釈迦 の十大 弟子
弟子の中で、頭陀（ dhuda
）
第一と呼ばれておりました。
頭陀というのは最低の生活
に満足するという修行であ
りまして、粗末な衣を着、
粗末な食事をして、粗末な
ところに住む、それ以上何
も求めないという生活であ

摩 訶迦葉

しかったことでしょう。
「え、いったい何を仰るの
ているはずです。
釈尊亡きあと、教団の混乱 ですか！」
「人生」はまるで「旅」の
を恐れた摩訶迦葉は、直ち 「どうか有り難い末期の
ようなものと良く言われま
へんさん
に経典の編纂を思い立ち、
一句をお願いします」 す。私は旅が大好きです。
５００人の主だった弟子を と、皆が詰め寄りました。 みなさんもきっと旅行はお
王舎城に集めて、第一回の すると仙厓さん、渾身の精 好きだと思います。旅をし
経典編纂（第一結集）を成 気をふりしぼって、
ていると、色々な出来事が
しとげたといわれておりま 「ほんまに、ほんまに、死
次々と起こりますよね。決

にもかかわらず世尊の仰せ
に従わなかったことが三つ
あったといわれています。
一つは布施を受けて新しい
軽い衣にかえなさいといわ
れたことでありました。し
かしお釈迦さまから譲られ
た衣を、破れては繕って大

後に、両親は亡くなりまし
た。それを機会に妻と相談
のうえ、出家いたしました。
そして諸方を訪ね歩きつい
にお釈迦さまと出会い、お
弟子となったのであります。
摩訶迦葉の妻も非常に純粋
な女性で、自分も出家した
ります。だから彼は釈尊か かったようで、迦葉の入っ 切にしている迦葉には、こ
ら譲られた衣を一生涯着て て来た姿を見た弟子たちは、の仰せを聞くことは出来ず、
通しました。この衣はお釈 何ともひどいその格好に驚 つぎはぎで重くなった衣を
迦さまの弟子になった当初、いて、どこの物乞いかと、 一生引きずるようにして着
摩訶迦葉は立派な衣を着て さげすみの眼でながめてお ていられたといわれていま
おられましたが、お釈迦さ りました。その時世尊は、 す。二つは、時には長者
まの粗末な衣を見て、取り 目ざとく迦葉の姿をみとめ （金持ち）の家にも招待を
替えてさしあげたのであり られて、「迦葉よ、よく来
受けて、たまには身体に力
ますが、その時以来、お釈 ました。さあどうぞこちら のつくような食物の供養も
迦さまから頂いた衣を死ぬ へ」と自ら半座を譲って、 受けなさい、これは迦葉の
まで手放すことはありませ そこへ招かれました。
老体を案じられたからでしょ
んでした。また裕福な家か 弟子たちの驚いたことはい うが、それも聞きませんで
らは托鉢をせず、貧しい家 うまでもありませんが、
した。
から差し出す食事を喜んで 迦葉は恐縮して「世尊、私 迦葉はお釈迦さまより年長
受け粗末な食べものだけで は末座の弟子であります。 でありましたが、迦葉より
生活しておられました。
とうていそのような場所に 先立ってお釈迦さまは、ク
また彼は静かに一人で修行 座ることはできません」と シナガラで涅槃に入られま
することを好み、木の下で 固く辞退しています。釈尊 した。 御遺体はしばらく
端座したり、あるいは路地 のお心はどうあろうと、彼 荘重にお祀りして、七日目
だ び
や墓地で寝たり、そういう はあくまでも弟子であると に荼毘（火葬）に付すとい
ことをしながら、あちらこ いう帰依の心は変わりませ うしきたりになっておりま
ちらを修行して歩いておら んでした。
した。その時、遠方にいて

れました。こんな話もあり
ます。あるとき、久方ぶり
にお釈迦さまのもとに帰っ
て来られましたが、その時
にお釈迦さまのお側にいた
のは、新しく弟子入りした
者ばかりでした。それで摩
訶迦葉のことをよく知らな

（まかかしょう）
まかかしょう
摩訶迦葉はインド名、マハー
カッサバといい、この人は
王舎城にほど遠からぬとこ
ろに住んでいた大富豪の子
いという願いを抱いていた
といわれています。だから
釈尊の教団に比丘尼（婦人
の出家）が加えられたとき
に出家して、かねてからの
志を果たしました。夫婦揃っ
てお釈迦さまのお弟子となっ
た一例であります。前に申
しましたような事情があっ
て、弟子入りの遅れた摩訶
迦葉は、入門した時はすで
に相当な年輩で、従ってお
釈迦さまより年長（３歳年
上）でありましたし、また
非常に高潔で、求道一筋と
いう純粋な方でありました
ので、お釈迦さまも尊敬し
ておられ、弟子というより
も、客分というようなお気
持で接しておられたようで
あります。
摩訶迦葉は釈尊の多くのお

釈尊の入滅を聞いた迦葉は、 点けたのでありますが、い 一生懸命に力を尽くされた んって、本当に親しみやす
とり急ぎクシナガラへ駆け くら火を点けようとしても、 のが摩訶迦葉であります。 いお方だね」。「私たちと同
つけたのですが、何しろ老 ついに燃え上がりませんで
じで、やっぱり死ぬのは嫌
齢でありましたため、道が した。これは天の神々が、 「死 にともない！ 」
なんだよ」と、つい笑いが
はかどりません。明日はク 迦葉が帰ってくるまでとい 今、精一杯の 一言
こぼれてしまいます。けれ
シナガラに着けるという所 うので、火の燃えるのをと
ど、この「死にともない」
まで到着したのが、はや七 どめておったのだといわれ 江戸時代の終わり頃、九州 の一言には、何かもっと深
日目でありました。夕方に ております。一日遅れて八 は博多の聖福寺に、「仙厓
い真実が込められているの
なって彼は、クシナガラか 日目、迦葉はクシナガラに さん」と呼ばれ、多くの人々 ではないでしょうか。
らやって来たという一人の 着きましたが、まだ火葬は に慕われた禅僧がおられま 私たちは誰だって「死にた
婆羅門に会いましたが、そ 終わっていませんでした。 した。晩年のこと、８８歳 くない」と思っています。
の婆羅門はこう申しました。 そこで迦葉が自ら火をつけ の仙厓さんは、いよいよ臨 でも「人生」とは「生」と
「今日はクシナガラで、い
ますと、一斉に勢いよく燃 終というまさにその時、
「死」がセットになってい
よいよお釈迦さまを荼毘に え上がったといわれていま 「死にともない」とつぶや
るものです。この世界に生
付するということで、仏弟 す。お釈迦さまが待ってお きました。それを枕元で聞 まれて来たからには、いつ
子がたは忙しく立ち働いて られたのでしょうか。念願 いたお弟子さん達はビック かはこの世を去って行く日
おられましたが、今ごろは を果たした迦葉も、さぞ嬉 リ仰天です。
が来ることを、私たちは知っ
もう火葬も済んだでしょう」
これを聞いた迦葉は本当に
泣きくずれました。大切な
世尊の最後のお姿を拝むこ
とができない。何という情
けないことであろうか、と
非常な悲しみにしずんでし
まったのであります。

す。釈尊入滅後から、迦葉 にともない！」
自らが入滅するまで一生涯、 と言って息を引き取られた
釈尊の残された教団を束ね のでした。
て、混乱のないようにお弟 この逸話、みなさんはどう
子たちが仏道を励むよう、 思われましたか。「仙厓さ

私たちはそんな「人生」と
いう「旅」をちゃんと楽し
んでいるのでしょうか。人
生の旅行者の多くは、せっ
かくの旅を楽しもうとしな
いで、不平や不満ばかりを
こぼしているように思えま
す。それでも、「旅」の終
して楽しいことばかりでは わりの地である「死」とい
なく、思ってもみないアク う「人生」の目的地に、い
シデントに見舞われること つかは一人残らず辿り着く
もあります。出会いがあり、 のです
別れがあり……。嬉しいこ
潮音寺住職
渡邊宗禅

一方、その日のクシナガラ
では、今日は七日目という
ことで、釈尊を荼毘に付す
準備もととのい、いよいよ
仏弟子が、積んだ薪に火を

とがあって、悲しいことが
あって……。でもそんな旅
のすべてが、何かとてもワ
クワクする胸おどる楽しい
時だと感じるのはどうして
なのでしょう。
もし、この「人生」を「旅」
として見ることができたな
ら、辛く苦しい出来事や嫌
なことに対する見方も今ま
でとは少し違ってくるかも
しれません。
すべては過ぎ去って行く旅
の途中の出来事。思いがけ
ない喜びや悲しみでさえも、
ふいに訪れそして過ぎ去っ
て行くことでしょう。

として生まれましたが、ピッ
パラ樹（菩提樹）の下で生
まれられたので、ピッパラ
ヤナと名づけられました。
摩訶迦葉（マハーカッサバ）
はお釈迦さまのお弟子になっ
てからの名であります。
この人は物事をよくわきま
えておられ、頭もよく感覚
も鋭く、その上、心も非常
に純粋で、迷いの世間を厭
う心深く、欲望の不浄であ
ることを感じ、しきりに涅
槃を願っていられたようで
す。従って出家の志が非常
に強かったのですが、たっ
た一人の男の子だったので
両親はどうしても出家を許
しません。両親の願いでや
むなく結婚し家庭生活に入
られました。
年月が過ぎ去って何年かの
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