
瑜伽経を読んで
山崎利治
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動機と内容

正統婆羅門の瑜伽学派の根本経典であるパタンジャリ編纂の
「ヨーガ根本聖典」を紹介したい．

長尾雅人編� バラモン経典・原始仏典．

�世界の名著 ��．中央公論社� �����

の一部を読み，古代インド思想の一端，数論と瑜伽の思想に触
れた結果である．ヨーガは解脱のための実修方法であるから修
習体験のない紹介はおよそ意味がないが，仏教理解にもヨーガ
は参考になると思うので，「話すことによってお教えを請う」と
のいつもの厚かましい態度である．
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話の予定

� 　はじめに

�� 　瑜伽説と「ヨーガ根本聖典」

��� 　まとめ

付録 　数論説一滴
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� はじめに
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インドのひとたちの考え

死後はその世界で先祖たちと楽しく過ごしたい．この願いは専ら祭祀に依存すると考

え，祭祀を行った．しかし，死後にも死があるのではと疑問をもち，つぎのように考

えるようになった．

業 �が働く限り輪廻 �が続くが，しかるべき努力によって解脱 �できる�

解脱を目的としたインドの修練法は，教理と実修を柱に，生活規則と実践目
標をもち，全生活を律するものであった．紹介したいヨーガ派もその一つで
ある．

� 意志に基づく精神的・肉体的行為 その行為があとに影響する， � 生と死の無限の反
復， � 輪廻から解放されること，人間苦から離れ精神的自由をえること
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業・輪廻・解脱

プラヴァーハナ王の「五火二道」��五火説�

� ひとが死後に火葬され

� 月に入り

� 地に下り，食物となり

� 精子となり

� 母体に入り生まれる

上を祭火に託して象徴的に示す．

� チャードギャ・ウパニシャッド ���������

ブリハッド・アーラニカ・ウパニシャッド ��������	�
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業・輪廻・解脱

プラヴァーハナ王の「五火二道」�二道説�

神路 死後梵界へ行きそこに留まる

祖路 五火説にしたがってこの世に戻る

「信仰は苦行である」として森林で敬虔な苦行するひと � 神路

「祭祀と善行は布施である」としてこれを崇信するひと � 祖路

上のような考えが展開され，仏教・ジャイナ教・６師外道・バラモン６派などが出現
したが，業・輪廻・解脱が以降の重要語になった．
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インド古典にみられるヨーガ 　「死神の秘教」


������ 　アートマンを馬車に乗る者と，身体を実に馬車と知れ．他方，理性 � を御者
と，思考力 � をまさに手綱と知れ．


������ 　理性 �がなく，思考力を欠き，つねに汚れている者は，かの境地に到達する
ことなく，輪廻におもむく．


������� 　叡知ある者は，ことばと思考力とを抑制すべきである．それを知識としての
アートマンのなかに抑制すべきである．知識を大きいものとしてのアートマンのなか
に抑制すべきであり，それを平安なアートマンのなかに抑制すべきである．


������ 　五感の知覚も思考力も静止し，理性も活動しないとき，それを人々は最高の
帰趨という．


������ 　その確固とした感覚器官の保持を，人々はヨーガと理解する．そのとき人は
心を散らさなくなる．なぜならば，ヨーガは 
内的な力の�発現であり，
最高の帰趨
への�没入であるから．

� ������ � ������ � ����������
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インド古典にみられるヨーガ 　「バガヴァッド・ギーター �聖婆伽梵歌�」

アルジュナにクリシュナ �聖バガヴァッド �が話している．

������� 　実修者は，人里離れた場所にあって，ただひとり心身を抑制し，期
待をいだかず，所有物を捨て，つねに自己をを修練すべきである．

������� 　清浄な地に，高すぎず低すぎず，布や皮や草で覆った，堅固な坐を
設け，

������� 　その座にすわって，意 �マナス�を一点に集中し，心と感覚器官の
はたらきを抑制し，自己 �個我�を清浄にするために，実修を行え．

������� 　身体，頭，首をまっすぐに，不動に保ち，自分の鼻の先端を凝視し
て，他の方向に目をやらず，

�����	� 　心を安らかにし，恐怖心を去り，梵行の戒をまもり，意を抑制し，
わたし 
クリシュナ�を思念して，実修を修めてすわらねばならない．

������� 　このように，たえず自己 �心�の実修を行い，意を統御する実修者
は，涅槃を極致とし，わたしのなかにある寂静に到達する．
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インド古典にみられるヨーガ 　「シヴェータシヴァタラ・ウパニシャド」

����� 　頭，頸，胸をまっすぐにのばし，意を用いて諸感官を心臓におさめ，
梵を舟として知者は輪廻の激流を渡れ．

������ 　調息し，注意ぶかく呼吸を制御せよ．心を制御し，荒馬に繋いだ車を
御するように意をつねに用いよ．

������� 　ヨーガの実習は，清潔で，平坦で，砂礫がなく，風を遮り，目に障
るものがない，騒音のない，心を楽しませる閑静な場所がよい．

������� 　ヨーガ中に，霧，煙，太陽，風，火，蛍，電光，水晶，月などの相
をみるのは梵に近いことを意味する．

������� 　ヨーガの最初の結果は，体が軽くなり，無病，無欲，容色が冴え，
声がよくなり，体から芳香がたち，排泄物が最小になることである． 　

�����	� 　宝石の泥を洗えば輝くように精神原理は自分を観察し，その願いを
成就し憂いなき独存者になる．
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インド古典にみられるヨーガ 　「マイトリ・ウパニシャド」

������ 　つぎが冥想対象に集中する実習方法である．調息，制感，凝念，禅
定，思択 �，三昧を六支ヨーガという．

������� 　賢者がいて，意を制し，調息し，感官の対象を遠ざけて無思慮の状
態になるなら，もともと，生気とよぶ生命は非生気から生じたものだから，
賢者はこの生気を調息によって禅定に達する．

������� 　それより高い執持がある．舌端を上顎に押し付け，語・意・息を抑
制し，梵を思索によって直観するのである．．．．

� 　����� 思考，論理，推理，吟味，審査

� 禁戒，観戒，坐法を加え，思択を取り去れば瑜伽経の八支ヨーガになる．
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インド古典にみられるヨーガ 　「ブッダのことば �」

���� 　独坐と禅定を捨てることなく，諸々のことがらについて常に理法に
従って行い，諸々の生存には患いのあることを確かに知って，犀の角のよう
にただ独り歩め．

���	� 　「常に戒を身にたもち，智慧あり，よく心を統一し，内省し，よく
気をつけている人こそが，渡りがたい激流を渡り得る．

����� 　愛欲の想いを離れ，一切の結び目 �束縛�を超え，歓楽による生存を
滅しつくした人ーーかれは深海のうちに沈むことがない．」

��	�� 　戒律の規定を奉じて，五つの感官を制し，そなたの身を観ぜよ �身体
について心を専注せよ�．切に世を厭い嫌う者となれ．

��	�� 　愛欲があれば，�汚いものでも�清らかに見える．その �美麗な�外形
を避けよ．�身は�不浄であると心に観じて，心をしずかに統一せよ．

� ������������ 上座部経典 　����頌 成立は �� ! " 　中村元訳
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インド古典にみられるヨーガ 　「感興のことば �」

������ブッダの説かれたとおりに，呼吸を整える思念をよく修行して，完成
し，順次に �諸の煩悩を�克服してきた人は，雲を逃れた月のように，この世
を照らす．

������ 　身をまっ直ぐに立て，心もそのようにして，立っても，坐しても，
臥しても，つねに念いをおちつけてととのえている修行僧は，過去について
も，未来についても，勝れた境地を得るであろう．���

������ 　身体についてつねに真相を念い，つねに諸の感官を慎しみ，心を安
定させている者は，それによって自己の安らぎを知るであろう．

� ���������#� 有部の法救が編纂 　中村元訳
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インド古典にみられるヨーガ 　「真理のことば �」

���� 　実に心が統一されたならば，豊かな智慧が生じる．心が統一されな
いならば，豊かな智慧がほろびる．生じることとほろびることとのこの二種
の道を知って，豊かな智慧が生ずるように自己をととのえよ．

����� 　手をつつしみ，足をつつしみ，ことばをつつしみ，最高につつしみ，
内心を楽しみ，心を安定統一し，ひとりで居て，満足している，－－その人
を �修行僧�と呼ぶ．

つつしむ＝正しくする，内心を楽しむ＝凝念

� ���������� 　法句経 　上座部経典 ���頌 　中村元訳
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�� 瑜伽説と「ヨーガ根本聖典」
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「ヨーガ根本聖典」章立 ��� 超自然的能力 �������� ���	�

� 三昧章 
����	�� ���	� ヨーガの八段階 �おわりの三段階 ���

ヨーガの定義と真我の状態 ��� 心の転変 ����

心のはたらき ���� 超自然的能力 �����

修習と離欲 ����� 離憂 �����

三昧 ����� 超自然的能力の離欲 �����

最高神と祈念 ����� 救助者である知 �����

心の静澄 ����� 真我独存・解脱 ��

等至 ����� �� 神我の独存 �������� ���	�

�� 実修章 
��	���� ���	� 輪廻 ���

行作ヨーガ ��� 業と潜在印象 ����

煩悩 ���� 転変の存在論的構造 �����

業 ����� 主体と客体 �����
識別知と解脱 ����� 心と真我 �����

ヨーガの八段階 �はじめの五段階 ����� 真知の発現から解脱へ �����

パタンジャリ編纂 �伝� の瑜伽学派の「ヨーガ根本聖典」は � 章，��� 頌より構成されている．���� に成立したらしい．パタンジャリは同名の文法学
者とは別人らしいが，詳細不明．
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瑜伽説

瑜伽説は，「一切皆苦であり，精神原理と根本原質が別異であることを専念反

復修行によって知り苦から解脱せよ」と説く．それをつぎのように分けて説

明する．

� 最高神

� 心のはたらき

� 煩悩・業・輪廻

� ヨーガ・三昧・解脱

� 八段階の実修
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最高神

数論説の無神論に対して瑜伽説では最高神を認める．

����	� 　最高神は，煩悩，�善悪の�業，�業の�果報 �，�および果報に相応す
る�潜在余力 �によって汚されない，特殊な真我 �である．

������ 　ここ �最高神�においては，全知 ��を生ずる原因 �種子�は，極度に
すぐれている．

������ 　彼 �最高神�は，太古の人々�師匠たち�にとっても師匠 �グル�であ
る．なぜならば，�最高神は�時間によって制限されないからである．

������ 　彼をあらわすことばは，聖音 �「オーム」�である．

� ������� ��$�%���� ��$������
� ������� 異熟� � ����� ��&��'� 余習�潜在力�業の蓄積，

�� ����������．
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心のはたらき

����� 　�心の�はたらきは五種類で，煩悩性のものと非煩悩性のものとであ
る．

����� 　�五種類の心のはたらきは�正知と倒錯と分別知と睡眠と記憶である．

����� 　正知 �とは，�感覚器官による�知覚と推理と聖者のことばにもとづく
知とである．

���� 　倒錯 �とは，�対象�そのものの形にもとづかない誤謬である．

����� 　分別知 �とは，ことばの知に従って生じ，対象物のない知である．

������ 　睡眠とは，�目ざめているとき，また夢を見ているときのような心の
はたらきが�存在しないことの原因 �すなわち翳質�にもとづいた，心のはた
らきである．

������ 　記憶とは，経験した対象を忘れないことである．

� ��������� � �����'�'� 顛倒 　一つの月を二つと知覚するなど� � ����(���
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煩悩・業・輪廻

������ 　煩悩とは，無知と自己意識と貪欲と憎悪と生命欲とである．

����	� 　無知 �とは，�あるいは心のなかに，種子の状態に�眠り，�あるいは，
行作ヨーガの実修などによって�弱まり，�あるいは，他の煩悩に圧倒されて�

中断し，あるいは活動する，他の �諸煩悩の成長する�田地 �である．

������ 　無知とは，無常において常を，不浄において浄を，苦において楽を，
我でないもの �身体など�において我を認識することである．

������ 　自己意識 �とは，�真我の�見る力と，見ることの道具になる力とが，
一体であるかのようになったものである．

������ 　貪欲とは，楽に従っておこるものである．

����� 　憎悪とは，苦に従っておこるものである．

������ 　生命欲とは，それ自らの能力に従って流れゆくもので，�愚者にも�

賢者にも，同じく存在するものである．

� ����'�� 無明� � ���%��� 無知が煩悩の原因の意�
� ��������
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煩悩・業・輪廻

������� 　業の潜在余力は，煩悩を根源とし，現世か，あるいは他の世におい
て，感受される．

������� 　�煩悩という，業の潜在余力の�根源があるかぎり，その �業の�果
報，�すなわち人間，天人などの�境涯と寿命と経験とがある．

�����	� 　これら �の業の果報�は，善 �業�と悪 �業�とを原因とするから，喜
楽と苦悩との結果をもつ．

������� 　転変と苦悩と潜在印象 �と �すべて�が苦であるから，また三要素の
はたらきが互いに相反するから，識別知者 �ヨーガ行者���にとっては，すべ
ては苦のみである．

������� 　見る者と，見られるものとの結合が，捨てられるべきもの，�すなわ
ち苦の�原因である．

� ���� ������ 潜在力�行，

�� ���%����
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煩悩・業・輪廻

������ 　これら �五種の超能力を得た心�のなかで，禅定から生じたもの �心�

は，潜在余力を欠く．

������ 　�しかし他の人には，業の潜在余力がある．なぜならば，�ヨーガ行
者の業は，白でもなく黒でもない，他の人の業は，三種であるから．

����� 　それ �三種の業�から，その �業の�果報に適合した �業の�潜在余力
のみが顕現する．

� 　業の四種類：白＝苦行者など，心のみに依存する業； 　黒＝悪者の業； 　白かつ
黒＝外的手段を用い他を害し，あるいは，助ける者の業； 　白でなくかつ黒でない＝
ヨーガ行者の業．
仏教では：善の清浄を白に，悪の混濁を黒に喩える．一切の不善業は汚染の性のゆえ
に黒，色界の善業は不善を伴わないゆえに白，欲界の善業は善中に不善を伴うゆえに
黒白，それ以外は不汚染ゆえ非黒かつ白の異熟無きゆえ非黒非白という．
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煩悩・業・輪廻

������ 　�業の潜在余力には，たとえ�生と場所と時間とに隔てられても，連
続性がある．なぜならば，記憶と潜在印象とのあいだには同一性 �類似性��

があるから．

������� 　また，これら �業の潜在余力�が無始性をもつのは，�生きようとす
る自我への�欲望が，永遠であるからである．

������� 　�潜在余力は�原因と結果と根底 �と対象 �とに包括されているか
ら，これら �の原因など�がなくなれば，それもなくなる．

������� 　過去と未来とは，それ自体として存在している．�したがって，潜
在余力が存在しなくなることはない．� 　現象には，時間の差別があるから．

������� 　これら �三つの時間形をもつ現象�は，�現在においては�顕現であ
り，�過去・未来においては�微細 �であり，これらすべては，純質・激質・
翳質の三要素を本質としている．
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煩悩・業・輪廻

� %������������ ��$���'� 　基体，内的な拠りどころ＝心 　� ��(����� 所縁，外的な拠
りどころ，経験の手掛かりとなる対象．� ����$���

� 　潜在余力と潜在印象は ����� ��$��'�� ���� ������
潜在力�� ��������
習気，潜在印
象�が使われ，訳語も一定していない．
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煩悩・業・輪廻

������ 　他の生への転変は，開展因の充満 �からおこる．

������ 　�善行などのような�動力因は，開展因を活動させるものではない
が，しかしそれ �動力因�によって，農夫の場合のように，�開展因に対する�

障壁が破られるのである �．

� �������'�������� 　充満とは原質の動的原因．因中有果説による．

� 百姓が堰を外して水を流すように，善行が開展の壁を破る．

� 前世から来世への転生は，身体その他を開展するとき，過去の業の力によって各部
分に浸透して起こるのである．
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煩悩・業・輪廻
煩悩の除去

������� 　これら �五つの煩悩のはたらき�は，�焼かれた種子のように�微細
になったときには，�心が根本原質に没入�逆開展 �によって除去される．

������� 　これら �の煩悩�のはたらきは，禅定によって除去されねばならな
い．

� �������������

煩悩に二種あり，粗い形 
顕在意識�は行作ヨーガによって弱め，潜在印象として存在
する微細は禅定によって心の根源である原質に没入させるというのである．
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ヨーガ・三昧・解脱

ヨーガの定義

����� 　ヨーガとは心のはたらきを滅することである．

����� 　そのときには，見るもの �真我�は自己本来の状態に安住する．

���	� 　その他の場合には，�真我は心の�はたらきと同じ形をとる．

心：心のはたらき＝水：波

ヨーガと止滅と三昧は同意である．
滅する＝心のはたらきを抑制し止滅する行為＋心のはたらきが止滅した状態
ヨーガに有想と無想 
潜在意識のみ残存�がある．

��



ヨーガ・三昧・解脱
心のはたらきの止滅のためには修習と離欲に勤めねばならない．

������ 　それら �の心のはたらき�は，修習と離欲と �の二つの方法�によっ
て，滅せされる．

������ 　この �二つの方法の�なかで，修習 �とは，�心のはたらきを�静止す
るための努力である．

����	� 　しかし，これ �修習�は，長いあいだ，中断されることなく専念して
実行されるとき，堅固な境地に到達する．

������ 　離欲 ��とは，見られた対象や，伝承された対象に対して，貪欲を離
れた人のもつ，�欲望の�征服者としての意識である．

������ 　これ �離欲�は，真我についての真知 �を得た者が，三要素に対する
貪欲を離れたとき，最高に達する．

� ��'���� 数習� �� ������#'�� � ����������'�����

��



ヨーガ・三昧・解脱

������ 　注意が一つの対象 �対境�の上に不動に留まっている状態 �心
一境性 �����������������仏教の止 ��������

����	� 　堅固な境地＝後出の禁戒・勧戒をまもりこの修行を行い，その
習性が身につき雑念で妨げられないことをいう．

������ 　見られた対象＝美女・美味・美酒，
伝承された対象＝伝承による天界での至福，
離欲＝対象に対する欲を離れた上体ではなく，その状態に到達
した人のもつ �欲望の�征服者としての意識 ������������� ��� !�．

��



ヨーガ・三昧・解脱
三昧とヨーガと解脱とは結局同じ意味である．それを経典はさまざまに説く．

������� 　それ �無知�がなくなれば，�真我と思惟機能との�結合がなくなる．
これが除去 �苦の滅�であり，真我の独存である．

������� 　除去の手段は，�真我と思惟機能との別異性を知る�動揺しない識別
知である．

������� 　彼 �識別知を得たヨーガ行者�には，最高の段階 �解脱�に到達する
までの，七種の真知がある．

�������� 　�識別から生じた知を得た者にも，そうでない者にも�純質と真我
との清浄が等しくなったときに，�真我の�独存が生ずる．

�����	� 　�真我の�独存とは，真我に対する �経験と解脱との�目的のなく
なった三要素の，�自己の本源である根本原質にかえる�逆開展であり，ある
いは �真我の�絶対知の能力が，自己本来の状態に安住することである．

������� 　�対象と�結合しない絶対知は，�思惟作用に影響して�その思惟作
用の形をとるとき，自己の思惟作用を意識する．

�	



ヨーガ・三昧・解脱

解脱に到達するまでの七種の真知

�� 捨てるべきものはすべて知った．知るべきものはもうない．

�� 捨てるべきものの原因は滅した．滅すべきものはもうない．

�� 除去を滅の三昧によって直観した．

	� 識別知の形をとる手段は修習した．

�� 思惟機能は経験・解脱の任務を果たした．

�� 三要素は根本原質への帰滅に向い，思惟機能とともに滅する

�� 真我は独存する．

��



ヨーガ・三昧・解脱

������ 　尋・伺・歓喜・自己意識の様態をとることによって，有想 �三昧�が
ある．

����� 　他のもの �無想三昧�は，停止の想念を修習することから生じ，�すべ
ての心のはたらきが滅して�潜在印象だけが �心に�残っているものである．

������ 　肉体を離れた者 �天人�と，根本原質に没入した者には，存在 �輪廻
の世界，すなわち無知�を原因とする �無想三昧がある��．

������ 　その他の者 �ヨーガ行者たち�にとっては，信念・努力・憶念・三
昧・真知にもとづく �無想三昧がある���．

� 独存に似た状態の体験．自然に生じたもので，自覚的な実践によらないので解脱に
導かれない．

�� 信念以下は仏教修行の三十七道品の五力に相当する．

��



ヨーガ・三昧・解脱
五力

信念 ����""#�� 喜び真知を求める堅い信念 信

努力 ���$� 信あればさらに努力が生ずる 勤

憶念 ������ 専念し心を乱さない 念

三昧 �����""#� ならば三昧状態に至る 定

真知 %��� !�� 無想無種子三昧が完成する 慧

� ��������� 三昧，等持 
三摩地�，����������� 等引 
三摩泗多�，����������� 等至 
三
摩鉢地�，��'����� 定，静慮 
駄行那�，������%��#����� 心一境性，$�������� 止 
奢摩
多�，���������������������������� 現法楽住 などはほぼ同意語．

��



ヨーガ・三昧・解脱

有想三昧 ���� %��� !���� �����"#�

尋 ������� 粗大な感覚的なもの自体の直観．�覚�

伺 ������� 超感覚的な微細 �なものの直観．�観�

歓喜 ��!�!"� 感覚器官 ��粗大なもの�に心が向かったとき直観

自己意識 ������� 「知る者」を対象とする三昧

� 自己意識は感覚器官などを開展する因であるから微細なもの 
細身�という．

� 感覚器官は純質性だから楽・喜の性格をもつ．


尋：旧訳は覚；伺：旧訳は観�

��



ヨーガ・三昧・解脱

等至 �����%����

���	�� 　�心の�はたらきが滅すれば，�そばのものの色に染まる�透明な宝石
のように，�心は�把握する者 �真我�，把握の道具 �感覚器官�，把握されるも
の �対象�，これら �のいずれか�にあり，これら �のいずれか�に色づけられ
た等至 �状態�になる．

���	�� 　この �等至の�なかで，ことばと �ことばのあらわす�対象と観念と
の分別知が混合しているのは，有尋等至である．

���	�� 　�分別知がなくなり，したがってそれと結びつく�記憶が浄化され消
失されたとき，�等至になった心�それ自体は空であるかのようになり，対象
だけ輝くのが，無尋等至である．

���		� 　これ �前述の二つの尋等至�によって，有伺 �等至�と無伺 �等至�は，

�有尋等至と無尋等至が粗大な対象をもつのに対して�微細な対象をもつもの
として，説明される．

��



ヨーガ・三昧・解脱

���	�� 　そして微細な対象は，�さらに没入すべき根源をもたない�無没 �と
いう根本原質�に到達して，�その微細性が�きわまるのである．

���	�� 　これら �以上の四等至�は，有種子三昧である．

���	�� 　無伺 �等至�が澄明になるとき，�ヨーガ行者には�内的清澄がある．

���	� 　ここ �内的清澄�において，�三昧状態の心に生ずる�直観知は「真理
の保有」�という名称をもつの�である．

���	�� 　�この直観知は�伝承や推理による知とは異なる対象をもつ．なぜな
らば，�直観知は�特殊性を対象とするからである．

������ 　これ �無伺等至�によって生ずる潜在印象は，他の潜在印象を抑制す
る．

������ 　これ �無伺等至から生ずる潜在印象�も滅するとき，すべてが滅する
から，無種子三昧がある．

��



ヨーガ・三昧・解脱

��������� ���	�����

有想三昧 �� ��%��� !����������"#� 有種子三昧 ��&����������"#�

有尋三昧 ���������������"#� 有尋等至 ���������������%����

有伺三昧 ���������������"#� 無尋等至 !���������������%����

有歓喜三昧 ���!�!"�������"#� 有伺等至 ���������������%����

有自己意識三昧 ���������������"#� 無伺等至 !���������������%����

無想三昧 ���� ��%��� !����������"#� 無種子三昧 !��&���������"#�

��



ヨーガ・三昧・解脱

������� 　�心が純質の状態になって，この純質と真我との�差別を見る人に
は，彼自らの存在に対する思案は消失する．

������� 　そのとき，�以前には対象の間近にあり，無知に傾いていた�心は，
識別知に傾き，真我の独存の間近にある．

������� 　この �純質と真我との識別知に傾倒している心の�すきまには，以
前に蓄えられた潜在印象から �生ずる�，他の表象がある．

������ 　これら �の潜在印象�を除去するのは，煩悩 �を除去する場合�のよ
うであるといわれる．

������� 　最高知に対しても，利益を求めない �離欲の�者には，不断に識別
知 �のみがあって，他の表象はなく，この識別知�から，法雲 �という名の�

三昧が生ずる．

������� 　それから �法雲三昧が得られてから�，煩悩と業は消失する．

��



ヨーガ・三昧・解脱

������� 　そのとき，おおいかくすすべての汚れ �煩悩と業�を離れた知は無
限であるから，さらに知られるべき対象は，わずかしか残らない．

������� 　それ �法雲三昧が生ずること�によって，�真我に対する経験と解脱
との�目的をはたした三要素には，転変の連続 �経験界の開展�の完了がある�

������� 　刹那と �間断なく�相関連し，転変の最後において認められるのが，
連続である．

�����	� 　�真我の�独存とは，真我に対する �経験と解脱との�目的のなく
なった三要素の，�自己の本源である根本原質にかえる�逆開展であり，ある
いは �真我の�絶対知の能力が，自己本来の状態に安住することである．

法雲三昧 ��������%#����������� 十地経での第十地「かぎりない法の雲のような菩
薩の地」

��



八段階の実修
「ヨーガ根本聖典」は実際の修錬を最重視する．八段階については，頌に即して眺め
る．

%$� ����'������

������ ヨーガの �八つの�段階を実践することによって，不浄 �な五つの無知�

が滅すれば，識別知に �到達して最高の輝きに�達する正知の光が生ずる．

������� 禁戒と勧戒と坐法と調息と制感と凝念と禅定と三昧とが八段階 �の実
修法�である． 　

� 禁戒 '��� ) 制感 ����'�������

� 勧戒 ��'��� 	 凝念 ����������

� 坐法 ������ � 禅定 ��'����

� 調息 ��������'��� * 三昧 ��������

�	



� 　禁戒

������� 　禁戒とは �すべての生物を害しない�不殺生 �，真実を語ること �，

�他人の財を非合法に�盗まぬこと �，禁欲 �および �ものを専有しない�無所
得 �である．

������� 　�これらの禁戒は�身分，場所，時，状況に制限されず，すべての場
合に通ずるときは，大誓戒 ��となる．

� ������� 不殺� � ���'� 正語� � ���%'� 不盗� � ��������'� 梵行�

� �����#���� 不欲� �� �����������

��



� 勧戒

������� 　勧戒とは，�心身の�清浄 �と，�生命の維持に足るもの以上には求
めない�知足 �と，�飢えと渇き，寒と熱などの対立に耐え，あるいは断食す
るなどの�苦行 �と，読誦 �と，最高神に対する祈念 �とである．

������� 　�これらの禁戒，勧戒の実行が�妄想によって妨害されるときは，

�妄想に�反対するものの修習をなすべきである．

�����	� 　殺生などの妄想は，なされたもの，なさしめられたたもの，なすべ
く認容されたものいずれにしても，あるいは貪欲，憤怒，迷妄のいずれにも
とづくにしても，あるいは温和，中庸，激烈のいずれであるにしても，�すべ
て�苦と無知とのはてしない結果を生ずる，というのが �妄想に�反対するも
のの修習である．

� $������ � �� &��+����
� ������ � ������'��'����$������ � ��$����� ����� �������
誓願��

��



戒の効果

� 不殺生 ��その人の傍に敵意を生まない �������

� 真実を語る ��いう通りの行為と結果が生まれる �������

� 盗まぬ ��求めずして得られる �������

� 禁欲 ��心身ともに大きな力が得られる ������

� 無所得 ��過去・現在・未来の自己の状態 �転生�がわかる �������

� 清浄 ��自己の肢体を嫌悪し他のそれと交わらなり ����	��，心の喜悦
を生み専心でき真我をみる適合性が生ずる ����	��

� 知足 ��無上の楽が得られる ����	��

� 苦行��不浄が滅する��身体と感覚器官に超自然能力が生ずる ����	��

� 読誦 ��希望する神に会える ����		�

� 最高神に対する祈念 ��三昧が成就する ����	��

��



� 坐法

����	�� 　坐法は，不動で安楽なものである．

����	�� 　努力をゆるめることと，�心を�アナンタ �千の頭をもって大地を支
えている竜王�と合一状態にすることによって，�不動で安楽な坐法が完成す
る�．

����	� 　そのとき，�ヨーガ行者は，坐法を修得しているから，寒と熱など
の�対立に悩まされることはない．


心を�アナンタ 
千の頭をもって大地を支えている竜王�と合一する ������'�

���������� 虚空のような無辺なものへ思いをむけて心がそれと一つになったような状
態 
空無辺処定�

アナンタ＝ヴィシュヌが眠ったとき寝台になるコプラ

��



� 調息

����	�� 　こ �の坐法の修得�があるときに，入息と出息との流れを絶つこと
が，調息である．

������� 　�しかし，この調息は，出息ののちに流れがなくなる�外的と，�入
息ののちに流れがなくなる�内的と，�一度の強い努力によって出入の流れが
なくなる�はたらきのの抑止 �すなわち止息�とから成り，�これらの三つは�

場所と時間と数とによって調整され，長く微細になる．

������� 　第四 �の調息�は，外的対象および内的対象を超越するものである

�．

������� 　�調息を修習すれば�その結果，�真知の�照明をおおいかくすもの

�業�が滅する．

������� 　なお，�調息を修習すれば�心は，凝念に適合したものになる．

��



� 調息

� 第１の調息：入息の停止

� 第２の調息：出息の停止

� 第３の調息：止息 　外的対象および内的対象を考えず修習を積まずに一
度の強い努力によって出入息の流れを停止し，場所などを調整して長く
微細にする

� 第４の調息：出入息の両方の対象を限定し，両方に熟達して次第に段階
を進み出入息の流れを断つ

外的対象＝出息の動く範囲
内的＝足から頭に至る間の蟻の這うような特殊な感覚によって測定すること
場所による調整＝出息のとき無風の場所で綿などの軽いものが動く距離による調整
時間による調整＝クシャナ 
瞬きする時間の �,��などの時間単位による調整数によ
る調整＝一定数の入出息による調整

� 入出息が場所・時間・数による調整によって修習されると外的対象を忘れ捨てられる．

��



� 制感

�����	� 　制感とは，諸感覚器官が，自らの対象と結びつかないために，心そ
のものの状態に似たようになることである．

������� 　その �制感の�結果，諸感覚器官は最高の従順性をもつことになる．

制感：感覚器官をその対象から引き離す，対象に向かうことを遮断する意 　それがで
きれば心作用を滅することになる．
感覚器官が機能すればさまざまに執着が生ずる．碁打ちが碁に専念していれば地震も
気がつかないが，逆に感覚器官を制御できるように訓練しようというのであろう．
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� 凝念
この段階以降は内的な実修法である．

������� 　凝念とは，心を �一定の�場所に結びつけることである．

一定の場所とは，臍・心臓・鼻・また外的な対象物

��



� 禅定

������� 　禅定とは，そこ �一定の場所�において，意識作用が一筋に集中する
状態である．

一筋に集中する状態＝意識作用が他の意識作用に影響されずに不変の流れになること
凝念：禅定＝集中的：拡大的

��



� 三昧

������� 　その同じもの �禅定�において，�禅定の�対象だけが輝いて，�意識
作用�それ自体は空であるかのようになったとき，�これが�三昧である．

�����	� 　�凝念と禅定と三昧の�三つは，�同一の対象をもつとき�ひとまとめ
にして，総合的制御 ��という術語でよばれるの�である，そこ �一定の場所�

において，意識作用が一筋に集中する状態である．

������� 　これの修得によって，真知の光が生ずる ��．

������� 　それは，諸段階に適用される �．

� �� &�'����

�� ヨーガの三昧によって得た真知によって，理性から激質と翳質が消える�

� 総合的制御は一段階を修得して次の段階に進むもので，低い段階から高い段階に飛
躍はできない．具体的にはヨーガ行そのものによって教えられるという．

�	



� 三昧

������� 　�凝念と禅定と三昧の�三つは，以前の �禁戒などの五つ�よりも，

�有想三昧に達するには�内的 �直接的�な段階 �の実修法�である．

������ 　これ �凝念などの三つ�も，無種子三昧に対しては，外的 �間接的�

な段階 �の実修法�である �．

無種子三昧は凝念などの三つが消滅したときに生ずるから．
心のはたらきが滅しても心を構成する三要素はなくならないから心の転変は消えない．

��



� 三昧

�������� 　�識別から生じた知を得た者にも，そうでない者にも�純質と真我
との清浄が等しくなったときに，�真我の�独存が生ずる�
純質というのは思惟機能のそれのこと．

��



��� まとめ
��



ヨ－ガ根本聖典を眺めて

� 仏教理解の参考

� 古代インド思想の面白さ

� ヨーガ実践の糸口

� 難解 �文章・思想・時代背景・成立順序�

��



それからのヨーガ

ヨ－ガ根本聖典以来ヨーガはさまざまに発展した．

� 真言 �ヨーガ �音声による観法を修する�

� 努力 �ヨーガ �身体的努力による行法�

� 無心 �ヨーガ �禅的な空観�

� 王 �ヨーガ �自己の身内に最高梵の顕現を観ずる�

ヨーガ奥義書 �なども多数生まれた．

� ������� � �������
� (�'�� � ������ � '+#+��������

��



付録 数論説一滴
��



数論説
パタンジャリの「ヨーガ根本聖典」�は，当時の数論 � 説を下敷きにし，仏教やジナ
教の影響を受けている．イーシュヴァラ・クリシュナ 
自在黒�の「古典サーンキヤ体
系概説」� によって数論説を一瞥する．それは ��頌にまとめられ服部訳はつぎのよ
うな章立てを行っている．

� 序論 �� 	

� 原質とそれの開展 ���	

� 精神原理 �����

� 原質から開展した諸原理 ����*

) 輪廻の主体 �����

	 輪廻の様相 ���	�

� 解脱 	����

� ��������(� '+#�������� 
��)�-.� � ��� &���'� � ��$������������� ��� &���'� �������� 
数
論頌� 
)�-.�

��



数論説

数論説も人生は苦であり，それからの解脱を議論する．
� 人生は苦しみ

� 二元論

� 開展説と因中有果説

� 自我と細身と輪廻

� 解脱

��



人生は苦しみ 	数論の目的


人はこの世に生きている限り三種の苦に悩まされる．苦は

内依 病気や欲求不満など自らが感じる苦しみ

外依 他人・諸動物から受ける苦しみ

天依 寒暑・風雨など環境による苦しみ

であるが，その除去方法は医者・美女・処世訓・祭祀などより「数論」が勝

れている．なぜなら，根本原質・精神原理・開展を識別して苦の理由を知る

からである．

苦は根本原質に精神原理が干渉するところに生ずる．

��



二元論
認識論 　
知識としてつぎの３種を認める．

� 直接経験 　器官が各対象に対して行う判断

� 推理 　直接経験によらない判断

� 信頼できることば 　それら以外については天啓聖典による

存在論

� 精神原理 � 　常住不変．無数に存在．非活動 
観照者�．

� 
根本�原質 � 　純粋物質．活動的．

� �������� ������，身体を満たすものとして霊魂として精神，精気，人間を意味する．
我，人我，神我，人，知者，観照者などと訳される，

� 
��(����������� ���������，物質的現象の根源の意から，自性，本因，勝因，不変
異，不了．未顕現などと訳される．

�	



開展説と因中有果説

「根本原質は存在する．」

根本原質は微細なので知覚できないが存在する．
それはヨーグルトや壺などの存在から推論できる �開展・因中有
果説�．

根本原質は３構成要素 �より構成され，この３要素が平衡しているが精神原
理の観照にあって平衡が破れ，変異が起こる．この変異を開展 �という．人
を含む全現象界が開展する．
原質から生じたさまざまな変異 �顕現�も原質という． 　

� #��� 徳� � �������
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開展説と因中有果説

未開展および開展の構成要素

要素 本質 行為 性質 元素 　

純質 ������ 快 照明 軽快 静寂

激質 ����� 不快 活動 刺激 激烈

翳質 ����� 消沈 抑制 鈍重 鈍重
��



開展説と因中有果説
開展の ��原理

精神原理

��

意

根

����������
��

����
��

��
��

知根

根本原質 �� 覚 �� 我慢

����������

����
��

��
��

作根

唯 �� 大

上のような根本原質からつぎつぎ出現すること 
開展�を原理 
諦�という．

��



開展説と因中有果説

覚 理性 &(""#�� ��#�� �

我慢 自我意識 �#� �������� �

根 十一器官 �!"��$� 広義の感覚器官

意 思考器官 ��!�� 思考・感覚統制の器官

知根 知覚器官 &(""#� �!"��$��!� � 耳，皮膚，眼，舌，鼻

作根 行為器官 �����!"��$��!� � 手，足，�発声・排泄・生殖�器官

唯 素粒子 ��!������ 音，触，色，味，香

大 元素 ��#��&#�(�� 空，風，火，水，地

� 理性は決断 
の作用をなすもの�である．

� 意識「われ」をおこす器官

��



開展説と因中有果説

開展説 �

「原質から開展した諸原理はおなじ３種の構成要素
に依存してさまざまに変化する．」

変化とはあるものが本質的には同一性を保存しながら現れ方を
変えること� 　

� ���������� �����

��



開展説と因中有果説

因中有果説 �

「原因のなかにすでに結果が存在する」

�
�� 無から有はできぬ

�� 質料因をとるから �ヨーグルトは牛乳から�

�� 万物から万物をつくることはない

	� 能力あるものが可能なものをつくる

�� 結果は原因と同質である �麦は麦粒から，米は米粒から�

� �������'� ������

��



精神原理

「精神原理は存在する．」

� 集合体 �万物)開展�は他者のためであるから �，

� 開展は３構成要素によって構成されているが，その目的が必要であり，
構成要素以外になにかがなければならない，

� 万物には支配者が必要であるから �馬車には御者が�，

� 万物はその享受者がいるはず �酒をのむひと�，

� 万物はこの支配者を独存 �解脱�させるために働くから．

この支配者が精神原理である． 　

� 集合体の目的が集合体であればその目的がと無限に循環する．悪循環を切
るために集合を３構成要素からなるものと限定する．

��



精神原理

「精神原理は多数である．」

�

� 人の生死・器官の損傷は他の人のそれとは独立である．

� 人は独立に動作する．

� 人の３構成要素はさまざまである．

��



精神原理

「精神原理はつぎの性質をもつ．」

原質のもつ性質を否定した性質をもつ．

�� 物質的でなく精神的な知者

�� 検証を要する対象を提示された証人

�� 構成要素を離れた独存者

	� 構成要素の性質とは無関係な中立者

�� 非精神的な諸原理の活動を眺める観察者

�� 自らはなにも生産しない非作者

�� 原因をもたず常住で帰滅しない

� 対象にならず人の体内に遍満している

��



細身・精神原理・原質

細身 �微細な有機体�と精神原理

���� 　知性をもたない微細な有機体は �理性・自我意識・１１器官・５微細
な元素が形成する輪廻の主体�は精神原理との結合によって，あたかも知性
をもっているかのようになる．
原質と精神原理

���� 　精神原理は �原質から開展する万物を�観察するために，また，原質
は �精神原理の�独存 �解脱�のために，�あたかも方向を観察することはでき
るが歩行できない�はしゃと �歩行はできるが方向を観察できない�盲人と

�が同じ目的地へ到達しようとして，後者が前者を背負う場合�のように，両
者も結合する．創造 �万物の開展�はそれ �精神原理と原質の結合�によって
行われる．ただし，はしゃと盲人とは目的地に到達すれば離れるように，精
神原理の独存が実現されたときには，原質は活動を停止し，精神原理ももは
や原質を観察することはない．

�	



細身・精神原理・原質

理性の状態

���� 　理性は決断 �の作用をなすもの�である．�理性は純質的であるか翳質
的であるかに従って八種の状態になる．�功徳，知識，離欲，自在*これが

�理性の�純質的状態である．翳質的 �状態�はこの反対である 
罪過，無知，
貪欲，不自在�．

自我意識は我執する

��	� 　自我意識とは知覚し，思惟したものを自己に関係づける意識であ
る．．．．

��



輪廻の主体

素粒子と元素

��� 　素粒子は �音・触感・色・味・香の微細な要素であって，純質的・激質
的・翳質的というように�特殊化していないものである．これら五種 �の素粒
子�から，五元素 �虚空・風・火・水・地�が �開展する�．これらは特殊化し
たものといわれる．�すなわち，純質・激質・翳質のいずれかが優勢であるに
従って，�静寂なもの，激烈なもの，鈍重なもの �となるの�である．

身体の三分

���� 　特殊化したものは �この世において�，微細なもの �微細な元素から成
る不可見の身体�，父母の所産 �である粗大な元素から成る肉体�，ならびに，

�五元素の結合によって�発生したもの �無生物�という三態で存在するであろ
う．それらのなかで，微細なものは �世界の創造から帰滅に至るまでのあい
だ�つねに存在し，父母の所産 �である肉体�は �死後に�消滅する．

��



輪廻の主体

細身の輪廻

�	�� 　細身は，太古に生じ，�緻密質のもののなかにも�妨げられず �に侵入
し�，�劫の終末まで�常存在し，理性から微細な元素まで �の諸原理�から成
り，�一つの肉体に宿っているあいだに行った行為の結果を，次の肉体をを得
るときまでは�享受することなく，�一つの肉体から次の肉体へと�輪廻する．
輪廻は理性の状態によって傾向づけられる．

�	�����細身も特殊化したものがなければ依りどころがなく存在しない．

�	�� 　この細身は，�対象の享受という�精神原理の目的を原因とし，�輪廻
の�動力因 �である功徳・罪過など�と，�その�結果 �としての神・人間・畜
生などの境遇における身体�と結びつくことによって，さまざまに �外形を変
えて�存在する．�細身このような変幻は，独力で行われるのではなく，創造
の全過程に及んでいる�原質の主権力との結合によって �行われる�．

��



輪廻の様相

�		� 　細身は功徳などの理性の状態によって向上し �よりよい境遇において
肉体を得る�，罪過によって沈下する．知識によって解脱が，無知によって束
縛がある．

�	�� 　離欲によって原質への帰滅があり �暫時肉体を得ることを停止するが，
解脱したわけではないから，やがてまた肉体を得て輪廻を続ける�，貪欲に
よって輪廻があり，自在によって願望が妨げられない．

���� 　�理性の�状態がなければ，�それに傾向づけられて向上または沈下し，
神・人間・畜生などの身体を得る輪廻の主体としての�細身は存在しない．細
身がなければ �輪廻して次の生を受けることがないから理性の�諸状態は現出
しない．したがって �輪廻の続くかぎり�，二種の創造*細身と �理性の�状
態が行われる．

��



輪廻の様相

���� 　生物として創出されたものは神 ��梵天・造物主・帝釈天・祖霊・乾闥
婆・竜族・羅刹・悪鬼�，動植物 �家畜・野獣・鳥類・爬虫類・植物�，人類で
ある．

� 　別説 　������� ����������� ������ ������ #� &�������� '��$��� ��������� ��$�����

仏教での天竜八部衆は天・竜・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦楼羅・緊那羅・摩喉羅迦 　

��



解脱

一切皆苦

���� 　知性である精神原理は，微細な有機体が消滅しない �で輪廻を続ける�

かぎり，それ �神・人間・動植物として創造された身体�に宿って，老・死を
原因とする苦悩をうける．したがって，苦は �身体をもつ者にとって�必然的
である．

原質はじつは精神原理の解脱ために働いている �������．

���� 　精神原理は束縛されず，解脱せず，輪廻せず，しかし，原質が輪廻し，
束縛され解脱する．

���� 　原質は知性以外のすべての状態で束縛されているから，精神原理観照
の目的達成のために，理性の状態を知性として自らの解脱を行わねばならな
い．

��



解脱

��	� 　二十五原理の考察を反復習熟することによって，つぎのような究極の

清らかで誤りのない絶対の知識が生ずる．

��	
��� わたしは諸原理ではない

�	 ��� 諸原理はわたしのものではない

��	
�	�� わたしは諸原理に属さない

この知識によって，精神原理はただ原質を観察するようになる ����．精神原
理の目的は果たされ，原質と結合しても創造の動機は存在しない ����．その
ときでも，業によって身体は維持される ����．
精神原理が身体から分離し原質が活動を停止するとき，精神原理は決定的�

究極的な独存，つまり，解脱に達する ���．

� �+� ��� � �+����# �� ���%� � �+� /
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年表

年代 　一般 　数論派	 瑜伽派 　　仏教


���� インダス文明

エーゲ文明

殷王朝 �商�

　
��� アーリアインド侵入


���� リグ・ヴェーダ


���� ブラフマナ


��� ブリハド，チャーンドギヤ �
���	
����


��� 都市の成立 迦毘羅 ��� 釈迦 �
���������


��� アレキサンドロス侵入 ����	 カタ

パーニニ �������


��� シヴェータシヴァタラ 阿修利 仏教広がる

阿含原型成立

ヒンドゥー経興起


�� パタンジャリ ��������文法学者� 発智論

マイトリ


��� ギーター原形 パンチャシーカ �
�������

��



年表

年代 　一般 　数論派	 瑜伽派 　　仏教

� ギーター現形

��� 婆沙論	 馬啼

竜樹 ����
���

�� 雨衆 ���
���� 弥勒 ���
����

��� 自在黒 ���� 無著 ����
����	 世親 ���
����

��� マハーバーラタ 数論頌 陳那 ����
����

ラーマーヤナ 瑜伽経 ����
����

��� ヴィヤーサ ������	 金七十論 真諦 ���� シナへ渡る ���
����

清浄道論 �佛音�

��� ガウダパーダ ����
�����吠壇多派� 玄奘 ����
����	 法称 �������

��� シャンカラ ����
�����吠壇多派�

マータラ

��� 回教徒侵入 ����

��� ヴァーチャスパティミシュラ ������正理派�

���� ボージャ�����
�����

���� モークシャカラグプタ �経量部�

���

����

���� 数論経

���� ヴィジュニャーナビクシュ

��
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