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偉大なる人の思考
Mahq purisa vitakka

増支部経典アヌルッダ経（Axguttara-nikqya  iv228-235）より抜粋

1.　Appicchassqya/ dhammo, 
nqya/ dhammo mahicchassa; 

2.　Santuwwhassqya/ dhammo, 
nqya/ dhammo asantuwwhassa; 

3.　Pavivittassqya/ dhammo,
nqya/ dhammo  saxgazikqrqmassa; 

4.　Qraddhaviriyassqya/ dhammo, 
nqya/ dhammo kus]tassa; 

5.　Upawwhitasatissqya/ dhammo, 
nqya/ dhammo muwwhassatissa; 

6.　Samqhitassqya/ dhammo, 
nqya/ dhammo asamqhitassa; 

7.　Pa``qvato aya/ dhammo, 
nqya/ dhammo duppa``assa; 

8.　Nippapa`cqrqmassqya/ dhammo nippapa`caratino,
nqya/ dhammo papa`cqrqmassa papa`caratino' ti. 



1.　この法（仏道）は少欲※１の人のものであり、
多欲※２の人のものではない。

2.　この法は足りることを知る人のものであり、
不満な人のものではない。

3.　この法は遠離（独人）を喜ぶ人のものであり、
衆会を楽しむ人のものではない。

4.　この法は精進する人のものであり、
怠け者のものではない。

5.　この法はよく気づく人のものであり、
愚か者のものではない。

6.　この法は心を統一した人のものであり、
心を混乱している人のものではない。

7.　この法は智慧のある人のものであり、
無知な人のものではない。

8.　この法は無為（現象を乗り越えた真理・涅槃）を喜ぶ、
　　無為を楽しむ人のものであり、
有為（現象、妄想の世界）を喜ぶ、
有為を楽しむ人のものではない。

※1　自分に優れた徳・能力があるにもかかわらず、他人に知られることを望まない謙虚な生き方。
※2　わずかな徳・能力でも派手に宣伝して利益を求める生き方。
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人の教えと仏陀の教え

　一般的に仏教というものに興味を持つ人は多く、困った時は
仏教のお世話になろうかな、と思っている人もたくさんいらっ
しゃいます。しかし、「仏教」という言葉はあまりにも大雑把で
す。現代の社会では「仏教」という単語を「誰でも好き勝手に
自由に使ってもいいもの」と理解しているようです。あるいは、
自分の好き勝手な考え方、主観的な思考や、自分で作った迷信、
神秘的なおかしな思想・妄想をどうにか組織化して、「これが仏
教だ」と発表することさえもできるようなのです。はっきり言
えば、「仏教の海賊版」でしょうか？　でも、海賊版とも言えな
いのです。なぜなら、ビデオやソフトなどの海賊版を作る場合
は、オリジナルと同じデータをコピーして作りますが、仏教の
海賊版はそれとも違うのです。オリジナルとまったく違う品物
に、「仏教」という包装紙をかぶせて売るのです。堂々と中身を
改
かいざん

竄しているのです。
　しかし私たちには、「仏教を好き勝手に改竄・改良・改革する
ことは止めなさい」と言うこともできないのです。その理由は、
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仏教は最初からみんなに開放されている教えであって、排他主
義はまったくないし、誰が調べても検討してもよい、という許
可があったからです。人間はその自由を履き違えているようで
す。「私が考えることを仏教と言って何が悪いの？」というよう
な調子でいます。でも、少々考えてみてください。人が自分で
自由に様々なことを考えて、「これも仏教、あれも仏教」と言い
続けたら、仏教とは一体どういうものか、誰にも解らなくなる
でしょう。お釈迦様がおっしゃったのは、「仏陀の説く教えは、
誰でも自由に調べて研究して、試してみてください。教えが本
当かどうか、誰でも自由に調べてください」という自由だった
のです。
　その自由を履き違えて、人々が何をやっているかといえば
……。どんな思考や考え方の人でも、心霊学、降霊術、チャネ
リング、占い、祈祷、除霊、などなど現代社会でスピリチュア
ル世界と名付けられる類にたずさわっているならば誰でも、仏
教に縁を作りたがるのです。自分がどこかから聞いたお告げの
内容を「それが仏教だ」と言ったりして、立派な商売道具にし
ている。そういう代物を「仏教」と呼ぶことは、言葉の使い方
が正しくないのです。
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仏教が認める自由

　人には自分の思うように自己の思想を語る自由があります。
自分で宗教を作りたければ、その自由もあります。こころ安ら
げる方法、天国に行ける方法など、自分に何か考えることがあっ
たならば、それを他人に教える自由もあります。だからと言っ
て、「それが仏教である」と言うのはルール違反なのです。仏教
とは釈迦牟尼仏陀によって説かれた教えです。他の人々が自分
の思考をその教えの中に混ぜ込んで、「これが仏教だ」と言って
も、それは釈迦牟尼仏陀が教えられたことではないのです。「ひ
とが言っていないことを言ったとする、また、言ったことを言っ
ていないとするのは、その人を侮辱することだ」と、仏陀が言
うのです。同じようなことが国会などの場で起きたと想像して
みてください。たいへんな結果になるでしょう。また、ひとが
言っていないことを言ったとマスコミで報道したら、どうなる
でしょうか。ひとの教えを好き勝手に変えることは、知識人社
会では起きてはならないのです。
　では、「仏教は自由な教えである」と言っているのはどういう
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意味でしょうか。まず、仏陀が説かれたからといって、うのみ
にする必要はないのです。自分にその教えが納得いくかいかな
いかと、調べる自由があります。また、教えが正しいか否かを
試してみる自由があります。「仏陀の教えを私はこのように理解
している」と自分の意見を言うこともできる。しかしその場合、
お釈迦様は、「仏教に対するひとの意見・解説などを聞く人々は、
それを認める前に仏陀の教えと比較してみてください」と言わ
れているのです。仏陀の教えを解説して理解する自由はあるけ
れども、誰の意見であろうとも、それを聞く人々は、うのみに
して信じる必要はないのです。

異なる思想には異なる名前を

　仏教を自分なりに解説してひとに教えることは、仏教史上よ
くあることです。しかし、仏陀の元の教えからかなり変わった
考え方を入れて、新しい思想組織を作ったならば、それは仏教
ではなく、別名で呼ぶ方がふさわしいのです。例えば、日本仏
教で言えば、日蓮さんの教えがあります。それは日蓮さんが自
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分なりにいろいろ人生について考えて、「こうすればいい」と
語ったのです。しかし、「日蓮こそが本当の仏教を語っているの
だ」と言うと、他の人々に仏教を学ぶ・解説する・理解する権
利がなくなるのです。仏陀によって与えられた権利を取り上げ
ることは、日蓮さんにできるはずがないのです。ですから、日
蓮聖人の教えは「日蓮教」だとすれば、まったく正しいのです。
親鸞さんが教えたものは「親鸞教」と呼べば、まったく正しい
のです。日蓮さんの思考が気に入ったらそれを信仰する、気に
入らなかったら別なものを信仰する、ということになります。
　それで私たちが「我々は仏教を語っている」と言うならば、
ちゃんと釈迦牟尼仏陀の教えを語らなければいけないのです。
それには他のいかなる言い訳も成り立ちません。仏教は仏陀の
教えですからね。
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仏教とはいったいなに？

　仏陀の教えそのものは、自分なりに分析したり、批判したり、
解読したりすることができます。その自由はあります。「私の教
えは好き勝手に試してみなさい」と、お釈迦様ご自身が偉大な
る自由を与えたのです。ですから、誰かが仏教と違った考えを
「仏陀の教え」に混入して、「これが仏教だ」と言うと、仏教を
信仰している他の人々はたいへん困ることになるのです。困っ
て混乱するだけで、相手に仏教を解説することを禁止はできな
いのです。それで、いろいろな人々が自分なりの仏教解説を世
に発表すると、仏教というものは多種多様な教えになってしま
う。これから仏教を学ぼうとする現代人には、何を学べばよい
のか、何が本当の仏教か、いったい仏陀の教えとは何なのか、
まったくわからなくなるのです。
　しかし仏教の解説者たちが自分の教えを仏教と名付けること
をしないで、日蓮教、親鸞教、道元教などなどにすれば、それ
ほど大きな問題にもならないはずです。昔の人々が、この問題
に気づいていなかったわけでもないのです。ですから、自分た
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ちの教えを○○宗派にしているでしょう。それは、各宗派の間
で互いに異なる意見があることを認めるためです。それでも私
たち現代人には、困るのです。なぜならば、各宗派の方々は「う
ちの教えが正しい」という立場を取っているからです。だから、
「釈尊が説かれた仏教とは何か」と知りたくなるのです。
　そういうことで、今回は「仏教とはなんですか？」という単
純な質問に、仏教の中から、仏陀の教えから、答えを探してみ
たいと思います。「仏教ってどういう教えでしょうか？」という
質問に一番答える資格があるのはお釈迦様自身なのです。他の
ひとにはお釈迦様ほどの権利はないのです。
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常識を超える教え
　そこで、仏教には『偉大なる人の思考』という八つの思考を
語った経典があります。「偉大なる人の思考」として、「仏教
の思考」を語っているのです。あえて「偉大なる人」という言
葉を使っているのです。「偉大なる人」はパーリ語で「m

マ ハ ー
ahq 

p
プ リ サ
urisa」と言います。普通の人間とは比べものにならない、普
通の人間を超越した、一般俗人とはまったく違う、極めてレベ
ルの高い、ものすごく尊い立派な人である、ということです。
ですから、俗世間の思考を乗り超えている思考が「偉大なる人
の思考」です。それが仏教の思考、仏教の考え方なのです。
　「偉大なる人の思考」と言えば、疑問が起きるでしょう。「仏
教とは偉大なる人々に限られた世界でしょうか」と。当然そう
なのです。一般人の世界ではないのです。一般人はみんな「蚊
帳の外」なのです。
　それだったら困りますね。極めて少ない人々に限られた学
術サークルみたいですね。一般人は仏教を無視しておいてもよ
さそうなものになります。一般人の役に立つ教えではないので
しょうか？　我々一般人はどうすればいいのでしょうか？

序章
 「偉大なる人
の思考」
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智慧に魅かれて挑戦する
　仏教は人に成長する道を教えているのです。その点では仏教
は「宗教」です。「宗教とは必ず『信仰』するもの」という定義
を、仏教は否定します。仏教は私たちに成長の道を示している
のです。悟った人々は一般人を乗り越えた思考を持っているの
で、そうでない人々もしっかり頑張って、自分の思考パターン
を変えて、正しい思考パターンに自分を持ち上げればいいのだ
よ、と示唆しているのです。自分が入りたい組織に、資格を取っ
て入るようなものです。仏教は智慧の世界だから、智慧のない
人が智慧を完成して、合格したら偉大なる人々の社会の一員に
なるのです。そういうことだから、一般の人々は修行中・学業
中で、しっかりと学んで合格すれば、それで「偉大なる人」に
なります。
　ですから、私たちはこの経典をこういうふうに勉強した方が
よいのです。「『偉大なる人』になるために我々はどのように思
考を育て上げればよいのか」と。と同時に、「仏教とは何なの
か、どんな教えなのか」ということも理解できる。さらに、私
たちがずいぶん軽々しく「これが仏教、あれが仏教」と言って

序章
 「偉大なる人
の思考」
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も、仏教はそんなに軽いシンプルなものでもない。たいへん尊
い、素晴らしい、一般人にはまったく近寄りがたいほどの尊い
教えであることもわかります。そのレベルに達することも一人
一人に可能なのだ、という励ましも入っているのです。

偉大なる人の偉大なる安らぎ

　さて、お釈迦様がこの経典を語ることになったのは、こんな
いきさつからでした。お釈迦様の義理の兄弟でもあるアヌルッ
ダ尊者がたまたまひとりでいる時に、自分の人生を観察してみ
ました。自分が王家を出て、今森の中にひとりぼっちで出家生
活をしています。しかしなんの悔いも苦しみもない。宮殿の贅
沢がなにひとつもないのに、けたちがいの安らぎと喜びを感じ
ている。そこで考えたのです。「この、安らぎって何なのか」
と。王子として宮殿にいた時とまるっきり違う生き方です。大
勢の人々に囲まれて、護衛に守られているのではなく、今、孤
独に生きている。ごちそうの代わりに托鉢して貧しい人々から
もらったご飯を少々食べている。住むところは立派な家ではな

序章
 「偉大なる人
の思考」
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く、森の中です。なのに、偉大なる安らぎがある。恐怖も不安
も苦しみもない生き方をしている。私は偉大なる生活をしてい
る。普通に生活していた時と比較すると、比べものにならない
尊い生活を自分はしていると。なんとなくそういう思考になっ
ちゃったのです。
　人の幸不幸は、その人の思考次第です。アヌルッダ大阿羅漢
が、今、偉大なる安らぎを感じているというならば、一般人と
は違った「偉大なる思考」を持っているはずなのです。そこで、
アヌルッダ大阿羅漢は「自分の思考と俗世間の思考は何が違い
ますか」と考えてみました。すると七つの項目が思い浮かびま
した。それをお釈迦様に報告したところ、お釈迦様は「すばら
しい」とおっしゃって、それを認めました。そしてさらに、偉
大なる人の七種類の思考にお釈迦様がもうひとつの思考を足し
ました。その後、お釈迦様が『偉大なる人の思考』というタイ
トルでこの八つの項目を紹介して、説法したのです。

序章
 「偉大なる人
の思考」
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仏教の自己紹介

　この八つの項目に、「仏教とは何か」がコンパクトに語られて
いるのです。世間のすべての思考、普通の人間の生き方と比較
してみると、仏教がいかに尊いのか、いかにすぐれているのか、
いかに超越しているのか、ということの説明なのです。くだけ
た言葉で言うならば、仏教の自慢話なのです。しかし、自慢話
は根拠のないホラ話か、きちんと根拠がある事実の発表か、と
いうところがポイントなのです。ホラ吹きの自慢なら批判され
ますが、事実の発表ならば他人に批判されることはありません。
ひとが尊い境地に達したことを、他人が聞いて驚くのです。そ
れから、「自分も頑張らなくてはいけない」と思うのです。
　そういうことで、『偉大なる人の思考』は仏教の世界では朝晩
唱える経典なのです。唱えることで、仏道に励むために、自分
自身を奮い立たせてもらう。「我々は暗いことをやっているので
はない。普通の俗人には想像もできない尊いことをやっていま
す」と自分自身の修行の糧とする。精進するため、励むための
エネルギーとして使うのです。

序章
 「偉大なる人
の思考」
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　日本の会社では朝礼で教訓を読み上げますね。それでみんな
に元気をつけて頑張ってほしいのですね。仏教の場合は、この
八項目を読み上げて、それを一人ひとりの教訓にするのです。
そういうことだから、八項目の「偉大なる人の思考」は、仏教
の教訓であり、仏教の組織が朝礼で読み上げる教えになってい
るのです。そういうことで、ひとつひとつ勉強していきましょ
う。

序章
 「偉大なる人
の思考」
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第一章

Appiccha 少欲

Appicchassaーyam・  dhammo,
 naーyam・  dhammo mahicchassa;

 
この法（仏道）は少欲の人のものであり、

多欲の人のものではない。
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エゴがないことを少欲と言う

　第一項目。この教えは少欲の人のためである、とあります。
　「少欲」という言葉の意味はわかるのでしょうか。わからない
と思います。俗世間では、「ああ、少欲というのは欲の少ないこ
とでしょ」と思ってしまいますが、その程度では「偉大なる人
の思考」とは言えません。この言葉は「偉大なる人の思考」で
すから、深い意味があるに違いありません。
　お釈迦様の「少欲」の定義は、「自分がどれほど精神的にすぐ
れていても、それを他人に知られることを欲しない」というこ
となのです。
　「私はこういうものだ」とどんどん宣伝して、みんなの間で売
れて、人気者になって、というように、自分を売り込むことは
しない、ということなのです。仏道を完成した人なら、智慧も
完成している。しかし、それは俗世間には発表しません。自分
が智慧を完成していること、仏道を正直に勤め励んでいること
など、自分の徳を他人に知られるようにしたくないのです。た
だごく普通に、一般の人々とまったく同じに扱われたって、な

第一章
 Appiccha
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んのこともない。偉大なる智者になっているにもかかわらず、
それは他人には全然知らせないようにする、知らせたくもない、
という気持ちなのです。それこそが「偉大なる人々」の性格です。
　俗世間の生き方は、それとまったく違います。一般の人々は、
些細な能力であっても、些細な成功であっても、他人に言いふ
らしたくて、宣伝したくて、必死なのです。時には自分にまるっ
きりない能力まで世間に吹聴したりして、それで商売繁盛しよ
うではないか、ともくろむ詐欺師までいるのです。決して詐欺
ではないが、自分の店の品物を誰それさんが買って行ったとか、
色紙にサインしてもらって、うちの店には有名人の誰それさん
も来てラーメンを食べたとか宣伝して、それで商売繁盛しよう
とする。とにかく俗世間はいかに自分を宣伝するか、アピール
するかということに必死なのです。
　俗世間は商売の世界でしょう。金を儲けなくては生きていら
れないのです。しかし自分と同じ商売をしている人々はいくら
でもいる。何とか自分をアピールしないと、客が来ないのです。
客が来ないと生活が成り立たない。俗世間では、自分を他人に
アピールすること、他人に認めてもらうことは死活問題なので
す。

第一章
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　本当のことを言いふらして、自分をアピールすることは道徳
的に何の問題もないのです。コマーシャルなどは、巧みな技を
使ってひとにその品物を買わずにいられないような精神状態を
つくるのです。法律に触れないギリギリのところまで、商品の
素晴らしさを誇張するのです。ときどき、品物について何も語
らず、超有名人がその品物を使っている映像だけ流すのです。
騙したと言えない騙しなのです。
　学識がある人、さまざまな経験がある人、訓練を受けている
人の場合も、それを他人にアピールして説得しないと自分を
雇ってもらえないのです。俗世間では、食べて生きることで精
いっぱいなのです。他のことを考える余裕なんかはないのです。
何をしていても、競争に勝たなくてはならないのです。自分の
アイデンティティを社会に認めてもらう必要があるのです。自
我を張ったり、エゴイストになったりする必要も、場合によっ
て起こるのです。だからといって、嘘でひとを騙してはならな
いのです。詐欺や偽装などは、道徳違反になるだけでなく、社
会で非難されて商売もできなくなるのです。
　仏陀の教えから見れば、自分をアピールして生きる俗世間の
生き方は、品格のある生き方、偉大なる生き方と言えないので
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す。それは生きる目的の違いだと思います。俗世間の目的は、
何としてでも豊かに生きることです。それから、ライバルに勝
つことです。仏教の目的は、何としてでも輪廻を乗り越えて、
解脱に達することです。生きることではないのです。どのよう
に生きていたって、死で終わることがオチです。生きている間
で、解脱に達することができたならば、それこそ偉大なる勝利
です。
　目的を単純にしてみましょう。
１、何としてでも食べるために生きる。
２、何としてでも解脱に達するために生きる。
　それなら、２番目の目的が、尊い偉大なる目的になるのです。
　したがって、仏道を歩む人々は、いかにして自我を張らない
で、エゴをなくして謙虚で控えめに生きるのかと、考えるので
す。まったく自我を出さないで、自分という気持ちさえもなく
生活することは、一般の方々にはほとんど無理でしょう。それ
ができると言うならば、「偉大なる人」なのです。

第一章
 Appiccha
少欲



32

仏陀の前では誰もが平等
　仏陀の前では、乞食も、富豪も、王様も、同じなのです。梵天も、
神々も、人間も、同じなのです。人の知識や社会的な地位を考えて、
特別扱いすることはまったくないのです。ただ、道徳的に優れて
いる人、こころが成長している人については、そこは認めます。
　だから仏陀の世界では、王様がやってきて説法を聞いて帰っ
て行ったところに、ごく普通の農民がやって来たとしても、「あ
んた知っていますか、今帰っていった人は王様ですよ」という
ようなことは一切、言ったりはしません。誰が来ても、それな
りに説法をする。一般人にお釈迦様が説法しているところへ王
様が来ても、その説法を中断して「王様が来たんだからあんた
は他の日に来てください」というようなこともないのです。宣
伝になるからと言ってそういうことはしません。
　みんなそれをよく知っていたのです。だから国王がお釈迦様のと
ころへ行っても、お釈迦様が誰かに説法中だったら、ひそかにどこ
かに座ってお話が終わるまで待つ。話が終わって、お釈迦様に声を
かけられたら、自分の問題を話す。そういう世界なのです。仏陀の
前では、たとえ一時的であっても、王様さえ自我を張らないのです。
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無我の精神
　a
アッ ピ ッ チ ャ
ppiccha を辞書で「少欲」と訳するから誤解してしまうの

です。これは日本語で読むときだけ起こる問題ではありません。
たとえパーリ語で読んでみても、a

アッ ピ ッ チ ャ
ppicchaの辞書の意味は「欲

が少ない」ということになるのです。お釈迦様が意味するとこ
ろは、この単語の言語学的な意味とは違うので、お釈迦様はご
自分で、その言葉を解説なさるのです。お釈迦様の解説を理解
して、a

アッ ピ ッ チ ャ
ppiccha を正しく訳するならば、「無我の精神」になる

だろうと思います。
　仏弟子たちが、自分を宣伝することなく、みんなに売り込み
たくてあれこれアピールすることなく、いかに謙虚に生活する
のか、ということが a

ア ッ ピ ッ チ ャ
ppiccha なのです。だから、単純に「欲

が少ない」どころではない。「無我の精神」なので、徹底的に欲
が機能しないのです。
　欲が少ない人間は、一般社会ではけっこういるものです。社
会人がみな、欲に狂って生活しているわけではないのです。欲
に狂って生きている人の方が少ないのです。多数の人々は、必
要な程度を超えた欲を持っていないのです。また、他人のこ
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とも心配したり、できることなら他人を助けたり協力したり
もするのです。その時は、自分が損することもあるのです。ひ
とは誰でも、金を儲けて生きていなくてはいけないのですが、
人間みな、金の亡者というわけではないのです。ですから、
a
アッ ピ ッ チ ャ
ppiccha が少欲であるならば、それは「偉大なる人の思考」
だと特定することはできないのです。a

アッ ピ ッ チ ャ
ppiccha は「無我の精神」

なのです。
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認められたいのはみんなの願い
　たとえ少欲であっても、自分のことを認めてもらいたい、と
いう願いだけはみんなにあるのです。自分のアイデンティティ
は何なのか、とか、ひとに認めてほしい、とかは、現代人が悩
んでいる大きな問題です。小さい時は親に認めてほしい、大き
くなってくると社会に認めてほしい、奥さんに、旦那に認めて
ほしい、自分の業績を会社に認めてほしい、ということで精神
的にすごく悩んでしまうのです。
　それは自分が「偉大なる人」でない、という証拠なのです。
他人に認めてもらわなかったら存在価値さえもないのです。し
かし、偉大なる人にとっては、一般人に認めてもらっても、お
もしろくもなんともない。自分が何にも動揺しない偉大なる人
ですからね。俗世間を基準にして生きるわけではないのです。
　他宗教では、一般人に受けているかどうかということをすご
く気にします。みんなの人気をとるためにはどうすればよいか
と様々な宣伝や工夫などをするのです。いろんな宗教組織では、
タレントさんなんかが入信したら、その人の名前を借りて大々
的に広告塔にして、それで一般人の歓心を買おうとする。一般
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人に認められるようにする。
　一般人が認めることがいい教えだ、と言うなら、その時点で
その宗教はダメな宗教になるのです。なぜならば、その宗教の
教えが正しいか否かの太鼓判を捺すのは、一般人だからです。
一般人の判断を仰ぐ教えなら、一般人にはその教えから学ぶも
のは何もないのです。「たくさんの人が信仰しているでしょ、だ
からすごい教えではないのか」というポイントも、説得力に欠
けるのです。この世の事実は、理性に優れた人が少数派で、ひ
との話に無批判で惹かれるのが多数派なのです。
　喩えるなら、一般人が知っている世界と、科学者が知っている世
界が違うようなものです。事実を知っているのは、一般人ではなく
科学者なのです。科学者が研究して、一般人にわかる範囲の事実を
できるだけ単純化して面白く語るのです。それを聞く一般人も、科
学的事実をいくらか知ることになるが、自分で研究して発見したこ
とはないので、ひとの話を信頼している程度なのです。しかも、優
れた科学者の数は少ないのです。一般人とは比較にもならないほど
です。なのに、科学的事実を正しく知っているのは、科学者なのです。
　宗教の場合は、大勢の人々が信仰しているというポイントは、
その教えが真理を語っていることの証拠にはなりません。ただ、
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誰にでもわかる程度の、一般的な話をしている教えだという証
拠になるくらいのことです。
　数少ない科学者も、自分の研究は誰かに認めてほしいと願う。
その誰かは、自分より立場の強い人なのです。宗教は、たくさ
んの一般人に認めてほしいと思う。その宗教の命は、一般人に
認められることにかかっているのです。一般人も自分のことを
周りに認めてほしいと願うのです。認めてくれないこと、否定
されることは、耐えがたい苦痛なのです。生きる気力を失うの
です。仲間にいじめられて否定されると、自殺する人までいる
のです。認めてもらうことは、人の命にかかわる問題になって
いるのです。自分という自我意識がある一般人には、他人がそ
の自我を肯定してくれることが必要なのです。
　他人に否定されただけで生きる気力さえも失う自我意識は、
たいしたものではありません。仏教は、それは幻覚だと説くの
です。「他人に認めてほしい」ということは、「世間は優れた人々
だから、その世間様に認めてもらいたい」という気持ちなので
す。そういう気持ちでいる人は、いくらたっても成長しません。
自分を照らす基準が俗世間だからです。俗世間を基準にしてい
たら、俗世間のレベルを乗り超えることなどできないのです。
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エゴがないと「独り立ち」できる

　しかし仏教は、俗世間のレベルを基準にすることはありませ
ん。はじめから俗世間の基準を飛ばして、出家して、修行して
いるのです。俗世間はそんなに大それたことを考えているわけ
ではないのです。どうすれば金が儲かるか、どうすればみんな
に愛されるのか、どうすれば自分の権力をしっかり長持ちさせ
られるのか、どうすれば長生きできるのか、どうすれば死ぬま
で健康でいられるのか、などなど、そんな程度で俗世間の関心
は終わってしまいます。だからそういう人々の考え方を基準に
するならば、そういう人々に認めてほしいと思うならば、一般
人にはなれますが、卓越した人間にはなれないのです。俗世間
に頼ることを飛ばして努力する、その人が非常にすぐれた精神
状態を築く。しかし、偉大なる人は、それを他人にはまったく
知られないようにする。認めてほしいというエゴがないのです。
それが仏教の精神なのです。
　そこで私たちも、俗世間のレベルで堂々巡りするのは成長の
見込みがない生き方だと理解する。ひそかに自分のこころを育
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てる。ひそかに清らかなこころを作る。みんなに認めてほしい
という気持ちで修行しても、こころは成長しないのです。ひと
が認めても否定しても、自分が清らかなこころを作る道を歩ん
でゆくのだ、清らかに生きてゆくのだ、という、「独り立ち」を
することに挑戦するのです。この、「独り立ち」ができたところ
で、自分も「偉大なる人」の仲間なのです。
　そうしない人々はいつでも、他人に頼る、他人を基準にする、
他人の評価に合わせる、という依存ばかりなのです。世界は依
存世界なのです。たとえば、大学に入る学生は、確実に教授た
ちに依存しているのです。教授たちが認めたら卒業であって、
論文が教授に認められたら合格であって、教授がダメと言った
ら、残念ながらいくら苦労して書いた論文であっても不合格な
のです。自分という存在に、独立はないのです。仏教は、その
ような依存世界ではありません。「偉大なる人」は「独り立ちす
る人」です。それが「a

アッ ピ ッ チ ャ
ppiccha」なのです。以上がお釈迦様

の定義です。
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無我の精神の一般社会での適用

　日本ではよく「無の心になる」という言葉が使われます。質
の高い書道、華道、茶道、武道などの修養の世界で、弟子たち
が間違いを犯したり、上達しなかったりするとき使われるしつ
けの言葉です。この先生方は、何も考えないで身体で覚えてや
りなさい、ということを言っているのだと思います。
　私、私、というふうに、いつも自我を出すと、ひとには何も
できなくなるのです。やることなすこと失敗するのです。落ち
着きもなくなるのです。自我意識は、成長を目指す人にとって
致命的な障害なのです。また、周りの目が気になってしようが
ないという人もいるのです。周りのことが気になるという病気
も、自我なのです。ひとの評価を期待することも、自我なのです。
周りの目が気になったり、認められることを期待したりすると、
ひとのこころに重い負担がかかるのです。能力は発揮できなく
なるのです。活発性も失うのです。また、精神的な病気に陥る
恐れが充分あるのです。
　ですから私たちは、日常の生活もできるところまで自我を抑
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えて、無我の精神で行動するように励むと、ものごとはうまく
運ぶのです。それには方法があります。たとえば会社で「お茶
を煎れなさい」と言われたとします。「なんで私が」と思うと、
自我意識なのです。お茶を入れてあげても、イヤな気持ちにな
るのです。ストレスがたまるのです。また、お茶を入れるとき、
運ぶとき、失敗する可能性もあるのです。これは「なんで私が」
という気持ちのせいなのです。そこで、このように考えましょ
う。「私、あの人、この人、などはどうでもよい。今この場で
お茶を入れる必要があります。それはひとの役に立つ行為です。
単純にお茶を入れる、ということだけに集中します」と。この
ように考えてから、「行く、急須を取る、中身を捨てる、洗う、
茶葉を入れる、ポットを押してお湯を注ぐ」などなどの行為だ
けを考えて行いましょう。行為はあるが、ひとはいない、とい
う前提ではたらきましょう。行為をおこなうからには、できる
だけ正しくやりましょうと、つとめるのです。
　自我意識さえ捨てれば、ひとには、「できない、やりたくない」
というものはなくなるのです。その人には、幸福と喜びを感じ
ることができるのです。自我はないが、人間としての自分の尊
厳は大事に守られるのです。
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第二章

Santut・t・hi 満足

Santut・t・hassa
ーyam・  dhammo,

naーyam・  dhammo asantut・t・hassa;
 

この法は満足する人のための教えであり、
不満の人のものではない。　
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「足りない」という気持ちは病気です

　満足するというのは、ものの必要最小限で「もう充分だ」と
満足することです。欲にはきりがないことはご存じだと思いま
す。ひとにはお金が必要なのです。ではいくらあれば充分でしょ
うか？　答えがないでしょう。だいたい出てくる答えは、「お金
はいくらあってもいいんじゃない」です。生きるために必要な
他のものについても、私たちの気持ちの中では、上限がないの
です。上限がない人は、いくら富豪であっても、満足して楽し
く生きることはできないのです。高級車を何台も買っているの
に、ボートも必要だと思うのです。ボートが手に入ったら、次
にヘリを買おうとするのです。大富豪にも、欲しいと思われる
すべてのものを手に入れることはできないのです。欲しいけれ
ども手に入らない何かがあるならば、その人は不満を抱えてい
るのです。無力感を感じているのです。それが幸福な人生だと
は言えるものではありません。
　人間の欲というのは「いくらあっても足りない」という大変
な病気なのです。しかし、もっと欲しいという気持ちは、俗世

第二章
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 Santut・・thi満足

間では危険視しないのです。逆によい気持ちとして取っている
のです。ひとはもっと欲しいもっと儲けたいと思うからこそ、
努力して発展しているのではないかと、弁解をするのです。し
かしこの気持ちは、ひとの喜びを壊すのです。こころを暗くす
るのです。もっと欲しい、足りない、という気持ちは、はっき
りと病原だと思った方がよいのです。突然発病する恐れがある
のです。
　世間の弁解に、二つの立場で答えられます。もっと欲しい、
足りない、と思う人は、当然がんばる。うまく行けば、前より
は期待したものが手に入っているかも知れません。しかしその
人は、これで充分だとストップしないのです。やればできるの
だと思って、さらに儲けることにがんばるのです。それでいつ
まで経っても満足はしないのです。いつまで経っても、無我夢
中ではたらいているのです。身体が壊れるまではたらくのです。
楽しく生きることができなくなるのです。こころの安らぎは感
じないのです。
　もっと欲しい、足りない、と思う二番目のひともがんばる。
しかし成功しない。よい結果はでない。苦労したのに、お金が
手に入らなかったならば、悔しい思いをするのです。怒るので
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す。落ち込むのです。自己嫌悪に陥るのです。他人にも攻撃す
る凶暴な人間になる恐れもあるのです。あるいは何もしないで、
引きこもってしまう可能性もあるのです。結局は、成功しても
しなくても、精神的な安らぎを感じない、という同じ結果です。
　もっと欲しい、足りない、という気持ちが精神病であると理
解することは簡単です。三番目の人々もいるのです。その人々
は、欲しい、欲しい、と希望だけ膨らみますが、何の行動もし
ないのです。欲しい、という気持ちはいくらでも膨らみます。
希望が膨らんで大きくなると、実現のために行動することは不
可能になるのです。やがて、部屋の掃除をすること、風呂に入
ることまで、できなくなるのです。病気になっているのです。

「欲しい」とは依存

　そもそもはじめから、「何かほしい」と思うことも依存なの
です。テレビがほしい、パソコンがほしい、と思うことも依存
なのです。それらに依存して、楽しみたいと思っているので
す。ブランドの服がほしい、ブランドのカバンがほしい、とい
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うのはブランドに依存しているのです。ブランドの名前に隠れ
て、自分をアピールしようとするのです。ブランド品がなけれ
ば、その人の人生はみじめで情けないものになるのでしょうか。
品物に自分を幸福にする力があるという思考なのです。誰も気
づかないのですが、立派な迷信なのです。ブランドのカバンに
ひとを幸福にする力があるならば、中国のカバン工場で安い給
料で朝から晩まで仕事をしている人々は、なんと幸福でしょう。
四方八方を大量のブランドの品物で囲まれているのですから。
　ひとの「欲しい」には上限がないのです。前も言ったように、
これは恐ろしい精神病です。仏教が認めるはずもありません。
ひとはパソコンを使ってはいけない、という意味ではありませ
ん。ブランドのかばんを使ってはいけません、ではないのです。
「必要」であるならば、それは揃わないと困るのです。「パソコ
ンが必要」、「パソコンが欲しい」、この二つは同じ意味ではあ
りません。欲しい欲しいと思う気持ちが、病気です。「欲しい」
には上限がないが、「必要」には実現できるリミットがあるので
す。上限があるのです。私たちが「欲しい」を「必要」に入れ
替えると、精神病は軽減するのです。
　仏教は精神病を克服するためにある教えです。だから遠慮な

第二章
 Santut・・thi満足



48

く、私たちが精神病であることを宣告しなくてはいけないので
す。病気を宣告される側は、イヤな気分になるのです。みじめ
に感じるのです。健康でいる医者と自分の格が違うと思うこと
もあり得る。仏陀が偉大なる人の思考を語る場合は、それを聞
く私たちも、仏陀に格差をつけられているような気分に陥るの
です。しかしそれは不親切な態度ではないのです。医者が病気
を宣告するのは、責任を持ってそれを治すためです。また、本
人にも病気を治すために適切な態度を取ってもらうためなので
す。お釈迦様も同じです。自分と悟りを開いた聖者たちは偉大
なる人々である、として格差をつけただけではなく、一般人で
ある私たちは精神的にも大きな問題を抱えているのだ、と説く
のです。聞きたくはないことを宣告し、それからその精神的な
病気を治す方法、その格差をなくす方法を、とても丁寧に解り
やすく教えてあげるのです。
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必要最小限とは？

　必要最小限についてのお釈迦様の話は、出家を対象にして話
しています。そのまま在家のひとに適用する必要はないのです。
しかし在家の生き方にも、ヒントになるポイントは確実に見出
せます。
　それでは、出家を対象にしてお釈迦様が語った必要最小限の
説明をしましょう。必要最小限を決めることは簡単です。なく
ても問題が起こらないものはカットして、なくなると必ず困る
ものは何なのかと決めることです。必要最小限とは、ないとひ
との命が危うくなるものなのです。一番目は食べ物です。ごち
そうを食べるぞと思ってしまうと、欲しい世界の思考なので、
上限がなくなる。身体を維持するために必要な量だけで充分だ
と思えば、必要最小限が現れる。その最小限は簡単に手に入れ
ることができるのです。おなかの四分の三ぐらいの食べ物があ
れば充分一日生きていられます。一日三食食べなくてはいけな
い、という話は仏教にはないのです。一日身体を支えるぐらい
の栄養があれば充分です、ということが必要最小限です。服に
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しても、欲を出すと上限が消える。身体を隠すことが服の必要
最小限なのです。住むところの場合は、夜、雨に濡れないように、
冬、風に身体をさらされないように、なにか身体を隠しておく
場所があれば、それで充分です。必要最小限です。病気になっ
たら、その病気を治すためだけに、薬があれば充分です。必要
最小限です。健康を維持するために、体力をつけるために、美
しく長生きするために、八十歳になっても肌がツヤツヤでいる
ために薬を飲むことになると、上限が消えた、欲しい世界です。
　お釈迦様の具体的な例でいえば、着るものとしては、人々が
捨てた物を拾って縫い合わせて衣にすればよいのです。食べ物
は托鉢に出た時、ひとが鉢の中に入れたもので充分です。夜、
身体を横にするためには、木の下であれば充分です。身体の調
子が悪くなったら、牛の尿で充分です。いずれも、いとも簡単
に誰にも迷惑をかけず、自然を破壊することもなく、手に入る
ものです。
　しかしこれは、「このように生活しなさい」という戒律規則で
はないのです。必要最小限を具体的に示されただけです。お釈
迦様がおっしゃるには、こころのなかではっきりと、「この四種
類の必要最小限がそろえば、大いに結構です」と満足しなさい、
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喜びを感じなさい、ということです。修行するにあたって、「す
べて揃っているのだ」と思うことです。
　おもしろいことに、出家はいつでも必要最小限よりもいただ
いています。ただ身体を隠すだけの何がしかの布切れではなく
て、それなりのしっかりした服をもらっているのです。だから
あの、もっと欲しいという精神病さえなければ、どんな出家も
とびきり楽しく生活できるはずなのです。笑顔が絶えないはず
なのです。それは出家の世界です。

身を飾ってもこころは裸

　それから、私たち一般人の生活について考えてみましょう。
出家していない一般の人々には、必要最小限について、誰も教
えてくれないのです。教えてくれるのは、もっと儲けろ、とい
う話だけです。もっと豊かになるためにがんばれ、という話で
す。どこまでがんばればよいのか、どこまでものがあれば充分
なのかと、上限を教えてくれないので、みな苦しんでいるので
す。大自然まで破壊するはめになったのです。
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　私たちには上限がないのだから、よい服を着ているにも関わ
らず、「もっといい服はないのか」と悩むのです。やがてなんの
ために服を着ているのか、ということさえも忘れるのです。結
果はどうなっているかと思いますか？　けっこう美しいブラン
ドの高価な服を着ているが、身体が寒くて震えるのです。美し
いハイヒールの靴を履いているが、腰が痛くてたまらないので
す。腰や足の骨まで湾曲してしまうのです。言っておきたいの
ですが、寒さから身体を守るために服を着るのですよ。歩くと
き足が痛くならないために靴を履くのですよ。大事なことを忘
れてはなりません。
　それから、自分の見栄を張るために、社会的なスタンスをみ
んなに見せびらかすために、服を着る。金があるのだとみんな
に見せつけるために、高価な服を身にまとう。金がなくても、
あると他人に思わせるために豪華な服装をする。はっきり言う
と、こころが汚れているのだと、世間に堂々と公表しているよ
うなものです。どうしても高価な服に隠れないと気が済まない
人、高価なアクセサリーがないと気が済まない人は、気をつけ
てほしいのです。ご自分のこころは、空虚かもしれません。こ
ころの中にはすごい不安があったり、自分に対して自信がな
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かったりするかもしれません。
　しかし俗世間では、必要最小限を決めることは難しいのです。
国の経済状態によっても、必要最小限が変わるのです。たとえ
ば冷蔵庫やテレビが必要なものかというと、日本ではそうかも
しれません。しかし第三世界の人々にとっては、そんなものは
贅沢です。ですから、私たちは頭の中ででも、この問題を解決
して楽になった方がよいのです。たとえば自分の家の中にいろ
んなものがあるかもしれません。それをひとつひとつ見て、こ
れがなければダメなのか、生きていられないのか、と面白おか
しく評価リストをつくればいいのです。そうなると、必要不可
欠なものと、なくても問題にならないものという、二種類が現
れます。

満足の楽しみ

　仏陀の世界に戻りましょう。必要最小限を得たら充分満足だ、
と言える人が「偉大なる人」なのです。その人にとっては毎日
楽しいのです。「今日は本当にツイてるんだよ」という日々なの
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です。ほんのちょっと食べ物があれば、思う存分満足するので
すから。だいたいほんのちょっとではなくて、それなりの食事
はだいたい出家は食べています。だから「今日はツイてるんだ、
今日はほんとに贅沢になっちゃった」と、毎日すごく楽しい気
分で生きていられるはずなのです。
　家を出て何物も持たない仏陀の弟子たちは、最低限で満足し
ていたのだから、最高に贅沢している人よりもいつでもニコニ
コと穏やかに笑顔で生活していたのです。それで俗世間が不思
議に思うのです。「この人々は、ひとからいただいたもの、乞う
たものを食べているのに、乞食で食べているのに、この喜びは
何なのだ、なんでこんなに充実感があるのだ」とみんな驚くの
です。「この人々には夜住む家もないのに、夜はどこかの木の
下や空き家で、ちょこっと一晩身体を横にしておくだけなのに、
それでも宮殿に住んでいる私たちより、なんでこんな充実感・
満足感があるのだ」と。みんなうらやましく思っていたのです。
　ですから、必要最小限で楽しめることは、「偉大なる人」の安
らぎの精神状態なのです。「いくらあっても足りません」という
のは病気の精神状態なのです。食べ物で、服で、住む家で、乗
る車で、自分をアピールしようとするならば、それは精神的な
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病気なのです。そういう人たちにはその病気を治す方法もない
のです。より高価な車を買うこと以外に道は見えません。より
高価な車を買ったら、もっと高価な車が世の中にあるというこ
とに気づくのです。それを買わないとまた居心地悪くなるので
すね。
　このように、「満足する人のための教えである」ということは、
精神的に何の病気もない、完全に健康な人間でなければ、仏教
の世界の仲間には入りませんよ、という教訓なのです。仏道修
行をしようとする人たちは、その教訓をちゃんと読み上げて、
そうなるようにと励まなければいけない。そうすれば、立派な
人間になるのは確実です。
　ちなみに言えば、仏道を歩む人は、つねに楽しみを感じるの
です。この「楽しみ」を消すことは誰にもできません。「おい
しいものがなくて私は困っています」ということはあり得ない
のです。カップラーメンひとつだけあっても、仏陀の説かれた
必要最小限を思い出して食べるから、「今日はもう充分食べま
した」という気分になるのです。カップラーメンを食べただけ
でも、すごいご馳走を食べたような感じになって満足する人の
喜びを、どうやって消せるでしょうか。誰にも消せないのです。
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寝る時に、ちょこっと雨に濡れないぐらいのところを見つけた
ら、「今日はツイてるんだ！　こんないいところを見つけたんだ
よ」と満足できる人を、どうやって悲しませることができるで
しょうか。世界中が頑張ってもそれは無理でしょう。そういう
ことで、仏教の人々の喜び・幸福を壊すことは誰にもできませ
ん。ケチをつけたり攻撃したりすることもできません。しっか
りと安定した喜び、揺るぎない喜びが感じられます。それが二
番目の項目です。
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幸福を他人に預けている

　この項目も、解説すれば精神的な病気に関わることだと解る
のです。「遠離を喜ぶ」という言葉はそのままではわかりにくい
のです。p

パヴィヴィッタ
avivitta とは「あれこれと束縛がない」という意味

です。関わりを持たないことなのです。
　わかりやすく説明しましょう。子供がいるから楽しい。充実
感があって、元気溌剌に生きていられる。だから幸福なのだ、
と言えますね。そこで私は、「それはほんとにかわいそうなこと
ですね」と言う。それは、子供に依存して楽しみを感じている
からです。子供が自分に楽しみを与えているのです。その子供
が亡くなったら、どれほど落ち込むことになるか、どれほど苦
しむことか、知っていますか。自分の楽しみ、幸福を、子供に持っ
ていかれるのです。かわいそうでしょう。子供のことはひとつ
の例に過ぎません。つき合っている相手がいるからほんとに楽
しくてたまらないという人は、フラれた時はどん底に陥ってし
まうのです。仲間を作ったり、友達を作ったり、知っている人
の数を増やしたりして、私たちは人生を楽しんでいる。個人的
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なつき合いではないが、野球の試合を観に行ったり、コンサー
トに行ったりして、大衆と一緒にいることを楽しむのです。
　ふつう俗世間ではなにか関わりに引っかかって、なにかに寄
生して、生きる価値を探そうとしているのです。だからなにか
関わりに引っかかっていなければ、楽しみがないのです。生き
ていられない、寂しくてたまらなくなるのです。退屈なのです。
こころが硬直するのです。
　仲間がいるから元気、と言うなら、その人は成長しません。
なぜなら、仲間の能力次第ということになりますから。自分に
仲間がいるとして、それがロクでもない仲間だったら、楽しい
かもしれませんけれど、自分の精神状態もそのレベルを乗り超
えることはできません。仲間がいて楽しい人はいつでも仲間に
合わせるのです。だから、自分自身で自分の能力に制限・リミッ
トをかけているのです。
　逆に、友達が誰もいないということを、俗世間では大きな問題
だとしているのです。ひとりぼっちでいることは、その人にとっ
ても苦しいし、周りもその人の生き方を見下すのです。世間は誰
かに関わっていることが善いことだとしているのです。関わって
いる人の数が増えれば増えるほど、立派な人間だとするのです。
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「なにもない」は「なんでもある」より尊い

　「遠離（p
パヴィヴィッタ
avivitta）」というのは、その考えの正反対なのです。

いつでも依存できる人がいれば楽しい、という気持ちから、こ
ころを離すことが「遠離（p

パヴィヴィッタ
avivitta）」なのです。わかりやす

く言えば、「ないことを楽しむ」のです。「私に親戚が誰もいま
せん、ひとりだよ」という人が、その、ひとりでいることを楽
しむのです。「私に朝晩しゃべる相手はいません、なかなかうま
くいっているのだよ」と。
　ないことを楽しむと、楽しみにはリミットがないのです。あ
ることを楽しむと、そこでリミットです。友達がいて楽しいと
いう人にとっては、その楽しみは友達の質と数によってリミッ
トされます。友達がいないことを楽しむとリミットがないので
す。
　そういうわけで、お釈迦様の定義は、出家している比丘のと
ころにいろんな人が来ますが、王家の人が来ようが、バラモン
の人が来ようが、知識人が来ようが、財閥の人が来ようが、一
般人が来ようが、誰が来ても、そういう人によって喜び楽しみ
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を得るのではなく、こころはいつも開放されて、無執着でいる
ことなのです。そしてその人々にも遠離の話をする。「あんたが
たは依存して苦しんでいるんだ」と。
　奥さんの問題で悩んでくる人には、「あなたは奥さんにすごく
依存しているんだから、あなたに自由がないでしょ。奥さんの
機嫌が変わるたびにあなたは苦しみますよ。あなたの楽しみは
奥さんの機嫌次第でしょ。だからあなたは奴隷のように奥さん
の機嫌を取るしかないでしょう。みじめでしょう。この依存す
るこころをなんとかしたら、誰にも左右されない喜びがあるん
だよ」という遠離の話をする。自分も遠離の生活をする。
　関わりがないことを楽しむ人の楽しみは、誰にも消すことは
できません。これも依存症の問題です。俗世間は極限に依存症
で悩んでいる。自由になりません。偉大なる人には依存症はな
いのです。仏道を励む人々も、誰かに依存すること、誰かに認
めてもらうこと、ではなくて、何ものからも離れる喜びを味わ
うように頑張らなくてはいけない、ということなのです。
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出たがりも不安の証拠

　「s
サ ン ガ ニ カ ー ラ ー マ
axgazikqrqma　衆会を楽しむ」というパーリ語の意味は、

たくさんの人々と仲良くワイワイガヤガヤしゃべりながら一日
無駄にすることなのです。そういう人をよく見かけるのです。
いつでも誰かとしゃべっている。最近の人々は面と向かってそ
れほどしゃべらないけれど、代わりに携帯依存症なのです。携
帯で四六時中誰かとコンタクトとったりしている。何の意味も
ないのに、一日十回も二十回も、ひどい人だと数分おきに、電
話をかけたりメールを送ったりしている。それはすごく激しい
依存症なのです。私は冗談で考えてみたのですが、現代人から
携帯を奪っちゃったら、それは拷問されるより苦しいでしょう
ね。もしかすると、死刑にされるよりも苦しいかもしれません。
それぐらい病気のようです。世間を見ると、ひとは誰かに引っ
かかって自分のむなしさをなくして喜ぼうとしているのです。
精神的な病気です。仏教の世界ではその精神病を治してみるの
です。依存しないことを正しい生き方として教えているのです。
これも仏陀の教えの特色なのです。
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　いつでもグループを作ったり、集会を主催したり、面白い話を
してみなを喜ばせて笑わせたりする人々がいる。聞いただけでも、
いい人だなぁと思うでしょう。自信がある人だと思うでしょう。
事実は反対です。大衆の中にいないならば、大衆にちやほやされ
ないならば、不安でたまらない人なのです。恐怖感に襲われる人
なのです。ひとりだけでは何もできない人なのです。落ち着きの
ない人です。自分のことを省みない人です。精神的に独立するこ
とを推薦する仏教の立場では、大衆に依存して生きることは成長
の道ではないのです。俗世間の生き方なのです。

仏教徒は孤独なのか

　離れること・ないことを喜ぶ世界、大衆から離れる世界であ
るなら、仏教徒は修道士のように世間と一切関係をカットして、
隠れている人々でしょうか？　人の顔を見ると、おびえて逃げ
る暗い人々の集まりでしょうか？　事実はその反対なのです。
お釈迦様は街から街へ旅して、毎日のようにたくさんの人々に
説法をしていたのです。出家は托鉢で生活をしていたから、宗

第三章
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教と関係なく、誰とでも顔を合わせることになっていたのです。
お釈迦様も出家も、社会から、人間から逃げたことはないので
す。仏陀と仏弟子たちの実生活と、この「遠離を楽しむ」とい
う教訓は矛盾しているのではないかと思われるほどです。
　ですからはじめに、この項目は精神病に関係あるものだ、と書
きました。仏教は、人々のことを嫌いではないのです。人々のこ
とを怖がっているのでもないのです。人々に対して、無量の慈し
みを抱いているのです。苦しんでいる人々を哀れんで、助けよう
ともしているのです。しかしポイントは、誰にも依存しないこと
です。人がいないと寂しいとは、決して思わないことです。人々
がいると楽しいとも、決して思わないことです。人がいてもいな
くても、こころには揺るぎない安らぎがあるのです。人に依存し
ないで、執着もしないで、人々を助けてあげるのです。仏教徒は
たとえ一人で生活しても、孤独ではないのです。

第三章
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第四章

Aーraddhaviriya 精進

Aー raddhaviriyassaーyam・  dhammo,
naーyam・  dhammo kusi

ーtassa;
 

この法は精進する人のものであり、
怠け者のものではない。
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怠けはみんなにある

　q
ア ー ラ ッ ダ
raddha v

ヴ ィ リ ヤ
iriya というのは精進・努力すること。k

ク シ ー タ
us]taと

は怠けることです。
　生命というのはおもしろいことに、本来は「怠けもの」なの
です。私たちはいろいろ頑張ってはいるのだけれど、それは怠
けるために頑張っているのです。研究開発するのは怠けるため
なのです。あらゆる乗り物を開発して、より速くより贅沢に移
動することを目指すのです。いかに楽に怠けて速く行けるかと
いう目論見で行動するのです。
　食事の世界を見ると、現代はみんな、喜んで毒を食べている
ようですね。畑で取ったものをそのまま持って来て、洗って皮
をむいて、料理して食べるということはしたくないのです。スー
パーで加工してもらわないと料理できません。それも怠けなの
です。スーパーで加工したものを買ってきて、そのまま蓋を開
けて電子レンジで二分間チンして、「おいしいおいしい」と食べ
るのです。それが怠け思考なのです。

第四章
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怠けは危険

　怠け思考でどうなるのかというと、どんどん堕落していくの
です。今みんな、ご馳走を食べているようなのですが、料理は
できない。その能力はなくなっていったのです。わずか百メー
トルの距離でも電車や車で行くのだから、足の能力は衰えてい
く。勉強も、どれだけ簡単に勉強できるかと、ありとあらゆる
工夫をするのだから、脳の能力もどんどん低下している。文章
はワープロで書く、計算は計算機でする、人間はダメになって
いく。優れた科学者たちは、いかに簡単にたくさんの人を殺せ
るのかということで、頑張って武器開発をしています。人を殺
すことさえも、怠け思考なのです。違う生き方を持っている人々
と、折り合いをつけて仲良く生活することが正しいのに、それ
はめんどくさい。自分の生き方を遠慮したくない。それより、
イヤな人はボタン一つ押すことで皆殺しにした方が楽だと思う
怠け思考です。

第四章
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怠けを目指して苦労する

　世界にずーっと見られるものは怠け思考です。それだから世
界はどんどん堕落するのです。病んだ世界になるのです。また
矛盾だらけの世界なのです。怠けるために寝ないで頑張ってい
るのだから、その時点で矛盾なのです。怠けたければこっそり
怠ければいいのに。なんで必死に研究までするのでしょうか。
研究して新しい物を開発しても、それもまた矛盾です。楽に生
きるために無数の品物を開発しているが、結果として人生は楽
になっているのではなく、息苦しくなっているのです。経済状
態を開発すると、老後を安心していられる状態もなくなるので
す。一週間でも仕事がなかったら、食べるものも買えないほど、
物の値段が高いのです。貧しい国々では一日生きることも大変
なのですが、老後不安とか、一週間仕事がなかったら生きてい
られなくなったとかいう問題はないのです。経済的に発展する
と、物はある、お金もあるが、生活は厳しいのです。医療器具
などをどんどん開発して、簡単に診断できるようにと努力して
います。しかし結果として、診断することは大変難しくなった

第四章
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のです。誤診も多いのです。医療ミスも多いのです。何のため
の開発でしょうかね。みな、私たちが生きている世界が、いた
る所で矛盾に溢れていると知ってはいるのです。しかしその理
由は知らないのです。
　世界を発展させることに決めて努力する、その衝動は、怠け
です。怠けるために必死で苦労して頑張っていると言えば、そ
の矛盾がわかるでしょう。
　開発して世界を発展させている、ということは、その裏で、
世界を破壊している、ということでもあるのです。たとえば誰
にも簡単に飲めるようにと多種類のミネラルウォーターが販売
されていることは、「よかった」と喜ぶことではないのです。水
が汚れた、水質汚染で飲める水がなくなったという、大変な危
険信号なのです。だからミネラルウォーターのペットボトルを
手にしたことが「発展に成功した世界で生きている」ことには
ならないのです。嘆くべき怖ろしい事態なのです。そもそも自
然を破壊しなかったら、どこの水でも飲めるでしょうに。

第四章
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依存と怠けは表裏一体

　いつでも、そんな矛盾があるのです。至るところ何を見ても
矛盾なのです。この本来の矛盾と、前に述べたこころの依存症
には、切っても切れない関係があります。
　人間は目に見えるもの、耳に聞こえるものに徹底的に依存し
ています。例えばテレビやラジオやステレオやらをどんどん開
発しますが、それは目に、耳に、依存することなのです。依存
して楽しみたいのです。しかし、依存するために苦労したくな
いのです。苦労したくないから、楽に依存できるものを開発す
る。たとえば音楽を聴くと、楽しくなります。楽しくなるために、
音楽に依存することになります。しかし、自分で演奏して歌う
のは苦しいことです。能力ある人々に頼んで、演奏して歌って
もらうのです。しかしそれはまた、大変なことなのです。好き
な時好き勝手に音楽を聴くことができないのです。それで怠け
思考で、夜も昼も御飯を食べる時も電車に乗っている時も、音
楽を楽しめたらいいなぁと思うのです。そこで様々なステレオ
やテレビ、iPodなどのMP3プレーヤーが登場するのです。楽
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しみたいが、そのために苦労したくはない。怠けて楽に愉しむ
方法を探すのです。それでまた苦労して、いろいろなものを開
発するはめになるのです。
　依存することと怠けることというこの問題に気づいて、何か
をしない限りは、人に成長はないのです。世の中の矛盾は消え
ないのです。このままでは、いつまで経っても、どこまで世界
が開発されても、人の生きる苦しみは、増えることはあっても
減ることはないのです。
　怠けは智慧の開発に猛毒なのです。ですから仏教は、それを
認めるわけにはいきません。怠けの衝動で俗世間がやっている
ことも、無条件で評価するわけにはいきません。人類の苦しみ
の原因を、お釈迦様が発見したのです。幸福になりたければ、
自分が病気のままでいて、その苦しみをなくすために世界に当
たって世界を改良しようとしても、意味がないのです。やるべ
きことは、依存する気持ちを絶って、離れることを楽しむ。そ
れから、怠けを絶って、励むことを楽しむことです。

第四章
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精進を楽しもう

　精進することを楽しむならば、俗世間の人々にもよいことが
あるのです。みな、今苦労すればあとで楽をできると思ってい
る。我慢して苦労して、こらえて、仕事をすれば、あとで幸福
になると思う。怪我の手当をしてもらうのは気持ちのいいこと
だからと、先に怪我をしておくような話です。苦労しつつ、こ
らえて仕事をしても、もし仕事をする時間がとても長く、得た
収入で楽しむ時間がとても短いならば、割に合わないでしょう。
ではどうすればよいのでしょうか？　楽しみが先にあるのだと
夢を膨らませることをやめて、日々、有効的に努力することを
楽しめばいいのです。そうするならば、先ではなく、今からずっ
と楽しいのです。その生き方に邪魔をするのは、こころに住み
着いている怠けなのです。
　仏教は俗世間と違って怠けない世界です。怠けないならば、
矛盾が消えます。「どうすれば楽になるのか」ではなくて、「怠
けを消しましょう」と説くのです。怠けをなくそうとする時点
で、私たちは能力開発しはじめるのです。智慧が開発されるの
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です。俗世間の人に知ることが不可能なことまで、知ることが
できるようになります。ですから、仏道を歩んで成功する人々
はとてつもない能力を持っています。が、第一の項目の通りで
すから、誰にもちっとも知られないようにしているのです。
　だから、智慧を開発する、成長する、進歩する人にとって、
最も大事なポイントは、怠けを断つ、怠けをなくす、怠けを消
すことです。俗世間は「いかに怠けるか」という世界なのです。
仏道は怠けない世界、怠けを切って捨てる世界です。怠けは本
来誰にでもありますが、怠けをなくそうと決意するなら、その
人は卓越した人間に成長していくのです。「偉大なる人間」にな
るのです。ですから、怠けない人は「偉大なる人間」なのです。
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第五章

Sati 気づき

Upat・t・hitasatissa
ーyam・  dhammo,

naーyam・  dhammo mut・t・hassatissa;
 

この法はよく気づく人のものであり、
愚か者のものではない。
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目的のない生き方

　仏陀の教えは、よくサティがある世界なのです。「サティ
（sati）」とは気づくこと。気づきのないことは「m

ム ッ タ ッ サ テ ィ
uwwhassati」。

m
ム ッ タ ッ サ テ ィ

uwwhassatiの意味は簡単です。辞書を引いてみて出てくる意
味で充分です。失念・亡失と書いています。これは病気でもな
いのに物忘れする性格です。移り気で行動に脈絡がなく、落ち
着きがまったくないことです。
　この経典では、世間の人間は m

ム ッ タ ッ サ テ ィ
uwwhassati だと説かれてい

るのです。ということは、仏道を歩む人以外は、世間の人々は
皆、移り気で行動に脈絡がなく、落ち着きがまったくないので
しょうか？　然り、と言えば、非難された気分になるだろうと
思います。しかし世間の生き方を観察すると、欲、怒り、嫉妬、
競争心、傲慢、プライド、などの感情に引きずりまわされてい
るのです。生きる尊い目的などは一つもなく、刺激を探し求め
ることで満足しているのです。知的な判断をしなければいけな
い場合も、感情が先導するのです。尊い人間になるために生き
ているのではなく、財産を儲けるために、権力を確保するため

第五章
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に、敵・ライバルを倒すために、見栄を張るために、自慢する
ために、皆にちやほやしてもらうために、社会に認めてもらう
ために、生きているのです。決してしっかりした高度な目的を
目指して前進する人生ではないのです。このような生き方は、
m
ム ッ タ ッ サ テ ィ

uwwhassati な生き方なのです。

目的があると脳が活発になる

　仏道を歩む人は、解脱に達する、苦しみを乗り越える、煩悩
をなくす、という目的があって、その目的に達するために生き
ているのです。世間とは違って、何をしてでも生きることが目
的、ということではないのです。ですから、感情に引きずりま
わされては困るのです。刺激を求める生き方は、本道から脱線
したことになるのです。解脱に達する道から脱線しないように、
感情に引かれて回り道を歩んで迷子にならないように、瞬間瞬
間の自分の生き方に注意しておかなくてはならないのです。何
をしても、そのおこなうことにしっかりと気づいていることが、
仏道を歩む人々の生き方なのです。俗世間の生き方と反対方向

第五章
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なのです。この生き方は、気づき（サティ）のある生き方だと
言うのです。瞑想実践のはじまりは、気づきの実践なのです。
　この「サティ・気づき」で得られる第一の結果は、物忘れが
なくなることです。何年前に言ったことでも、したことでも、
きちんと思い出すことができる。本を読んだのに内容を忘れて
しまった、ということは、本を読むときに「気づいていなかっ
た」ということです。気づきを持って本を読むと、十年経って
も内容を覚えているのです。現代社会では脳の研究をたいへん
重視しているので、その概念を以て言うならば、気づきによっ
て、脳が健康になって開発までされるのです。

頭を悪くする入力ミス

　気づきを持って何かをするということは、脳にしっかりデー
タを入れておくことです。データをしっかりと脳にインプット
すると、脳はそれを記録して、すぐ思い出せるようにするので
す。パソコンにデータを入れる場合、関係のないデータが割り
込んだりすると、そのプログラム自体まで壊れてしまうのです。
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機能しなくなるのです。脳にデータを入れる場合も、具体的・
現実的なデータを余計なものと混ぜないで、純粋な一本の流れ
で入れるべきなのです。そうすれば、脳はそのデータを長期記
憶するところに入れて、瞬時に分析までして置いておくのです。
それは一生使えるのです。
　気づきの実践というのは、障害となる余計なデータを混ぜな
いで、脳に具体的なデータが入るようにすることです。たとえ
ば本を読むとしましょう。脳にデータを入れているところです。
本を読みながら、過去のことを思い出したり、他のことを考え
たり、他のことをしたりすると、脳に入るデータの流れが、大
量のごみと一緒に入っていくのです。記憶することも分析する
こともできないのです。それで人は、「自分の頭が悪い。本を読
んでも理解できない。覚えられない」と嘆くのです。実は、頭
が悪いのではないのです。大量のごみと混ぜてデータを入れた
から、脳がすべて捨ててしまったのです。
　気づきの実践をする人は、何かをするとき、過去のことで邪
魔されることも止める。将来のことを推測するのもやめる。今
やっていることに集中する。また、感情に振り回されて脱線し
ないようにもする。それで脳に、何のゴミも混ざっていない純

第五章
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粋きれいなデータが入っているのです。

妄想は労力の浪費

　サティ（気づき）がない人は、よく妄想するのです。一日の
時間、ほとんど妄想に費やすのです。実際に物事を知ったり、
考えたり、判断したりする時間は、わずかなのです。妄想とい
うのは、今起きている出来事以外、過去で起きたこと、将来起
きるだろうとすること、を考えることです。さらに感情に引か
れて脱線して考えることです。仏教は、今おこなっていること
に妄想が割り込まないように注意することを教えるのです。そ
れが、気づきなのです。単純に言えば、妄想しなければいい、
ということです。これができれば、脳が活発にはたらくのです。
　データをインプットするとき、関係のない、脱線した情報が
混じらないので、サティのある人に抜群の記憶力があることは、
自然なのです。サティがある人に抜群の記憶力が現れることは、
お釈迦様が高く評価しているのです。お釈迦様の語られた膨大
な教えが、ほとんどそのまま後輩に伝えられていくことができ

第五章
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たのは、かつての仏弟子たちに奇跡的な記憶力があったからで
す。ですからお釈迦様にしてみても、弟子たちが記憶力に優れ
た人間として成長したことは、たいへん役に立ったことでしょ
う。記憶力は、生まれつき付いてくる場合もあるが、サティの
実践で誰にでも育てることができるのです。
　サティの実践は、悟りに達するために行う修行実践ですが、
副産物としてあらわれてくる記憶力は、人間にとって宝物なの
です。

気づきで記憶力が開花する

　現代ではデータをどこかに物として記録しておくので、自分
は知らなくてもよいことになる。頭で覚えようとする場合は、
データは物として記録するのではないのです。脳の中はもしか
すると何か変化が起こるかも知れませんが、こころの容量が記
憶力で増えるのです。物として記録すると、人の能力が低下す
るのです。必要な情報は全部、本やノートやパソコンのハード
ディスクに入っているから大丈夫だと思う。頭には何もないの
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です。その代わりに妄想ばっかりしている。それでなおさら能
力が低下する。これではうまくいくわけはないのです。
　仏道の人々にはその抜群の記憶能力があるということが、一
般人とはすごく違うところなのです。昔の仏教の人々は、三蔵
経典、註釈書などなど、全部暗記で覚えていたのです。西洋文
明に仏教の国々が支配されるまで、出家比丘たちの知識も記憶
能力も、驚くほどのものだったのです。学ぶ本は全部暗記して
おいたのです。拳銃の力でイギリス人に植民地化されたのです
が、西洋人は結局は比丘たちから学ぶはめになりました。すぐ
れた記憶力がある場合は、即座に語れる。質問に瞬時に答えら
れる。瞬時に語るものであっても、瞬時に出された質問の答え
であっても、現代我々のやり方から判断すると、二、三ヶ月間
の研究が必要となるものなのです。
　今は、知識人といえども、前もってテーマをもらって二、三ヶ
月間苦労して調べて調べて、原稿を書いて、読み上げるのです。
自分が原稿を書いたのですが、みんなの前でしゃべる場合はま
た、記憶力ではしゃべれないのです。原稿を読み上げるという
ことになるのです。現代社会はそれでいいと思っているのです
けど、やっぱり記憶能力がない、低下している、ということに
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なってしまうのです。
　仏教は常に気づく人の世界である。ということは、桁違いの
能力が必要な世界である、ということにもなります。能力が低
下し続けている私たちですが、きちんと気づく訓練を怠らなけ
れば、見事に普通の一般人のレベルを超えて、抜群の記憶力あ
る立派な人間になってしまいます。
　このように、サティの実践にははたらきが二つあります。サ
ティの実践は冥想の始まりです。悟りの世界にアクセスするポ
イントなのです。悟りの世界への入り口なのです。同時に、サ
ティのある人には抜群の記憶能力もあります。そこは俗世間が
驚くほどの結果なのです。
　現代人の生き方というのはご飯を食べながらテレビを見る、
本を読みながらヘッドホンをつけて音楽を聴く生き方なので
す。それだから、何をやっているのか本人さえもさっぱり解ら
ない状態なのです。音楽を聴いているのか本を読んでいるのか。
どちらもロクにやっていないのですから、どちらもやったこと
にはならないのですね。そこで、本を読み終わったところで、
あなたはどれぐらい曲を聴きましたかと聞くと、わからないの
です。本をどこまで理解したかと聞くと、それもわからないの

第五章
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です。現代人のこの、サティのない生き方は、生まれつき持っ
ていた能力もみるみるうちに低下する生き方であって、偉大な
る人間になる生き方ではないのです。堕落する生き方なのです。
仏教は堕落する生き方ではなくて、どんどん成長して、ろくで
もない人間を偉大なる人間にしてあげる世界です。そういうこ
とで、五番目にサティ（気づき）という項目を「偉大なる人の
思考」として教えているのです。

第五章
Sati
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Samaーdhi サマーディ

Samaーdhitassaーyam・  dhammo,
naーyam・  dhammo asama

ーdhitassa;
 

この法はこころを統一した人のものであり、
こころが混乱している人のものではない。
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集中力がないと苦しい

　この教えは精神的に統一している人の世界である、頭が混乱
している人にできる教えではありません、というのが六番目の
項目です。「偉大なる人」になるための条件の一つは、精神統一
があるかどうかなのです。
　この「サマーディ（samqdhi）」という言葉は有名ですね。「サ
マーディ」というのは、今おこなっていることに喜びを伴った
徹底した集中力があることです。自分がいる、という実感さえ
も、喜びによって消えてしまうのです。これは俗世間ではほと
んど経験できないことでしょう。
　サマーディがない世界をまず理解しておきましょう。俗世間
では、本を書く人がずーっとタバコを吸いっぱなしで書いたり
するのですね。自分の脳細胞を痛めて、ボロボロにしていじめ
ているのです。あるいはいっぱい酒を飲んでから本を書く人も
います。音楽家は麻薬まで使って、頭をおかしくして音楽を作っ
たりする。このような方々は、本当は仕事に徹底的に集中した
いのです。そのために自己破壊的な手段をとるのです。麻薬中
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毒、煙草やアルコール依存症で身を滅ぼしつつ、冷静さを壊し
て混乱状態に陥って努力しても、質のいい作品になるとは思え
ないのです。人々の人格向上に貢献する作品がなかなかないの
は、こういうわけなのです。集中力がないことで、俗世間はた
いへん苦しんでいるのです。

集中力とはこころのエネルギー資源

　人が生きるということは、こころで生きているのです。目で
ものを見て、耳でものを聞いて、鼻で身体でものを感じて、頭
でものを考えて、考えたものを口でしゃべって、そういうこと
をしていることが生きることなのです。だから生きるために
ずーっと必要なのはこころなのです。「生きる」ということは「こ
ころがはたらいている」ということなのです。そのこころのエ
ネルギーが散乱して漏れている。活発に生きるにはエネルギー
が足りないのです。そうすると「なんとなく生きる」というこ
としかできないのです。すべて失敗してしまう。
　仏道はその反対で、こころのエネルギーをしっかり強くして、

第六章
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集中して生きてみることにするのです。「サマーディ」を育てよ
うとするのです。だから、こころが混乱状態、興奮状態でいる
人々は、偉大なる人の仲間として見られないのです。仏教の仲
間になりたければ、常に落ち着いて、強い集中力を持って何事
も行う、という資格を取らなければならないのです。集中力の
ある人に、失敗するということはありえないのです。エネルギー
があってやっているのだから、疲れるということもありえない
のです。ちゃんと集中して本を読むと疲れません。ちゃんと集
中して仕事をすると疲れません。集中力には身体とこころを復
活させるエネルギーがあるのです。だから集中力を持って仕事
をする人はエネルギーを補給しながら仕事をしているのです。
　最近のノートパソコンで説明するならば、ノートパソコンには
電池がついていますから、どこででも仕事ができる。しかし、一
時間もすると電池が切れて、パソコンがダウンしてしまいます。
もしコンセントに電源コードをさしたままで仕事をすれば、いく
ら仕事をしたって、パソコンは大丈夫なのです。機能停止しません。
　私たちも、ずーっとエネルギーを補給しながら生きていなけ
ればなりませんが、俗世間ではたいへん難しいかもしれません。
俗世間では、なにをやっても、結果として疲れる。楽しいから
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と言って、誕生パーティをしても、やり終わってすごく疲れて
いる。学校に行って勉強したら、勉強が終わるとくたくたに疲
れている。仕事をして終わったら、くたくたに疲れている。世
界は疲れる世界です。ストレスがたまる世界なのです。ストレ
スがたまるということも、エネルギーがないということなので
す。無理をしているということなのです。

集中力で至福感

　「サマーディ」を築くために努力することは、仏教界での欠
かせない仕事です。疲れる世界でも、ストレスのたまる世界で
もないのです。その時点でも、俗世間とは隔絶しているのです。
そういうわけで、仏道を歩みたい人は、集中力を育てなくては
いけないのです。この集中力があれば、とてつもない超越した
能力がつくのです。
　サマーディの種類について、仏教では第一禅定、第二禅定など
と細かく分類して説明しています。最初の禅定である第一禅定さ
えも、俗世間では経験できないのです。第一禅定とは、思考はあ
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るけれど、強烈な喜び・充実感・喜悦感を感じながら生きること
なのです。思考は機能しているが、あるひとつのことに集中して
いる。それから、身体中、強烈な充実感と喜びを感じる。脳から、
快感をつかさどる物質がいくらでも分泌される。だからすごく健
康にもなります。そういう楽しみのある世界なのです。
　これは五欲を喜んでいる一般人にはなかなか味わえない楽し
みなのです。「第一禅定に入る人が味わう幸福感・安らぎ・楽し
みは、全地球を支配している帝王にさえ味わえないのだよ」と
お釈迦様がはっきりと説かれています。地球すべてを支配して、
帝王になって、世界の王だ、と言ったら、すごい贅沢三昧でしょ
う。でもその人にもこの喜びは味わえないのだと。サマーディ
のある世界はそれほどの喜びを味わえる世界です。こころを集
中するということは、私たちに想像できない様々な能力をすべ
て開発することでもあります。
　五番目の項目で説明した「気づき（サティ）」を実践すると、サ
マーディという精神状態におのずと進むのです。突然、統一状態を
作ろうと思っても、成り立たないのです。サティとサマーディは、
一緒にはたらくものです。まずサティの実践をはじめて、それが上
達すると、修行者のこころに自然にサマーディが現れてくるのです。
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この法は智慧のある人のものであり、
無知な人のものではない。
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知識があっても智慧がない

　仏陀の教えは智慧のある人の教えであって、智慧がない人に
は理解できそうもない世界なのです。だから、智慧のない無知
な人は、偉大なる人の仲間には入れないということです。
　仏教から見れば、仏道を歩んで悟った人以外は、みんな智慧
がないのです。無知なのです。智慧がないのだから、暗闇で手
探りしているような感じで、なんとか幸せになろう、なんとか
幸せになろうと頑張っているのに、誰も幸せになれないのです。
なんとかしようとしているのですが、まっ暗闇で狙い撃ちしよ
うと思っているようなもので、当たるか当たらないかわからな
い、まあたいてい当たることはないのです。
　パンニャー（pa``q）があれば、問題はないのです。そこで、
「智慧」と言ったって、また理解しなくてはいけない。「大学で
よく勉強しました。よく研究しているんだ」というのは智慧で
しょうか？　智慧ではないのです。科学の研究でノーベル賞も
取ったというのは、智慧でしょうか？　智慧ではないのです。
俗世間のことだから、苦しみが増えるだけなのです。ノーベル
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賞を取れるほどの数学者だよ、と言えば、私たち俗世間では「あ
の人はすごく頭がいいんだ」と思いますけど、仏教ではそれは
智慧だとは言わないのです。なぜならば、そういう能力がつけ
ばつくほど、苦しみが増えるからです。なにかの学問分野を学
べば学ぶほど、頭が重くなって苦しくなるだけなのです。人生、
楽になるということはないのです。研究して、一流の研究者と
して、知識人・学識ある人として認められると、ありとあらゆ
る責任が出てきて、いろんな雑事を頼まれるはめにもなります。
それに自分の大事な時間を取られているにも関わらず、自分の
研究を続けて論文を発表しなければいけない。だから苦しいの
です。苦しみが増えるだけなのです。苦しみが増える知識は「智
慧」とは言わないのです。
　人間は苦しみがイヤなのです。だったらこの矛盾は何なので
しょうか。どんな学問の研究者でも、一流になってくると、な
んの楽もないのです。ただ、一流だ、第一人者だ、という見せ
かけの名前だけで。なんの楽もなくなってしまうのです。
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知識は矛盾の生みの親

　楽しくなるために、幸福になるために学んで研究したのに、
結局は苦しくなっているのだから、その道は矛盾なのです。仏
教は矛盾ではなくて、「人は苦しみたくないでしょう、だったら
楽しみが得られる道を歩みなさいよ。いい加減、歩んだらどう
ですか」という世界なのです。お釈迦様が世界の矛盾の原因と
して発見したのは「無知が問題である」ということでした。
　仏教が語る智慧の立場から見ると、知識は無知の一部なので
す。例えば、華道で活花を習う人が、一流になったとします。
一流になったところで、いつでも皆を感動させる作品を活けな
くてはいけないのです。たいへんな責任なのです。それで結局、
一流の先生がなさることというと、美しいという幻覚を作るこ
とです。プロなので、皆に受けない作品を活けるわけにはいか
ないのです。楽な仕事だとは思えないのです。それで人生につ
いて何か学んでいるかというと、何も学べないのです。いろん
な学問分野で一流になった達人たちはけっこういますが、学問
を完成したことによって、皆が人間としても立派な人格者にな
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るとは限りません。だから自分の専門分野に没頭して素晴らし
い仕事をする人でも、本人の私生活を見ると、性格は最悪で、
家族もバラバラに崩壊している、というケースはいくらでもあ
ります。だから知識の積み重ねが智慧ではないのです。

知識と智慧の定義

　遅ればせながら、ここで無知の定義について考えてみましょ
う。なぜならば、一流の知識人のことさえもこの章で「無知」
扱いをしているからです。ノーベル賞を取るほどの研究者で
あっても、仏教が何の躊躇もなく、「無知」だと言うならば、そ
れは大きな疑問の種になります。
　世間的には、無知な人と頭のよい人の二つに分けてみること
がよくあります。頭のよい人は当然、知識人なのです。この分
類は第五章のサティ（sati）に当てはまります。世間が無知だ
というのは、気づきがない人のことです。気づきがある人に、
世間は頭がいい人、知識人、インテリだと言うのです。世間か
ら見ても無知な人に、仏教が「知識人だ」と言うはずもないの
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です。しかし「無知」という仏教の専門用語を使わないのです。
m
ム ッ タ ッ サ テ ィ

uwwhassati、気づきがない人と呼ぶのです。気づきがあると、
頭がきれる大知識人になるだけではなく、抜群の記憶能力も現
れるのだと、前に説明しました。
　順番で言います。気づきがあると、知識人になれます。これ
は第五項目のサティです。気づきに加えて集中力もあると、一
流の知識人になれます。これは第六項目のサマーディのことで
す。この第七番目の項目で語るのが、仏教の目指す「智慧」な
のです。それがない限りは、たとえ知識人であっても、「無知」
と言わざるを得ないのです。ということは、知識は智慧ではな
いのです。知識とは、世間の様々な現象を理解し、分析し、整
理整頓することです。頭を概念でいっぱいにすることです。
　知識人の中でも、二種類がいるのです。第一は、自我を抑え
て研究に励んで、知識人になったおかげで仏教の語る智慧に楽
に達する人です。第二は、知識のおかげでその知識に執着して
しまって、頭が偏見に凝り固まって、なかなか仏教の語る智慧
に達することが難しい人です。
　人間というのは、財産よりも、権力よりも、自分の知識に執
着するものです。自分の知識・考え方に反対されること、批判
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されること、無視されることを、自分自身が侮辱されたように
取るのです。この執着は、智慧を開発する人にとっては巨大な
障害なのです。知識人には仏教が理解しやすいとは、一概に言
えないのです。
　仏教は知識に反対というわけではないのです。仏陀の教えは、
人間の根拠のない信仰に訴えているのではなく、理性に語りか
けているのです。具体的に、論理的に、真理を説かれているの
です。仏教を学ぶと、当然、仏教の知識人になるのです。仏教
徒でなくても、仏教学者になれるのです。知識を駆使して、非
論理的で迷信に基づいた様々な概念を破って、自由になること
ができるのです。ですから、知識は仏教にも役に立っているも
のです。仏教の立場は、「知識はすべてではない。たとえ知識を
得ても、人格向上、こころを清らかにすることには、それほど
貢献しない」ということです。知識の中でも、道徳を重んじる
仏教の知識なら、よい人間になるための力になりますが、俗世
間の知識はそうではありません。
　人間は必死になって知識を得ようとしているのです。知識が
すべてだとも思っているのです。しかし、知識というのは、生
きる上で、仕事をする上で必要なもの、道具なのです。道具で
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あって、それ以上のものではないのです。智慧は幸福をつかさ
どるのです。智慧によって生きる苦がなくなるのです。だから、
「仏教は智慧のある人の世界である」と説くのです。

智慧と知識の違うところ

　次に、「智慧って何なのか」と知りたくなるのです。智慧とい
うのは、すべてのものごとの本来の姿は何なのか知ることなの
です。一切と言えば、こころと物質なのです。その一切の現象
の本来の姿は何なのかと発見することです。本来の姿を知ると、
すべてを知ったことになるのです。科学を知らなくても、考古
学を知らなくても、文学を知らなくても、すべてのものごとの
本来の姿を知ることが可能です。智慧がある人に、科学・文学
などの知識は不必要になるのです。
　知識人になるのは簡単ではないのです。この世には多種多様
の知識がある。ひとりの人間に、すべてを得ることは不可能で
す。知識は毎日のように発展してゆく。新しい知識が現れたら、
今までの知識は正しくない、ということになる。ですから知識
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には賞味期限があるのです。今、自分は知識人だ、世の中のこ
とを知っているのだ、と安心な気分でいても、新しい知識が現
れると、自分の知識の賞味期限が切れているのです。もし新し
い知識に入れ替えなければ、自分が時代遅れの人間になる。と
いうわけで、知識はいくらあっても、それで終わり、というこ
とはないのです。いつでも不完全なのです。それに比較すると、
智慧は反対の性質なのです。真理を一回発見すれば、それで終
わりなのです。「一切を知っているのだ」と言えるので、智慧に
は完成があるのです。時代が変わっても、真理は同じものなの
で、時代遅れにはならないのです。
　知識とは、ものごとを様々な角度で分析して理解することで
す。しかし現象のすべての側面（相）を観ることはしないので
す。養鶏場の経営者と、一流のコックさんと、生物学者が、ニ
ワトリを観察したとして、自分の知識を駆使してどのような結
論に達するだろうと思いますか？　この三人が論文を書いたな
らば、それぞれ内容が違うでしょう。なぜならば、観察したニ
ワトリの「自分に関係のある側面」しか観ていないからです。
仏陀は知識に対して、「断片見であって、全体見ではない」とい
う立場なのです。お釈迦様の教えにしても、p

パ リ ヤ ー ヤ
ariyqya d

デーサナー
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と n
ニ ッ パ リ ヤ ー ヤ
ippariyqya d

デーサナー
esanq という二種類があります。p

パ リ ヤ ー ヤ
ariyqya 

d
デーサナー
esanq とは、何かの側面に基づいて、喩えを使って説法する
ことです。n

ニ ッ パ リ ヤ ー ヤ
ippariyqya d

デーサナー
esanq とは、真理そのもの、絶対的

真理を直接語ることです。何かの側面に基づいて語る場合は、
たとえ仏教の真理であっても、完全にすべてを語ることは難し
いのです。長部経典の第一『B

ブラフマジャーラ
rahmajqla _ s

ス ッ タ
utta　梵網経』も、

超越した経験に基づいて語る宗教家の意見さえ、全体的な真理
ではなく断片見であることを示しているのです。超越した経験
のない人々の知識が、断片見になるのは当たり前です。智慧と
はその反対で、真理のことです。ですから、完全なのです。
　人に得られる知識には限りがあります。医学も工学も学んで
一流になろうと思っても、時間的には間に合わないのです。ま
た、能力の問題もあるのです。科学の能力があるが、音楽はで
きない、というようなことはごく普通です。学問に向き不向き
があるのです。人々は、何を学んだ知識人なのか、ということ
で違いができるのです。私たちは医者、弁護士、科学者、考古
学者、経済学者などの名前で、人を区別するのです。智慧とは
その反対です。智慧を開発した人のあいだで、区別はないので
す。皆、平等です。向き不向きも存在しないのです。知識人で
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あろうが、無学の人であろうが、その気にさえなれば、智慧を
開発することができるのです。
　知識とは、さまざまな概念を作ることです。ものごとについ
て見解を持っていることです。知識が増えるということは、概
念が増えることで、見解が増えることです。あらゆる概念・見
解が頭の中にたまると、たいへんです。重いのです。もし概念
が頭の中で内乱でも起こしたら、危険極まりないのです。智慧
はその反対です。一切の概念・見解から、こころが解放される
のです。智慧が完成することで、こころが重くなるのではなく、
無重力になるのです。当然、内乱などはあり得ないのです。
　「我思う、ゆえに我あり」という有名な文句があります。近代
哲学の始まりを告げる言葉だと評価されています。「思う」とは
概念を作ることです。概念があると、「自分がいる」という自我
意識が生じるのです。人間は自我に絶対的な価値を入れている
のです。絶対的に執着するのです。ですから、知識があればあ
るほど、執着が、煩悩が、強くなるのです。存在に徹底的に束
縛されるのです。だから、苦しみの原因なのです。輪廻転生の
エネルギー資源なのです。
　智慧はその反対なのです。自我が幻覚であると、ただ余計な
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ことを断片的に知ったゆえに起きたもう一つの概念に過ぎない
のだと、智慧がある人は発見するのです。智慧があると、執着
がなくなる。束縛がなくなる。生きる苦しみが消えるのです。
　知識は概念なので、たくさん頭の中にためておかなくてはい
けないのです。残念ながら、覚えたものはいとも簡単に忘れる
のです。忘れてしまったら、知識人でなくなるのです。知識人
になっても、知識は日々努力して衰えないようにしなくてはい
けないのです。それでも、老いることと同時に、知識が減るこ
とは避けられないのです。ですから、知識は不安定なのです。
智慧はその反対です。概念がないことですから、衰える、忘れ
る、ということは成り立たないのです。心配はいらないのです。
たとえ老いさらばえても、開発した智慧には何の影響もないの
です。

智慧とは何か？

　「では智慧とは何でしょうか？」と知りたくなっているなら
ば、ありがたいことです。「知識人の能力をも超えているなら、
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私たち一般人には縁のない話だ」とあきらめる必要はないので
す。智慧には向き不向きはないので、誰にでも開発することは
できるのです。
　科学者は物理について徹底的に研究して、物質の様々な状態
を発見する。歴史学者は歴史的な事実を発見して語る。社会学
者は社会現象を分析してくれる。その人々は、賞味期限が切れ
ているこの知識から何か普遍的な真理を発見できるのかと、見
方を変えてみれば、大事な真理を一つ発見できるのです。それ
は、「すべては変わるのだ、安定していないのだ」ということで
す。「すべては一時的だ」ということです。原子を調べても、素
粒子の研究をしても、宇宙の研究をしても、歴史を学んでみて
も、明確に見える事実は、一切の現象は一時的であって変わる
ものであって安定しないものである、ということです。（無常）
　一切の現象は一時的であるならば、これ、という絶対的な変
わらないものは、どう調べても発見できない、またそれは成り
立たない、と発見するはずです。（無我）
　この発見から、自分とは何か、と観るならば、瞬間瞬間変化
している現象の流れに過ぎないのだと、見えてくる。生きるこ
との上で、幸福、楽しみなどはあり得ない。命をつないでおく
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ことはそれだけでも、たいへん苦しい作業です。たとえつない
でおいても、一時的な現象なので、どこまでやるのか、という
あきらめも生じる。どこまで頑張っても、同じ結果なのです。
ですから、生きることはゴールのないマラソンに見えるのです。
（苦）
　なぜ一切の現象は不安定で瞬間瞬間変化するのかと、その原
因を観たら、いとも簡単に発見できる。歴史の例で言うと、ロー
マ帝国はなぜ滅びたのか調べると、歴史学者はその理由を簡単
に発見するのです。原因があって、条件があって、ローマ帝国
が築かれたのです。またその原因が一つ一つ壊れていったので、
その帝国は滅びたのです。個人の命を観察しても、宇宙のこと
を観察しても、すべては様々な原因によって現れたので一時的
なのだと、そしてその原因がつぶれたら、その現象もあとかた
もなく消えるのだと発見できる。現われて消える、ということ
だけは、限りなく続くのです。なぜならば、何かの現象が消え
たこと自体も、その他の現象が現れる原因になるからです。宇
宙の物質を一個一個調べてみても、発見するのは原因によって
現れて消える一時的な不安定なものであるということです。私
たちが、宇宙の物質すべてを調べて偉大なる物理学者になろう
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と思っても、それは終わりのない大変な作業になるのです。で
すから、「一切のものごとは原因によって現れて原因によって消
えるものである」と、普遍的な真理を理解すれば充分なのです。
（因縁論）
　智慧というのは、そんなところです。この真理は、人間の世
界にあるすべての知識・教え・宗教より優れているのです。

智慧と安らぎ

　この智慧は、人に安らぎをもたらすのです。知識は自我意識
を作って人を苦しめるのに、智慧は「自我がある」という幻覚
を破って、幸福をもたらすのです。なぜならば、一切は無常で
あると発見することで、おのずと執着がなくなるのです。
　これをシャボン玉の例で説明します。シャボン玉はきれいか
もしれませんけど、持って行くものではないのです。持ちもの
ではありません。なぜならば、すぐはじけてしまいます。自分
も、自分のこころも、世界も、すべてシャボン玉のごとくに見
える。それだったら別に問題なし。それで自由です。こころは
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きれいです。汚れません。「シャボン玉ってああきれいだ。持っ
て行きたいなあ。もっとあったらいいなあ」という欲が出たと
たん、苦しみが生まれているのです。「これを持って行って、家
に置いておくぞ、飾っておくぞ」と思うと大失敗で、ひどく落
ち込む羽目になります。もし、極限に無知な人がシャボン玉を
見たら、きれいだと思ってそれを取ろうとするかもしれません。
その人はひどい落ち込みに陥るのです。私たちはシャボン玉は
消えるものだと知っているのだから、見て、「ああ楽しい、よ
かった、はい終わり」ってことにするのです。でも、シャボン
玉がすごくきれいだからといっても、毎日朝から晩までやりた
くはないのです。たまにやっても、ちょっとやったらもうやめ
ましょ、ということになるのです。だから、シャボン玉がすぐ
はじけるのだからこそ、私たちは誰もシャボン玉について精神
的に悩んだことはないのです。しかし私たちは、他のものはあ
ると思っているのです。だから精神的に悩むはめになります。
　仏道の人は、一切のものごとは現れては消えるシャボン玉と
同様のものである、という事実を発見しているのです。それが
智慧ということなのです。だから、学問と関係ない。知識と関
係ない。なので、学校に一度も行ったことがない人でも、智慧
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を完成・完了する可能性はあります。なぜならば、目の前にじ
りじりとある事実ですから。隠れていないのですから。自分の
身体もこころもまわりも、じりじりと変化して消えていくもの
であるというのは、「事実」ですからね。毎日経験していること
だから、発見するのは難しくもない。そういうことで、七番目
に説いている「偉大なる人の思考」とは、「仏道は智慧を目指す
道である」ということです。

　今まで説明してきた七つの項目は、アヌルッダ尊者が、なぜ
自分がこの上のない幸福を感じているのか、ということを考え
た時、その理由として見出したものです。それはそのまま、「素
晴らしい」とお釈迦様が讃嘆したのです。それから、真理を発
見した先駆者であり、仏教を世界に語った偉大なる師であるお
釈迦様が、「偉大なる人の思考」として、八番目の項目を付け加
えるのです。この項目に、仏教のすべての教えが集約して語ら
れているのです。
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第八章

Nippapan～ca パパンチャを破る

Nippapan～caーraーmassaーyam・  dhammo
nippapan～caratino,

naーyam・  dhammo papan
～caーraーmassa 

papan～caratino’ ti.
 

この法は無為（現象を乗り越えた真理・涅槃）を喜ぶ、
無為を楽しむ人のものであり、
有為（現象、妄想の世界）を喜ぶ、
有為を楽しむ人のものではない。



110

知は捏造である

　「パパンチャ（papa`ca）」の説明は他のところでも私はしてい
ます（『papa`ca（パパンチャ）̶  ̶ヴィパッサナーで破るもの』

［Ａ．スマナサーラ長老著・誓教寺発行］などがあります ）。
　「パパンチャ（papa`ca）」というのは、わかりやすく言えば、
私たちは眼耳鼻舌身意の六処に入るデータを好き勝手に捏造す
る、そうして自分だけに限った世界を作るということです。
　同じ花を見てもカラスはカラスの世界、ネコはネコの世界、
それぞれの生命はそれぞれ自分の世界を作るのです。真ん中に
花を置いて、カラスやネコやカエルや人間に見てもらっても、
みんながそれぞれ何を見ているかはわからないのです。なにを
捏造しているかわからない。しかし花は平等にみんなの目に
データを与えているはずなのです。花が平等にデータを与えて
いるのに、私たちは自分勝手な思考を作るのです。データを捏
造するのです。
　別な例でさらに説明します。死んで三日たって腐っているド
ブネズミを皿に入れてテーブルの上に置いておくとします。カ
ラスと人間一人がそれを見ると、見た瞬間、人間は「気持ち悪い。
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くさい。不潔だ。吐きそう」と激しい感情を作る。カラスはな
んのことなく、見た瞬間、パクッと食べる。これは、どういう
ことでしょうか。死んだドブネズミがすごい差別をして、人間
にはえらく気持ち悪い顔を見せて、カラスにはご馳走という顔
を見せたのでしょうか。なにもやっていないのです。両者に平
等にデータを与えたのです。しかし、どちらの生命も（カラス
も人間も）、このデータが何なのかは見ていないのです。自分の
勝手で瞬時に捏造してしまうのです。私たちがデータを捏造す
るためには、一秒の百分の一という瞬間だけあれば十分なので
す。
　ですから一般的に私たちが認識している現象の世界というの
は、真理・事実ではなく、幻覚の世界です。幻想の世界です。
例えば、紙一枚あるとしましょう。私たちには、それは使える
価値あるものです。次にそれを使う。使ってしまえば、前にあっ
た価値観が消えて、紙に「価値がない」と認識してしまう。価
値がないものだから、ゴミ箱に捨てる。それで、ゴミ箱にある
「紙」を見る。「ゴミ」だと認識する。そちらにヤギさんが来て、
人間にとって「ゴミ」である紙を見る。なんのことなく、「ご馳
走だ」と食べ始める。ヤギにとっての食べ物は、人間にとって
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のゴミなのです。
　そういうことで、私たちは常に、自分だけに限られた主観の
世界で生きている。時々、「あの人って本当にイヤな人だ」と
自分勝手に思ったりする場合があります。それは自分が勝手に
作った世界です。だからといって、「その人がイヤな人間である」
という客観的な証拠はないのです。ドブネズミの死骸はきたな
い汚物か、あるいはご馳走か、どちらにもそんな決定的な証拠
はない。ドブネズミの死骸とは本来何であろうかと、客観的に
観て知ることは、人間にも誰にもできなくなっているのです。
　これはパパンチャ（捏造）の世界なのです。俗世間はパパン
チャの世界なのです。パパンチャを破った真理の世界ではない
のです。真理の世界はおいそれと説明できるものではないので、
先にパパンチャの解説をしました。パパンチャは私たちの瞬間
瞬間の経験なので、おそらく理解できるでしょう。
　幻覚を破ること、ありのままのデータを知ることが「ニッパ
パンチャ（nippapa`ca）」なのです。「パパンチャ（papa`ca）」
を破って、ニッパパンチャという境地に達するのです。パパン
チャ（papa`ca）、ニッパパンチャ（nippapa`ca）という一
対の言葉で、仏道のすべてを語っているのです。
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捏造によりこころが汚れる

　世の中で怒りや嫉妬や憎しみやその他の汚れた感情が現れる
のは、主観でデータを捏造するせいなのです。私がある人を見
て怒る。しかし他の人は、同じ相手を見て楽しくなる。それぞ
れの主観が捏造する幻覚で感情を引き起こしているのです。
　例えば、誰かが重罪を犯したとしましょう。私たちはとたん
に彼を「犯罪者だ、怖い人だ」だと恐れるでしょう。しかし彼
の母親は、「うちの子だ、かわいい子だ」と思い続けているので
す。「あんたがた、うちの子になにを言うのか」と思って、犯罪
者ではなく私たちに対して怒ったりまでする。母親は、自分が
変なことを言っているとは全然思っていないのです。「うちの子
を批判して、侮辱して、何てことだ。かわいそうに」と思って
いる。しかし世界は、「こいつは犯罪者だ」とまたいろんなこと
を言ったりする。
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「我正しい」という生き方

　私たちは皆、「自分が知っている世界が正しい。他人が知って
いる世界は間違っている」と思っているのです。先ほどのドブ
ネズミの例で見れば、人間がカラスに「これはきたないよ」と
言っても、カラスは「それは間違っている」と思うだけです。
「これは食べ物どころか、見ただけでも気持ち悪い」と言っても、
カラスは「それはあなたが間違っているよ」と思うだけ。「そん
なの食べたら、食中毒で死ぬぞ」と人間が言っても、「あんた何
言ってるのか」というのがカラスの立場なのです。だから、カ
ラスの考えはカラスには正しい。人間の考えは人間には正しい。
すべての生命は、自分自分の思考を持っている。それはそれぞ
れの生命にとっては、正しいのです。これを理解しやすく語る
ならば、「我思う、ゆえに我こそが正しい」ということです。
　事実は「私の考えは私にのみ正しい。世間がそれを間違って
いると言う」のです。それなのに人は、自分の思考に閉じ込め
られて、怒り、憎しみ、嫉妬、あらゆるこころの汚れを作って、
争い、戦いなどの絶えない生き方をしているのです。「ニッパパ
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ンチャ（nippapa`ca）」というのは、その苦しみにまみれた幻
覚を破った境地なのです。捏造を破って真理に達した境地なの
です。わかりやすく言えば、それがお釈迦様の説かれている「解
脱、涅槃」という目的に達した人の境地です。だから仏道を歩
む人は、「ニッパパンチャ（nippapa`ca）」を目指して励んで
いるのです。いわゆる「涅槃・解脱」を目指して、それを目的
にして、修行しているのです。
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「我思う」さえも消える

　涅槃に達した人、データを見ても幻覚を作らない人、捏造し
ない人が、一切の生命よりすぐれているのです。一切の生命は
捏造者なのです。「我思う、ゆえに我こそ正しい」という生き方
をしているのです。真理など発見できそうもない生き方をして
いるのです。幻覚を破る、とは、真理を発見することです。「我
思う」さえも、その人にはないのです。幻覚を破った人は、涅
槃に達している「偉大なる人」なのです。聖者なのです。仏道
は捏造に陥っている人々の世界ではなく、幻覚を破り真理に達
する人のものである、ということが、「偉大なる人の思考」なの
です。
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仏教の名刺
　仏道とはどこにでもあるような一般人の生き方とはかけ離れ
た、偉大なる境地を目指して精進する人々が歩む尊い道である、
ということを確認するために、この八項目は朝晩唱えるべきも
のなのです。この八項目で私たちに、仏教の思考と生き方は、
俗世間の思考と生き方をはるかに乗り越えていることを教えて
くれるのです。いわゆる「神のお告げ」よりもはるかにすぐれた、
「真理の言葉」なのです。
　この八項目をよく覚えておくと、しっかりと仏陀の道を歩む
勇気が湧いてきます。精神的に独立できます。だからこれは精
神的な独立への道、依存を破る道、一切の精神病を克服する道、
無知を完全に砕く道、真理を発見する道、すべてのものを知り
尽くす道、俗世間の次元を超える道、でもあります。仏道の人
はどのように一切生命の次元を超えているのかと、具体的にこ
の八項目にまとめてあるのです。
　だから、この八項目は仏教の名刺なのです。「いったいぜんた
い仏教とは何か？」と知りたいならば、この八項目が名刺です。
仏教を知っている方々にとって、この八項目は道案内でもあり、
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世間の誘惑に負けず、犀の角のごとくまっすぐに歩むための激
励でもあります。朝晩、教訓として唱えて、こころを奮い立た
せるための、偉大なるお釈迦様の聖なる言葉なのです。

おわりに
真理の言葉



あとがき

　兵庫県三田の地にテーラワーダ仏教の新精舎建立が決まって
から一年十ヶ月が過ぎました。2008（佛暦 2551）年正月、よ
うやくその第一期工事、戒壇の建設が始まりました。日本では
じめての、戒壇を備えた本格的なテーラワーダ仏教の精舎が、
いよいよ現実のものになろうとしています。
　着工に先立つ 2007年 12月 15日、スマナサーラ大長老によって
精舎の境内地全体の地鎮祭が行なわれました。土地の神々と生き
とし生けるものの幸福を願う法要がつつがなくお勤めされました。
　この地鎮祭を記念して法施をしましょうと、天野陽子様が施
本の刊行を発案されました。スマナサーラ大長老はそのお話を
受けて、お経『偉大なる人の思考』を解説してくださいました。
　趙顕治様がテープ起こしの作業をしてくださいました。原稿
の加筆修正作業においては、長老と共に佐藤哲朗様もご苦労く

あとがき
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ださいました。本の内外を荘厳するすばらしいカットと表紙絵
は、宝泉寺・笛岡法子様の手によるものです。美しい本になる
ように、高橋優子様がすべての装丁作業を仕上げてくださいま
した。趙顕治様と谷上雅美様が地鎮祭の写真を提供してくださ
り、趙様がキャプションをつけてくださいました。
　この施本をたくさんの法友の手で世に誕生させたいという新
精舎建設委員会の願いを受けて、多くの方々が随喜の気持ちと
お布施をお寄せくださいました。ここに御芳名を記し、皆様と
ともに慶びを分かち合いたいと思います。
　この功徳によって、すべての生きとし生けるものが幸福に暮
らせますように。そして、解脱が得られますように。

2008（佛暦 2551）年 2月 1日
藤本竜子　記

あとがき
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