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説法３ 

四法印 

三乗 

 

 仏教でいわれる小乗仏教、大乗仏教、金剛乗仏教の主な違いとは、その動機の

違いがこの三つを事実区別しています。 

 小乗仏教の動機は『私自身の解脱のみを求めています。』これが小

乗仏教です。 

 大乗仏教は『自分の解脱には、もう興味がありません。苦しんでい

る者たちが残っているのに、解脱できるはずはないのではないでし

ょうか。ですから、私は涅槃入りすることを拒みます。『私はまだ

苦しんでいる者たちを助けるために、この俗世界に残ります。』こ

れが大乗仏教です。 

 金剛乗仏教は、基本的に心に観点をおいて浄化します。つまり心を

純化するので、とても即効性のある実践です。 

 小乗仏教は、害を与えない実践法ですので、禁止されている事柄があります。

つまり、決まったことをしないことよって自分を守ります。 

 大乗仏教は、他を助けなければなりません。例えば、誰かが汚水に落ちてしまっ

たとします。その時、小乗仏教では『私は汚水に触れることはできません。』と、

そこへは入りません。しかし、大乗仏教の修行者は、溺れている人を助けるため

に、自ら汚水に飛び込みます。金剛乗仏教は更にその先へ進んで、全てを踏まえ

ています。つまり、金剛乗仏教では『全ては心から起こります。ですから、心を

直接浄化し、問題を根本から浄化します。』というものです。 

 小乗仏教は各個人の解脱のみに興味があり、他者に教えることや助けることに

は興味がありません。大乗はその小乗よりも先に進もうとし、金剛乗仏教は大乗

仏教よりも、また更に先に進みます。金剛乗仏教の中には、大乗仏教と小乗仏教

が含まれていて、その動機は常に一切衆生の徳のためです。 

四法印 

 さて、それぞれは違った目的と動機があるので、いろいろな種類の実践方があ

ります。しかし、いくつかの基本的な原則は一緒です。大乗仏教では三法印（さ

んぼういん）（印とは判子の様な意味）と呼ばれるものが有ります。『これらの

ことは、確認されました。』という判子をついたような意味があり、‘印'という
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文字を使っています。しかし、金剛乗仏教では四法印として知られています。四

法印は三法印に基づいています。 

小乗仏教の三法印は、次のように説明されます。 

1. 諸行無常。全ての存在というものは、条件があるから存在していま

す。それは条件付きで出現します。条件付きで現れるということ

は、その存在固有の不変の性質はないということ。 

2. 諸法無我。五蘊以外は、いわゆる自我というものは存在しない。実

際には、自我という概念は存在しないということ。 

3. 涅槃寂静（ねはんじゃくじょう）。小乗仏教の観点からすると、涅

槃は平和であるこということ。 

 そして、大乗仏教には四つ目の法印があります。それは、  

4. 条件によってあらわれた現象は全て、汚れていて、それは苦しみを

もたらします。これが苦しみの本質のです。条件によって現れる現

象は全て、苦しみの本質です（一切皆苦 いっさいかいく）：条件

があって現れたものはどのようなものでも、それ自体が苦しみをも

たらす条件となります。つまり、満たされないものになるという意

味です。皆さんが何を作り出しても、それが永遠であることはでき

ません。また、どのような物を創造しようとしても、それもまた永

続しません。 

 

それではまず、一番目の無常について話しましょう。 

1. 無常 

 全ての生き物は、物事は永久に存在すると思ってしまう癖があり、またそのよ

うに保とうとする努力をします。例えば、年をとると若さを保つために、整形手

術をしたり、若者のように着飾ったり、いろいろな手段を使って年をとったこと

を隠そうとすることは、よくあることです。しかし、どれだけ手を尽くす方法が

あったとして、年をとることを遅らせることはできません。物は古くなり、壊れ

るものです。 

 無常には良い面もあります。例えば、うまくいっていないことも、永遠に続か

ないのが無常です。ですから、うまくいかないことがあっても、興奮したり怒っ

たりする必要はありませんし、逆にうまくいっている時も、喜びはしゃぐ必要は

ありません。それもまた事実続かないからです。 

 物事がどのように続いていくかはすでに説明してきました。絶頂期の後には、

落ち込む時期が来て、それからまた山が来ます。事物はこのようです。ですから、

死というものも、好き嫌いとは関係なく、常に身近にあるものです。 
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 人間の身体はとてももろいものです。たくさんのことがいつでも起こる可能性

があります。身体を傷つけるのには、大した努力はいりません。裸足で歩いただ

けで傷つき、足を擦りむいたことで何かに感染して足を失うことだって実際にあ

りえることです。また、何にかに刺されてアレルギー反応を起こす事もありえま

す。 

死の原因は数え切れません。しかし、その命をどれだけ大事に保存していたと

しても、いずれはどうなるのでしょうか。それは遅かれ早かれ衰えます。ですか

ら、仏教徒の偉大な実践の一つは、一日に数回死を思い出すことです。 

 二年ほど前、CNN がダライ·ラマ（ダライ·ラマ１４世）の住むダラムサラで、一

週間彼を追いかけたことがあります。そこでダライ·ラマはいいました。 

『皆さんが私の映像を撮りに来たのは承知していますよ。素晴らしいですね。よ

うこそいらっしゃいました。私の一日は朝４時位から始まり、瞑想をします。』 

彼は訪ねられました。 

『猊下、何について瞑想するのですか。』 

『ああそれは、死について瞑想します。私はそれを一日に五、六回はしていま

す。』 

と、このようにです。 

 三世諸仏（過去現在未来の仏たち）へ捧げるものとして、死を思い出すことに

勝る捧げものはないと、教えにはあります。どうしてでしょうか。死は訪れるも

ので、私たちにはそれを操ることができず、いつ訪れてもおかしくないことにに

気づくことで、誰の得にもならない活動に時間を費やしたくはないと思うように

なるからです。 

 

死を忘れてしまうことの欠点 

 そして、死ぬこと覚えていないことで、損をすることはたくさんあります。 

1. 第一に、もし皆さんが永遠に生きていると思っていたら、『仏法の

修行なんてまだしなくていいでしょう。』、『６５歳になったら修

行を始めます。』とか、『８５歳になって何処にも行けなくって、

ナイトクラブにも行けなくなったら少しだけ修行しようと思ってい

ます。まだまだ時間はあります。』となります。どうしてそうなる

ことが分かっていて、それは確かだといえるのでしょう。死はいろ

いろなかたちで起こり、それは一瞬のうちに起こり、いつでも起こ

りえることを忘れていたなら、仏法のことなど覚えてる必要はない

と感じるからです。 

2. たとえ仏法を覚えていたり、法話を聞いたことがあったとしても、

急いで実践に励まなければならないとは感じないでしょう。 
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『まだ時間はありますよ、定年したら始めます。』とか、 

『週末になったらやります。』というでしょう。  

3. そして、たとえ実践しようと試みているとしても、ずっと生きてい

ると思っているので、その実践は純粋なものにはなりません。また

その質も標準以下になります。 

4. そして、修行をする決意も一切失われてしまうでしょう。その様な

人たちを私たちは見てきています。その人たちは、その時大事だと

思ったことにそそのかされて、こういいます。 

『後でもう少し時間が有るときに実践しよう。』 

次の瞬間には、完全に止めてしまいます。初めのうちは、朝出かけ

るから急いで修行を済ませようとか、週末になったら実践しよう、

ということから始まるものです。  

 勤行は、実践の一面でしかありません。いつ死んでもおかしくないことが分か

っているなら、今付き合のある人たちに自分のことを、とても気難しく、骨が折

れて、不愉快な人として覚えられていたいでしょうか。ですから、他者が必要と

していることや、その者が備えた特質に敏感でいるようにすることで、皆さんの

持っている時間を大事にし始めて下さい。この特質に敏感であることはとても重

要なことです。 

 いつ死を迎えてもおかしくないことが分かっているのなら、皆さんの一時一時

を大事にするべきでしょう。もし死は何時訪れてもおかしくないことを忘れてい

たら、こういうかもしれません。『もう少し時間ができたら、善い人に成りま

す。』どうしたらそうできるのでしょうか。時間がもう少しできたら善い人に成

るとは、どんな論理でしょう。善人や悪人であることに、時間は関係あるでしょ

うか。これは間違った見方でしかありません。 

5. そして、もし死はいつ訪れてもおかしくないことを忘れていたら、

悪い行いする側であり続け、悪い行動をする一味なので、解脱する

ことは不可能になるでしょう。 

6. そして、いざ死を迎えた時、皆さんには後悔することがたくさんあ

ります。そして貴重な時間を無駄にしてしまったことに、とてつも

なく後悔することでしょう。 

 このようなことが、死はいつ訪れてもおかしくないことを忘れてしまうことの

欠点です。  

 

死を常に覚えていれることの利点 

 そして、死を常に覚えていると利点もあります。例え自分には限られた時間が

あるとは分かっていて、それがどれだけの時間であったとしても、いつ死ぬのか

ということに関して確かなことはいえません。 
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『私はまだ若いですからね。３０才か４０才になったら、少し仏法に目を向けて

みようと思っています。』 

と、これ確かなことではありません。 

 だれが２０代、もしくは３０代を生きぬけると思っていますか。ましてや今か

ら一時間後に自分が生きていると、だれが確信できますか。自分は健康だと完全

に思っていたら亡くなってしまうことが、一日のどの時間にも起こっています。 

1. 死はいつ訪れてもおかしくないことを覚えていれば、無意味な道楽

に時間を費やすことを止め、そして皆さんの仏法の実践はとても純

粋なものになります。（仏法の実践とはなんでしょう。それは、決

して真実から離れていない実践のことです。皆さんの行うことが真

実から離れていないことのことです。） 

2. そして、皆さんが実行すること、つまり仏法の実行はとても強力で

効果的なものに成ります。 

3. 仏法の実践の最初の段階で皆さんはとても有益な存在であり、 

4. 実践の途中でもとても有益な存在であり、 

5. 実践の最後においてもとても徳のある存在になります。 

6. そうすると、八つの世俗的な思惟をしないようになります。それは

物質の損得を思惟し、楽に執着し苦を嫌うことをし、誉められるこ

とに執着しけなされることを嫌い、名声に執着し不評を嫌うことで

す。例えば、好き嫌い、苦楽、そして喜びに執着し不愉快なこと嫌

い、他人がよいことをいってくれるのを望み、誉めてもらうことを

好み、批判されることを嫌がることなどをいいます。 

7. そして、死が訪れたその時、自分の生涯を賢明に使ったという満足

した気持ちで去ることができます。 

8. そして、生涯を意義のあることに使ったことになります。 

 これらの理由から、そのように瞑想し、それは起こることだと覚えておく必要

があるわけです。 

ミラレパ‐死の恐怖を全て克服する  

ミラレパの話‐今生で解脱できる可能性はないと思う人は、ミラレパの話を見

て下さい。 

 チベットの偉大な聖人ミラレパの話は、とても興味深いものです。 

彼は少年の時、父を亡くします。その父は、たくさんの不動産を持っていまし

たが、ミラレパの叔父が父が亡くなった時に、『あなたたちのために、私が不動

産を引き取って上げよう。』といって、父の不動産を引き取ったまま、返そうと

しませんでした。 
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そのことでミラレパの母はとても怒り、持っていた物を全て売りに出し、そのお

金を息子にたくして、息子に雹を降らし作物をだめにし、人の命を奪うことがで

きる魔術を学ばせようとしました。ミラレパはその母のいうことを聞いて上げた

かったので、その通りにしました。 

話を短縮しますが、結果的に彼は、従兄弟の結婚式の日にたくさんの人の命を

奪うことに関与しました。それはとてもたくさんの人の命でした。彼は、自分の

したことにとても後悔したので、まずは彼の魔術の先生に助けを求めに行きまし

た。 

そこで先生は、ミラレパにこういいました。 

『私はいつもこのような魔術を学んだことを後悔している。それだけではない、

自分もこの先たくさんの悪い業の報いを受けるのではないかと恐れている。』 

続けて彼はいいました。 

『ニンマ派のゾクチェンの師で、とても有名で能力に長けた人がいる。お前が

彼に会えるように援助するから、そこへ是非行きなさい。彼にこの献上物を渡せ

ば、お前を弟子として受け入れてくれるだろう。彼が教えることを学んで、私と

お前の業の償いをして来てくれ。』 

と魔術の先生はいいました。 

 こうしてミラレパはその師のもとへ行きました。しかし、ゾクチェンの実践は

とても独特なもので、実際にこんなことをいわれました。 

『瞑想すらする必要はない。ただ寝ていればいいのだ。』。 

それはいい、と彼は思いました。しかし実はそんなに単純なものではないので

す。 

そうして長い月日がたっても彼にはなんの成果もありませんでした。これはな

ぜでしょうか。それは彼にはまだたくさんの修復していない悪い業があったから

です。彼が負っていた業のつけは、まだ支払われていなかったからです。彼は多

くの人の命を奪ったのです。 

 最終的にその師は瞑想をして、こういいました。『この世に一人だけあなたを

助けることができる人がいる。それはマルパだ。訳経師マルパです。』 

マルパはンガッパです。つまり妻と家族がいます。実はマルパは前世でもミラレ

パの先生でした。ですから、ミラレパがマルパに会いに行く旅に出た時、マルパ

だけに限らず彼の妻も、彼が来る夢を見ました。ラマ僧の妻はこのように普通の

女性ではありません。彼女たちにも、その様な能力があります。  

 ともかく、ミラレパはマルパの所に来ましたが、マルパは何一つ教えようとせ

ず、とにかくたくさんの厳しい試練を与えました。 

マルパはこのようにいいます。 

『ここに是非建物を建てて欲しいのだが。私のために塔を建てくれるか。』と。 
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こうして、ミラレパは岩やら石を集めてそこに塔を建て始めました。数階出来

上がった時に、マルパは戻って来てこう言います。 

『実は、この場所に建てたかったのか疑問に思っているのだ。...やはり、ここで

はなく向こうの方に建ててくれないか。』と。 

こうして、建てたものを全て取り壊してから反対側に建て直します。彼はこの

ようにして何度も建て直しては、またマルパに取り壊すようにいわれます。  

 このことにマルパの息子でさえも理解することができずに、ミラレパにいいま

した。 

『あなたは私の父のために塔を建てているようですね。ここにいくつかの良い岩

があるから持っていきなさい。』と。 

そしてミラレパはその岩を使いました。しかし、マルパがそれを見るととても

怒りました。 

『誰がそれを渡したんだ。』 

『あなたの息子さんがくれました。』と言うと。 

『彼はもっと理解しているべきなのに！とにかく取壊しなさい！』と。 

それでもまだマルパは彼に何も教えをようとしませんでした。 

 マルパの妻でさえも質問しました。 

『なぜミラレパに教えを与えないのですか。あんなに一生懸命に働いているの

に。』と。 

事実彼は、背中の全ての部分に痛みがあり、腕も痛めていました。 

『お前にはわからん事だ！』とマルパは答えました。たとえラマの妻であっても、

彼と同じ能力はありません。 

これらの試練は、多くの命を奪ったことで作られたミラレパの業を浄化するた

めの、マルパ独自の助け方だったのです。まずは業を浄化しないことには、先へ

進むことは出来ないからです。 

 ある時、マルパの妻がミラレパに宝石でできたアクセサリーを渡していいまし

た。 

『あなたの先生がこの週末に灌頂を行います。来週には灌頂と法話があります。

教えを受けるには何かしら献上物を持って行かなければなりません。ですからこ

れを持って行きなさい。』 

こうして、マルパにその貰った献上物を差し出すと、マルパはいいました。 

『何処でこれを手に入れたんだ。』 

『あなたのご婦人から頂ました。』とミラレパがいうと、彼は激怒して彼を追い

出してしまいました。 
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 ミラレパはとても哀しみ、深く傷つきました。 

『きっと先生は、僕には教えたくないんだ。僕のことが好きではないんだ。これ

からどうしたらいいか分からなくなってしまった。もう出て行くしかない。』 

こうして、彼は出て行きました。 

彼は、人が集まる所に行って、 

『私はお祈りをあげ、経典と教科書を朗唱して差し上げられます。』 

といって回り、人はその代わりに食べ物を彼に与えました。しかし、マルパはそ

んな彼の状況を知っていたので、彼を遠くから呼びました。心のどこかでそれを

聞いたミラレパは、マルパの元へ戻って行きます。 

 ミラレパに対するマルパの慈悲の心から、ミラレパを完全に浄化するためには

１０の厳しい試練を乗り越えることになっていました。しかし、彼はその内の九

つしかまだ乗り越えていませんでしたが、マルパはすでに彼に教え始めていまし

た。 

しかし、ミラレパには残されたもう一つの試練が待ち構えていました。 

最終的に彼は一人で籠もりに入りました。彼の師はこういいました。  

『あなたにはこの先、困難が待ち構えています。それが来た時にこの教典を開き

なさい。そこに答えがあります。』 

彼はその時‘緑イラクサ’だけで生き延びていたので、体が緑色になりました。  

ある時、盗賊の集団が何か奪えるものはないかと、彼が籠もっていた洞穴に入

って来ました。しかし何も無いので、ミラレパは笑っていました。彼は皮と骨だ

けになった体で笑いながらこういいました。 

『奪いたいものがあるなら持っていけばいい。急須の中のイラクサしかここには

ない。』 

そのことに盗人たちはとても怒り、彼を痛めつけました。そして盗人たちが去

っていく時もミラレパはただ笑って、歌を即興で口ずさんでいました。  

『あなたたちはとても愚かだ。今まで自分が何をしてきたのか全く分かってない

のだろう。そうして、もうすぐあなたたちの人生に、たくさんの困難と苦しみが

降りかかることになる。』 

この歌を聞いた彼らは『すごい！』と思い、それがとても意味深いものだと彼

らは悟り、戻ってきて彼の弟子になりました。 
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ここにミラレパがいった言葉があります： 

死の恐怖と共に、山に入った。 

死が訪れたその時の不確かなさについて、何度も何度も瞑想した。 

不死という要塞を攻略した、尽きることがない心を捉えた今、 

死への全ての恐怖には終止符が打たれた。 

（“In horror of death, I took to the mountains.  

Again and again I mediated on uncertainty of the hour of death.  

Having captured the fortress of the deathless,  

having captured the unending nature of the mind,  

now all fear of death has left me – it is over and done.” ） 

ここで彼がいったいるのは、全ての恐怖心を克服し、不確かなことによる恐怖

心を全て克服したことをいっています。 

生きている限り仏法を実践するチャンスが皆さんにはあります。ですから、死

を迎える前に仏法を実践することがとても重要です。死が来る前にです。 

皆さんが生きている時間を考えみて下さい。３分の１の時間は眠ていて、３分

の１は何かのために稼いで働いています。そして、残った時間に争い事や口論、

買い物や旅行、映画やテレビ鑑賞、ＭＰ３などを聞いて過ごします。そこに実践

する時間がいったいどれだけ残っているでしょうか。大概は、ほとんどありませ

ん。 

若い時は、『まだ人生は長いから、仏法の実践は後でもできるだろう。』と、

思います。 

そして中年になると今度は住宅ローン、子供や家族の世話、その他いろいろな

ことがたくさんありすぎて、やはり実践などしません。 

そして、年寄りになって人生を振り返れば後悔することしかなく、その後悔が

自分を不自由にするので、やはり実践しません。 

ですから、実践をするのは今なのです。 

お祈りやお経をあげるのだけが実践ではありません。現実の本当の姿から自分

を遠ざけないことが実践です。このように実践をして、心の混乱を取り除いてい

くことで、心を安定させることです。また、他者に害を与えない、貰っていない

物を自分の物にしない、身体‐言葉‐心において悪い行いをしないなど、自分の

行いを決められた規範から離さないようにすることをしていれば、皆さんは仏法

を実践しているといえます。 
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『今私は仏法を実践しているところです。私が仏法です。引き止めないで下さい。

邪魔をしないで下さい！私は今まさに実践しているところなのですから。』 

この様なものは実践とはいいません。これはただの演技です。 

 

 パンチェン·ラマという偉大なラマ僧は、こういいました。 

『医者が私に見切りをつけた時、儀式にも効果が無くなった時、私の命には希望

がないと友があきらめた時、自分が何をしても結果が出なくなった時、そんな時

どうか私の導師の指導だけは覚えていられる、恩恵がありますように。』 

これのみが、死を通り抜ける、たった一つの手段です。 

ですからこれはとても良いことです。無常を思い起こすことはとても大事な実践

です。 

2. 諸法無我 

 そして、自我というものも存在しないことに気づくこと。今まで話してきたよ

うなこと全てはつまり、私たちが"自我"と呼んでいるものは、いくつかの要素が

集合した結果であるということです。その要素とは、物質の集合（色）、知覚の

集合、意志（想）、感受の集合、感覚（受）、形成された心の活動の集合、意志

（行）、その人の能力に基づいた意識の集合（識）です。これらは決まった時期

に集まり、決まった時期に消えてなくなります。これは皆に共通なことです。 

般若波羅蜜多心経 

 

 ですから、般若波羅蜜心経ではこういわれます。『色は空であり（色即是空）、
空は色である（空即是色）。色は空と異ならず（色不異空）、また空は色と異な
らない（空不異色）。』とあります。 

 そして、次のように説明が続きます。『あなたが見受ける全てのもの、一切の
現象は空性（空の性質）である（是諸法空相 ）。生まれることもなければ、消滅
することもない（不生不滅）、不純もなければ、汚れていない事物はなく（不垢
不浄）、減ることもなければ増えることもない（不増不減）。永続する物質存在
はない。』 

 

3.涅槃寂静  

 そして、その無我に気づき、涅槃は平和となるのは（涅槃寂静）、業を生む原

因となっていんたものが全て治まることで、涅槃が訪れるという意味です。 

 正しいことをする。－執着を捨てる 

http://ja.wikipedia.org/wiki/色_(仏教)
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 それではいったい何が治まるのでしょうか。それは皆さんの執着です。皆さん

の物事に対する執着が、あらゆる出来事を生み出す原因になっています。物事へ

の執着が無くなれば、それ以後‘業’は作り出されません。 

 一切衆生の徳のために行動する阿羅漢や菩薩と、『私は何か素晴らしいことを
したい。そうすれば大きな徳を積むことが出来るからです。』という人と、の間

ではとても大きな違いがあります。なぜなら、阿羅漢や菩薩のする事全ては、他

者への慈悲の心から行っているものです。彼らはたくさんの徳を積みたいからす

るのではなく、それがその時もっと正しい事であったから行うのです。『自分が
よい成果を上げたいから、それをしたいのです。』という思いで彼らは行動しま

せん。結果、実際の"業"が消滅していきます。業はもうなくなります。良い業も、

悪い業もありません。消滅し、終わりです。 

 このようにして、彼らは涅槃を手に入れます。自分が思い込んでいる、正しい

ことや間違ったことに執着しないことによってです。他人がする正しいことや過

ちはは、その人たちの問題です。皆さんがするべきことは、教えに沿って正しい

事を自分自身がすること、これが‘業’の無い状態になるための鍵になります。

ですからこうして、涅槃寂静となります。 

4. 条件付きの現象が、苦の本性（一切皆苦） 

 では四つ目の四法印に、条件で現れた全て現象が苦しみの本性（一切皆苦）と

ありますが、それはなぜでしょう。条件付けられたものそれは集合し、それが何

であれ、どのようものが一緒になっても、それは時間が来れば壊れます。これに

例外はありません。建物は崩れ落ち、体は衰え、どのようなものも同じでいるこ

とできません。ですから、条件によって起きた全ての現象が、苦の本性（一切皆

苦）ということになります。 

 

 これは、仏法のある部分の基本的な教えの一つです。 

では、ここでこのように終わろうと思います。 


