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はじめに
日本人は、人を思いやる心、お互いを助け合う心、また、自然を敬うと同時に、その自
然の中でともに生きるあらゆるいのちにも、同じ仲間として、時には恐れ、時には親しみ
の心を持って、長年暮らしてきました。それらの心が培われた背景には、千四百年前の飛
鳥時代に聖徳太子が、日本人の精神的支柱として取り入れられた仏教が大きく関わってい
ることは間違いないところでしょう。
それが近代に入って、西洋の合理主義思想を元とする政治・経済・文化・科学の導入と
浸透によって、いわゆる欧米化が進み、日本人の心の有り様も大きく変わってきました。
特に現代は、その日本人的心情が根底から崩壊しかねない状況になってきているように感
じています。すなわち、競争と対立の基本構図の中で、自己の能力を発揮し高めることが
大切にされ、勝ち抜くための努力が称讃され、具体的な形としての成果や栄誉や名声が重
んじられて、人の値打ちが数量化・階層化され、ランク付けされてきているのです。
一方で、ここ数年来、温暖化に伴う急激な気象変動や、新型コロナウイルス感染症の世
界的大流行（パンデミック）などを契機に、これまでの成果主義、人間中心の我欲追求型社

会が人類自身を窮地に追い込み、地球規模の環境破壊をもたらしていることにようやく気
づきはじめているのも事実でしょう。
それと時を同じくして、聖徳太子没後千四百年忌にあたる二〇二一年、太子の表された
「和を以って貴しと為す」の精神が再び注目され、受け継がれてきた日本人的こころが見
直されはじめている気がしています。
そのこころをより明白に呼び覚ましていただくための一助としてご紹介したいのが、仏
教的視点から数々の説話を集めた『今昔物語集』です。
『今昔物語集』は、十二世紀前半の院政期に編纂された全三十一巻・一千話を超える一大
ひじり

説話集です。この院政期は現代と同様、社会が大きく変わろうとしていた時代でした。仏
教もまた、貴族ら一部の階層の人たちだけのものから、京に住む庶民をはじめ、聖といわ
れる特定の寺院に属さない僧たちの活躍などで地方へも広がり、法然聖人や親鸞聖人らの
いわゆる鎌倉新仏教へとつながっていく、仏教の社会浸透化が進んだ時代でした。
『今昔物語集』に収められている説話には、虐待、引きこもり、ハラスメント、孤独死、
食品偽装、欺瞞、詐欺、メタボリックシンドローム……と、現代にも通じるさまざまな問
題や現象が取り上げられ、実にリアルに語られています。これを読むことで、さまざまな
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苦悩や不安を抱えながら生きていた当時の人びとの息遣いが時空を超えて伝わってきます。
そしてそれは過去の出来事としてだけでなく、現代に生きる私たちの胸にも切なく迫って
くるはずです。
さらに言えることは、大変な苦悩の中でも当時の人びとには、絶望だけではなく、安堵
の世界が必ず存在していたのでした。端的に申せば、それが仏さまの世界だったのです。
その仏の世界へ誘うのが本書のいわば目標でもあります。そこを感じてもらえれば、こん
な有り難いことはありません。
なお、本書刊行にあたり、
『今昔物語集』への関心に導いてくださった恩師、故・野々村

」

末本

弘然

智剣先生、執筆の緒を作ってくださった月刊誌『御堂さん』
、それに編集の労を取ってくだ

二〇二一年七月一日

さった本願寺出版社の皆さまに感謝申し上げます。
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《男女の悲哀の物語》

人は誰でも「私って、なんてついていないのだろう」と自分の人生を嘆くことがあります。
いつの時代でも、人が生きていくのは大変です。仕事に、結婚に、家庭に、夢と希望は持つも
のの、思い通りに運ぶことはむしろ稀なことといってよいでしょう。そして、そういう自分も

こ と

（巻十九・第五）

陸奥国 現在の東北地
方。青森、岩手、宮城、
福島県にあたる地域。

受領 任国に赴いて実
務にあたる地方長官。

乳母 一般に生母にか
わって、その子に乳を
飲ませ、育てる女性だ
が、子が成長する過程
で、身の回りの世話や
しつけ等の養育を任せ
られたりした。

宮さま 正確には六宮
といわれた親王、ある
いは王の息子をさすが、
ここではその息子もあ
えて宮さまと表現した。

やがて老い、病となり、死んでいくのです。思うようにならないのが人生。そういう人生の酷
さと悲哀を表した話から始めましょう。

ろくの み や

六宮の姫君の夫出家する語 
今は昔、六宮の宮家に、人付き合いもせず時代に取り残されたような五十過ぎ
の宮さまがいた。宮さまには娘が一人いた。容姿端麗で心根の優しい、十歳を超
えたばかりのかわいい姫君だった。その美しさは申し分なく、どんな高貴な身分
の若君がお相手でも、けっして引けを取らなかっただろう。しかし、人との付き

合いがないため、姫君の存在は世間に知られることなく、求婚する若者もいなか
った。父親も、姫は慎み深くあるべきとの昔ながらの考えだったため、こちらか
ら縁談 を持ちかけることはなかった。
父も母も精いっぱいの愛情を注いで育てた。しかしそれはまた、姫君が心から
打ち解け頼りにできる人が両親以外になかったともいえる。年行く父と母は、そ
れが気がかりだった。

め の と

そんな家族に悲 劇が訪れる。父と母が相次いで亡くなってしまったのだ。ただ
一人残された姫君は、悲しみに明け暮れる日々を送ることになる。世話役の乳母

は、邸内の由緒ある調度品や使い慣れた家具などを売って生活の糧にするのだが、
それも底を突くほどに乏しくなっていった。環境の激変に、姫君は心細く、目に
見えて生気を失っていった。
ず りょう

見るに見かねて、乳母が若者 を引き合わせた。受 領の息 子だった。姫君は不安
と恥じらいで拒否するが、若者はすっかり気に入り、姫君の元に通い始める。姫
君も頼れる人がいないため、若者に身をゆだねる以外に生きる道はなかった。
む つのくに

そう覚悟を決めた矢先のこと、若者は父の赴任に合わせて陸奥国に同行しなけ
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人生を翻弄され続けた姫君の最期は？
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ればならなくなった。姫君との別れがつらく思い悩むが、父には逆らえない。

固く約束して出かけたのだった。

「必ず帰ってくるから、待っていておくれ」

―
ところが、陸奥は遠い国。姫君への手紙を届けてくれる人が見つからず、消息

ひた ちの くに

かみ

不明のまま四、五年が経ってしまう。ようやく父の任期が終わり帰れると思った
ところに、常陸国の守から「娘の婿に」との話があり、父親は承諾してしまった
ため、それからさらに三、四年 常 陸に留まることになった。結局、旅立ってから
京に帰るまでに、足かけ九年の歳月が流れていた。
ようやく京に戻った 男は居ても立ってもおられず、旅 姿のまま六宮に駆けつけ
た。しかしそこで男が見たのは、変わり果てた宮家の邸跡だった。土塀は崩れ、
たい

寝殿や姫が住んでいた東の対も壊れており、姫君の姿はどこにもなかった。
茫然と立ち尽くす男の前に一人の老いた尼が現れた。下働きをしていた女の母
親だった。尼は涙ながらに話し始める。
姫君は手紙を 待っていたが、届かなかったので見 捨てられたと思ったこと。三
年後、乳母が亡くなり、仕えていた人たちも次々と去っていったこと。やがて寝

殿や対の家屋が壊れ、物盗りが横行したこと。姫は廊下の隅の小部屋に身を潜め
ていたこと。尼も京を離れたが、帰ってくると姫君の姿が消えていたこと、等々。

す ざくもん

むしろ

それを聞いた 男は、当てのない姫君捜しを始める。そして、ある日たまたま立
ち寄った 朱雀門前の建物で、ついに姫君を見つけた。汚れた筵に痩せ細った身を
包んで横たわっていたのだ。男は駆け寄り、姫君を強く抱き締めた。自分を抱く
男が二度と会えないと思っていた夫であることを知った姫君は、しかしその瞬間、

あ た ご やま

もとどり

万感の思いに堪え切れず絶命してしまう。
傷心の男は、愛 宕山へと向かった。髻 を切って出家したのであった。

常陸国 現在の茨城県
守 ここでは国を治め
る地方長官。

東の対 寝殿造りの東
側の部屋。

朱雀門 平安京の大内
裏の正門で、南に中央
大通り（朱雀大路）が羅
城門まで続く。時が経
つとともに荒廃し、盗
賊のすみかになるなど、
付近の治安は悪化した。

愛宕山 京都市北西部
にある山。京都盆地を
囲む山の中でも、比叡
山と並んでよく目立っ
ており、修行の山とし
て知られる。
髻 髪を頭の頂で束ね
た所。また、その髪。
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姫君の生涯は、なんと孤独な一生だったことでしょうか！ 切なくてたまりませんね。しか
し、最期に姫君は、最高の幸せを感じながら娑婆の人生を終えたとも味わえます。初めて心か
ら自分を受けとめてくれる人に出逢ったのですから……。
文豪 芥川龍之介は、この物語を題材にした小説『六の宮の姫君』で最後に法師を登場させ、
お念仏の中で息絶えていったと書いています。人生は思うようにならないという私たちの現実。
その根源はどこまでも深いといえますが、それを単に絶望ではなく、どんな人にでも希望と喜
びがあることを、芥川は弥陀の念仏で表そうとしたのではないでしょうか。
仏教では、すべてのものは移り変わるという意味の「諸行無常」を説きます。この世のもの
は何ひとつとして本当に頼りにできるものはないとも言えます。親鸞聖人も「よろづのこと、
みなもつてそらごとたはごと…」と述懐され、
「念仏のみぞまこと」と申されました。（『歎異
抄』後序）

《男女の悲哀の物語》

そんな「愛のすれ違い」に悩む人、あるいは悩んだ人は多いと思います。確かに、愛する

「逢いたいのに逢えない」

―

人と離ればなれになるのはつらくて切ないものです。しかし、男女間では愛への思いに多少の
違いがあるようで、その食い違いはお互いの不安や不信を招きかねません。また不信と疑念が

も と

侍 貴族に仕える雑用
係。
国守 地方の国の長官。
任国に下るので受領で
もある。

高じると、最悪の場合、憎しみにまで発展してややこしくなるのが男女の仲。人は程度の差こ
そあれ、愛憎の苦しみから離れることはできないようです。

め

こく しゅ

（巻二十七・第二十四）

人の妻、死にて後、旧の夫に会ふ語


さむらい

今は昔、京に貧しくてうだつの上がらない若い侍がいた。ある時、国守として
任国に下るという顔見知りの貴族から「生活の面倒をみてやるから、一緒につい
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幽霊となって夫の帰りを待ち続けた妻
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