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１．はじめに

小論は中村元訳（岩波文庫） ブッダ最後の旅 大パリニッバーナ経

（以下， 南伝大般涅槃経 ）を主たる資料とし，ほかに片山一良訳

パーリ仏典第二期３ 長部大篇Ⅰ （大蔵出版）および田上太秀訳 ブッ

ダ臨終の説法（完訳・大般涅槃経）２ を参 資料として論を進めて行く。

南伝大般涅槃経 において，釈尊が自分の涅槃は三ヶ月後に起こる，

と宣言するが，この 三ヶ月後の入滅 の意味を えるのがこの論文の主

旨である。

２． 三ヶ月後の入滅 宣言の背景

釈尊は最晩年に，アーナンダおよび数人の弟子たちとともに，王舎城近

郊の 鷲の峰 を去り，北方に向かって旅に出る。80歳という年齢もあっ

て，体力の衰えを痛感し，アーナンダに次のように言う。

アーナンダよ。私はもう老い朽ち，齢をかさね老衰し，人生の旅路

を通り過ぎ，老齢に達した。わが齢は八十となった。例えば古ぼけた
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車が革紐の助けによってやっと動いていくように，おそらく私の身体

も革紐の助けによってもっているのだ。（中村 p.62）

ヴェーサーリーで釈尊はアーナンダに以下のように言う。

アーナンダよ。修行を完成した人は，四つの不思議な霊力を修し，

大いに修し，（ を結びつけられた）車のように修し，家の礎のように

堅固にし，実行し，完全に積み重ね，みごとになしとげた。かれは，

もしも望むならば，寿命のある限りこの世に留まるであろうし，ある

いはそれよりも長い間でも留まることができるであろう。(中村 p.66)

南伝大般涅槃経 は，釈尊がこのように延命の可能性をほのめかされ

たにもかかわらず，アーナンダが尊師に対して 尊い方よ，尊師はどうか

寿命のある限り，この世に留まってください。（中略）多くの人々のため

に，多くの人々の幸福のために，世間の人々をあわれむために，神々と

人々との利益のために，幸福のために と延命を懇請しなかった，と言い，

それは，彼の心が悪魔に取りつかれていたからである と言っている

（中村 p.67）。少し後に釈尊がこれをアーナンダの 過失 としてアーナ

ンダを何度も叱責するが，ここに 三ヶ月後の入滅 の謎を解く鍵がある

と える。

３．悪魔との対話

釈尊がヴェーサーリーに滞在中，悪魔が近づき，次のように言う。
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尊い方よ。尊師はいまニルヴァーナにお入り下さい。幸いな方（＝

ブッダ）はいまニルヴァーナにお入り下さい。今こそ尊師のお亡くな

りになるべき時です。尊師はかつてこのことばを仰せられました。

悪しき者よ。わが修行僧であるわが弟子どもが，賢明にして，よ

く身をととのえ，ことがらを確かに知っていて，学識があり，法をた

もち，法に従って行い，正しい実践をなし，適切な行いをなし，自ら

知ったことおよび師から教えられたことをたもって，解説し，説明し，

知らしめ，確立し，開明し，分析し，異論が起こった時には，道理に

よってそれをよく説き伏せて，教えを反駁し得ないものとして説くよ

うにならないならば，その間は，私はニルヴァーナに入らないであろ

う と。（中村 p.69-70）

悪魔はこう言った後，この状態がすでに成就されたことを述べ，重ねて釈

尊に即刻ニルヴァーナに入ることを勧める。さらに悪魔は，釈尊が同じこ

とを弟子である修行尼たち，在俗信者たち，在俗信女たちについて語った

ことを述べ，彼らについてもそれぞれ釈尊の目的が成就したことを指摘し

て，最後に次のように言う。

尊い方よ。また実に尊師はこのことばを仰せられました。 悪しき

者よ。わがこの清浄行が成就され，栄え，増大し，ひろがり，多くの

人々に知られ，行きわたり，ついに神々や人々によく説き明かされな

いであろう間は，私はニルヴァーナに入らないであろう と。しかる

に，尊い方よ。今や尊師の清浄行は成就され，栄え，増大し，ひろが

り，多くの人々に知られ，行きわたり，ついに人々のためによく説き

明かされています。今こそ尊師はニルヴァーナにお入りください。幸
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いな方はニルヴァーナにお入りください。今こそ尊師がお亡くなりに

なるべき時です。（中村 p.71）

以上に述べられた悪魔の主張をまとめると，出家・在家の別を問わず，

釈尊の弟子たちは釈尊の教えを完全に体得し，人にも説く弁舌の能力も備

え，法の敵を論駁する力も獲得したから，釈尊はもう涅槃に入るべきだ，

ということである。それに対して釈尊は，次のように言う。

悪しき者よ。汝は心あせるな。久しからずして修行完成者のニルヴ

ァーナが起るであろう。今から三ヶ月過ぎて後に修行完成者は亡くな

るであろう。（中村 p.71）

この釈尊と悪魔との対話では次のことが明らかになってくる。

①釈尊は成道後，何度も悪魔から，すぐに涅槃に入るようにとの誘いを

受けていた。

②悪魔のこういう誘惑に対して釈尊は，出家・在家の違いを問わず，自

分の弟子たちが釈尊の教えを完全に悟り，思うままに教えを語り，論敵を

打破する能力を持つまでは，涅槃に入らない，という誓いを建てていた。

③釈尊は，悪魔に対する最終的勝利の証しとして，すなわち大般涅槃を

得ることの自分への条件として，三ヶ月後の入滅を宣言したのである。

④この悪魔は，釈尊の成道と仏道の興隆を妨げるエネルギーであるとい

うことを えると，おそらく，釈尊の中の死への願望であろうと えられ

る。ということは，悪魔に勧められてすぐに涅槃に入ることは，煩悩に敗

北したことになり，釈尊の一生の求道の生活を否定してしまうことになる

のである。逆に自分の入滅の時を自分で選ぶことは，煩悩との戦いの最終
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的勝利となるわけである。

しかしどうして 三ヶ月 なのか，それにはアーナンダの正覚が関係し

ていると推測されるのである。

４．釈尊とアーナンダとの対話

岩波仏教辞典 （1989年版，p.10）によると，アーナンダは釈尊の従兄

弟であり，十大弟子の一人。侍者として25年のあいだ釈尊につかえ，説法

を聴聞することが多かったので，多聞第一と呼ばれる。仏典の第1回結集

の際には，経典の誦出に重要な役割を果たしている。

話を 南伝大般涅槃経 にもどすと，釈尊は悪魔に三ヶ月後の入滅を宣

言した後， 寿命の素因 を捨てられる。これは中村元によると，今後生

き続けるための業因を抹消された，ということである。すると大地震が起

こるが，驚くアーナンダに対して説法をしたあと，悪魔との対話について

語り，その終わりに，自分が三ヶ月後に入滅することを宣言したことを告

げる。さらに アーナンダよ。そうしていま，チャーパーラ霊樹のもとに

おいて，今日，修行を完成した方は，念じ，よく気をつけて，寿命の素因

を捨て去ったのである と言う（中村 p.85）。

それに対してアーナンダは釈尊に， 尊い方よ。尊師はどうか寿命のあ

る限りこの世に留まってください。幸いな方は寿命のある限りこの世にと

どまってください。 多くの人々の利益のために，多くの人々の幸福の

ために，世間の人々をあわれむために，神々と人間との利益のため，幸福

のために と，延命を懇請する。しかし釈尊は アーナンダよ。いまはお

止めなさい。修行完成者に懇請してはいけない。いまは修行完成者に懇請

すべき時ではない と言って延命を拒絶する。二回目の懇請も断り，三回
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目の懇請に対して， お前はなぜ，三度までも修行完成者を悩ますのか

と聞く。アーナンダは次のように答える。

尊い方よ，私はこのことばを 尊師の面前でお聞きし まのあたりに

体得しました。 アーナンダよ，誰であろうとも，四つの不思議

な霊力を修し，大いに修し，（ を結びつけられた）車のように修し，

家の礎のようにしっかりと堅固にし，実行し，完全に積み重ね，みご

とに成し遂げた人は，望むがままに，寿命のある限り，あるいはそれ

よりも長い間にも留まることができるであろう。……>と。（中村

p.87）.

このことばに対して釈尊が アーナンダよ。お前はそのことを信じます

か？ と聞くと，アーナンダは はい，尊い方よ と答える。すると釈尊

は次のように言う。（下線は新井）

それならば，アーナンダよ，これはお前の罪である。お前の過失で

ある。 修行完成者がこのようにあらわにほのめかされ，あらわに

明示されたけれども，お前は洞察することができなくて，尊師に対し

て 尊師はどうか寿命のある限り，この世に留まってください。

…… と言わなかったのは。もしもお前が修行完成者に懇請したなら

ば，修行完成者はお前の二度にわたる懇請のことばを退けたかも知れ

ないが，しかし三度まで言ったならば，それを承認したであろう。そ

れだから，アーナンダよ，これはお前の罪である。お前の過失である。

（中村 p.87-88。下線は新井）
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それから釈尊は，過去16回にわたって，様々なところで同じように延命

の可能性をほのめかされたにもかかわらず，アーナンダが釈尊に延命を懇

請しなかったことを挙げ連ね， これはお前の罪である。お前の過失であ

る とアーナンダを叱責し続ける。まことに智慧と慈悲を体現した釈尊か

ら出た言葉としては信じがたいほど厳しい言葉が延々と続くのである（中

村 p.87-93；片山 p.243-261）。

しかし釈尊はその直後に次のように言う。

しかしアーナンダよ。私はあらかじめこのように告げてはおかなか

ったか？ 愛しく気に入っているすべての人々とも，やがては，生

別し，死別し，（住むところを）異にするに至る と。アーナンダよ。

生じ，存在し，つくられ，壊滅する性質のものが，壊滅しないように，

ということが，この世でどうしてあり得ようか。（中略）寿命の素因

は捨てられた。修行完成者は断定的にこのことばを説かれた， 久し

からずして修行完成者は亡くなるであろう。これから三ヶ月過ぎた後

に，修行完成者は亡くなるであろう と。修行完成者が，生きのびた

いために，このことばを取り消す，と言うようなことはあり得ない。

（中村 p.94）

その後，釈尊と一行はさらに旅を進めて行くのである。

５．釈尊とアーナンダの対話の意味

筆者は，いま挙げた部分が 南伝大般涅槃経 の中心部分であると え

る。まず 三ヶ月後の入滅 について えると， 三ヶ月 という期間が
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この経に対して大きな枠を与えている。この三ヶ月の間に釈尊は自分の人

生の総まとめをする。すなわち大般涅槃に入る準備をするのである。それ

がアーナンダの成道と大きく関っている。

ここで釈尊と悪魔の対話に出てきた釈尊の誓いをもう一度 えてみよう。

釈尊の誓いとは，要約すると， 自分の悟りを弟子たちが完全に理解して

自分と同じ悟りの境地に立ち，悟りの内容を人々に伝えて人々の幸福をも

たらす能力を持ち，異教・異解のものに対しても完全に論駁する能力を持

つまでは，自分はニルヴァーナに入らない ということである。すなわち

一人でも釈尊の教えを体得していないものがあれば，釈尊は入滅できない

のである。

ついで釈尊のアーナンダに対する厳しい叱責の言葉の意味について え

てみる。釈尊は 大悟したものは，もし望むなら自分の死期を延ばす力も

持っているのだよ と，意味ありげな言葉を何度もアーナンダにほのめか

すが，後で釈尊自身が言うように，これは自分の教えとは矛盾した言葉で

ある。しかしアーナンダは 心が悪魔に取りつかれていた ために，釈尊

の言葉の意味がのみこめず，釈尊に延命を懇請しなかった。ここで言う

心が悪魔に取りつかれていた というのは，煩悩の働きによって，釈尊

の言葉の意味を本当に理解できていなかった，という意味であろう。アー

ナンダは25年にわたって釈尊の身辺の世話をし，すべての説法を聴いて釈

尊の言葉は覚えていたけれども，怠惰，我慢，我見などの煩悩に阻まれて，

釈尊の説法の真の意味を理解していなかったと えられる。

しかし釈尊が最終的に死を覚悟し，三ヶ月後の入滅を宣言した時，始め

て釈尊の言葉がアーナンダの心の奥底までとどいたのである。それが，釈

尊から お前はそのことを信じますか と聞かれた時に はい，尊い方

よ という言葉になって現れてくる。釈尊が自分の教えと矛盾した延命の
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可能性をほのめかしたのは，アーナンダに釈尊の説法を聞くことの本当の

意味を気付かせるためであった。釈尊は自分のいのちの期間を限定するこ

とによって，アーナンダを正覚に導いたのである。

これ以後のアーナンダにとっては，それまでの釈尊の言葉を本当に理解

し，体得する時間であった。クシナーラについて，釈尊は沙羅双樹のもと

に横になられるが，アーナンダは少し離れたところで泣いていた。 ああ，

私は，まだこれから学ばねばならぬ者であり，まだなすべきことがある。

ところが，私を憐れんでくださるわが師はお亡くなりになるのだろう と

いう思いが心を占めていた（中村 p.136）。釈尊はアーナンダを呼んで次

のように言う。

やめよ。アーナンダよ。悲しむな。嘆くな。私はあらかじめこのよ

うに説いたではないか， すべての愛する者・好むものからも分か

れ，離れ，異なるに至るということを。（中略）アーナンダよ。長い

間お前は，慈愛ある，ためをはかる，純一な，無量の，身と言葉と心

の行為によって，向上し来たれる人に仕えてくれた。アーナンダよ，

お前は善いことをしてくれた。努めはげんで修行せよ。速やかに汚れ

のないものとなるだろう。（中村 p.137）

ここで釈尊は，間もなく起こるアーナンダの成道を預言している。さらに

釈尊は他の修行僧たちに アーナンダは賢者である と言い，さらに次の

ようにアーナンダを誉める。

修行僧たちよ，アーナンダにはこのようにこの四つの不思議な珍し

い特徴がある。修行僧たちよ。もしも修行僧の集いが，……乃至……
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尼僧の集いが……乃至……在俗信者の集いが……乃至……在俗信女の

集いが，アーナンダに会うために近づいていくと，彼らは，会っただ

けで心が喜ばしくなる。そこで，もしもアーナンダが説法するならば，

世法を聞いただけでも彼らに心が喜ばしくなる。またもしアーナンダ

が沈黙しているならば，修行僧の集いは，彼を見ていて飽きることが

ない。（中村 p.137-140）

このように釈尊はアーナンダを，悟りを得た阿羅漢のように讃えている。

さらに釈尊は死後の遺体の処理の仕方をアーナンダに指示し（p.132），自

分の亡き後は， 私が説いた教えと私の制した戒律とが，私の死後にお前

たちの師となるのである （p.135）というように，法の委嘱もしている。

これを見ても明らかなように，釈尊の死に至る３ヶ月間はアーナンダの成

道のためにとっておかれたものだと えてよい。

６．漢訳 大般涅槃経 の場合

ここで大乗の漢訳 大般涅槃経 （田上訳）に目を向けることにする。

南伝と漢訳の 大般涅槃経 とでは，その形態と成立背景が大きく異なる

が，ここで両者を比較対照する目的は，釈尊が未信のものを仏智に導くた

めに入滅を遅らせ，未信のものに間もなく起こる釈尊の死を知らせること

によって，はじめて教えを未信のものの心の奥底まで浸透させる，という

構造を両者が共通して持っていることを示すためである。

漢訳 大般涅槃経 で，南伝の釈尊とアーナンダの関係に相当するもの

は，釈尊と阿 世王の関係である（田上 p.309 ）。暴悪で父を殺し王位を

簒奪した阿 世王は，後悔のあまり発熱し，体中にひどい腫れ物をつくっ
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て苦しんだ。母の韋提希が種々の薬で手当をしたが，腫れ物はますます増

えた。これは自分の悪業の報いであり，地獄に堕ちるのも間近だろう，と

思って悶々としていた。そこへ６人の大臣が次々に現れて，自分たちの師

（六師外道）のところに行くように勧めるが，王は納得できない。最後に

釈尊の弟子であり名医である耆婆大臣が現れて， あなたは確かに罪を造

られましたが，心に深く悔いて，慚愧の気持ちをもっておられます。（中

略）悪行をしてもすぐに懺悔して，悔い改めて慚愧の気持ちを持ち，二度

と悪行をしない人がすぐれた智者だといわれています （田上 p.326-327）

と言い，王に釈尊にお目にかかることを勧める。釈尊のところへ行く途中，

阿 世は自分の悪行を恥じて，こんな罪深いものを釈尊が会ってくださる

だろうか，と言うと天空から声がして，釈尊の入滅の近いことを知らせ，

今釈尊に会わなければ阿 世は必ず阿鼻地獄に堕ちて，救いに会うことは

ないだろう，と言う。その声の主が，自分の父・頻婆沙羅王だと知って，

阿 世は悶絶する。ここのところは， 南伝大般涅槃経 において，アー

ナンダが釈尊のニルヴァーナが近いことを知って，急に有学の自分に気付

き，嘆き悲しむのと対応している。

一方，漢訳では，釈尊はクシナーラの沙羅双樹の下で涅槃に入ろうとし

ているが，智慧の力で阿 世の来訪を知り， いま暫くは私は阿 世王の

ために妙寂に入る時を延ばし，この世間に留まることにしたい という

（田上 p.345；下線は新井）。これは，南伝において，釈尊が３ヶ月後の入

涅槃を宣言するのと軌を一にしている。カッサパ菩薩が 世尊，本来なら

ば無数の人々のために留まっていただくべきはずなのに，どうして一人阿

世王だけのために留まられるのですか と聞くと，釈尊は次のように答

える。
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カッサパ菩薩，ここにいる人々の中のだれ一人として，私が結局は

妙寂に入るだろうと言う者はいない。阿 世王だけがブッダは妙寂に

入ると思っているのだ。だから王は悶絶して地に倒れたのだ。私が阿

世王のために妙寂に入らないと言ったのは，このような裏の意味が

あったことを君は解っていない。私が ……のため と言っているの

は，決まってすべての凡夫のためという意味である。阿 世王と言っ

たのは五つの重罪を犯した者という意味である。

また， ……のため とはこの世間の生類のためという意味である。

私はこの世間以外の生類のために生きているのではない。大体，世間

を超えたところにいる者は生類ではないからだ。阿 世王と言ったの

は煩悩を持っている者という意味でもある。（田上 p.345-346；下線は

新井）

ここで明らかなように，釈尊は阿 世を救うことが全衆生を救う道を開

くことだと見ている。これは，南伝で釈尊が，出家・在家を問わず自分の

弟子のすべてが自分の教えを完全に悟るまではニルヴァーナに入らない，

と言っているのに対応している。また， 阿 世王だけがブッダは妙寂に

入ると思っている という言葉は南伝で，アーナンダが始めて釈尊の死の

近いことを痛切に知り，それがきっかけとなって，釈尊の教えを始めて心

から 信 じたのと軌を一にしている。

大乗の 大般涅槃経 に話を戻すと，阿 世は釈尊の月愛三昧と説法に

より身心ともに救われ，釈尊に対する 信 を告白する。

世尊，私は世間ではエーランダ毒樹の種子からはエーランダ毒樹が

生じることを見てきましたが，エーランダ毒樹から栴檀樹が生じたの
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を見たことはありません。ところがいまエーランダ毒樹から栴檀樹が

生じたのを見ました。つまりエーランダの種子とは私の身体です。栴

檀寿とは私の心の無根信，つまりブッダのたすけによって生じた，そ

れまでになかった私の信心です。無根とは私はかつてブッダを崇敬す

ることも，教えを崇敬することも，そして修行者の集まりを崇敬する

こともまったくなかったことを言ったのです。

世尊，いまブッダに遇わなかったら，おそらく私は数え切れない年

月の間，地獄に堕ちて量り知れない苦しみを受けることになったでし

ょう。私はいまブッダを目のあたりにみることができて，そのおかげ

で量り知れない功徳を得ました。この功徳であらゆる人々がもってい

るのと同じ，煩悩にまみれた悪心を取り除くことができました。（田

上 p.369；下線は新井）

ここでは阿 世が，清らかな 信心 を得て救われた喜びを表明してい

るが，南伝の方では，釈尊の厳しい叱責によって，始めて如来の言葉を本

当に 信 じたことに対応している。

７．結 び

以上の議論をまとめると， 南伝大般涅槃経 において釈尊が自分の入

滅を 三ヶ月後 としたのは，アーナンダの成道と関わっている。釈尊は，

自分の弟子たちがすべて釈尊の教えを理解し，他人に説法したり異教異解

を論駁できる弁舌の能力を持つまではニルヴァーナに入らない，と誓って

いた。80歳になり，自分の身体の衰えを感じていた釈尊にとって，唯一の

気がかりはアーナンダを成道に導くことであった。アーナンダは25年も釈
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尊の身辺で仏の説法を聴いて記憶していたが，説法の深い内容を理解して

いなかったのである。そこで釈尊はアーナンダに自分の死の近いことを知

らせ，それまで説法をぼんやり聞いていたことを厳しく叱り，法の心を本

当に 信 じるところまで導いたのである。大乗の 大般涅槃経 で阿

世王の救いが全衆生の救いの道となり，釈尊の悟りも完結したように，

南伝大般涅槃経 では，アーナンダの成道があって始めて，私たち衆生

が成道できる道が開かれたと言っているのである。またこのことが釈尊の

大般涅槃の成就につながって行くわけである。
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