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説法１  

仏法の真髄とは何か 

 それでは、仏陀の教えで一番重要なことは何か。仏法の真髄とは何なのか、とい

うことですが、次の３つに要約することが出来ます。 

1. 教えは生徒,つまり仏法の修行者に、悪い行為を止めることを勧めて

います。悪い行為は、悪い反応を引き起こす原因になるからです。 

2. そして同時に、善行によって功徳を積むように心がけます。 

3. そして、自分自身の心を制することです。さらなる問題事を増やし

てしまうことになる、多忙な心を鎮めます。 

 数ヶ月前、私が香港にいた時のことです。そこのセンターの責任者であるラマと

話しをしていました。私にとってその人はいつでもお爺さんのような存在で、80

年代のチベットのラマ僧だった人です。 

 彼は私に聞きました。 

『生徒さんたちの健康はどうですか。』と、 

『はい、健康はまずまずですが、彼らの心に多少問題があります。（笑）』 

『そうですか、それなら右繞や、五体投地などの修行をたくさんするべきです

よ。』と彼はいいました。 

『はい、それはしているのですが彼らの問題は、古い付けを返し終える前に、新し

い付けを作ってしまうことです。』と。 

 今皆さんが体験していることは業の果報で、それはある意味支払いをしているよ

うなものです。支払いが済んでいないわけです。これをクレジットカードに例える

なら、カードの返済がまだ終わっていないようなものです。その返済が済んでいな

いのに、新しいカードを作ってさらに付けを増やしているようなものです。古い付

けはなかなか減らないのに、新しい付けはどんどん増えていきます。 

 ここでとても重要なことは、自身の心を制することです。以前と同じ問題を起こ

すことを止めることです。 
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悪い行為を止める 

 つまり、他人に害を与えることはしないことです。 

では、どのような悪い行為を止める必要があるのかというと、それは、相手を傷

つけることや、悪い思いがもとで起こした行為、つまり故意に問題を起こそうとす

ることや、故意にその人に害が加わるような状況を作りだそうとする行為です。 

破壊的な動機がそうです。よい例えとして、怒り、執着、閉ざされた心がありま

す。 

• 怒りは、自分の理解している範囲の内で不当に感じた時や、不公平

だと感じることが自分や他人に起きた時に起こります。 

• 執着は、何かの対象にとても強い欲を感じることで、それをどうし

ても手に入れたいと思い、例え誰かの何かが犠牲になるとしても、

それを自分のものにしたいと思うことです。 

• 閉ざされた心は、『私には理解できないので、受け付けません。』

というような態度です。 

 この三つが、大概私たちがこの世界で体験している問題のもとになっています。 

 

信じてみる、しかし確かめる 

 今こんな質問を受けました。『信仰とは何ですか。どうして何かを信じる事がで

きるのですか。』 

 全ての信仰は、疑うは罰せずの心で始める必要があります。しかし、それだけで

はだめです。信じてみると同時に、それは確かめられなければなりません。 

 『信ずる、しかし確かめる』とは、私が長年言い続けていることの一つです。

この意味は『あなたのやり方を、そのまま受け入れてみますが、実際に自分でそれ

をしてみて、それがどれだけ正しいものなのかを確かることにします。』というこ

とです。 

 私が教える全てのことにおいていえますが。まずは信用しますが、同時にそれが

どれだけ正しいものなのかを実際に確かめることをしなければ、全く皆さん役に立

つものにはなりません。行動に移す事です。『このコンピューターは使えるらしい

ですよ！』とはいっていないで、実際に動かしてみることで。電源を入れて、実際

に使ってみることです。 

 

 

 



 

 

3 

 

過ちに気づく 

 そして、間違ったことをしてしまったら、その瞬間に認識することです。過ちを

対処するには、まずは過ち自体を認識することから始まります。間違いを認識する

ことができなければ、それについて何かしようとは、まずは思わないからです。 

 しかし、大概私たちは、『それは格好悪い。』とよくいいます。格好悪いなんて

ことは何でもないことです。皆さんの面目（外見もしくは、周りの人に見て欲しい

姿）は皆さんが勝手に作ったもので、実は誰も気にしていません。大体の人は自分

のことに夢中で、他人のことなどそんなには気にはしていません。 

 例えば、私が生徒たちを連れてインドに行った時のことです。ほとんど生徒は６

週間も家を離れていました。彼らが帰ってきて驚いた事は、誰も彼らが何をしてき

たのかについて大した興味を示さなかった事です。これはなぜでしょう。 

『おお帰ってきたの』『何処に行ってきたの』『どこかに行っていたの』とはいいま

すが、実際は自分の人生のことで人は精一杯だからです。 

 大体の人は自分の体験を話すことに興味があって、他人の体験を聞くことにはそ

れほど興奮してはくれません。しかし、自分の体験を語れるというのなら、皆さん

の話を聞いてくれるでしょう。話を聞くだけなら、大体の人にはそんな時間はあり

ません。このような例えは何処にでも見受けられます。こうなる原因は、心にあり

ます。ですから、私たちは自分の心を制する必要があるわけです。 

 悪い行為をしないようにするということは、憤り、執着、閉ざされた心をもたな

いことです。心が閉ざされていると、いわゆる自分の論理といわれるもの以外の

ことは、受け入れることができなくなるからです。 

 しかし、『信じてみる、しかし確かめる』という方法で、疑うは罰せずとして、

その決められた方法に忠実に従って確認することができれば、必ず良い結果が出ま

す。 

 

テレビの例え 

 例えば、説明書にこう書いてあるとします。『このテレビは、このように接続す

れば動きます。しかし、お風呂場には決して入れないで下さい。』と。 

 それなのに皆さんはこういいます。『このテレビはお風呂場に入れても動くか見

てみたい。』そして、実際にお風呂場に入れてからいいます。『このテレビはお風呂

場では動かないじゃないですか！』 

 しかしです、説明書には『風呂場には入れないで下さい。』と書いてありまし

た。 
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 水中では動くのは潜水艦です。しかしこういいます。『なぜ飛行機を水中に入れ

ることができないのですか』と、飛行機は飛行するものです。 

 私達は物事を有るがままに見なければなりません。そして確かめる時は、その説

明通りに確認しなければなりません。それが DVD プレーヤーであっても、ビデオ

デッキであっても、何にしても説明書があります。実際それは私たちが簡単にそれ

を使えるようにしてくれているものなのですが、それでも多くの人が迷ってしまう

ものです。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

パソコンの例え 

 数年前にフロッピーディスクを使って、パソコンの設定をしていた時の話しを聞

ました。 

 ある男性がパソコンを手に入れて、説明書を読みました。そこには『全てのフロ

ッピーディスクをスロットに入れて下さい。』と。ですから彼はそうしました。 

一枚目を入れて、更に二枚目を続けて入れました。二枚目を入れたら後、ディスク

が詰まってしまいました。彼がその説明書から受けた印象は、とにかく全部のディ

スクをパソコンに入れて、それらは中に入ったままでいるものだと思ったのです。

本当は一枚読み込ませてから取り出し、次を入れるものです。彼は一枚目と二枚目

を入れてこういいました。『これ以上入らないじゃないか！』って。 

 それで彼はサポートセンターに電話しました。『説明書に書いてある通りにフロ

ッピーディスクを入れてみているのですが、２枚目以降詰まってしまって、それ以

上は入りません。どうしたらいいのですか。』 

 どんなに説明書が明確であっても、こういうことは起こります。 

 それではなぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは心が多忙だったから

です、物事を違うように見たい思う心です。『もしかして彼らの気づいてないこと

を、私は知っているのかもしれない。もしかしたら…』というような心です。 

 

カジノの例え 

 カジノに通う人たちもこのようなものです。『もしかしたらこの手を使えばここ

の金庫を破る事が出来るかもしれない。』カジノに居る人は、そこの金庫の破り方

を知っているとみんな思っているものです。一方カジノの持ち主は『いやー、今年

は去年よりも儲かりましたなー。』といっています。カジノはいつも儲かっていま

す。なぜかというと、それは賭けをする人は貪欲に賭けをするからです。多少は勝

ちますが、勝てば勝つほど『今日は運が良いのかも知れない』（プラス思考）『今日

は運が良いからもっと挑戦するべきだ。』と思い始めます。たとえ負けてしまって

も『ひょっとしたら、取り戻せるかもしれない。』（プラス思考）と思います。 
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 プラス思考は失望に等しいものです。だから負けて失うべきもの失います。 

プラス思考は現実に基づいていないからです。 

 そこでの現実は、カジノ側がお金を儲けることです。 

 マカオではカジノの儲けのおかげで、国民は免税という喜びを得ています。 

ギャンブルからでる税金は、マカオ全体の経済基盤を潤すのに十分だからです。あ

る意味カジノが国をいくらか所有しているようなものです。 

これでもカジノに通う人たちが、そこの金庫の破り方を知っていえるといるでし

ょうか。 

 カジノにいる人全員が自分は賢いと思っています。そしてカジノ側ではお客に賢

いと思っていて欲しいのです。彼らが賢いと思っている限り、カジノはお金を巻き

上げられるからです。だからカジノ側としては、彼らに賢いと思いたいだけ思って

いてくれてかまいません。カジノ側の興味は、賢い賢くないではなく、お客が常に

賭けに来てくれるのかというところにあります。賭けをしに来てくれれば、カジノ

側は幸せなわけです。 

 そのような理由で無料の食事、夕食、朝食、飲み物、食べたい放題、飲み放題な

どというサービスを提供します。一方で皆さんは負けたい放題で、失っては困るも

のまで全て失ったりします。『だって無料の食事付きですよ！』と思うけれど、無

料の食事というものはありません、違ったかたちで支払っているだけです。 

 ラスベガスに行くとステーキはとても大きくて、食事は安く、部屋は巨大です。 

『１万ドルを持参して下されば無料のスウィートルームに、最高の見世物の切符を

お付けします！』なんて宣伝します。しかし実は、それらは皆さんのお金で支払わ

れることになるのです。有利なのは彼らの側で、皆さんがそこからお金を持って帰

ることは不可能なことです。たとえそれが出来たとしても、カジノは皆さんが気分

よく帰っていくことを確実にします。皆さんにそこは良心的な所だと思ってもらえ

れば、また帰って来てくれるからです。また来てくれるという期待がある限り、カ

ジノ側はとても良くしてくれます。そうして、皆さんのお金を違ったかたちで巻き

上げるのです。 

 ラスベガスではトイレに座るところにもスロットマシーンがあると聞きました。

全てはクレジットカードで支払われるので、いまどきは現金はいりません。クレジ

ットカードです。現金を使っていた時は『お金使い果たしちゃった！』となります

が、カードの場合は”OK”が出る限り、じゃんじゃんスロットして、トランプもど

んどんきってよ、という具合でしょう。 

 恐ろしいですね。トイレに入っていても、ただ座らせてはもらえません。スロッ

トやカードなど、とにかくなにかしら皆さんにゲームをしていて欲しいのです。 

そこまでのレベルに行くと恐ろしいものですね。 
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正しい徳をつくり出す 

 これまでに上げた事は全て心が生み出すものです。ですから、自分自身の心を制

する必要があるわけです。 

• まずは第一に、悪い行為行動を止めることでした。 

• そして二つ目は正しい徳をつくることです。 

 人に正しい徳が具わっている時、得になる態度も養われていくからです。例えば

それには不偏の愛があります。 

 『僕は妻をとても愛しています』『彼女のことをとても愛しています。』 

『彼氏をとても愛しています。』というのではなく、生きとし生けるものを愛する

ことです。私はいつも次のように励まします。『衆生を不偏に愛しましょう。しか

し、親しくなる者は選んで下さい。』と。 

 その人を知る知らないに関わらず、皆を不偏に愛しましょう。でも、親しくなる

者はきちんと選んで下さい。生きとし生けるものを愛するけれど、信頼を置く者に

は気を付けて下さい。皆さんにとって敵と思える人でもさえも愛して下さい。しか

し、その人たちには信用をおかないことです。 

 『あなたが嫌いです』とはいわずに、皆を愛しましょう。そういったとたん、そ

の横柄さが皆さんを盲目にしてしまいます。『あ！包丁だ！！』なんて刃物が出て

きて、襲いかかられて傷つけられることになります。しかし、『それは包丁ではな

いですか。こんにちは、いかがお過ごしですか。』とすれば、そのナイフの行き先

は皆さんを傷つけずに終わるでしょう。しかし、皆さんが無視したり拒否したりす

ることで、皆さんは盲目になり、心が鮮明ではなくなります。 

 ですから、一切衆生を愛します。みんなを愛しますが、親しくなる者や信頼を置

く者には気をつけて下さい。 

 そして慈しみをもって行動し、建設的な行為行動をして下さい。忙しいのは建設

的ではありません。忙しいのはただ忙しいだけです。建設的とは、実際に徳を生み

出していることです。 

自分自身の心を制する 

第三は、自分自身の心を制することです。 

 現実の本質を知ることで、自身の心を制します。心を制するには、幻想を抱いて

いてはできません。現実の本当のすがたを理解することです。 



 

 

7 

 それを知ることで、何が間違った態度なのかも分かります。つまり良否や、善悪

といった誤った心の表現をやめることができれば、皆さんは平和で穏やかになり

ます。 

正しい表現の仕方を養う助けをする、例え話 

 隣人の夫が亡くなった時の話をしたことがありました。その婦人はその時それは

悲しんでいました。夫が亡くなった翌朝、私は彼女に花を持っていき、一緒に時間

を過ごしました。その時間の８０％から９５％は彼女の悲嘆話でした。そこで私を

単純にこう言いました。『もし本当に旦那さんが、あなたを上から見下ろしている

と思うなら、悲しみに打ちひしがれ苦しんでいるあなたを見たら、彼はもっと悲し

むと思いませんか。それなら一緒に過ごした楽しい時間を思い出して上げること

で、彼は平和にあの世に行けると思いませんか。』と。 

 その時の私は『あなたの言っていることは全く間違っています。実は人は亡くな

ったらこうなるのです。』と言いつもりは全くありません。その時の私の目的は、

彼女が悲しみに溺れたままでいないようにすることでした。 

 私のその一言がその朝の彼女と過ごした時間の残りの５％でした（笑）。そし

て、その夕方に彼女はいいました。『あなたが来てくれて本当によかった。おかげ

で今朝に比べて５０倍も気分がよくなったわ。』 

 もし、皆さんがその時の彼女を見たら、これからパーティーに行くのではない

かと思うぐらい彼女は輝いていました。『本当に彼女が昨日夫を亡くした人です

か。これから結婚する人のようじゃないですか。』と、そこにいる皆が驚かされ

ました。その時はまだ彼女の子供達とは話していませんでしたが、私が見る限り

彼女が変わったのは明らかでした。 

 このような行為が良いものです。人に正しい心の表現の仕方を養う手助けをする

ことで、誤った心の表現を鎮めます。 

 では、今まで上げた３つをおさらいすると： 

1. 悪い行為行動をしない 

2. 完璧な徳を生み出す 

3. 自分自身の心を制する 
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仏道の三つの主要な点 

 その行い、仏陀の教えである仏法の目的、その真髄をみると、その道の原則は以

下の３つに含まれます。 

1. 苦しみから自由になることへの決意 

2. 全ての行為行動を、利他意志を原則にして行うこと（自分のためで

はなく、他の徳のためにする） 

3. 空想的な生き方は不十分であることに気づく智慧を養うこと。 

 空想的な生き方とは、自分自身で作り上げ、思い込んでいる世界です。そのよう

な世界は存在しないことを認識させてくれる、智慧を養うことです。見せかけの世

界が存在するのには理由があります。それは皆さん自身がそれを存在させる条件を

作り上げるからです。 

この三つに則って進歩していきます。 

1.苦しみから自由になるへの決意 

 『自由になる決意がある』という意味は、私たちの問題や、困難なことによって

引き起こされる混乱、そしてその状況を作り出す原因そのものから自由になる決

意のことです。困難と思う事や、挑戦的だと思う事からです。それによって引き

起こされる混乱と、その原因から自由になるということです。 

2.利他意志 

 利他意志ということは、問題を抱えているのは自分だけではなく、全員が問題を

抱えていることに、自分は気づいていることを意味しています。全ての人が苦し

みを抱えていることに気づいているから、一緒に乗り越えていく必要があるとい

うことです。どうしていくのかというと。他との関わりを慈愛、慈悲、利他意志

の心で行うことです。そしていくことで、他を助ける能力をもっと身に付けるた

めに、仏性を得えたいと願う、正しい動機を起こすが出来るからです。 

 今直ぐ助けたいのだと、皆さんはいいます。『友達が病気のです。何とかして助

けたい』といいます。しかし皆さんは医者でしょうか。違います。それではどうや

って助けることができるでしょうか。手をつないで上げたり、お茶や飲み物を出し

て上げるたりすること位ならできますが、そのような助けには限界があります。し

かし、お医者さんのような理解力が皆さんにあるのなら、その病気に対処すること

が出来るでしょう。 

 例えば、『そうだ、家の包丁が使えるかもしれない』と皆さんはいいます。 

 医者は『心臓手術をする必要があります。』と、いっています。 
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 そして皆さんは、『どうしたらよいものか。家に包丁はあるし、肉屋が動物を殺

すのを見たこともある。たぶんそんな感じでやればいいだろう。』といいます。 

 もちろん切開するには問題はないでしょうが、それをもとに戻し、どの場所を取

り除き、何処を縫い合わせるのかを確実にするには問題がありそうです。 

 それでも皆さんは『縫い糸も持っています！』といいます。 

 針と糸は持っているかもしれませんが、血が飛び散らないようにする対処は出来

ますか。 

 『それなら、スポンジも、布も皿拭きも持っていますよ。』 

 このような会話は有る意味、皆さんのお母さんがいってもおかしくないもので

す。 

 『ああ愛しい我が子よ』といって。 

 『母さん、気持ちは分かるけど、そんなことしたら僕は死んでしまいます。母さ

んは医者ではないでしょ。』 

 『だけどね、私は一生をかけてあなたのために料理してきたのよ、だから包丁の

使い方は知っているの。』 

 『お母さんが包丁を使えるのはもちろん知っているよ！問題は使えるか使えない

かではなくて、僕がどうなってしまうかってことでしょ。』 

 こういうことがあるから、私たちには注意深さが必要になるわけです。 

一切の者を愛し、不偏の愛の心を持ちます。しかし、母や両親を愛しているから

といって、その人に経験がない分野のことでその人を信用することができますか。 

 常に私たちは、その分野について自分より経験がある人のところにいくべきで

す。 

これが”帰依”といわれるものです。 

配管工に電気のことを聞きますか。それなら電気技師が助けになります。配管工

は配管について詳しいわけです。 

 医者を訪ねてこういいます。 

『家のトイレが使えないのですが、どうしたらいいですか。』 

医者はいいます。『私は医者ですよ。なぜ私のところに来たのですか。』 

といわれるでしょう。 

 最近一般的に見られることです。親が子供の通う学校に電話してこういうそうで

す。『子供が眠りたがらないのですが、どうしたらいいですか。』と。あなたの子供

じゃあないですかと思いますね。『学校ができることは、ないのですか。』といわれ

ても、学校は教育を提供するところです。子供の寝起きは親がみるべきことです。
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『子供が眠らないのですが、学校で出来ることはないですか。』といわれても、学

校がいったい何ができるのでしょうか。 

これは一般的に聞く話のようです。『学校がこして、こうして、こうするべき

だ』という感じで親は話ますが、それは親の仕事です。 

 ですから、自分が人を助ける能力をさらに身に付け、他者の助けとなる知識と智

慧を身に付けることが出来れば、もちろんその時はもっといろいろなことが出来

るようになります。ですから悟りを開く必要があるわけです。そうすれば他者を

助けることができからです。 

 あらゆる挑戦的な状況から自分を自由する実体験をすることで、その方法を知り

ます。実際にその状況に自分があったことがあるので、そこで何が必要とされる

のかを理解するわけです。 

3.智慧 

三つ目は、智慧を発育させる必要があります。その智慧は、私たちは何者であ

り、本性とは何かを理解させてくれるものです。さらに、その他の現象の本質も

理解することができます。それを理解することによって、私たちの誤った心の表

現を無くすことができます。これが自身の心を制する方法です。 

仏道の目的地 

 それではいったい何が仏法のゴールで、仏道とはいったい何でしょうか。 

 天国に行く道とか、そういった種類のものではありません。それは、永遠の幸せ

な状態を見つけ出し、それを手に入れることです。チーズパイやアイスクリームや

休暇や新車などの物に基づいた、今日は有るけれども明日には無くなるような一時

的な幸せではありません。 

 

幸福の研究 

２年前に米国で行われた幸福の研究で分かったことがあります。最近は何でも研

究の対象になりますが、その研究で発見されたことは、今現在幸せな人々は１年前

も同じ状態であったことです。 

 更に分かったことは、人は昇進したり、昇給したりすると３週間ほどは幸福で意

気揚々とし、興奮しているそうです。『給料が上がったぞ！新しい仕事見つけた

ぞ！』と。そして ３週間後にはその興奮は消えてなくなるそうです。 

 次にハネムーン期間の新婚のカップルです。その二人がもっともお互いに情熱を

もっている時期は３ヶ月ほどで、そこからその熱は冷め始めるそうです。最初は離
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れることもできず、飽きることをしらない二人がその後『私今疲れているの、後に

して。』とか『次の満月まで待ってみない。』とか『今晩の月の色はおかしいわ！』

などど、他の事に対することで疲れ果てています。 

 一番長い続きするものは、宝くじが当たった場合です。その幸福感は１年ほど続

いた後もとに戻るそうです。なぜかというと、宝くじに当たった初めのころは、お

金がなかった時に出来なかったことが出来きます。家を買ったり、ヨットを買った

り、飛行機を買ったり、あちこち飛び回ったり、いろいろなものを手に入れて忙し

くしています。そして、大体１年たつと大体のことが治まってきます。家は有り、

ヨットもあります。そして、そこでふと思うのです。『ちょっとまてよ、どうして

昔と同じ気持ちのだろう』と。 

 私の生徒に弁護士がいます。数年前に彼は会社の提携相手を見つけました。その

時彼が気づいたことはとても正しいものです。 

彼はこういいました。『私は前よりもお金を稼ぐことがでたので、もっと豪華な

休暇に行き、もっと大きい家を買いました。しかし、その後の自分の気持ちは、そ

れらをする前と変わらなかったのです。』 

彼は以前と同じ気持ちであったことに驚いたのです。大きな家、良い車、豪華な

休暇を手に入れても幸福感は変わらりませんでした。 

 幸せとは本当に心の状態です。ですから、今上げたような幸福は長続きしませ

ん。一時的なものです。 

仏道のゴール 

 仏道のゴールは、永遠に幸せな状態を手に入れることです。それも、ただ自分の

ためだけにではなく、他の生き物たちのためにもそれをします。 

 どうするのかというと。それは輪廻から脱出することです。繰り返されるデジャ

ービュ（既視感）のようなものからです。『ここに来たことがあるような気がする

…』『ああ、ここも来たことがあるような気がする…』。というように繰り返される

もので、それは自分の持つある種のエネルギーや、ある行為行動によって自分に降

りかからせているのです。 

 英語にこういういい回しがあります。『You bring out the devil in me!』（あ

なたは私の中の悪を呼びお越します！）。 

物事が起こるには、何かのきっかけが必ずあります。自分では全く気づいていな

い行為でも、人の悪いところを呼び起こしてしまうことがあります。またか、と思

う程皆さんの持っているエネルギーは同じ様な人を引き付けるものです。見た目で

は良い人で、気楽で手間のかからないようみせていても、実は皆さんは手間がかか

り、善い人ではないのです。 
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 ですから、その問題を知り、そしてその止め方を知ることが、仏道のゴールで

す。 

音源：夏安居 ２００６年８月２０日 午前２部 


