A DIALOGUE BETWEEN

His Holiness
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ダライ・ラマ法王 からのメッセージ
20 世紀 終盤、科学者は、こころと感情の働きに真剣に関心をもつようになりました。一方で私はといえば、どのよ
うにして物が動くのかということに幼い頃から強い興味を抱き、先 代のダライ・ラマ 13 世の遺品であった映写機や発
電機などを分解しては電気の仕組みを夢中で学ぶ少年でした。そして 40 年ほど 前から、宇宙論、神経心理学、量子
物理学を生部ようになり、およそ 30 年にわたって科学者との対話を定期的に行ってまいりました。このような対話の第
一の目的は、こころが穏やかな状態を研究することによって人類の幸福を促進していくことです。
私は、仏教は現代社会において特別な役割を担っていると考えます。このように考える理由は、仏教は他の宗教と
相違点にあります。仏教は、相互依存の概 念を掲げる唯一の宗教です。相互依存の概 念は、現代科学の基礎概 念と
一致します。仏教は、哲学、科学、宗教の主に三つの側面から考えることができます。宗教的な側面では原則や修行
などを伴うため仏教 徒に限られますが、相互依存を扱う仏教哲学、そして、こころや感情を扱う仏教科学は、どなた
にも大きな恩恵をもたらしてくれます。
ご存じの通り、現代科学は身体や脳の微 細な働きをはじめ、高度に洗練された物理的世界を解き明かしてきました。
一方で仏教科学は、こころや感情をさまざまな面から詳細に理 解することを第一に専心してきました。こころや感情は、
現代科学においては比較的また新しい分野です。ゆえに、現代科学と仏教学は重要な知識を互いに補い合うことがで
きるでしょう。私は、現代科学と仏教学、それぞれのアプローチの統合が、身体・感情・社会のウェルビイングを増進
するための発見に繁がると確信しています。

Message from The 14th Dalai Lama
Towards the end of the twentieth century, scientists began to take a serious interest in the workings of our minds and
emotions. I, on the other hand, have been fascinated by how things work since I was a child and learned a great deal about
how electricity functions from investigating the movie projector and generator that had belonged to the 13th Dalai Lama.
Then, about 40 years ago, I began to learn about cosmology, neuropsychology and quantum physics and for nearly 30 years
have been conducting regular dialogues with scientists. The purpose of these dialogues has been, firstly, to extend human
knowledge, not only in the material field, but also the inner space of our minds, and, secondly, through exploring such
phenomena as a calm mind, to promote human happiness.
I believe Buddhism dose have a special role to play in our modern world. This is because, unlike other religious traditions,
Buddhism uniquely propounds the concept of interdependence, which accords closely with fundamental notions of modern
science. We can think of Buddhism in terms of three main categories – philosophy, science and religion. The religious part
involves principles and practices that are of concern to Buddhists alone, but the Buddhist philosophy of interdependence
as well as the Buddhist science of mind and human emotions are of great benefit to everyone.
As we know, modern science has developed a highly sophisticated understanding of the physical world, including the
subtle workings of the body and the brain. Buddhist science on the other hand, has devoted itself to developing a detailed,
first-person understanding of many aspects of the mind and emotions, areas still relatively new to modern science. Each
therefore has crucial knowledge with which to complement the other. I believe that a synthesis of these two approaches has
great potential to lead to discoveries that will enrich our physical, emotional and social well-being.
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