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ABSTRACT 

The subject of this article is the ancient Indian country of Kosala, the founder of Buddhism, the 

life of Shakyamuni, and the tombs and remains. The subject of this article is the ancient Indian country 

of Kosala, the founder of Buddhism, the life of Shakyamuni, and the tombs and remains. 

It is told. The marker died seven days after giving birth. This child was named Sidarta. In Sharjah's 

Capillabesto, Siddhartha was raised by her sister's sister Mahrappurapatty. What is Buddha: Speaking of 

Buddha is a person famous for “Enlightenment”. Shaka's real name and surname is Gotama and his name 

is Siddhartha. The name Shakya was because of the Shakya tribe. There is an idea that after various training 

from self-philosophy, as a result, it is important to balance from the balance. 

The Noble Eightfold Path can be classified as follows. That is, ①Right view, ②Right resolve, ③Right 

speech, ④Right action, ⑤Right Livelihood,⑥Straight forward effort, ⑦Right mindfulness, and ⑧Right 

concentration. The ten principal disciples were the main disciples of Gautama Buddha. Depending on the 

scripture, the disciples included in this group vary. The Vimalakirti Sutra includes: ①Shariputra, ②

Maudgalyayana, ③Mahākāśyapa, ④Subhuti, ⑤Purna Maitrayani-putra, ⑥Katyayana, ⑦Anuruddha, 

⑧Upali, ⑨Rāhula and ⑩Ananda。  

The ancient Indian land considered the details of Shakyamuni's life and tombs, while holding down the 

historical background. This paper is a report of an empirical study that captures the life of Shakyamuni, the 

founder of Buddhism as a stage that determines the fate of the ancient nation, from multiple perspectives. 

We examined the position and problems of Shakyamuni in relation to the history of resident development 

and environmental change. The survey will continue in the future, but for the time being, the findings of the 

results so far have been organized. In order to cope with the era of internationalization, the origins of 

Buddhism were summarized. Finally, I was able to summarize the chronology and contents of Buddhism and 

Buddha. 
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1.はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査

の一部である。本稿の対象は、古代インドのコーサラ国、仏教開祖、釈迦の生涯と墓・遺骨(仏舎利) である。

釈迦の誕生から青年期は、次のように要約できる。釈迦の父であるｶﾞｳﾀﾏ氏のｼｭｯﾄﾞｰﾀﾞﾅは、コーサラ国の属

国であるｼｬｰｷﾔのﾗｰｼﾞｬで、母は隣国ｺｰﾘﾔﾉ執政ｱﾇｼｬｰｷｬの娘ﾏｰﾔｰである。母のﾏｰﾔｰは、出産のための

里帰りの旅行中に、ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩ郊外のﾙﾝﾋﾞﾆで子を出産した。この誕生に関して、釈迦はﾏｰﾔｰの右脇から生

まれ出て７歩あゆみ、右手を上に、左手を下に向けて、『天上天下唯我独尊』と言った（八正成道のうち降誕も

しくは出胎）と物語られている。ﾏｰﾔｰは、出産した７日後に死んだ。この子はｼｯﾀﾞｰﾙﾀと名付けられた。ｼｬｰｷ

ｬの都ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩにて、ｼｯﾀﾞｰﾙﾀはﾏｰﾔｰの妹ﾏﾊｰﾌﾟﾗｰｼﾞｬｰﾊﾟﾃｨによって育てられた。 

釈迦とは：釈迦といえば「悟り」で有名な人物である。釈迦の本名、姓はｺﾞｰﾀﾏで、名前はシッダールタであ

る。釈迦という呼び名は、釈迦族であったためである。自己哲学から様々な修業をして、結果として、バランス

から中道が大事だという考えである。釈迦の教えは、縁起（ｴﾝｷﾞ）は、すべてに繋がりがあるという事である。四

諦（ｼﾀｲ）は、苦はどういう事かの説明である。八正道（ﾊｯｼｮｳﾄﾞｳ）～四諦の取り除き方を具体的に説明した。 

八正道（Noble Eightfold Path）は次のように分類できる。すなわち、1.正見、2.正思惟、3.正語、4.正業、5.正

命、6.正精進、7.正念および 8.正定である。弟子は、①舎利弗・②摩訶目犍連・③摩訶迦葉・④須菩提・⑤富

楼那弥多羅尼子・⑥摩訶迦旃延・⑦阿那律・⑧優波離・⑨羅睺羅・⑩阿難陀である。 

古代インドの地については、歴史背景を抑えつつ、釈迦の生涯と墓についての詳細な内容を考察した。本

稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての仏教の開祖である釈迦の生涯を、多角的にとらえた実証研

究の報告である。住民発達史や環境変遷史との関わりで、釈迦がどのような位置づけや問題点を有している

かという検討をした。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際

化時代に対応すべく、仏教の由来について纏められた。最後に、仏教と釈迦に関する年表と内容を纏めるこ

とができた。 

 

２.インド国 

2-1.インド国の概要 

インド（ヒンディー語と英語）、またはインド共和国（インドきょうわこく）は、南アジアに位置し、インド亜大陸の大半を領

してインド洋に面する連邦共和制国家。首都はニューデリーまたはデリーで、最大都市はムンバイである。1947 年 8 月

15日にイギリスから独立。インダス文明に遡る古い歴史がある。国花は蓮、国樹は印度菩提樹、国獣はベンガルトラ、国

鳥はインドクジャク、国の遺産動物はインドゾウである。面積総計は南アジア随一の面積（総計 3,287,590km2：世界で

は 7 位）である。水面積率は 9.6%である。人口総計（2018 年）13 億 3,422 万人（2 位）、人口密度 405.88 人/km2 GDP

（自国通貨表示）である。13 億人を超える国民は、多様な民族、言語、宗教によって構成されている。 

東はバングラディッシュとミャンマーと地境になっている。西から時計回りにパキスタン、中華人民共和国、ネパー

ル、ブータン、ミャンマー、バングラデシュと国境を接する。海を挟んでインド本土がスリランカやモルディブと、アンダマ

ン＝ニコバル諸島がインドネシアに近接している。南にはインド洋があり、南西のアラビア海と南東のベンガル湾に

挟まれている。北東は中国とネパールとブータンである。インド本土は、インド洋のうち西のアラビア海と東のベンガル

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E6%80%9D%E6%83%9F
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湾という２つの海湾に挟まれて、北東部をガンジス川が流れている。インド洋ではスリランカとモルディブが近くにあり、

アンダマン・ニコバル諸島ではタイとインドネシアとの間に海上の国境がある。  

 

2-2.インドの歴史 

インド亜大陸の歴史は紀元前 3000 年紀のインダス文明である。その時代の最古聖典はヒンドゥー教である。紀

元前 1000 年紀には、カーストに基づく身分制度が現れ、仏教とジャイナ教が起こった。中世ではユダヤ教、ゾロア

スター教、キリスト教、イスラム教が伝わり、シク教が成立した。17 世紀のムガル帝国において経済は拡大していっ

た。18 世紀の半ば、インドはイギリス東インド会社の支配下に置かれ、19 世紀半ばにはイギリス領インド帝国となっ

た。19 世紀末に独立運動が起こり、マハトマ・ガンディーの非暴力抵抗や第二次世界大戦などのあと、1947 年に

独立した。  

2017 年、インドの経済は名目 GDP において世界第 7 位であり、購買力平価では世界第 3 位である。1991 年に

市場を基盤とした経済改革を行って以降、急速な経済成長をしており、新興国と言われた。しかし、貧困や汚職、

栄養不足、不十分な医療といった問題に今もなお直面している。労働力人口の 3 分の 2 が農業に従事する一方、

製造業とサービス業が急速に成長している。国民の識字率は 74.04％である。ヒンドゥー教徒がもっとも多く、イスラ

ム教、シーク教がこれに次ぐ。カースト制度による差別は憲法で禁止されているが、今でも農村部では影響は残っ

ている。アジア開発銀行はインドの中間層が向こう 15 年間で人口の 7 割に達するとしている。  

 

2-3.インドの名称 

インド憲法によれば正式名称はヒンディー語であり、英語による国名は India （インディア）である。実際には憲

法その他の法的根拠に基づくものではない。バーラト（サンスクリットではバーラタ）の名はプラーナ文献に見え、バ

ラタ族に由来する。 英語の India は、インダス川を意味する。インダス川とそれ以東の全ての土地を指した。古く

は非常に曖昧に用いられ、アフリカ東海岸をも India と呼ぶことがあった。  

 イラン語派の言語ではインドのことを、やはりインダス川に由来する Hinduka の名で呼び、古い中国ではこれを

身毒（『史記』に見える）または天竺（『後漢書』に見える）のような漢字で音訳した。ただし水谷真成はこれらをサン

スクリットの Sindhu の音訳とする。初めて印度の字をあてたのは玄奘三蔵であるが、玄奘はこの語をサンスクリット 

indu（月）に由来するとしている。近代になって、西洋語の India に音の近い「印度」、または日本ではそれをカタ

カナ書きした「インド」が使われるようになった。  

 

2-4.インドの国旗 

 

 
 

 

写真 2-1.インドの国旗 写真 2-2.タージ・マハル 写真 2-3.インドと日本の地図 
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写真 2-1 はインドの国旗。写真 2-2 はタージ・マハル。および写真 2-3 はインドと日本の地図である。1931

年にインド国民議会が定めた３色旗を基にしたデザインは、トップのサフラン（オレンジ）色はヒンドゥー教を、ま

たは勇気と犠牲を意味する。緑色はイスラム教を、白は平和と真理を意味し両宗教は和合している。中央には、

アショカ王の記念塔になぞらえたチャクラ（法輪）がデザイン。なお法輪の中の２４本の線は１日２４時間を意味

する。チャクラは、仏教のシンボルであるため、上記 2 宗教と合わせて、世界四大宗教のうち３つが象徴されて

いる。 

 

2-5.アングッタラ・ニカーヤ 

十六大国の一覧は、仏典『アングッタラ・ニカーヤ』と、ジャイナ教の聖典『ヴィヤーキヤープラジュニャプティ

（英語版）』（「バガヴァティー・スートラ」とも）によれば、以下の通りである（表 2-1）。 

 

表 2-1.アングッタラ・ニカーヤの 16)(BC600) 

1.ｱﾝｶﾞ(Aṅga) 2.ﾏｶﾞﾀﾞ(Magadha) 3.ｶｰｼｰ(Kāśī) 4.ｱｳﾞｧﾝﾃｨ（Avanti） 

5.ｳﾞｧｯｼﾞ(Vajji) 6.ﾏｯﾗ(Malla) 7.ｳﾞｧﾂｻ(Vatsa) 8.ｶﾞﾝﾀﾞｰﾗ Gandhāra） 

9.ﾊﾟﾝﾁｬｰﾗ(Pañcāla) 10.ﾁｪｰﾃﾞｨ（Cedi） 11.ﾏﾂﾔ(Matsya) 12.ｼｭｰﾗｾｰﾅ（Surasena） 

13.ｱｯｻｶ(assaka) 14.ｸﾙ（Kuru） 15.ｺｰｻﾗ(Kosala) 16.ｶﾝﾎﾞｰｼﾞｬ（Kamboja） 

 

３.釈迦の出生地と呼称 

３-1.釈迦の概要 

国名はコーサラ国カピラヴァストゥである。出生地はルンビニ県、没地はマッラ国クシナガラ。死去した場所: 

Kushinagar district である。弟子は、①舎利弗・②摩訶目犍連・③摩訶迦葉・④須菩提・⑤富楼那弥多羅尼

子・⑥摩訶迦旃延・⑦阿那律・⑧優波離・⑨羅睺羅・⑩阿難陀である。  

生涯は未詳 (紀元前 1100 年頃)-未詳 (紀元前 500 年頃)である。宗教は、ヴェーダ教・ヒンドゥー教・仏教・

ジャイナ教である。設立は仏教、 仏教哲学および Soto Zen である。首都はアヨーディヤーとシュラーヴァステ

ィーである。コーサラ国は、漢訳：舎衛城の大都市である。配偶者は耶輸陀羅、著書は法句経、兄弟は孫陀羅

難陀 (兄弟)、Nanda (姉妹)および Sundari (姉妹)である。釈迦は、ネパールで生まれて、すぐに母親を亡くし、

１６歳で結婚し、２９歳で出家した。その後、35 歳頃に菩提樹の下で悟りを開いた。80 歳で亡くなるまで、説法

地は、インドのガンジス川周辺である。 

 

3-2.釈迦の名前と呼称  

釈迦（ｼｬｶ）は、紀元前５世紀前後の北インドの人物で、仏教の開祖である。姓名はサンスクリット語表記で

はガウタマ・シッダールタ、パーリ語の発音に基づいてゴータマ・シッダッタとも表記される。シャーキヤは、釈

迦の出身部族で、シャーキヤ族またはその領国であるシャーキヤ国を指す名称である。「釈迦」はシャーキヤ

を音写したものであり、旧字体では釋迦である。シャーキヤムニはサンスクリットで「シャーキヤ族の聖者」という

意味の尊称であり、これを音写した釈迦牟尼（ｼｬｶﾑﾆ）を省略して「釈迦」と呼ばれるようになった。  
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3-3.釈迦の姓名 

パーリ仏典では、釈迦の父方の従兄弟・ｱｰﾅﾝﾀﾞもｺﾞｰﾀﾏと呼ばれており、釈迦の母のﾏｰﾔｰと母方の叔母

で養母のﾏﾊｰ･ﾌﾟﾗｼﾞｬｰﾊﾟﾃｨｰはｺﾞｰﾀﾏの女性形であるｺﾞｰﾀﾐｰと呼ばれている。ｶﾞｳﾀﾏはｱﾝｷﾞｰﾗｻ族のﾘｼの

ｶﾞｳﾀﾏの後裔を意味する姓（ｺﾞｰﾄﾗ）であり、この姓を持つ一族のｳﾞｧﾙﾅはﾊﾞﾗﾓﾝである。したがって、ｸｼｬﾄﾘｱﾉ

ｼｬｰｷｬ族である釈迦の姓がｶﾞｳﾀﾏであることは不可解であり、「先祖が養子だった」など諸説ある。名のｼｯﾀﾞｰ

ﾙﾀは、古い仏典に言及がなく意味が「目的を達成した人」と出来過ぎていることから、後世に付けられたもので

本名ではない、という説がある。  

 

3-4.釈迦の尊称・敬称・異名 

ブッダは、「目覚める」を意味するブドゥに由来し、「目覚めた人」という意味である。もともとインドの宗教一般

において、すぐれた修行者や聖者に対する呼称であったが、仏教で用いられ釈迦の尊称となった。このため、

ｺﾞｰﾀﾏ･ﾌﾞｯﾀﾞともいう。仏陀の略称が仏であり、「仏教」や「仏像」などの用語は、この尊称に由来する。釈迦の

異名は多くあるが、その中でも十号がよく知られている。  

ﾀﾀｰｶﾞﾀは、「そのように来た者」または「そのように行った者」を意味する釈迦の尊称である。音写は釈迦如

来ともいう。またﾊﾞｶﾞｳﾞｧﾝﾄは、世の中で最も尊い者を意味する釈迦の尊称である。仏教では、釈迦牟尼仏、釈

迦牟尼如来と釈迦牟尼世尊を略して、釈尊、釈迦尊、仏様およびお釈迦様とも呼ぶ。  

 

4.釈迦の誕生 

4-1.釈迦の誕生から青年期 

釈迦の父であるｶﾞｳﾀﾏ氏のｼｭｯﾄﾞｰﾀﾞﾅは、コーサラ国の属国であるｼｬｰｷﾔのﾗｰｼﾞｬで、母は隣国ｺｰﾘﾔﾉ執

政ｱﾇｼｬｰｷｬの娘ﾏｰﾔｰである。母のﾏｰﾔｰは、出産のための里帰りの旅行中に、ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩ郊外のﾙﾝﾋﾞﾆで

子を出産。この誕生に関して、釈迦はﾏｰﾔｰの右脇から生まれ出て 7 歩あゆみ、右手を上に、左手を下に向け

て、『天上天下唯我独尊』と言った（八正成道のうち降誕もしくは出胎）と物語られている。ﾏｰﾔｰは、出産した７

日後に死んだ。この子はｼｯﾀﾞｰﾙﾀと名付けられた。ｼｬｰｷｬの都ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩにて、ｼｯﾀﾞｰﾙﾀはﾏｰﾔｰの妹ﾏﾊｰ

ﾌﾟﾗｰｼﾞｬｰﾊﾟﾃｨによって育てられた。 

  

 
   

写真 4-1.コーサラ国の属国であるｼｬｰｷﾔのﾗｰｼﾞｬの町。1988 年 2 月 

 

写真 4-1 はコーサラ国の属国であるｼｬｰｷﾔのﾗｰｼﾞｬの町である。ｼｯﾀﾞｰﾙﾀはｼｭｯﾄﾞｰﾀﾞﾅらの期待を一身に

集め、二つの専用宮殿や贅沢な衣服・世話係・教師などを与えられ、教養と体力を身につけた多感でしかも
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聡明な立派な青年として育った。１６歳または１９歳で母方の従妹のﾔｼｮｰﾀﾞﾗｰと結婚し、跡継ぎ息子としてﾗｰ

ﾌﾗ１人のみをもうけた。仏画や仏像の釈迦如来像の造形の参考になるﾌﾞｯﾀﾞの３２相は男性器陰部の形が体

の中に隠れている。女性器のような姿をした男性として伝えられている。 

 

4-2.釈迦の出家 

当時のインドでは、後にｼﾞｬｲﾅ教の始祖となったﾏﾊｰｳﾞｨｰﾗを輩出するﾆｶﾞﾝﾀ派をはじめとして、順世派など

のｳﾞｪｰﾀﾞの権威を認めないﾅｰｽﾃｨｶが、ﾊﾞﾗﾓﾝを頂点とする既存の枠組みを否定する思想を展開していた。

釈迦が出家を志すに至る過程を説明する伝説に、四門出遊の故事がある。ある時、釈迦がｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩの東門

から出る時に老人に会い、南門より出る時に病人に会い、西門を出る時に死者に会い、この身には老いも病も

死もある、と生の苦しみを感じた(四苦)[要出典]。北門から出た時に一人の沙門に出会い、世俗の苦や汚れを

離れた沙門の清らかな姿を見て、出家の意志を持つようになった。  

シッダールタは王族としての安逸な生活に飽き足らず、また人生の無常や苦を痛感し、人生の真実を追求

しようと志して２９歳で出家した。ﾗｰﾌﾗが産まれて間もない頃、深夜にｼｯﾀﾞｰﾙﾀは王城を抜け出した。当時の

大国であったマガダ国のﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊを訪れ、ﾋﾞﾝﾋﾞｻｰﾗ王に出家を思いとどまるよう勧められたがこれを断った。

また、ﾊﾞｯｶﾊﾞ仙人を訪れ、その苦行を観察するも、ﾊﾞｯｶﾊﾞは死後に天上に生まれ変わることを最終的な目標と

していたので、天上界の幸いも尽きればまた六道に輪廻すると悟った。ｼｯﾀﾞｰﾙﾀは、次に教えを受けたｱｰﾗｰ

ﾗ･ｶｰﾗｰﾏの境地（無所有処定）およびｳｯﾀﾞｶﾗｰﾏ･ﾌﾟｯﾀの境地（非想非非想処定）と同じ境地に達したが、これ

らを究極の境地として満足することはできず、またこれらでは人の煩悩を救ったり真の悟りを得ることはできな

いと覚った。この三人の師はｼｯﾀﾞｰﾙﾀの優れた資質を知って後継者としたいと願ったが、ｼｯﾀﾞｰﾙﾀはこれらの

すべては悟りを得る道ではないとして辞し、彼らのもとを去った。  

ｳﾙｳﾞｪｰﾗｰ（ﾋﾝﾃﾞｨｰ語版）の林へ入ると、父のｼｭｯﾄﾞｰﾀﾞﾅは、ｼｯﾀﾞｰﾙﾀの警護も兼ねて五人の沙門（のちの

五比丘）を同行させた。その後６年の間に様々な苦行を行った。釈迦が生きた時代にインドにあったﾊﾞﾗﾓﾝ教

の苦行信仰の影響から様々な修行や瞑想行為をした。仏教徒が仏教の教祖として神格化した仏典の内容で

は、出家した２９歳から仏になる 35 歳までにブッダが行ったとされる激しい修行行為の苦行をした。断食修行

でわずかな水と豆類などで何日も過ごした。断食行為は心身を極度に消耗するのみであり、シッダールタの身

体は骨と皮のみとなり、やせ細った肉体となっていた。その際、五人の沙門はシッダールタを堕落者と誹り、彼

をおいてﾜｰﾗｰﾅｼｰのｻｰﾙﾅｰﾄへ去った。 

 

4-3.釈迦の悟り 

 

写真 4-2 はペナリスにある仏教の史跡は広大である。写真 4-3 は説法を聞くうちに悟りを得た五比丘であ

   

写真 4-2.ペナリスにある仏教の史跡は広大である 写真 4-3.説法を聞くうちに悟りを得た五比丘 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AC%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AC%E6%B3%95


7 

 

る。３５歳のｼｯﾀﾞｰﾙﾀは、ｶﾞﾔｰ地区のほとりを流れるﾅｲﾗﾝｼﾞｬﾅｰ川で沐浴したあと、村娘のスジャータから乳

糜の布施を受け、体力を回復してピッパラ樹の下に坐して瞑想に入り、悟りに達して仏陀となった。 この後、７

日目まで釈迦は、そこに座わったまま動かずに悟りの楽しみを味わい、さらに縁起と十二因縁を悟った。８日

目に尼抱盧陀樹（ﾆｸﾞﾛｰﾀﾞｼﾞｭ）の下に行き７日間、さらに羅闍耶多那樹（ﾗｰｼﾞｬﾔﾀﾅｼﾞｭ）の下で７日間、座っ

て解脱の楽しみを味わった。２２日目になり再び尼抱盧陀樹の下に戻り、悟りの内容を世間の人々に語り伝え

るべきかどうかをその後２８日間にわたって考えた。 

その結果、この真理は世間の常識に逆行するものであり、「法を説いても世間の人々は悟りの境地を知るこ

とはできないだろうから、語ったところで徒労に終わるだけだろう」との結論に至った。ところが梵天が現れ、衆

生に説くよう繰り返し強く請われた（梵天勧請）。３度の勧請の末、釈迦は世の中には煩悩の汚れも少ない者も

いるだろうから、そういった者たちについては、教えを説けば理解できるだろうとして開教を決意した。釈迦は、

まず、修行時代のかつての師匠のアーラーラ・カーラーマとウッダカ・ラーマプッタに教えを説こうとしたが、二

人はすでに死去していたことを知ると、ともに苦行をしていた五人の沙門に説くことにした。釈迦は、彼らの住

む所まで、自らの悟りの正しさを十二因縁の形で確認しながら歩んだ。ﾜｰﾗｰﾅｼｰのｻｰﾙﾅｰﾄに着くと、釈迦は

五人の沙門に対して中道、四諦と八正道を説いた（初転法輪）。五人は、当初はｼｯﾀﾞｰﾙﾀは、苦行を止めたと

して蔑んでいたが、説法を聞くうちに悟りを得て比丘（五比丘）となった。最初の阿羅漢はコーンダンニャであ

った。法を説き終えて、釈迦は「世に６人の阿羅漢あり。その 1 人は自分である。」と言い、ともに同じ悟りを得た

者と言った。  

 

4-4.釈迦の教化と伝道 

釈迦はﾜｰﾗｰﾅｼｰの長者ﾔｼｬｽやｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩのﾌﾟﾙﾅらを教化した。その後、ｳﾙｳﾞｪｰﾗ･ｶｯｻﾊﾟ､ﾅﾃﾞｨｰ･ｶｯｻ

ﾊﾟ､ｶﾞﾔｰ･ｶｯｻﾊﾟの３人（三迦葉）は釈迦の神通力を目の当たりにして改宗した。当時、この３人はそれぞれがｱ

ｸﾞﾆを信仰する数百名からなる教団を率いていたため、信徒ごと吸収した仏教教団は 1000 人を超える大きな

勢力になった。釈迦は、ﾏｶﾞﾀﾞ国の都ﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊに行く途中、ｶﾞﾔｰ山頂で町を見下ろして「一切は燃えている。

煩悩の炎によって汝自身も汝らの世界も燃えさかっている」と言い、煩悩の吹き消された状態としての涅槃を

求めることを教えた。釈迦が、ﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊに行くと、マガダ国の王ﾋﾞﾝﾋﾞｻｰﾗも仏教に帰依し、ﾋﾞﾝﾋﾞｻｰﾗは竹林

精舎を教団に寄進した。このころｼｬｰﾘﾌﾟﾄﾗ､ﾏｳﾄﾞｩｶﾞﾘﾔｰﾔﾅ、倶絺羅、ﾏﾊｰ･ｶｯｻﾊﾟらが改宗した。  

以上がおおよそ釈迦成道後の 2～4 年間の状態であったと思われる。この間は大体、ﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊを中心とし

ての伝道生活が行なわれていた。すなわち、マガダ国の群臣や村長や家長、それ以外にﾊﾞﾗﾓﾝやｼﾞｬｲﾅ教の

信者がだんだんと帰依した。このようにして教団の構成員は徐々に増加し、ここに教団の秩序を保つため、

様々な戒律が設けられるようになった。 写真 4-4 は、ｶﾞﾝｼﾞｽ河のインド亜大陸の北東部を流れる大河流域の

全長は 2525ｋｍで、水源はヒマラヤ山脈である。 

    

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AC%E3%83%A4%E3%83%BC%E5%9C%B0%E5%8C%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%B7%9D&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%90%E6%B5%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E6%96%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%83%E3%83%80%E3%81%AE%E8%8F%A9%E6%8F%90%E6%A8%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9E%91%E6%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E9%99%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%81%E8%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%9B%A0%E7%B8%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E8%84%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95_(%E4%BB%8F%E6%95%99)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%B5%E5%A4%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%B5%E5%A4%A9%E5%8B%A7%E8%AB%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%80%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%AB%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%AD%A3%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%BB%A2%E6%B3%95%E8%BC%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AC%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%B8%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E7%BE%85%E6%BC%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%8B%A5%E3%83%BB%E6%86%8D%E9%99%B3%E5%A6%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E7%BE%85%E6%BC%A2
https://www.bing.com/search?q=ヒマラヤ山脈+wikipedia&FORM=LFACTRE
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4-5.舎衛城の祇園精舎 

これより後、最後の１年間まで釈迦がどのように伝道生活を送ったかは充分には明らかではない。経典をた

どると、故国ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩの訪問によって、釈迦族の王子や子弟たちである、ﾗｰﾌﾗ､ ｱｰﾅﾝﾀﾞ､ ｱﾆﾙｯﾀﾞ､ ﾃﾞｰ

ｳﾞｧﾀﾞｯﾀ、またｼｭｰﾄﾞﾗの出身であるｳﾊﾟｰﾘが先んじて弟子となった。その後、諸王子を差し置いてその上首とな

るなど、釈迦族から仏弟子となる者が続出した。また、ｺｰｻﾗ国を訪ね、ｶﾞﾝｼﾞｽ河を遡って西方地域へも足を

延ばした。たとえば、クル国のｶﾝﾏｰｻﾀﾞﾝﾏや、ｳﾞｧﾝｻ国のｺｰｻﾝﾋﾞｰなどである。 

成道後１４年目の安居は、ｺｰｻﾗ国のｼｭﾗｰｳﾞｧｽﾃｨｰの祇園精舎で開かれた。釈迦が、教化・伝道した地域

をみると、ほとんどｶﾞﾝｼﾞｽ中流地域を包んでいる。ｱﾝｶﾞ､ ﾏｶﾞﾀﾞ､ ｳﾞｧｯｼﾞ､ ﾏﾄｩﾗｰ､ ｺｰｻﾗ､ｸﾙ､ ﾊﾟﾝﾁｬｰﾗｰ

およびｳﾞｧﾝｻなどの諸国に及んでいる。写真 4-5 は祇園精舎仏塔。写真 4-6 は祇園精舎の発掘現場。

写真 4-7 は関西大学校友会会員による精舎調査団員及び写真 4-8 は祇園精舎の井戸である。 

  

 

 

  

写真 4-5.祇園精舎仏塔 写真 4-6.精舎発掘 写真 4-7.精舎調査団 写真 4-8.精舎井戸 

 

4-6.釈迦の死までの 1 年間 

4-6-1.釈迦の死後の世界 

弟子の一人が、『人間は死んだ後に一体どうなるのですか』霊界や死後への疑問を釈迦に尋ねたら『死後

の世界を思考するな。今世の今を大切に生きよ』と死後の世界より今世の今を重視する教えを弟子に話してい

た。 

 

4-6-2.釈迦の最晩年の記録 

釈迦の伝記の中で今日まで最も克明に記録として残されているのは、死ぬ前の１年間の事歴である。漢訳

の『長阿含経』の中の「遊行経」とそれらの異訳、またﾊﾟｰﾘ所伝の『大般涅槃経』などの記録である。  

 

4-6-3.釈迦のシャ-キャ国の滅亡 

涅槃の前年の雨期は舎衛国の祇園精舎で安居が開かれた。釈迦最後の伝道はﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊの竹林精舎か

ら始められたといわれているから、前年の安居を終わって釈迦はｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩに立ち寄り、ｺｰｻﾗ国王ﾌﾟﾗｾｰﾅｼﾞ

ｯﾄの訪問をうけ、最後の伝道がﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊから開始されることになった。このﾌﾟﾗｾｰﾅｼﾞｯﾄの留守中、ﾌﾟﾗｾｰﾅ

ｼﾞｯﾄの王子ｳﾞｨﾙｰﾀﾞｶが挙兵して王位を簒奪した。そこでﾌﾟﾗｾｰﾅｼﾞｯﾄは、やむなく王女が嫁していたﾏｶﾞﾀﾞ国

のｱｼﾞｬｰﾀｼｬﾄﾙを頼って向かったが、城門に達する直前に死んだ。  

ｳﾞｨﾙｰﾀﾞｶは、即位後、即座にｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩの攻略に向かった。この時、釈迦は、まだｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩに残ってい

写真 4-4.ｶﾞﾝｼﾞｽ河のインド亜大陸の北東部を流れる大河流域の全長は 2525ｋｍ。水源はヒマラヤ山脈。 

https://www.bing.com/search?q=ヒマラヤ山脈+wikipedia&FORM=LFACTRE
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た。釈迦は、故国を急襲する軍を、道筋の樹下に座って三度阻止したが、宿因の止め難さを覚り、四度目にし

てついに、ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩは攻略された。しかし、このｳﾞｨﾙｰﾀﾞｶも河で戦勝の宴の最中に洪水または落雷によっ

て死んだ。釈迦は、ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩから南下してﾗｰｼﾞｬｸﾞﾘﾊに着き、しばらく留まった。 

 

4-6-4.釈迦の入滅 

やがて雨期も終わって、釈迦は、ｳﾞｧｲｼｬｰﾘｰへ托鉢に出かけ托鉢から戻ると、ｱｰﾅﾝﾀﾞを促して、ﾁｬｰﾊﾟｰﾗ

廟へ向かった。永年しばしば訪れたｳﾃﾞｰﾅ廟、ｺﾞｰﾀﾏｶ廟、ｻｯﾀﾝﾊﾞ廟、ﾊﾞﾌﾌﾟｯﾀ廟、ｻｰﾗﾝﾀﾞﾀﾞ廟などを訪ね、

ﾁｬｰﾊﾟｰﾗ霊場に着くと、ここで聖者の教えと神通力について説いた。托鉢を終わって、釈迦は、これが「如来

のｳﾞｧｲｼｬｰﾘｰの見納めである」と言い、ﾊﾞﾝﾀﾞ村に移り四諦を説き、さらにﾊｯﾃｨ村（筆者参拝）、ｱﾝﾊﾞ村、ｼﾞｬﾝ

ﾌﾞ村、ﾎﾞｰｶﾞ市を経てﾊﾟｰｳﾞｧｰに着いた。ここで四大教法を説き、仏説が何であるかを明らかにし、戒定慧の三

学を説いた。写真 4-9 はマッラ国のｸｼﾅｶﾞﾗ県にあるパリニッバーナ寺院の涅槃堂に前長さ 6ｍの涅槃仏、

右側筆者である。 

 

    

写真 4-9.マッラ国のｸｼﾅｶﾞﾗ県にあるパリニッバーナ寺院の涅槃堂に全長さ 6ｍの涅槃仏、右側筆者 

 

釈迦は、ここで鍛冶屋のﾁｭﾝﾀﾞのために法を説き供養を受けたが、激しい腹痛を訴えるようになった。ｶｸｯﾀ

ｰ河で沐浴して、最後の歩みをマ

ッラ国のｸｼﾅｶﾞﾗに向け、その近

くのﾋﾗﾝﾆｬﾊﾞｯﾃｨ河のほとりに行

き、ｻｰﾗの林に横たわり、そこで

死んだ。８０歳没。「悲しむなか

れ。嘆くなかれ。ｱｰﾅﾝﾀﾞよ、私は

説いていたではないか。最愛で、

いとしいすべてのものたちは、別

れ離ればなれになり、別々になる

存在ではないかと」。仏教では死を入滅、釈迦の入滅を仏滅と言う。腹痛の原因はｽｰｶﾗﾏｯﾀｳﾞｧという料理で、

豚肉、あるいは豚が探すトリュフのようなキノコであったという説もあるが定かではない。写真 4-10 は釈迦弟子

の中、記憶「多聞第一」の阿難の墓、中央に筆者である。 

 

4-7.釈迦の十大弟子 

経典によって誰が十大弟子に入るかは異なるが、維摩経弟子品の出家順の通りに羅列した。 

 

  

写真 4-10.釈迦弟子の中、記憶「多聞第一」の阿難の墓、中央に筆者 
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表 4-1.釈迦の十大弟子の氏名と功績内容 

 氏   名 内   容 

1 舎利弗（ｼｬﾘﾎﾂ）  

パーリ語でｻｰﾘﾌﾟｯﾀ （Sāriputta、）。 

ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語でｼｬｰﾘﾌﾟﾄﾗ（Śāriputra）。 

智慧第一で般若心経では仏の力を承けた観音菩薩の説法の相手

として登場。また、阿弥陀経では仏の説法相手として登場、多くの

経典に登場する。舎利子とも書く。 

2 摩訶目犍連（ﾏｶﾓｯｹﾝﾚﾝ） ﾊﾟｰﾘ語でﾏﾊ

ｰﾓｯｶﾞﾗｰﾅ （Mahāmoggallāna）。 

ｻ ﾝ ｽ ｸ ﾘ ｯ ﾄ 語 で ﾏ ﾊ ｰ ﾏ ｩ ﾄ ﾞ ｶ ﾞ ﾘ ﾔ ｰ ﾔ ﾅ 

(Mahāmaudgalyāyana)。 

神通第一で目連（ﾓｸﾚﾝ）と略称。舎利弗と共に懐疑論者ｻﾝｼﾞｬﾔ･

ﾍﾞｰﾗｯﾃｨﾌﾟｯﾀの弟子であったが、ともに仏弟子となった。中国仏教

では目連が餓鬼道に落ちた母を救うために行った供養が『盂蘭盆

会』（ｳﾗﾎﾞﾝｴ）の起源。 

3 摩訶迦葉（ﾏｶｶｼｮｳ） ﾊﾟｰﾘ語でﾏﾊｰｶｯｻ

ﾊﾟ（Mahākassapa）、ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語でマハー

カーシャパ（Mahākāśyapa） 

大頭陀（ｽﾞﾀﾞ） 第一で迦葉と呼ぶ。釈迦の死後、その教団を統率

し、第 1 結集では 500 人の仲間とともに釈迦の教法を編集する座

長を務めた。禅宗は付法蔵の第 2 祖とする。 

4 須菩提（ｼｭﾎﾞﾀﾞｲ） ﾊﾟｰﾘ語でもｻﾝｽｸﾘｯﾄ

語でもｽﾌﾞｰﾃｨ（Subhūti）。 

解空第一（ｹﾞｸｳ･ﾀﾞｲｲﾁ）。金剛般若経等、空を説く大乗経典にしば

しば登場する。 

5 富楼那弥多羅尼子（ﾌﾙﾅﾐﾀﾗﾆｼ）  

ﾊﾟｰﾘ語で (Puṇṇa Mantānīputta)、 

ｻﾝｽｸﾘｯト語で（Pūrṇa Maitrāyanīputra） 

説法第一。略称として「富楼那」。釈迦とは生年月が同じで、幼くし

て既に聡明で、バラモンの四ヴェーダ（聖典）と五明（声・因・医・工・

内）に通じた。波羅奈(ｳﾞｧｰﾗｰﾅｼｰ)国の鹿野苑へ同朋と赴き仏弟

子となった。 

6 摩訶迦旃延（ﾏｶｶｾﾝﾈﾝ）  

ﾊﾟｰﾘ語で（Mahākaccāna）、 

ｻﾝｽｸﾘｯト語で (Mahākātyāyana)。 

論議第一。辺地では５人の師で授戒する許可を仏から得た。初期

の仏教伝道において重要な働き。仏や舎利弗、目連の滅後、教団

の中心となった。子供時は聡明で、釈迦に教えを請い弟子。  

7 阿那律（ｱﾅﾘﾂ）  ﾊﾟｰﾘ語でアヌルッダ

(Anuruddha)、サンスクリット語でアニルッ

ダ（Aniruddha）。 

天眼第一（ﾃﾝｹﾞﾝ･ﾀﾞｲｲﾁ）の釈迦の従弟。阿難とともに出家した。

仏の前で居眠りして叱責をうけ、眠らぬ誓いをたて、視力を失った

ためかえって真理を見る眼をえた。 

8 優波離（ｳﾊﾟﾘ） ﾊﾟｰﾘ語でも、ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語

でもｳﾊﾟｰﾘ（Upāli）。 

持律第一と理髪師で、階級制度を否定する釈迦により、出家した順

序になり、貴族出身比丘の兄弟子とされた。 

9 羅睺羅（ﾗｺﾞﾗ）  

ﾊ ﾟｰﾘ語でも、ｻﾝｽｸﾘｯﾄ 語でもﾗｰﾌﾗ

（Rāhula）。 

密行第一で羅雲。釈迦の長男。釈迦の帰郷に際し出家して最初の

沙弥（少年僧）となる。日本では寺院の子弟のことを仏教用語で羅

子（ﾗｺﾞ）と言う。 

10 阿難陀（ｱﾅﾝﾀﾞ）  

ﾊﾟｰﾘ語でも、ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語でもｱｰﾅﾝﾀﾞ

（Ānanda） 

多聞第一で阿難（歓喜）。釈迦の従弟。出家以来、釈迦が死ぬまで

２５年間も付き人。第一結集のときｱｰﾅﾝﾀﾞの記憶に基づいて経が

編纂された。１２０歳まで生きた。仏の説法相手として登場する。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/十大弟子 

  

4-8.大乗仏教の如来と菩薩の一尊 

表 4-2.大乗仏教の如来の一尊 

1 2 3 4 5 6 7 

釈迦如来 薬師如来 阿弥陀如来 大日如来 阿閦如来 宝生如来 不空成就如来 
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胎蔵界五仏 普賢王如来 多宝如来 毘盧遮那仏 定光如来 天王如来 大通智勝如来 

 

表 4-3.大乗仏教の菩薩の一尊 

1 2 3 4 5 6 7 8 

持金剛 金剛薩埵 観音菩薩 勢至菩薩 文殊菩薩 普賢菩薩 弥勒菩薩 虚空蔵菩薩 

地蔵菩薩 日光菩薩 月光菩薩 薬王菩薩 薬上菩薩 龍樹菩薩 大随求菩薩 八幡大菩薩 

 

4-9.仏教の八正道の正論 

八正道の正論として、次のように分類できる。なわち、①正見、②正思、③正語、④正業、⑤正命、⑥正進、

⑦正念、⑧正定である。  

 

  

 

図 4-1.八正道の法論 写真 4-11.八正道を示した法輪 

 

表 4-4.八正道を示した法輪の文類と要素 

分類 要     素 

慧 1.正見 Right view 2.正思 Right resolve  

戒 3.正語 Right speech 4.正業 Right action 5.正命 Right livelihood 

定 6.正進 Right effort 7.正念 Right mindfulness 8.正定 Right concentration 

 

4-9-1.正見（正しく見る：しょう けん） 

ものには原因と結果がある。眼・耳・肌に感じた現象にとらわれないこと。自己の立場を捨て第３者の立場で眺め

る。地上や組織の調和を目的とする。プランク定数ｈと振動数νからの波のエネルギ-方程式がえられる。 

光量子エネルギ－Ｅ＝ｈν・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1） 

  仏道修行によって得られる仏の智慧に正見がある。根本となるのは四諦の真理などを正しく知る。苦の集

起についての智、苦の滅尽についての智、苦の滅尽に至る道についての智を正見とよぶ。業自性正見、業を

相続,業（ｶﾙﾏ）を（輪廻的生存の）起原、原因、業（だけ）を親族とする、業を依り所とする。業を自己の所有と

する。 
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表 4-3.八正道の正しい見方 

あ 敬う見方 あかるい見方 味のある見方 美しく見方 生き生きした見方、幼い心の見方 

 笑顔の見方 意志強い見方 いかす見方 うれしく見方 愛情をもつ見方 

か 感謝の見方 合理的に見方 改心的な見方 興味深い見方 考えながら感心をもつ見方 

 謙虚の見方 感動する見方 清らかな見方  具体的に建設的な見方 

さ 静かな見方 真剣な見方 真重な見方 素直な気持ち 親しみをもつ見方 

 誠実な見方 善意な見方 想像的な見方 精根の見方 自己中心的でない見方 

た 正しく見る 楽しく見る 多面的に見る 着実に見る 中道の気持ちで見る 

 丁寧に見る 徹底的に見る 注意深く見る 本質を見る 努力して本質の過程を見る 

な 内容を見る 納得して見る   能力向上に発揮するかを見る 

 熱心に見る 情熱的に見る ぬけめのないように見る 中身を十分に検対して見る 

は 発展の過程 判別力 広い心 敏感に見る プラスになるかを考えながら見る 

 本質を見る 平和な心で見る 偏見で見ない 不愉快で見ぬ 平静な心で見る 

ま 真心で見る 前向きに見る 真似目に見る  魅力的に見る 

 明快に見る 明白に見る 学ぶとして見る  学ぶために見る 

や 雄大に見る 愉快に見る 用心深く見る・ ゆっとりと見る 余裕をもって要領よく見る 

ら 楽な姿勢と心情・リラックスに見る 理性と智性をもって見る 礼端や礼節を守って見たか 

わ 分りやすく見る     

 

4-9-2.正思（正しく思う：しょうし） 

悪の想念を生み出さない事。自我我欲・自己本位の立場を捨てる。「人を呪えば穴２つ」、自分に無いものは現

象化しない。共通の立場。一切の諸現象に対して正しく思っていたかどうか。質量ｍと光速度Ｃから相対性理論の

方程式がえられる。 

運動エネルギ－Ｅ＝ｍＣ２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2） 

思いは想像の原点。正しく考え判断することであり、出離（離欲）を思惟し無瞋を思惟し、無害を思惟すること

である。比丘たちよ、正思惟とは何か。出離、無瞋、無害を正思惟とよぶ。世俗的なものから離れることを意味

する。財産、名誉、など俗世間で重要視されるものや、感覚器官による快楽を求める「五欲」など、人間の俗世

間において渇望するものの否定である。これら３つを思惟することが正思惟である。このうち「出離（離欲）」とは

世俗的なものから離れることを意味する。財産、名誉、など俗世間で重要視されるものや、感覚器官による快

楽を求める「五欲」など、人間の俗世間において渇望するものの否定である。これら３つを思惟することが正思

惟である。 

 

4-9-３.正語（正しく語る：しょうご） 

言葉はあの世にも通じる。争いや不調和は悪い言葉によって生ずる。光と音の波動である。波動が相手の耳を

通して調和か不調和の現象。周囲が心身共に安らぎと調和が生じる発言をするように努力する話し方の内容によっ

ては、相手に気分を壊す。プランク定数ｈと振動数νから光量子エネルギ－の方程式がえられる。 

光量子エネルギ－Ｅ＝ｈν ・・・・・・・・・・・・・（3） 
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妄語（嘘）を離れ、綺語（無駄話）を離れ、両舌を離れ、悪口（粗暴な言葉）を離れることである。比丘たちよ、

正語とは何か。妄語、両舌、悪口、綺語を避けることを正語とよぶ。 

 

表 4-4.八正道の正しい語る 

あ 明るい話 生生き生きな話 うれしい話 愛情をもった話 相手のレベルに合わす話 

 味のある話 安楽な内容の話 安楽な話 改める話 悪感情をもたせない話 

か 快心な話 活気のある話 考えさせる話 関心の高い話 清らかな話で共通な話 

 協調的な話 感銘のある話 元気な話 謙虚な話 合理的な話で、科学的な話。 

さ 素直な話 スマイルの話 精力的な話 創造的な話 誠意をもった話、尊敬的な話 

 悲深い話 静かなる話 整然とした話 責任を果す話 さそい出す話、正直な話 

た 正しい話 楽しい話 中道の話 智慧のわく話 足る事を知る話 

 慎む話 童心な話 調和の話 ためになる話 自己主張のない話 

な 労いの話 納得のゆく話  ぬくもりのある話 能力が発揮でざる話 

 熱心な話 にこやかな話  忍耐をもつ話 熱心に説明する話 

は 発展的な話 ほがらかな話 奉仕する話・ 表情のよい話 反省をもたらす話 

 心の広い話 ひびきの良い話 平和な話 包容力のある話 プラスになる話 

ま 魅力的な話 目標をもつ話 無欲な話 恵みをそえる話 前向きになる話 

 明朗な話 無我な話 無駄のない話 無限に生きる話 真心に生じる潜在意識的な話 

や 雄大な話 和らぎのある話 勇気の話 友愛の話 ユーモアのある話 

 良い話 陽気で優しい話 ゆとりの話 許しの話 喜びのある話 

ら 楽天な話 楽観的な話 良識な話 礼儀正しい話 リラックスのある話 

 理性な話 理智のある話 朗報な話 理解できる話 霊感をもたらす話 

わ 笑いの話 和気の話 和睦の話 分り易い話 分かりやすい話 

 

 

4-9-４.正業（正しく仕事する：しょうごう） 

健康で働けることに感謝する。どんなに小さい仕事にも精神誠意に働く。人生の目的は仕事から魂を磨きながら

経験範囲を広め､ﾕ-ﾄﾋﾟｱ社会を形成。仕事を通して社会の調和と生活を守っていく物心両面の奉仕活動である。

力Ｆと距離Ｓから仕事のエネルギ-の方程式が得られる。 

仕事のエネルギ- Ｗ＝ＦＳ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4）  

殺生を離れ、盗みを離れ、性的行為（特に社会道徳に反する性的関係）を離れることをいう。この二つは正思惟

されたものの実践である。 

 

4-9-５.正命（正しく生活する：しょうみょう） 

人は長所（光）と短所（影）があり、紙の裏表「紙一重」の片寄り修正。長所をのばし、短所を修正しながら円満な

人間に成長すること。毎日が規則正しい生活と運動をする。家族と社会との有機的な調和が必要である。ｍ:質量と

Ｖ：速度から運動エネルギ－の方程式が得られる。 

運動エネルギ－Ｅ＝(1/2)ｍＶ２ （ｍ:質量、Ｖ：速度）・・・・・・・・・・・・（5） 
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殺生などに基づく、道徳に反する職業や仕事はせず、正当ななりわいを持って生活を営むことである。比丘

たちよ、正命とは何か。聖なる弟子（Ariyasāvako）らが、間違った生活を諦め、生計を正当なものにすること。こ

れを正命とよぶ。初期の聖典では、間違った生計を避け、遠ざかることだとしていた。この徳は「物乞いとして

生きるが、すべてを頂戴するのではなく、必要以上のものを保有しない」ことだとティルマン・ヴェッターは述べ

ている。  

  

4-9-６.正進（正しく精進する：しょうじん） 

中道への道・調和への道・対人関係（家族・職場）と環境（自然）の整備を調和させる目的がある。人は単独で生

きられないために、永遠の共同生活が必要である。動物・植物・鉱物資源を大切にするためには、保存・整備し活

用することである。エネルギーの形態は実に様々で、力学的エネルギー（位置エネルギー・運動エネルギー）、電気

エネルギー、熱エネルギー、光エネルギーおよび化学エネルギーなどがある。質量ｍと速度Ｖからエネルギ－保存

の方程式が得られる。 

エネルギ－保存 Ｗ＝Σ(1/2)ｍＶ1
２+Σ(1/2)ｍＶ2

２ ・・・・・・・・・・・（6） 

四正勤（ｼｼｮｳｺﾞﾝ）、すなわち「すでに起こった不善を断ずる」「未来に起こる不善を生こらないようにする」

「過去に生じた善の増長」「いまだ生じていない善を生じさせる」という四つの実践について努力することである。

比丘たちよ、正精進とは何か。 未発生の不善は、これが生じないよう、比丘らは関心を持って努力し精進（ヴ

ィーリャ）することである。 発生した不善は、これを解消するよう、比丘らは関心を持って努力し精進することで

ある。 未発生の善は、これが生じるよう、比丘らは関心を持って努力し精進することである。 発生し成された

善は、これが拡大するよう、比丘たちが関心を持って努力し精進することである。 比丘たちよ、これを正精進と

呼ぶ。 

 

4-9-8.正念（正しく念ずる：しょうねん） 

 一念三千・想念・心の三毒（むさぼり、怒り、愚痴）正しく念じながら調和に適した努力をすれば、引き寄せるｴﾈ

ﾙｷﾞ-をもつ。人間は偉大であるため「念」の使い方によって、平和な仕事が成就できる。ﾎﾞﾙﾂﾏﾝ定数κと温度Ｔか

ら気体分子運動エネルギ－式が得られる。       

気体分子運動エネルギ－Ｅ＝κＴ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（7） 

四念処（身、受、心、法）に注意を向けて、常に今現在の内外の状況に気づいた状態（マインドフルネス）でい

ることが「正念」である。 

 

表 4-5.八正道の正しく念じ・考える 

あ 明るく念ず 生かす念じ いきいきと念じ 愛情をもって念じ いたわるように念じる 

 意識向上を念じ 思いやリ念じ 穏やかに念じ 円滑な気持で念じ 相手の立場たって念じる 

か 感謝で念じる 謙虚に念じる 寛容に念じる 関心をもつ念じ 献身に念じる 

 くいのない考え 公平に念じ 合理的な念じ カルマ修正に念じ 協力的に念じる 

さ 慈悲深く念じる 親切で念じる 正直に念じる 信念をもつ念じる 素直な気持ちで念じる 

 人格向上念じ 誠実に念じる 尊敬心に念じ 真剣に考える念じ 誠意をもつ念じる 

た 丁重に念じる 扶け合う念じ 慎しんで念じる 童心の心で念じる 適応力をもって念じる 

 正しく念ずる 大切にする念じ ためになる念じ 灯台の気持で念じ 多面的な道を念じる 
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な 熱心に念ずる 熱情的に念じ 忍耐強念じ 内容を深めて念ず 悩む事がないように念じ 

 抜け目のない念じ 能力を発揮念じ 納得の道に念じ 粘りのあるように念じ 流れを越える念じ 

は 博愛精神で念じ 繁栄心を念じ 扶助精神念じ 平和な心に念ず 反省の気持ちで念じ 

 広い考えで念じ 包容力に念じ ほがらか念じ 本質究明に念ず 秘密を厳守に念ずる 

ま 真心な考え念じ 真似目に念じ 満足の状態念じ 魅力的に念ずる 目標をもつように考える 

 無欲に考え念じ 明白に考え念じ 明確に考え念じ  見直す気持ちで念じ 

や 安らかに念ず 和らげる念じ やり通す念じ  許す気持ちで考える 

 やさしく念ず 勇気を付ける ゆとりをもって念じ やる気をもって念じ 喜び事で考える 

ら 楽天的な念じ 楽な姿勢で念じ 理念をもち念じ 理解できるように念じ リラックスに考えている 

わ 和睦的な考え 和解精神   分りやすく考える 

 

８.正定（正しく定にいる：しょうじょう）  

 1から7までの反省。過ちは２度と繰り返さない。想念と行為が一致する。日常生活における道に、正しい想

念と行為の自己点検・自己評価である。禅定という反省的瞑想から内なる心との対話によって１日の活動力の

源である。反省が深まると相手の心をも見通せる能力が備えられる。夢－目標－情報（計画－実施－評価－

処理）から自己発展の心・許す心・余裕のある心・報恩と感謝の心・謙虚と尊敬の心・信頼の心・自動制御の

心・自己管理の心・自己修正の心・自己向上の心になる。正しい集中力（サマーディ）を完成することである。こ

の「正定」と「正念」によってはじめて、「正見」が得られるのである。 

表 4-6.上手な聞き方 

あ 明るく聞く 生き生きと聞く うれしく聞く 落ちつく聞く イメージを良くするように聞く 

 安楽に聞く おだやかに｡聞く 愛情深く聞く 怒らせないように聞く 相手の立場を考えて聞く 

か 気楽に聞く 清らかに聞く 謙虚に聞く 合理的に聞く 謙虚な姿勢で聞く 

 強調に聞く 感心高くして聞く 元気良く聞く 口をはさまないよう聞く 考え込みながら聞く 

さ 親切に聞く 静かに聞く 正確に聞く 信頼性を高く 人格向上・辛棒強く聞く 

 誠意をもつ 素直な姿勢に聞く 重点的に聞く 心棒強く聞く 尊敬の念をもって聞く 

た 丁寧に聞く 楽しく聞く 注意深く聞く 知恵を働かして聞く 道徳に整理して聞く 

 正しく聞く 知恵深く聞く 謹んで聞く 道理を判断して聞く 誰にも尊敬の心で聞く 

な 熱心に問く 忍耐をよく聞く 熱熱に問く ぬくもりをもたす聞く 能力向上のために聞く 

 内容のあるのを聞く 能力が発揮できるように聞く 納得の行くように聞く 

は 発展的に聞く ほがらかに聞く 平和的に聞く 包容力をもって聞く 博愛精神をもって聞く 

 判断的にプラスなるように聞く 豊満や本質や自覚して聞く 反省材料を作りながら聞く 

ま 真心で聞く 前向に聞く 無我に聞く 学ぶ心の財産として考えながら聞く 

 魅力的に聞く 真面目に聞く 明朗に聞く 目標のベクトルを考えながら聞く 

や やさしく聞く ゆとりで聞く 和らかに聞く 余裕をもって聞く。 安らかな心で聞く 

ら 理性的に聞く 理智に聞く 倫理的に聞く 礼 法を守って聞く 論理的な手法で聞く。 

わ 和睦に問く 分りやすく聞く    
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5.釈迦の死後の墓地についての諸説 

釈迦の死後、その遺骸はマッラ族の手によって火葬された。当時、釈迦に帰依していた八大国の王たちは、釈迦

の遺骨(仏舎利)を得ようとマッラ族に遺骨の分与を乞うたが、これを拒否された。そのため、遺骨の分配について争

いが起きたが、ﾄﾞｰﾅ（香姓）バラモンの調停を得て舎利は八分され、遅れて来たマウリヤ族の代表は灰を得て灰塔

を建てた。 その八大国とは、次のとおりである（表 5-1）。 

 

表 5-1.釈迦死後における遺骨(仏舎利)分配地の八大国 

1.ｸｼﾅｰﾗｰのﾏｯﾗ族 2.ﾏｶﾞﾀﾞ国のｱｼﾞｬﾀｼｬﾄｩﾙ王 

3.ﾍﾞｰｼｬｰﾘｰのﾘｯﾁｬﾋﾞ族 4.ｶﾋﾟﾗｳﾞｧｽﾄｩのｼｬｰｷｬ族 

5.ｱｯﾗｶｯﾊﾟのﾌﾟﾘ族 6.ﾗｰﾏﾑﾗのｺｰﾘｬ族 

7.ｳﾞｪｰﾀﾃﾞｰﾊﾞのﾊﾞﾗﾓﾝ 8.ﾊﾞｰｳﾞｧｰのﾏｯﾗ族 

 

仏教の開祖の釈迦の遺骨(仏舎利)も、直後８つの遺骨と灰と容器に別々に分割され、１０の墓が作られた。

その後、それらは分割され、アジア各地に墓が作られ、日本にも存在する。それは墓とは呼ばれず仏舎利塔、

ストゥーパ、多宝塔などと呼ばれる。ただし、全てを集めると象一頭分を優に上回り、蝋石などが仏舎利の代用

とされている場合も多いようである。死後「仏舎利」も参照 

 

   
 

 

写真 5-1.仏教の開祖の釈迦の遺骨(仏舎利)、直後８つの遺骨と灰と容器に別々に分割された代替品 

 

釈迦のお墓は：釈迦はインドのクシナガラという場所で亡くなり、荼毘（ﾀﾞﾋﾞ・火葬）された。荼毘の言葉は仏

教徒限定の言葉である。荼毘後に釈迦は、ご遺骨を八つに分けられて、その後、約八万の寺院に分けた。お

釈迦様の墓は仏教の「仏」と骨である「舎利」が合わさり「仏舎利」と呼ばれる（写真 5-1）。 

釈迦本物のご遺骨が収められているお墓は、日本の名古屋の覚王山日泰寺（ｶｸｵｳｻﾞﾝ ﾆｯﾀｲｼﾞ）である。

日泰寺（愛知県名古屋市千種区法王町）は、日本で唯一どこの宗派にも属さない寺院で、弁理公使稲垣満次

郎が懇願し、タイ国から拝受した。釈迦のお墓は青森にもあるという説もある。縄文時代の青森は栄えた。釈迦

も青森に留学に来ていたという説から来ている。青森市浪岡大釈迦という地名もあります。 

 

6.おわりに 

シャーキヤ族は、政治形態としてはサンガを採用し、専制的な王を持たない。伝説では、アーリヤ人のクシャ

トリヤ王統に属する。塞（そく）と呼ばれる種族（サカ）と釈迦族がもとは同じ民族である。サンスクリット文法上は

シャーキヤをシャカの派生語とするのは自然である。サカ族がインドに到達したのは紀元前 2 世紀で、仏陀の
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時代よりはるかに後である。浄飯（シュッドーダナ）を父としてゴウタマ・シッダールタは生まれた。釈迦族は自

尊心が非常に強い民族だった。釈迦が成道後、カピラ城に帰った際にクシャトリアである諸王子を差し置いて

シュードラ出身の優波離が先ず弟子となった。 

シャカ族で生き残った４人の男子は、それぞれ他の国へ行って、みなその国の王になったと伝える説もある。

ネパールのパタンにネワール族のサキヤ・カーストという職人たちが存在している。このサキヤ・カーストは、コ

ーサラ国によって滅ぼされたサーキャ族の末裔だと信じられている。パタンではネパールの他の街にくらべて

仏教徒の割合が高い、という。このサキヤ・カーストは仏像や彫刻を彫ることで、古代仏教の伝統を今に伝えて

いる。 
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別表 1.古代インド 釈迦の歴史年表 

  BC  西  欧 釈迦の歴史年表・東洋 

1500 以前 ﾒﾙｷｾﾞﾃﾞｸ､ﾍﾙﾒｽ､ﾓｰｾ ﾘｼｬﾊﾞ､ｺﾞﾗｸ､ﾊﾟﾀﾝｼﾞｬﾘ、クリシュナ 

1000-1500 ﾕﾀﾞﾔ教   ｢ﾘｸﾞ･ｳﾞｪｰﾀﾞ｣成立(1,200-1,000)  

600-1000 旧約聖書編集始まる ゾロアスター教 初期ウパニシャッド     

500-600  老子 

400-500 ピタゴラス ﾏﾊｰｳﾞｨｰﾗ (ｼﾞｬｲﾅ教) ｺﾞｰﾀﾏ・仏陀、ﾏﾊｰｶｰｼｬﾊﾟ-第一結集、仏典の

編纂会議 中期ウパニシャッド、孔子 

463 釈迦牟尼仏誕生    

383 釈迦牟尼仏入滅    

268  -232 アショーカ王在位期間 インドをほぼ統一して仏教に帰依 

300 ｿｸﾗﾃｽ､ﾌﾟﾗﾄﾝ -400 第二結集、上座部と大衆部に分裂、ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾛｽ大王のｲﾝﾄﾞ侵

入、ﾏｳﾘｱ王朝創立-ﾁｬﾝﾄﾞﾗｸﾞﾌﾟﾀ (317 年頃)    

200  -300 ｱｼｮｶ王、仏教に帰依(261)、第三結集仏教、全インドに広がる、

原始仏教聖典成立、後期ｳﾊﾟﾆｼｬｯﾄﾞ 

100 仏滅後第二結集 -200「バガヴァッド・ギータ」原型成立、シュンガ王朝-プシヤミトラによる

仏教迫害、ギリシア人の侵入、根本分裂 

0-AC100 大乗仏教興起  BC 463 釈迦牟尼仏誕。ﾊﾞｰﾀﾞﾗｰﾔﾅ(ｳﾞｪｰﾀﾞﾝﾀ学派)、ｻﾝﾁｰのｽﾄｩｰﾊﾟ

建立、ﾏﾇ法典、初期大乗仏典成立、仏教、部派に分裂、ｱｼﾞｬﾝﾀ石窟

群 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
https://ja.wikipedia.org/wiki/
https://syukatsulabo.jp/grave/article/6539
http://www.ueda.ne.jp/~houzenji/sub33.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/
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AC 西  欧 東  洋  等 

1 世紀 皇帝ネロによるキリ

スト教信者虐殺 

「ｳﾞｧｲｼｪｰｶ･ｽｰﾄﾗ」成立(50-150)、ｱｼﾞｬﾝﾀｰ石窟群、 仏教、中国に伝わる。 

１００  ガンダ-ラ等仏教彫刻始まる。 クシャ-ナ王朝始まる。説一切有部栄える。異部集

輪論、普曜経、初期大乗仏教経典成立。般若経、維摩経、法華経、華厳経、浄土

三部経・般舟三昧経等    

１４７  安世高が洛陽にて小乗経典翻訳『四諦経』『八正道経』等 

2 世紀 新約聖書 ｸｼｬﾅ王朝、ｶﾆｼｶ王の仏教信仰、「ﾊﾞｶﾞｳﾞｧｯﾄﾞ･ｷﾞｰﾀ」現形確定、般若経・法華経・

華厳経、維摩経、仏所行讃、ｱﾋﾞﾀﾞﾙﾏ哲学展開、卑弥呼（175 年頃? - 248 年頃） 

170  仏像彫刻が始まる。ギリシャ彫刻の影響を受けてガンダーラ地方にて 

250  中期大乗仏教 如来像思想など、大和朝廷 

3 世紀  ﾅｰｶﾞﾙｼﾞｭﾅ(龍樹 150-250)、大智度論、12 門論、ﾗｰﾌﾗﾊﾞﾄﾞﾗ(200-300)、ﾆﾔｰﾔ･ｽ

ｰﾄﾗ成立、ﾊﾘﾊﾞﾙﾏﾝ、成実論、大乗経典成立、涅槃経、魏志倭人伝 

３００  弥勒ﾏｲﾄﾚｰﾔ２７０－３５０『喩伽師地論』『大乗荘厳経論』『宝性論』  

３１０  無著ｱｻﾝｶﾞ 310－390 『摂大乗論』『大乗阿毘達磨集論』 他 

320  ‐550 グプタ王朝 バラモン教が国教となり隆盛となる 

399  -412 法顕三蔵、インド各地やスリランカで仏典を求め仏跡巡礼  

３６６  敦厚鳴沙山に石窟が開かれる 陶淵明 365-427  

３９９  法顕３３９－４２０のインド旅行。 

4 世紀 ｺﾝｽﾀﾝﾁﾇｽ帝より

聖書が改め、ﾛｰﾏ;

ｻﾝ･ﾋﾟｴﾄﾛ大聖堂 

チャンドラグプタ一世即位、グプタ王朝、「カーマ・スートラ」成立、アサンガ(310-

390)、マイトレーヤー-唯識派、仏典翻訳-8 年間で大乗経典 35 部 294 巻を翻

訳。 

４００  法顕のインド旅行３９９－４１２ 

４０１  鳩摩羅什が長安にて経論の翻訳。般若経、阿弥陀経、弥勒経、妙法華経 406、

中論、大智度論、十二門論等  

４４４  北魏太武帝の廃仏運動。 

４５０  大乗起信論、無性『摂大乗論釈』 安慧『中返分別論釈』『大乗荘厳論釈』 

４９３  僧制十七条制定、竜門石窟・麦積山の石窟 

5 世紀  ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ-「倶舎論、唯識 20 論、唯識 30 頌、仏性論、摂大乗論釈、無量寿経」

-阿弥陀信仰-浄土思想、(ｳﾞｧｲｼｪｰｶ学派)、ﾅｰﾗﾝﾀﾞ僧院の建立 

500  フン族による破仏 西北インド、仏護ﾌﾞｯﾀﾞﾊﾟｰﾘﾀ４６０－５４０ 『中論註』   

５０８  菩提流支が洛陽にて翻訳 『浄土論』『大宝積経』 等 

５３８  天台智顗誕生－５９７、百済王から仏像、経巻を贈られる。仏教伝来５３８年 

５４６  真諦ﾊﾟﾗﾏｰﾙﾀ 499-569 渡来 翻訳『摂大乗論、大乗起信論、仏性論、密教が栄

える。『大日経』『金剛頂経』、義浄のインド・南海旅行６７１－７５０  

５５２  仏滅１５００年 末法に入ると信じられる 

５７４  北周武帝の廃仏－５７９。華北の仏教弾圧 
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５８１  随の文帝が仏教復興。官寺、舎利塔を建立、チベットに仏像や経典が入る。チベ

ット文字作られる。随が中国統一 

５９３  推古１ 聖徳太子 574-622 推古天皇の摂政となる。『冠位十二階』『十七条憲法』

『三経義疏』 四天王寺、法隆寺建立、小野妹子を隋に派遣６０７、日本より遣唐

使が来り、日本との交流が始まる。 

6 世紀 ミヒラグ王による破

仏 

カシミール、ガンダーラの仏教を破壊、ｱｼﾞｬﾝﾀｰ石窟群、ｴﾛｰﾗ石窟、ｴﾌﾀﾙ

人侵入-ｸﾞﾌﾟﾀ王朝の崩壊、ﾌﾞｯﾀﾞﾊﾟｰﾘﾀ-中論注、ﾃﾞｨｸﾞﾅｰｶﾞ-観所縁論、集量

論、因明正理門論。ｳﾞｨﾔｰｻ(ヨーガ学派、中国へ、聖明王から仏像経巻を受

(538)、日本に伝 (552) 

６００  玄奘のインド旅行。６２９－６４５、玄奘誕生－６６４。大唐西域記，大毘婆沙

論、大般若経』『倶舎論等の翻訳 

６１８  唐が中国統一  

629  -645 玄奘三蔵インド求法旅行   

６４５  大化改新  

６５0  密教成立  

６７０  法隆寺焼失 

671  -695 義浄インド・南海求法旅行 広東から海路インドへ、各地の仏跡を巡礼し、

南海諸国を経由して帰国 

６７６  天武４ 全国に金光明経・仁王経を説く。壬申の乱６７２  

６９４  マニ教伝来  

7 世紀 マホメット (-632) ｴﾛｰﾗ石窟、玄奘のﾅｰﾗﾝﾀﾞ寺院滞在(634-643)、密教の展開 629 年、ﾁﾍﾞ

ｯﾄ統一ﾁﾍﾞｯﾄに仏教を伝、聖徳太子(574-622) 大化改新 

７０１  僧尼令（大宝律令） 李白７０１－７６２ 杜甫７１２－７７０  

７１０  平城遷都 『風土記』７１３  

７１６  善無畏が長安にて『大日経』等を翻訳する 

７１８  養老律令 行基６７０-７４４活躍。『日本書紀』７２０  

７２０  興福寺に悲田院・施薬院設置。聖武天皇即位７２４  

７４１  諸国に国分寺・国分尼寺創設。 

７４９  東大寺大仏完成。 

７５４  鑑真 688-763 が日本に四分律を伝える。鑑真が来日、東大寺に戒壇院

建立。蓮華生ﾊﾟﾄﾞﾏｻﾝﾊﾞｧ７００－８１０がチベットに仏教を伝える。 

７５９  唐招提寺建立。白居易 772-846  

７６７  最澄誕生－８２２（伝教大師）、法華秀句、天台法華宗年分学生式 

７５５  後周の世宗の廃仏 

７７４  空海誕生－８３５（弘法大師）、請来目録、三教指帰、十住心論等 

７８０  三論宗 成実宗 倶舎宗 華厳宗 法相宗 律宗 『続日本書紀』 

 


