
法話 04 - 1 

法話 04 - 自然体 

 

真実を探し求めることの重要さ 

真実を探し求めることの重要さについて話したことがあります。 

大体の人にとってこの真実は、あまり好ましいものではありません。なぜなら私
たちが住んでいるこの世界は、全てが納得のいかないものだと皆さんは知っている
からです。それは一つや二つの事だけではなくて、皆さんが体験するほぼ全てがそ
うだからです。  

ですから、私たちはしばしば自分の中に入り込むことを好み、自分に深けった行

いをし、そしてなんらかの信念とする体系を自分に取り入れます。例えその信念体

系としたものに何かの価値があったとしても、私たちはその信念体系を乗っ取り、

違うものに変えてしまいます。このようなことは近頃さらに顕著になってきていま

す。宗教に信仰のある人と思っていた人が、その宗教を乗っ取り、紛争を起こさせ

るようなメッセージに変えたり、争い事をさらに起こすことをしています。このよ

うなことには終わりがありません。 

仏教の教えは、小乗仏教、大乗仏教、金剛乗仏教に分けて、九段階の修行をこの

三つに含めています。そして、この三つの仏教には、いくつかの共通した基本的な

理解があります。 

まずは‘四法印’と呼ばれものがあります。大乗仏教では‘三法印’としている

ものですが、金剛乗仏教の観点からはそれを‘四法印’としていいます。 

金剛乗仏教の四法印 

1. 条件のある現象は全て無常であること。 

2. 条件によって生まれたものは、それが何であっても同じ状態でいることができ

ないことです。それが同じものであり続けることは不可能であるということで

す。例えば人間は、生まれ、老い、病気になり、死を迎えます。これら全ての過程

においてそれぞれ違うものです。また、とても格好がよかったり、とても健康な体

で生まれる恩恵に恵まれるかもしれません。しかし、結果的にはそれもまた死を迎

えるものになるわけです。 

3. 全てのものは四つの要素（四大）から成りたっています。それ故に変わらずに

あり続けることができません。その固体には、本来から永遠不変の独自性はありま

せん。ですから、西洋的な観念で、魂は命から他の命へと移ることが出来る、とい

う考えは仏教では存在しません。仏教の理解は、概念や推測または思想に基づいた

ものではなく、実体験に基づいています。 
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もちろん『私にはそのような経験はありません。』といっても良いことです。そ

うであるなら、実践をし、その方法に則っていくことによって、それがどれだけ本

当なのか、そうではないのかを自分自身で体験できるチャンスを得えます。どれだ

け本当か、そうではないのかということをです。 

しかしそれは、すでに信念体系が自分にあるために、自分が思っているものとは

大概とても違っているものなので、皆さんをとても心地悪くさせます。それは自分

の格好を悪くするものだと思うかもしれません。しかし、格好が良い悪いという思

いを観察してみると、格好が悪いと感じるということは、格好が良いということに

快感を覚えているということです。これを世俗的な関心といいます。この世俗的な

関心が、一切の苦しみの原因です。 

 八つの世俗的関心（八風） 

世俗的な関心事はたくさん存在しますが、主に八つのことがあります。その八つ

を対にして四組に分けることができます。内、四つは執着することで、その他の四

つが反感を抱くものです。これらは全て無常のものです。この変化するものに対し

て執着したり反感したりすることで、苦しみを生みます。変化の苦しみです。 

四つの執着する世俗的な関心 

1. 物質的な利得への執着   2. 一時的な快感への執着 

物質的利得と物質的快感への執着があります。一時的な快感とは、一切の快感は

一時的なものという意味です。食する喜び、これは一時的なものです。これ以上食

べられなくなるところまで達するから、一時的とういうことです。また何かの活動

に喜びを感じていても、それもまた一時的です。泳ぐことに喜びを感じていたとし

ても、ある程度の時間水に浸かっていたら、そこから出たいと思います。眠ること

が好きでも、それもまた一時的なもので、一定の時間が過ぎれば充分になります。

それがどのような感覚的な快感でも、それは全て一時的なものです。それを持続さ

せることはできません。どれだけそれを好んでいたとしても、それ自体を持続させ

ることはできません。 

このことから、それらのことに心を執着させることも世俗的な関心です。なぜな

らそれは本当ではないからです。 

物質的利得もまた本当ではありません。所持していると思っていたら、次の瞬間

に消えて無くなります。死ぬ時にはそれらは持って行くことはできません。 

3. 褒められることへの執着 

褒められることに執着するのも完全に無意味なことです。 
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いったい誰が皆さんを褒めているのかを見なければなりません。もしその人が自

分より愚かで間抜けな人であるなら、それに何の意味がありますか。この褒めに対

する思いがあるのは、大体場合不安だからです。『きちんと出来ていればいいのだ

けど』と思ってはいても、それが確かではないので他の人にそれを確かめて欲しい

のです。 

もっとも不安な人たちは芸能界の人たちです。映画、テレビ、歌、踊り関係など

の人たちです。彼らは自分の見た目は良いということを、人に確認してもらう必要

があります。自分の演技もまた素晴らしいものだということを、人に確信させても

らう必要があるわけです。 

この不安な気持ちは、その人に即ある決まったポーズをとらせます。本当の自分

以外の者になっている方が心地好いのです。面白いキャラクターとして知られてい

る多くのお笑い芸人もまた、とても不安でとても悲しい人々です。その多くが自殺

します。なぜなら挑戦することや保っていかなければならないことがたくさんある

ことに気づくからです。 

褒め称えられるというものは、例えば何かをやり遂げたらそれを保っていかなけ

ればなりません。そして、それより下に下がる事はもう許されないことになります。

ですから、これもまた意味のないものです。人が褒め称えてくれたからといって、

彼らが皆さんを好いているという訳ではありません。〔なぜなら世俗的な生き物は

イメージに生きているからです。それは本物ではありません。〕彼らが皆さんを褒

め称えるのはその人が印象を与えたいだけで、そのような時は大体陰口を叩いてい

るものです。 

ですから、他人に褒められることを自分の世界の基盤としていたら、皆さんは本

当に厄介な状況にあることになります。そうではなくて、常に何が正しいことなの

かということを基盤にするべきで、都合の良いことにするべきではありません。正

しいことだからするようにして下さい。人がその事を知っているかいないかは関係

ありません。正しいことをすれば、正しい見返りが来ます。それが因果というもの

です。もし間違った事をすれば、間違った見返りが来ます。人が知っていても、い

なくても関係なのです。 

4. 評判と名声への執着 

そして、評判や名声というものに、とても執着している人もいます。 

世俗的な関心は皆さんを麻痺させます。 

ですから、このイメージへの執着、それが物質的利得でも、一時的な快感でも、

称賛や評判であっても、それらは皆さんを麻痺させ、不自由にし、不利な立場にさ

せます。そしてそれが皆さんを不可能なものにさせます。なぜならそれらは決まっ

た態度を皆さんにとらせるからです。 
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反感を抱く四つの世俗的な関心 

5. 物質的な損失への反感 

たとえ何かを失ったとしてもそれも大概は一時的なものです。また物質的な利得

も一時的なものです。 

6. 一時的な不快感への反感 

 皆さんはこういいます。 

『やってみたいとは思うのですが、一働きすることになりますよね。』とか、 

『清潔な服は好きなのですが、服を洗う作業をしなければなりませんよね。』とか、 

『私は本当に業を浄化したいと思ってはいるのですが、自分でその真実に向き会わ

なければなりませんよね。本当に真実を知りたいとは思っているのですが、何か仮

のイメージの陰でそれはできないものでか。』 

というものです。 

7. 虐待への反感 

これはもし人に虐待されたら、とても強い憤りを感じることです。それが故意で

あっても、故意でなくてもです。 

8. 不評への反感 

これらが八つの‘世俗的な関心’、もしくは‘世間的な関心’として知られてい

ます。 

これら八つのことが皆さんに、真実を学び、それを実践することをとても困難に

させます。しかし、誠に正確に修行をしている時は、そこに自然らしさがあります。

なぜでしょう。それは皆さんは真正だからです。 
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【ここでリンポチェは、真正であることで生まれる自然さの例え話をされます】 

たった今私はイタリアの友達と話しをしていました。彼はこういいました。『あ

なたの特徴が、時と場合によって違うことに気づきました。あなたが供養で座って

いる時も違いますし、実際それをしている時にも変わります。皆で浜辺に座ってい

る時もまた違いますし、また話している時もあなたは違います。』といわれました。 

自然体であるなら、そうであるべきです。では自然とはいったい何でしょう。 

真正であれば、自然になります。 

 自分の様相が人に好まれないことを恐れる 

なぜ皆さんは自然でなく、居心地悪く感じているのでしょうか。それは皆さんが

真正ではないからです。なぜ真正ではないのでしょうか。なぜなら皆さんは、自分

の様相が人に気に入られないことを恐れているからです。傷つけられることにとて

も恐れ、人につけいられることにとても恐れています。真正で有りたいのはやまや

まなのですが、それを人が好まない事を恐れています。 

これが世俗的な関心に関係したものです。人の好みを気にすること。尊敬されな

いのではないかと心配して、自分の評判を気にしていることです。 

まずは自分自身を尊敬していなければ、人が尊敬していてもいなくても変りなし 

人が皆さんを尊敬していないのではありません。自分のことを尊敬していなければ、

人が尊敬していてもいなくて、そこに違いは全くありません。好かれていてもいな

くても、それは問題ではありません。自分自身と良い関係をもたなければなりませ

ん。自分自身と良い関係がもてていなければ、他のだれとも良い関係を築ける能力

もなければ、その準備も皆さんにはできていません。 

全ての要素は等しくできています。ですから自分自身と良い関係ができていないこ

とで、自らだめにします。不安感や不誠実であることや、何でもです。 

 

自分としっかりした関係を築いていく 

ですから何よりもまずは、自分と良い関係を築き上げることがとても重要なこと

です。それでは、どうやってそれをするのでしょか。 

1. 誠実であることによって 

誠実であることによってです。  

ここで今法話を聞いている皆さんは，調査をしているようなものです。何かを聞

いて、それがどれだけ正しいものか、そうではないのかを見いだそうと調査をして
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いる過程です。もっとも重要な八つの原則は：１）調査をする；２）知識を広げ
る；３）誠実である；４）自分の心を正す；５）自分を磨いていく；６）自分の家
族を規則正しくする；７）そこの国の管理をする；８）世界に平和をもたらす。
〔誠実さとは、思っていることを発言し、発言したことを行うことです。また身体、
言葉、心で行うこと全てが調和していること。その全てが一致していることで
す。〕 

2. 知識を養うことで更に安定していく 

これがもっとしっかりしたものになると、次にそれが知識として成りたってきま

す。皆さんは、その時突然思うのです。 

『なんて事だ、今まで自分のものにしてきた態度は全てでたらめだったのか！』 

と気付きます。これはアメリカ語でばかげた行為という意味の言い回しです。つま

り、全て無意味とういこと、全て役に立たないもの、装ったもの、大げさな態度が

原点にあるもの、仮面をかぶった大げさな人格、という意味です。これらは全て力

を消費します。だからどんどん自分の中に入り込んでしまうわけです。 

これはとてもよく見られることです。とてもありふれています。 

ですから、自分の周りの世界にことを見失うことなく、自分というものに心地良

く感じられるように自分を養っていくことがとても重要です。 

今の皆さんはこういいます。『自分には心地さを感じています。』しかし、それ

は自分をこの世界から閉ざしたことで成りたっています。しかし、この世と関わら

ずに生きていくことができるでしょうか。 

皆さんは、この世界に属さなければならなくなった途端に、損失感にみまわれ、

見失った気分になり、居心地の悪さを感じ、不安になります。これは、自然でもな

ければ真正でもありません。 

自然さ：干渉されず、迷妄、葛藤のない心 

このような自然さには、“ishwara”とか“gyi gyai."という言葉が付けられています。

どのようなものにも邪魔されない心、迷妄のない心のことです。迷妄がない心だか

らとても心地が良いわけです。葛藤のない心です。 

植物の例え 

もし自分がだれであり、何であり、自分の個性に対して葛藤することがあるよう

なら。例えばです。木は自分が木であることにそれなりに心地よくしています。 

木は、『花になりたい。』と泣きながらいいません。そして花は、『私はなんて背

が低いのかしら、木はあんなに背が高いのに。』というような態度は示しません。

もしかしたらそうしているかもしれませんが、私たちはそれを聞くことはなく、木

はただ木で有り続けます。花はただ花として生涯を過ごします。木は木として生涯
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を送ります。皆さんが公園に行った時彼らは、『九時になったから、なりすましま

しょう。私は木で、あなたはお花。』とはいいません。それは２４時間のもので、

途切れません。オン時間やオフ時間というものは存在しません。生まれてから死ぬ

まで木でいます。生まれてから死ぬまで花で、そしてまた生まれてきます。これこ

そが自然というものです。 

だから、公園や、花のある場所や、自然の中に行くと、ほとんどの人はとても心

地よく感じます、なぜならそれらは真正だからです。それは小さな花かもしれませ

んが、真正です。草の葉でも何であれ真正だからです。 

たとえ自分が真正ではないとしても、その様な場所に行けばとても心地よく感じ

ます。しかしそこへ突然、他の誰かがその絵の中に入ってきたら、皆さんはまた自

意識を取り戻します。皆さんはその時こういうでしょう。 

『しまった、一番いいシャツを着てこなかった。』 

『さっき食べたムサカのシミがついてしまっている。』 

『髪の毛をセットしていないわ。』 

そして都会に戻っていくと、なぜ人は休暇が必要と思い、その場を離れなければ

ならないと思うのでしょうか。どこか探して、何を探すのでしょうか。それはスペ

ースを探しています。人は世界を旅して何を求めているのでしょうか。それは自分

探しです。では、どのようにして自分を見つけるのでしょうか。自分はそこにすで

にいるではないでしょうか！いったい何をいっているのでしょう。探すとはいった

い何をでしょうか。自分自身でしょうか。それならそこにすでにいます。 

外からの体験によって自分を見つけ出す事はできません。自分自身と対話し、自
分自身と関係をもつことでしか自分を見つけることはできません。 

先生に帰依をする 

忙しくしている人ほど世界を旅しているかもしれません。しかし、それでもまだ

自分ときちんとした関係をもつことができません。もちろんこれは簡単なことでは

ありません。だから、自分を導いてくれることが出来る先生に帰依するのです。 

皆さんの事物に対する見方は、常に自分の見方によって左右されます。それは自

分の好き嫌いや、先ほど話した八つの世俗的な関心に染められているものです。そ

れは習慣なので、そうせずにはいられないのです。 

しかしそれでも皆さんは、一つ決まった所にいっていえます。『確かに私にはま

だ八つの世俗的な関心があります。それでも私にはいつも拠り所になってくれる人

が一人います。その人は自分の今の状態を、ありのまま映し返してくれる人です。

それは、自分が思っている自分の状態でもなければ、友達が思う私の状態でもない

のです。なぜなら彼らもまた惑わされているからです。』 
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もちろんその映し返されるものは皆さんにとって好みのものではないかもしれま

せん。なぜなら皆さんは、自分の良い事を人にはいって欲しいと思っているからで

す。 

精神的な師として重要な点は、良いこと悪い事をいうことにあるのではなくて、

ただ本当のことを述べることにあります。『あなたには二つ鼻があります。』と師

はいいます。もしかしたらあるのかもしれません。鏡を見ましたか。ひょっとした

らあるかもしれません。もし鼻は一つしかなかったとしたら、皆さんはいいます。

『二つ有るとはどういう意味ですか！』声を上げます。ただ鼻が一つあるだけのこ

とです。『あなたの鼻は長いです。』といわれるかもしれません。実際に鏡の前で

図ってみたら、普通の人よりは長いものかもしれません。この長い短いというもの

ですら相対的なものです。 

皆さんの真実は信用できない 

精神的な師として認められた人、熟練の精神的な師というのは、基本的に真実を

皆さんに映し返して上げることだけをします。皆さんの思っている真実はレンズで

染められています。自分で付けた色つきレンズです。だから信用できません。皆さ

んの心は常に、見た目を正しくすること、そして気が利く人であるようにすること、

この二つ間で努力奮闘しています。しかも、皆さんはどのみちそれが納得のいかな

いものになることは大概分かってしています。その様な状態の皆さんが、どうやっ

たら迷妄のない心にすることができるのでしょうか。そのような皆さんから発せら

れる言葉がどうしたら惑わされていないものであることができるというのでしょう

か。 

時々皆さんは、あれやこれやと過ちを犯してしまったと、私に謝りに来ます。し

かし、私がそのことを大した問題にした事をみたことがありますか。なぜなら私は、

皆さんがする事やいう事をあまり重く受け止めないからです。それは、実は皆さん

自身の側にもっと意味があるからです。これを理解することはとても大事なことで

す。本物の自分を養う資格が一番あるのはだれでしょうか。他の誰かに自分の役を

して欲しいのでしょうか。それをデニーロに演じて欲しいのですか。なぜ他人の演

技をしたいのですか。なぜ自分にならないのでしょうか。皆さんがどのような人で

あったとしても、自分になって下さい。なぜ他人になるのですか。他の何かになっ

て、どうやって真正になれるのでしょうか。 

 

自然の状態 

このような真正さと自然さは、仏法ではよく話されるもの一つです。そして、そ

の状態は仏陀と修行をよく積んだ菩薩たちに共通してみられるものです。では、ど

のような自然さのことをここではいっているのでしょうか。 
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華厳経では、二種類の自然さについて説かれています。 

  華厳経の二種類の自然さ 

1. 正しい智慧の支えによって、事物をありのままに見る事ができます。

それはとてもはっきりしています。何かを付け足したり、抜き取った

りせずにありのままを見るので、それはとても自然なものです。 

2. あなたが実行すること、携わる行いも真正です。それは自然です。そ

れは多すぎず少なすぎず、ちょうど必要とされている行いです。大げ

さなことも、控えめなこともありません。ちょうど必要とされている

ものです。多め少なめということもありません。 

  大宝積経では、５種類の自然さについて説かれています。 

五種類の自然さ（大宝積経） 

1. 自然な長寿とは迷妄がないことです。長生きとは迷妄がないことで

す。皆さんの人生が迷妄の無い人生であるなら、それはたった一日で

も十万年より良いものでしょう。 

2. 迷妄なしに生きる事が出来ること。偉大な慈悲の心と共に、迷妄の無

しに一日一日を生きる事が出来ること。人が不親切な言葉を掛けてき

てもその都度それをただ受け止め、良い事をいわれても興奮しませ

ん。また物事が上手くいかなくても、落ち込みすぎることはありませ

ん。ただ物事の流れに乗り、『なんてことだ、もう受付けられない』

というような受け止め方をしないことです。エルトン・ジョンが飛行

機でイギリスに帰ってしまったようなことです。そんなことをする必

要はないということです。 

3. 彼らの行いもまた自然で、他を助ける能力も自然です。よく分からな

い言動、また機械や道具など、何も関係しません。それはとても自然

です。そして事物に対する見方と、それが何であるかを知る力もとて

も自然です。彼らの真実に対する意識も、とても自然です。 

生徒たちはまれに、私のことについて一つ気づくことがあります。私が始めてギ

リシャに来た時です。今いるキャンプ地でも他の所でも、私はギリシャ語で時々質

問されます。誰かに翻訳してもらうこともあるのですが、そうでない時私はただ

『必要はない』といって、通訳を聞かずに直ぐに答えを返します。それはなぜかと

皆は聞きます。もし余談や遠まわしな話をしているなら翻訳が必要ですが、それが

心から質問をしているものなら、大概の時はそんなに多くのことは必要ありません。 

それが心から出てきているものならば、大して翻訳の必要はありません。遠まわ

しな言い方は惑わされている言い方です。遠回しな言い方は忙しい喋り方です。そ

んな時には翻訳が必要になります。それでも分からない時もあります。なぜでしょ
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う。それは喋っている人自身がすでに見失っているからです。しかし、心からいっ

ているのであれば、そのようなくだらない行為は関してきません。 

ですから、自然さの一つには、 

4. 見たその時、そのものの本当の状態を理解することです。その人が使

っている言葉でもなく、表の顔でもなく、その真裏に隠れているその

人が本当に意味していることをです。大体の人はそれを見ることをし

ません。  

5. 功徳の果報が、自然に現れます。皆さんがどこへ行っても、物事の扉

がただ開かれます。たとえ扉が閉まっていたとしても、皆さんがそこ

に着いたとたんにそれは開かれます。困難な状況にある場所に行った

としても、助け舟がまるでそこにすでにあったかのように現れます。

それはなぜかいつもただ起こります。 

このようなことがこの経典には示されています。 

そしてほかの経典の場合。例えば涅槃経では八つの力について語られます。 

自然さにある八つの力（涅槃経） 

自然さはどうやって生じさせるのか 

仏陀が具えている力を見てみると、彼は実際いろいろな様相で現れます。それは

誇りの粒子のようであったり、創造できないほど巨大なものであったり、また違う

世界の全ての場所に同時に出現することもできます。これらは全て可能なことです。 

それでは、どのようにしてこのような自然な状態を生じさせるのでしょうか。 

経典では次のように説かれています。六波羅蜜の実践をしていくことで、自他を

助けることができる自然さを生じさせていくことが出来るとあります。 

 

六波羅蜜 

1.  布施波羅蜜 

寛大さなどがそれです。寛大さを布施できること、 

a. 物質の布施 

b. 仏法の布施 

c. 勇気の布施 
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勇気の布施とはなんでしょう。その人自身のためになるようなことを、行っても

らえるようにその人を勇気づけること。それを持戒によってサポートしていくこと。

持戒によってという意味は、ある決まった修行を忠実に守ることで、迷妄の無いよ

うにすることです。 

2. 持戒波羅蜜 

- 持戒の布施。 

これらの実践徳目の一つ一つは違った自然さを生みます。例えば、 

それぞれの波羅蜜の実践徳目は、違う種類の自然さを生み出す 

1. 布施から生まれる自然さ 

布施を実践すると、自然で真な人生を手に得ることができます。心は自然で本物

です。そして、資源力も自然で真なものになります。資源が自然に現れるようにな

ります。それは布施を実践しているからです。 

ですから、この布施を本当に理解すれば、問題というものはまず存在しません。
人生が自然で心地良く感じられます。自分の心は自然で心地良い上に、資源さえも
自然に現れます。 

2. 持戒によって生まれる自然さ 

そして持戒の実践をすれば、自分が願うどのような暮らしも自然にいとなめます。

それは手袋のように、ぴったり合わせられます。そうなれば、どのような暮らしを

選んでも、とても自然で簡単にいとなめます。そうなるはずのことであったかのよ

うに起こります。それは大変なものではなく、自分に具わっているものであるかの

ようになります。 

今現在の皆さんの仕事では、とてもよい報酬を受けているかもしれません。それ

でも、ときどき本当に仕事に行きたくないと思うものです。なぜなら毎日が本当に

戦いだからです。あれやこれやと戦い抜いています。例えば一般的な会議の事です

が、私が観るところ大概のビジネス会議は、９５％の時間は自分の庭を守るために

費やされ、残りの５％が問題となっている課題について話し合われます。 

『問題はなんでしょうか？それに早速とりかかりましょう。』 

という代わりに、９５％の時間は、 

『皆さんは知っていますか。このデパートでは…』 というような話がされます。 

エゴや自分が重要だと信じていることを守るために、とても多くのエネルギーが

無駄に費やされています。 
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持戒を修行すればどのような職種に自分をおいても、水の中の魚のようにとても

自然にできます。それは、水から出た木の上の魚とは違います。魚は木の中で生き

ていくことができるでしょうか。もしかしたらできるかもしれませんが、快適には

過ごせないでしょう。水の中の方が好ましいでしょう。鳥は水の中で生き延びるこ

とが出来るでしょうか。出来ます、しかし飛んでいるほうが良いです。人は水の中

で生き延びることができるでしょうか。出来ます。しかしある程度の時間、水の中

に浸かっていたら自分の皮膚がどうなってしまうか創造できます。 

3. 精進波羅蜜によって生ずる自然さ 

精進を実践すると、どのような自然さを達成できるのか。 

精進を修行すると、どのような望みも叶う自然さが達成されます。どのような願

いも叶います。どのような望みも、自然に叶います。それはなぜかというと、精進

の修行をしているからです。 

4. 忍辱波羅蜜から生まれる自然さ 

忍辱を修行するとどうなるのでしょう。忍辱とは、侮辱や虐待に憤ることなく耐

え忍ぶことです。 

忍辱を実践できれば、静穏さが生まれます。自然な信頼感と理解力を手に入れる

ことができます。 

ここでは三種類の忍辱についていっています。 

 

三種の忍辱 

1. 憤ることなく虐待に忍ぶこと 

2. 困難な状況の中でも静穏でいる修行をすること 

3. 初心者の段階を過ぎ、真実を理解すること 

今の皆さんは初心者で、勉強をしています。 

理解力を身に付けて初心者の段階を過ぎるという意味は、今の皆さんは先生から

話しを聞いたという状態ですが、それに対して実体験によって真実を理解したとい

う意味です。 

この三種の忍辱が身に付いていれば、自分の身の回りの多くのことが理解できる

ようになります。そして、周りの多くの物事に対して自信がもてます。 
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5. 禅定波羅蜜によって生まれる自然さ 

周りの状況を見失うことなく、心を一点に集中することができる禅定を修行でき

たなら、皆さんは魚が水の中にいるようなものになります。 

何も問題はありません。まるで挑戦することがないかのように、やること全てを

ただ心地よくできます。その人自身と、そのやり方に気楽さがあります。これが自

然さです。 

6. 智慧波羅蜜が生む自然さ 

この波羅蜜の智慧を忘れないようにすることが出来たなら、その智慧は自然に現れ、

方法も自然に現れます。 

 自然さというものですら修行が必要 

ですから、自然さというものですら修行をしていかなければなりません。そして、

この自然さを養うのに一番良い方法は、波羅蜜の実践【布施、持戒、精進、忍辱、

禅定、智慧】です。 

 

音源：２００６年度 夏安居 2006/8/24/ 午後  


