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≪プラ・ダマコサジャン博士：歓迎のスピーチ≫ 

地球の回復：仏教徒の展望 

 

最高尊師プラ・ダマコサジャン教授博士、マハチュラロンコーン仏教大学学長、

国連ウェーサクの日国際評議会会長による歓迎スピーチ 

 

聖下、閣下の皆様、 

尊敬するサンガの皆様、 

そして仏法の友人の皆様、 

 

  国連ウェーサクの日の組織委員会と国際評議会を代表して、そしてこの会議のチーフ・コーディネイターであるマ

ハチュラロンコーン仏教大学を代表して、国連ウェーサクの日のお祝いに合わせて行なわれる第７回国際仏教徒会議

にお集まりの皆様に歓迎の言葉を述べさせていただきます。 

 

  この集まりは、今年の仏教徒の最大の催しです。規模においてだけではなく、質において、会議の目的において最

もすばらしい催しです。 

 

  私たちは、仏陀の誕生、覚醒、涅槃を記念するウェーサクの日をお祝いするためにここに集まっています。 

 

  世界中から多くの方が参加しておられます。サンガの最高尊師様、大僧正の皆様、大長老の皆様、そして、仏教指

導者、仏教学者、総勢1500人に及ぶ代表団とオブザーバーの皆様たちが、世界80カ国以上から集まられ、私の目の

前におられます。この集まりの共同主催者である ITRI、インナートリップ霊友会インターナショナルの皆様 600 名も日

本からお出でになっておられます。 

 

  私は、この時期にタイ国に行くことは考えるべきだ、という報道がなされていたにもかかわらずお出でいただいたこ

とに対し、心より感謝申し上げます。それでも皆様はここに来てくださいました。 

 

  ありがとうございます。タイ国民を代表してお礼を申し上げます。皆様が出席して下さったことは、タイ国にとって大

変ありがたいことです。タイ国は、かつて微笑みにあふれた国でした。皆様がお出で下さったことで、タイ国民に微笑

みが戻ることを願っております。タイ国民の大多数が仏教徒です。 

 

  皆様方のご参加を目の当たりにし、一つのことわざが心に浮かびました。「まさかの時の友は真の友」です。本当

に心よりお礼を申し上げます。皆様方のご参加は、この仏教徒の国に大きな支援となります。タイ国民が最近の政治



的危機から立ち直る手助けとなります。 

 

  皆様方の協力を得て何かを一緒に成し遂げたい、と思っております。皆様方が、仏教の智恵を使い、全世界が回

復への正しい方向へとどのように進むべきか、を示してくださることを期待しております。それゆえ、今回のメインテー

マは、「仏教徒の見方を通しての地球の回復」となっております。 

 

  仏教の智恵が、「道（Magga）」を、持続可能な発展への正しい方向性を与え得ることを世界に示しましょう。午前中

のセッションでのアリヤラトネ博士による基調演説により、この目標を達成するための会議が始められます。続いて、

サンガや大乗仏教の尊師たちや仏教指導者たちによる午後のセッションが行なわれます。 

 

  皆様ご存知のように、午後のセッションには、タイ王国の皇太子殿下のご臨席を賜り、公式の開会式を主催してい

ただきます。皇太子殿下のご出席でお分かり願えますように、タイ王国は国連ウェーサクの日の会議を心より支持し

ております。 

 

  また、タイ国のサンガは、サンガ最高尊師執行委員会の副会長が出席することによってその支持を表明しておりま

す。 

 

  明日、会議は皆様の手に、特に仏教学者の皆様の手に委ねられます。現在ある危機をどう解決すべきかについて、

様々な視点から深く話し合っていただきたいと思います。そのために、参加者の皆様は７つのグループに分かれ、そ

のうちの 5 つのグループはセミナーに、残りの 2 つのグループは国際仏教徒連盟（IABU）の「共通の仏教テキスト」に

関するワークショップに参加していただきます。 

 

  よくご存知のように、国連の全ての加盟国がウェーサクというこの仏陀の日を祝うために世界中の仏教徒と共に参

加できるようにと、国連総会は、1999 年にウェーサクの日を国際的な式典として認知しました。ですから、会議の３日

目、５月 25 日に、私たちはバンコクの国連本部、UNESCAP に赴いて会合を開き、国連の友人たちや政治的指導者た

ちの話を伺います。 

 

  私たちは、そこで、より良い世界と世界平和を目指してどのように協働していくべきかについてバンコク宣言を発表

し、私たち仏教徒の団結と連帯を示します。 

 

  閉会式の後、皆様方を、一つの仏教の中心地とみなされているブッタモントンにお連れいたします。そこで私たちは

一緒にお経を唱えます。上座部仏教の僧侶たちも大乗仏教の僧侶たちも、共に私たちタイの伝統に従ってお経を唱え、

タイ国国王陛下を称賛し、世界平和を祈念します。 

 

  聖下、閣下の皆様、友人の皆様、主催者として私は、この会議を今、皆様の手に委ねます。 

 

  この会議は皆様のものです。皆様にぜひ力を尽くしていただきたいと思います。皆で力を合わせて前進し、活動し

て、様々な危機に対するもっとも良い解決策を見つけ出したいと思っております。 

 



  チーフ･コーディネーターとして、この会議の成功のために必要なことはどのようなことでも皆様にご提供する、とい

うことをお約束いたします。何かあれば、どうぞスタッフの者にお申しつけください。私たちは、皆様のお役に立つため

にここにおります。そして皆様は、この会議に貢献するためにここにおられます。私たちは、このようにして力を合わせ

ていきます。 

 

 智恵「パンニャ」、そして慈悲「カルナ」が世界を正しい方向へと動かしていくことでしょう。それが、仏教的方法による

地球の回復です。 

 

  聖下、閣下の皆様、そして友人の皆様、もう一度、この第７回国連ウェーサクの日の国際仏教徒会議への皆様の

ご参加に心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010 年 5 月 23 日、日曜日 

マハチュラロンコーン仏教大学 

MCU マハ・ワチラロンコン 48 周年記念講堂 

副首相サナン・カジョーンプラサート陸軍少将閣下による 

2010 年国連ウェーサクの日式典 

開会時の 

マハ・ワチラロンコン皇太子殿下への報告 

 

マハ・ワチラロンコン皇太子殿下 

 

  タイ政府、タイ内外の仏教指導者と仏教徒、そして、本日ここに出席の参加者全員を

代表して、皇太子殿下が 2010 年国連ウェーサクの日式典の開会にご臨席下さいました

ことを深く感謝致します。 

 

  殿下のお許しをいただき、この会議についての簡単な説明をさせていただきたいと思

います。世界中の仏教徒がゴータマ・ブッダの誕生と悟り、そして涅槃を記念するのがウ

ェーサクの日です。仏陀の教えは、社会に平和を築くために、人類同胞が慈悲と寛容の

心をもってお互いに接することが重要である、と強調しています。国際連合は、平和に向かって仏陀と同じ

道を推進していることから、1999 年 12 月 13 日の第 54 回総会において、ウェーサクの日を国際デーとす

ることを満場一致で決議しました。それが、現在、国連ウェーサクの日と呼ばれている日です。国連はまた、

毎年 5 月にこの日を記念する式典を行なうことも奨励しております。 

 

  国連総会によるウェーサクの日の認知は、2500 年以上にわたって仏教が果たしてきた精神的役割を認

めたということです。これゆえ、タイ政府は、主催者であるマハチュラロンコーン仏教大学に協力して、毎年

の式典を積極的に支援して参りました。良き統治と知的遺産の発展に仏教の教義や仏教の考え方で貢献

することを目的とした国際仏教徒会議には、今年は、世界 83 ヶ国より、大僧正や宗教指導者、学者や研究

者が 1,800 名集まります。さらに、タイ国のサンガの僧侶、タイ国の代表達、マハチュラロンコーン仏教大学

の管理役員、学部関係者、スタッフ、学生達が 3,200 名この催しに参加し、参加者は総勢 5,000 名にのぼ

っております。5 月 23 日から 25 日まで開催される様々な催しには、シンポジュームや読経会、仏教儀式や

地域での活動が含まれております。この記念式典は、タイ政府の政策と一致しており、あらゆるレベルで仏

教徒を団結させ、タイの仏教芸術と文化を世界に広めてくれるでしょう。 

 

  皇太子殿下には、2010 年国連ウェーサクの日の式典というこのめでたい場に集まった一同に、会議を

開始する旨のお言葉をおかけいただき、また、世界の 83 ヶ国から集まった大僧正と仏教指導者たちに記

念品をお渡し下さるようお願い申し上げます。 

 

                      殿下のお心に適いますことを願って 

 



 

 

「国民総幸福」論の価値観に学ぼう 

 

叡南覚範 

 

国連アジア太平洋センター 

2010 年 5 月 25 日 

 

   

タイ国内外からお集まりの宗教指導者の皆様、政治指導者の皆様、および仏教徒の皆様、

私はここで御挨拶させて頂くことをとても光栄に思いますと共に、心から感謝申し上げます。国

連ウェーサクの日に因む国際仏教徒会議も今年で７回目を迎え、年々盛んになって来ているこ

とは、一仏教徒として、また、毎年参加させて頂いている者としてとても嬉しく感じます。大会を

開催して頂いているタイ国政府、並びにタイ仏教サンガに対し厚く御礼を申し上げます。 

 

さて、2008 年 9 月以降、アメリカを震源地として吹き荒れた世界的金融恐慌の嵐はようやく収

まり、その後、回復しているかに見えますが、野放図な金融機関のマネーゲームに対する規制は、いまだに進んでい

ないように思われます。この苦い経験を単なる一過性の現象として忘却することは許されません。 

 

言われ続けて久しいことですが、物質主義や拝金主義は決して人々を幸福にするものではありません。いつまでも

物の豊かさや金銭だけを追い続けるべきではありません。資本主義経済社会の中で物質主義による弊害が様々な形

で顕在化し、社会問題や地球温暖化問題が引き起こされています。戦争すら引き起こされるのです。物欲によって人

の心が歪められ、必要以上の生産と消費によって地球規模の自然破壊が進行しています。 

 

人間社会や地球を危機から救うために人類には自制が求められています。たとえば、地球温暖化を抑制するため

に温室効果ガスの排出を規制しようという動きがあります。しかし、これに対して多くの発展途上国は工業化を達成し

た先進国との不公平を訴え、なかなか足並みが揃いません。先進国の中にすら規制に合意しない国もあるくらいです。

しかし、ここで先進国と発展途上国の区別なく人類にとって、あるいは自国民にとって重要なこととは何かをよく考えて

もらいたいと思います。上述したとおり、金や物にだけ価値観を置き続ける限り決して人々は幸せになりません。人類

全体が価値観を転換し、このまま自ら人類社会や地球環境を壊し続けずに済むように歯止めをかけなければいけま

せん。 

 

そのような価値観の転換という点についてとてもよいヒントがあります。しかも、発展途上国において考え出された

価値観です。周知のことと存じますが、アジアで仏教を国教とするブータン、そのブータン第４代国王が提唱された、仏



教の智恵と慈悲、そして共生に基づいた国是としての「国民総幸福」論がそれです。 

1972 年にブータン第４代国王ジグミ・シンゲ・ワンチュク陛下は、「国民全体の幸福度」尺度とするである「国民総幸

福（Gross National Happiness, GNH）」論を提唱しました。国民総生産(Gross National Product, GNP）で示されるような、

金銭的・物質的豊かさを目指すのではなく、精神的な豊かさ、つまり幸福を目指すべきだとする考えから生まれたもの

です。「国民総幸福は国民総生産よりも大切である（Gross National Happiness is more important than Gross National 

Product）」と仏教者としての信条を広く諸外国に向けて宣言されました。 

 

私はまず何よりもこの第４代国王の回転の発想に心から敬意を表したいと思います。それは GNP（国民総生産）を

当然のことのように、すべての国家の価値基準としてきた永年の世界の風潮に対して、仏教の根本的理念から異議を

唱え、経済発展は国家の究極的な目的ではなく、GNH（国民総幸福量）の向上がブータンの目指すところであるという

崇高なるメッセージであります。 

 

これに対して先進諸国の経済学者の多くは懐疑的であり、さまざまな批判があったと言います。ブータンは国の面

積は 46,500 平方キロメートル、人工は約 60 万人、人口密度は 1 平方キロメートル当たり 13 人と極めて低い、そのよ

うな小王国であれば、「国民総幸福」論も可能であろう。“国王はまだ弱年だから”。また「GNH」は素晴らしいキャッチフ

レーズだが、それを測る尺度、指数はあるのか、あるとすれば何なのか、というような揶揄（やゆ）にも似た非難でし

た。 

 

しかし、時は過ぎグローバル経済の突然の破綻とともに、先進国、発展途上国を問わず、近代化と経済的繁栄に伴

う様々な格差の問題、特に圧迫された精神的な諸問題が顕著になってくると、真剣に「GNH」が広く世界に注目され始

めました。ややもすれば経済発展にとらわれて人間性をないがしろにする私たちにとって、真実の「幸福」のビジョンと

は何かを考え直す確かなヒントとなっています。 

 

イギリスのレスター大学で、2006 年に 8 万人以上の世界各国の人々に「あなたは今、幸せですか」と尋ねたアンケ

ート調査による「世界幸福地図」が発表されています。この地図によれば、世界 1 位がデンマーク、2 位がスイス、3 位

がオーストリアとヨーロッパの先進国が並んだあと、アジアで最も幸せな国としてブータンが 8 位に入っているようです。

現在、ブータン政府は国民総幸福量の増加を政策の中心としており、 2007 年に初めて行われたブータン政府による

国勢調査で「あなたは今幸せか」という問いに対し 9 割が「幸福」と回答したといいます。 

 

私たちはヒマラヤの小国から発せられたこの貴重な価値観を真剣に受け止め、短期的には経済回復後の世界の

進むべき道を模索する上でのヒントとし、長期的には地球温暖化問題も含む資本主義経済がもたらした人類の諸問

題の解決の糸口として生かす努力を始めるべきではないでしょうか。「世界の回復‐仏教的展望」をテーマとする今大

会においてこの価値観について考えることはとても相応しいことではないでしょうか。一人でも多くの方がこの価値観

を理解し、何らかの形で生かされることを願って已みません。 

 

 

 



 

松本正二 

歓迎のスピーチ 

マハチュラロンコンコン大学アユタヤ本校舎 

2010 年 5 月 23 日 

国連ウェーサクの日祝賀式典及び国際仏教徒会議 
 

 

タイ政府サナン・カチョンプラサート副首相閣下、国連ウェーサク祭国際委員会（ICUNDV）プ

ラ・ダマコサジャン議長、仏教指導者の皆様、そしてここにお集まりのその他善男善女の皆様、

今回共催国の一員としてタイ王国に起きまして皆様と共にこの国連ウェーサク祭の式典の日

を迎えることができましたことは非常に喜ばしく、光栄なことだと感じております。 

 

式典開催に多大な支援をくださいましたタイ国政府およびタイ仏教サンガに感謝申し上げますと共に、実行委員会の

プラ・ダマコサジャン議長を始めとする各委員と事務局の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

私たち ITRI は日本における在家の仏教団体でありますが、日本の代表的な宗派である天台宗の高僧でもある世界連

邦日本仏教徒協議会の叡南覚範会長を始めとする日本の各宗派の熱心な僧侶の皆様とともに過去６回の大会に毎

年参加してまいりました。私たちをお導き下さったプラ・ダマコサジャン議長のお考えに共鳴し、国連ウェーサク祭の精

神に賛同を覚えたことで参加を重ねてまいりました。そうした中で、大会のより一層の国際化を希望されるプラ・ダマコ

サジャン議長や ICUNDV の御要請を受け、私たち ITRIが日本の諸宗派の皆さんとともに日本側代表として今大会にタ

イ国との共同開催者として参加することになりました。このような重要な役割を頂いたことは仏教徒として極めて名誉

なことと感謝しております。 

 

仏教がインドから中央アジア、中国、朝鮮半島を経て極東の地と呼ばれる日本に初めて伝わったのは今から約１５００

年前のことです。それ以降も盛んに中国に学僧を派遣して様々な宗派を学び、経典を求め、高僧を招くなどして、日本

独特の大乗仏教を発展させてきました。 

 

今では日本の国民の８０%に当たる９千６百万人が仏教徒であると言われています。また、他の仏教国に比べ桁違い

に多い約７万５千の寺院、および３０万体以上の仏像があると言われています。 

 

しかし、それほどの大仏教国であるにもかかわらず、現代の日本国民の間には本当のお釈迦様の教えが浸透してい

るとは言えず、ましてや実践されているとも言えません。仏教的価値観の衰退、道徳の後退、倫理の欠如等によって

様々な政治・社会問題が発生しています。非常に由々しい状態といえます。こういった事態は日本一国だけの問題で

はないかもしれません。 

 

そうした中で私たちが国連ウェーサク祭典のような大規模な国際仏教徒大会に参加することは大きな意味があると思

います。世界の仏教徒が一堂に会し、お釈迦様の生誕・成道・涅槃を祝い、お釈迦様の教えを改めて考え、併せて世

界の平和を祈ること。これを機に参加者は更なる教えの実践を誓うとともに、このような運動があることを自国で、ある



いは世界にもっとアピールすることによって自国の人々や世界の人々にお釈迦様の素晴らしい教えを理解し、実践す

るよう促すことができれば、問題解決に対する人々の意識が高まり、仏教的価値観の重要性に対する認識も強まり、

引いてはより住み安い社会が実現されるものと考えます。 

 

この国連ウェーサク祭典の運動をさらに発展させるためには、各国にそれぞれの国連ウェーサク祭のネットワークを

広げ、より多くの人々がこの運動に参加できる道筋を付ける必要があります。もともとウェーサク祭を祝う習慣がなか

った大乗仏教の日本でも、一昨年、ウェーサク祭に関心を持つ仏教徒の皆さんと国連ウェーサクの日・日本設立委員

会を立ち上げ、日本におけるウェーサク祭の普及を開始しました。やがて日本においても国連ウェーサク祭の精神に

基づく宗派を超えた独自のウェーサク祭が開けることを期待しています。既にウェーサク祭が国レベルで開催されてい

る上座部仏教の国においても国連ウェーサク祭の精神に則った活動の輪が広がることを期待します。 

 

ここでいう国連ウェーサク祭の精神とは「宗教、人種、国境を超えた平和な共存を目指す」という意味です。この精神

が各国に浸透することが、取りも直さず世界的な平和共存に繋がっていくのです。ただ平和共存を唱えるだけではなく、

この国連ウェーサク祭では具体的な人類の平和共存の方法について叡智を傾けて考えるべく、毎年テーマを持って

臨んでいます。今年のテーマは「世界の回復：仏教的展望」です。言うまでもなく一昨年のリーマンショック以降世界中

で吹き荒れた経済危機からの回復を仏教的手法で考えていこうとする試みです。もちろん、考えれば終わりではなく、

実行が伴わなければ意味がありません。話し合った結果を参加者全員が自国に持ち帰ってどのように生かすかという

ことが大事です。 

 

いずれにせよ、この国連ウェーサク祭ほど参加国と参加宗派が多く、大規模で内容の充実した、しかも毎年開かれる

国際的な仏教大会は他に例を見ません。実に立派で有意義な大会だと思います。参加できる私たちや皆さんは幸せ

です。これもお釈迦様のお導きのお蔭です。私たちはこの幸運に感謝し、本日からの３日間、お釈迦様の生誕・成道・

涅槃に思いを馳せ、世界の平和についてじっくりと考えてみようではありませんか。そして、大会終了後は、この幸運

を世界中の仏教徒と分かち合おうではありませんか。 

 

改めて皆さんの御参加を心から歓迎いたします。 

 

御清聴有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

浅川重美ＩＴＲＩ日本センター会長 

スピーチ 

2010 年 5 月 25 日 

国連アジア太平洋センター 

 

タイ国を始め世界中から御来席の皆様、本日はこの立派なＵＮＥＳＣＡＰの会議ホールにおいて国

連ウェーサクの日をお祝いすることができますことを心からお慶び申し上げます。 

 

国連ウェーサクの日祝賀式典及び国際仏教徒会議も今回で 7 回目を迎えました。 

世界各国から何千名もの仏教徒が集まり、国、宗派、言葉の壁を越えて一つのテーマをもとに熱く語り合っている本

日のような状況になるとは最初の頃は、まったく想像もできませんでした。 

私たちは今回日本から多くの宗派の方々と共にタイに参りました。そのことだけでも以前はなかなか実現しなかったこ

とですが、今はここでアジアをはじめ欧州、アフリカの仏教徒の皆様ともお話しすることが出来ます。 

やっとここへきて国や宗派の違いではなくて、国や宗派が同じくしている価値と目標を見つけ、共に力を会わせること

を考えるようになりました。 

本日のこの会場は 1999 年 12 月 15 日の第 54 回国連総会において宣言された「ウェーサクの日の国際的認知」宣言

の通りに、世界の仏教徒がここ、国連の施設に集まり仏陀の記念日をお祝し、世界の多くの諸問題を解決しようと議

論を交わしています。 

 

このように私たちの夢が実現しましたのも、国連の皆様の温かい応援とご協力、そして海外からの多くの仏教徒を暖

かく迎え頂いているタイ王国の皆様、またこの式典を主催するダマ 

 

コサジャン学長を中心とするウェーサク評議会の皆様の努力のたまものであると感謝を申し上げる次第です。 

 

仏陀は人間が生きてゆくための最も根源的なテーマ追求しました。そのテーマに対する答えを今国連やユネスコなど

の専門機関が世界を救うためにあらためて必要としています。それ以外に答えが見つかりません。 



環境、貧困、紛争解決など多くの問題が私たちの目の前に大きな壁となって立ちはだかっています。問題解決の為の

国際会議も時には国益の争いの場に変化したりすることもあり、大きな成果となりません。 

このような諸問題を解決できるのは仏の智恵と慈悲をもって取り組み、永続的な活動として取り組むことだと思ってお

ります。 

今回、私どもＩＴＲＩが国連ウェーサクの日式典の共同開催者である日本側の代表の一翼を担わせて頂けることはとて

も光栄なことでありますと共に、ＩＴＲＩ自身にとっても非常に意義深いことであります。と申しますのは、ＩＴＲＩは 2007 年

に国連の経済社会理事会におきましてＮＧＯとして国連の特殊協議資格を付与されました。ＩＴＲＩは在家仏教者の団

体でありますが、国連と同じく、文化活動や教育活動を通して世界の平和を目指しております。その趣旨とそれまでの

活動を国連から認めて頂きまして、関連する国連の行動計画、プログラムに関するアドバイザーおよびコンサルタント

の役割を頂きました。従いまして、この国連から認められた世界平和を訴える国連ウェーサクの日の式典に参加させ

て頂けますことは、ＩＴＲＩの特殊協議資格団体としての役割を実行していることにもなるのです。 

私どもは、各種国連の活動、仏教の活動、青少年の活動等を通して、また、同じ志を持つ様々な団体・機関の皆様と

共に有機的かつダイナミックに世界における対話を推進し、平和な社会の実現を目指しております。ここに御来席の

皆様も同じような志をお持ちのことと存じます。是非ご一緒に同じ目標に向かって進んで参りましょう。 

 

最後に世界の仏教徒がこのように集まり仏陀の記念日をお祝し、世界の多くの諸問題を解決する会議を開けている

のは国連の決議を頂いたことと、皆様の温かい気持ちと、ご協力によっているものとあらためて感謝申し上げます。 

 

国連ウェーサクの日の式典が今後益々発展されることをお祈り致します。ご清聴有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪基調講演≫ 

地球の回復 － 仏教徒の展望 

 

A. T. アリヤラトネ博士 

 

5 月 22 日から 26 日－タイ－バンコクおよびアユタヤ 

2010 年（仏暦 2553 年）国連ウェーサクの日式典での 

A. T. アリヤラトネ博士による基調演説 

 

 

私は、タイ最高サンガ評議会に深い敬意を、そして、第７回国連ウェーサクの日式典

をタイで開催するにあたり、以前の５回と同様に恩恵を与えて下さったタイ王国政府

に称賛をおくりたいと思います。私はまた、このめでたい式典において、『地球の回復

－仏教徒の展望』というテーマで基調演説を行うべく私をご招待下さった主催者、タイ

のマハチュラロンコーン仏教大学と日本のインナートリップ霊友会インターナショナル

に心からお礼申し上げます。 

 

私たち、世界の仏教徒は、他のどの宗教の信者よりも、今この時この惑星にある生命の存続に対して大きな責任を持

っている、と思います。仏陀は、たとえばカラマ・スッタ（Kalama Sutta）の中で、私たちは、誰であってもどんなものであ

っても権威として受け入れないように、と教えておられます。まず、様々な問いかけによって私たち自身の心の働きを

調べ、その後で、私たちのこの世界で適切な行動を行なって問題を解決する、ということが仏教の基本的な実践です。

どのようなことであれ、それを受け入れるか、それとも、それを拒絶するのかを最終的に決める権威を持っているのは

私たち自身です。それゆえ、私たち、人間は、まず最初に、世界の何がうまくいっていないのかを自分で見つけ出さね

ばなりません。そしてその後で、私たちは、外部の権威に介入を懇願することなく、私たち自身が実行することができ

る改善策を探さなければなりません。 

 

仏陀は、私たちの前に世界の二つの概念を示されました。それは、『外的な客観的世界』と『内的な個人的世界』です。

『外的な客観的世界』は、広大な無限の空間の中にある宇宙という文脈の中で理解しなければなりませんので、仏陀

は、この宇宙的広がりを持つ『外的な客観的世界』についての思弁は思いとどまるように、と言われました。そのような

思弁は、今この世界に生きている私たちとは直接的に結び付かないからです。仏陀は、私たちによって、私たち自身

によって創り出される『内的な個人的世界』を私たちが理解することの重要性を強調されました。仏陀のお言葉で言え

ば、「知覚と意識を持つこの一尋（６フィート）の長さの体の中に、まさに世界があり、世界の始まりがあり、世界の停止

があり、そして、世界の停止へと至る道がある」のです。 

 

『外的な客観的世界』に関して、仏陀は、宇宙空間がいかに広大かについて、その中に世界がどんなに数多くあるか

について、あまり詳しくはありませんが、言及されています。宇宙にある無数の世界は、内的にも外的にも絶えず変化

しています。仏陀は、幾つかのお経の中で、特に世起経（Agganna Sutta）の中で、宇宙にある無数の世界の一つであ

るこの惑星上の世界と生命の起源、消滅、そして、再出現の過程を生き生きと説明されました。仏陀は、このような世



界が無数にある宇宙は果てしないものであり、この世の存在である私たちの心ではとうてい理解できないものである

から、この『外的な客観的世界』にあまり深く踏み込もうとしてはいけない、と私たちに警告されました。 

 

しかしながら、外的世界の基本的理解は、私たちが存在していくために欠くべからざるものです。なぜなら、その理解

が、私たちが住む環境に影響を与えるからです。マハ・マンガラ・スッタ（Maha Mangala Sutta）中で、仏陀は三十八の

めでたいことを述べておられますが、その中の三つのこと、『住むに適した場所に住むこと（Pathirupa Desa Vasoca: 

Congenial place to dwell）－過去に良い行いを行なったかどうかということ（Pubbeta kaca Punnata: In the past merits 

making）－正しい方向に自分を向けること（Atta Samma Panidica: One's self directed well）』は、今の私たちにとって重

要である、と私たち仏教徒は信じています。これらを別の言葉で言うと、私たちが住む環境、私たちの過去の行為

（業）、そして、私たちがどの位自分の心をコントロールできるか、ということです。 

 

外的な世界を詳しく研究しても、私たちが捉えられている生と死のこの循環の中の苦しみを減らす手助けにはなりま

せん。ですから、この輪廻の海－誕生と死の循環を理解して渡ることがもっと重要です。そういうわけで、仏陀は、現

代で言うなら天文学や天体物理学あるいは生化学などといった物理的な科学の教えに過度に関わることはせず、私

たちが私たち自身の心に関する内的な科学を理解していけるようになるテーマに集中されました。仏陀は、四聖諦を

発見され、私たちに、八正道およびそれに関連する道徳規範に従うことを推奨されました。しかしながら、仏陀の教え

は、私たちの存在そのものにとって必要不可欠な私たちの惑星の健康を維持するために、私たち人間がどのような行

いをすべきかについて非常に価値のある教訓を与えて下さっています。 

 

現在私たちの前にある問題は、この『外的世界』で何がうまくいかなかったため以前よりもいっそう私たちは苦しむこと

になったのか、この絶え間ない悪化を引き起こしている要因は何なのか、そして最後に、私たちはこの流れを逆転させ

るために、私たちは私たちの『個人的世界』で何ができるのか、ということです。仏教の考え方からすると、地球の回復

は私たち自身から始まらねばなりません。集団という観点から言うと、私たちは、家族の一員として、グループの一員

として、田舎の村の一員として、都市社会の一員として、国家の一員として、そして、世界共同体すなわち人類家族の

一員として、まず、自分自身から始めなくてはならないのです。 

 

私たちの世界を現在のように悪化させた原因を探し求める時、私たちは常に次のことを心に留めておかねばなりませ

ん：個人生活レベルからグローバルな人類家族レベルに至るまで、どのレベルにおいても、私たちはみな互いにつな

がっており互いに依存し合っているが、それと全く同じ様に、私たちの世界を悪化させた原因もまた相互につながりを

持っている、いうことを。これは縁起（Paticcasamuppada Dhamma）に関する説教の中で仏陀が教えられていることで

す。それゆえ、私たちは改善策を探す時に、個々の要因にだけではなく、原因となる様々な要因全体に注意を払い、

それらを全体として処理する方法や手段を考え出さなければなりません。 

 

毎日の仏教の実践の中で、私たちは、「生きとし生けるものが健康で幸福でありますように」、パーリ語では「Sabbe 

Satta Bhavantu Sukkhithaththa」と言うのですが、という思いをつちかいます。ですから、ものと生命と世界を全体的に

‐Sabbe‐見ることは、私たちが仏教徒として慣れていることです。 

 

今日、私たちの世界は数知れぬ地球規模の問題に直面しています。それらの問題には、例えば、貧困、病気、環境

汚染、気候変動、暴力と犯罪、麻薬中毒、女性や子供に対する虐待、政治腐敗、戦争とテロリズム、人権侵害から生



まれる無力感などがあります。これらはすべては互いに関係しており、また、その原因もすべて互いに関係しています。

これらの問題の原因は何かと探っていくと、すべて人間の誤った行いにたどり着きます。 

 

私が話をした多くの人達は、貧困が人類が直面している一番大きな問題だと言いました。しかし、世界の資源の不公

平な割合を自分の手にしている世界の少数の人々の裕福なライフスタイル、貧しい人々の無力感、経済搾取、そして

それらの結果起きる無知、低い識字率、病気、不和、暴力、麻薬中毒などの悪循環といった要因と貧困との関係に気

がついた方はほとんどおられません。ですが、貧困撲滅のためのいかなる処方箋も、これらすべての要因を考慮に入

れなくてはならないのです。 

 

仏教徒として、私たちは、貧困をもたらす原因を取り去るために、暴力的手段を提唱したり用いたりすることはできま

せん。ですから、貧困とそれに関係する他の問題と闘うために、私たちは非暴力的手段を見つけて使わねばなりませ

ん。これが意味するところは、社会の精神生活を高めねばならない、ということです。社会のメンバーに連帯の精神を

持たせ、慈悲の心を育み、自信を生み出すために使うことができる精神的伝統がどの国にもあるものです。彼らは一

緒に、まず、彼らを貧困にとどめている原因を論じ、学び、それから、変化をもたらすために彼らが取り組むことができ

る行動の計画を立てることができます。これはすべて、意識を集中した呼吸（Anapanasati）を行い自分自身の心を注

意深く見つめる、という簡単な実践から始まります。 

 

スリランカでは、52 年前から、貧困の撲滅を核とした総合的な農村覚醒運動が続けられており非常に成功しています。

サルヴォダヤ－すべてを目覚めさせること－運動として知られているその運動は、スリランカの 15000 以上の村落社

会で行われており、国のすべての民族、すべての宗教社会がその中に含まれています。サルヴォダヤ運動が仏教の

非暴力という教義に基づいているため、ヒンズー教徒やイスラム教徒、キリスト教徒といった非仏教社会の人々も参

加に二の足を踏むことはありません。宗教の真髄は、人間の中の精神的エネルギーを目覚めさせる能力です。いった

んこのエネルギーが解放されると、人間が作った障壁は溶け去り、地域の社会の意識の変容が起こります。 

 

この農村組織戦略の中で非仏教徒に進んで受け入れらている仏教の価値観は次のように要約できます： 

 

慈悲心（Metta）、慈悲の行為（Karuna）、公平な喜び（Mudhita）、平静（Upekkha）、分かち合い（Dana）、聞く人を喜ばせ

る言葉（Priya Vacana）、建設的な行動（Arthacarya）、そして平等（Samanathmatha）。 

 

この運動に参加している地域社会は、貧困と貧困を引き起こしている原因を、彼らが自立と社会参加と科学的な取り

組み方によって立ち向かうなら乗り越えることができる課題として受け入れ始めます。科学は、このように、私たちが

住んでいる環境によい影響を与えるために、実践的な仕方で、利用することができます。彼らは、水、食料、衣服、住

まい、医療、エネルギー、教育、通信といった人間が基本的に必要とするもの、また、精神面や文化面や環境面で必

要とするものを充たすために、彼らの伝統的な価値観、技、科学技術、天然資源、人的資源を利用します。このように、

人々は、草の根から始めることにより、貧しい地域社会を仏教の方法に従って暴力を使わずに建設的に変えていくこ

とができるのですが、仏教の方法に従ったこの改革手法は、地球全体に発展させて行くことができます。 

 

仏教徒の考え方からすると、意識の変革はその地域社会の豊かで力のある人々にも当然起こります。サルヴォダヤ

運動で人々が受け入れた前述の仏教の価値観は、彼ら、豊かな人々にも恩恵を与えます。この価値観により、彼らは



自分たちも同じ人間という存在であるという自覚を持つようになり、彼らの家族に生活の安全と喜びをもたらされるか

らです。もしも、彼らの所有する余分な土地の一部を土地を持たない人達と分かち合ったり、貧しい人達の教育や医

療や住居に、そして、文化に関する計画に物資やお金を寄贈したりすることによって彼らもまた地域社会の努力に加

わるならば、嫉妬や競争、階級紛争、暴力、テロリズム、そして盗みなどといった格差の問題が軽減されることでしょ

う。 

 

金持ちの人々や特権を持つ人々はまた、地域社会で稼ぎの良い雇用を得られるように若者達を訓練するために、実

質的な形でお金を出すこともできます。利益を最大にすることを唯一の目的とするのではなく、地域レベルでの農業や

小規模な事業をスタートさせ、若者達を吸収して新しい経済関係を築くことができます。彼らは、自然と環境と人間を

大切にする若い起業家という新しい世代を生み出すことにおいて、大きな助けとなることができます。このようにして、

若い人々が十分な稼ぎのある雇用を得ることができれば、村であれ都会であれ、そこは決して、麻薬の売人、麻薬中

毒患者、あるいは、アルコール中毒患者、そして、その後エイズの犠牲者となる無法分子を繁殖させる場とはなり得ま

せん。 

 

慈善はよいことであり私たちは慈善的行為を促進するべきですが、慈善は正義の代わりとはならない、ということを私

たちは忘れてはなりません。さらに、無分別な慈善は物乞いを育てます。ですから、莫大な富を持ち、世界の金融経

済を支配する人々は、その意識を革命的に変化させ、すべての人のために役立つ持続可能な世界経済に向けて変

革がなされるように、指導力を発揮しなくてはなりません。もし、今この時に、彼らがその普遍的な義務を果たすことが

できなければ、仏陀がチャッカワッタ・シハナダ・スッタ、アッガナ・スッタ、クタダンター・スッタなど様々な教典の中で非

常に具体的に示されている通り、彼らは、テロリズムを倍増させ、環境危機と生態系の不均衡を、抑制しがたいグロー

バルな範囲にまで加速化させた、ということに対する大きな責任を負わねばならないでしょう。 

 

一国のまた多国籍の企業が政府に対して大きな影響力を行使する、という事実はよく知られています。ですから、これ

らの企業は、私たちの惑星とその上に住む人間を含むあらゆる形の生命の存続に対して大きな責任を持っており、時

には政府よりも大きな責任があります。この惑星上で最も教養のある最も有能な頭脳の持ち主の幾人かは、そのよう

な企業に雇われています。これらの多国籍企業や政府を支配する人々の意識が変わりさえしたら、ひょっとしたら、こ

れまでお話ししたような様々な世界的問題の中の多く問題の取り組みに成功することができるかもしれません。仏教

がそのような意識変革の過程に影響を与えることができる方法があるでしょうか。 

 

もしも、大多数の人々が仏教を実践している日本、タイ、ビルマ、カンボジア、ベトナム、スリランカのようなアジアの

国々の私たちが、農村と都会の地域社会を変革することによって、地域レベルでこれらの様々な問題と、統合した同じ

方法で歩調を合わせて一緒に闘うならば、経済を支配するそれらの人々の意識を変革することはそれほど難しくない

かもしれません。彼らの意識と経済的権力関係および政治的権力関係を同時に変革することによって、地域社会が、

法と秩序と平和を維持し、地域社会を発展させる計画を遂行し、住民参加型の自治を実行する全責任を負うようにす

ることができます。これは、多国籍企業の所有者といった世界的な影響力を持つ人々や私たちの社会の裕福な人々

に示す例となるでしょう。彼らと、言葉の上であれ、他の形であれ、暴力的な方法で対決する必要はないのです。仏陀

が私たちに教えられたように、どんな人であれ、結局人間は苦の法を免れ得ません。どんなに裕福でもどんなに権力

を持っていても、人は肉体的な苦しみや精神的な苦しみそして感情的な苦しみを免れることはできないのです。苦しみ

を克服し永続する幸福を達成する方法は、仏陀が私たちに示された精神的な道をたどることです。 



 

仏陀は、永続する幸福（Nibbana、涅槃）すなわち至高の悟りを求める人々に、三つの根本的な法をしっかりと理解す

るように、と助言されました。それは、私たち全員が免れ得ない無常（Anicca）、苦（Dukkha）、そして無我（Anatta）です。

何千もの農村や都会の地域社会で、人々がこの法を学び、道徳（Sila）と三昧（Samadhi）と智慧（Panna）の三つの徳を

実践し、智慧を伸ばしていくなら、それが社会に与える影響は並はずれたものとなるでしょう。これは、膨大な精神的エ

ネルギーを生み出し、多くの裕福で権力ある指導者達を変革して法の道－八正道をたどらせることでしょう。 

 

私たちを不安にさせる最後の、しかし、小さからぬ問題は、組織化された暴力が世界で増加していることです。民主的

に選ばれた政府や法を守る市民が、テロリスト集団によって脅かされ、拷問され、殺される時、政府もまた、その財源

のより多くを割り当てて、もっと大きな暴力によって彼らに対抗することを余儀なくされます。私の国スリランカのように、

政府は時々テロリストを打ち負かすことに成功しますが、しかし、それも人々の多大な犠牲の下にです。テロリズムと

戦争の根源は、容易には打ち壊されません。仏陀がおっしゃるように、「憎しみは憎しみによっては止みません。憎し

みを取り除くことができるのは憎まない心だけなのです。」人々を非暴力の道へと導くことができるのは、人々の社会

的権利、経済的権利、政治的権利を確実に向上させると同時に、人々の精神的発展、道徳的発展、そして文化的発

展のためにますます多くの財源を割り当てることのみです。人権侵害、特に女性と子供達の人権の侵害は、もしも私

たちが人間社会の文明レベルを維持しようと思うならば、完全に止めさせなければなりません。 

 

近年、人間社会は、地震や津波、洪水、ハリケーン、竜巻、火山の噴火などの自然災害によって多くの人命が失われ

多大な資産の損失を被る、という経験をしております。同様に、エイズやガン、心臓病などの致命的な病気によっても

大きな苦しみがもたらされています。仏教社会では、社会の支配者が公正ではなく Niyama Dhammas（宇宙の法）すな

わち Bija（種、遺伝子）、Uts（季節）、Kamma（因果）、Citta（心、精神）そして Dhamma（現象）に付随する自然の法に従

わなかったり、それを破ったりする時、また、良き統治が行われない時、自然が反乱を起こしそのような社会に破壊を

もたらす、と広く信じられています。自然の側でのこの反乱は地球のそして世界の今ある均衡を破壊しようとしている、

という兆しがあるのではないでしょうか、それならば、人類全体が、私たちの惑星を、私たちの自然を、私たちの人間

社会と価値観を救うためにはせ参じるべきではないでしょうか。仏陀は 2600 年前に私たちにその方法を示されまし

た。 

 

 

 

A. T. アリヤラトネ博士は、スリランカのサルヴォダヤ・シュラマダナ運動の創始者であり会長です。52 年前に始まった

この運動は、現在、スリランカの 15,000 の村落共同体で活発に地域社会自己開発計画に取り組んでいます。この運

動は、東洋においても西洋においても、開発について考える多くの人々を鼓舞してきました。多くの学者が、この運動

は、仏教哲学が幸福と発展と平和のための行動にその形を変えたものである、と評しています。 

 

 

 

 

 

 



世界危機に対する佛教徒の智慧 

―特に環境について― 

日本 妙心寺 霊雲院、則竹 秀南 

 現代は、高度な科学の発達により、人々の生活は豊かになり、便利な清潔感あふれ

る快適な生活がボタンを一つ押すことで可能であります。更に、自己の欲望も十分に満

たされることも事実です。 

 人類の歴史はじまって以来の豊かな幸せな生活をしているのが現状であり、しかし反

面、日々の生活に苦しみ、貧困にあえいでいる人々がいることも事実であります。 

 この人類の高度な科学文明生活により、自然は破壊され、環境は汚染され、更に人間の道徳律も乱れているので

す。 

  

この様な危機に立つ環境問題を解決するために、私達仏教徒は如何にあるべきか。現代人が持つ価値観をそのま

ま法律で規制しても一時的なもので効果は薄く、根本的に価値観を変える可きであります。それには、佛の智慧によ

る佛の教の実行です。 

 佛陀の説かれた「足ることを知る」この御言葉を各人が自知体得することです。 

 幸せとは無限に拡大する欲望を満たすことではありません。一人一人が欲望に執着する愚かさに気付くことです。も

っと欲しい、もっと欲しいと常に求めてやまない心の愚かさに目覚める重要さに早く気付くことです。 

 そこから「勿体ない」という気持ちが湧き出ます。数年前世界的に有名となり「勿体ない」と言う言葉が世界通用語と

して用いられた程です。これを実行することに尊さがあります。何も困難なことではありません。 

 毎日の生活の中で使用しない部屋の電灯は「勿体ない」と消すことです。一滴の水も「勿体ない」と大切に使うことで

す。紙一枚もタオル一枚も「勿体ない」と大切に使い、使えるまで使い尽くすことです。「勿体ない」と心に刻み、使い捨

ては慎みましょう。 

  

佛教ではものにも命があることから、それを大切に使います。食事の時は飯粒一粒も残さず、野菜一葉も残さず食

べ、食後に茶碗に入れた茶湯で中を洗い、それをきれいに飲み干すという「勿体ない」の精神を、日本の食事のマナ

ーに取り入れています。 

  

水は現代一番大切な資源です。一本の同じ川の水を如何に使うことによって、人々の生活は天と地との隔たりが出

来ます。同じ川の水を私が私がと自己を主張し、奪いあうならば争いとなります。同じ川の水を互いにゆずりあい分か

ち合って使えば、皆が喜びあえて和やかに生活出来ます。 

 この明確な道理をよく味わって一人一人が「足るを知る」「勿体ない」の精神でゆずりあう心を以って日々生活するこ

とを提唱します。 

 この身近な簡単な行いを日々心して行動することにより、環境は保存され、人間は心豊かになり、世界は自ら平和と

なり、佛の世界が現出します。 

 

 日本を訪問された時は、京都の禅寺 妙心寺、霊雲院へ足を運んで下さい。御連絡をお待ちします。一杯のお茶を

分かちあって飲みましょう。 

御清聴有難うございました。 


