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法話 ０５ – なぜ仏法を学ぶのか 

なぜ仏法を学ぶのか 

悟りを開いた者たちはなぜこの世に現れるのか 

今晩から、私たちが仏法をなぜ学びたいのか、という理由を分かって頂けるよう

な法話を始めようと思います。 

とても有名な経典の一つにはこうあります。 

全ての仏陀たち、偉大な精神世界の師たちがこの世に現れる理由は一つにまとめ

ることができます。それは、因果の観点においてとても重要なことするためです。

それは、一切衆生を永遠に繰り返される生死（生まれ、老い、病、死）からど

の様に開放するのかということに関してです。皆さんはこの人生においてたく

さんの困難に向かい合ったと思います。それを無視すると、それは繰り返し起こ

る癖があるのとそれは同じことです。皆さんが犯す過ちはほとんどが始めてのも

のではありません。それは何度も繰り返しているものです。それを毎回無視し、

見て見ぬふりし、逃げ出し、無かったことの様に振る舞います。しかし、それは

どこに行っても自分に付いてまわります。なぜなら、問題は外から来るのではな

く、自分の中から来る、心の中のものだからです。 

釈尊は４９年間教えを説かれました。彼はこの４９年間で３００以上の集会で教

えを説かれています。その目的は何だったのでしょう。それは、一切衆生がそ

れによって無明から抜け出すチャンスを得られるかもしれないからでした。そ

れによって苦しみと苦しみの原因から抜け出すことが可能になり、永遠の幸せ

を手に入れるからです。この幸せは、誰かの不幸の上に成りたっているような

ものでもなければ、時間が経つと消えるようなものでもありません。 

これが理由で全ての仏陀と菩薩たちは、生まれ帰りこの世に現れるのです。彼ら

は、あるレストランのスパゲッティーがとても美味しいと聞いたので、そこへ行

ってみたいと思い現れるのではありません。この様な世俗的な理由とは一切関係

ありません。彼らが再来するのは、この世に苦しみが存在しているからです。そ

うして釈尊はこの世に現れ、４９年間に及び教えを説かれました。そのたった

一つの理由は、一切衆生を無明から開放し、繰り返される苦しみの輪廻から抜

け出させるためです。 
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道の二つの面－理解と修行 

三世十方の一切衆生が経典、タントラ、その教えを修行し、祈りを上げ、仏陀の

姿を思い浮かべ、五戒を守り、十善を行い、六波羅蜜（布施波羅蜜、持戒波羅蜜、

忍辱波羅蜜など）の修行をするのはなぜなのでしょう。それには全て同じ理由

があります。それは、無明を智慧に変えること、そして世俗的な思いを智慧の

思いに変えたいと強く願っているからです。そしてその過程で、苦しみの原因

と苦しみから受ける影響から自らを解放し、永遠の自由を手に入れます。これ
こそがその理由です。その過程で、仏性に達し、完全な悟りを開くのです。 

無明の力、不健全な力を智慧の力に変えることと、苦しみから自分を解放し永遠

の幸せを手に入れること。この二つは、違う問題のように見えますが、実は同じ

問題を違う面から見たものです。 

1) 自分を自由にすること、また無明を悟りに変えるには、真実を探し求める必

要があります。これは見せ掛けの概念的な発想で、自分を困惑せることでは

ありません。皆さんが体験しているのは、大体が正しい正しくないという観

念的な思い付きのものです。自分と違うことをする人には、『それは間違い

です。』といい。自分と同じ様にしている人に対しては、『あなたは賢いで

すね。』といいます。しかし、その様にいったからといって皆さんが賢くな

るわけではありません。なぜなら皆さんの理解やガイドラインとしているも

のは、概念的な発想がもとになっているからです。概念的な発想がもとにな

っているので、国によって違う喋り方や文化が存在します。そしてその文化

もまた変化していきます。ある場所では道理にかなっているものでも、他の

場所では大分失礼にあたることもあります。これはその立場を逆にしても起

こることです。 

ですから無明を悟りに変えるには真実を探し求める必要があります。そしてそれ

を理解することが求められます。 

2) 苦しみから自分を開放し永遠の幸せを手に入れるには、功徳の行いと自分の

行いが離れていないことが要求されます。それは健全な行為、無我の行為で

す。それをするには、実際の修行に勤める必要があります。 

ですから、一つは理解することで、もう一つは実際に修行することです。今こ

こにいる皆さんは教えを受けていますが、聞いたからといって実際にそれが起こ

るわけではないのと同じことです。教えを理解してから、それを実践する必要が

まだあるということです。理解と修行というのは、道の二つの面です。 

注釈 

ですから、もし真実の理解に基づいて行動すれば、もちろん真実から切り離され

ていない行いを皆さんはしていることでしょう。そして真実から離れていない行

いをしていれば、皆さんはその理解に達したことになります。この二つは同じこ
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とです。まず理解してからそれを実践するのと、実践することによって理解す
るのとは、二つ違った方向ですがそのゴールは同じです。 

しかし、皆さんは真実を無視したり、わざと真実が存在していないかのように振

舞ったり、愚か者で自分を囲み、全ては普通であるかのようにみせます。例えば

大酒飲みは禁酒主義の人たちとは輪を作らず、酒飲みの輪を作ります。薬物を摂

る人は、薬物を摂る人たちに囲まれているのを好みます。邪見を持った人は、同

じく邪見を持った人同士で囲むものです。つまり自分たちの見方が普通のもの

であると認めてくれる人のことです。ここでの普通とは、一人以上の人が同じ

ことをしているということです。しかし、これでもまだ苦しみから自由になっ

たわけでも、無明でなくなったわけでもありません。本当の人間性と、この宇宙

全体においての人類の場所に対する真実を理解していないと…今の皆さんは、

『私はアメリカ人です。私はスペイン人です。私はイタリア人です。私はギリシ

ャ人です。私はこれです。私はあれです。』と思っていまが、実際これらのこと

は一切問題ではありません。私たち一人一人の行いが他者に影響を及ぼします。 

ある国で鳥インフルエンザが流行っています。そこで皆さんはいいます。『私た

ちはスペインに行きたくありません、なぜならスペインのことを好意的に思って

いませんから。』または、『私たちはフランス系イタリア人なので、イタリアに

は行きません。』と。そうではなくて、境界というものはありません。物事の

状態を尊重しなければなりません。このような状態の人たちの周りにいる時、

彼らは皆さんが無防備になった時につけいってこようとするものです。そうした

ら何らかの武装をした力が皆さんには必要になります。そうなるのはなぜでしょ

うか。それが彼らの性質だからです。 

私はイギリスに住んでいる生徒に、智慧で名が知れているのではなく、人と問題

を起こすことで知られている人には、近づかないようにと説明していました。こ

の生徒は薬剤師だったので私はこう説明しました。『あなたは水銀を飲みます

か。』飲みません。水銀が嫌いということではなく、ただ人間の体は水銀の特性

を受け付けないからです。水銀の特性を尊重するのであって、嫌悪感や反感があ

るからではなく、ただ『人間の身体はこれを受け付けない』ということを知って

いるだけのことです。それを摂らないということは、恐れや嫌悪感ではなく、

『人間の身体に害を及ぼす特性や条件があるという事実を尊重している。』とい

うだけのことです。これが分かるなら、例えば問題を起こす癖のある人がいるこ

とを知っていて、自分自身も不安定なところがあることに気づいているなら、そ

のようなところには行く意味はあるでしょうか。馬鹿げたことをする経歴のある

人となぜ友達になろうとするのでしょうか。彼らが皆さんのことを良くいってく

れるからでしょうか。教えにはこうあります。『自分を愚か者で囲まないこと。

愚か者を連れとしておかないこと。』これはなぜでしょう。『愚か者は、悪気が

なくても害を与えるからです。』 
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無常/空に気づく 

ですから、真実というものへの理解がなく、この世界は永久なものだと思い、

全てのものは無常であることに気づかず、自分の周りに見えるものは何一つと

して安定したものはなく、四大の全て（私たちの周りあるもの全ては、水、火、

木、地の四元素がもとになって構成されている）、この４つ全てもとは空であ

り、それらの性質もまた空なのです。どういう意味で空なのかというと。それ

には永遠に変らない独自性がない空（くう）ということです。ある決まった要

素が集まった時、それは形として現れます。それが分解されると今度は他の物に

なります。そして同じものにはなりません。ですから、人間の魂が命から他の命

へ移ることができるという、西洋の考え方は事実証明されていません。それは本

当ではありません。しかしながら、何が実際に命から命へと移っていくのかと

いえば、それは四大のものではない心の意識です。 

五蘊 

では四大には永久に存在する性質、また永久に存在する特徴がないことに気づか

ないとどうなるのでしょう。また‘その人’とか‘あなたの個性’と皆さんがし

ているもの、または‘あなたのエゴ’としているものは、五蘊で構成されている

ことに気づかなければどうなるのでしょう。ではその五つとはなんでしょうか。 

1. 物質的な身体（色蘊） 

他の四つは意識作用です： 

2. 感覚（受蘊） 

3. 識別（想蘊） 

4. 感覚と識別をもとにした意志（行蘊） 

5. その人の状態に合った意識（識蘊） 

これらを一つにすると、その人のあの外観、あの体つき、あの肉体的能力や精神

的能力というものが作られます。しかし、その人が生老病死の過程を経ていくと

全ては元素に分解されていきます。それは同じものには戻らず、前世のことすら

覚えていません。なぜでしょう。私が皆さんに、『木曜日のランチは何だったか

覚えていますか。』と聞いたとしても、極少数の人しか実際に思い出すことが出

来ないでしょう。そのようなことすら覚えていないのに、前世がどうだったかと

いうことなど覚えていることが出来るでしょうか。不可能ですね。皆さんはもち

ろん知っているといい張るかもしれませんが、それは全く意味の分からないこと

です。 
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業の跡 

ですから、世界は永遠であるとか、私たちは次の命へ移ることが出来、全ての記

憶を保持していることができるという発想は、不可能なことです。業の跡は保持

するのですが、今の皆さんは自分に起こる多くのことをコントロールすることが

できません。『病気になった/治った/上手く出来た/上手く出来なかった/幸運に

恵まれた/幸運に恵まれなかった』。これら全ては業の跡です。業には跡があり、

過去の行いが意識の流れに跡を残します。それが現れるのに適した条件がそろ

ったことによって、存在となって今実るわけです。これは運とは全く関係の無

いものです。 

ですから、皆さんに起こる問題は、不幸に見えて実はありがたいものかもしれ

ません。また幸運な出来事は、何か悪いことが起こる前兆ともいえます。現在

は幸運な出来事であっても、それが使い果たされれば、支払いが待っています。

美味しい食事かもしれませんが、その勘定をまだ見ていません。『だけれど、私

は今楽しい時を過ごしているのです。』というかもしれません。しかしそれは誰

かの犠牲を伴ったものではないでしょうか。もしそれが誰かの何かの犠牲を伴っ

ているものなら、それは悪いものです。その様なものには時間があり、時間が経

てばその勘定を皆さん払わなければなりません。しかし、皆さんはそれを支払い

たくないと、それを止めたいと思い、仏陀や神様に止めてくれるようにお願いし

ます。そのようなことが出来るのでしょうか。それは皆さん自身が作りだしたも

のではないでしょうか。  

このような業の跡によって、五蘊は一つに集まります。しかし、私たちはそれ

を現実だと思い、本当は‘我’というものは、五蘊の中には存在しないことに

気づいていません。または私たちの周りにあるもの全てを作り上げている四大

は、それ自体が空の性質のものであることに気づいていません。私たちの習慣

的なものの見方や、全てのものに対して自分の意見を持つ習慣的自己満足がある

ことによって…ここにいる一人一人が、『全てのものに対する私の１００万と１

の意見』という題の本を書くことが出来ます。そして、それらの本はそれぞれ全

て違うものです。‘全てのことに対する私の１００万と１の意見’というもの

は、皆さん全員が持っています。そこで問題なのは、他のだれともそれは合わ

ないということです。他の誰とも合わない、全てことに対する１００万と１の

意見というものを、皆さん一人一人が持っているものではありませんか。たまた

まそれがだれかと合ったとしても、それは皆さんに理解があるからではなく、愚

か者がもう一人の愚か者と話が合ったというだけのことです。私はただ正直にい

っているだけです。 

人として生きる意味 

そのような皆さんはこう思います。『どうせ人生は一回だけなんだから、幸せな

らいいんです。人生は楽しむためあって、結婚して、子供を作って、あれとこれ

をやるためにあるんです…』皆さんは、子供を作れるからこの世に生まれ変わっ
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てくるのだと正直に思いますか。もしくは６５歳まで働いて金の腕時計をして定

年まで勤める仕事を見つけるためだと思いますか。またはゴルフに行くためだと

思いますか。そのゴルフはいったいどれだけできるのでしょうか。金の腕時計は

何個付けられるのでしょうか。人生というものは期待はずれなことでいっぱいで

す。自分の人生を正直に振り返って下さい。失望の後にまた失望が続きます。幼

少に時にはこう思います。『大きくなったら好きなことが出来るんだ。』しかし、

成長してみて分かるのは、自分のしたいようには出来ないということです。 

知識を学び、学校に通い、良い仕事につけたら、それが幸せの始まりだと聞か

されました。それをやってみました。大学に行きました。大学に行ったら机の

上に足を乗せて知ったかぶっていました。そこのいる全ての人が、他の人よりも

知識があるかの様に振る舞います。誰もが分かっていない様には見られたくない

ものです。 

私の従兄弟のことを思い出します。彼女は１年生まではとても勤勉だったのです

が、成績が落ちました。なぜでしょう。なぜなら彼女はパーティーばかりしてい

たからです。大学に行くと宴会をする機会がたくさんあります。自分に戒めがな

ければ…以前は実家いたのですが、今は一人暮らしで家族は遠くに暮しているの

で戒律がありません。そして、皆さんは人に好かれていたいし、何が起こってい

るのか知りたいわけです。そうして成績が落ちていきます。こういうものです。

そして学位を取ろうと、三年後には学位をとります。その時驚くことは、人は皆

さんをまじめに見てはくれないことです。仕事がもらえないのです。たとえ仕事

がもらえたとしても、会社はもう一度訓練するように要求してきます。それだけ

ではなく、実際に現場に出てみたら皆さんは全くなにをしていいのか分かってい

ません。 

そうしたら今度は、『あのような男性、あのような女性を見つけたら人生は

変るよ』というれ、『それならいい女の子を知ってるよ。格好い男の子を知っ

てるよ。』と誰かがいいます。そして、最初のうちは皆幸せそうな笑顔で、上手

いことを言おうと努力し、相手に好かれようとします。そこで行われる全ての関
わりは、皆さんの作るイメージによってされているのです。皆さんはガールフレ
ンドが必要だと時々思います。いるべきものだと思います。『これこれこういう
理由があるから、この車を持っているべきなんです。』とか、『服装はこう着な

ければいけなんです。』などといいます。常に何かのイメージに従った生き方

をしますが、それでも実はそんなに幸せではないのです。ですから、宴会をし

続けたり、いろいろな所に行ったりします。それでも、家に帰ってきて思いま

す。『こんなものなのか。きっともっと何かあるはずだわ！お母さんがそうい

っていたし、お父さんもそういっていたし、雑誌もそういっていたし、国際人た

ちもそういっていたんだから。私は家族を作ることが出来るはずで、子供もいて、

宴会もして、全てすることが出来るはずだわ。私はスーパーウーマンであるべき

なの。』それを教えてくれた人たちは、それは作り話だとはいってはくれません

でした。男の子たちもまた、こうなることやああなることが出来るといわれ、
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GQ や他の雑誌にもいわれ、映画にもそういわれます。そして彼らもまた、それ

は期待はずれであったことが分かります。 

この様に皆さんは踏み車を回すハムスターのようです。同じことを繰り返しま

す。みんながあれをしろ、これをしろというからそうしてみるのですが、どれ

もその様にはならないことが分かります。そして自分が歳をとり、お婆さんお

爺さん、そして父母になってから自分も子供たちに同じことをいいます。なぜ

なら、それしか知らないからです。『素敵な彼を見つけるべきよ、素敵な彼女

を見つけるべきよ、良い仕事について、素敵な家を持っているべきよ…』そして

カタリーナが上陸します。誰も制御することが出来ない不確なことが、山ほど

あることを誰一人としていってはくれません。それらすべては迷妄です。 

ですから、このような迷妄に囲まれ、その迷妄に執着心を抱き続けるので、私

たちはとても孤独な気持ちになります。孤独なので、自分と同じ考えを持った

人と話すととても幸せな気分になります。しかし、皆さんが考えていることは、

確かな理解とは別のものではありませんか。それはそうであればいいなと願って
いるものです。たまたま自分と同じような願いが他の人にもあったというだけで、

それは本当の理解にもとづいたものではありません。だから、もっと自分以外の

人と話したいと思い、もっと他の人といることに時間を費やします。しかし、事

実その人もまた、皆さんと同じぐらい見失っている人です。ですからそれは、盲

目が盲目を先導している様なものです。 

これがどれだけ正しいことか、自分の経験を振り返ってみて下さい。自分の周

りの人を思い浮かべて、自分に問うてみて下さい。『それは本当かな。本当で

はないのかな。』と。自分の人生を振り返ってみると、全てがそうではありま

せんでしたか。期待と恐れに基づいたものです。期待と恐れは、とても大きな

束縛になります。 

ですから、全ては無常で、素晴らしいと思うことが何であれ永続しないという

ことに気づかないとそうなります。それが何かに対する皆さんの感情であって

も、何かの特質や特性であっても、それら全ては無常です。そして皆さんは気
づきます。『もし仏法の修行をすれば、五蘊は私であるとする無明から自分を
自由にすることができる。また自分の周りの世界や、物事の見方、それによっ
て起こす行動や、抱き続けてきた期待と恐怖というようなものが現実だとして
いた無明から自分開放することが出来る。』と思います。この迷妄から自分を
自由にした時に、智慧というものをありがたく思い始めます。 

無明 

無明はいろいろなかたちで現れます。ある決まった事物の裏にある真実に対する

無明や、事物の姿形に対する無明があります。例えば、事物のある決まった真実

に無明である場合、その人にはある決まった考え方や執着しているものがあった

り、もしくは傲慢さに執着があるために、決まった事物の見方、貪欲、邪見、そ
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の他の嫌悪感に執着していたりするので、『これはいい。あれは良くない。これ

は素晴らしい。これは素晴らしくない。』などといいます。 

不幸に見えて実はありがたい 

ここでよく見られる例えがあります。多くの人が私のところに来ていいます。

『私はこの病気を抱えていて、このような条件を抱えています。ひどいもので

す。』といってきます。しかし、仏教の観点からするとこれはひどい事ではあり

ません。それは素晴らしいことで、最高のニュースです。なぜでしょう。なぜな

らやっと業のつけを返す機会に恵まれたからです。もし自分の身体が常に健康な

状態であったら、それは皆さんをもっと謙虚にさせるでしょうか。させません。

もっと傲慢になります。もしも、自分の体験することが障害もなく全て順調であ

ったら、それは皆さんをもっと謙虚にさせるでしょうか。そうなる度に皆さんの

傲慢さは増しもっと誇らしげになるでしょう。物事が成功しないこと、健康状

態が良くないことが、皆さんを謙虚にしてくれます。それをなくして、どうや

って自分を向上させることができるでしょうか。どうやってこれまで述べてき

た様な一切の精神的苦悩への執着を打ち壊すことができるのでしょうか。 

私たちがとてもひどいと思って話すことは、実は不幸に見えてありがたいもの

なのです。無明の心がある時の皆さんの行いは、業を生み出します。全ての行

動、全ての活動は業です。どういう意味かというと、どのような行い方をしても

それが将来に何かが起こる原因になるということです。この作り出した原因が何

であっても、それが現れた時にそれに伴った苦しみを皆さんは体験することにな

ります。 

結論 

この苦しみのことを“中の苦しみ”と“外の苦しい”といっています。中の苦し

いは、苦しみを生み出す心です。外の苦しみは身の回りで起こることです。生
まれたことによる苦しみを避けることは出来ません。苦しみは生まれたその瞬

間から起こります。苦しみから自分を解放するには、まず業を浄化しなければ

なりません。その業を浄化するにはまず身口意（身体、言葉、心）の行い（三業）

に気をつけ始めなければなりません。身口意によって表現することが、正当な意

志であること、功徳の意志であること、無我であり正しく適切な行為に則ってい

る行いであり、一切衆生に徳がある行為であること、これらを確かにしていかな

ければなりません。このようにしていくことで業を浄化することができます。 

業を浄化するにはまず欲に流される傾向にある自分を止めなければなりません。

欲に流されるという意味は良い物事をありがたく思わない、ということではあり

ません。ただ過剰にそれに執着することによって、自分を他の全てのことから遮

断してしまうようなことにならないようにするということです。『あなたは本当

に素敵ね！』と興奮すると、他のことが見えなくなります。良いものを手にす
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るということはひどい事ではありませんが、良いものに執着し、あまり良くな

いものに嫌悪感を抱くことが、ためにならないことです。 

ですから、業を浄化するには自分の身口意の表現を、功徳の表現、善良の表現に

変えなければなりません。そうすることで業を浄化することが出来ます。業を浄

化していくには、まずは間違った見方を止めることと、間違った見方や嫌悪感に

執着することを止めなければなりません。そうすることで、無明を悟りに変え、

理解に変えることができます。ここでの理解は、確かなことを理解すること、間

違いのない理解を指しています。この理解や悟りによって、苦しみとその原因と

なっていたものから自分を自由にすることができます。仏教を学ぶことで目指

すゴールは、無明を悟りに変えること。苦しみから自分を自由にし、永遠の幸

せの世界に入ることです。 

しかし、それをしていくにはその方法と道を理解する必要があります。そしてそ

の方法（道）に従うことでしか、その望みを叶えることはできません。 

ここで今日は終わりにします。何か質問はありますか。明日はもっと詳しくその

方法と、どのようなことが起こりえるのかなどについて話していきたいと思いま

す。 
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