがりすれば

死後は仏国土に成仏できる」とは教えなかった。では、日本の仏教徒がなんとなく考えて

いる死後・来世の救いはどこから出てきたのか？それは、シャカが死んだあと数百年もた

って墓守か誰かによって作られた「超人シャカ伝説」であると、ひろさちや氏は教えてい

る。では大乗経典でいうもろもろの仏たちとは、なんなのか。

シャカは、生きている間には、自分を神格化したことはないが、死後数百年を経るうち

に、その墓を中心にしてシャカの神格化する人々が、「シャカは死んだがブッダ(真理を悟
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った人)は死んでいない」という伝説を作った。すなわち肉体としてのシャカは死んだけれ

ども、永遠の真理としてのブッダは死なないというのである。この永遠の真理としてのブ

ッダを法身仏（ほっしんぶつ）と呼び、肉体としてのシャカその人は色身仏と呼ぶ。

さらに、真理としてのブッダは永遠なのであるから、シャカ以前にも同じ真理を説いた

ブッダが無数にいたということを、想定するようになった。それが「過去仏」と呼ばれる

仏たちで、ビバシ仏、シキ仏、ビシャフ仏、クルソン仏などたくさんある。そして、ブッ

ダが永遠である以上過去だけでなく未来、シャカ没後 56 億 7 千万年後にも来るに違いない

という想定がなされて、それが弥勒仏（マイトレーヤ）である。さらに、昔人間としてい

たがブッダになり、今も極楽浄土で説法している仏として阿弥陀仏が想定された。また、

永遠不変ということを過去未来に押し進めてビルシャナ仏も想定された。無論すべて虚構

である。

シャカ（ゴータマ・シッダールタ）は歴史上実在の人物であったが、神格化された永遠

の真理としてのシャカムニ仏を初め、阿弥陀仏、ビルシャナ仏（大日如来）などなどその

ほかの仏たちはみなフィクションである。「阿弥陀仏が仏陀になられる前、修業中の名を

法蔵菩薩といった。阿弥陀仏は釈尊とは異なり、実在の人物ではなくてフィクション（虚

構）である」と、以上、仏教者ひろさちや氏は述べている（前掲書 p167)。

そして、この無数の仏たちは十方世界に充満しており、それぞれの仏がそれぞれの仏国

土（＝浄土）を持っているということが想定されるようになる。たとえば薬師仏は東方に

浄瑠璃世界と呼ばれる仏国土を持ち、阿弥陀仏は西方に極楽世界という仏国土を持ってい

るという。いうまでもなく仏国土もフィクションである。

死後・来世については口を閉ざして「この現世における苦悩からの解放」に徹したシャ

カと、死後の世界を考えた大乗仏教とはまったく別物である。だから、宗教学では「大乗

教はシャカの教えではない」（大乗非仏説）とされる。というわけで、「なお、この大乗

仏教物語はすべてフィクションであって実在のシャカとは関係ありません」ということに

なる。

（２）大乗仏教の誕生とキリスト教の影響

それにしても、シャカが説いたこと（原始仏教）と大乗仏教が説いていることは、違い

すぎる。原始仏教には死後の世界はないが、大乗仏教には死後の仏国土がある。原始仏教

には頼るべき人格的な超越者(神）はなくどこまでも自己修練の世界であるが、大乗仏教に

は頼るべき仏が存在する。まったく別の世界観と救済観である。

大乗仏教はいったどこから来たのだろうか。仏教者ひろさちや氏の説では、上に書いた

ようにシャカの死後、仏塔参拝に来る人たちに対して墓守が「超人シャカ伝説」に尾ひれ

をつけて話しているうちに、そういうお話が出来てきたのだということであり、それが仏

教界の一応オーソドックスな了解事項なのだろう。

では、そういう「尾ひれ」は何をヒントとしたのだろうか。大乗仏教の内容と時代状況

からすると、大乗経典をまとめた人々はキリスト教から、人格神（→さまざまな仏）、天

国（→さまざまな仏国土）、再臨（→未来仏）などの本来のシャカの教えにはない教説を

取り入れたのではないかと推測されている。当時、シリヤ正教会ないしアッシリヤ東方教

会が、シリヤ、イラク、イラン、北インド、南西インド、中国にまで宣教をしていたこと

は歴史的事実であったから、北西インドの人々がその教説に触れて影響を受けたと考える
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のはごく自然なことである。もっとも、大乗仏教はキリスト教だけではなく、バラモン教・

ゾロアスター教などの影響も受けている。

キリスト教からの影響の詳細については、平山朝治教授の論文が公開されているのでご

らんになられるとよい。

平山朝治「大乗仏教の誕生とキリスト教」（筑波大学経済学論集第 57 号、2007 年 3 月 所

収）

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/M89/M896538/4.pdf

＊シリヤ正教 HP http://www.syrian.jp/001-1-2.htm

５ シャカの教えと現実療法

シャカの教えは、ウィリアム・グラッサーの現実療法（リアリティ・セラピー）という

カウンセリングの手法によく似ている。シャカが発見したことは、＜苦の原因は執着であ

り、執着の原因は現実を直視しないこと（無明）である。したがって、健全な生活(八正道）

を心がけ、現実を直視(明知）すれば、人は執着から解放され、執着から解放されれば、苦

しみから解放される＞ということである。

フロイト以来の心理療法はさまざまな手法があるけれども、いずれも基本的にクライア

ントの苦悩の原因は外的なものであるとみなしてきた。育った環境、特に親との関係が原

因だというふうに。このように考えると、苦悩についてクライアントは免責されるので、

目先、本人が気が楽になるのだが、実際には、「君はこういう環境でこういう親のもとに

育ったのだから、君がこうなったのは必然であって、やむをえないことなんだ。」と決め

付けることによって、本人を過去に縛り付け、前向きな人生の選択を妨げてしまう場合が

あるのではないだろうか。実際、この種のカウンセリンラーのことばによって、親を恨み

過去を恨むようになり、身動きとれなくなっている人に会ったことがある。

現実療法は過去の外的原因にこだわる従来の精神分析とは根本的に異なる療法である。

現実療法では、苦悩の原因はクライアントが現実を逃避していること(無明）にあるという。

だから、クライアントを現実直視(明知）に導くことができれば、彼はその苦悩から解放さ

れることができるという。

では、現実療法によれば、人はどのように現実逃避（無明）に陥っていると考えるのか。

クライアントは自分の苦悩の原因は親や環境といった外的なものだと思い込んでいること

によって、苦悩の泥沼からのがれられなくなっている。そこで、本人を現実の認識へと導

き、自分自身がその苦悩の原因をつくっていることに気づかせ、自由と責任をもって新し

い選択をしてゆくことを手伝う。以下はひとつの例である。記憶をたどって書いてみるだ

けであるが、グラッサー（Ｇ）と若いクライアントの対話である。大雑把には下のような

内容である。

Ｇ：「君は、どんな生活をしたいと望んでいますか？」

若者：「親と穏やかな生活をしたい。今は毎日争いがあって苦しい。」

Ｇ：「そうですか。ところで、君は朝起きたら、親にどんなふうにあい

さつをしていますか？」
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若者：「あいさつはほとんどしないな。するとしても、『うるせえくそ

ばばあ』の一言かな。」

Ｇ：「君は、さっき、親と穏やかな生活をしたいという希望を語ったね。

あいさつはしないか、するとしても、うるせえくそばばあってあいさつ

することは、親と穏やかな生活をする上で、プラスになると思いますか、

マイナスになると思いますか、自分で評価してごらん。」

若者：「そりゃあ、マイナスですねえ。」

Ｇ：「じゃあ、朝起きたら、これからは、どうすればよいか考えてみた

らどうだろう。」

若者：「明日の朝から、おふくろに『おはよう』と言うことにします。」

Ｇ：「そうか。じゃあ、明日から実行してみてください。」

とてもシンプルである。現実療法の知見によれば、人は苦悩に陥っているとき、自分が

ほんとうに望んでいることに反することを現実逃避によって行なっている。だから、自分

のほんとうに望むことを自覚し、自分の現実に気づくように導くのである。現実療法は、

ひとつの明確な筋をもっている。これはとくに病的状態に陥っている人だけでなく、私た

ちの普通の生活の中で頭を整理するのに役立つ。

第一に、どうなりたいのか？希望することはなにか？（希望に心を向け

る）

第二に、現状、あなたは何をしているのか？（自分が今していることを

認識する）

第三に、あなたのしていることは、あなたが希望に近づくのにプラスか

マイナスか評価してごらん。（希望に向けて自分の行動を評価する）

第四に、その評価に基づいて今後にむけて具体的な行動プランを立てよ

う。（希望に向けて具体的行動計画を立てる）

私が、シャカという人が今の世界に生きていたら宗教家ではなくて、カウンセラーにな

っているんじゃないかと思うのは、そんなわけである。

＜おまけ＞

グラッサーの現実療法がすぐれていると思う点について。グラッサーは、人間を過去の

外的環境に縛られた存在ではなく、未来に向かう自由と責任ある存在として捕らえている。

少し思想史的な背景をいえば、フロイトは最後の啓蒙主義者といわれるように機械的人間

観をもっている。機械は過去の外的要因によって規定されている。

だが、人間は過去よりも未来によってより強く規定される特異な存在なのである。つま

り、人間は希望を抱いて、新しい生き方を選択していく自由な存在であるとグラッサーは

見ている。

これはある程度、聖書的な人間観に類似している。「ある程度」という意味は、グラッ

サーは、創造主と、人間の罪の自由意志に対する影響について語っていないからである。

グラッサーの思想的背景は知らない。

9:1 イエスが道をとおっておられるとき、生れつきの盲人を見られた。

9:2 弟子たちはイエスに尋ねて言った、「先生、この人が生れつき盲人

なのは、だれが罪を犯したためですか。本人ですか、それともその両親

ですか」。 9:3 イエスは答えられた、「本人が罪を犯したのでもなく、
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また、その両親が犯したのでもない。ただ神のみわざが、彼の上に現れ

るためである。」 ヨハネ福音書 9 章 1－3 節

弟子たちは生まれつきの盲人を過去と両親の罪に縛り付けるような発言をした。しかし、

主イエスは前を見、神を見上げるようにと導かれたということができよう。

参照： Ｗ．グラッサー『現実療法』サイマル出版
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