
1 
 

 

 

 

 

基調講演 

 

人類の幸福のためのブッダの成道人類の幸福のためのブッダの成道人類の幸福のためのブッダの成道人類の幸福のためのブッダの成道    

    

イギリス、プラ・パーワナーウィテート尊師 

 

 

 ブッダの成道は、人類の歴史において間違いなく最も重要で意義深い出来事です。そのブッダの成道から

2600 年目を記念するこの式典で、仏教という同じ信仰を持つかくも大勢の皆さまにこのように話しをする、という

ことは本当に名誉なことであります。そしてまた、この非常に大きな集まりは、仏教の繁栄を確かなものとし、仏教

の衰退を防ぐために、たびたび、かつ大勢で集まりなさい、とおっしゃったブッダの教えに対する何と素晴らしい

お返しでありましょう。私たちの集まりのテーマ、“人類の幸福のためのブッダの成道”をここでご紹介させていた

だくことはうれしいことです。このテーマは、とりわけ、私たちが共に過ごす三日の間、ずっと私たちの心を占める

ことになるでしょう。 

 

 ウェーサクの日、すなわちヴェサカ・プージャは、はるかな昔から、ブッダの誕生と成道と入滅を記念する日で

す。特に、上座部仏教諸国では、この日に人々が思い起こすのは、これら三つの偉大な出来事です。上座部仏

教は非常に古い歴史を持っておりますが、今日ではもちろん、多くの部派の一つです。といいますのも、仏教は

その始まり以来、別々ではあるが関連ある数多くの部派をその内に包む大きな一族へと成長してきたからです。

それらの部派は、それが根付き成長した様々な土地と文化の性質によって異なっているだけではなく、その伝

統と儀式も異なり、さらには、教義も教義や戒律の解釈さえも異なっています。しかしながら、異なっている点も、

お互いを隔てているものもたくさんあるにもかかわらず、私たちを結び付けているものもたくさんあります。その中

でも特に私たちを一つに結び合わせているものが、ブッダの成道です。私たちは皆、そこから始まったのです。

仏教徒と言い表される私たちが現在持っているすべて、そして、仏教として知られているすべては、あの比類な

き驚くべき経験から、さすらいの苦行者であったかつての王子を、その日から今日まで、ブッダ、悟った者、完全

に目覚めた人として知られている人に変えたあの一つの経験から生まれました。もしあの成道が起こらなければ、

ブッダも仏教もなかったでしょう。そして、この大きな集まりも行われていないでしょう。ブッダの成道がなければ、

この偉大な仏教の一族は決して生まれなかったことでしょう。そして、成道が起こらずブッダもダルマもなかった

ならば、何よりも特に、私たちは今、希望もなく苦しみから抜け出す方法も持たない生活を送っていることでしょ
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う。 

 

 最近、私は、どのようにしてインドの初期仏教の歴史が失われ、二、三百年前まで忘れられていたか、そして、

その後、主に、教育を受けた教養ある、しかもアマチュアとはいえ考古学者、東洋学者でもあった植民地行政官

達のおかげで、どのようにインドの輝かしい仏教の過去が次第に明かされてきたかについての本を読み直して

います。私たちが現在生きているような、事実を簡単に調査することができ、情報を素早く、容易に、そして正確

に広めることができる時代に生きていると、世界の歴史も人類の歴史もほとんど知られていなかった時代を想像

するのは難しいことです。しかし、実際には、私たちが私たちの過去を探検し調査できるようになったのは、そし

て、私たちの歴史と人類という種の起源についてほとんど毎日のように多くのことを明らかにしてくれている考古

学的発見によって精度が高い、信頼できる文献を持つことができるようになったのは、つい最近のことに過ぎま

せん。しかしながら、何世紀にもわたって人類に影響を与えた世界全体の大きな変化について、勃興し衰退し

ていった素晴らしい文明や帝国について、実現された物質的、医学的、技術的進歩について、人間の精神が

生み出した言語、哲学、習慣、芸術作品、劇、音楽、思想についてより多くの詳細が明らかになってきているに

もかかわらず、私たちは、今まで常にそうであったのと全く同様に、私たちが支配したり影響を与えたりすること

がほとんどあるいは全くできない様々な条件に左右され、また、自分では理解できないそして自分では制御でき

ない心の姿勢や精神状態に左右されて、あいかわらず不安定な生活を送り続けている、という事実に人は驚か

ずにはいられません。人間が知りうる限りの遠い過去から繰り返し行ってきたことは何なのでしょうか。はるかな昔

から今日まで、人々は、ありとあらゆる愛情、親切心、慈悲心、寛容、忠誠心を感じ表現してきてはいますが、し

かし、人々は今なお、互いに戦い、互いから奪おうとし、互いを餌食にしようとし、互いを恐れて虐待しようとし続

けています。端的に言うと、人々は、お互いを恐ろしく非人間的に取り扱ってきたのです。他の生き物をどのよう

に取り扱ってきたかは言わずもがなのことでしょう。そして、それは今も続いています。まさに今日この日にも、戦

争がまだ行われており、恐怖におののく人間が拷問部屋で衰弱しており、そして、動物たちは虐待されひどい

扱いを受けています。なぜなのでしょうか。ゆがんだ心、強欲や憎しみに冒され、無知によって堕落した心のた

めです。人類の歴史は不満の歴史です。物質的繁栄へと向かうあらゆる進歩と向上にもかかわらず、今なお、

多くの人々はあいかわらず幸福ではなく、損と得、幸福と苦しみ、賞賛と非難、病気と健康に悩まされています。

あらゆる変化と改善にもかかわらず、人生は、今なお苦しく、多くの人々にとって目的がないものであり、ほとん

どの人にとって期待に沿わないものです。非常に多くが変わりましたが、ほとんど少しも変わっていないものがあ

ります。人生は苦しみなのです。 

 

 他の宗教の教義に慣れている人々に、個人的に申しますと、特にヨーロッパや西側諸国で育った人々に必ず

強い印象を与えている、と私が思う仏教だけが持っている特徴の一つは、自分自身で見て考えるように、そして、

仏教が説く教義を疑問に思うように、仏教が説く実質的にすべてを疑問に思うように、と仏教自身が勧めている

ことです。そのような姿勢には多くの優れた点がありますが、その一つは、仏教が自らを説明しようとし、仏教を

批判する多くの人たちに進んで答えようとする意欲がそのような姿勢から生み出される、ということです。批判す

る人たちの中には、創造主、神という観念を拒絶する宗教を理解できないだけの人もいるでしょう。人生に対す

る利己的で内向的な取り組みだと感じてしまって、仏教の核心を理解できない人もいるでしょう。また、苦しみと

いう言葉で仏教が何を言わんとしているのか、まったく分からない人もいるでしょう。さらには、自分自身の人生

に責任を持つ用意ができていない人もいるでしょう。そして、近頃では、若い人々、人道主義者、そして物質主
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義者は皆、いかなる種類の宗教についても、その必要性を疑問に思っています。ですから、私は、この機会を、

ブッダの成道が私たちにもたらす恩恵について、そして誠実な仏教徒として生活し仏教を実践することによって

得られるものについて、私たち自身のために、私たちを批判する人たちのために、そして、世界全体のために、

明確に述べることができるこの機会をありがたく思っております。私たち仏教徒は、他の宗教を信じる人に改宗

を求めません。また、私は宗教の無理強いを支持したいとも奨励したいとも思いません。そうではありますが、そ

れでも、私たちには仏教を知らしめる責任が確かにあります。私たちの周りには、あまりにも多くの暴力、貧困と

苦難、あまりにも多くの苦しみがあります。これらを目にする時、私たちは皆きっと、世界は心底仏教を必要とし

ている、と声を一つに合わせて宣言したいと思うことでしょう。 

 

 ブッダの悟りの本質とその人類にとっての恩恵の検討に進む前に、それがどのようにして起こったのかをちょっ

と思い返してみましょう。西洋の仏教徒の間では、ブッダが人間として生まれた、私たちと全く同じ人間だったと

いう事実が重視されています。ブッダの誕生の状況が私たち自身の誕生の状況とはかなり違っていたとか、幾

つもの生涯を繰り返した長い準備期間についての話を人が受け入れるか受け入れないかはさておき、ブッダは

人間でした。ブッダは、私たちと同じように日常生活のあらゆる苦痛と痛みに苦しみ、私たちと同じように自分が

年をとることを止めることができず、私たちと同じように病気になり、そして、私たちの人生と同じくブッダの人生は

ある日死で終わる人間でした。しかし、若いシッダールタ王子は、菩薩は、将来のブッダは、自分がこのような状

況にあることを、そして、すべての人々が、実際、自分の周りのあらゆるものがこのような状況にあることを理解し、

ついに、世俗を捨てて自分が今いる不満足で苦痛に満ちた状態から抜け出る方法を見つけよう、と決心しまし

た。その探索は６年後にようやく実を結びました。その時、私たちが目にするのは、何年もの困難と試練に満ち

た生活を経てやせこけ、風雨にさらされて、ナイランジャナ河の傍らに立つ大きな木の下に座っているブッダの

姿です。もしも私たちが当時生きていて、その脇を通ったとしても、私たちは大して気に留めなかったでしょう － 

その当時のインドでは、今と同じく、聖者は珍しくありませんでした。ですから、私たちは、その木の下で今にも起

ころうとしていることが人類の歴史上最も並はずれた意味深い出来事の一つである、とは想像もしなかったことで

しょう。もしも、もっと近くに寄ってみれば、ブッダが、「たとえ、皮膚が、筋肉が、骨までもが衰えようとも、たとえ私

の体の肉と血が干上がろうとも、」人間の忍耐と活力と努力によって達成しうるすべてを達成するまではその座を

立たない、という固い決意をブッダが自身に唱えている声を耳にしたかもしれません。 

 かくして、成道の舞台は整いました。それはヴェサカの月の満月の夜でした。一人で固い決意を胸に座ってい

た菩薩は、三度、次々と悟りが心の中に生まれてくるのを見たのでした。夜が明けるまでにすべてが終わり、完

全な成道が達成され、菩薩はブッダとなったのです。 

 

 人として、私たちの心と違いがない欲と憎しみと迷妄を知る心を持った人間として座り始め、そして、ブッダが

後に説明したように、もはや人間ではなくブッダとしてその座を立ちました。その心は変容し、完全に清められた

心、快楽や憎しみや迷妄といった穢れから遠く隔たった心でした。そこで、皆さんが次のように言われるとしても、

それはもっともなことです。「それは、素晴らしい。それは大変結構なことだ。つまり、ブッダは明らかに自分にと

って良きことを得たし、今やとても安堵しているに違いない。でも他の者はどうなんだ。」そして、経典によれば、

ブッダは確かに非常に幸福で平和な心持ちで、その木のすぐ近くに、成道を達成した木の根元のところに座っ

ている以外何をする気にもなりませんでした。悟りを得た後の数週間、ブッダは近くのいろいろな場所に行きま

すが、常にその木が見える場所にいました。そうしながら、ブッダは、その木の根元に座っている間に自分が理
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解したことについて、自分が達成して得たことについて、繰り返し深く考えました。しばらくの間、その状態が続く

かのように見え始めました。ブッダは、誰と話す気も、誰に教える気も全くないように、自分が新しく見出したこと

を表現する気が全くないように見えました。というのも、ブッダは、自分が達成して得たこと、自分が理解したこと

を達成することはとても難しいので、自分に続こうという辛抱と忍耐を本当に持つ人がいることはありそうにない、

と感じていたのです。その時、梵天が、ブッダの成道が人々に与える恩恵が失われるかもしれないと懸念して自

分が乗り出すことにしました。そうして、梵天は、目が曇っておらず理解できる人々もいるだろうということを、また、

人間というものは池の蓮の花のようなもので、様々な成長の過程におり、ある者はまだ無知という暗闇と泥の中

にいるが、ある者はすでに水面まで上っており、またある者はつぼみがほころびかけて花開こうとしているのだと

いうことをブッダの心に何とか吹き込んだのでした。このことを熟考したブッダは、ついに、教えようと決意されま

した。そして、今、私たちは、ブッダが非常に長い間人々を教え導いたことを、そして多くの人々がそれによって

恩恵を得たことを知っています。そして、今、私たちは、当時から私たちにまで伝えられてきた非常に多くのブッ

ダの教えと教示を持っています。しかし、ちょっと考えてみて下さい。もしもブッダが全く教えなかったなら、ブッ

ダの成道には、ブッダ自身にとって以外、何か恩恵があったでしょうか。 

 

 ブッダにとって恩恵があったことは明らかです。なぜなら私たちは皆、欲や憎しみや迷妄は苦痛であることを知

っているからです。もしも私たちが欲深ければ、もしも私たちが欲にとりつかれたら、例えば、私たちが買い物に

行って何か気に入った物を見つけたら、その気に入ったという気持ちに続いて必ず起こってくるのは欲望です。

それを欲しい、それを持たねばならない。人々はその欲望に毒され夢中になります。その物を持たねばならない。

そのハンドバッグを、その靴を、あるいはそれが何であろうと、それを持たねばならない。そして、もしそれを手に

入れることができなければ、あるいは、それを買おうとした時に他の誰かがそれを買ってしまったら、苦痛です！

もしも人々がそれを手に入れたとしたら、次に彼らの心に入り込むのは執着心です。すなわち、もしそれをなくし

たら、あるいは、それが壊れたら、また苦痛！となります。これらのものは実にたわいのないものにすぎないので

すが、しかしそれでも人々は苦しみます。ですから、欲しいと思うものが大きな物である場合、人々がそして全国

民さえが自分の物だと主張するものが大きな物である場合については言うまでもありません。そして、人々がそ

の物を失ったら、あるいは非常に深い結びつきを感じている愛する人を失ったら、苦痛です。では、なぜ苦痛が

あるのでしょう。欲望と執着のためです。それは完全に正常なことです。人々はそのようにあるのです。これが、

ブッダがいつも指摘されていたドゥッカ、苦です。ですから、あなたが自分の中から欲と執着を取り除くことができ

たら、あなたが自分の持つ嫌悪の感情を捨てることができたら、完全な平静心で物事を見ることができ、あらゆる

ものに気を配りつつも、何ものにも心を乱されることがないことでしょう。素晴らしいことです。これが、悟りに達し

た人が得ることができる恩恵なのです。それでは、悟りにまだ達していない他の人々はどうでしょうか。 

 

 さて、皆さまよくご存知のように、私たちは皆、出会う人々に影響されます。もしあなたが非常に怒っている人に

出くわすと、あなたは警戒します。もしあなたが非常に厳しくてどうもあなたをとても嫌っているように思われる人

に会うと、あなたはとても慎重になり、かなり恐れを抱くかもしれません。もしあなたが笑みを浮かべた温かい人に

面と向かえば、あなたは引きつけられ、その人と一緒にいたいと思います。もしあなたが何の脅威もないと感じる

人に会えば、あなたはくつろいでその人を信頼します。その人に対して何の不安も抱きません。このように、私た

ちが人々の様子に影響されること、そして私たちの様子は他の人々に影響を与えることは明らかです。ですから、

私たちは、自分が他の人々にどのような影響を与えているのか、ということを意識し、注意しなければなりません。
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私たちは、人々がブッダに影響を受け深い感銘を受けた、ということを経典から知っています。一つの驚くような

例が、阿羅漢となった殺人者、アングリマーラの例です。私はこの話が大好きです。私がイギリスで仏教刑務所

教誨師団の長を務めていることを、皆さん、お読みになったか聞かれたことがあるかもしれません。これは、イギ

リスの刑務所内で仏教を役立たせることを目的とした団体です。私たちが 27 年前にこの団体を創設した時、私

たちはアングリマーラにちなんで、この団体を、アングリマーラ仏教刑務所教誨師団と呼ぶことに決めました。最

初、私たちはそれにアングリマーラと名付けることがいい考えかどうか確信がありませんでした。私は、人々がこ

の語、この名前はちょっと難しいと思うだろう、と思っていました。しかし驚いたことに、実際はそうではなく、今で

はアングリマーラはイギリスの刑務所で良く知られています。機会があればいつでも私はアングリマーラの話をし

ます。なぜならそれは重要な話だからです。私が受刑者にその話をすると、それは受刑者に希望を与えます。

私が職員にその話をすると、職員は自分達が扱っている人々についての幾ばくかの理解を得て、悪い行いをし

た人々、他人を傷つけたり社会に背いた人々でも変わることができるのだということを思い出します。今、私たち

の刑務所には、アングリマーラほどたくさんの人々を殺した人は誰もいません。しかし、それでも、何人かの危険

な人たちや、恐ろしいことをしてしまい自分が犯した恐ろしい犯罪の結果と共に生きなければならない人たちが

確かにいます。アングリマーラの物語は、恐らくは史上初の連続殺人者であるアングリマーラとブッダの出会い

に焦点が置かれています。皆さんご存知の通り、アングリマーラは1000人の人の右手の小指を手に入れようとし

ていました。彼が 999 人の指に紐を通して首にかけていた日に、ブッダが彼がいる森に歩み入ってきました。そ

こでアングリマーラは、ブッダを殺して1000 人目の指を取ろう、と急いで武装して飛び出していきました。しかし、

その時、彼はどんなに速く走っても、何も気にかけず一人で武器ももたずに静かに森を歩いていくブッダに追い

つくことができませんでした。ついに彼はブッダに、止まれ、と呼びかけました。すると、ブッダは、彼を恐れる様

子も嫌悪する様子もこれっぽっちも見せずに、彼の方を向いて言いました。「私は止まりました。今度はあなたの

番です。」そこでこの出会いは一変します。片側には、怒りと憎しみに満ち、どうあっても命をとってやると思い詰

めた男、力が強く筋骨たくましい人物がいます。そしてもう一方の側には、武器も持たずにこの人里を遠く離れ

た場所で一人で極めて危険な男と向き合っているブッダがいます。そして何が起こったでしょう。ブッダは、アン

グリマーラからその敵意をすっかり取り除いてしまったのです。一体どうやったのでしょう。どうしてそんなことがで

きたのでしょう。それは、ブッダが、自己という意識、すなわちエゴを全く持たず、憎しみも全く持たず、嫌悪も恐

怖も持たずにそこに立っていたからです。アングリマーラは、それにすっかり動揺してしまったのです。彼は、今

までの人生でこのような人に会ったことがなかったのです。彼は、人々が彼を恐れることに慣れていました。彼は、

人々が彼を憎むことに慣れていました。彼は、そのような人々の態度に対処することができました。彼は、そのよ

うな人々をどう扱えばよいか知っていました。剣を抜いて殺せ！しかし、彼は、ここで、彼に動じない人、彼を憎

まない、全く、ほんのわずかも憎まない人、彼に微笑みかけることができる人、彼を全く恐れない人と向き合った

のです。彼に何ができたでしょう。彼は、ブッダのメッタ、慈悲の心にすっかり敵意を失い、完全に度肝を抜かれ、

そのまぶしさに目がくらんでしまったのです。武器は彼の両手から落ちました。彼はこの並はずれた人物の前で

無力でした。それからこの話がどう続いたか、どのようにして彼がブッダと一緒に僧院に戻り、余生をそこで送り、

やがて阿羅漢の一人となったかを私たちは知っています。このように、ブッダは、正式な教えなど全く与えること

なく、ほとんど一言もしゃべらずに、ただそこにいるだけで、人々の中にある最良のものを引き出すことができ、

人々をより良い人々へと変えることができたのです。世界にとって、そして人類にとって、明らかな恩恵があった

のです。成道の結果であるブッダの存在と振る舞いは、ブッダが行ったすべての場所に平和と幸福をもたらす

力を持ったのです。 
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 私たちがこの話から学ぶ重要な教訓は、あなたがダルマに従って生きるならば、あなたは自分自身だけでは

なくあなたが出会うほとんど誰にでも恩恵を与える、ということです。もし私たちが世界をより良い場所にしたいと

切望するなら、まず最初に私たち自身の世界をより良い場所にしなければなりません。私たちはまさにここから、

私たち自身の心と精神から始めなくてはいけないのです。では、どのようにこれをするのでしょう。多くの若者達

と同様に、私も、人に親切にするように、隣人を愛すように、要するに、いい男の子になるようにと育てられました。

私は、悪い子になるよりいい子になる方が良い、ということは理解できました。しかし、私は、どのようにしていい

子になったらよいのかを必ずしも分かったわけではありませんでした。特に、私が腹を立てたり羨んだりした時や、

そのようなひどく不快な感情や態度に負けた時には、どうしたらよいか分かりませんでした。これは大変重要な

点です。あなたは、人に善良になれ、とただ言うだけではいけません。あなたはその方法を彼らに教えることが

できなければいけないのです。幸運なことに、ブッダは、まさに最初から、四聖諦を説かれたまさに最初の説教

から、私たちに方法を教えておられます。ブッダが私たちに与えられる方法、その方法が八正道、道徳と瞑想と

智慧の道です。ブッダが自分自身で発見し辿られたそのまさに同じ道ですから、ブッダはそれについて良く知っ

ていました。ブッダは、一度自分を、素晴らしい都城へと至る失われていた道を発見した一人の旅人に喩えられ

ました。その道が発見されてからは、その都城への道は、その都城へ行きたいと思うすべての人に明らかにされ、

利用できるようになりました。ブッダのダルマ－涅槃へ至る道、苦しみから逃れる道もまたそこにあります。その道

は明らかにされており、誰にも利用できるものです。ブッダはその道を示されました。望めば、私たちもその道を

通って苦しみから抜けだし、はるか涅槃まで行くことができるのです。これがブッダが教えられたことです。もちろ

ん、ブッダは、僧と尼僧、一般の人々、事業をする人々、金持ちと貧乏人、王様から道路清掃人など、様々な階

級の人に合わせ、様々な種類の人々に合わせて、伝えねばならないことを様々に言い変えられています。また、

ブッダの教えと導きは広い範囲に及びました：どのようにして平和に暮らしていくのか、どのようにして調和のとれ

た関係を築き仲良くやっていくのか、どのようにして両親、教師、雇い主、宗教指導者を尊敬するのか、どのよう

にしてそのような人たちに対する、また、自分の配偶者、子供達、召使い、従業員に対する義務と責任について

理解するのか、について説かれました。ブッダが提唱した社会は、害のない社会でした。誰も他の人や自分を

傷つけない社会、だから他の誰にとっても全く脅威とならない社会です。そのような害のない社会の土台はもち

ろん道徳です。その基本は、その主たるところは、戒律と呼ばれます。サンガのための詳細で複雑な律と、在家

信者のためのより平易ではあるが律と同じくらい深い五戒があります。五戒は、ブッダが自ら称賛しているもので、

人がまず自分自身に与え、そして次に他の人に与える安全に関わる五つの偉大な贈り物です。堅固な道徳的

基盤の上に生活を確立したら、つぎに、集中と意識の技術を訓練し、心を発見の大いなる旅へと向かわせます。

その旅は、実践する者を、ものごとの真の本質についての直接の悟りへと導き、悟りと共に渇望を終わらせ、苦

しみを止めるためのものです。これは、信仰を基礎とする単なる信念システムではなく、実践的な訓練の方法、

人の穢れと無知に対処する方法、私たち一人ひとりが自力で取り組み、行うことができるものです。 

 

 少し前に、理想の社会、人々の特別な共同体についてお話しましたが、ここで、サンガについてお話しなけれ

ばなりません。サンガは、ブッダが制定された最も重要な制度で、三宝の三番目のものです。サンガは、規律あ

る生活を送り、苦しみから抜け出すブッダの道を、徹底的に 24 時間実践する機会を提供するだけではなく、

2600年の間ブッダの遺産を大切にし、教え、守ってきた、世界の修道者の団体の中で最初のものです。このよう

な修道者の団体が作られた、というのはまさしく快挙でした。私たちは一瞬たりともその貢献の価値と重要性を
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見くびるべきではありません。アジアの社会とは違い、仏教の広まりが主として在家信者に主導されてきた西洋

では、すでにブッダのメッセージの断片化、希薄化が見られ始めています。サンガ---修道サンガと呼ばれるこ

ともありますが---は、西洋の仏教徒の団体の間ではもはや重要ではない、時代遅れの階層的な権威主義的な

ものとして社会の片隅に追いやられている、と感じることがよくあります。このようにして、伝統的な指導と指導者

層への尊敬が損なわれると、その結果、あたかもダルマであるかのような顔をしたダルマではない見解や意見が

増殖し、広まっていきます。こうしたことが起こり、サンガが弱体化していけば、ブッダのダルマが生き残り続ける

可能性は乏しくなります。亡くなられた偉大なアジャーン・チャー師（プラ・ポーティヤーナテーラ）がかつて、私

たちはダルマに合わせて自分を曲げる覚悟をしなければいけない、自分に合うようにダルマを曲げようとしては

いけない、と私たちに言われたことを思い出します。実際、サンガは、智慧と経験の途方もない宝庫であり、最上

のサンガの場合は、他では得ることができない最高の教えと指導と訓練の機会を与えてくれます。もちろん、私

たちは、サンガの多くのメンバーは未だ完璧ではないことを知っています。私たちは、腐ったリンゴが混じってい

ることを知っています。私たちは、サンガに加わる誰もが成功する訳ではなく、サンガであまり長続きしない人も

多い、ということを知っています。しかし、少数の怠慢な学生がいるからといって立派な大学が役に立たないとい

うことにはならないのと同じことで、そうだからといってサンガが全くだめだということにはなりません。サンガは、

徳の大きな実践の場であり、ブッダの成道から生まれでてくる人類の幸福を守り保護するための支えなのです。

また、仏教を奉じる世界中の多くの村や地域社会において、仏教寺院の存在とサンガが示す模範と指導がその

地の生活の質と繁栄に今なお大きな違いを生み出している、ということを思い出したいと思います。 

 

 さて、私たちを護ってくれる三宝のそれぞれについて、ブッダの成道の直接的な恩恵について、そして、ブッ

ダの成道から人類のために生まれてきたものについてお話ししましたので、次にブッダの成道の間接的な、ある

いは、隠れた恩恵のいくつかへと話を進めたいと思います。 

 

 昔は旅をすることは大変困難で危険な企てでしたが、にもかかわらず、多くの冒険者が、想像もつかない宝物

を見つけたいとか土地や領土を手に入れたいという自分の夢を命をかけて追い求めて、あるいは、単に商売の

ために、あるいはただ自分の好奇心を満足させるためにさえ、家や村を離れて旅に出ました。人々は昔からず

っと移動しているのです。私たちは、そのような人々が富や物質的利益を持ち帰ったことを知っています。また、

植物や薬品を、さらには人間を奴隷にして故郷に連れて帰ったことさえ知っています。しかし、私たちは、彼らが

出会った思想や哲学を持ち帰ったのかどうかについてはあまり知りません。人々が旅先で出会った思想や哲学

をどのくらい理解したのか、そしてそれらのどれほどが彼らに影響を与えて彼らと共に戻り、彼らの文明に影響を

与えたのか、についてはよく分かっていません。しかし、そういうことが起こったに違いありません。私たちは、仏

教がどのように広まってアジアの至る所で発展したかを知っています。しかし、仏教は、はたして古代にヨーロッ

パにまで達したのでしょうか。アレキサンダー大王がインド侵略した後、ギリシャ人はインドにいましたので、仏教

思想がギリシャにまで伝えられ、古代ギリシャの哲学者達に影響を与えたことはほぼ確実です。また、仏教が、

キリスト教の誕生とその広まりに影響を与えた可能性もあります。これは単なる推測に過ぎませんが、イエス・キリ

ストが、どこにいて何をしていたのか全く記録がない 12 歳から 30 歳までの行方不明の年月の間に、インドで仏

教の師達の足下に座っていた可能性だってあるのです。事実が分かることは恐らく決してないでしょうが、可能

性はあります。仏教の影響を示唆するキリストの言葉や話があるのです。初期キリスト教の修道院制度は、その

設立の段階でユダヤ教のテラペウタイ派の影響を強く受けたことが認められますが、テラペウタイ派は森の隠れ
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家で禁欲生活を送り、上座部仏教の僧と同じように瞑想を実践していました。彼らは上座部仏教の僧を手本とし

たように思われます。旅行がもっとずっと快適で、速く、安い現代では、多くの人々が家から遠く離れて休暇を過

ごし、多くの人々がタイの海辺や島々にやって来ます。そして、そこで彼らは仏教に出会い、しばしば、仏教が

発する平和と調和のオーラに感銘を受けます。さらには、追放されたり、あるいは、逮捕されている平和主義で

辛抱強い仏教指導者達もまた、マスコミが何度も何度も私たちに思い出させてくれるので、人々に大きな影響を

与えています。私が訪れる警備が厳重な刑務所の壁にさえ、ダライラマ猊下とアウン・サン・スー・チーの写真や

感動的な言葉が貼られています。また、最近、西洋の医療専門家は、マインドフルネス（意識に満ちていること）

が持つ利点を理解するようになりました。マインドフルネスの技術が、患者が持続的な痛みに対処したり、うつ病

のような精神的な問題に対処するのを助けるために使われています。マインドフルネスを教える、あるいは、マイ

ンドフルネスの教師になろうとする人々を教える大学がいくつか生まれ、また、教える人もたくさんいます。実際、

マインドフルネスは一大事業となっています。数週間前に、麻薬と麻薬中毒に関する政策を調査するために設

置された議会の委員会で、ある有名なコメディアン俳優が証言していました。この俳優はその証言の中で、“節

制に基づく回復”法を提唱し、これが自分が麻薬中毒を克服した方法だと下院議員達に話しました。“節制に基

づく回復”－ブッダが教えられたことと実によく似ていませんか。それはまさに五戒ではありませんか。このように

あらゆる種類の人々が、様々な点でブッダの教えと実践の恩恵を発見しているのです。昔、インドのアショカ大

王は、仏教に改宗した後、世界で最初の福祉国家を築き、すべての宗教を保護しましたが、このことは広く知ら

れています。それ以来、仏教を奉じる君主国は、ここタイ国のように、アショカ王の例にならって様々な宗教に対

して寛容であり、また異なる宗教間の相互理解を推し進める傾向にあります。そして、これは私の国イギリスの皇

室にも影響を与え始めたかのように見え始めていま 

 

す。イギリスの王、女王は信仰の擁護者として知られていますが、この信仰とはキリスト教のことです。そして、王、

女王はイングランド国教会の首長でもあります。それにもかかわらず、まずチャールズ皇太子が、数年前のこと

ですが、王位を継承したらすべての信仰の擁護者になりたい、という意向を明かにしました。それから、今年、ダ

イアモンド・ジュビリー式典の最初に、女王陛下が、カンタベリー大司教の住居であるランベス・パレスで行った

演説の中で、教会は“この国のあらゆる信仰の自由な実践を保護する義務がある”と言って私たち皆を驚かせま

した。これらの表明がなにがしかでもアショカ王のおかげなのかどうか私には分かりませんが、それらもまたブッ

ダの成道が人類に与える並はずれた影響の間接的な例であるかもしれません。 

 

 この演説の最初で申し上げましたが、ブッダは、仏教を繁栄へと導き、仏教が衰退するのを防ぐ条件について

話された折りに、頻繁に大勢で会うことを称賛されました。今日この場所に集まっている人数は、ブッダが当時

考えられていた数をはるかに超えていることはほとんど間違いありません。また、一年に一度という回数はそれほ

ど頻繁ではないと思われるかもしれませんが、どんなに多くの人々がここに来ているのか、幾つの国からここにき

ているのか、そしてどんなに遠くから何百マイル、何千マイルもの旅をしてここに来ているのかを考えると、このよ

うな会合が一年に一度よりももっと頻繁に開かれる、ということはほとんど考えられません。ですから、主催者とボ

ランティアの方々、そして、この素晴らしい会議を可能にして下さったすべての人々のおかげで、仏教の繁栄と

発展のための条件の一つは充たされました。条件は他にもいくつかあるのですが、それらの中に、私たち全員

が貢献できるもう一つの条件、私たち全員が守ると私が信じておりますもう一つの条件があります。それは、私た

ちが調和のうちに私たちのなすべき活動を行い、滞在の終わりには調和のうちに私たちのそれぞれの道へと向
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かうことです。そしてさらには、私たちがここで聞き、経験したことに勇気づけられて、ブッダが説かれたことを一

層の献身を以て実践していこうという決意とやる気にあふれてそれぞれの道へと向かうことです。わたしはこのこ

とを切に願っています。と申しますのも、それが、ブッダの成道が来たる何世代にもわたって人類の幸福のため

にその影響力を行使し続けることを確実にする、たとえ唯一の方法ではないとしても、最も確実な方法であると

私は確信しているからです。 

 

 ありがとうございました。 

 

 

プラ・パーワナーウィテート尊師（ルアンポー・ケーマタンモー） 

サンティタンマ フォレスト・ハーミティッジ 

（ワット・パー・サンティタンマ）イギリス 

大英勲章受勲者 （O.B.E）. 

学歴学歴学歴学歴    

プラ・パーワナーウィテート尊師はロンドンのセントラルスクール・オブ・スピーチ＆ドラマ、及び、ドラマセンター・ロン

ドンで俳優としての訓練を受けた。 

 

仏教プロジェクト／経験仏教プロジェクト／経験仏教プロジェクト／経験仏教プロジェクト／経験    

プラ・パーワナーウィテート尊師は、イギリスのワーウィックシャーにあるワット・パー・サンティタンマ、フォレスト・ハー

ミティッジの僧院長である。 

彼は刑務所教誨師団で活動しており、過去 35 年にわたりイギリスの多くの刑務所で仏教教誨師を務めてきた。1985

年に仲間と共に設立したアングリマーラ、仏教教誨師団のスピリチュアルディレクターである。彼は刑務所勤務教誨

師協議会の一員で、王立刑務局と NOMS（国立犯罪者管理局）の仏教顧問を務めて 

いる。また、TBSUK（英国上座部仏教サンガ）の会長でもある。彼はワーウィックシャーとコヴェ

ントリーの SACRE（宗教教育常設諮問委員会）の委員で、長年にわたりワーウィック大学仏教

協会を率いている。 

 

アジャーン・ケーマタンモー尊師、大英勲章受勲者（チャオ・クン・パーワナーウィテート、または、

アチャーン・ケーマタンモーとも呼ばれ、ルアンポーやプラという尊称が付けられることもある）は、

上座部仏教の僧である。 

 

1944 年、イギリスに生まれる。1971 年にセントラルスクール・オブ・スピーチ＆ドラマ、及び、ロンドンのクラーケンウ

ェルにあるドラマセンター・ロンドンで訓練を受けた後、プロの俳優として活動し、ロンドンの英国国立劇場で数年間

サー・ローレンス・オリヴィエと一緒に働いた。その後、インドの仏教聖地を経由してタイへ旅行。 

 

1971 年 12 月にバンコクで見習い僧となり、およそ１ヶ月後にウボン・ラーチャターニー県へと移り、ワット・ノンパーポ

ン寺でアジャーン・チャー スパトー尊師（チャオ・クン・ポーティヤーンテーラ）のもとに滞在した。1972 年のヴェサカ・

プージャの前日に彼は具足戒を受け比丘、完全に得度した仏教の僧となった。 
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1977 年にケーマタンモー尊師はイギリスに戻り、ロンドンとバーミンガムに滞在後、ワイト島に小さな僧院を開いた。

1984 年に、彼が数年の間毎月訪問していた仏教瞑想者の団体の招待でケニルワースの近くのバナー・ヒルに移り、

ブッダ・ダンマ・フェローシップを設立。1985 年に、彼が現在住んでいるワーウィックシャーのフォレスト・ハーミティッ

ジに 

移った。1987 年にタイの信者達から多くの助けを受けて、この土地をブッダ・ダンマ・フェローシップが購入し、1988

年には“イギリスのシュエダゴン・パゴダ”として知られる仏舎利塔が建てられた。 

 

アジャーン・ケーマタンモーは 1977 年に仏教刑務所教誨師としての仕事を始め、1985 年には他の人々の助けを得

て、彼をスピリチュアルディレクターとするアングリマーラ、仏教刑務所教誨師団を発足させた。 

 

現在、アジャーン・ケーマタンモーは他の二人の僧と共に暮らし、刑務所訪問を続けており、また、彼の僧院とワーウ

ィック大学で瞑想を指導している。 

 

アジャーン・ケーマタンモーは 2003 年 6 月、女王陛下の誕生日に‘受刑者への奉仕’により大英勲章を授けられ、大

英勲章受勲者 OBE となった。2004 年 12 月、タイ国王の誕生日に、彼はプラ・パーワナーウィテートという聖職者の

称号を持つチャオ・クーンとなった。そのような名誉を受けた外国人僧侶は彼が二人目である。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


