
説法 02 - ｐ 1 

説法２ 

三宝に帰依する 

三宝 

 仏（仏陀）、法（仏法）、僧（僧伽）に帰依するとはどういう意味なのか。 

この三つは、三宝と呼んでいるもので、三つの宝石の様なとても貴重なものです。 

三宝といえば、仏陀、仏法、僧伽（仏法僧）のことを示しています。 

 仏陀とは悟りを開いた人のこと、仏法は仏陀の教え、僧伽は同じ目的をもって

修行をする集団のことです。教典には、出家者であっても在家であっても４人以

上が集まれば僧伽であるとされています。４人以上は僧伽ですが、４人以下は僧

伽ではないということです。 

 この三宝を別な表現でするなら、仏陀は皆さんの病気を理解している医者のよ

うな存在、仏法はその薬、僧伽は回復するまでの看護をしてくれる看護師たちの

ようなものともいえます。 

仏陀 

 では、仏陀は何をする人なのでしょうか。仏陀は悟った心によって、苦しみの

原因となっているものを自ら実体験し、それを浄化する方法を知っている人のこ

とです。仏陀は、穢れた心を全て取り除く手助けができ、その不浄な心や一切の

間違った心の表現を鎮圧する方法を知っています。それによって混乱を引き越す

ような態度を無くすことができます。そうすることによって、その混乱を引き起

こす態度が動機となった行いをせずに済むようになります。仏陀の存在は、私た

ちだけではなく他者の徳になる特質も全て養わせてくれる力を持っています。 

だからだといって『これは本当に私にとっては善いものです。』といいながら、

それをしてゆく過程で誰かの幸せを犠牲にしているのであれば、それはためにな

るものではありません。 

 仏陀は美徳にある全ての良質を私たちが養う助けをしてくれます。それは例え

ば不偏の愛、慈悲、慈愛、深遠な智慧、そして巧みな技といわれる慈悲の心の使

い方、これらを養う手助けをしてくれます。巧みな技といわれるときは常に、他

者を助けるための慈悲の心の使い方のことを指しています。 

仏法 

 そして、ここでの仏法はお釈迦様の教えのことを指していると同時に、問題、

苦しみ、その原因を予防する手段でもあります。つまり、仏法とはお釈迦様が伝

えた教えであるという意味と、それを実践することによって徳になる精神状態を

養う助けになり、苦しみから解放してくれる導きとなるものです。 
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僧伽 

 僧伽とは、空想した生き方の不十分さを、観念ではなく実際に理解している者

たちの集まりのことです。 

ここでの僧伽は、高等な集団、つまり菩薩の集まりを指しています。例えば、

ここのいる皆さんの中から好きな人を４人選んでみましょう。チョコレートや甘

い物を好きに選ぶように選んでみます。しかし、この場の誰を選んだとしても変

わりはありません。なぜなら、現在の皆さんの考え方は、観念的な思考に基づい

ているからです。ここでは高等な集団のことを指していて、空想した生き方の不

十分さを、概念ではない理解をもった集団のことです。 

ですから、普通の僧伽のことではなく、高等な集まりである高貴な僧伽、つま

り偉大な菩薩たちのことをここでは指しています。 

低いレベルでの僧伽は、出家者の共同体、もしくはお釈迦様の教えを修行しよ

うとしている人たちのことでもあります。 

 

 この三つが、私たちを苦しみから解放される助けとなることから、”三宝”と

呼んでいます。とても貴重な三つです。 

三宝との関わり方 

 それでは、この三宝と私たちはどのように関係していくのかというと、 

自分の病気を認める 

 まずは『私は病んでいます。病を抱えています。問題を抱えています。』と、

自分の今の状態に気づき、それを認めます。 

例えば、皆さんがアルコール中毒者更生会に行ったとしましょう。そこでこう

いいます。 

『私はジョンです。私は二日間お酒を飲んでいません。』 

更生会は、『ジョンさん、いいですね。（拍手）』となります。 

『こんにちは、私はマリーです。私は禁酒を始めてから五週間になります。』 

『マリーさん。素晴らしい。（拍手）』 

このように自ら立ち上がって、現在の自分の状態を認め、知らしめます。これ

が、たとえ違う中毒者を更生する所に行ったとしても同じことで、そこでまずす

るべきことの一つは、公に今の自分の状態を認めることで、『私には、何も問題

がありません。』とはいいません。 
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仏陀を医者として見る 

 まずは、自分が問題を抱えていることを認めます。次に医者のように助けるこ

とが出来る人が必要です。 

そこで仏陀の仕事が、その医者の役目です。なぜなら、彼は皆さんの問題、な

ぜそうなったのかという原因、それを予防する方法と、その止め方を知っている

からです。それを止めるのは、仏法によってされます。これが、本当の帰依とい

うものです。 

仏法を薬として見る 

 では、仏法僧に帰依する時、仏陀には帰依するけれど、仏法には帰依しないと

いうのでは、意味がありません。『私は医者を頼りにしていますが、処方された

薬は使いません。』といっては、どうして病気がよくなるでしょう。もし医者を

信頼する（帰依する）なら、その処方される薬も頼りにする必要があります。そ

の薬となるものが仏法で、これが皆さんの問題とそうなった原因を取り除く助け

になるからです。 

僧伽を看護師としてみる  

 そこで僧伽は、皆さんの回復をサポートするスタッフです。 

三宝に帰依するとはどういう意味か 

 では、三宝に帰依するとはどういう意味でしょうか。帰依とは、今上げた完璧

な三つの対象（仏法僧）に心から完全な信仰心をもって完全に信頼するこという

ことです。それによって、建設的で徳がある方向へと人生を進めるように鼓舞さ

れ、そのように導いてくれます。 

帰依するということは、自分勝手に想像した仏法僧という隠れ蓑に隠れること

ではありません。そうではなく、『私は貴方がしたことに、とても刺激を受けま

した。私も同じことを成し遂げたいと思いました。どうか、私が貴方と同じとこ

ろに到達するまで、お導きとご支援をして下さい。そして、貴方の経験したこと

を共有して頂くことで、それを成し遂げる援助をして頂きたい。』といっている

のです。 

 ですから、先輩たちが実際に直面した苦しみの実体験により示された道へ、自

発的に向かっていく行為のことです。『私はこのようにして、そこから脱出しま

した。あなたも私と同じように進めば、同じものを手に入ることができます。』

と見本を見せてくれている道です。 

 これが本当の帰依の意味です。帰依をすることによって、その人が明らかにし

たことがいくつかあります。 

 第一に、自分が定めた人生の方向はどのようなものかということ。

どういった方向に人生を進めて行きたいのかということ。『困ったな

あ、よく分からないけど、とにかく今は脇に座っていたいだけで
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す。』とはいっていません。『これこそが私の成りたいものです。そ

こへ私は行きたいのです。』という、はっきりしたものです。 

 第二に、誰が導師であるのか、誰が導いてくれるのか、誰のいうこ

とを聞き、誰の後について行くのかということを表明したことです。 

 そして第三に、その道を共にする仲間は誰なのかということです。 

道を共にする仲間には、十分気をつける必要がある 

 お釈迦様が教えられた法句経にこうあります。『愚か者と共に旅をしてはなり
ません。例えその人にはその気がなくても、あなたに害を与えてしまうからで
す。』 

 では、愚か者とはだれのことでしょう。愚か者は、助けになるものと、ならな

いものを知らない者です。彼らは皆さんのことが好きです。だから無料で車を直

してくれたりもします。例えそれが車のブレーキでも、直そうとしてくれます。

『車屋に修理を頼んだらとても高くつくから、私が直して上げます。これなら簡

単に直せるような気がします。以前に誰かが直しているところを見たことがある

ので、大丈夫ですよ。』といいます。でも整備工ではない彼らには、その能力は

ないはずです。本当は少ししか知識がないことでも、それを大げさにいってしま

います。 

例えば、彼らが実際その修理をしてくれたとしましょう。 

そこで皆さんはいいます。『すごい！本当にありがとう。本当に無料でいいん

ですか。なんて有難い。』といって、いざその車で走り出したら、事故を起こし

てしまいました。 

しかし、彼らには皆さんを傷つける気など少しもなかったでしょう。ただ皆さ

んに好かれたかっただけです。親切のつもりでした。しかし彼らは、自分の知識

の浅さを自覚していないので、結果的に皆さんに害を与えてしまうわけです。 

もし皆さんが、ただ年上だから父や母や兄弟姉妹だから知識があると思ってし

まい、彼らのその分野に対する知識不足に気づくことができず、そのことについ

て彼らを頼りにしてしまえば問題が起きてしまいます。 

 ですから、道を共に歩む仲間は、注意深く選ぶ必要があるわけです。『全ての

生き物を不偏に愛します。しかし、それを支えていく組織の仲間は、気をつけて

築き上げて下さい。』 

 お酒を止めたいと思っているアルコール中毒者が、他のアルコール中毒者に助

けを求めても、ほぼお酒を止める見込みは両方ともないでしょう。 

助けを求められたその中毒者はこういいます。 

『そうですね、お酒のやめ方ですよね。私も考えていたところです。とりあえ

ず一杯飲みながら考えましょう！違う道がきっとあるはずです。』となります。 
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 そこで、皆さんに三宝の存在がある時、どの方向に人生を進めていくのか、誰

が助けてくれ導いてくれるのか、どういう仲間をその道の友として残すのかが分

かっていれば、この三つの力によって、今まで確かでなかったことや、決めかね

て困惑していたことや、自分が何をしたいのか、何処へ向かって行きたいのか、

誰と一緒にいたいのか、どのような方法で進んでいくのかというような、これら

の悩みを一気に全て解消することができます。 

 ある人はビュッフェ式の食事のように、宗教と精神世界をウィンドーショッピ

ングするようなことを好みます。 

『これを少し頂いて…』というように、ヒンズー教を少し、ユダヤ教を少し、

と取り入れます。 

『ああ、それもなかなか好いな、それも少し頂こう。』 

『トマトと、キュウリと、鳥の足を頂こう。』 

このようなビュッフェ式では使いものになりません。 

 例えばです。今日は月曜日、クリスタルの日なので、クリスタル·セラピーを

します、『クリスタル、クリスタル、綺麗なクリスタルよ…』 

二日目は占星術をしましょう、『あそこの星と、あそこの星とが…』 

次の日はスピリチュアル·ヒーリングの日、『癒して、癒して、癒しされて…』。 

そして木曜日はヨガの日。 

金曜日は太極拳、『太極ダンス、とても滑らかだあ。私は魚のようだあ』 

これでは全く使い物になりません。なぜなら、このような仕方ではさらに間違

った見方や、執着心を養うことになり、視野もさらに狭くなります。これは無意

味です。私の師であるぺノル·リンポチェ猊下が、雑誌社に質問されたことがあ

ります。 

『猊下、ニューエイジ系をどう思われますか。』と聞かれた時、 

『役に立ちません。』とはっきりいわれました。 

 ですから、帰依をするということは、とても明確な表示です。『私は自分の歩

む道を、明確に決めました。』ということです。 

衆生とは何か 

 数日前、私は質問を受けました。『ときどき英語で教典を読むと、母なる生き

物（mother beings）とか、衆生（sentient beings）とか、母なる衆生（mother 
sentient beings）、という言葉をよく見ましたが、この衆生とはいったい何で

すか。』という質問でした。 

衆生とは、私たちの周りに存在する、意識を持った全てのものことです。虫や

鳥、お腹にいる菌類でさえも衆生です。 
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パソコンに話しかける人を知っていますが、パソコンは実質衆生ではありませ

ん。 

パソコンがうまく動いてくれない時に、机を叩いている人を見たことがありま

す。高いお金をだして買ったばかりのものでなければ、きっとパソコン本体を叩

いていたでしょう。 

『今お前をプログラムしたばかりじゃないか！』と、話しかけたりします。 

 幾年前に私の生徒が家に来て、パソコンのプログラムをしていました。その時

部屋には確かにその生徒しかいないはずなのに、話声が聞こえてくるのです。そ

れは彼がパソコンに話し掛けている声でした。こういうことは、IT 関係の仕事

をしている人によくあることですね。 

 最近はインターネットの時代ですから、人々はどんどん閉鎖的になってきてい

ます。人は以前よりずっとネット上で時間を費やしていますから、ネット上で付

き合うほうが本物の人と関わるよりも居心地がいいのでしょう。この現象は、実

際に今の子供たちに起きていることで、彼らは本物の人間とふれ合う仕方を知り

ません。たとえ本物の人とふれ合ったとしても、大体納得がいかないので、結果

的に自分の小さな世界にもっと引き込もってしまいます。台湾の平均的な若者が

ネットに費やす時間は１日 3 時間だそうです。こうなってしまう理由も皆さんは

お分かりでしょう。 

 そしてネットの処理スピードは、どんどん速くなってきています。韓国、台湾、

香港などはとても高速です。なぜなら、その需要が多いからです。私が一度訪れ

たインドのある場所では、メールを見るのに 1 時間も待ったことがありました。

1 時間後、大概はお金を強要してくるインド人が『今日はただでいいよ』といっ

たのです。なぜなら、結局電気がこなかったからです。電気が通っていなければ

ネットにつなぐことはできません。これがインドです。どうすることもできませ

ん。 

 衆生とはこういうものです。これまで話してきた混乱した態度、例えば無明の

影響下にある時の皆さんは、悪い態度と悪い行いをしてしまいます。これが、生

まれ、年を取り、病気になり、死ぬという、輪廻を繰り返す原因です。ですから、

生まれてから死ぬまでの間に、それはたくさんの問題や挑戦に私たちは向かい合

うことになるわけです。 

こうして私達は何かにすがろうとします。 

『もし結婚すればうまくいくような気がする...もし子供を作ったら物事はよく

なるだろう...もしあれを手に入れれば状況がよくなるだろう...もしこれをすれ

ば良くなるだろう』というようにです。 

常に何かに頼ろうとして、ひょっとしたらそれをすることで一息つくことがで

きるかもしれない、何らかの気安めになるかもしれないと、願っています。 
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全ての衆生は同じことを熱望している 

 当然、虫であっても細菌であっても皆共通の望みを持っています。それは皆幸

せで、苦しみの無い、問題事や挑戦事の無い生涯を望んでいます。しかし、実際

はそう上手くいかないものです。自分をみてみると分かると思います。いくら自

分のしていることや、自分が何者であるか、築き上げた社会との関係などの、自

分のイメージがどれだけ幸せなものかを人に見せたいと思っていたとしても、常

に何かしら、もうすこし自分の思い通りに運んでくれればいいのになあ、と思う

ことがあるはずです。しかも、例え思いどおりに物事が運んだとしても、きっと

何か不幸だと思うことを見つけだしてしまうものです。この気に食わないことを

見つけてしますことは限りなく繰り返されています。それは仕事でも、社会との

付き合いにしても、住まいのことにしても、上手くいっていると思っている時に

それが起きています。そして、ふとした何かが起こった時にとても苛立つことが

あります。このような状態の人は、大体物事に対していらいらすることや不満に

思うことを見つけてしまいます。これは大概、心によってこの種の幻想を生み出

していることから、それを衆生呼びます。 

母なる衆生 

 “母なる衆生”という言葉が使われます。これは私達が思っている以上に、私

達はお互いに繋がっているからこういいます。ここに今いる一人一人が、過去の

私たちの父親や母親に幾度もなっているからです。それは必ずしも人間という分

類だけではなく、他の生き物であった時ももちろんあります。これはお釈迦様が

教えられたことです。ですから私たちは、全ての生き物を自らの母であるかのよ

うに、愛するべきです。 

 ではなぜ“母なる衆生”といういい方をするのかというと。それはチベット語

では”母なる衆生”という響きの方が良いからです。父なる衆生というと、その

発音が無礼な言葉に似て聞こえるからです。ですから“母なる”という方が、好

まれて使われています。 

 ということで、衆生とは幸せになりたいと願っているけれど、まだそれを見
つけることが出来ていない者たちのことです。 

苦しみの根本的な原因 

無明、執着、瞋恚 

 ではこの満たされないことが繰り返される、輪廻の根本的な原因は何なのでし

ょう。私たちが体験する全ての苦しみ、痛み、不満の根本的な原因は、常に無明

であることにあります。無明であることで、私たちは何者なのか、私たちの本性

は何であるのか、そして私たち自身やその周りの物事がどのようにして存在して

いるのかを知りません。これによって、または無明の状態にある自分に気づいて

いなかった時、自分は分かっていると思い、推測したアイデアや、幻想的な物事
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のあり方を提示します。それは自分に提示するだけにとどまらず、他人にもそれ

を押し付けます。 

全ての生き物や物事には、それぞれ固有の代々変わらない性質があり、独立し

た存在で有ると思い込んでいます。しかし本当は、それとそのもの自体、相互に

依存し、関係しあっているものであることに気づいていません。 

 この理解がないことによって、執着を生み出します。執着は、人の良いところ

が自分の欲しているものであれば、それを大げさにする癖があります。 

例えば、男性や女性が始めて会った時、『彼女とてもいいね』とか、『彼はと

ても素敵ね』と、まだ相手のことをよく知らないのに、自分の求めているものが

その人にはあると思いたいから、大げさにいってしまいます。これはよくあるこ

とです。もしくは、買ったばかりの車の特長を過剰に説明して、この車があれば

どれだけ人にすごいと思われるものだとか、人生がどれだけ向上するものだと、

大げさにいってしまいます。それは電気製品や家具でも同じことです。あれは絶

対に購入するべきだ、あのお店のあのドレスは絶対に手に入れるべきだ、と大げ

さにします。これが執着です。 

 または、自分が素晴らしいと思っている特長を、実際には無いところに、ある

といってしまうのも執着です。 

または、自ら行動しなくても、他人や物事にすがり付けば、幸せが勝手にやっ

て来ると思うこともあります。その様なものはありません。 

 トム·ハンクスが出演した映画に似たところがあります。彼の乗っていた船が

難破してたどり着いた島で、バスケットボールか何かのボールを彼が見つけて、

そのボールに話しかけだします。そして、その島から脱出する時になって、たし

かそのボールが勝手にどこかへ飛んで行ってしまいます。その事で彼は、とても

落ち込み、あたかも親友が去ってしまったかのように彼は悲しみます。それはた

だのボールです。しかし、ただのボールにでも、そういう思いをその物に投射す

ると、それが現実になってしまうわけです。 

 このような状態の時は、自分の思った通りに物事が進まなかったり、誰かが約

束してくれて、自分でもそう願っていた事が起こらなかった時や、何かが自分た

ちの幸せの邪魔をしているのではないかと感じた時に、怒りや嫌悪感を抱くのは

当たり前です。 

 このようなことから、この世の全ての病気、全ての混乱を引き起こす三つの根

本的な毒（三毒）とされているものは、無明、執着、瞋恚です。 

執着が願望を、嫌悪が怒りと憎しみを生みます。そして、さらにそこから嫉妬

心や自尊心や憤り（いきどおり）などの、他の心も引き出します。 

苦しみから解放し、永遠に幸せな状態を手に入れる 

 ですから、今上げたような態度は混乱しているものであり、それに伴った動機、

行為行動、話題を引き出します。 
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業という言葉がありますが、それは因果という意味ではなく、行いという意味

です。この業の行いは、継続される意識に跡を残します。この心の流れは連続し

た意識のようなもので、これは始まりの無い時から私たちに具わっていて、私達

が生まれ変わる度に一緒に付いてまわるものです。この意識に残した跡が、皆さ

んの来世で体験することに影響を及ぼします。 

 それでは、どのようにしてこの輪廻から出脱することができるのでしょうか。

それには、智慧を生じ、それを養う必要があります。実はこの智慧は私たちにす

でに具わっているものです。それは外から貰うものではなく、何らかのきっかけ

を外から貰うことによって、今まで上げてきたようなものを取り除いていく必要

があります。例えばそれは、ある場所に埋もれているかもしれない宝物を掘り出

すには、まず宝物の上にある土や石を取り除かなければいけないのと同じことで

す。 

 そして、無我とは何であるかを知る必要があります。空とはどういうものかを、

実体験する必要があります。   

 このような智慧は、空想した生き方の不十分さを深遠に理解するものです。固

定的で、独立していて、無変なものは無いということです。全ての物事は、数々

の要素が組み合わさった結果成り立っています。幾つかの要素が集合し、それ

が結び付いたことによって、ある種の存在となります。それからそれは分解され、

また他の存在になっていきます。常に同じもので有り続けることはできません。 

 これを理解することによって、それに対する理解不足、無明を取り除くことが

でき、私たちのあらゆる観念的ものを非観念なものにし、二元性を非二元性にし、

混乱した態度をためになる態度へと移し変えます。そして、全ての誤解していた

行いや、不純な行いに終止符を打つことができます。実際にそういうことです。 

 このようにして解脱した状態を涅槃と呼びます。涅槃とは、皆さんに平和があ

ることで、苦しむ原因から解放された平和な状態をいいます。 

 そして、お釈迦様によると、彼がやり遂げた解脱、永遠に幸せな状態、その解

脱と全く同じものを手に入れられる可能性を全ての生き物がもっているといわれ

ました。 

それを会得するには四諦を理解する必要があります。このことについては、ま

た次の機会にお話しします。 

 それではここで、今朝の説法を終わりにします。 

 

音源：2006年度ギリシャでのリトリートから 2006 年 8 月 20日 午前二部 


