
桂林学叢第二十八号平成二十九年 I

「長者窮子喰」の解明

一『法華経」 「信解品」の精読一

苅谷定彦

はじめに

先に「法華経」 「醤嶮品」を精読して、そこに説かれる「舎利弗への授

記」は「仏乗品」 （『妙」 「方便品｣）の明かすく仏乗〉思想に全く相反する

どころか、むしろく仏乗〉に反駁する「般若経」の“巻き返し”であるこ

と、 また「三車火宅職」については、その前半（開響） と後半（合警）に
（1 ）

大きなずれのあることを明らかにした。

そのなかで「三車火宅職」は、 「仏乗品」の明かすところの、仏は説法

開始に不可欠なく巧みな教化方法> (upayakauSalya)を行使して“はじめ

に三乗（声聞乗、独覚乗、大乗・菩薩乗）を説き、久<して後にく仏乗〉を

説く”という仏説法の順序次第は、初期仏教から部派仏教、そしてその中

から新しく大乗仏教が興起したという 「法華経」出現に至るまでのインド

仏教界の歴史的事実にして、 しかも三世十方世界の一切処における「常

法」 (dhannata,定まった法式）であり、 さらには、仏の用いる無数のく巧
（2）

みな教化方法〉のなかで最高のものであることを見事に説き明かしている

のである。即ち、燃える廃屋（＝火宅）を舞台に、そこで遊ぶ近所の子供

らを廃屋の持主たる男（＝長者）がく巧みな教化方法〉を用いて、はじめ

に門外に鹿、羊、牛の三車があり、好なものを与えるから火宅から脱出せ

よと声をかけ、無事に脱出した子供ら全員に等一の白牛車（＝〈仏乗>）を

与えたという話である。

ところが、その「合臂」では、 〈巧みな教化方法〉を“方便” （真実と対

になる概念で、衆生に真実を明かすまでの暫定的な仮の手段）の意味に摩り替

え、謂わばそれを武器にして、仏は“方便”を行使して三乗を説くも、そ
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｢長者窮子愉」の解明（苅谷定彦）2

の中の声聞乗、独覚乗の二乗は“仮の教え”であり、大乗・菩薩乗のみが

"真実の教え”であると主張しており、これは本来の「三車火宅瞼」を改
、 、

ざんして「法華経」のく仏乗〉を抹消、ひいては抹殺せんとする『般若

経」の“巻き返し”に他ならない。ここから、 「舎利弗への授記」も、声

聞はこれまで不成仏者とされてきたが、それはあくまで仮の姿であり、真

実は大乗・菩薩乗の「菩薩」 （成仏可能者）なのであって、そのことを証明

するべく仏はここで声聞・舎利弗に「授記」 （その者が成仏の有資格者であ

るという「記別」を授けること、一種「成仏資格証明書」の発行）したという

ものであって、これまた「般若経」の“巻き返し”の一環にして、 “後

分”に他ならないのであった。

こと程さように、オリジナルの「法華経」はすでにインドにおいて後か

ら持ち込まれた異質の思想（後分）によって様々に侵蝕されているので

あって、それ故に、その思想解明は梵文写本の検討や漢訳対照などで済む

ものではなく、経本文の精読が不可欠なのである。

この観点から、ここで第四章「信解品」を取り上げる。

〔1〕

[I]時に尊者・須菩提、尊者・大迦栴延、尊者・大迦葉、尊者・大目

鍵連は③このようなかつて聞かれたことのない教法(dhanna, = <仏

乗>）を世尊から面と向い合っていて直に聞いて、 〔⑥舎利弗の無上等

正覚への授記を聞いて〕不可思識（の想い）を得、稀有（の想い）を

得ました。 （｢土田本」95,1-5 〔 〕内は“後分"、以下同じ）

ここに、須菩提を始めとする四大声聞は③「これまで聞かれたことのな

い教法」と⑥「舎利弗への授記」との二つを挙げているが、＠は勿論、

｢仏乗品」で明かされたく仏乗〉を指しており、直接的には「瞥嶮品」の

｢三車火宅職」であって、それは“はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を

説く”という仏説法の順序次第を見事に説き示すものであった。

それに対して、⑤は上述のようにく仏乗〉に反駁するものであって、三

乗の教法のうち声聞、独覚の二乗は“仮の教え"、大乗・菩薩乗こそ“真

実の教え”と主張してく仏乗〉を抹消乃至抹殺せんとする「般若経」の

"巻き返し”の立場から、声聞・舎利弗はく仏乗〉の謂う「一切衆生本来
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、 、 、

からぼさつ」の「ぼさつ」ではなく、 「松本思想論」の謂う「声聞は“実

は（大乗・菩薩乗の）菩薩である"」 （97,但し（ ）内は引用者）と述べる故

に、これを後分と見たのである。

このことは、次の文から明白である。

〔Ⅱ〕世尊よ、我々（四大声聞）はじつに年取った老人で、高齢のもの

で、比丘教団では「長老」とみなされ、老いた、年取った者であり、

すでに（声聞の得果たる）浬藥（＝阿羅漢果）を得た者だ（と、思い込

んでいました)。 （それで） （我々声聞は菩薩が懐くところの）無上等正覚

への努力の無い者、それに対する能力無き者、それに向う精進努力の

発起も無い者だと。 （それ故）世尊が教法（＝大乗・菩薩乗）を永く

坐って説示され、我々もその会座に列席しているその時でさえ、長く

世尊のそばに仕えて長く坐っていた我々にはただ身体や手足が痛み、

節々や関節が痛んだだけなのでしたo (95,14-18)

ここに、四大声聞は年取った老いぼれで、阿羅漢果をすでに得たという

自認の故に、新たに登場した大乗・菩薩乗の主張する「菩薩」 (bodhi

sattva)、正覚(bodhi)を求める有情(sattva)として当然持つべき正覚に向

けての努力をしない者、それどころか、その能力の無い者にして、努力せ

んとする気さえも起さなかったのであり、仏の大乗説示の間、我々はただ

体の節々が痛かっただけだと言う。しかし、これが四大声聞の本心からの

言葉とは到底考えられず、 〈仏乗〉に反擁する「般若経」の“巻き返し”

であって、 〈仏乗〉を抹消せんと、声聞を“狂言回し”にして言わしめて

いること明白である。
、 、 、

そもそもく仏乗〉 とは、 “一切衆生は本来からぼさつ（成仏確定者）であ

る”とする「仏智による直観（衆生洞察)｣ (tathagatajfianaPdarSana, 「妙」

｢仏知見｣）を衆生に示し、理解させ、悟認せしめ、 さらに、仏智に至る道

(tathagatajfiana[-darSana]-malga)に導き入れるという “ぼさつを鼓舞する
（3）

こと" (bodhisattva-samadapana)であって、決してここに窺えるような声聞

乗と大乗・菩薩乗とを対比して優劣の価値評価を下すものではない。それ

故に、この四大声聞の発言は大乗・菩薩乗（｢般若経j)からする痛烈な声

聞椰楡に他ならないのである。

〔Ⅲ〕それ故、我々は世尊が（最初の）教法（＝『阿含｣、声聞乗）を説か
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れた時、 （そこで明かされた）空・無相・無願（の三解脱門）は完全に

明確に理解しました。 （けれども、その後で説示された）これらの仏法

(buddhaPdhanna, =大乗・菩薩乗）で（示された仏智などの）仏の特質

や仏国土の荘厳、菩薩の遊戯（＝活動)、如来の遊戯などについて

は、我々によって（それらを得たいという） “欲求” （＝強い願望）の生

起(sprhaPulpadita)はなかったのです。なぜなら、我々は（すでに）

この三界から出離して浬繋した（という）想いを懐いていた者(nirvana

-samifim)であった〔そして我々は年取った、老人であった〕からで

す。 （95,13-96,2）

ここにも、伝統的正統派仏教たる声聞乗をただ三界からの脱出を説く教

法と決め付け、その上で正覚獲得こそ真の仏教目的であるとする大乗・菩

薩乗の立場から、声聞をして出家し仏弟子となって修行しながらも、正覚

に向けて全く “欲求” （強い願望）無き、 じつに“愚か者”と評価を下す

声聞蔑視の観念が明白に窺われる。

〔Ⅳ〕それ故、③（我々とは）別の菩薩たちは、我々によって無上等正
（4） （4）

覚に向けて教えられ(avavadita)、教導された(anuSista)のです。⑥

それでも、我々には、それ（＝正覚）に対する“欲求,,の念(sprh3
citta)のたった一度の発起すら無かったのです。 (96,2-5)

ここに、唐突に③「大乗の菩薩らは我々声聞によって正覚に向けて教導

された」とあるが、そのようなことはインド仏教史上、 とても史実とは考

えられない。しかし、なぜ、それ程までして大乗・菩薩乗の唱導が声聞に

よってなされたと主張するのか。そこには、新興の大乗仏教の登場に伝統

的正統派仏教の声聞を介在させることによって、大乗仏教を仏陀釈尊の金

口直説たる「阿含」仏教の本流に組み入れようとする、大乗仏教（＝「般

若経』）側の深謀が存するのである。その上で、ここに⑤「我々はその正

覚を“欲求”する思念など、たった一念も起すことがなかった」と声聞に

言わしめて、声聞の“愚かさ”を鮮明にしようとする、大乗・菩薩乗側の

魂胆が透けて見える。

こうして、次の発言となる。

[V] (A)その当の我々(tevayam)は、 じつに今、 （いずれは舎利弗のみ

ではなく、我々四大）声聞にも無上正等覚に向けての“授記”がある
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（5）

と、世尊から直に聞いて、大いなる利得(mah副abha)を手に入れま

した(prapta)。

(B)世尊よ、今日突然に、この(imam)この様な(evam･rnpam)これ

まで聞かれたことのない如来のお声(tathagata.ghoga, = <仏乗>)を
（6）

聞いて〔大いなる宝が〕 ‘‘取り戻された'' ([mah3ratW]pratilabdha,
“回復した"）のです。 〔無量の宝を取り戻したのです。 〕我々によっ

て探求もされなかった、望みもされなかった、思いもされなかった、
（6）

願望もされなかったものが〔この様な大いなる宝が〕 “取り戻され

た”のです。

(C) [世尊よ、我々に（今、このことが）明白になりました(pmtib-

hati)｡善逝よ、我々に（このことが）明白になりました｡] (96,5-12)

ここで、 (A)と (B)は、その意趣において明らかに相違している。即

ち(A)では、冒頭(I)⑥「舎利弗への授記を聞いて」を承けて舎利弗

に限られることなく、広く 「(これまで不成仏者と決めつけられてきた）声聞

らにも正覚への授記があることを察知して」と言い、 しかも、それによっ

て〔Ⅱ〕や〔Ⅲ〕、 〔Ⅳ〕に言うように、すでに阿羅漢果を得てしまった

我々声聞は正覚の獲得など全く “高嶺の花”で、仏道修行者として当然懐

くべき正覚への「"欲求” （強い願望）の思念はたった一念ですらも起すこ

とはなかった」のに、 まさしく突然に、 「大いなる利得(labha)を得た」

と言う。それに対して(B)では、 「これまで聞かされたことない如来の

お声を聞いて」とあって、 この「如来のお声」とは(I]③「かつて聞か

れたことのない教法」を指しており、 〔⑥「舎利弗への授記｣〕とは全く別

物の、第二章の明かすく仏乗〉を指していること明白で、 しかも、その

く仏乗〉を聞いたことによって“取り戻した”と言っており、これも

(A)の「大いなる利得を得た」とは全く異なっている。

それでは、 「如来のお声（<仏乗>）を聞いて“取り戻した"」と言うが、

一体、何を“取り戻した”のか。それは、 〈仏乗〉が「一切衆生本来から
、 、 、

ぼさつ」という「仏智による直観」の衆生への示、悟、入一道である故

に、このく仏乗〉を聞いて四大声聞は己が「本来からぼさつ（成仏確定

者)」であって、今後のぼさつ行の実践によってそこに必ず正覚獲得（＝

成仏）のあることを明確に認識したのであった。このことから、 “取り戻
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、 、 、

した”のは己の「本来からぼさつであること」に違いない。このことを、

丁度、先の「響楡品」で舎利弗の請に応じて仏が「三車火宅瞼」でもって

応えたように、それに対する返礼として、四大声聞はここに、次下に示さ

れる「長者窮子職」を仏に申し述べるのである。それは丁度、講師の講義

に対する受講者の提出したレポートであると言えよう。

こうして、四大声聞はこれまで聞かれたことのなかった教法、即ちく仏
、 、 、

乗〉を聞いて、 自分たち声聞が“本来からぼさつ”であることをはっきり

と認識したのであり、ここに至るまでの経過を、換言すれば、 “はじめに

三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”という仏説法の順序次第を、 ここに

｢長者窮子喰」という一つの響え話でもって仏に披露するのである。

次に、 (C) 「世尊よ、我々に（今、 このことが）明白になりました(pratib

h誼)。善逝よ、我々に明白になりました」については、 まず.pmti-JEha'
は「現行法華経」において「序品」とこの箇所に二度の計三箇所のみに出

るものである。ところで、この語は「八千頌般若経」第一章の冒頭、釈尊

は尊者・須菩提に次のように告げる。 「須菩提よ、…「菩薩・大土たちが

どのように般若波羅蜜に進み出るか」ということ (id)、 （それが）お前に

明白になるように! (pratibhamte)」とあり、 じつにここから『八千頌般

若経」は始まるのであって、 『松本思想論」 （581）が指摘するように、 「八

千頌」における須菩提の重要な関わりが明示されている。それに比して、

『法華経」にあっては、須菩提はこの第四章において四大声聞の一人とし

て登場するが、釈尊の十大弟子の中でどうして須菩提を始めとするこれら

四人が選ばれたのか不明であり、 しかも、偶頌段は須菩提ではなく、大迦

葉の頌したものとされており、それ故、後に述べるように、長行段も四大

声聞ではなく、大迦葉一人の語ったものと憶測されるところである。これ

らを勘案するならば、この(C)は、恐らくは(A) 「当の我々（四大声

聞）は声聞らにも授記のあることを聞知（＝察知） して、大いなる利得を

手に入れた」を承けて、 「このことが今、我々に明白になりました」と

言っていると考えられるのであって、これもまた「般若経」の“巻き返

し”の一環に他ならない。ここにおいて、冒頭[I]⑥「舎利弗への授記

を聞いて」を承けた〔Ⅱ〕から(V]の(A)、そして(C)の所説全体
、 、

は、次下に語られる「長者窮子瞼」を改ざんするべく、後から持ち込まれ
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た異質のもの、即ち「般若経」の“巻き返し”であることが明らかであ

る。

〔2〕

こうして、四大声聞は次のような讐え話を語る。

〔Ⅵ〕例えば、ある一人の男が（幼児(bala)の時）父の元を離れ、その

後、他国に行く。彼はそこで多くの歳月、即ち二十年、三十年、四十
おとな

年、五十年を過ごす。さて、彼は大人になる。そして彼は貧乏人

(dalidra)であり、生計を求めて衣食のためにあちらこちらの他国

（＝都市）を祐裡して、とある国（の都）に行きつく。 （96,13-18）

こうして瞼が始まるのであって、始めに留意すべきことは、この瞼の舞

台である当時のガンジス河中流地域の社会体制である。大胆に憶測する

に、それは、バラモン階級を頂点とする四姓制度、 さらにそれを細分化し
（7）

た、 “生まれ（身分）が全てを決定する”とするカースト制度がすでに慣

習法として厳然と確立していたということである。

この点に留意する時、この男が親元から失除したのは幼児(bala)期

で、父の顔も、住んでいた場所も、要するに己の出自に関しては全く記憶
おとな

がなく、大人になった今は「貧乏人」 (dalidra,街裡する貧しい者）であっ

たのであって、それは、 この男が怠惰で、働かなかったというような個人

的資質によるのでは全くない。この男は己の出自不明の者、即ち“アウ

ト ・カースト”であって、それ故、各々のカーストが専有する職業に就く
こじき

ことが出来ず、それ故に、生計を求めて衝径する乞食生活をする他なかっ

たのである。

〔Ⅶ〕 （一方）この男の父は、 （息子の失除した地を離れ）とある国に赴

く。 （そしてそこで）多なる財宝、穀物、金貨、蔵、倉庫群を所有し、

金、銀…白銀を所有し、多くの男・女の奴隷、召使い、使用人を有し

て、…その大国（＝都市）では大富豪であり、金銭の保有、貸出し、

営農、交易で繁栄していた。 （96,18-24）

このような舞台設定の下で、話は展開する。

〔Ⅷ〕さて、かの貧乏人(dalidraa-puruSa)は衣食の勤求のために村、

町、…王城を祐裡し、次第に彼の父であるこの多大の財宝、金貨、黄
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金、蔵、倉庫群を所有する人（＝大富豪、長者）の（住む）都市に行き

着いた。 （96,25-28）

こうして、この都市で長者たる父と息子である貧乏人とは出会う。

〔Ⅸ〕さて、多大の財宝…倉庫群を所有するかの貧乏人の父はその都市

に住して、五十年前に失除した息子のことを絶えず想っていた。想い

続け乍ら（息子のことは）他の誰一人にも告げることなく、独りで苦

悶し、次のように想っていた。 「私は（すっかり）老衰した。私には

多大の金貨…倉庫群がある｡ (けれども）私には（肝心の）息子(pu-

tm)という者が一人もない｡あ〉、私に死期が来たならば、これら一

切は享受されること無く (aPparibhukta)散逸する。 （そんなこと）ある

勿れ！」と。彼は幾度も（失除した）息子のことを想念する。

「あ診、もし私のあの息子が（出てきて）この財宝の巨大な集積

(skandha)を享受してくれた(pa'ibhuma)ならば、その時こそ私は

やつと安堵を得た者(ni,vrti.prapta)になれるのだが」と。 (96,28-

97,10)

ここで重要なのは、 「私には息子というものが誰一人ない」という文で

あって、 “生まれが全てを決定する”カースト制度の下にあっては、ある

人の財産を享受するのは「実子」のみであって、 日本におけるような、他

人を“養子”にして財産を譲与するということは絶対にあり得ないので

あって、この富豪の苦悶はじつにその点にある。さらにまた、実子の存在

を誰一人にも告げることなく、ただ独りで想い続けていたというのは、こ

の話の今後の展開の上で重要な伏線となっているのである。

こうして、貧乏人は衣食を求めて祐復するうちに、この富豪の大邸宅の

門前に立った。そこでは富豪は大勢のバラモン、クシャトリア、第三階級

(バイシャ)、スードラの者たちに囲まれ、立派な獅子座に坐し、…コー

ティ ・百・千の金貨で取引きを行っていた。

[X]かの貧乏人は（じつに）自分の父（である富豪）が自宅の門前でこ

のような様子でもって、繁栄の様子でもって坐しており、大勢の人々

に囲まれて長者としての仕事(grhapati-krtya)に従事しているのを見

た。それを見て（貧乏人は）怖れ、懐え、身震いし、身の毛がよだ

ち、恐怖に心が乱されて次のように思った。「突然に私は王か王族の
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者に出会ってしまった。我々（アウト・カースト）には、ここではい

かなる仕事も得られない。他処に行こう。貧民窟なら我々にはわずか

な苦労でもって衣食が手に入れられよう。私は永く滞在していてはな

らない。ここでじつに私は捉えられて強制的に使役させられたり、あ

るいは何か他の禍いが身にふりかかる勿れ！ 」 （と)。かの貧乏人はこ

こに居ては苦が連続するとの想いから恐怖におそわれ、急いで（そこ

から）離れ、逃げ出して、そこに滞在しなかった。 (97,19-98,1)

この時、富豪の方でも次のようであった。

〔虹〕自宅の門前で獅子座に坐していた富有な人は（貧乏人を）一目見

るなり直ちに“この者は自分の息子だ”とじつにはっきり認識した。

そして満足し、喜び、狂喜し、喜悦し、欣喜・愉悦を生じた。そして

次のように思った。「じつにここに、ともかくこの莫大な金貨…倉庫

群の享受者(pa面bhoktr)が（長く見失なわれていたのに、今）見出され

た(upalabdha)というだけでも不可思議なことだ。私は幾度もこの事

（＝唯一の財産享受者である息子のこと）を想い懐いていたのだ」 （と)。

〔そして私は年取り、老い、老齢である〕 （98,1-8）

こうして、富有の人（長者）にとっては五十年間も行方不明であった息

子との出会い、それも向こうからやって来たことに歓喜したのであるが、

一方、貧乏人は何も知らずに逃げ去ったのである。それを見て、

〔亜〕息子に対する渇望に苦しめられていた(put'･aPtrSnaPsamPndita)この
人（＝長者）はその時、瞬間に、足の速い男どもに後を追わせる。そ

して「行け、あの者をすみやかに連れて来い」 （と命じる)。それらの

男どもは急いで走っていって、かの貧乏人を捉える。

さて、かの貧乏人は、その時怖れ、…恐怖に心乱され、烈しくうめ

き声を発し、叫び、大声を出して「私はあなた方に何一つ悪いことを

していない」と叫ぶ。それでも、その男どもは力づくでその貧乏人

を、泣き叫ぶけれども、引き連れて来た。 （98,9-17）

ところが、

[m]かの怖れ、…恐怖に心乱された貧乏人は次のように思った。 「と

もかく私は殺されたり、 （そうでなくても）罰せられたりすること勿

れ！ （しかし）もうダメだ」 （と)。そして、彼は気が遠くなり、地面
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そば

に倒れ気絶する。そこで、かの父（＝長者）は彼（＝貧乏人）の側に

あって、それらの男どもに次のように告げた。「お前たちよ、そんな

ようにこの男（＝貧乏人）を連れて来てはダメだ」 （と)。そして、こ

の者に冷水をかけて（＝蘇生させて)、それ以外は（何も）話しかける

ことはなかった。 （98,17-23）

どうして、長者はせっかく連れ戻した息子である貧乏人にこのような振

舞いをしたのか、その理由は、次のように明かされている。

〔校訂XⅣ〕なぜなら、かの長者(grhaPpau)は、、垂の男の貧乏人(即

ち、アウト ・カースト）であることと、 （一方）⑥自分自身の“広大な

権勢" (udamPsthamata) (との二つ）をはっきりと認識する0anati) [@

さらには、この男が）自分の息子であると（自分では)知っている(jan-

Ite)]からである。 (98,23-25)

ここで、＠は､｢現行本｣では伽誠…tasyadaridraPpurSasyahmadhimukP
tikatam' (長者はその貧乏人の有する下劣な志向性をはっきりと認識する） とあ

り （｢写本集成」 （Ⅳ,70）に異本なし)、 「妙」 「父知其子志意下劣」 （17上

3） とあって、 「現行梵本」と同じであるが、 しかし、考えてみるに、突

然門前に現れたこの者が、いかに“こじき”同然の身なりをした貧乏人で

あっても、それを一目見ただけで「下劣な志向性を有する」などと、その

男の心の内まで認識しうるであろうか。この男が「貧乏」であるのは、

"なまけ者”であったからでは決してない。彼が出自不明の者、即ちアウ

ト ・カーストである故に、働こうにもいかなる職にも就くことが出来ず、

必然的にその日暮らしの“こじき”生活をせざるを得なかったからであ

る。それ故、ここに、長者は、猿nati…tasyadaridram' (その男の貧乏人
(即ちアウト ・カースト）であることを認識する） と私に校定する。

そして、次に⑥「(長者）自身の広大な権勢を認識する」とあって、長

者は③「この男の貧乏人、即ちアウト ・カーストである」ことと、それに

比して⑥「自身の広大な権勢」を有する者であるという、この両者間の身

分の隔絶を明確に認識したからこそ、この者を蘇生させたけれども「それ

以上は何も話しかけなかった」のである。

この後に、「(この者は） “自分の息子である”と （長者は自分では）知っ

ている(janite)」とあるが、これは③と⑥のように、蘇生させた貧乏人に
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｢何に一つ言葉をかけなかった」という、その理由には全くならない。そ

れ故、この一文は本来は次下の(XV)の中にあったものと思われる。

〔校訂XV)＠かの長者は‘‘この者は私の息子である”と（自分では）

はっきりと認識していたのである。 0anitecamamaiSaputraiU,98,24-

25）⑥（けれども） 〈巧みな教化方法〉を用いて、 “この者は私の息子
（8）

だ”とは誰一人にも決して告げなかったo (98,26-99,1)

こうして、長者はく巧みな教化方法〉を行使するのであるが、なぜ、長

者はこの男が自分の息子であると明確に認識しながら、そのことを当の貧

乏人は勿論のこと、他の誰一人にも告げず、己の心の内にしまい込んだの

か。それは、現行(m)が謂うような、その男の「下劣な志向性」によ

るのでは決してなく、貧乏人がアウト ・カーストという己の身分に対比し

て、長者のもつあまりにも広大な権勢に圧倒され、肝をつぶし、それだけ

で気絶したからである。それ故に、今ここで直ちに“この者は自分の息子

である”とその出自を明かすことは、この者にとっても、 また長者自身に

とっても、さらに世間の人々にとっても決して利するところでないと判断

したからに相違ない。それというのも、 この話の根底に、現代のインドで

も“慣習法”として厳然と生きているカースト制度が存在するからであ

る。このことを熟知する故に、長者はここに至ってく巧みな教化方法〉を

発動せざるをえなかったのである。

[m]さて、かの長者は別の者（使用人）に告げる。 「お診、お前さん

よ、お前は行け。そしてかの貧乏人に次のように告げよ。 「お湯、男

（貧乏人）よ、お前は自分が欲するままに行け。 （お前は）解放された

のだ」と｣。このように言われて、この者はそれ（＝長者の指示）を聞

き入れてかの貧乏人に近づく。 「お診、男よ、お前は自分の欲するま

まに行け。解放されたのだ」と（告げる)。

さて、かの貧乏人はこの言葉を聞いて、不可思議・稀有（の想い）

を得て、彼は地面から起き上って、衣食を手に入れるべく、貧民窟へ

近づいて行く。 （99,1-9）

こうして、長者は、せっかく捉えて来た息子を解放してしまうのである

が、それは、一端はこの貧乏人の意識からとてつもない広大な権勢をもつ

長者のイメージを払拭せんがためであって、長者の極めて慎重な配慮が窺
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われる。

そこで、長者は次のような行動に出る。

[m)さて、かの長者は、そこでこの貧乏人を誘引(akarsana)するべ

く〈巧みな教化方法＞を行使する｡ (即ち）そこで、彼は血色の悪い
（9）

(du,warna)、精気の薄い二人の男を雇い入れ、 「お前さんたちよ、行

け。お前たちは今ここに来た男（貧乏人）を③じつにお前たち自身の

“口”で(31maPvacanena)、⑥二倍の“日給”でもって雇い入れ、＠こ

こなる私の邸宅で“下働き”させよ(karma karapayetham)｡ (その場

合）⑥もし、その者が（必ず）言うであろう「一体、何の“下働き”

か」と。 （その場合には）お前たちは彼に次のように言え。 『我々二人
（10）

と一緒に“糞溜め" (samkaraPdhana)を掃除するのだ」と。こうし

て、二人の男はかの貧乏人を捜し出し“下働き”させるo (99,10-17)

このように、長者は唯一の財産享受者である息子を再び失なうことなど

絶対にあってはならない故に、 〈巧みな教化方法〉を行使して、 まず、見

るからに血色の悪い者一糞溜め掃除を専業とする最低カーストの者の意

味一を二人新規に雇い入れて貧乏人の元に遣わす。これは、これからこ

の二人が持ち出す仕事の話があの広大な権勢を有する長者の指図であるこ

とを微塵も気付かせないためであり、その持ち出す話にしても、そこには

じつに微に入り細をうがつ用意周到なものなのである。即ち、③「お前た

ち自身の“口”で（雇え)」とは、 この雇用があくまでも二人の者の“取

り仕切り”であり、それにも拘らず、⑥世間の相場の「二倍の日給で」と

いう所には、この指図を出した長者のなんとしてでもこの貧乏人を取り逃

がさいように、 という強い想いであり、それ故にこそ＠「ここの自分の邸

宅で（仕事をさせる)」という言葉を添えているのである。しかし乍ら、貧

乏人にしてみれば、 自分のようなアウト ・カーストの雇い入れが“日給”

であるのは当然ではあっても、なぜ世間の相場の二倍の日給で雇うのか、

そこに必ず疑念を懐き、④「一体、どんな“下働き”か」と問うに違いな

いのであって、それを予想して長者は「『我々二人と一緒に“糞溜め”掃

除だ」と答えよ」とこの二人に指図しているのである。

ここに、長者のこの貧乏人たる息子に対する“思い入れ”はじつに“事

極まれり”の感がある。長者にとってこの貧乏人は“我が実の息子”であ

－187－
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り、かつ己の莫大な財産の享受者はただこの者一人なのである。ところ

が、当の貧乏人は長者の広大な権勢を見ただけで先には恐怖心を起し気絶

したのであって、それを見て長者は、 この者には己の身分はアウト・カー

ストだという想いが骨の髄まで沁み込んでいるのを知って、そのような者

を取り逃がさずに自宅に連れ込み、仕事をさせようとする限りは、糞溜め

掃除という極めて不浄の、最低の仕事、それも世間にあっては、ある特定

のカーストの専業であり、それをこの貧乏人即ちアウト・カーストにさせ

るのは、長者にとっては一種“不法雇用”なのである故に、糞溜め掃除を

専業とする二人の男の“下働き”として、 しかも、二倍の日給で雇おうと

しているのである。ここにも、世間に慣習法として厳然と存するカースト

制度に対する長者の極めて慎重なる配慮が窺われる。

こうして、二人の男は貧乏人を捜し出し、雇い入れる。

[Xm]さて、この二人の男とかの貧乏人とはこの大富豪から直接に賃

金を得て、 じつにその私宅で糞溜め掃除に就く。そして、この長者の

私宅の真横に建てた藁小屋（＝仮設の掘立て小屋）を住居として宛が

われる。 （99,18-21）

ここに、この者らは「長者から直接に賃金を得た」というのは、先の

(XW]「お前たち(=二人の男）自身の‘‘口”で雇え」と矛盾する感があ

るが、カースト制度下にあっては、アウト ・カーストを糞溜め掃除に就労

させるのは不法雇用である故に、執事を通して賃金を払うことが出来ず、

そこで長者は自分のポケットマネーでこっそりと支払う他なかったことを

示している。それが証拠に、ここで長者の広大な屋敷のもっとも奥にある

私邸の、その真横にわざわざ仮設小屋を設けて貧乏人を住まわせたという

のも、決してこの貧乏人の雇い入れが世間の表沙汰にならないようにとい

う慎重な配慮に他ならない。こうして、長者は五十年間も行方知れずで

あった息子、それも今はアウト・カーストである者を秘密裡に自分の手元

に置くことに成功したのである。

[m)そして、この富豪は丸窓の風穴越しにかの糞溜めを掃除する自

分の息子を見る。そしてそれを見ては、また不可思議（の想い）を得

たのである。 （99,21-23）

ここにおいて、五十年間も想い続けてきた息子にして唯一人の財産享受
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者が突然に現われて、 しかもその者に糞溜め掃除をさせているという、こ

の有様を見ている長者の心境は「不可思議の想いを得た」という言葉の他

にはいかなる言葉もないと言えよう。

このような息子の有様を見るうちに、 とうとう堪らなくなった長者は次

のような行動を起こす。

[m]さて、かの長者は花環（などの）アクセサリーを外し、柔かな…

高貴な(udara)衣服を脱ぎ、汚れた衣服を著けて自宅から出て来

て、右手に壷(0pilaka', 「妙」 「除糞之器」 (17上17))を抱き、糞

(pamsu)でもって自分の手足を汚し、遠くから声を掛け乍ら、貧乏人

に近づき、次のように告げる。 『お前らは（糞のつまった)"(pi-

taka)を運び出せ。立ち止るな。糞を取り除け」 （と)。このようにし

て、かの息子に近づき、次のように話しかける。 『お淫、男よ、 じつ

にお前はここで働け。他所に行くな。私はお前に特別に品物を与えよ

う。何であれお前にとって必要なものがあれば、それを遠慮なく私に

懇願せよ。もし、それが水瓶の代金であれ、…着るものであれ、そう

だ、お湯男よ、私には古布がある。もしお前にとってそれが必要なら

…譲り与えよう。…このような生活用品が必要であれば、それぞれの

品物を全て譲り与えよう」と。 (99,24-100,11)

ここに、長者が、貧乏人に自分がかつて出会ったあの広大な権勢をもつ

大富豪とは気付かれないために、糞溜め掃除人夫の親方であるように変装

したのは、かつて貧乏人は大富豪の姿を見ただけで恐怖し、気絶したから

であって、そこに長者はこの貧乏人の“己はアウト ・カーストだ”という

想い、それ故に、この糞溜め掃除ですら“もぐり” （不法就労）であるこ

とを自覚しているこの貧乏人の心境を慮ってのことである。これは現行

〔”〕で謂うような、貧乏人が「下劣な志向の持主」では決してないこ

とを明白に示している。

こうして、長者は叱吃しながら彼らに近づき、特に貧乏人には「ずっと

ここで働け。他処に行くな」と言う、これこそ、貧乏人が唯一の息子にし

て財産享受者であることを知る長者の本音に他ならない。それでこそ、こ

の者をここに引き留めるべく、様々な生活用品を列挙して、欲しい物は何

であれ譲り与えると言うのである。しかも、その言葉の端々にこの貧乏人

－1妬一
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のプライドを決して傷付けまいとする長者の重々の配慮も窺えるのであっ

て、 これらこそ長者の行使したく巧みな教化方法〉の一環なのである。

〔麺〕お診、お前よ、お前は安心する(ni'vlta)がよい。お前にとって

父であるように、そのように私はお前によって思われるべきだ（＝お

前は私を父のように想うがよい)｡なんとなれば、私は老人であり、お

前は若く、年令的に親子というに相応しい。お前はこの糞溜め掃除に

よって私のために多大の仕事をしてきてくれた。お陰、お前よ、ここ

でお前の為した仕事には、これまで、そして現に今でも、曲ったこと

も、詐欺も、高慢も、塗糊もないからである。おシ、お前よ、他の者

らがしてきた仕事にはこれら （種々の）欠陥があるのだが、お前には

全ての点で（そのような）悪しき仕事は何一つ見受けられない｡ (それ

故）今後は、お前は私にとって実の息子であるように、そのようにあ

れかし｡ (100,11-19)

この一段は、先の(XX]に直に続いているが、話の筋から見て、その

間には長者が貧乏人の仕事振りをじっくりと観察してきた数年に及ぶ時の

経過があってのことであって、その上に、将来この者に自分の息子と打ち

明けた時、それを素直に受け入れうる“下地造り”なのであり、実の息子

に糞溜め掃除という最低の、最職の仕事をさせ乍らも、その然るべき時の

到来を待っている長者の心境が惨み出ている。

〔麺〕さて、その長者は、彼に“息子”という名を付け、 （一方）⑥か

の貧乏人はその長者の面前では(anukat) "父”という想い(pir

samjna)を起した。このようにして、長者は息子（にして、かつ唯一の

財産享受者）に対する愛情でもって渇望していた(putraPkamaPtrSta)

（けれども)、二十年間もその貧乏人に糞溜めを掃除させたのである。

(100,20-23)

ここにいう③「長者はこの貧乏人を“息子”と名付けた」というのは、

長者自身がこの者を自分の息子と明白に認識している－勿論、それはあ

くまで長者一人だけのこと－からよいとしても、⑥「貧乏人はその長者

の面前では“父”という想いを起した」の意味は、あくまでも長者の面前

だけのことであって、逆に言えば、先の[m] 「お前は私にとって実の

息子であるように、そのようであるべし」とか、ここの「息子という名を

－184－
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付け｣、 またそう呼んだとしても、貧乏人はその言葉に決して甘えること

なく、あくまでも“己の身分のアウト ・カースト”という想いは堅く保持

していたのであって、その意味でもこの者は決して「志向の下劣な

(hma)者」ではなく、全く正反対にその志向は元から「高貴な」 (udara)

ものであったと言えるのである。

[W]さて、このように二十年が経過して、この貧乏人は長者の私邸

でその“出入り" (niSk,amapa-praveSa)に遠慮の無い者（即ち召使い）

となった。 （それでも）その場合、 じつに（依然として）藁小屋が住居

として宛がわれていたのである。 （100,23-26）

ここに、貧乏人はさすがに二十年も経過して糞溜め掃除から離れ、召使

いとして家の中で雑用に就いていたのであるが、 しかし、その住居は依然

として元からの藁小屋を宛がわれていた。これは、貧乏人がアウト ・カー

ストから一つ上のカーストに移行したというような意味では決してない。

凡そ“生まれが全てを決定する”というカースト制度にあっては、 カース

トの上昇など全くありえないからである。それ故に、ここでも貧乏人が糞

溜め掃除夫から召使いになったといっても、それはあくまで長者と貧乏人

との二人の間だけの、表向きに出来ない私的な雇用関係であることを決し

て忘れてはならない。

[W]さて、その長者は病気になった。しかも彼自身は死期が近づい

たと感じた。 （そこで）彼は貧乏人に次のように告げる。「お鎚 男

よ、こちらに来い。私には莫大な金貨…倉庫群がある。 （ところで）

私は病気になった｡ (それでお前さんに）次のことを望む。 『(この莫大

な金貨…等のうち、どれだけが） “誰に与えるべきもの” （＝借入金)、 “誰

から取り立てるべきもの” （貸付金)、何程が保持するもの” （手元の保

有金）か、その全てを了知してもらいたい(samjamyah, =管理す
る)。それというのも、 じつに私はこの財産の所有者(svamin)であ

るが、お前もまたそのように（あるべきだ）からで、 （それ故）お前は

私の（財産)、そこからビター文も損失を出してはならない」 （と)。

(100,27-101,4)

ここに長者は死期の近づいたことを察知して、万が一の場合、それはこ

の貧乏人が実の息子であることを当の本人にも、 また世間にも公表して、

－1鍛一
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必然的に自分の保持する全財産の享受者となる場合に備えて、勿論それは

今の時点では、長者だけが心の内に秘めたことであるが、 自己の莫大な財

産全ての管理をこの貧乏人に“ビター文も損失を生じさせるな”という厳

しい言葉を添えた上で、委託したのである。

(MV)③貧乏人はこのような次第で、その長者の莫大な金貨…倉庫群

を了知する（＝管理する)。そして、⑥彼自身はそれでも(tatas) ｢"欲

求” （＝食欲）の無い者」 (nih-sprha)であった。即ち、そこから何一

つ、例えば一プラスタの量の“麦焦がし" (sakm)に値いする程のも

の(-pIastaPmtilyamaira)ですら貧り求める(prarthayet, 自分のものにす

る）ことはなかった。その場合でも（長者の全財産の管理人であり乍

ら）じつに（依然として）蕊小屋が住居として宛われていたのであ

り、 （この者にしても）じつに「(自分はあくまで） “貧乏人” （＝アウ

ト ・カースト）だという深い思量」 (daridragcinta=貧乏人という厳しくも

正しい自己認識）を想い続けていたのである。 （101,5-10）

ここに、貧乏人は長者の全財産を管理しながら、そこに「"欲求”無き

者」 (niP-sprha)であったという。この語の意味は、 「一握りの“麦焦が

し”すら貧り求めることがなかった」というように、いかに貧乏であって

も、無欲にして清廉潔白の士であること明白で、 isprha'は「貧欲」の意

である。これに対比して、先の〔Ⅲ〕や〔Ⅳ〕の@sprha'は、仏道修行者

である限り、大乗仏教（その中核は「般若経｣）の主張する正覚独得に向け

て当然懐くべき「強い願望」の意に他ならず、それ故に〔Ⅲ〕、 〔Ⅳ〕は

く仏乗〉に反挽する「般若経」の“巻き返し”であるとしたのである。

このように、この者は、貧乏ではあっても「"欲求” （＝食欲）無き者」

であったのであり、長者にしても依然としてこの者に仮設の掘立て小屋を

住居として宛がっていたのであって、 自分はあくまで「貧乏人、即ちアウ

ト・カーストだという深い思逓」 (dalidla-cinta)を持ち続けていたのであ

る。このことはまた、この者が現行[XW]で言うような「下劣な志向

性」 (hmaPadhimukUkata)を有するものではないこと明白である故に、 「そ

の者の貧乏人、即ちアウト ・カーストであること」と私に校定したのであ

る。

こうして、この職え話はいよいよ“山場” （股終段階）を迎える。

－1躍一
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〔鞆Ⅱ〕さて、長者は③息子が有能で、 （財産の）保全(pa'ipalaka,保

持、管理）に熟練したことを知って、 （しかも同時に）⑥（息子が懐いた

ところの）①「(自分（＝長者）の有する権勢のあまりの） ‘‘広大さ，’と

いう想念」によって(udaraPsamifiaya)と、②（息子自身の） 「昔からの

(paurvikaya,生来の) ｡@貧乏人'' (=アウト ・カースト）であるという深

い思量」とによって(dalidraFcintaya) (この二つで板挟みになって）心

が押し潰されている (avamarditaPcitta)のを[@困惑し、恥じ、 （自

己）嫌悪していること (artiyantamjehnyamapamjugupsamanam)を〕
知って、 (101,11-14)

ここに、長者はこの貧乏人を二十年に及ぶ糞溜め掃除から私的な使用

人、 さらに遂には同じく私的な執事として財産管理(pa'ipalaka)に従事さ

せてきた結果、③有能にして財産管理に熟練したことを知ったのである

が、同時に⑥息子は長者の莫大な財産を管理したことによって、いまさら

に実感させられた①長者の有する権勢(sthamata)の“広大さ”という想

W, (udara-samjiia)と、それに比べて②己の生来から「"貧乏人”即ち“ア

ウト ・カースト”であるという深い思量」 (daridra-cinta)－謂うなれ

ば、これは“生まれが全てを決定する”というカースト制度についての厳

しくも正確な自己認識である－との二つ、それは同じ人間であり乍ら長

者と貧乏人との間にある大きな隔絶、落差、それでいてカースト制度とい

う慣習法に基づく限り全くどうしようもないところのものであるが、それ

を実感すればする程、この①と②との二つに板挟みになって、息子の心が

押し潰されている (avamardita-citta)ことを知ったのだと言う。そして、

このことを知った長者は、 もしこのまま放置すれば、息子はこの重圧に堪

え切れなくなって、精神錯乱、昂じては発狂するやも知れないと察知した

のであり、そんな事態に陥ち入っては、これまで唯一の財産享受者たる息

子にかけてきた二十年に及ぶ訓育は水泡に帰する故に、長者は遂に次に述

べる最後手段に打って出たのである。

ところで、このような私訳とコメントに対しては、厳しい反駁が予想さ

れるが、しかしBHS.D.を見るに、 @avamardita-cittam,SP108.5,rendered

byKem"@e"""yd@"eﾉ"ed; shnilallyBumoufButSkt.avamardatiand

Paliomaddatimeanonlyd応加ssorthenke.Thefbrmmeans〃α〃蝿〃"

－181－
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Spi"rdepressedcγ郡shed; ' (p､73R) とあり、 @avam2rdita-citta'は「心が憂

うつになる、押しつぶされている」という意味であって、それ故「ケルン

訳」は（｢ビュルヌフ訳」も）誤訳であると明白に断定している。

ところが、現代語訳を見るに、 「岩本訳」 「心が高潔であるために謙遜し

ており」 （上,237)、 『中公訳」 「広大な思いでその心が磨かれ」 (I,133)、

『中村瑞訳」 「心を広くもつことによって〔小〕心が克服されてきて」

(上,107)、 『植木訳」 「勝れた意識によって心が磨かれている」 （上,299)、

鈴木「レジュメ」 「高尚な想いによって心が調御され」 (p､8)とあって、

いずれも「妙』 「父知子意漸已通泰成就大志」 （17中7－8）や「ケルン

訳」に追随する訳である。

しかし、ここには二つの誤りがある。一つは、 .udira戸samina'の@udim'

を貧乏人について言うものと解している点である。 qudam'は、本章にお

いてこれまでの間に二度出るだけであって、初出は[nV] ｢(長者）自身

の（有する）広大な権勢」 (atmanas udalaPsthamata)であり、 もう一つは

[XX)｢(長者は）自分の（身につけている）高貴な衣服を脱いで」 (apanayitva

...vastrani…udarani)で、いずれも長者について言うものである。それが、

ここで突然に、貧乏人の、それも「高尚な」という道徳的価値の高い心理

状態を指して言うものとは到底考えられない。なぜなら、先の〔校訂X

Ⅳ〕で、貧乏人が捉えられて長者の邸宅に連れて来られただけで、恐怖の

あまり気絶したの見て「長者はその男の貧乏人(daridm,即ちアウト・力

－スト）であること」と、一方、 自分自身の有する“広大な権勢" (uda歴

sthamata)との二つを「明確に認識する」とあって、 $udnra'は@dalidra'

と対立する概念であること明白で、ここでも、 !udZra'はこの長者の有す

る権勢の“広大なること”を指しており、 しかも、次下でこの者が懐くと

ころの、 「(自己の）本来からの貧乏人（即ちアウト ・カースト）であるとい

う深い思量」 （dandIa夕cin樋） とまさしく対になっているのである。

それに対して、 もし仮に･udara.samjiia'が貧乏人の「勝れた意識｣、 「高

尚な想い」を意味するならば、それでは一体、どのようにして、いつの間

にこの貧乏人の心は高尚な想いになったのか、 と問う時、それに対する応

答はどこにも見出しえない。それ故、これら現代語訳の訳出背後に、 日本

においてかつてある時期、行われていた一種“精神修養”としての「便所

一J“一
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掃除」 （と言ってもそれは汚れた便器を磨くだけで、便器の下にある糞尿処理な

ど全く無視したもの） というイメージが潜在しているように思われてなら

ない。しかし、ことインドに関しては、 「糞溜め掃除」とは、糞尿の一杯

つまった糞壷を頭に載せて家の外に運び出すことであり、それもある特定

のカーストの占有する職業であることを考える時、この貧乏人が糞溜め掃

除によって心が磨かれ、高尚な想いになったなどとは到底考えられもしな

いことなのである。

もう一つの誤りは、 lavamarditaPcitta'の解釈である。エジャトンが

｢0avamardati'はただ$distress'または、同類の意味のみ」と指摘する通

り、 『梵和大辞典」 「mardayati烈しく圧搾する」 (1060R)、 「avamardaya

-粉砕する」 （同） とあり、 『パーリ語仏教辞典」 「omarddati (ava.mrd]

こする、おしつぶす」 (239L)とある。それにも拘らず現代日本語訳は

｢心が磨かれ｣、 「〔小〕心が克服されて」「心が調御され」等と訳するの

は、 !udalaPsamjfi5'の@udam'を貧乏人について言うものとする誤解から

生じたもので、それではどうしても辻棲が合わず、それ故にOavamardita'
（11）

の語義を全く無視した恋意的な訳であると言わざるを得ない。

このような点から、これは、 まさしくエジャトンの言う通り、 「(長者の

有する権勢のあまりの） “広大さ”という （貧乏人の懐いた）想いによって、

(貧乏人の）心が押し潰されている」という意味に相違ないのである。

ところで、これで、全ては解決したかと言えば、決してそうではない。

残る問題は､ $uda'aPsamjnaya'に続く @capaulvi卿adaridraPcintayaarWn-
tamjehWamaりamjugupsamanamviditva'である。この所を、 「ケルン訳』
もBHS.D.も、 さらに諸日本語訳も、例せば、 「中公訳」 「同時に（その心

は）以前の貧困（のとき）の思いに困惑し、強く恥じ、嫌悪の念をいだい

ているのを知って」 (I,133)、鈴木「レジユメ」 「さらには、かつての

〔自分は〕貧乏なのだという想いによって、 〔自分自身を〕嫌い、強く恥

じ、嫌悪しているのを知って」 (p.8)とあって、全て@paurvikayadaridra-

cintay3'を直前の@udaraPsamjiiaya'と切り離し、後の6ardyantam…jugul

Samanam'に係けている。ところで、この@arlWantamjehnyamanamjuguP

sam3nam'はパーリの@attyamanoharayamanojigucchamano' (悩まされ、

噺槐し、嫌悪する）で、阿含経典では、三語でセットをなす定型句である

－1忽一
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(｢パーリ語仏教辞典」32L)が、 しかし、 『法華経」では、この定型句はた

だ当該箇処にあるだけである。その上、意味の上からも、仮に、 この男が

｢自分は元から“貧乏人” （即ちアウト・カースト）だという想い(daridra-

cinta)によって自分自身を嫌い、恥じ、嫌悪している」として、一体それ

がどうしたというのか。この男が貧乏人であるのは、幾度も述べてきたよ

うに、アウト ・カーストである故に、各カーストの占有する職業のどれに

も就くことが出来ないからであって、いくらそのこと、即ち元からアウ

ト ・カーストであることを嫌い、恥じ、自己嫌悪したところでどうにもな

らないのであり、それがカースト制度の本質なのである。この点から極言

すれば、この男が自分の貧乏人であること、即ちアウト・カーストである
（14）

ことを嫌い、恥じ、嫌悪することなど全くあり得ないのである。

このように見る時、この⑥の構文は、本来は4avamarditaPcittaml'd5rasP

armayacapaulvikayadalidra-cmtayaga'であって、後の6ca'は脱落した

ものと考えられる。ここにおいて、 「⑥（息子が懐いたところの）①「(自分

(＝長者）の有する権勢のあまりの） “広大さ”という想念と、②（息子自身

の、 自分は）昔からの“貧乏人” （＝アウト・カースト）であるという深い

思量との二つによって（板挟みになって）心の押し潰されていること」と

いう私訳が成り立つのである。この①と②の二つの観念は、 じつはすでに

〔校訂XⅣ〕で述べられていたのであって、この貧乏人は、長者の大邸宅

に連れ戻された時、恐怖のあまり気絶したのであるが、それを見た長者は

｢①その男の貧乏人（即ち、アウト ・カースト）であることと、 （一方では）

②自分（＝長者） 自身の“広大な権勢" (udam-sthamata)と （の二つを）

はっきりと認識していた」とあって、この時の長者の認識が、今、ここに

現実のものとなって、この男即ち息子は①長者の権勢の広大さという想念

と②自身の貧乏人即ちアウト ・カーストという深い思量という二つの観念

の板挟みによって心が押し潰されている－前の「気絶」からは著しく悪

化して、精神錯乱、 さらには発狂に至る寸前の状態一と長者ははっきり

と認識したと言うのである。

この緊迫した情況を知った長者は

〔…〕 （さらに）死期が差し迫ったので、 （執事に）その貧乏人を（藁小

屋から）連れて来させ、 （はじめて）多勢の親族集団に挨拶させた（＝

－1忽一
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この者は実に私の息子だと引き合せた）後、王族や大臣の前で、 さらに

は町や村の人々に面と向い合っていて、次のように告げた。「尊者方

よ、聞かれよ。③この者は私の実の息子で、 じつに私によって産ませ

たのです。⑥この者は何某という名前で、私もまた名前は（同じ）何

某です。＠この者は何某という名の町から五十年間も失除していたの

です。⑥そして私はそれ以来ずっとこの者を探索しつつその町からこ

こにやって来たのです。、（そんなわけで）この者は私の息子であ

り、私はこの者の父なのです（から)、①私の享受するもの(upab-

hoga,所有するもの）は、いかなるものであれ、その全てをこの男に

譲渡します(ni'yatayami)。⑨じつにこの者は私の所有する個人的財

産は、それがいかなるものであれ、その全てを了知しています」

（と)。 （101,14.23）

ここに、長者は、自分の息子が長者の権勢の広大さと、それに引き替え

己の貧乏人という、あまりにも大きな両者の隔絶によって心の押し潰され

ているという危機的精神状態を見てとって、遂にこれまで密かに匿ってい

た貧乏人をまず親族に引き合せた後、王族をはじめとする世間の人々にこ

れは自分の息子である（③～、） と公表し、長者自身は勿論のこと、世間

においても最も関心事であった長者の莫大な財産を、 “生まれが全てを決

定する” というカースト制度の大原則に基づいて、当然乍ら、必然的にこ

の者に譲渡すると公言した（①）のである。しかもその場合、突然に出て

きたこの者がいかに長者の実子であろうとも、はたしてこの莫大な財産を

うまく享受しうるのかという世間の懸念を払拭するべく、③「この者は私

の所有する財産の隅から隅まで完全に了知している」と言葉を添えたので

ある。これはこの貧乏人を糞溜め掃除からはじめて、召使い、財産管理人

に取り立ててきたことによって、この者を十分に訓育してきたことを踏ま

えた上での発言に他ならない。しかし、そのことについて、長者がここで

一言も触れないのは、長者がこの者の自分の実子であることを知り乍ら、

糞溜め掃除に従事させてきたことは、世間の慣習に違反する不法行為で
おおやけ

あって、長者にとっも、この者にとっても決して世間に公にしうる事柄で

はなかったからである。

(W]さて、その時、この貧乏人はこの様な声（長者の言葉）を聞い
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｢長者窮子嚥」の解明（苅谷定彦） 認

て、不可思議・稀有（の想い）を得た。そして次のように想ったので

ある。 『じつに突然に私によって（本来から自分の享受するものであ

る）限りのこの金貨…倉庫群が（今、遂に） “取り戻された'' (pratilal>

dha)のである』と。 (101,24-27)

この一段は、すでに述べられた冒頭の(V-(B)]と完全に一致する。

[V-(B)] (我々声聞には）今日突然にこの、この様なこれまで聞かれた

ことのない如来のお声（＝〈仏乗>）を聞いて、“取り戻された"(pmtilab-

dha, "回復された")のです。世尊よ、我々によって（これまで）求め

もされなかった、望みもされなかった、思いもされなかった、願望も

されなかったところのものが“取り戻された,’のです。

と言い、続いて、四大声聞は、 「例えば、ある男があって…」と「長者窮

子瞼」を語り出したのである。それ故、 この[xxvm)はまさしくこの

｢瞼」の結文であって、それは謂うなれば、 まさしく “取り戻された" (pra-

tilabdha)で始まり、 “取り戻された”でもって終っているのである。

それでは、 この様な如来の教法を聞いて四大声聞は一体、何を指して

"取り戻した” と言っているのか、この「瞼」の解明は偏にその点にあ

る。ここに結論を言うならば、繰り返しになるが、 「これまで聞かれたこ

とのなかった如来の教法」とは、勿論、第二章に明かされたく仏乗〉であ
、 、 、

り、それは「一切衆生は本来からぼさつ（成仏確定者)」という「仏智によ

る衆生洞察(tamagataRjiiana-darSana,仏智の直観)」を衆生に提示し(samdale

Sana)、それを衆生に理解させ(avatarana)、さらに衆生に悟認させて(prati

~bodhana)、その上で衆生を仏智に至る道（修行）に導入すること (tathagata

jiiana(-darSana]-ma'ga-avata'ana)、要約すれば「ぼさつを鼓舞すること」

(bodhisattva-samadapana, 「妙j 「教化菩薩｣）に他ならず、これこそが仏の世
ただひと

に出現する唯一つの、即ち究極の任務であると説くものである。

それ故、ここに突然に邸宅の奥から現われた男を指して、長者が「この

者は私の実子だ」と公言したのはまさしく 「仏智の直観」たる「一切衆生
、 、 、

本来からぼさつ（＝仏子)」に基づくこと明白であり、当時の正統社会、

そして現代のインドでも、慣習法として厳存するカースト制度にあって

は、 日本のような“養子” （婿入り養子も含めて）制度は全く存在せず、財

産の継承はあくまで実子に限られる故に、長者の「この者は私の実子だ」

－1汚一






























































