
「ブッダが説いたこと」

山崎利治
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話は

つぎの本に目を通したので紹介します．これは南伝仏教で� 仏陀の教

えをそのまま伝えているといわれます．ところで，肝心のところが理

解できていません．誤読・誤解だらけです．乞うご教示．

　　ワールポラ・ラーフラ �，今枝由郎訳：
　　「ブッダが説いたこと」�．
　　岩波文庫，����，��� ���	

� スリランカ上座部仏教の学僧 �����������．
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仏陀の教えは

� 人間存在は苦である

� 苦は煩悩による

� 煩悩をなくせば苦もなくなる

� そのために八正道を行え

教義の核心は四聖諦・八正道で，以下はその解説である．
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まえがき
「仏陀の教説」として，パーリ経典中の仏陀の言葉を選びそのまま伝える．

鍵語は

� 四聖諦 .��� ��/
� !��!��

� 八正道 ��/
� �%0�!.�
� �	!�

� 五集合要素 1$� 	00��0	!�� �五蘊�

� カルマ 2	�(	 �業�

� 再生3輪廻 ��/%�!�34�4
� �. �#%�!��4�

� 条件付けられた生起 4���%!%���� 0����%� �縁起�

� 無我 ��4!�%�� �. ������


� 正しい注意 ��!!%�0��� �. (%��.�

���� �正念�
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ブッダとは
仏陀「目覚めた人」姓ゴータマ，名はシッダッタ 　��5 6�74�

出生 ルンビニー園，�４月８日3５月の満月� 　

出家 王子として生活し結婚 ��6才�，息子誕生後�人生の現実�

苦しみに直面，その解決を求め出家 �7�才�

修行 6年間の苦行後，それを捨てる 　

成道 �8"才�於ネーランジャラー川の岸辺の菩提樹の下

�１２月８日3５月の満月�

初説法 四聖諦と八正道�ベナレス近郊イシパタナの鹿野苑

教化 �+"年間�

入滅 �*�才� 於クシナーラー �4�+68 � 8*8 �5訳注�

父：スッドーダナ �シャーキャ王国王 �現ネパール領��� 母：マーヤー �

妻：ヤショーダラ�子：ラーフラ �
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� 　仏教的な心のあり方

仏陀は努力 �苦行9絶食・呼吸停止�と知性により真理＝四聖諦・八

正道を発見した．その仏陀は人である．教えは

� 「自分で歩け」仏陀は道を示すだけ

� 伝統や他の教えには「自分で判断せよ」

� 盲信ではなく確信をもて（真理を見て理解せよ	

� 思想・行動の自由と寛容

� 実用的な教え

� 超越神は存在しない
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確信
確信の３側面 �阿毘達磨集論� 　

� 真理に対する全幅の確固たる確信

� よい資質に対する本心からの喜び

� 目標達成に対する熱望と意志
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実用的な教え
仏陀は「宇宙は時間的に永遠か？ 　空間的に有限か？」などの問に答
えなかった �	$�:	2	!	�．その応答にはつぎがあった．

� 単刀直入な返答

� 分析による返答

� 質問を返す

� 保留する �答えず，説明しない�

保留の理由は求道者への配慮で

� 認識不能問題は答えられない

� 形而上学的議論は求道の妨げになる

� 真理も論争時には，執着によって汚される
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�� 　第一聖諦 　ドゥッカの本質

仏陀の最初の説法 �は苦行仲間五人につぎを説いた．

� 快楽と苦行の二極端から離れ中道を行え

� 具体的には四聖諦を知り，八正道を行うこと

� 於ヴァラナシ近郊イシパタナの鹿野苑 �ろくやおん�

������
������������������� 初転法輪経 �� ��

�	



四つの尊い真理 �

四聖諦 
������ �������

���

�� 苦 �の本質 �苦諦	 ������

�� 苦の生起 �集諦	 ��������

�� 苦の消滅 �滅諦	 �������

�� 苦の消滅へ至る道 �道諦	 �����

� 　四聖諦 　聖 �尊い� � 仏陀による；
　真理 � 事態をあるがままに捉えた認識・判断・命題のもつ特質．

� 　英文は ������ � 和訳はドゥッカ � スライドは苦�

������� ������ �� ������! 
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苦

人生は苦である

苦 ＝｛ 苦痛，悲しみ，惨め，愁い，不完全，無常，空し
さ，実質のなさ，．．．｝

四苦 � 生�病�老�死
八苦 � 四苦，怨憎会苦，愛別離苦，求不得苦，五蘊盛苦 �

� 　�五蘊盛苦�生存に対する執着が強く苦になる
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苦

家庭生活�隠遁生活の幸せも多い �� 	．
ところで，すべての感覚的享楽は共通の性質をもつ�

経験の３相 �! �" 	

� はじめ楽しみの虜になる �魅惑	 ������

� しかしそれは長続きしない �不満足	 �����#�

� もし，それに執着しないなら解放される �解放	
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三苦
幸せには精神的・肉体的苦が伴う．
「それらは無常で苦で移ろうものである」�! 	

「無常なものはすべて苦である」�" 	 　

苦の三相 �清浄道論，大乗阿毘達磨集論�

�� 一般の苦 �苦苦� ��22�	���22�	
生老病死など

7� 移ろいによる苦 �壊苦 �えく�� $%�	�%��:	(	���22�	

楽が去って生ずる苦

8� 条件付生起としての苦 �行苦� �	(� 2�:	�	���22�	
すべての存在が無常である苦 　
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苦と５集合要素

� 　条件付生起としての苦が苦の本質である� 　
　

� 　一般存在 �私あるいは個人を含めて	は絶えず移ろい
変化する精神的・肉体的エネルギーの結合であり，これら
は

５集合要素 �五蘊	
から構成されている．

「比丘よ，苦とは何か．それは執着の５集合要素である」

�" 	 　
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５集合要素

;般若心経<

観自在菩薩 　行深般若波羅蜜多時 　照見五蘊皆空 　

度一切苦厄

舎利子 　色不異空 　空不異色 　色即是空 　空即是色

受想行識 亦復如是 　．．． 　

無受想行識 　無眼耳鼻舌身意 　無色声香味触法 　．．． 　

無苦集滅道 ．．．

五蘊 　＝ 　色 　受 　想 　行 　識
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５集合要素
５集合要素 �蘊	 　＝ 　｛物質，感覚，識別，意志，意識｝

（１） 　物質 �色	 ����$�� ����

色形あるもの 　身体も含む
物質 �色� 　＝ 　｛大，派生物 �所造�｝
大 　＝ 　｛固体 �地�，液体 �水�，熱 �火�，運動 �風�｝
派生物 　＝｛感受器官，感受対象｝
感受器官 �六根� ＝ 　｛眼，耳，鼻，舌，身体 �身�，心 �意�｝
感受対象 �六境� ＝ 　｛色形 �色�，音 �声�，匂い �香�，味，物 �触�，
思い3考え3概念 �法�｝

����� ������� 	 ������������ ���������� 	 �������#� ������ �����'����� 	

�����#�� 意 ����� 法 ����'��$�
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５集合要素�感覚
（２）感覚 �受	 �$�������� #$����

感じて印象を受け入れる作用．人が外世界との肉体的・精神的接触に
よって体験する快・不快・どちらでもない ;�苦受・楽受・不苦不楽
受�3�喜・憂・平静�<感覚すべて
　
感覚 　＝ 　｛視覚 �眼�色形	，聴覚 �耳�音	，嗅覚 �鼻�匂
い	，味覚 �舌�味	，触覚 �身体�物	，感覚 �心�思い	｝

感覚は体験に依存し，条件付けられている． 　
心，思いは物質に対する精神ではない． 　
六機能の制御・訓練は大切である．
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５集合要素�識別
　
（３）識別 �想	 　�$�
$������ ��%�%�� 　
ものごとの感知．イメージ形成作用．
　
識別 　＝ 　｛視覚 �眼�色形�，聴覚 �耳�音�，嗅覚 �鼻�匂い�，味覚

�舌�味�，触覚 �身体�物�，感覚 �思い�心�｝
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５集合要素�意志
（４）意志 �行	 �$���& '��������� ���� ����� 　

すべての意図的行為．心的構築・心的行為で心に指示する．
役割は善・悪・そのいずれでもない行為の領域での指示である． 　
意志によって業を生む．

「比丘よ，私が業と呼ぶのは，意志 4�!	�:	 である．意志があって，
人は身体 �身�，口，心 �意�で行動する」��=�

感覚と識別は意志的行為ではない．
身，口，意を三業という．
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�集合要素まとめ
器官 認識 対象 感覚 受容言語

眼 眼識 色形 視覚 見る

耳 耳識 音 聴覚 聞く

鼻 鼻覚 匂い 嗅覚 嗅ぐ

舌 舌識 味 味覚 味わう

身体 身識 物 触覚 触れる

心 意識 思い 感覚 考える
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意識と物質�意識
（５）意識 �識	 
���
����$��� #�%�%�����

　
眼，耳，鼻，舌，身体，心に対応する対象の返答．
意識は対象を認知しない． 　
意識は対象が存在に気付く感知の一種．
眼が青と接触すると視覚意識が生じるが，そこに色の存在を気付くだ
けで，青であるとは認知しない．青と認知するのは識別作用 �集合要
素 �8��である．視覚意識は「見る」だけを意味し，識別することで
はない．

物質 �色��感覚 �受��識別 �想��意志 �行��意識 �識�
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意識と物質

� 意識は物質と対立するものではない

� 物質に対するものとしての不変・永続する精神 �自己，
自我，魂	は存在しない

� 意識は物質と別のものではない

「意識は条件から生起し，条件がなければ生起しない」
��



すべては移ろう

存在はすべて５集合要素であり，存在，個人，「私」とよ
んでいるものは５集合要素の結合の便宜上の呼び名にす
ぎない．それらはすべて無常であり，絶えず移ろうもの
である．

無常なもの 　＝ 　苦 　＝ 　５集合要素
��



苦の主体

「苦は存在するがその主体は存在しない．行為は存在す
るが行為主体は存在しない．」�清浄道論�

� 人生は移ろうものではなく，移ろいそのもの 　　

� 生命には初めも終もない
「苦を見るものは，苦の生起を見，苦の消滅を見，苦の
消滅に至る道を見る」�>=�

� 苦の消滅は涅槃であるが，喜びはその達成のための必
須の資質の七条件 �の一つである

� �七覚支�目覚めの七要素（後出 ())）
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��� 　第二聖諦 　ドゥッカの生起

苦は渇望 �とともに起こる．渇望にはつぎがある．

�� 感覚的な渇望 �欲愛	 ����(������

�� 生存の永続の渇望 �有愛	 )��#�(������

�� 生存の断絶の渇望 �無有愛	 #�)��#�(������

渇望は反復し，新らしい渇望を生む．欲求・貪欲・飢えなどが苦と存

在の継続を伴うが，苦の主因ではない．苦の主因はつぎである．�-,�

条件付生起 �����

� ���������

� 　渇望 ������は富・権力・意見・概念・理論・信念に対する欲望・執着など
である．


���������� ������� ��������� �����������
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��� 　第二聖諦 　ドゥッカの生起
生存とその継続にはつぎが必要である：

� 食料

� 感覚器官と外部世界の接触

� 意識

� �生きる�意志

意志が存在・継続の根源である．すなわち，

意志は業 ����� である．
苦の原因や芽は苦自体の中にあり，外にはない

����� 	 ���������� �
����� ����
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��� 　第二聖諦 　ドゥッカの生起

� 　善い業は善い結果を生む．しかし，道徳的なもので
はない．

� 　「意図的行為の結果が死後の生にも継続出現する」

� 　人間を含め存在は物質的，精神的なさまざまなエネ
ルギーの組合せである．
死は肉体的身体の機能停止．意志・意図・欲望・存在継続
する渇望は，すべての命・すべての存在を動かす巨大な
力であり，これが身体機能停止 �死	によっても止まらず，
ただ，別のかたちで現れ続け，再存在・再生を生み出す
「集合要素が生起し，朽ち，死ぬ時，君が生まれ、朽ち，
死ぬ」
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��� 　第二聖諦 　ドゥッカの生起
再生と輪廻 �死後のエネルギーの継続	

� 　身体が機能しなくなってもそれとともにエネルギー
は消滅しない．

� 　別の姿形をとって継続する．死と生の差は思考瞬間
の差である．生の最後の瞬間がつぎの生の最初の思考瞬
間を条件付ける．

� 　存在・生成の渇望がある限り継続の輪 �輪廻	が続く．
それが止まるのは真理 �涅槃	を見る叡智によって渇望が
止むときである．

�������! ���� ����� 	 
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�� 　第三聖諦 　ドゥッカの消滅

苦の継続から逃れ自由になれる
＝ 　渇望の消滅 �解脱	 　＝ 　涅槃

解脱：煩悩の束縛から解放された心の状態 ������� ��������

涅槃：解脱した心によって悟られた真理 �������� �����������

?? 涅槃を仏典ではさまざまに説くが言葉による説明は不能 ??

　

「渇望の完全な断絶である．渇望をあきらめ，棄て，渇
望から解放され，離れることである」�大品�
「条件付けられたものすべての鎮静，あらゆる不浄の放
棄，渇望の消滅・無執着・断絶，涅槃」�>=�

�	



�� 　第三聖諦 　ドゥッカの消滅
涅槃について仏陀はまたつぎのように言う．

「比丘たちよ，生まれたことなく，成長したことなく，条件付けられ
たことのないものがある．生まれたことなく，成長したことなく，条
件付けられたことのないものがなかったら，生まれ成長し，条件付け
られたものから逃れる余地はない．
生まれたことなく，成長したことなく，条件付けられたことがないも
のがあるがゆえに，生まれ，成長し，条件付けられたものから逃れる
余地がある．」�ウダーナ�

「�涅槃には�四大は存在しない� 　長さ，巾，粗さ，細かさ，善悪，
名・形はすべて破壊される．この世もあの世も，来ることも行くこと
も，立つことも，死も生も，感覚も対象も見えない．」�ウダーナ�
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�� 　第三聖諦 　ドゥッカの消滅

�界分別経 ��:	!�$%//	��0	 ��!!	 �@= �+��から： 　

陶工のアトリエで遊行者 ��22�:	!% が夜泊したとき，あとに到着した

仏陀からつぎのような説明を受けた．

�	 身体は地・水・火・日・風・空・心からできている．

�	 眼耳鼻舌身心で喜・憂・平静の３種の刺激を受ける．

�	 智慧・真理・捨断・寂静の依所をもち刺激を処理する．

�	 そのとき，それの各々に対し「それは我がものではな
い� 我ではない，われ自身ではない」と理解できる．

*	 そうするうち，すべてに対する執着をもたなくなる．

�	 �������� は直ちに理解し阿羅漢 ������� になったと
いう．
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�� 　第三聖諦 　ドゥッカの消滅

涅槃は

� 否定的なものではない

� 絶対真理である

� 結果ではない

� その先にはなにもない

� 死ではない

� それを体現する主体はない

� 今の生で体現するもの
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� 　第四聖諦 　ドゥッカの消滅に至る道
仏陀は自身の体験から，静逸・洞察・覚醒・涅槃に至る八正道を見出

した．

� 正しい理解 �正見� 四聖諦のそれぞれの理解

� 正しい思考 �正思� 煩悩を避ける正しい思い・意欲

� 正しい言葉 �正語� 嘘，陰口�中傷�噂，粗野�悪意な言
行，雑談などをしない

� 正しい行い �正業� 傷害，盗み，不誠実，不倫などをし
ない

��$$����� ����������  ���#�'������� +�����'����� ������ ��������� ������

�� +������� ������ ���
��� ������ ���������

����� �������������� ����� �������� ����� ����
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� 　第四聖諦 　ドゥッカの消滅に至る道

� 正しい生活 �正命� 武器・酒・毒物・屠殺・詐欺を商売
にしない

� 正しい努力 �正精進� 修行・善への努力

� 正しい注意 �正念� 正しい気遣い．行い・感覚・心の動
き・考え・などを明確に意識すること

	 正しい精神統一 �正定� 瞑想 �止観	

������ ��$���� ������ ���#����� ������ ����� ���������������

����� ����������� ����� �,���� ����� ������������� ����� 
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� 　第四聖諦 　ドゥッカの消滅に至る道

八正道は八項目を同時に実行し，修練と規律のつぎの三基本の増進・

完成を目指す． 　

� 道徳的規範 愛と慈 �����*	

� 心的規範 努力と気付き ����	 � +,,

� 叡智 正しい理解と正しい思考 ����	

��



�� 　無我 �アナッタ�

移り変わる現象世界に，我3魂3自己3エゴ3アートマンなど不変・恒

常・永続・絶対的な実体があると考える人たちがいる．

仏教はこれを否定する． 　

　

無我 � 　我�アートマンなどは存在しない．
　
　　　「我も無く，非我も無い」

������ 	 ��'����� ��'�����
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�� 　無我 �アナッタ�

条件付生起とはつぎのような �法上の	関係である．�! 	

これが存在するとき，あれが存在する 　 此有故彼有

これが生起するとき，あれが生起する 　 此生故彼生

これが非存在のとき，あれは非存在 　 此無故彼無

これが消滅するとき，あれが消滅する 　 此滅故彼滅
��



�� 　無我アナッタ

条件付き生起の関係の条件性・相対性・相互依存性に基づ
きすべての生の存在・継続・消滅が１２項目の 　
「�の生起が -を生起する」という形式によって説明で
きる．それがつぎの ��因縁�縁起である．

例 　無知の生起が意図的行為を生起する

��



�２因縁 ���	
�
�
 ��
��
�����
�
����	
�
�

� 無知 �無明 �#�..�	 � 感知 �受 #$����	

� 意図的行為 �行 ���� �����	 � 渇望 �愛 ������	

� 意識 �識 #�%�%����	 / 執着 �取 �������	

� 精神肉体現象 �名色 ��������	 �� 生成 �有 )��#�	

* 六器官 �六処 ��&��������	 �� 誕生 �生 .���	

� 接触 �触 ������	 �� 老死 �.����������	

条件生起は閉じた輪と見做し，何かが絶対的原因であるとは考えない．

� 生起過程 　無知の生起から老死が生起する．

� 消滅過程 　無知の消滅から老死が消滅する． 　

�������
�� 
���������� ������ ��� ������� 
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��������� ���� ���
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�� 　無我アナッタ

� 　自由意志も条件付けられている 　

すべてが条件付けられ相対的であるから，便宜的な自由は話されても
絶対的自由は，精神的であれ，肉体的であれ存在しようがない．

「個人は便宜 �命名	上存在するだけで，実体として存在
するものではない」�大乗荘厳経論� 　

「無自我という事実が存在する」�大乗阿毘達摩集論�

個人 �人我� �������! 便宜上 ���$&������������������! 実体

����#���������
���

� 　「真理」に２種類ある：ひとつは日常会話などでの「わたし」�仮我�「あ
なた」「存在」「個人」などの便宜的真理 ������� ��

�，もうひとつは絶対
真理 ���������� ��

� である．
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�� 　無我アナッタ
法句経 7���7�*�7*� 　

"�))$ ���� ����� ���

� 諸行無常

"�))$ ���� ����� ������ 一切皆苦

"�))$ ������ ������ 諸法非我

｛条件付生起 �業�｝ 　�� 　｛物事 �法�｝
涅槃 　�｛｛物事｝�｛条件付生起｝｝

���� ������� 	 
���������� �����! ���

�� 	 �����������! ������� 	 ���'����!

����� 	 ���! ������� 	 ������ ��� ������ ��� ������ 
���������� ��

��
�����������

業は文脈によって内包が異なる．
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��� 　心の修養 �バーヴァナー�

正しい注意・正しい精神統一のために心の修養 �瞑想�を行う．これ
は五蓋 �を除き，心の健康・平衡・静謐・集中力・気付き・知性・意
志・エネルギ・分析力・自信・喜びを生み，涅槃を実現する叡智を養
うためである．

瞑想 9 心をなにかに結びつける �ヨーガ�

ヨーガ 9 心作用の消滅
　

仏陀は出家後つぎを習得している：

-� ������� �������� から「微細な働きだけが残っている」

.� ������ ���������� から「なにものも無い」

� ５つの障害：貪欲（とんよく，肉慾�・瞋恚（しんい�怒り�・睡眠（すいめ
ん�倦怠 �・掉悔（じょうけ�心の浮動�・疑法（ぎほう�四諦を疑う�．

��



��� 　心の修養 �バーヴァナー�

瞑想に２種ある：

)��#�����止観	 0 ��������止	 1 #���������観	

� ��������� 	 ����������� ������ 
����������� ������� 	 ������


��
���������� ����������� 	 ��������
止 心を静める．単一の対象 �業処� に対して心を集中し，静謐と平和の獲得

を目指す

観 心のままを観察する．身体が感じることをすべて気付き続ける観察．心
を集中して五蘊を様々に見て涅槃に近づく

いずれの瞑想もその核心は気付き，自覚，注視，観察にある．

念処経 �/�..�0�-1��入出息念経 �0�--2�

��



��� 　心の修養 �バーヴァナー�

瞑想につぎがある． 　

� 身体に関する修養

7 感覚感情に関する修養

8 心に関する修養

+ 倫理・精神・知に関する修養 �五蓋・七覚支 ��

一例として数息観 �結跏趺坐して�

入息と出息を数える：
｛「吸って吐いて１」・・・「吸って吐いて８」｝

１回１時間，静かに呼吸に集中できるようになれば，数えるのを止
め，安らかな呼吸に気づき続けようにする．１時間以上持続できれば
次段階へ．

� 目覚めの七要素：択法ちゃくほう �研究，法選択�・精進 �努力�・喜・軽安
きょうあん �寛ぎ�・念 �気付き�・定 �平静�・行捨 �対象に囚われない�
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���� 　ブッダの教えと現代

� 開かれた教え �一般人も八正道を実践するといい	

� 人間関係では東西南北天地を崇拝する

� 仏教徒は佛・法・僧を依拠し五戒を守れ

� 社会・経済・政治的事項 �貧困は諸悪の源・悪は刑罰
ではなくならない	

� 幸福の条件は職業を熟知し技術・熱意をもち，よい友
人をもち，収入に合った生活をすること

� 戦争を絶対にしない

東＝両親；西＝妻子；南＝先生；北＝友人；地＝使用人；天＝宗教者 　
五戒 	 殺生しない，盗まない，不倫しない，嘘をいわない，飲酒しない

��



���� 　ブッダの教えと現代

南方仏教国の仏教徒はつぎを行う：

� 三法 �仏陀・法・僧団	に帰依し，五戒を守る．

� 八正道の実践

仏教寺院での献花・灯明・香を焚く礼拝は道を説かれた師を追憶し，
敬意を捧げているだけである．

��
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