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質問 1 アビダンマや十二因縁の教えを詳しく知ら

なくてもヴィパッサナー瞑想を始めることができま

すか？                                                                             P.5 
 
質問 2 「十二因縁を知らずに瞑想すると功徳は得

られるが、悟ることはできない。」とは本当でしょ

うか？                                                                             P.7 
 
質問 3 生じたときの名色を念じるだけでは十分で

ないのでしょうか？                                                   P.13 
 
質問 4 トラに食われているときの苦受を取り除く

とは、どういうことですか？                                   P.14 
 
質問 5 「心をあるがままにしておくだけで、何も

修行する必要はない。修行すると苦しいだけだ。聞

いて覚えるだけで十分だ。」ということがあるでし

ょうか？                    P.16 
                                                                        
質問 6 禅定を得ていないならば、心清浄が満たさ

れていないのでヴィパッサナー瞑想を実践すること

はできないのですか？                                               P.17 
 
質問 7 瞬間定(Kha¼ikasamædhi) でヴィパッサナー

瞑想を実践することができますか？                       P.18 
 
質問 8 アビダンマの心、心所、色の数を考えて知

るだけで真の名色分離智が生まれるでしょうか？ 
                                                                                     P.20 
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質問 9 「預流者に達するぐらいはサマタ、ヴィパ

ッサナー瞑想を実践する必要は無い。指導者が言っ

ているとおりに理解できれば事がすむ。」などと言

う人がいますが本当でしょうか？                           P.22 
 
質問 10 生滅を観察しながらお布施すればヴィパッ

サナー瞑想になり道果に更に近づけるのではないで

しょうか？                                                                   P.24 
 
質問 11 一番最初からヴィパッサナー瞑想するとき

無常などと知ることができますか？                       P.27 
 
質問 12  本当に生滅している名色を念じずに「生

滅、生滅。」と心の中で唱えるだけで、本当の生滅

を知る真のヴィパッサナーの智慧が生まれるでしょ

うか？                                                                           P.29 
 
質問 13 名色法などを名前や数、形などで瞑想する

ことができますか？                                                   P.30 
 
質問 14 サティパッターナとはサティ、サティはサ

マーディカンダの中の法です。正精進、正定と一緒

に生じる法です。ですからサマーディの修行法でし

ょうか？ヴィパッサナー瞑想法ではないのでしょう

か？                                                                               P.33 
 
質問 15 歩いているとき、名色を念じるように釈尊

は説かれたのでしょうか？                                       P.35 
 
質問 16 アーナーパーナ（出息、入息）はサマタ瞑

想ですか？ヴィパッサナー瞑想ですか？ 
                                                                                       P.36 
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質問 17 「どれか一つの威儀において疲れてきたり

痛くなって耐えられなくなってきたらすぐに姿勢を

変えなければなりません。変えずに瞑想し続けると

苦行になる。」とは本当でしょうか？                   P.37 
 
質問 18 「楽を念じると欲楽行 
(kæmasukhallikænuyoga)になり、苦を念じると苦行 
(attakilamathænuyoga)になるので、楽と苦を念じずに

捨を念じなければならない。」と言っているのは本

当でしょうか？                                                           P.43 
 
質問 19 ある人は倒れて横になっていたり、変にの

た打ち回っていたりしているのを、悟りを得ている

と思っています。それは本当でしょうか？          P.44 
 
質問 20 想（saññæ ）が覚えておくのとサティパッタ

ーナの実践によって、生じたときの名色を念じると

はどのように違うのですか？                                   P.45 
 
質問 21 腹部の膨らみ、縮みを念じることは仏説で

しょうか？                                                                   P.46 
 
質問 22 菩薩はアーナーパーナ（入息、出息）を念

じて仏陀となったのでしょうか？                           P.47 
 
質問 23 過去の法、未来の法などを念じ、正しいと

おりに知ることができますか？                               P.48 
 
質問 24 「色、無常。色、無常。」と心の中で唱る

ことはヴィパッサナー瞑想になりますか？           P.50 
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質問 25 マハーシ瞑想法では、なぜアーナーパーナ

（出息、入息）で指導しないのですか？               P.51 
 
質問 26 腹部の膨らみ、縮みを念じることはパーリ

経典に沿ったことですか？                                       P.53 
 
 
質問 27 腹部の膨らみ、縮みを念じることはサマタ

瞑想ですか？                                                               P.55 
 
質問 28 大念住経の中に入息、出息の始め、中間、

終わりの三つ全てがはっきりするように念じるとあ

ります。無碍解道論、upakkilesañænaniddesa には入息、

出息の始め、中間、終わりをサティによって追って

念じている人は定が壊れる原因になると説かれてい

ます。この二つの経典の違いはサマタとヴィパッサ

ナー瞑想によるものですか？                                   P.56 
 
質問 29 膨らみ、縮み、曲げる、伸ばすなどと念じ

ているのは勝儀諦ではなく施設のみを意識するので

はありませんか？                                                       P.57 
 
質問 30 瞑想している人は病人のようにゆっくりと

動く必要がありますか？                                           P.58 
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質問 1 アビダンマ 1や十二因縁 2の教えを詳しく知

らなくてもヴィパッサナー瞑想3を始めることができ

ますか？ 
 
答え 小愛尽経(MN,37)によれば、アビダンマ典籍

の教えなどを詳しく学んでいなくても、「名、色4だ

けだ、無常、苦、無我だ。」ということを聞いたこ

とがあるぐらいで瞑想実践できることは明らかです。 
 また、十二因縁を簡単に言うと「原因と結

果だけがある。人、衆生 5 などは本当は存在しな

い。」などと、これぐらい知っておくことが必要で

す。教義に基づいて十二支、行相二十などと全ての

人が詳しく知る必要は有りません。もしこの様に詳

しく知ってから瞑想しなければならないならばチュ

ーラパンタカ長老は四十四文字だけの十一語の偈頌

を四ヶ月かかってさえも暗記することができません

でした。ですから、彼にとって十二因縁の教えやア

ビダンマの教えを学ぶことなどどうしてできるでし

ょうか。しかし、釈尊が指導したとおりに小さな布

をつかみ「不浄の除去、不浄の除去。」と唱え瞑想

                                                                 
1
三蔵経典（経、律、論）の一つで経典所説の教理を整理組

織し体系化した経典。 
2 縁起の仕方を「これが生じる時、これが生じる」と十二

支に分けて説いたもの。 
3 無常、苦、無我を理解するために心と物質を正しく観察

すること。 
4 名(næma)  対象を知る働き心。色(rþpa) 壊れ、変化する

もの、物質 
5 生きとし生けるもの。 
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することによってその日の午前中に阿羅漢1となりま

した。 
 また、マーティカマーターという在家女性

信者は出家者がどの様に修行しているか知りません

でした。しかし、比丘たちから指導を受け、在家生

活を送りながら瞑想し、その指導していた比丘たち

より早く不還者2となりました。このマーティカマー

ターもアビダンマの教えや十二因縁の教えなどを詳

しく学ぶ機会が無かったことははっきりしています。

ほかにも同じような例はたくさんあります。 
  

ですから、教典に精通した指導者の下で瞑

想修行するならばアビダンマの教えや十二因縁の教

えなどを詳しく学ばなくとも、生じたときの名色を

念じることができるならば、自分自身の体験により

事が済むとはっきりと覚えておいてください。 
（The Dhamma talk of Paticcasamuppæda） 

                                                                 
1阿羅漢(arahat)悟りの最高段階、完全に煩悩がなくなった人。 
2
不還者(anægæmi) 悟りの第三段階、預流道によって見

(di¥¥hi) 仏法僧に対する疑 (vicikicchæ) を断じ、一来道によ

って残りの煩悩を弱め、不還道によって欲貪 (kæmaragæ)  
瞋恚(pa¥igha)を断じ欲界に転生せず梵天界、浄居天に生ま

れる。 
道智 (maggañæ¼a) それぞれの四段階の悟りの瞬間に一度だ

け生じ、それに対応する煩悩を取り除いたり弱くしたりす

る智慧。 
果智(phalañæ¼a) 道心のすぐ後に生じ、入果定することによ

って何度でも体験できる智慧。 
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質問 2 「十二因縁を知らずに瞑想すると功徳は得

られるが、悟ることはできない。」とは本当でしょ

うか？ 
 
答え 十二因縁を常に強調し、彼らの説いている

とおりに十二因縁を理解しないでヴィパッサナー瞑

想を実践するべきではないなどと、他で瞑想してい

る人々の気を落とさせるような法話をして瞑想実践

の邪魔をしている人がいるので、仏法布教の邪魔を

防ぐために、今日詳しく説明しているわけです。彼

らが常用する法話は相応部、蘊品、チャンナ経(SN, 
II, 293)です。 
 このお経の趣旨を簡単に述べるなら、チャ

ンナ長老は釈尊が入滅した後、梵罰を受け反省し、

他の長老から指導を受け「色、無常。受、想、行、

識1、無常。無我、真我ではない。形成されたもの全

ては無常。全ての法は無我。」などと考察したそう

です。しかし、この様に考察したとき、彼は元から

我見が強かったので、「色、受、想、行、識という

法すべてが真我ではない。」ということを納得でき

ずにいたそうです。真我が無くなってしまうと心配、

恐怖し「真我が無いならば無我。名、色などが行っ

た業は、どの真我に良い結果、悪い結果を与える事

ができるのだろうか。」と邪見に囚われたそうです。

「それならば私の真我はどこに在るのか。」と彼の

                                                                 
1 色(rþpa) 物質。受(vedanæ) 苦、楽、不苦不楽の 3種の感受。

想 (saññæ) 認識対象からその形象、概念を受動的に受ける表

象作用。行(sa³khæra) 受、想以外の 50の心所の働き、意志。

識(viññæ¼a) 認識作用。 
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心は我執にもどってしまったそうです。その様にな

った原因を註釈書はこの様に説明しています。 
Ayaµ kira thero paccaye apariggahetvæ 

vipassanaµ pa¥¥hapesi  このチャンナ長老は因縁の法

を理解せず、見ないでヴィパッサナー瞑想を実践し

た。 
（この言葉によって実際に生じている名色

を念じずに考察だけしていたと知ることができます。

なぜかといえば、見たとき、聞いたときなど実際に

生じている名色を念じていれば、集中力が高まって

きたときに、始めに名色を分けて知ります。その後、

原因と結果を理解します。次に新しく生じては滅し

ていることを見ることによって、無常、苦、無我と

知るヴィパッサナーの本当の智慧が生じるのが常で

す。原因を知る真の縁摂受智 Paccayapariggahañæ¼a 
が生じるのが常です。原因を知る智慧が生まれずに、

生滅、無常の特徴を知ることはできません。それな

のに原因を理解せずに無常、苦、無我と瞑想させる

ヴィパッサナーは考察しただけで知った偽のヴィパ

ッサナー瞑想というのは明らかです。） 
 
sæssa dubbalavipassanæ attagæhaµ 

pariyædæpetuµ asakku¼antø sa³khæresu suññato 
upa¥¥hahantesu ucchijjissæmi vinassisæmøti 
ucchedadi¥¥hiyæ ceva paritassanæya ca paccayo ahoti  

そのチャンナ長老の力の弱いヴィパッサナ

ー瞑想は、我執を尽滅させることができないので諸

行において真我は空であると思って「絶滅する、消

失する」と断見によって真我の滅を恐怖することが

縁となった。 
 この註釈の中に dubbalavipassanæ という語

によって、実際に生滅している名色を念じる真のヴ
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ィパッサナー瞑想ではなく偽のヴィパッサナー瞑想

だと知ることができます。どこかといえば、この蘊

品、註釈書 (SA, II, 254) にある、一人のバラモンの偽

のヴィパッサナー瞑想類です。 
 
そこでの述べ方は、yæ esæ no cassaµ no ca 

me siyæti pavattæ dubbalavipassanæsæ yasmæ attasinehaµ 
pariyædætuµ na sakkoti.  tasmæassutavato putujjanassa 
tæso næma hoti. so hi idænæhaµucchijjissæmi na dæni kiñci 
bhavissæmøti attænaµpapæte patantaµ piya passati 
aññataro bræhma¼o viya lohapæsædassæ he¥¥hæ 
tipi¥akacþ¹anægatthero tilakkha¼æhataµ dhammaµ 
parivatteti kira atha aññatarassa bræhma¼assa ekamante 
¥hatvæ dhammaµ su¼antassa sa³kharæ suññato 
upa¥¥hahiµsu so papæte patanto viya hutvæ viva¥adværena 
gehaµ pavisitvæ tato palæyitvæ puttaµ ure sayæ petvæ tæta 
sakyasamayaµ ævajjanto manamhi na¥¥ho iti æha   

もし真我が無ければ、私のものも無いと考

えることによって生じた、その力の弱いヴィパッサ

ナー瞑想がある。その力が弱いヴィパッサナー瞑想

は我愛を無くす力が無いので見聞ない凡人は心配が

生じる。 実にその凡人は「私は今、断滅するであろ

う。今、万が一にも生じないであろう。」と 自分自

身を絶壁から落ちてしまうかのように見てしまう。

以下のあるバラモンのようにである。 
銅製の尖塔寺院の一階でティピタカチュー

ラナーガ長老は無常、苦、無我という三つの特徴を

含む法を 暗誦していたそうです。その様に唱えてい

るとき、ある所で法を聞いていた一人のバラモンは

名色行などは真我に関して空だと思ったそうです。

そのバラモンは絶壁から落ちてしまうかの様に思っ

たので寺院の開いているドアから飛び出して彼の家

に帰って彼の息子を胸に寝かせ「息子よ、釈尊の教
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えを考察してしまったので破滅しそうになったしま

った。」と、この様に言ったそうです。 
 経典を唱えている声を聞いて考察したバラ

モンのヴィパッサナー瞑想は真のヴィパッサナー瞑

想ではなく、偽ものであるとはっきりしています。

この様な偽のヴィパッサナー瞑想を註釈書が

dubbalavipassanæ 力の弱いヴィパッサナー瞑想と呼

んでいます。名色分離智、縁摂受智などが生じる真

のヴィパッサナー瞑想は力が弱ければ taru¼a 若い

ヴィパッサナー瞑想と呼びます。ですから縁摂受智

を得ずに飛び越えて念じるチャンナ長老の偽のヴィ

パッサナー瞑想を理由に、見たとき、聞いたときな

ど本当に生滅している名色を自性相1からはじめ、だ

んだんと正しく念じている瞑想者の真のヴィパッサ

ナー瞑想を「十二因縁を理解せずにヴィパッサナー

瞑想をするべきではない。」などと禁止するべきで

はありません。禁止することは仏教の瞑想実践を禁

止することと思ってください。 
  

なぜなら生じたときの名色を念じている瞑

想者の智慧と集中力が高まってきたとき、色と名を

始めに分けて知ります。次に目と見る対象があるの

で見ることが生じる。耳と音があるので聞こえる。

行きたいと思う心があるので行く。対象を念じず正

しくし知らないので渇望が生まれる。渇望が生まれ

るので執着する。執着するので自分の思いどおりに

                                                                 
1 自性相(sabhævalakkha¼æ) 接触する特相は触(phassa)のみ

にあり、感受する特相は受(vedanæ)のみにあるように、それ

だけにある特相を自性相という。 
平等相 (sæmaññalakkha¼æ) 無常、苦、無我は名色行すべて

に関する特相なので平等相という。 
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なるように行い努力する。善業があるので良い結果

を得るなどと原因をまとめて知る智慧は自然と生じ

ます。その様に原因を知った後、生滅などがはっき

りし、無常、苦、無我などの智慧が生まれます。原

因を知らずに飛び越えて無常などを知る智慧は普通

生じません。ですから、先の十二因縁をくわしく学

ばなくとも、チャンナ長老のような混乱など生じま

せん。 
 しかしチャンナ長老もアーナンダ長老の説

いた十二因縁の法話を聞き、すぐに混乱が無くなり

正しいヴィパッサナー瞑想を実践し阿羅漢になるこ

とができました。ですから、指導者の下で瞑想して

いる人は、始めは仏教の基礎知識が足りなくとも瞑

想する前に指導者の法話を聞き知識が満たされるで

しょう。瞑想中に問題などが生じたら指導により解

決するでしょう。ですから指導者の下で瞑想する人

は仏教の知識に関して心配する必要はありません。

もし自分で検討したいなら先ほど述べたようにする

だけです。 
 その調べ方を簡単に言えば「名色の法は無

常、苦、無我の性質だ。」とこれぐらい聞いたこと

があれば基礎知識があるといえます。次に註釈書に

よれば苦諦 1、集諦 2、滅諦 3、道諦 4の四聖諦を聞い

たことがあるならば、また清浄道論5の復註によれば

「原因の法と結果の法だけがある。」と聞いたこと

があるならば十二因縁を簡単に知ったことになると

                                                                 
1
苦諦、一切の形成されたものは苦であるという聖なる真理。 

2
集諦、苦しみの原因は渇愛であるという聖なる真理。 

3
滅諦、その苦しみがなくなったのが涅槃である。 

4
道諦、涅槃へ到る八聖道という聖なる真理。 

55世紀に仏音(Buddhagosa) によって著された註釈書。 
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あります。その様に聞いたことが無くとも瞑想を始

める前に「名と色の二つだけがある、原因と結果の

法だけがある、その名色は瞬間も止まずに生滅して

いるので無常、苦、無我だけだ。」と、この様に名

色、原因と結果、生滅、無常、苦、無我の性質を自

分自身の智慧で知るようにヴィパッサナー瞑想を実

践するのだと、瞑想指導者から聞いたならば基礎知

識は十分だといえます。 
(The Dhamma talk of Sølavanta sutta) 
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質問 3 生じたときの名色を念じるだけでは十分で

ないのでしょうか？ 
 
答え ある人はこの様に、生じたときの名色を念

じるだけで十分でないと思っています。名だ、色だ

と考察し、生じている、滅していると考察しないと

十分でないと思っています。本当は考察とは実体験

の智慧ではありません。経典からや、人から聞いて

にせよ、覚えているとおりに想像して考察している

のです。覚えて知っただけです。実体験の真の智慧

が生じたわけではありません。ですから勉強して覚

えたようなものです。あまり先に進むことはできま

せん。今言ったとおり生じるたび、生じるたびに追

って途切れさせずに念じれば、自分自身の智慧で見、

自分の智慧になります。たとえば、門の前にせよ、

村の入り口にせよ、留まって見ているならば出入り

する人々をはっきりと見、知ることができるでしょ

う。経典からにせよ、人から聞いたにせよ考え考察

する必要はありません。 
 また別の例えは道の脇に曇りの無い鏡を立

てます。人であれ車であれ来たすべてのものは、こ

の鏡の中にそのとおりに映ります。その様なもので

す。六門に生じるものすべてを、正念正知によって

見守り念じ続けるならば名色の性質などをそのとお

りに知ることでしょう。 
(The Dhamma talk of Bhæra sutta) 
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質問 4 トラに食われているときの苦受を取り除く

とは、どういうことですか？ 
 
答え ここで「トラに食われているときの苦受を

取り除く。」とは、どの様なものかとの質問があり

ます。この話のすぐ前に大腿骨
だいたいこつ

を折って逃げないと

保障し瞑想したティッサ長老の話にtherassa vedanaµ 
vikkhabhetvæ sølaµ paccavekkhato parisuddhaµ sølaµ 
nissæya pøtipæmojjaµ uppajji. (DA, II, 339) 

「長老は感覚を取り除いた後、戒を考察し

た。戒清浄により喜悦が生じた。」などと註釈書が

述べています。この註釈書によると感覚を取り除い

た後、戒を考察したとありますので、戒を考察して

感覚を取り除いたとは意味は取れません。「 感覚を

取り除いた後、戒を考察した」とだけはっきりして

います。ですから、この註釈書の言葉で ekæyano  
(pe)  dukkhadomanassænaµ attha³gamæyaサティパッタ

ーナを苦憂受を消すための一つの道、一本の道とパ

ーリ経典の註釈にそって、念じることサティパッタ

ーナで感覚を取り除いたと理解すると妥当です。 
 今の様に瞑想者たちが普通の苦受であれ、

事故の苦受であれ、その感覚に集中し念じるならば

少しずつ減少していき、無くなってしまうのを自分

自身で体験するでしょう。これが念じることによっ

て感覚を取り除いたのです。しかし、完全に根本か

ら無くなるようにはヴィパッサナーの集中力と智慧

が高まっていなければ、しばらくたつとその感覚が

再び生じてきます。それは鎮伏(vikkhabhana)、離れ

させるという言葉に符合しています。ヴィパッサナ

ーの集中力と智慧が高まってくれば、その苦受を完

全に無くさせることができます。ですから、釈尊が
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亡くなる前に生じてきた病気による苦受をヴィパッ

サナー瞑想によって取り除くことができたのです。 
 戒を考察して感覚を取り除くということに

も信憑性があります。しかし、この話はサティパッ

ターナで苦を消滅させることを述べているので、ト

ラに噛まれ食われて生じる感覚を苦随観、ヴィパッ

サナー瞑想によって念じ取り除き、消滅させたと採

るのが適当です。 
(The Dhamma talk of Tuva¥aka sutta) 
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質問 5 「心をあるがままにしておくだけで、何も

修行する必要はない。修行すると苦しいだけだ。聞

いて覚えるだけで十分だ。」ということがあるでし

ょうか？ 
 
答え 真理を知るように見ず、八正道1を実践せず

に、他の方法、行などを信じ執着するすべては戒禁

取2です。近頃、「名色などの性質などを聞き、憶え

知っただけで事がすむ。瞑想などやる必要は無い。

戒律でさえ守る必要は無い。」などと言っている人

がいます。その教えどおりに信じたならば戒禁取に

なるかならないか考えるべきです。私から見ればそ

の教えの中に戒、定、ヴィパッサナーの智慧がない

ので戒禁取に入ると見ています。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta) 

                                                                 
1 八正道は正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正

念、正定からなり、戒蘊（正語、正業、正命）定蘊（正精

進、正念、正定）慧蘊（正見、正思惟）に分けられる。 
2 戒禁取(sølabbataparæmæsa)輪廻からの解脱や生天を求めて

八正道と関係の無い（牛や犬のような）実践を信じること。 
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質問 6 禅定を得ていないならば、心清浄が満たさ

れていないのでヴィパッサナー瞑想を実践すること

はできないのですか？ 
 
答え 「禅定を得れば心清浄が満たされるのでヴ

ィパッサナー瞑想を実践できる。禅定を得てないな

らば心清浄が満たされていないのでヴィパッサナー

瞑想することができない。」などと言っている少数

の人がいます。これは極端な意見です。禅定の近く

で生じる近行定ぐらい得られれば五蓋1の煩悩などが

除かれているので、その近行定によって心清浄が満

たされヴィパッサナー瞑想を実践でき、その様に瞑

想することによって阿羅漢果まで達することができ、

その様に達した人が多くいると清浄道論などにはっ

きりと述べられています。仏説であるパーリ経典な

どにも近行定ぐらいを得られる威儀の部によるヴィ

パッサナー瞑想法によって阿羅漢果まで達すること

ができると大念住経などにはっきりと説かれていま

す。 
 増支部 (AN,II, 275)アヌッサティッターナ経

の中に仏の徳などを念じることによって生じる集中

力の基礎で(evamidhekacce sattæ visujjhanti) 阿羅漢ま

で達することができると説かれています。正知の部

の註釈書においても仏法僧の徳を所縁として生じた

喜悦を、生じては滅することと考察することによっ

て阿羅漢果に達することができるとはっきりと説か

れています。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta) 

 

                                                                 
1 cf..p.27 
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質問 7 瞬間定(Kha¼ikasamædhi) でヴィパッサナー

瞑想を実践することができますか？ 
 
答え 要素観察の部によれば、はっきり現れてき

た四大要素を念じます。その様に念じていると五蓋

がなくなり近行定1に達すると清浄道論にはっきりと

述べられていることを注意しなければなりません。

それはどの安止定2の近くにも生じないので真の近行

定ではありません。近行定と五蓋を取り除くこと、

心が集中する様子が似ているのでsadisþpacæ（同様に

取り扱う）として近行定と呼んでいると清浄道論の

大復註釈書 (Vis ¿, I, 436)にあります。それをヴィパ

ッサナーとして言えばヴィパッサナーカニカサマー

ディと呼べます。ですから私はヴィパッサナーカニ

カサマーディと呼んでいます。それをある人たちは

理解できずにカニカサマーディでヴィパッサナー瞑

想はできない、もしできるならば学問僧もヴィパッ

サナーの智慧が生じるなどと非難しています。 
 学問僧たちの集中力が五蓋を取り除くぐら

い力強いならば、大念住経にあるように生じたとき

の名色を正しく念じられるならば、ヴィパッサナー

の智慧が生じると認めることができます。しかし、

勉強したり暗記したり教義を唱え考察するだけの集

中力では五蓋は取り除くことはできず、生じたとき

の名色を念じている訳ではないのは、はっきりして

います。清浄道論(Vis, I, 281)にヴィパッサナーカニ

                                                                 
1 近行定(upacærasamædhi) 安止定の近くに生じるので近行

定という。 
2 安止定(appanæsamædhi) それぞれの所縁に安止するので、

禅、道、果の入定状態を安止定という。 
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カサマーディを kha¼ikacittekaggatæ とあります。それ

を解釈している復註釈は kha¼amatta¥hitiko samædhi な
どと示されています。この註釈書、復註釈書などに

よって私は sadisþpacæ として近行定をカニカサマ

ーディと明確に提示しています。この点を理解でき

ればはっきりするでしょう。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta) 

 
 ヴィパッサナー瞑想中に生じるサマーディ

をカニカサマーディと呼びます。念じているときに

瞬間だけ続くサマーディと呼べます。ヴィパッサナ

ー瞑想のときこのカニカサマーディが無ければヴィ

パッサナーの智慧は生じません。力強いカニカサマ

ーディがあってこそ生じることができます。禅定と

いう基礎なしにヴィパッサナー瞑想だけで修行する

スッダヴィパッサナーヤーニカの修行者ならばこの

ヴィパッサナーカニカサマーディでヴィパッサナー

の智慧を生じさせ聖道果に達することができます。

このヴィパッサナーサマーディは一つの対象を念じ

るわけではありません。（すべてに向かって気づか

なくてはならないとあるように）はっきりと生じた

すべての対象をすべて念じなければなりません。し

かし、念じる瞬間、瞬間に念じる対象に向かうので

心が散乱することはありません。それは徹底してヴ

ィパッサナー瞑想を修行したことがある人には、大

変はっきりしています。 
(The Dhamma talk of Sallekha sutta) 
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質問 8 アビダンマの心、心所、色の数を考えて知

るだけで真の名色分離智が生まれるでしょうか？ 
 
答え アビダンマの心、心所、色の数を考えて知

るだけで真の名色分離智は生まれません。実際に生

じている名色を念じているとき、知る対象とそれを

知る心が別だと分けて知ることが真の名色分離智だ

と思ってください。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta) 

 
自分自身の智慧は生じたときの名色を念じ

ることで起こります。考えるだけでは生じません。

「世間心 81、心所 52、色 28、この二つの名色だけ

がある。」と、この様に考えるのは想1による理解で

あり、自分の智慧で知ったのではありません。 
考えてみてください。世間心 81とはどの様

な心ですか？ すべてを体験したことがあります

か？ 大心は禅定を得た人、唯作心は阿羅漢だけに

生じます。体験したことの無いこの様な心を本当に

知ることができますか？ 色 28の中の女性色は女性

にだけに有ります。この色を男性が実体験として知

ることができますか？ この様に知ることができな

                                                                 
1 （想、識、慧の区別）想は青、黄などのような所縁を識

別するだけで、無常、苦、無我のような特相を洞察するこ

とはできない。智不相応の識は青、黄などと所縁を識別し、

また特相を洞察することができる。しかし努力して道に達

することはできない。これに対して慧は所縁も識別し、特

相も識別し、更に努力して道に達することもできるのであ

る。（アビダンマッタサンガハ日本語訳p.52  ） 
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いものなどを考えて知ることは勝儀諦1として知った

ことでしょうか？「勝儀諦としての法の名前を知っ

た」と正直に答えることができます。その様な施設2

を知るだけで真の名色分離智は生じないことははっ

きりしています。ですから、生じたときの名色を念

じない人たちは一番基礎の名色分離智さえありませ

ん。ヴィパッサナーの智慧が欠けているのです。 
(The Dhamma talk of Sallekha sutta) 

 

                                                                 
1 勝儀諦(parmattha) 条件の変化によって本質が変わらない

もの。心(citta)、心所(cetasika)、色(rþpa)、涅槃(nibbæna) 
 
2 施設(paññatti) 勝儀諦としてあるものではなく仮につけら

れたもの。意義や概念などの義施設、それを音声などで知

らせる声施設、 海や山などの接合施設、家や車や村などの

積聚施設、人や神などの有情施設、方位施設、時施設、洞

窟など虚空施設 
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質問 9 「預流者に達するぐらいならサマタ、ヴィ

パッサナー瞑想を実践する必要は無い。指導者が言

っているとおりに理解できれば事がすむ。」などと

言う人がいますが本当でしょうか？ 
 
答え ここで疑問が起こります。転法輪経の中で

コンダンニャ長老がヴィパッサナー瞑想をしたとは

ありません。釈尊が転法輪経を説いたとき、または

説き終わってすぐに法眼という預流道智が生じたの

ではないでしょうか。それならばコンダンニャ長老

がヴィパッサナー瞑想をしたと言うのは経典と一致

しないではないかと疑問が起こります。しかし問題

はありません。なぜならこのお経の中に八正道を実

践すべきだとあるからです。 
 Dukkhe ñæ¼aµ などの正見についての註釈は

苦聖諦と集聖諦を瞑想し理解しなければないとあり、

Pubbabhægamagga （聖道に先行する道）というヴィ

パッサナー瞑想の道が完成して聖道智が生まれると

別のある経典にあります。身、受、心、法の四つを

念じずにヴィパッサナーの智慧、聖道智は生じない

ともはっきりとあります。 
 サティパッターナを実践することが正念道

になると経典にあります。この様な理由によりヴィ

パッサナー瞑想の道を実践せずに聖道が生じること

はないので、法話を聞きながらヴィパッサナー瞑想

のしかたを知ることが重要なので説明しました。で

すから、説明した内のどれか一つの方法でヴィパッ

サナー瞑想を実践すれば、一瞬の内でさえも預流道

果に達することができると思ってください。 
 法話を聞くだけで預流道果に達するならば、

ワッパ長老たちが一日、二日などと苦労して修行す
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る必要はありません。釈尊も彼らを疲れさせるため

に修行させるわけはありません。一度法話するだけ

で預流道果に達しないならばもう二度法話し、それ

でもだめなら三度重ねて法話しないで、どうして瞑

想修行させたかと考えれば、修行して悟ることがで

きるneyyapuggala1（導かれるべき所の人）なので、

釈尊が瞑想修行するように指導したのは明白です。 
 ですから、現代において「預流道果に達す

るぐらいはサマタ、ヴィパッサナー瞑想を実践する

必要は無い。指導者が言っているとおりに理解でき

れば事がすむ」などとサマタ、ヴィパッサナー瞑想

を実践する気持ちを削ぐような意見は、何の経典的

証拠もない行道の教えを破壊している意見だとはっ

きりと理解しなければなりません。その様な意見を

信じていたら涅槃への道が閉ざされると思ってくだ

さい。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta)

  

                                                                 
1 四種の人々の内の一人  
uggha¥itaññþ 略説によって悟ることができる人 
vipaccitaññþ 広説によって悟ることができる人 
neyya 指導を受け修行して悟る人 
padaparama 説法などは理解できるが悟ることのできない人。
(Pug, 163) 
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質問 10 生滅を観察しながらお布施すればヴィパッ

サナー瞑想になり道果に更に近づけるのではないで

しょうか？ 
 
答え ある人は「お布施するとき、布施者、布施

を受ける人、お布施する物などを名色行1、無常、苦、

無我などの特質を知りながらお布施すると智相応善

業 2 になる。」といっています。それは勝義説 
(atthasælinø) 3に布施について修所成善 4にすることが

できることを示したものをごちゃ混ぜにして言って

いるのです。アッタサーリニーにあるのはお布施し

た後「 khayaµ gacchissati 尽滅に至るでしょう。

vayaµ gacchissati 衰滅に至るでしょう。」と心するこ

とを示しているのです。これはお布施した後に心す

ることです。お布施する前に心することではありま

せん。お布施しているとき心することではありませ

ん。また、この様に心することを示したのは智相応

になるために示したわけではありません。修所成善

になるため示したのです。もしも尽滅、衰滅と思っ

てお布施すると智相応になるならば仏教の教えが無

いときのお布施は智不相応だけになるといえます。

その様にいえないことは、はっきりしています。 
 また、考えなくてはならないのは菩薩がお

布施するとき尽滅、衰滅と思ってやるなどと、どの

経典にもありません。釈尊の説いた教典の中にもあ

                                                                 
1 行(sa³khæra) ここでの意味は形成されたもの。 
2 智慧を伴う善業で普通は業とその業の結果を信じておこ

なう善業。 
3
法集論の註釈書(Dhammasa³gani A¥¥hakathæ)  

4 修行によって生じる善。 
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りません。実際にあるのはお布施を受ける人の徳に

意識を向け調べ、選ぶ必要があります。お布施を受

ける人も名色だけだ、無常、苦、無我の特質だけだ

と本当に思ったら徳の高い人と徳の無い人が同じに

なるでしょう。そうならば尊敬する心も生じないの

で布施による善業も力強くなく、結果も力強くない

でしょう。 
 ここで「生滅を観察しながらお布施すれば

ヴィパッサナー瞑想になり道果に更に近づけるので

はないでしょうか。」と疑問があります。真のヴィ

パッサナーであれば道果に近いことは確かです。そ

れならば物などをお布施する必要はありません。お

布施せずにヴィパッサナー瞑想だけをやっていれば

尽滅、衰滅を思うヴィパッサナー瞑想もどきよりさ

らに道果に近づけます。 
 
正しくはお布施とはヴィパッサナー瞑想す

るためではありません。布施善業の功徳のためにお

布施しているのです。ですから釈尊がお布施すると

きに更に大きな結果が得られるようにお布施を受け

る人を「saµghe dinnaµ mahapphalaµ (SN, I, 142) サン

ガにお布施すれば功徳が大きい。」などと説いてい

ます。心構えも「saddhæya dænaµ deti (AN, II, 212) 業
と業果を信じお布施する。」などとあります。名色、

無常、苦、無我と念じながらお布施するようにとは

ありません。 
 
 ヴィサーカー夫人（Visækhæ-Migæramætæ）の

物語を特に注意するべきで、お布施を受ける比丘た

ちを尽滅、衰滅と心してお布施せず、特別な徳があ
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る預流、一来1、不還、阿羅漢としてだけ心して意識

します。その様にすると喜悦が起こり、根、力、覚

支などを増進させることを特に注意すべきです。も

し尽滅、衰滅と心したが良いならば、預流者である

ヴィサーカー夫人が亡くなってしまった比丘たちを

「khayaµ agamæsi 尽滅に至った。Vayaµ agamæsi 衰
滅に至った。」と心していると釈尊に報告するでし

ょう。ヴィサーカー夫人が知らずにできないならば

釈尊が尽滅、衰滅と心してお布施するように指導す

るでしょう。これらなども注意すべきです。 
(The Dhamma talk of Pa¥iccasamuppæda) 

                                                                 
1 一来者 (sakædægæmi) 悟りの第二段階。欲界に一度生まれ

変わった後、梵天界に生まれる。 
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質問 11 一番最初からヴィパッサナー瞑想するとき

無常などと知ることができますか？ 
 
答え ヴィパッサナーのみの方法の瞑想の仕方は
idha  panekacco  vuttapakæraµ  samathaµ 
anuppædetvæva  pañcupædænakkhandhe  aniccædøhi 
vipassati ayaµ vipassanæ (MA, I, 113)   

この教えにおいて、ある修行者は述べた種

類の近行定と安止定というサマタを生じさせないで

五種の取蘊を無常などによって念じる、この念じる

ことはヴィパッサナー瞑想という。 
 ここで「近行定、安止定を生じさせないで

五取蘊を無常などによって念じる。」とありますが

初心者が初めから無常などを知ることができると採

るべきではありません。五蓋 1、煩悩 2、妄想などが

静まらない限り名色の自性相をはっきりと知ること

はできません。五蓋、煩悩、妄想などを抑えるヴィ

パッサナーカニカサマーディが十分に生じる必要が

あります。このカニカサマーディが生じたときに五

蓋、煩悩、妄想などが抑えられ心清浄が得られます。

心清浄を得たとき名色の自性相を良く知り名色分離

智が生じます。その後、原因と結果を知る縁摂受智

が生じた後、無常などを知る思惟智3などが生じます。

その様に清浄道論に詳しく説かれているので、この

註釈書には五取蘊を無常などと念じると簡単に説か

                                                                 
1 五蓋 (pañcanøvara¼a) 善心が生じるのを邪魔する心。 
欲貪、瞋恚、惽沈睡眠、掉挙悪作、疑。 
2 煩悩 (kilesa) 心を汚し、煩わし、悩ませるので貪などを煩

悩という。貪、瞋、痴、慢、見、疑、惽沈、掉挙、無慚、

無愧。 
3 思惟智 (sammasanañæ¼a) 無常、苦、無我を観察する智慧。 
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れていると採らなければなりません。その様に採ら

ずに瞑想の最初から無常などを知る智慧が生まれる

と採るならば清浄道論と対立します。 
 七清浄1の順番とも対立します。対立するな

らば真実ではありません。偽物、間違えでしょう。 
(To Nibbæna via The eightfold noble path)

                                                                 
1 七清浄(satta visuddhi) cf..中継車経 (MN,24) 
 戒 (søla-) 、心 (citta-) 、見 (di¥¥hi) 、渡疑 (kha³khævitara¼a-) 、
道非道智見 (maggæmaggañæ¼adassana-)、行道智見 
(pa¥ipadañæ¼adassana-) 、智見 (ñæ¼adassana-)。 
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質問 12  本当に生滅している名色を念じずに「生

滅、生滅。」と心の中で唱えるだけで、本当の生滅

を知る真のヴィパッサナーの智慧が生まれるでしょ

うか？ 
 
答え 真の名色の性質、真実を見ることなしに、

その生滅を知ることはできません。例えば稲妻が光

ったときに、それを見ずにどの様に光って落ちたか

を知ることができるでしょうか？知ることはできま

せん。その様に生じたときの名色を念じず知らなく

て、その名色の生滅を知ることはできないと理解し

なければなりません。ですから本当に生滅している

名色を念じずに「生滅、生滅。」と心で唱えるだけ

で、本当の生滅を知る真のヴィパッサナーの智慧は

生じません。生じたときの名色を念じ、本当に生滅

している姿を見てから本当の生滅を知る真のヴィパ

ッサナーの智慧が生まれるということをしかりと覚

えておかなければなりません。 
(To Nibbæna via The eightfold noble path) 
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質問 13 名色法などを名前や数、形などで瞑想する

ことができますか？ 
 
答え 瞑想修行している人は名法、色法を念じま

す。どの様に念じるのでしょうか？名前で念じるの

でしょうか？数で念じるのでしょうか？形で念じる

のでしょうか？どの様に念じるかといえば名前で念

じることはできません。名前、施設は重要ではあり

ません。数で色がいくつ、名がいくつ、心がいくつ、

心所がいくつなどと数を使って念じる必要はありま

せん。 
またある人はバラバラに粉々にという形を

見ています。形とは色所縁と触所縁にあります。他

の名色には形はありません。考えてみてください。

音ならば、どの様にバラバラ、粉々と見るのでしょ

うか？味についても見てみてください。食べて知る

味をバラバラ、粉々というふうに瞑想できますか？

できません。それらは色法なのでできるということ

にしましょう。心法、名法などをバラバラ、粉々と

いうふうに瞑想することは、どの様にしてもできま

せん。所縁を知る心をバラバラとやってみてくださ

い。どの様になりますか。欲をバラバラ、バラバラ

とやってみてください。怒りをやってみてください。

はっきりとはしていますがバラバラ、バラバラとい

うように形では知ることはできません。苦受ははっ

きりしています。バラバラ、バラバラとやってどう

なりますか。その様に形を使って瞑想することはで

きません。正しくは自性相などを念じます。自性相

を念じるにはその特質、特徴を念じます。その味、

作用で念じます。その現起、現れる様子、生じる様

子を念じなければなりません。それらは註釈書によ
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る言葉です。私が言っているのではありません。清

浄道論にその様にあります。 
lakkha¼a rasædivasena pariggahetabbæ (Vis, II, 222)   
特相、味（作用）などの意義によって摂受、理解す

べきである。 
名色法などの本来の特質、特相によっても

念じなければなりません。味という作用によっても

念じなければなりません。ædi 等という文法上、現

れる様子、生じる様子、現起（現状）によっても念

じなければなりません。この引用は大文献の清浄道

論からです。誰でも解りやすいのはアビダンマッタ

サンガハにある言葉です。沙彌や沙彌見習いなど、

この学問寺の若い比丘たちすべてはこのアビダンマ

ッタサンガハを習ったことがあるでしょう。ですか

ら沙彌でもこのパーリを暗記済みでしょう。それは

はっきりしています。それは何かというと lakkha¼a 
rasa paccupa¥¥hæna pada¥¥hænavasena næmarþpapariggaho 
di¥¥hivisuddhi næma  特相、作用、現状、直接原因に

よる名色の把握を見清浄という。 
（アビダンマッタサンガハ日本語訳 p.293） 
これは沙彌でも知っています。私はこのパーリを若

いときに覚えましたがいまだに忘れていません。 
特相の意義、味（作用）の意義、現起（現状）の意

義、足処（直接原因）によって名色を摂受、理解す

ることは見清浄という。 
 見清浄を生じさせたいなら名色を理解しな

ければなりません。名色をどの様に理解するのでし

ょうか？特相で理解しなさい。味で理解しなさい。

現起で理解しなさい。この様にです。サガイン州に

いる学問を積み瞑想修行をしている長老がこの様に

言ったことがあります。 
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「アビダンマッタサンガハの 
lakkha¼a rasa paccupa¥¥hæna pada¥¥hænavasena 
næmarþpapariggaho di¥¥hivisuddhi næma という言葉は

大変いい言葉です。この言葉に気づかない人がヴィ

パッサナー瞑想を説くと粉々、バラバラなどと言う

のでしょう。」彼がこの様に言いました。そうです、

この言葉に気づかないので粉々、バラバラなどとな

るのでしょう。 
(The Dhamma talk of  Ariyævæsa sutta) 
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質問 14 サティパッターナとはサティ念、念は定蘊

の中の法です。正精進、正定と一緒に生じる法です。

ですからサマーディ定の修行法でしょうか？ヴィパ

ッサナー瞑想法ではないのでしょうか？ 
 
答え ある人が「サティパッターナとはサティ念、

念は定蘊の中の法です。正精進、正定と一緒に生じ

る法です。ですからサマーディ定の修行法でヴィパ

ッサナー瞑想法ではない。」とこの様に言っていま

す。これは経典の教えを見ずにサティパッターナと

いう名前を見て自分の意見で考えているだけです。

正しくは大念住経  (DN,22) の総説ぐらい見れば

「sampajæno 正しく区別して知る。」という言葉に出

会うでしょう。それはヴィパッサナーの智慧です。

また広説を見れば「samudayadhammænupassø væ 生じ

る性質、生じる原因の法を見ながら過ごす。」など

も見るでしょう。サマタ瞑想法で生、滅、生じる原

因、滅する原因を瞑想することはありません。一心

に一つの対象、相に集中するだけです。 
 また「anissito ca viharati 渇愛、見に依存せ

ずにいる。」にも出会うでしょう。「naca kiñci loke 
upædiyati 世間において何かある法にさえも執着しな

い。」とも有ります。サマタ瞑想法において渇愛、

見への依存を取り除く、執着を取り除くことはあり

ません。正しくは生、滅、生じる原因、滅する原因

を念じるのはヴィパッサナー瞑想のみです。渇愛、

見の依存を無くす、執着を取り除くなどもヴィパッ

サナー瞑想のみです。ですから、サマタの部である

出息、入息の部、不浄観察の部でさえもサマタのみ

ではありません。サマタを基礎としてヴィパッサナ

ー瞑想を実践するために説かれていることは明らか
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です。ヴィパッサナーの部である威儀の部、正知の

部などは特に言う必要さえありません。受に関する

随観、心に関する随観、法に関する随観などはサマ

タ瞑想と何の関係も無いのでヴィパッサナー瞑想の

みだと、更にはっきりしています。 
(The Dhamma talk of Sallekha sutta) 
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質問 15 歩いているとき、名色を念じるように釈尊

は説かれたのでしょうか？ 
 
答え gacchanto væ 歩いているときは gacchamøti 歩
いていると pajænæti 知る。歩いているときは歩いて

いると知らなければなりません。これだけです。歩

いているときに歩いていると知ることが難しいでし

ょうか？難しくありません？難しくないのでこれを

ある人は法ではないと思っています。これは仏説で

す。仏説でなければ全部取り除くでしょう。仏説で

あっても「これは違う、それは違う。」といって更

に付け加えたいのでしょう。何と同じかといえば王

に点を付けた編集者のようなものです。直すところ

が無いので王に点を付けて玉に直したそうです。そ

の様に gacchanto væ 歩いているときに歩いていると

念じると足や身体のイメージになってそれは勝儀諦

ではないと修正したいのです。それは王に点を打つ

ようなものです。これは仏説です。修正する必要は

ありません。勝儀諦である名色などを考察しながら

念じさせたいならば、釈尊は違った形で説くでしょ

う。 
例えば gacchanto væ næmarþpanti pajænæti  
gacchanto væ 歩いているときは 
næmarþpanti 名色を pajænæti 知ると、この様に説くで

しょう。 
(The Dhamma talk of  Ariyævæsa sutta) 
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質問 16 アーナーパーナ（出息、入息）はサマタ瞑

想ですか？ヴィパッサナー瞑想ですか？ 
 
答え 禅定を得た人であれ、得ていない人であれ

出息、入息をイメージや形などを想像し瞑想すれば

サマタ瞑想になり、ヴィパッサナー瞑想にはなりま

せん。 
 息の接触、動きを重視して瞑想するとヴィ

パッサナー瞑想になり、禅定への道サマタにはなり

ません。 
(How to practice Vipassanæ meditation,  I ) 
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質問 17 「どれか一つの威儀において疲れてきたり

痛くなって耐えられなくなってきたらすぐに姿勢を

変えなければなりません。変えずに瞑想し続けると

苦行になる。」とは本当でしょうか？ 
 
答え 在家の瞑想指導者の一人が「どれか一つの

威儀において疲れてきたり痛くなって耐えられなく

なってきたらすぐに姿勢を変えなければなりません。

変えずに瞑想し続けると苦行になる。」と言ってい

るそうです。それもsætthakasampajæna1を重視した適

当でない解釈です。サマタ、ヴィパッサナー瞑想を

修行するにあたって忍耐防護(khantøsaµvara) は大変

必要です。ある程度の痛みを耐えながら瞑想しない

と集中力や智慧は生じません。我慢できなくて度々

姿勢を変えていたら集中力や智慧は生じないことは、

本当にある程度まで修行した人ならば知っているは

ずです。ですから耐え難い苦受が生じたらできる限

り耐え瞑想しなければなりません。その様に耐え忍

んでいるので忍耐防護が生じます。苦行にはなりま

せん。どうしてかと言えば、この様に忍耐して瞑想

しているのはわざわざ苦しいようにしているわけで

はありません。苦しくて疲れるだけではありません。

釈尊の意向に沿って忍耐防護と念、定、慧などを起

こさせるためです。 
 釈尊の意向によれば、できるならば座った

姿勢を変えずに一座の内に阿羅漢果に達するように

退かずに努力するのを特に好んでいます。ですから

大ゴーシンガ 経 (MN,32) に「私の心が執着しないで、

                                                                 
1 利益があるかないかと考察すること。彼は苦受は利益が

ないと単純に判断した。cf..ウ ジャティラ長老法話集p.32 
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有漏法から自由にならない限りこの結跏趺坐を崩さ

ないと決意して座って瞑想する比丘はゴーシンガと

いう沙羅樹の森の僧院にふさわしい。」と説かれて

います。その様な比丘は森林の僧院にふさわしい最

高の人だということです。ですから苦受に耐え瞑想

している人を苦行をやっていると言う人は、釈尊の

意向どおりに修行している人を非難していることに

なります。釈尊の教えを否定していることになりま

す。姿勢を変えずに耐えて瞑想することによって定

と智慧がよく生じる修行者に、定、智慧、悟りを損

失させることになります。 
 
忍耐防護 khantøsaµvara (MN, I, 13) 
idha Bhikkhave bhikkhu pa¥isankhæ yoniso khamo hoti 
søtassa u¼hassa jighaccæya pipæsæya ðaµsa makasa 
vætætapa sarøsapa samphassænaµ duruttænaµ durægatænaµ 
vacanapathænaµ uppannænaµ særørikænaµ vedanænaµ 
dukkhænaµ tibbænaµ kharænaµ ka¥ukænaµ asætænaµ 
amanæpænaµ pæ¼aharænaµ adhivæsanajætiko hoti. 
Bhikkhave hi anadhivæsayato assa   yaµ uppajjeyyuµ 
æsavæ vighætapari¹æhæ  adhivæsayato assa evaµ te æsavæ 
vighætapari¹æhæ na honti bhikkhave ime æsavæ adhivæsanæ 
pahætabbæ vuccanti 

比丘たちよ。この教えにおいて比丘は適当

な理由によって考察し寒さに耐え、暑さに耐え、空

腹や渇きに耐え、 虻、蚊、風、日射、蛇、蠍などに

咬まれたり触れたりすることに耐え、非難され責め

られ罵倒される声などに耐えます。生じてきた身体

の苦しみ苦受などを、荒く鋭い、耐えるのが難しい

苦受などを、楽しく好ましくない忌み嫌い恐れる命

を取り除く、死亡させる苦受などを耐え忍ぶ者です。

比丘たちよ。なぜなら寒さ、暑さ、空腹、乾き、虻、

蚊などの接触、悪口、身体の苦しみ、苦受などを耐
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えなれなければ、その比丘はその有漏と疲れ苦しみ、

心配が生じる。しかし、耐えるならば、その比丘は

述べたとおりの忍耐によって、その生じる有漏と疲

れ苦しみ心配などが生じずに離れ静まる。比丘たち

よ。耐えられないならば生じるこの有漏などを、忍

耐によって取り除くべき有漏などと呼ばれるべきで

ある。  
  

上記の経典によれば死ぬほど激しい苦受で

さえ耐えるように釈尊が説かれています。その指示

を重く受け取るべきです。その経典の註釈書にロー

マサナーガ長老はアンタラッタカという最も寒い月

の八日間に霜が降っているときローカンタリカ地獄

の寒さを考察し瞑想修行を止めずにいつも住んでい

る露地で過ごしました。これを始めとして忍耐防護

を重視して実践している姿は多くの物語の中に述べ

られてあります。 
 ですから少しぐらい疲れただけで、暑い、

痛いだけで始めの姿勢を変えるべきでは有りません。

耐えていつもの姿勢で瞑想するべきです。できるな

らば命も惜しまずに瞑想を続けるべきです。この様

に耐えて修行し続けることによって忍耐防護とヴィ

パッサナーの集中と智慧などを生じさせることがで

きます。耐えられなくなったときは念、定、智慧な

どが壊れないように特に気をつけて姿勢などを変え

るべきです。 
 ある人は苦行という意味を釈尊の意向と反

対に受け取り説法しています。彼らによると骨を惜

しまず修行することを苦行といっています。それだ

と釈尊の意向と反対になってしまいます。釈尊は身

体と命を惜しまずに定と智慧の修行を激しく努力す
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べきだと勧めています。「皮だけ、筋だけ、骨だけ

なったとしても、肉や血が乾わいても望みの道、果、

悟りの智慧を得ない限り休まずに修行し続ける。」

と、この様に決意し熱烈に努力するように進めてい

ます。ですから定と智慧を生じさせる修行の努力を

苦行というべきではありません。 
 定と智慧を生じさせる実践はさておき戒を

守ることでさえも身体が疲れるからといって苦行と

はいえません。考えてみてください。八戒を守って

いる、ある若い人は空腹でも正午過ぎ、夜に食べず

に戒を守っているのは苦しくありませんか？ある沙

彌や若い比丘などが空腹でも夜食べずにいるのは苦

しくありませんか？苦しいのは明らかです。ですが

戒を満たす行為なので苦行とはいえません。 
 ある人たちは不殺生戒を守って我慢してい

るのは苦しいことです。しかし、戒律を満たす行為

で苦行とはいえません。その様に苦しみに耐えて実

践することを釈尊が「現在苦しくとも将来良い結果

を与える行為である。」と讃えて大受法経(MN,46)に
説かれています。 
 
簡略すると idha bhikkhave ekacco sahæpi dukkhena 
sahæpi domanassena pa¥ivipato hoti pæ¼ætipætæ 
verama¼ipaccaya ca dukkhaµ domanassaµ pa¥isaµvedeti 
(peyyæla) sahæpi dukkhena sahæpi domanassena hoti 
sammædi¥¥hi paccayæ ca dukkhaµ domanassaµ 
pa¥isaµvedeti so kæyassa bhedæ paraµ mara¼æ sugatiµ 
saggaµ lokaµ upapajjati idhaµ vuccati bhikkhave 
dhammasamædænaµ puccuppannadukkhaµ æyatiµ 
sukhavipækaµ (MN, I, 389)  

比丘たちよ、世間においてある人は身体の

苦しみや心の苦しみと一緒でも殺生を避けるという

理由において身体の苦しみや心の苦しみを受けてい
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ます。（中略）身体の苦しみと一緒でも正しい見解

だけを採っている。 正見を採ることによって心身の

苦しみを受ける。現世において苦しみに耐え修行し

ているその人は死後において善趣の天界に到る。比

丘たちよ、この十善行を守り実践することを現世に

おいて苦しく来世においてよい結果を与える行為と

呼ばれている。 
 ですから持戒、定、智慧を生じさせる実践

ならば（anatthasaµhita 無益ではなく atthasaµhita 利

益に関係する実践なので）避けるべき苦行ではない。

実践すべき中道だとしっかりと覚えておいてくださ

い。持戒、定、智慧などが何も生じずにただ疲れる

だけの行為は苦行と呼びます。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta) 

  
 
ある人は「苦受が生じたらすぐに姿勢を直

さなければならない。」と指導しています。この様

に指導している先生は瞑想していると苦受がなくな

り定と智慧がよく生じるのを体験したことがなく、

しっかりと瞑想したことがないのでしょう。正しく

は苦受が生じるたびに姿勢を変えていたら定が生じ

るのはほど遠く、定が生じなければ真のヴィパッサ

ナーの智慧が生じるのもほど遠いです。また（悪い

接触などに侵されていても呻いたり嘆いたりする

な）というphassena yadæ phu¥¥hassa paridevaµ bhikkhu 
na kareyya kuhiñci (suttanipæta 9291) の教えにも背くこ

とになります。悪い接触にであったとき、この教え

によれば呻かずに耐え瞑想し続ければ、体験してい

                                                                 
1 苦痛を感じることがあっても修行者は決して悲嘆しては

ならない。（923 中村元訳） 
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る苦受が無くなるだけでなく、定と智慧が特に生じ

てくるのを体験するのは確実です。ですから、輪廻

の危険を見て修行している瞑想者、比丘はあるとき

悪い接触にであう。その様にであったとき決して、

またはある理由で（病気になるかもしれないなどと

考えることをいう）嘆き、泣き、呻くことをする

な。」と釈尊が説いています。 
(The Dhamma talk of Tuva¥aka sutta) 
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質問 18 「 楽 を 念 じ る と 欲 楽 行 
(kæmasukhallikænuyoga)になり、苦を念じると苦行 
(attakilamathænuyoga)になるので、楽と苦を念じずに

捨を念じなければならない。」と言っているのは本

当でしょうか？ 
 
答え ある人がヴィパッサナー瞑想においてさえ

も「楽を念じると欲楽行になり、苦を念じると苦行

になるので、楽と苦を念じずに捨を念じなければな

らない。」といい加減なことを言っています。それ

は悪い見解、間違った考え、意見です。何の経典に

よる十分な裏付けもありません。釈尊が大念住経の

受随観の部において sukhaµ væ vedanaµ vedayamæno 
sukhaµ vedanaµ vedayæmøti pajænæti. dukkhaµ væ 
vedanaµ vedayamæno dukkaµ vedanaµ  vedayæmøti 
pajænæti. 楽を感受すれば「私は楽を感受する。」と

知ります。あるいは苦を感受すれば「私は苦を感受

する。」と知ります。などと楽、苦、捨の三つの感

覚を念じるようにはっきりと説かれています。また、
yampidaµ cakkhusamphassa paccayæ uppajjati vedayitaµ 
sukhaµ væ dukkhaµ væ adukkhamasukhaµ væ tampi 
aniccanti yathæbhþtaµ pajænæti  (SN, II, 302) この眼触を

縁として、楽、苦、非苦非楽が生じる、それを如実

に無常と知る。などと多くの経典において三種の感

受を念じることができるとはっきりと解かれていま

す。ですから五取蘊に含まれる法すべては念じるこ

とができる、念じてよいものだと確実に覚えておい

てください。 
(The Dhamma talk of Dhammacakkapavattana sutta) 
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質問 19 ある人は倒れて横になっていたり、変にの

た打ち回っていたりしているのを悟りを得ていると

思っています。それは本当でしょうか？ 
 
答え 禅定に入定しているとき姿勢は揺れずしっ

かりと堅強にがっちりしています。入定中は一時間、

二時間、三時間などと長い間でも静止しています。

座っていると一時間、二時間、一日、二日などと静

止しています。横に倒れる、揺れる様なことはあり

ません。ですからはっきりと覚えておいてください。

ある人は倒れて横になっていたり、変にのた打ち回

っていたりしているのを悟りを得ていると思ってい

ます。それは違います。禅、道、果とは安止速行1で

す。安止とは座る、立つなどの姿勢を元のままに静

止させ堅強にします。 
ですから appanæjavanaµ iriyæpathampi sannæmeti 安止

速行（26心）は威儀をも支える。（アビダンマッタ

サンガハ日本語訳 p.118）と註釈書などにはっきりと

述べられています。 
 禅、道、果という安止速行は 座る、立つな

どの姿勢の色も 堅強に静止させさせる。ですから

瞑想中に倒れたりのた打ち回ったりなどするのは釈

尊の意向の三蔵経に沿った悟りの状態と違うという

ことを疑いなく覚えておかなければなりません。 
(The Dhamma talk of Sallekha sutta) 

                                                                 
1 普通、欲界心では７回しか生じないが入定中は集中力の

持続によって何度でも生じる。（道心、初めての果心など

例外あり） 
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質問 20 想（saññæ ）が覚えておくのとサティパッタ

ーナの実践によって、生じたときの名色を念じるの

とはどのように違うのですか？ 
 
答え 想 (saññæ ) が覚えておくというのは見るた

び、聞くたびなどに生じてきた所縁、対象を忘れず

に覚えておく特徴です。サティパッターナの方法で

念じるのは生じたときの名色などをその特質、特徴

と生滅、無常、苦、無我として知るように念 (sati)、
智慧 (paññæ) によって集中し念じ知ることです。形や

状態などを覚えるだけのものではありません。 
しかし、サティというパーリ語も忘れない、

覚えるという意味があります。sallakkha¼æ という語

は良く覚えることという意味があります。その様な

パーリ用語に沿って、生じたときの名色を念じると

いっています。はっきりいえば生じたときの名色を

あるがままに知るように見ることを「念じる」と呼

んでいます。 
ですから想 (saññæ)が覚えることと、念と智

慧で念じることは言葉が似ている1かもしれませんが、

意味は大変違っています。反対といって良いほど違

っているといえます。 
(The Dhamma talk of Anattalakkha¼a sutta) 

 

                                                                 
1 ミャンマー語でフマッというのが想で、念じることをフ

マッ デーと言います。ある人はマハーシ瞑想法は想の実

践をしているので智慧は生まれないと非難しています。 
cf..質問２９ 
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質問 21 腹部の膨らみ、縮みを念じることは仏説で

しょうか？ 
 
答え 腹部の膨らみ、縮みは風の要素が顕著な物

質の集まりなので五蘊でいえば色蘊に含まれます。

十二処 1でいえば触処に含まれます。十八界 2でいえ

ば色界に含まれます。四大種3でいえば風界です。四

聖諦でいえば苦聖諦に含まれます。色蘊、触処、色

界、風界、苦聖諦などは確実にヴィパッサナー瞑想

で念じてよい法のみです。念じてはいけない法では

ありません。ですから膨らみ、縮みを無常、苦、無

我と見るように念じることは五蘊、十二処などのそ

れぞれのパーリ経典に一致し釈尊の意向に沿ってい

る仏説だといえます。 
(Satipa¥¥hæna sutta nisaya) 

                                                                 
1 十二処 (dvædasæyatana) 路心が生じる処。眼などの六内処

と色などの六外処。 
2 十八界 (a¥¥hærasa dhætu) 界とは自性を保持するもの。眼な

どの六界と色などの六界と眼識界、耳識界、鼻識界、舌識

界、身識界、意識界。 
3 大種 (mahæbhþta) 地界(pathvi) 、水界(æpo)、火界 (tejo)、風

界 (væyo)。 
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質問 22 菩薩はアーナーパーナ（入息、出息）を念

じて仏陀となったのでしょうか？ 
 
答え 菩薩は自分の内側と外側の世界すべての名

色蘊などの生滅を念じるヴィパッサナーの智慧など

を生じさせました。 
で す か ら pañcesu  upædænakkhanddhesu 

udayabbayænupassø vihærati  (DN, II, 30)  
五蘊の生滅を念じて過ごしたと説かれています。 
 この五蘊の生滅を念じてヴィパッサナーの

智慧を一段一段と成熟させ、見ることができる預流

道果智によって涅槃を実現し、預流者の段階に到り

ました。それから更にヴィパッサナー瞑想をして一

来道果智で涅槃を実現し一来者の段階に到りました。

更に瞑想し不還道果智で涅槃を実現し不還者の段階

に到りました。それから更にヴィパッサナー瞑想を

して漏尽という阿羅漢道果智で涅槃を実現し全ての

法を残らずに知ることができる仏陀の状態に到った

のでした。 
(The Dhamma talk of Sallekha sutta) 
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質問 23 過去の法、未来の法などを念じ、正しいと

おりに知ることができますか？ 
 
答え ヴィパッサナー瞑想において声聞の弟子た

ちならば自分の内の法のみが要点なので、外の法な

どは推論(anumæna)として比較、考察、決定するだけ

が必要なことだと不断経 (MN,111) の註釈、復註釈な

どにはっきりと書かれてあります。ですから自分の

内の名色法などだけを自分自身の智慧で正しいとお

りに知るように念じる必要があります。自分自身の

法の中でも未来の法などは現在生じておらず無いの

で、それらを推測して念じることで正しいとおりに

知ることはできません。過去の法などの中でも過去

生などの法を推測し念じることで正しいとおりに知

ることはできないとはっきりしています。今生にお

いてさえも過ぎてしまってから年月日などが多いと

正しく知ることは楽では有りません。何時間か前の

法でさえも勝儀諦の特質などを正しいとおりに知る

ように念じることは難しいものです。なぜかといえ

ば、普通の人は見た後、聞いた後、知った後すぐに

私だ、彼だ、女だ、男だなどと施設として執着して

しまうからです。 
 で す か ら 賢 善 一 喜 経  (MN,131) に

paccuppannañca yaµ dhammaµ tattha tattha vipassati 生
じたときの現在の法を、その生じたときにヴィパッ

サナーによって念じると書かれてあるとおり、見た

とき、聞いたときなどの現在の法を始めとして念じ

なければなりません。次に大念住経  (DN,22) にも

gacchanto væ gacchæmøti pajænæti などとあるように、

歩いているとき、立っているとき、座っているとき、

横になっているときなどの現在の法を始めとして念
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じなければなりません。この様に詳しく説明したの

は無我相経 (SN,II,55) の中に過去 1を始めとして説か

れているので、過去の法などを考察し、考えながら

瞑想しなければならないかと疑問が起こらない様に

です。 
(The Dhamma talk of Anattalakkha¼a sutta) 

                                                                 
1 yaµ kiñci rþpaµ atøtænægata paccuppannaµ … 
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質問 24 「色、無常。色、無常。」と心の中で唱え

ることはヴィパッサナー瞑想になりますか？ 
 
答え 「色、無常。色、無常。」なとど心の中で

唱えて瞑想している、その唱えている言葉は正しい

言葉です。色とは rþpaµ というパーリ語の漢訳です。

無常とは anicca というパーリ語の漢訳です。です

から言葉は間違いではありません。しかし、その瞑

想している人に詳しく聞いてみてください。「色、

無常。」と瞑想しているとき何を対象、所縁として

唱えていますか？どの様な色が無常であるかを知っ

ていますか？と聞いてみてください。どのような色

でもありません。「色、無常。」という言葉だけに

意識が行っています。その色は過去にであった過去

の色ですか？将来生じる未来の色ですか？現在生じ

ている現在の色ですか？などと聞いてみてください。

どちらでもありません。自分の内の色ですか？外の

色ですか？と聞いてみてください。どの様な色でも

ありません。もし「自分の内の色だ。」と答えたな

らば頭の中の色ですか？胴体の色ですか？手の色で

すか？皮膚の様な表面の色ですか？そうで無いなら

ば内側の肉、内臓、肝臓などの内の色ですか？どこ

の色か聞いてみてください。どの色でもありません。

色という名前と無常という名前を考えているだけで

す。それらを心の中で反復しているだけです。お経

を唱えているようなものです。 
(The Dhamma talk of Vammika sutta) 
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質問 25 マハーシ瞑想法では、なぜアーナーパーナ

（出息、入息）で指導しないのですか？ 
 
答え 私はアーナーパーナ（出息、入息）で瞑想

することは風の要素、色とそれを念じている心、名

によってヴィパッサナーの智慧が生じると理解して

います。しかし、清浄道論によると身随観の部十四

種をサマタ瞑想法とヴィパッサナー瞑想法を分けて、

アーナーパーナ（出息、入息）を以下の様にサマタ

瞑想法として分類しています。 
Iriyæpathapabbaµ catusampajaññapabbaµ 

dhætumanasikærapabbanti imæni tø¼i vipassanævasena 
vatthæni (pe) ænæpænapabbaµ pana 
p¥ikþlamanasikærapabbañca imænevettha dve 
samædhivasena vatthæni.  (Vis, I, 232) 

威儀の部、四つの正知の部、要素観察の部

は この三つの部をヴィパッサナー瞑想として説か

れている。その他のアーナーパーナ（出息、入息）

の部と不浄観察の部というこの二つの部のみがこの

十四の身随観の部の中でサマタ瞑想としてと説かれ

ている。 
今述べた清浄道論においてアーナーパーナ

（出息、入息）をサマタ瞑想法とはっきりと分けて

います。もし私たちがアーナーパーナ（出息、入

息）を指導したら、それを好まない人たちが上記の

清浄道論を基に私たちが指導しているのをサマタ瞑

想だ、ヴィパッサナー瞑想ではないと非難するのは

間違いありません。私たちも清浄道論を否定しヴィ

パッサナー瞑想だということはできません。ですか

ら私たちはアーナーパーナ（出息、入息）をヴィパ

ッサナー瞑想として指導していません。しかし、ア
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ーナーパーナ（出息、入息）で瞑想したい場合は許

可しています。禁止していません。 
もう一つはアーナーパーナ（出息、入息）

で瞑想するとき鼻の先など一ヶ所に集中しなければ

なりません。内に入っていった息を追って瞑想して

はいけないと無碍解道論と清浄道論にはっきりと述

べられています。それらは著者の意図として近行定、

安止定を想定したものです。ヴィパッサナーの智慧

が生まれるようにするためには一つの場所だけを念

じなければならないという制限はありません。しか

し、アーナーパーナ（出息、入息）をしているとき

に別のところに感覚などが生じてきたり、考えなど

が生じたときにそれらを念じるよう指導したならば

無碍解道論と清浄道論に反する、間違っていると非

難されるのは確実です。ですから私たちはアーナー

パーナ（出息、入息）でヴィパッサナー瞑想を指導

せずにいます。これぐらいでなぜアーナーパーナ

（出息、入息）を指導しないのかという質問の答え

になったでしょう。 
(The Dhamma talk of Mælukyaputta sutta) 
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質問 26 腹部の膨らみ、縮みを念じることはパーリ

経典に沿ったことですか？ 
 
答え 腹部の膨らみ縮みを念じることは仏説のパ

ーリ経典などから離れていません。教えに沿ってい

るといえます。その様に答えることができる確かな

経典による根拠は千以上たくさんあります。どの様

なパーリ経典かといえば sa¹æyatanavagga saµyuttaな
どです。そのパーリ経典などによると六門にはっき

りと現れた名色などを念じなければ煩悩が生じるの

で念じ正しいとおりに知れば煩悩が静まり道果涅槃

を実現できるとはっきりとあります。マールキャプ

ッタ経 (SN, II, 294)一つだけでも、その様に説かれて

いるのは大変はっきりしています。 
 どの様にかといえば、出会わず、触れてい

ない所縁に対して煩悩は生じません。出会い、触れ

た所縁に対してだけ煩悩が生じるとあります。また、

大念住経の要素観察の部において四大種を念じると

はっきりとありますので四大種を念じています。腹

部の膨らみ、縮みの動きという風の要素がはっきり

としているので、それを念じるのは要素観察に入り

ます。要素という経典の言葉を使わずに膨らみ、縮

みと普通の言葉で念じているのは gacchæmøti pajænæti 
「私は歩いている。」と知る。などとある仏説に沿

います。その様に普通の言葉で念じていると、定と

智慧が成熟したとき動きの要素が次々に生滅してい

るのを、自分自身の智慧で知ることができるでしょ

う。 
 また、大念住経、法随観、処の部において

kæyañca pajænæti pho¥¥habbe ca pajænæti 身を知り、触を

知り、というパーリ経典と一致します。そのパーリ
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経典によると身体のどの部分であれ触れている対象

と触れている場所、身浄色を知ることを説いていま

す。ですから、大念住経から外れていません。一致

しています。相応部 のなどには同じ様に書かれた経

典がたくさんあります。ですから、私たちが威儀の

部の教説に yathæ yathæ væ panassa kæyo pa¼ihito hoti. 
Tathæ tathæ naµ pajænæti. 彼の身体はどのような状態で

あっても、それをあるがままに知る。という言葉に

よって四威儀に入らない体の動き全てを示している

と解釈することができます。 
 今の説明どおりに膨らみ、縮みと念じるの

に満足できず、大念住経の身随観の中に直接説かれ

てある方法で修行したいならば「座っている、座っ

ている。」とだけ続けて念じるように指導していま

す。ですがアーナーパーナ（出息、入息）を実践す

るのは私たちのマハーシ瞑想センターでは指導して

いません。なぜかといえば先に説明したとおりに清

浄道論に反するのと、大念住経の註釈書などにアー

ナーパーナ（出息、入息）で禅定を得た後、ヴィパ

ッサナー瞑想に移ると説かれていることに反するか

らです。しかし、誰であれアーナーパーナ（出息、

入息）で瞑想したい人に対して反対はしません。本

人の希望通りに許しています1。 
(The Dhamma talk of Mælukyaputta sutta) 

 
 

                                                                 
1 現在、マハーシ瞑想センター内では瞑想法の統一をはか

るためにアーナーパーナ（出息、入息）の実践は許可して

いません。 
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質問 27 腹部の膨らみ、縮みを念じることはサマタ

瞑想ですか？ 
 
答え 膨らみ、縮みを六種の風の要素の中の

assæsa passæsa væyodhætu に入るとあります。その様な

説明の中にも膨らみ、縮みの風の要素は 
① a³gama³gænusærøvæyo 肢体を動かす風 
② assæsa passæsa væyo 呼吸の風 
③ kucchisaya væyo  腹部内の風 
④ yaµ væ pana væyo  それ以外の風 
という、この四種に関係が有ります。その中で

も入息、出息 の結果として生じているのは明らかな

ので assæsa passæsa væyodhætuに入れています。それで

も assæsa passæsa væyodhætuに含まれるのでアーナーパ

ーナ（出息、入息）瞑想法というべきではありませ

ん。 
 理由はアーナーパーナ（出息、入息）はサ

マタ瞑想法の中に無碍解道論と清浄道論などによっ

て分類され鼻先や唇の上部などに触れる入息、出息

だけを念じるように述べられているからです。その

パーリ経典、註釈書などによると腹部の中の出たり

入ったりしている息などを念じてもアーナーパーナ

（出息、入息）瞑想法とはいえません。それでも要

素観察とヴィパッサナー瞑想にはなります。なぜな

ら要素観察においてどんな四大要素であろうが念じ

ることができる上に、ヴィパッサナー瞑想において

も自身の内外の五取蘊すべてを念じることができる

からです。 
(Satipa¥¥hæna sutta nisaya) 
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質問 28 大念住経の中に入息、出息の始め、中間、

終わりの三つ全てがはっきりするように念じるとあ

ります。無碍解道論、upakkilesañænaniddesa には入息、

出息の始め、中間、終わりをサティによって追って

念じている人は定が壊れる原因になると説かれてい

ます。この二つの経典の違いはサマタとヴィパッサ

ナー瞑想によるものですか？ 
 
答え sabbakæyapa¥isaµvedø な ど の パ ー リ と
sakalassa assæsakæyassa passækæyassa 
ædimajjhapariyosænaµ viditaµ karonto (Vis, I, 265)など

の註釈書によって始め、中間、終わりを知るように

瞑想することは清浄道論の p.272 に apica kho 
phusanævasena ca ¥hapanævasena ca manasi kætabbaµ 
(Vis, I, 272) と述べられているとおり鼻の穴に直接触

れてのみ出入りする息の始め、中間、終わりを知る

ように瞑想するのみです。その様に一ヶ所で念じて

のみサマタ定が生じます。ですから、サマタ定が生

じるように瞑想する人は鼻の穴という場所から内側

へ、外側へと息を追って念じるべきではありません。

その様に瞑想すると内側と外側に意識が散ってしま

うのを無碍解道論において assæsædimajjhapariyosænaµ 
satiyæ anugacchato ajjhattavikkhepagaµ samædhissa 
paripanto, passasædimajjhapariyosænaµ satiyæ 
anugacchato bahiddhævikkhepagaµ samædhissa paripanto, 
(P¥s, 163) などとあり、その言葉はサマタ定が生まれ

るように瞑想することのみを示しています。ヴィパ

ッサナーの智慧が生まれるように念じるためには

sabbaµ abhiññeyyaµ などと、どの様な場所の色であ

れはっきり現れたもののみを念じるようにと説いて

い ま す 。          (The Question from U Sundara)
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質問 29 膨らみ、縮み、曲げる、伸ばすなどと念じ

ているのは勝儀諦ではなく施設のみを意識するので

はありませんか？ 
 
答え ヴィパッサナー瞑想を真剣に実践したこと

が無いある人たちは「曲げる、伸ばすなどと念じる

と手や足の形、施設のみ意識し、右運ぶ、左運ぶと

念じると足の形、施設を意識し、膨らみ、縮みを念

じると腹部の形、施設を意識するでしょう。」と彼

らの意見を述べています。その様な意見は瞑想し始

めの人にとってはある程度正しいといえます。しか

し、彼らが言っているとおり施設のみ意識がいくの

ではありません。瞑想し始めは施設にも意識がいき

ますし、勝儀諦である動きにも意識がいきます。あ

る人は勝儀諦である動きの性質のみを念じなさいと

指導しています。それは瞑想し始めの人には無理な

話です。瞑想し始めの人が施設を完全に取り除いて

瞑想することは実際には無理な話です。 
 現実的には一般に使われる言葉どおりに施

設と一緒に念じます。ですから釈尊は gacchamøti 
pajænati 歩いていると知る samiñcite 曲げるとき

pasærite 伸ばすときなどと施設の言葉で説かれていま

す 。 vitthambhatøti pajænæti 支 え て い る と 知 る 。

samudøratøti pajænæti弛んでいくと知るなどと勝儀諦の

言葉で説いていません。正しくは釈尊が説いたとお

りに歩く、曲げる、伸ばすなどと施設の言葉で念じ

ていてもサティ、サマーディが高まったとき形、施

設などが消え、支える、動くという特質のみ意識し

ます。  
(The Fundamentals of Vipassanæ meditation)
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質問 30 瞑想している人は病人のようにゆっくりと

動く必要がありますか？ 
 
答え 瞑想している修行者は目が見えても目が見

えないように、耳が良くても聞こえないように、上

手に話すことができる智慧があっても話せない唖の

ように、力があっても弱い病人のように実践します。 
 
長老偈 Therægæthæ 501 とミリンダ王問経に次のよう

に示されています。 
Cakkhumæssa yathæ andho, Sotavæ badhiro yathæ. 
Paññavæssa yathæ mþgo, balavæ dubbaloriva. 
Atha atthe samuppanne, sayetha matasæyikaµ. 
目がある人、見える人であっても盲のようであれ、 
（見えない人のように見えるものを無視して瞑想の

みを実践するということです。） 
 耳がある、聞こえる人であっても聾のようであれ、 
話せて智慧があっても唖のようであれ、 
力がある人でも弱い人のようであれ、 
それ以外に出来るならば、利益1を生むように死体の

ように動かず横臥し、静かに横になっているべきだ。 
(Dhamma talk of Tuva¥aka sutta) 

 
 瞑想している人は力があっても弱い病人の

ように実践します。普通に健康で元気な人は立つ、

歩くなどは簡単にパッパッと早く行います。弱い病

人などはゆっくりと少しずつ、大変穏やかです。腰

                                                                 
1 ヨギは病人のようにだけではなく死人のように動かずに

横になっていなければならない。その様に静かにしている

ことによって目的が達する（用が済む）ならば死体のよう

にしていなければならない。 
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がいたい人などが立つときは少しずつゆっくりです。

腰が痛くならないように注意しながらゆっくり立ち

ます。 
 今瞑想している人も弱い病人のように修行

します。何であれゆっくり動かします。この様にゆ

っくりと動かせば念、定、智慧が良く動きに追いつ

きます。ですから、始めはゆっくり動いて修行しま

す。「立ちます、立ちます。」と念じながら病人の

ようにゆっくりと立ちます。病人をまねします。そ

れだけでは有りません。目が見えても見えない盲の

ように、耳が聞こえても聞こえない聾のようにしな

ければなりません。瞑想中は念じることだけが自分

の仕事です。他の見る、聞くなどは自分の仕事では

ありません。ですから、どんな変わったものを見て

も見えないように、念じることを重視して修行しな

ければなりません。 
 自分の姿勢を変えるときも病気の人、弱い

人のように少しずつゆっくりと動かします。手や足

を動かす、曲げる、伸ばす、頭をたれる、顔をあげ

るときなども静かに、優しく動かさなければなりま

せん。 
(How to practice Vipassanæ meditation) 
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略号 すべてはビルマ第六結集版より 
 
AN A³guttara nikæya 
AA A³guttara a¥¥hakathæ 
DN Døgha nikæya 
DA Døgha a¥¥hakathæ (Suma³galavilæsinø) 
MN Majjhimæ nikæya 
MA Majjhimæ a¥¥hakathæ (Papañcasþdanø) 
P¥s Pa¥isambhidæmagga 
P¥sA Sadhammapakæsanø 
Pug Puggalapaññatti 
SN Saµyutta nikæya 
SA Saµyutta a¥¥hakathæ (Særatthappakæsinø) 
Vis Visuddhimagga 
Vis¿ Paramatthamañjþsæ
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あとがき 

 
この本はダンミカーヴィワンサ長老がマハ

ーシ大長老の本（全て英訳済みではありません）か

らヴィパッサナー瞑想に関するものを選び質問と答

えという形式にし、「マハーシサヤドーと現代のヴ

ィパッサナー瞑想法」としてミャンマー語で出版さ

れた本の日本語訳です。 
 日本にもミャンマーから色々な瞑想法が紹

介されていますが、自分の指導法だけが正しく他は

全て間違っているかのような発言をする人がいます

ので、その様な意見はいかに善意からであれ人の器

根によって対機説法をなさった釈尊を否定すること

になると思います。この本が少しでも読者皆様の参

考になればと思います。  2007年 5月 1日 
 
翻訳者  
コーサッラ西澤 
1966年 12月 5日 長崎県生まれ  
1996年 12月１日 マハーシにおいて比丘出家する 
2007年よりミャンマーの仏教書の翻訳、紹介活動を

始める。 
 
 
本書は法施(Dhamma dæna) 無料です。翻訳、出版活

動は仏教徒の布施なしには行うことはできませんの

で、活動に興味がございましたら下記まで御連絡く

ださい。 
kosallanishizawa@yahoo.co.jp
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