
原初の時代、宇宙にはただ高温のエネルギー体だけがあった。

そのエネルギー体はどこにも境目がない非常に高い振動数を持っ

たまばゆいばかりの美しい光の塊だった。その美しい“全一性”

は永遠に続くかに思えた。しかし、ある時、神はその光に変化を

与えてみるという遊びを思いついた。すると、高温のエネルギー

体はみるみるうちに拡散していき、ある部分の振動数は高いまま

に留まったが、ある部分の振動数は急激に落ちていき闇を作り出

した。

46 億年前、この原初の光の名残から地球が誕生した。その 8

億年後、最初の生命が誕生した。それはたった 1つの細胞でで

きたシンプルなものだった。いつしかそれらの細胞は共生を始め、

共生する細胞の数は次第に増えていった。するとそれら多くの細

胞を 1つの意識で統制する必要が出てきた。こうして“私”とい

う意識と“時間の概念”が誕生した。人類の誕生である。人類が

“私”と“時間の概念”を手にして以降、宇宙は 2つに分断されて

しまった。“私の内側”と“私の外側”という 2つの領域に。薄っ

ぺらな皮膚という境界線によって宇宙と自らを分断した“私”は

苦しんだ。私によって囲まれた領域は無限ともいえる宇宙のエネ

ルギーから分断され、次第に消耗していった。そして“私”は原

初の光の名残である太陽や星を眺めながら、まだその分断のなかっ

た有りし日々を懐かしんだ。また富のあるものたちは黄金や宝石

などの輝きを纏うことで、分断のなかった時代の光を疑似体験し

ようとした。しかし、それらの行為は虚しく終わるのが常だった。

やがて人類の中に“私”と“私以外”の分断を解消する特殊な能

力を有する者が現れた。彼らは“ヨーギン”、“つなげる者”と呼

ばれた。ヨーギンたちは特殊な魔法を使って原初の宇宙に満ちて

いた光に自由自在にアクセスすることができた。だから彼らは“光

明を得た者”として人々から崇められた。そのヨーギンたちが操っ

た魔法は“ヨーガ”と呼ばれた。



聖パタンジャリ像



THE MAGIC OF YOGA

ヨーガの魔法

乳井真介



目 次

序章 ───────────────────── 6

第 1章 ヨーガの体系 ──────────────── 13

ヨーガの起源／ウパニシャッド／ブラフマン／
パンチャ・マーヤー・コーシャ／アートマン／梵我一如／
サーンキヤ／プラクリティ／プルシャ／『ヨーガ・スートラ』／
『ヨーガ・スートラ』のコンセプト／
アヴィヤーサとヴァイラーギャ／ヨーガの八支則／
『バガバッド・ギーター』の哲学／タントラ／
ハタ・ヨーガの成立

第 2章 準　備 ─────────────────── 71

10の心の処方箋～ヤマ、ニヤマ／アヒンサー（非暴力）／ 
サティヤ（正直）／アスティヤ（不盗）／ブラフマチャリヤ（禁欲）
／アパリグラハ（不貪）／シャウチャ（清浄）／ 
サントーシャ（知足）／タパス（苦行）／ 
スヴァディアーヤ（聖典の学習）／ 
イーシュヴァラ・プラニダーナ（神への献身）



第 3章 身　体 ─────────────────── 111

キーワードは「安定性」と「快適さ」／ 
疲れ知らずの筋肉を手に入れる／
柔軟性を手に入れるための 3つのカギ／ 
自律神経にアクセスする／心身一如／
ストレスと現代病

第 4章 プラーナ ────────────────── 145

生命エネルギーを手に入れる／
呼吸のメカニズム／呼吸筋にアクセスする／
呼吸を深める秘訣／完全呼吸法とウジャイ呼吸／
プラーナとナーディー／チャクラとクンダリニー／
7つのチャクラ／クンダリニーの顕現／
基本的な呼吸法の行い方（完全呼吸法・ウジャイ呼吸）

第 5章 瞑　想 ─────────────────── 187

プラティヤハーラ／ダーラナー／集中の絶対力を高める／　
ディヤーナ／サマーディ

第 6章 楽園への回帰 ─────────────── 211

波長を合わせる／サンヤマのサイクル／
経験が世界を広げる／空中浮遊の真実／
世界という学校／ダルマの遂行／
楽園への回帰／「現在」という奇跡

あとがき ────────────────── 248



6

序　章

ヨーガという言葉から皆さんは何を連想するでしょうか？　

多くの方がさまざまなポーズを行うエクササイズや美容目的

のストレッチ、あるいはアクロバットのようなものをイメー

ジしたのではないでしょうか？　そして、ヨーガは身体が柔

らかい人たちが行うものであり、柔軟な身体や健康を手に入

れたい一部の人のためのものであると思い込んではいないで

しょうか？　実際にはヨーガが必要ない人はこの世に一人も

いません。望むと望まざるとにかかわらず、私たちは皆何か

しらの形ですでにヨーガを行っています。この世に生きとし

生ける全ての存在がヨーガの実践者なのです。本書の目的は

その理由を明らかにし、ヨーガが単に身体を操作するための

ものであるという世間一般の誤解を解くことにあります。本

書を読み進めるうちに、次第にポーズの陰に隠れた真のヨー

ガの全貌が明らかになっていくことでしょう。

“ヨーガ”という言葉はサンスクリット語で“結合”、“つ

ながり”を意味します。語源は馬と馬車をつなぐ馬具“軛(く

びき）”を指す“ユジュ”という言葉で、このユジュがヨー

ガという言葉に変化する過程で、馬と馬車という相異なるも
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の同士を一つにし、「つなぐ」という意味を強くもつように

なりました。よって、ヨーガという言葉自体にはポーズやエ

クササイズ、ストレッチあるいはアクロバットという意味は

含まれていません。相異なる二つのものを一つにつなげ、結

合させていく作業、それがヨーガなのです。ですから、何か

と何かをつなげ一つにしていくとき、私たちは無意識にヨー

ガを実践しています。

ここで少し日常生活において「つなぐ」、「つながる」とい

う言葉を使うシチュエーションを思い浮かべてみましょう。

軛（くびき）
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「手をつなぐ」、「電話をつなぐ」、「（駅伝などで）タスキをつ

なぐ」、「友達の輪がつながる」……などちょっと考えるだけ

でも色々なシチュエーションが思い浮かぶはずです。たとえ

ポーズを行わなくても、これらの何気ない日常のふとした瞬

間にじつは私たちはヨーガを行っています。ヨーガは多くの

人が考えるよりもずっと私たちの身近な場所で行われている

のです。そして、これらヨーガが行われている場所に共通し

て満ちているのは人生の豊かさです。試しに先ほどのシチュ

エーションから「つながり」を取り去ってみましょう。「手を

切る」、「電話がつながらない」、「タスキがつながらない」、「一

人ぼっち」……といった、想像するだけでどこか寂しくなっ

てくる状況が生まれてしまいます。インターネットは 1台 1

台別々のコンピューター同士が回線で「つながり」合ってで

きたシステムですが、このインターネットの登場によって世

界中の人々が急速に親密になり、私たちにインターネットが

ない時代に戻ることなど考えられないほどの豊かさをもたら

してくれたことはご存じのとおりです。それがどのようなつ

ながりであるのかにかかわらず、ヨ
つ な が り

ーガが増えれば増えるほ

ど私たちの人生は豊かさで満ちていくのです。私たち誰もが

無意識のレベルではこの事実に気づいています。それゆえ、

私たちは「もっとつながりたい、もっとつながりたい」とい

つも心の中で「つながり」を求め続けるのです。
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このように、ヨーガは単にポーズを行うことではありませ

ん。身体が若返り、しなやかで健康になるのはもちろんですが、

それ以上に私たちの人生の在り方を根底から変化させ、美し

い光に満ちた楽園へと導く魔法の力をヨーガは宿しています。

たとえポーズの実践を行っていなくても、豊かな人生を謳歌

している人生の達人たちは、皆ヨーガの達人でもあります。

世の中にはヨーガの魔法を使いこなしていることに気づいて

いないヨーガの魔法使いたちがたくさんいるのです。本書で

はそのようなヨーガの達人たちが、一体どのようにして人生

を輝かせ、豊かさを引き寄せているのか、その秘密を一つひ

とつ解き明かしていきます。本書で紹介するヨーガの魔法の

原理をしっかりと理解することで、きっと皆さんも人生の達

人たちの仲間入りをし、自らの望む豊かな人生を手に入れる

ことができるはずです。

かくいう私自身、ヨーガと出会う前の人生はどん底の状態

でした。生きることの意味を見失い、人間関係は最悪。仕事

もうまくいかず、猫背で鬱々とした日々を送っていたのです。

身体もガチガチに固まっていて、つねにひどい肩こりや身体

の不調に悩まされていました。ギリシャ神話に神を怒らせ罰

を受けるシーシュポスの話があります。シーシュポスは巨大

な岩を高い山の山頂まで持ち上げさせられます。しかし山頂

まで岩を持ち上げようとした瞬間、その岩は再び谷底に転げ
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落ちていきます。シーシュポスは延々とこの作業を繰り返さ

なければなりません。当時の私にとっては目の前に広がる人

生の出来事全てがこのシーシュポスの神話のように無意味な

徒労のように感じられました。「人はなぜ生きなければなら

ないのか？」この問いに対する答えがまったくわからなかっ

たのです。

そんな私の人生を 180度変えたのが、エアインディアの

チケットを握りしめて 23歳の時に渡ったインドにおけるヨ

ーガとの出会いでした。ヨーガには自分の人生を変える何か

がある。初めてヨーガを実践した時に感じたこの直感を信

じ、私はその後も渡印を繰り返しながら少しずつヨーガの学

びを深めていきました。毎日アーサナのプラクティスを続け、

経典に書かれたヨーガの教えを実践していくうちに、少しず

つ身体と心が変化し、家族や友人との関係が改善されていき

ました。まるで人生に一筋の光が差し込んできたようでした。

ヨーガの実践が深まれば深まるほどそれまで抱えていた色々

な悩みが嘘のように消えていき、望むことが次々と現実化す

るようになりました。そして、人がこの世で生きていかねば

ならない「意味」がはっきりとわかるようになったのです。

現在、私は愛する家族とスクールを訪れる多くの素晴らし

い生徒たちに囲まれ、ヨーガから受け取った素敵な贈り物を
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シェアできることに喜びと感謝の念でいっぱいの毎日を過ご

しています。何より変わったのは望まないハプニングに出く

わしても、以前のようにいつまでもくよくよと悩むことなく、

すぐに気持ちを切り替えて前を向いて歩いていくことができ

るようになったことです。

本書ではたとえ話や私自身の経験談を交えながら、なるべ

くわかりやすくヨーガの魔法の原理を噛み砕いて説明してい

きます。しかし、ある程度の専門用語はどうしても避けて通

ることができません。とくに第 1章は一読しただけでは難

解に感じられる箇所も多いかもしれません。難解に感じた箇

所に関しては本書を読むことだけで完璧に理解しようとせず、

気軽に読み飛ばしていただいて結構です。また、もし必要な

ら気になる章から目を通してみてください。本書を読み進め

るうちに、結局は「全てはつながっている」という一つの真

実について、繰り返し言葉を変えて述べているだけであるこ

とに気づいていただけることでしょう。

古来、ヨーガの教えは師から弟子へとリアルな体験を通し

て伝授されてきました。この本を読んでヨーガに対する興味

を深められた方は、ぜひ信頼できる先生を見つけて直接ヨー

ガの教えを受けてみてください。生身のヨーガ教師による

教
ディクシャ

示は、本から得られる知識とは比べものにならないほど強
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い推進力でみなさんの人生の流れを変えてくれることでしょう。

それでは、一緒にヨーガの魔法の扉を開けていきましょう。



第 1章
ヨーガの体系

アルジュナよ、執着を捨て、成功と不成功を
平等のものと見て、ヨーガに立脚して諸々の
行為をせよ。ヨーガは平等の境地であると言
われる。

『バガバッド・ギーター』2.48



14

ヨーガの起源

ヨーガがいつどこで生まれたのか？　じつのところよくわ

かっていません。もしヨーガが「つながり」を手に入れるた

めの作業だとしたら、家族や仲間、自然との深い「つながり」

の中で生きているチンパンジーやオランウータンなどの自然

界の動物たちも、ある意味ヨーガの実践者であるといえるか

もしれません。考古学的に確証できる最古のヨーガの起源は

紀元前 3000年頃に栄えたとされるインダス文明の時代です。

インダス文明はインド土着の民族であるドラヴィダ人がイン

ド北西部（現在は大半がパキスタン領）を流れる大河インダ

ス川流域に築いたとされる古代文明の一つです。19世紀に

なり、考古学者たちの手によって発掘されたインダス文明の

遺跡から、ヨーガを実践しているとおぼしき人物の彫られた

レリーフが多数発掘されており、このことからインダス文明

の時代にはヨーガらしきことが行われていたのではないかと

推測されています。推測と書いたのはインダス文明で使われ

ていたインダス文字が解読不能であるため、レリーフが正確

に何を表したものなのかは現在でもわかっていないためです。

ヨーガの原型がもう少し明確になるのが紀元前 1700年以

降の時代です。紀元前 1700年から 1500年頃、インダス川

周辺にアーリヤ人たちがやってきたと推測されています。ア
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ーリヤ人はもともと南ロシアのコーカサス地方（現在のカザ

フスタン周辺）に住んでいたとされる民族ですが、紀元前

2000年頃から豊かな土地を求め移動を始めたと考えられて

います。移動を始めたアーリヤ人たちのうち、コーカサス地

方から西へ移動した集団はのちにギリシャ文明を築き、現在

のヨーロッパ人たちの祖先になりました。一方、南に移動し

た集団は中東に定住し、現在のイラン・イラク人たちの祖先

になりました。さらに中東から東へ足を延ばしたアーリヤ人

の集団がインダス川流域に到達したのです。高度な文化を有

し体格的にも勝っていたアーリヤ人たちは、当時すでに衰退

していたと推測されるインダス文明を築いたドラヴィダ人た

ちを自分たちの支配下に置きました。そして、ドラヴィダ人

たちの文化を吸収しながらインド独自の文化を築いていった

のです。こうして生まれたインド独自の文化を「ヴェーダ」

と呼びます。“ヴェーダ”は“智恵”という意味の言葉です。

このヴェーダで使用されたのがサンスクリット語です。サン

スクリット語の発音には英語に近いものが多数ありますが、

それはこのような歴史的背景によるものです。ちなみに英語

で“つなぐ”という意味をもつ“yoke”という言葉がありますが、

“yoga”と発音がよく似ています。

今から 5000年も前にインダス文明を築いたドラヴィダ人

の文化と、のちにギリシャ文明などを築くことになるアーリ
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ヤ人の文化という、二つの高度な文化が奇跡的に融合して生

まれたインド独自の文化ヴェーダ。このヴェーダとは一体

どのような文化だったのでしょうか？　初期のヴェーダ文

化の特徴は「自然神崇拝」です。初期のヴェーダ文化では自

然界に存在するありとあらゆる存在、太陽、雷、暴風雨、河

川、大地、火など……を神に見立て祭祀を行いました。祭祀

は祭壇を設け、祭火を焚き、讃美歌を歌い、時に生贄をささ

げ、盛大に行われていたようです。そしてその祭祀によって

雨乞いをするなど、自然現象が自分たちの望むように現れる

ことを願ったのです。初期のヴェーダで崇拝されていた自然

神の中には雷の神インドラ（帝釈天）や天空の神ディヤウス（ゼ

ウス）など日本の神道やギリシャ神話に取り入れられ、現在

も崇拝されている神もいます。また、ヴェーダの祭祀で焚か

れていた聖火は“ホーマ”と呼ばれますが、これが日本に伝

わって護摩供養の“護摩”になりました。紀元前 1200年頃

成立したとされる最古のヴェーダ文献である『リグ・ヴェーダ』

にはさまざまな自然神への讃歌が収められています。

このような自然神崇拝という信仰形態は、インドに限らず、

日本を含め世界中の文化でみられる原始的な信仰形態です。

文明が未発達な時代、農耕技術や建築技術、灌漑技術は現在

と比べると非常に未熟でした。そのため、自然が少し猛威を

振るえば、たちまち人間は生命の危機にさらされていたのです。
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この時代、自然は人間にとって圧倒的な崇高さと威厳を宿し

ていました。文明をもたない人間が自然に対して取りうる唯

一の選択肢は、自然を神に見立て、その神たちへの崇拝の儀

式を洗練させることだけだったのです。このヴェーダにおけ

る自然神たちへの祭祀で中心的な役割を任っていたのが「バ

ラモン」と呼ばれる神と交信する特殊な能力をもつとされる

人たちでした。

ウパニシャッド

バラモンたちによって執り行われたヴェーダの自然神崇拝

の儀式の形態は時代を経るに従って少しずつ洗練されてい

き、儀式を執り行う彼らの役割分担も進みました。ヴェーダ

の自然神崇拝の形態にも大きな変化が現れ、紀元前 800年

頃から『ウパニシャッド』と呼ばれる聖典群が生まれ始めます。

“ウパニシャッド”は“傍らに座る”という意味をもつ言葉で、

一般に「奥義書」と訳されます。師の傍らに座った弟子が師

から秘密裏に伝授された古代インドの智恵の奥義がウパニシ

ャッドという形で結晶化したのです。これらの智恵の奥義は

天から授けられたものとされているため、ウパニシャッドは

「天啓聖典」とも呼ばれます。また「ヴェーダーンタ（最後の

ヴェーダの意）」はウパニシャッドの別称です。ウパニシャ

ッドは紀元前 800年頃に誕生し、起源後になっても作られ
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続けました。その数は全部で百以上にのぼります。この百以

上あるウパニシャッドに共通して描かれているのが「梵我一如」

という思想です。全てのウパニシャッドは梵我一如の思想を

扱っています。そして、このウパニシャッドが説く梵我一如

の思想が体系化されていく過程で誕生したのがヨーガという

システムなのです。ですから、梵我一如について正しく理解

することはヨーガの原点を知る上では避けて通れません。では、

古代インドの賢者たちが辿り着いた梵我一如の思想はどのよ

うにして形成されていったのでしょうか？　梵我一如の思想

を繙くためのキーワードがブラフマン（梵）とアートマン（真

我）という二つの言葉です。

ブラフマン

ヴェーダ文化が誕生した当初、バラモンたちは個々の自然

神に個々の祭壇を設け、賛歌を歌い、祭祀を行っていました。

しかし長年にわたって祭祀を続ける中で、バラモンたちは

個々に自然神を扱う自分たちの儀式の執り行い方に疑問を投

げかけるようになります。「見た目では区別ができるけれど

も、実は一見異なるように見える自然現象同士はその背後で

はつながり合っているのではないか？」と。たとえば海から

生まれた水蒸気は雲を作り、雨を降らせます。その雨が川を

作り、川は海に流れてまた雲を作ります。このような自然界
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の大きな循環に目を移した時、どこまでが海で、どこまでが

雲で、どこまでが川なのか、厳密な区別をつけるのは難しく

なります。

自分たちが区別していたさまざまな自然現象はじつは水の

循環と同じように、その背後でつながり合っている。そのよ

うな観点が深まるごとに自然神たちの統廃合が進んでいきま

した。そして、最終的にバラモンたちは全ての自然現象の背

後に共通して存在する一つのエネルギーの存在に辿り着きま

す。その“大いなるエネルギー”をバラモンたちは“ブラフ

マン＝梵”と呼びました。水が時に海になり、時に水蒸気に

なり、時に雨になって循環するのと同様に、私たちの目の前

に広がる世界も形を変えながら刻一刻と循環するブラフマン

の現れであり、一見形は異なり、区別できるように見えても、

その背後では全ての存在がつながり合っている。これが自然

神崇拝の儀式を続けた先にバラモンたちが辿り着いた最終的

な結論でした。もしそうだとしたら、全ての区別性の背後に

存在するこのブラフマンにアクセスできなければ、個々の自

然神にいくら豪華な儀式を行っても意味はありません。万物

の背後に満ちているブラフマンの存在を看破し、ブラフマン

に直接アクセスするための方法がバラモンたちに求められる

ようになったのです。
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パンチャ・マーヤー・コーシャ

目の前に広がる世界の本質を探る一方で、バラモンたちは

祭祀によって自然神の恩寵を得ようとしている当の自分自身

の本質に対しても探求を続けました。紀元前 800年頃に成

立したとされる『タイッティリーヤ・ウパニシャッド』では、

私たち人間の存在を「5つの異なる自分の現れの複合体」で

あるとする「パンチャ・マーヤー・コーシャ（人間五蔵説）」

という考え方が紹介されています。“パンチャ”は“五”、“マ

ーヤー”は“幻”、“コーシャ”は“鞘”という意味です。えん

どう豆の鞘のように、鞘は何かを包み込むものです。ロシア

にマトリョーシカという 1つの人形の中に大きさの異なる人

形が入れ子状に収められた人形がありますが、私たち人間の

存在もマトリョーシカと同じように5つの鞘で包み込まれた「自

分」の複合体であると古代インドの賢者たちは考えたのです。

5つの鞘は外側から食物鞘、生気鞘、意思鞘、理智鞘、歓

喜鞘と呼ばれます。水は見方によって「飲料用の水」、「水蒸

気の集まり」、「H2O」、「原子の集まり」、「素粒子の集合体」

など、その粗大な性質にフォーカスするか、微細な性質にフ

ォーカスするかで私たちに対する現れ方が変化します。私た

ち人間の存在も一緒です。5つの鞘は人間を構成する同じエ

ネルギーの異なる次元の現れ方を表しており、外側の鞘は粗

大な質にフォーカスした時の現れ方、内側の鞘は精妙な質に
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フォーカスした時の現れ方を表しています。食物鞘はもっと

も粗大な鞘で、歓喜鞘はもっとも精妙な鞘です。

1. 食物鞘

肉体は人間存在を作るエネルギーのもっとも粗大でわかり

やすい現れです。肉体は食べ物で作られているので、肉体の

レベルの自分は「食物鞘」と呼ばれます。多くの人にとって

身体の内側は「自分の領域」、身体の外側は「自分以外の領域」

1 食物鞘

2 生気鞘

3 意思鞘

4 理智鞘

5 歓喜鞘

パンチャ・マーヤー・コーシャ（人間五蔵説）
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であり、肉体（皮膚の表面）が自と他を分ける境界線になり

ます。肉体が無くなってしまえば、「自分」と「自分以外」の

明確な境界線を策定するのは困難です。それゆえ、私たちの

多くは「自分」を失わないようにするために肉体よりなる食

物鞘を維持することに強くこだわるのです。

2. 生気鞘

肉体に生命としての躍動を与えているのが生命エネルギー

＝プラーナです。「生気鞘」はプラーナによって成り立って

おり、食物鞘よりもより微細な身体を作っています。この微

細な身体は「微細体」と呼ばれ、目で見たり触れたりするこ

とはできません。微細体は外部世界とつねに呼吸を通してプ

ラーナの交換を繰り返しています。プラーナが十分満ちてい

る時、私たちの気分はよくなります。また、プラーナが何ら

かの事情で減少すると病気になり、プラーナが完全に無くな

ると私たちは死を迎えます。

3. 意思鞘

「意思鞘」は私たちの意思すなわち思いにより作り出され

る鞘です。フランスの哲学者デカルトの言葉に「われ思う故

に我あり」という有名な言葉がありますが、意思鞘を構成す

る思いや感情は生気鞘よりもさらに精妙な「自分がいる」と

いう感じを生み出します。脳死の状態はこの意思鞘が失われ
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た状態で、たとえ呼吸によって生命を維持することができて

も、「自分」という主体は消失してしまいます。

4. 理智鞘

「理智鞘」は精神性により構成される鞘です。この鞘は意

思鞘の自分よりもさらに精妙な自分のあり方を生み出します。

理智鞘を構成する精神性には「自由」、「勇気」、「愛」、「向上心」、

「堅固さ」、「しなやかさ」、「寛大」、「遊び心」、「大胆」、「不屈」、

「やわらかさ」、「身を委ねる」など、さまざまな要素があります。

私たちの多くは普段このような自分の内に存在する精神性の

存在に十分に気づいていません。

5. 歓喜鞘

最後に「自分」を作るもっとも精妙なレベルの鞘が至福の

エネルギーでできた「歓喜鞘」です。この歓喜鞘が生み出す

至福のエネルギーは私たちの至福感のあり方を左右します。

歓喜鞘のエネルギーが存分に解放されると私たちは至福感に

包まれ、歓喜鞘のエネルギーが制限されると虚無感や絶望感

に苛まれます。

このようにパンチャ・マーヤー・コーシャでは私たち人間

の存在は「肉体」、「生命エネルギー」、「意思」、「精神性」、「至

福感」という 5つの異なる次元の「自分を作り出す鞘」の複
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合体でできていると考えます。これらの 5つの鞘は一つの

エネルギーでできているので、ある鞘に生じた変化はすぐさ

ま他の全ての鞘に影響を与えます。たとえば食物鞘（肉体レ

ベル）が空腹状態になると、生気鞘の生命エネルギーが落ち、

意思鞘ではイライラがつのり、理智鞘では寛大さという精神

性が薄れ、歓喜鞘では至福感が失われるといった具合です。

アートマン

皮膚という境界線の内側に 5つの異なる次元の自分が存

在している。「自分」という存在を探求し続けた結果、バラ

モンたちはこのパンチャ・マーヤー・コーシャの考えに辿り

着きました。しかしここで少し立ち止まってみると、皮膚と

いう境界線の外側に存在しているのは、先ほど述べたように

「ブラフマン」という一つながりの大いなるエネルギーのみ

であるというのがもう一つのバラモンたちの結論でした。私

たちの肉体は外部世界から手に入れた食べ物でできています。

外部世界にブラフマンが偏在しているのであれば、食べ物も

ブラフマンの現れであり、その食べ物で作られた食物鞘はや

はりブラフマンでできていることになります。同様に生命エ

ネルギーを保つためには呼吸によって外部世界からプラーナ

を取り入れなければなりません。外部世界に満ちているプラ

ーナがブラフマンの現れだとしたら、生気鞘もはやはりブラ
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フマンでできていることになります。同様に意思鞘、理智鞘、

歓喜鞘も結局はブラフマンの現れの一つであると考えざるを

えなくなります。

私たちが確かに存在していると思い込んでいる「肉体」、「生

命エネルギー」、「意思」、「精神性」、「至福感」。そのどれも

が宇宙規模で循環する一なるエネルギー「ブラフマン」の現

れなのだとしたらどうでしょうか？　皮膚という境界線は実

在しない幻の境界線であり、「自分」と「自分以外」の区別な

ど存在しないのである。「自分」というマトリョーシカは 幻
マーヤ－

だった。これが長い思索の末にバラモンたちが辿り着いたも

う一つの結論でした。そしてバラモンたちはブラフマン、つ

まり宇宙全体とつながりあった「無境界の自分」を、5つの

レベルのエネルギーよりなる幻のマトリョーシカとしての自

分と区別して「アートマン＝真我」と呼びました。

梵我一如

私たちが「これが自分だ」と思い込んでいる実体の本質は、

突き詰めていくと「アートマン（真我）」であり、そのアート

マンは世界の背後に満ちている大いなるエネルギー「ブラフ

マン（梵）」そのものである。このような思想を「梵我一如」

と呼びます。そして、この梵我一如こそが古代インドの賢者
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たちが度重なる思索の末に辿り着いたこの世の真理に対する

究極の結論なのです。序章にて「ヨーガ」が「結合」、「つながり」

を意味する言葉であることを述べましたが、ヨーガの意味す

る究極の「つながり」はこの梵我一如の境地、すなわち「世界」

と「自分」が完全に一体になった状態を指します。ウパニシ

ャッドにはバラモンたちが辿り着いたこの梵我一如の境地が

さまざまな表現形式で記されています。

紀元前 800年頃に成立したとされる最古のウパニシャッ

ドの一つである『チャーンドギャ・ウパニシャッド』ではバ

ラモンの父が息子のシヴェータケートウにこの梵我一如の思

想を伝授するエピソードが描かれています。

「ここにガジュマルの実を一つ持っておいで」

「はい、ここに持って参りました」

「それを割ってご覧」

「割りました父上」

「その中には何があるかね？」

「小さな穀粒のようなものがあります」

「その中の一つを割ってご覧」

「割りました。父上」

「その中には何があるかね？」

「何もありません、父上」
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	「その中にお前の目には見えないくらいの小さなもの

があって、それからこのような巨大なガジュマルも生

えてくるんだよ。だからおまえこういうことを信じな

さい。『このちいさな物こそ万生の本性（アートマン）

をなすものであり、真実在（サティヤ）であり、自我

（アートマン）であり、そしてお前自身である』とな」

『チャーンドギャ・ウパニシャッド』6.12.1

また、同じく紀元前 800年頃に成立したとされる最古の

ウパニシャッド『ブリハッド・アーラニャカ・ウパニシャッド』

は非常にシンプルな経文で梵我一如の神髄を表現しています。

あれも全体　これもまた全体

全体より生ずるは　つねに全体だからである

全体より全体を取り出すとも

見よ　残るは全体である

『ブリハッド・アーラニャカ・ウパニシャッド』5.1.1

このようにウパニシャッドはたとえ話やシンプルな経文を

用いることで、直感的に梵我一如の真理をつかむように私た

ちを促します。真理の探究者の中には直接的な表現を好む者

もいれば、比喩や象徴を使ったほうがピンとくる者もいます。

手を変え、品を変えながら、古代の聖者たちは自らが辿り着
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いた梵我一如の境地について語り続けました。百以上あるウ

パニシャッドにみられるさまざまな梵我一如に関する記述は、

なんとも捉えがたいこの梵我一如の思想をいかにして正確に

伝授したものかという聖者たちの試行錯誤の現れなのです。

一部の極めて優れた洞察力をもった探究者たちはウパニシャ

ッドに記された経文一つで瞬時に梵我一如の真理を見抜くこ

とができました。しかしその他の多くの探究者たちにとって

は梵我一如の思想を理解するのはそう容易ではありませんで

した。

そんな中で紀元前 500年頃、仏陀が誕生します（生年に関

しては諸説あり）。仏陀の生活密着型のわかりやすい説法は、

難解な梵我一如の思想を理解することに苦しんでいた多くの

民衆たちを魅了しました。そして一気にインド中に仏教が広

がることになります。そのような状況の中でバラモンたちは

大きな危機感を抱き、より体系的かつ論理的に梵我一如の

思想を説明する必要性に迫られるようになりました。そして、

梵我一如の思想を整備する過程で、バラモンたちは「インド

六派哲学」という 6つの学派を生み出します。

サーンキヤ

インド六派哲学の中で最古のものは紀元前400年～300年頃、



29第 1章　ヨーガの体系

カピラが打ち立てたとされる「サーンキヤ学派」です。この

サーンキヤ学派の理論をベースに、その実践編として誕生し

たのが「ヨーガ学派」です。パタンジャリが著したとされる

ヨーガの根本経典『ヨーガ・スートラ』はこのヨーガ学派の

根本経典です。また、もう一つのヨーガの根本経典『バガバ

ッド・ギーター』も同じくサーンキヤ学派の理論の影響を色

濃く受けています。つまりサーンキヤ学派の理論はヨーガ実

践の理論的ベースとなる取扱説明書のような役割を果たして

いるのです。取扱説明書なしに何かの機械を操作しようとす

ると、その操作によって何が起こるかは経験と勘に頼らざる

をえません。このレバーを動かすと何が起こり、このボタン

を押すと何が起こるのか。操作を続けていくうちにある程度

の操作はできるようになるかもしれませんが、その機械には

レバーとボタンをある法則で組み合わせた時にだけ起こる特

定の機能が備わっているかもしれません。取扱説明書によく

目を通さなければ機械のポテンシャルを十分に引き出すこと

はできませんし、操作は不安定なものになってしまうでしょ

う。同じようにヨーガの実践も、経験と勘に基づいてある程

度のところまでは深めることができるかもしれません。しか

し、サーンキヤ学派の理論を知ることで、ヨーガの目的地と

その方法論の意味が明確になり、ヨーガの実践をより確実に

深めていくことができるようになるのです。



30

サーンキヤ学派（以下サーンキヤ）では私たちの目の前に

広がる世界を 25の原理で説明しようとします。私たちの目

の前に存在する世界を構成する要素を一つひとつ分析してい

くと、最終的に 25の原理に行き着くとサーンキヤでは考え

ます。今私たちの目の前に広がる世界、私たち自身の存在も

全てこの 25の原理のどれかに当てはまります。25の原理の

大元となるのはプラクリティとプルシャという2つの原理です。

プルシャ（真我）
つながり

（幻の）自分

思考器官 五微細元素
（色・音・臭・味・触）

五大元素
（地・水・火・風・空）

五感覚器官
（目・耳・鼻・口・皮膚）

五行動器官
（口・手・足・排泄器官・生殖器官）

自分以外

サットヴァ（純質）
ラジャス（激質）
タマス（暗質）

生成変化

プラクリティ（根本原質）

ブッディ（覚）

アハンカーラ（自我）

区別

サーンキャの世界観
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一般に“プラクリティ”は“根本原質”、“プルシャ”は“真

我”と訳されます。ごく簡単に説明すると、プラクリティは

この世の区別性の大元にある原理で、この世の全ての区別は

プラクリティより生まれます。それに対してプルシャは一切

の区別が存在しない世界を指します。海を表面から見れば無

数の波が生じているように見えます。この無数の波、つまり

この世の区別性が現れるのがプラクリティよりなる世界です。

一方海に潜ってしまえば一切の波を区別することはできなく

なります。全ての波は同じ海が形を変えているだけである

ことがわかるからです。このように、この世の区別性の背後

に偏在している一なる存在が現れるのがプルシャの世界です。

海が存在する限り、それを表面から見る世界と潜って見る世

界が分かれるように、プラクリティとプルシャはつねに分か

れています。このプラクリティとプルシャを見分けることの

できる力を「ヴィヴェーカ（識別力）」と呼びます。

そもそも原初の宇宙という海には一切の波がありませんで

した。ビッグバン以前の宇宙は超高温の一塊のエネルギー体

であり、それを表面から見ようと、潜って見ようと、そこに

は一つながりの海＝エネルギー体しか認めることができなか

ったのです。この原初の宇宙に満ちていたとされるバイブレ

ーションが聖音「オーム」です。その静かな原初の宇宙とい

う海の表面に風が吹くことで、プラクリティよりなる世界に
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波＝区別が生じました。プラクリティに区別性と生成変化を

生み出した風は「サットヴァ」、「ラジャス」、「タマス」とい

う 3つのグナ（要素）です。“サットヴァ”は“純質”と呼ばれ、

高い振動数をもち、この世に純粋さと光をもたらす要素です。

“ラジャス”は“激質”と呼ばれ、振動数を変化させ、この世

に動きと変化をもたらす要素です。“タマス”は“暗質”と呼

ばれ、振動数が低く、この世に停滞と闇をもたらす要素です。

これらの 3つの要素はプラクリティに作用し、その振動数を

変化させることでこの世にそれぞれ「光」、「動き」、「闇」と

いう波を生み出しました。

プラクリティ

原初の時代、宇宙を構成するプラクリティは非常に高い振

動数をもち、まばゆいばかりの光のエネルギーであるサット

ヴァで満たされていました。今から 137億年前、このサッ

トヴァで満たされた原初のプラクリティにエネルギーの均衡

を破る動力が作用しました。その動力がラジャスです。ラジ

ャスが生み出した動力によって宇宙の均衡は崩れ、急激な膨

張が始まりました。ビッグバンが起こったのです。ビッグバ

ンによって原初の宇宙に満ちていたエネルギーの密度はどん

どん減少していきました。そして宇宙のそこかしこにエネル

ギーの振動数が落ちた領域、つまりタマスの増大した領域が
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生まれていったのです。こうした領域はもはや自ら光を放つ

ことはなくなり、宇宙に闇をもたらしました。逆にビッグバ

ンの後も原初の宇宙に満ちていた高い振動数を保ち続けた領

域は恒星として光を放ち続けることになります。

そして、今から 46億年前、太陽の周りに存在する振動数

の落ちたエネルギーのかけらが集まり、地球が誕生しました。

振動数が落ちたといっても原初の地球は今よりもずっと振動

数が高く、不安定でした。火山の活動は活発で、表面はマグ

マで覆われていました。38億年前、地球の振動数が大分落

ちた時代、最初の生命である単細胞生物が誕生します。生命

が誕生したのは地球上でもエネルギーが比較的安定していた

海の中でした。単細胞生物にはまだ意識はありませんでした

が、そこには外の世界と自らの区別がありました。この原初

の時代に生まれた微妙な区別性を「ブッディ（覚）」と呼びます。

やがて単細胞生物たちは共生をはじめ、多細胞生物が誕生し

ます。

細胞の数が増えるにつれて複数の細胞を統率する必要性が

出てきました。脳の誕生です。脳が進化する過程である瞬間、

「私がいる」という感覚と「時間が流れている」という感覚が

生まれました。この「私がいて、時間が流れている」という

自我意識をサーンキヤでは「アハンカーラ（アハン＝私、カ
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ーラ＝時間）」と呼びます。いわゆる「エゴ」の誕生です。こ

のアハンカーラ＝エゴが生まれたのが魚類の時代なのか、哺

乳類の時代か、それとも人間に進化してからなのかという議

論はひとまず置いておきます。とにかく生物の進化のある段

階でアハンカーラが誕生して以降、世界は真二つに分断され

ました。「私の内側」と「私の外側」という区別が生まれたの

です。

「私の内側」と「私の外側」という二つの領域は皮膚という

境界線で分断されます。「私の内側」には思考や感情を生み

出す思考器
ナス

官（脳）、感覚情報を手に入れる五感覚器官（目、耳、

鼻、口、皮膚）、感覚器官の情報を元にさまざまな行動を起

こすための五行動器官（口、手、足、排泄器官、生殖器官）

があります。

一方、「私の外側」、つまり外部世界には一見無数の区別が

あるように見えます。しかしこれら無数の区別も突き詰めて

いくと五大元素と五微細元素という 10の元素の組み合わせ

に還元できるとサーンキヤでは考えます。たとえば現在販売

されているヨガマットの多くは石油系のゴムで作られていま

す。石油は化石燃料とも呼ばれるとおり、古代の植物の化石

からできているという説が有力です。植物が育つのに必要な

のは、土などの「地」の要素、水分などの「水」の要素、光や
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温度などの「火」の要素、酸素や二酸化炭素などの「風」の要

素、そして大きく育つためのスペース、つまり「空」の要素

という 5つの要素です。このように植物は「地」、「水」、「火」、

「風」、「空」という「五大元素」に還元できるのです。ヨガマ

ットに限らず、今私たちの目の前に広がる外部世界に存在す

る目で見て触れることのできる対象を分解すると、そのどれ

もが最終的には五大元素に還元できることがわかるはずです。

同じ石油系のヨガマットでも最近はさまざまな色や肌触り

の商品が選べるようになりました。この世にはまったく同じ

五大元素の組み合わせでできていても、見た目や肌触りがま

ったく異なる対象がいくつも存在します。たとえば全てのプ

ラスチック製品は石油から作られますが、それが加工され、

使用される段になると色や風合いにさまざまな差異が生まれ

ます。このように五大元素が組み合わさってできた素材に微

妙な差異を与えるのが「五微細元素（色、音、味、臭、触）」

です。五微細元素は五大元素に色、音、味、臭、触感という

種々のフレーバーを与えます。外部世界の差異は五大元素と

五微細元素という 10の要素の混合比率の差によって生じる

のです。

このように、プラクリティよりなる世界は根
プラ ク リ テ ィ

本原質、覚
ブッディ

、

自
アハ ン カ ー ラ

我意識、思
マ ナ ス

考器官、五感覚器官、五行動器官、五微細元素、
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五大元素という 24の原理より成り立っています。宇宙誕生

から 137億年が経った現在、プラクリティよりなる世界は 3

つのグナが 24の原理に作用して生じる多様な振動数をもっ

た波で満たされています。そして、私たちの多くはアハンカ

ーラが生み出す、思考器官・五感覚器官・五行動器官よりな

る「私の内側」と五微細元素・五大元素よりなる「私の外側」

という区別の中で生きています。アハンカーラ＝エゴの誕生

によって「私」の領域は大きく制限されました。アハンカー

ラによって「私」は無限ともいえる宇宙のエネルギーから切

り離され、皮膚という境界線で囲われたほんの一領域に貶め

られてしまったのです。『旧約聖書』の創世記では、食べて

はいけないとされる禁断の知恵の実を食べることによってエ

ゴを手にしたアダムとイブがエデンを追放される逸話が描か

れていますが、ア
エ ゴ

ハンカーラが誕生して以降、私たちは無限

のエネルギーに満ちた宇宙という「楽
エデン

園」を追放されたのです。

プルシャ

しかし、ここで思い出したいのは、原初の宇宙から変化し

たのはあくまでさまざまな振動数なのであって、宇宙の原初

に存在していたエネルギー自体は今でも何一つ失われていな

いという事実です。振動数の差の背後にあるエネルギーその

ものに目を向けることができれば、そこには原初の宇宙に満
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ちていた「つながり」が 137億年たった現在もなお存在して

います。この世界の根底に満ちている一つながりの大いなる

エネルギーこそ真
プルシャ

我、つまり私たちの真の姿なのです。

海の上に生じる波がどれほど変化しても、海に潜ればそれ

らの波の一つひとつが決して海から切り離されることがない

ことがわかるように、私たち一人ひとりも、どれほどプラク

リティよりなる世界が生成変化しても、決してプルシャから

切り離されることはありません。海を表面から見れば、そこ

には無数の波が存在しているように見えます。プラクリティ

よりなるこの世も無数の波からできています。大きい波、小

さい波、荒い波、穏やかな波……私たち人間の存在は生成変

化を繰り返す宇宙という大海に束の間生じた一つひとつの波

のようなものです。しかし海の中に潜り、海中から波を見上

げれば、もはや一つひとつの波を区別することはできなくな

ります。全ての波が海の一部であり、海そのものであること

がわかるからです。海に潜り、海中から波を見上げた人は言

います。「ご覧、波なんてものはないよ。全てが一つなんだ」

と。それに対して海に潜ったことのない人は言います。「何

を言ってるんだい。ちゃんと波があるじゃないか。大きい波、

小さい波、いろいろな波が」と。

「全てはつながっている」古来、この世の真理に辿り着い
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た賢者たちは、さまざまな言葉を用いて未だ宇宙というエネ

ルギーの大海に潜ったことのない人々にこの真実を伝えよう

と努力を続けてきました。「色即是空　空即是色」という般

若心経の有名な文句が言わんとするところもまったく一緒で

す。「色」＝「目の前に広がる生成変化する世界の波」は「空」

＝「全てがつながり合ったエネルギーの海」であり、その「空」

＝「全てがつながり合ったエネルギーの海」からさまざまな

「色」＝「生成変化する世界の波」が生じる。般若心経に限らず、

深くこの世の根底に存在するエネルギーの海に潜った賢者た

ちは皆同じ視点から、さまざまな表現を用いて言葉では伝え

ることの難しいプルシャの存在を示唆してきました。

ア
エ ゴ

ハンカーラが生み出した幻の区別性を超越し、3つのグ

ナによって突き動かされ生成変化する世
プラクリティ

界の波の背後につ

ねに存在している真
プ ル シ ャ

の自己の存在を見抜くことができた時、

私たちは苦の束縛から解放され、原初の宇宙に満ちていたの

と同じ美しい光のエネルギーと一体化します。そして永遠の

至福の中で生き続けることができるのです。この永遠の至福

は不
ア ム リ タ

死の甘露と呼ばれます。

「これが自分自身だ」と思い込んでいる肉体や意思が、生

成変化する宇宙という大海の上に生じた無数の波の一つに過

ぎないことを思い出すことができた時、私たちは「自分」と
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いうちっぽけな波に捉われることを止め、その波の下でつな

がり合っている大きな宇宙の流れにありのままに身を委ねる

ことができます。こう言うと少し難しく聞こえるかもしれま

せんが、第 6章で詳しく述べるように、私たちの多くはじつ

はこれまでに何度となくプルシャの海に潜った状態を経験し

ています。何かに無我夢中になっている時、誰にでも「我を

忘れた」経験があるはずです。大好きな人と大好きな場所で

大好きなことをしている時、私たちは時が経つのを忘れ、深

い世界との一体感に包み込まれます。大好きな音楽を聴いて

いる時、大好きな映画を見ている時、大好きなスポーツやゲ

ームに熱中している時、大好きな人と熱い抱擁を交わす時、

そこに生じる深い世界との一体感に満ちた至福の境地。それ

こそプルシャ、つまり私たちの真の姿なのです。日常生活の

ふとした瞬間に私たちはこの真の自分の姿であるプルシャを

垣間見ています。それがなんであれ、エゴが消え、この上な

い世界との一体感を感じる瞬間、私たちは「真の自分」の状

態に戻っているのです。

『ヨーガ・スートラ』

サーンキヤ学派は目の前に広がるプラクリティよりなる波

に惑わされることなく、波の背後につねに存在している海そ

のもの、すなわちプルシャの存在を見抜くことさえできれば、
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私たちはすぐさまプルシャに到達し、そこに留まり続けるこ

とができると考えました。しかし、頭では理解できても、実

際問題としてプルシャの状態に留まることは多くの場合非常

に困難です。「全てはつながっている」と口で言うのは簡単

ですが、それを実際に行動に移すのは至難の技なのです。た

とえば、道すがら肩がぶつかった相手が謝りもせず立ち去っ

て行った時、その相手を本当に自分自身の現れの一つとして

素直に許すことができるのか。「言うは易し、行うは難し」

と言いますが、机上の空論としてではなく、実際にこの世の

全てが自分自身の現れであることを体現するプルシャの境地

に至るのは、今から 2000年前のインド人にとっても並大抵

のことではありませんでした。より多くの人が確実にプルシ

ャに至るための道はどこかにないだろうか？　ヨーガ学派の

人たちはそう考えました。そしてインダス文明の時代よりイ

ンドに受け継がれてきたヨーガの道を整備することで、誰も

が確実にプルシャに至ることのできる実践的な方法論を作り

上げていったのです。こうして、生成変化するプラクリティ

よりなる波の奥へと潜り、プルシャという大海に到達するた

めの実用的な潜水法としてのヨーガの体系が誕生したのです。

ヨーガ学派の根本経典は『ヨーガ・スートラ』です。『ヨー

ガ・スートラ』の成立年代は諸説ありますが、大体紀元前後

の時代、今から2000年ほど前の成立であると考えられています。
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日本ではまだ弥生時代末期の頃、ヨーガの根本経典がほぼ現

在の形になっていたことを考えると、感慨深くならざるを

えません。この『ヨーガ・スートラ』の編纂者とされるのが

パタンジャリという人物です。パタンジャリがどのような人

物だったのかについては諸説あり、詳しくはわかっていませ

ん。インドで祀られているパタンジャリの像を見ると、下半

身が蛇になった形で表現されるパターンがよく見られます（2

ページ参照）。西洋においては『旧約聖書』に見られるように、

ずる賢い動物として扱われがちな蛇ですが、インドにおいて

はその動きのなめらかさがこの世の困難さを自由自在に乗り

越えていくことのできる卓越さの象徴として崇められている

のです。下半身が蛇の形で表現されていることは、それだけ

パタンジャリが人間離れした卓越したヨーガの能力を宿して

いたことを表しています。私自身は、個人的にはパタンジャ

リを想像する時、この上なく深い慈愛に満ちた目をした優し

いヒゲモジャのおじいさんを思い浮かべます。

『ヨーガ・スートラ』の“スートラ”とは“縦糸”という意味で、

縦糸のような短い章句“箴言”と、その箴言が集まってでき

た“経典”という二つの意味をもちます。『ヨーガ・スートラ』

には全部で 196のスートラ（経文）が収められており、これ

らが「サマーディ・パーダ（三昧部門）」、「サーダナ・パーダ（実

践部門）」、「ヴィヴーティ・パーダ（成就部門）」、「カイヴァ



43第 1章　ヨーガの体系

リヤ・パーダ（絶対部門）」という 4つの部門に分けられてい

ます。“パーダ”というのは“部門”という意味です。

『ヨーガ・スートラ』の第一部門の「サマーディ・パーダ」

は「三昧部門」と呼ばれ、ヨーガの目的地について説かれ

た部門です。サマーディはヨーガ実践の目的地を指す言葉

で、このサマーディの音写が三昧（さんまい）です。競馬三昧、

パチンコ三昧……などとさまざまな場面で「○○三昧」とい

う言葉を使いますが、第 5章で詳しく説明するとおり、多く

の場合サマーディという原語の意味を正しく反映した使い方

がされています。

パタンジャリは『ヨーガ・スートラ』の冒頭でまずヨーガ

のめざす目的地はいかなる場所なのかを明確にします。山頂

がどこなのかを確認せずに闇雲に山道を歩けばすぐに道に迷

ってしまいます。道に迷うことのないように、ヨーガの実践

もまずその目的地を明確にすることから始める必要があるの

です。

『ヨーガ・スートラ』の第二部門「サーダナ・パーダ」は「実

践部門」と呼ばれます。“サーダナ”は“実践”、“プラクテ

ィス”という意味です。ヨーガの目的地を明確にした後にパ

タンジャリはその目的地に辿り着くために必要なアプローチ
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を一つひとつ説明していきます。これらのアプローチは「ヨ

ーガの八支則」と呼ばれ、ヨーガシステムの根幹をなしてい

ます。

『ヨーガ・スートラ』の第3部門「ヴィヴーティ・パーダ」は「成

就部門」と呼ばれ、ヨーガの実践を続けていった先にえられ

るさまざまな現象が記されています。“ヴィヴーティ”とは“成

就”とか“恩恵”という意味です。この「ヴィヴーティ・パーダ」

に記されているヨーガの実践が成就された時に起こるとされ

るさまざまな記述は一見したところ超能力のように受け取る

こともでき、少なからぬ人たちにヨーガを極めることで超能

力が可能になるという誤解を与えてきました。確かにヨーガ

の実践を極めることで奇跡とも言えるようなさまざまな現象

が起こるようになりはしますが、第 6章で詳しく解説するよ

うに、パタンジャリは決して非科学的な超能力がヨーガによ

って可能になると言っているわけではありません。

第 4部門の「カイヴァリヤ・パーダ」は「絶対部門」と呼ば

れますが、この部門ではヨーガの実践によって人が真理に辿

り着き、究極のつながりを手に入れた先に起こるさまざまな

現象が宇宙的な観点から記されています。
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『ヨーガ・スートラ』のコンセプト

『ヨーガ・スートラ』の冒頭でパタジャリはヨーガの定義

をしています。

「ヨーガによって心の作用は止滅される」　	

（ヨーガハ　チッタ　ヴリッティ　ニローダハ）

『ヨーガ・スートラ』1.2

この非常にシンプルな一つのスートラにヨーガの真髄、さ

らには人生の真髄が全て凝縮されています。“ヨーガハ”は

“ヨーガとは”、“ヨーガをすると”、“チッタ ”が“心”、“ヴ

リッティ” が“作用”という意味です。“ニローダハ”という

言葉は“完全に制御する”という意味とその制御によって心

に“一切の波立ちが無くなる”状態を指します。ですから、「心

の作用の止滅」という言葉は心の作用を完全に制御すること

によって波立ちが一切無くなった状態、つまり深い安らぎに

満ちた状態を指します。朝日を反射する波一つ無い湖面のよ

うな状態、それが“ニローダハ”の状態だと思ってください。

序章で述べたとおり、“ヨーガ”という言葉は“結合”、“つ

ながり”という意味をもつ言葉です。ですからヨーガ・スー

トラの冒頭でパタンジャリは
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「“つながり”がそなたの心に深い安らぎを与えるだろう」

そんな風に私たちに告げているのです。

私たちが人生で求めているもの。それを一言で言い表すと、

「幸せ」もしくは「安らぎ」という言葉になるはずです。誰も

が幸せを求めています。誰もが安らぎを求めています。人生

を不幸や不安で満たしたいと思う人はどこにもいないでしょ

う。朝起きてから夜眠りにつくまで、私たちは幸せを求め彷

徨い続けます。私たちはつねに自分自身のセンサーで幸せの

ありかを敏感に探し続けます。少しでも幸せの匂いがすると、

その方向へ一目散に向かっていきます。そして時に他人を蹴

落としてでもその幸せをつかみとろうとします。閉まろうと

する電車にカバンを挟んで乗り込んでくる人がいるのはなぜ

でしょう？　仕事に遅れたくない、待ち合わせに遅れたくな

い。幸せになりたいという思いが咄嗟にドアの間にカバンを

挟ませます。犬や猫が鳴くのも、ゴキブリがスプレーをかけ

られそうになると逃げ回るのも、全て幸せが欲しいからです。

この世に生きとし生けるもの全ての存在は、幸せがほしくて

たまらない駄々っ子のようなものです。私たちは朝目を覚ま

してから夜眠りにつくまでつねにこの幸せを求めて徘徊を続

けています。どこへ行けば、何をすれば、誰と会えば“幸せ”

が手に入るだろうか、と。まるでメーテルリンクの『青い鳥』
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に登場するチルチルとミチルのように。

では、どうすればこの誰もが探し求めてやまない幸せを自

分のものにすることができるのでしょうか？　先に述べたよ

うに、私たちに苦悩が生じる原因は、私たちの本質である無

限の可能性に満ちた宇宙というエネルギーの大海からエゴに

よって「自分」を切り離したことにあります。ですから、エ

ゴを滅し、この世界に生じる全ての波がその背後でつながり

合っていることを思い出すことさえできれば、無限のエネル

ギー体である真
プルシャ

我に立ち戻り、永遠の安らぎを手に入れるこ

とができます。しかし、そのためにはこの世に存在するあり

とあらゆるエネルギーの波と波長を合わせる練習を繰り返し

ていかなければなりません。つまりチューニング作業が必要

なのです。詳しくは第 6章で解説しますが、このチューニン

グ作業を行う上で重要なのが経験です。経験は五感全体で目

の前の対象のもつエネルギーの波の波長を読み取る作業だか

らです。多くの経験を積み、多くの対象に対してチューニン

グを施せば施すほど、私たちの心の波立ちは収まります。そ

して、深い安らぎに満ちたエネルギーの大海である真の自分

自身の状態に安住することができるようになるのです。
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アヴィヤーサとヴァイラーギャ

次々と新たな対象との間にチューニング作業を続けていく

ためには、さまざまな未経験領域に躊躇なく足を踏み込み続

けなければなりません。この時、重要となるのが「アヴィヤ

ーサ」と「ヴァイラーギャ」という二つの要素です。“アヴィ

ヤーサ”は一般に“修習”と訳される言葉です。修習とは目

の前に差し出される対象との間につながりを築くためのチュ

ーニング作業、つまり経験を続けることです。このアヴィヤ

ーサは「長い間」、「休みなく」、「真剣に」行われる必要があ

るとパタンジャリは言います。私たちは往々にして何事も短

期間で、休みながら、適当に取り組むことで目覚しい成果

を手に入れることを期待しがちです。しかし語学の習得一つ

をとってもそうであるように、何事も短期間で、休みながら、

適当に取り組んで大きな成果を望むことはできません。私た

ちに求められるのはたとえどれほど思うようにいかなくても、

簡単に諦めることなく、粘り強く一つの対象に向かい続ける

勇気と努力なのです。

“ヴァイラーギャ”は“無執着”もしくは“離欲”と訳され

る言葉です。長いアヴィヤーサの末にチューニング作業が完

了し、自らのもつ波長を対象のもつ波長に完全に同調させら

れるようになると、その対象はエネルギーレベルで自分の一
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部になります。すると、もはやその対象を自分のものにしよ

うという欲や執着がなくなります。つまり、無執着の状態が

生まれるのです。一つの語学を完全に習得してしまえば、多

くの場合その語学へ執着することは無くなります。日本人の

多くが英語の勉強をしようと思うことはあっても日本語を勉

強しようと思うことが少ないのはこのためです。チューニン

グが完了し、完全に波長が合った対象は、自分自身の一部と

して空気のように存在するようになります。

パタンジャリはこの「アヴィヤーサ」と「ヴァイラーギャ」

という作業を目の前に存在するありとあらゆる対象に対して

繰り返していくことを私たちに奨励します。最終的にこの宇

宙に存在する全ての対象との間にチューニング作業が完了し、

自由自在に波長を合わせることができるようになった時、宇

宙全体が「私」と一つながりになります。何千回、何万回と

生まれ変わりながら、しかるべき経験を積み、ありとあらゆ

る対象との間にチューニング作業を施し、つながりを取り戻

していくことで、私たちは最終的に原初の宇宙に満ちていた

一つながりのエネルギー体であるプルシャに立ち戻っていく

ことができるのです。その時一切の心の作用は止滅され、深

い安らぎに満ちた境地が広がっていきます。
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ヨーガの八支則

ヨーガ・スートラの第 2部門「サーダナ・パーダ」はヨー

ガの具体的な実践方法について説かれた部門です。このサー

ダナ・パーダでパタンジャリはさまざまな対象にチューニン

グを行い、「つながり」を手に入れるために必要な具体的な

アプローチを 8つに段階分けして紹介していきます。この 8

つのアプローチは一般に「ヨーガの八支則」と呼ばれます。「ヨ

ーガの八支則」はヨーガの実践を正しく深めていく上で必要

不可欠な大変重要な考え方です。真剣にヨーガを実践したい

方は忘れずに覚えておきたいものです。「ヨーガの八支則」

は以下の 8つのステップよりなります。

1.　ヤマ（禁戒）

2.　ニヤマ（勧戒）

3.　アーサナ（ポーズ）

4.　プラーナーヤーマ（調気法）

5.　プラティヤハーラ（感覚制御）

6.　ダーラナー（集中）

7.　ディヤーナ（瞑想状態）

8.　サマーディ（三昧）

ヤマ（禁戒）は日常生活で慎むべき 5つの戒律を守る段階
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です。ヤマの5つの戒律はアヒンサー（非暴力）、サティヤ（正

直）、アスティヤ（不盗）、ブラフマチャリヤ（禁欲）、アパリ

グラハ（不貪）よりなります。ニヤマ（勧戒）は日常生活で心

がけるべき 5つの戒律を守る段階です。ニヤマの 5つの戒

律はシャウチャ（清浄）、サントーシャ（知足）、タパス（苦

行）、スヴァディアーヤ（聖典の学習）、イーシュヴァラ・プ

ラニダーナ（神への献身）です。パタンジャリは私たちにま

ずこれらヤマ、ニヤマの 10の戒律を通して日常生活を規律

正しく整えることからヨーガの実践を始めることを推奨しま

す。ヤマ、ニヤマに関しては次の章で詳しく解説します。

アーサナはポーズの実践を通して身体を整える段階です。

アーサナについては第 3章で詳しく解説します。プラーナー

ヤーマは呼吸を通して気の流れを整える段階です。プラーナ

ーヤーマについては第 4章で詳しく解説します。プラティヤ

ハーラは心をより繊細にコントロールして感覚器官をコント

ロールする段階です。第 6段階のダーラナーから第 8段階

のサマーディは心を一点に集中しチューニングを進めていく

段階です。第 5段階のプラティヤハーラから第 8段階のサ

マーディについては第 5章で詳しく解説します。

最終的にサマーディというこの上なく甘美な果実をなるべ

く長く手元に置き続けることができるようになること、それ
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が「ヨーガの八支則」の目的です。サマーディという果実は

必ずしも「ヨーガの八支則」を実践しなければ手に入らない

わけではありません。スーパーや八百屋で手軽に果実を手に

入れることができるように、パチンコをすることでも、スポ

ーツをすることでも、美味しいものを食べることでもインス

タントな「三昧」を手に入れることは可能です。しかし果実

を手に入れようとした時、店が閉まっていたり、売り切れに

なっていたりしたら欲しい果実が手に入らないのと同じよう

に、外部からサマーディを手に入れようとする方法は不確か

で不安定です。

パタンジャリが私たちに提案するのはこのような不確かで

不安定なサマーディの手に入れ方ではありません。パタンジ

ャリは私たちにサマーディという果実をたわわに実につけ

る「ヨーガの木」の栽培方法を提示します。たわわに果実を

実らせるためにはまず根が十分に広がっていないといけませ

ん。ヤマ、ニヤマのそれぞれ 5つの戒律はヨーガ実践を深

めるために必要な 10本の根です。根が広がると幹が太くな

り枝が広がります。アーサナは私たちの身体を鍛え整えるこ

とで、ヨーガの木の幹を太くし、枝を広げるのに役立ちます。

枝が広がれば多くの葉がつき、光合成をして多量のエネルギ

ーを作り出すことができるようになります。プラーナーヤー

マは身体全体に生命エネルギーを漲らせ拡張することを助け
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る、ヨーガの木の葉です。大量のエネルギーが満ちることで

樹液の流れは円滑になり、より繊細なエネルギーのコントロ

ールが可能になります。プラティヤハーラでは心を繊細にコ

ントロールしながら 5つの感覚器官を自由自在にコントロー

ルしていくことを目指します。そして樹液の流れが円滑にな

った時、つぼみがつき、花が咲き始めます。ヨーガの木のつ

ぼみは集中力です。ダーラナーで強まった集中力はディヤー

ナの段階で開花します。集中力が開花すると瞑想状態が生ま

れます。そして、たくさんの瞑想の花が咲いた後に、この上

なく甘美なヨーガの果実、「サマーディ」が実るのです。ヨ

ーガの木を自分自身の手で大きく育てることができれば、私

たちはもはやサマーディという果実を求めて彷徨う必要はな

くなります。どこにいても好きな時に好きなだけサマーディ

という果実の甘美さに酔いしれることができるようになるの

です。

世の中にはそれがヨーガの木であることを知らずに、自己

流でヨーガの木を大きく育て上げ、サマーディの果実を手に

入れてしまう人生の達人も少なからず存在します。しかし、

私たちの多くはなかなかうまくヨーガの木を育て上げること

ができず、サマーディという果実を手に入れるためにもがい

ています。今から 2000年前、パタンジャリはサマーディの

果実がたわわに実るヨーガの木の栽培に成功しました。そして、
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自身の見出したヨーガの木の栽培方法を後世に伝えていかね

ばならない。そんな慈愛に満ちた使命感から『ヨーガ・スー

トラ』を完成させました。『ヨーガ・スートラ』に記されたヨ

ーガの実践法を正しく深めていけば、やがて誰もがパタンジ

ャリと同じようにサマーディという果実を存分に味わうこと

ができるようになるのです。このようにして『ヨーガ・スー

トラ』に則りヨーガの実践を深めていくヨーガは「ラージャ・

ヨーガ（王者のヨーガ）」と呼ばれます。

『バガバッド・ギーター』の哲学

『ヨーガ・スートラ』の成立とほぼ時期を同じくして、サ

ーンキヤの思想を取り入れた『バガバッド・ギーター』とい

うもう一つのヨーガの根本経典が成立します。『ヨーガ・ス

ートラ』が純粋にヨーガに関する記述を編纂することで作ら

れた経典であるのに対し、『バガバッド・ギーター』は『マハ

ーバーラタ』という叙事詩の一部です。『マハーバーラタ』は

全 18巻よりなる世界最長の叙事詩で、紀元前後の時代のイ

ンドのさまざまな習俗に関する記述を織り交ぜながら、人が

悟りに至る道を描いた物語です。その第 6巻にヨーガの神髄

が対話形式で説かれている部分があり、これを抜粋したもの

を『バガバッド・ギーター』と呼びます。
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『マハーバーラタ』の舞台は古代インドの王国です。不正

な手段によって自らが治めるべき領土を奪われた最強の戦士

アルジュナは、度重なる交渉が決裂した後に武力によって自

らの領土を取り返す決断をします。しかし、領土を取り返す

ためには戦によって自らの師匠や家族同然の仲間たちと戦わ

なければなりません。いざ合戦が始まろうとした時、アルジ

ュナは改めて自らの戦う相手を確認すると、「このような戦

いはできない」と武器を捨てて座り込んでしまいます。戦い

を続ければ親族同然の身内を殺すことになる。しかし、戦わ

なければ本来豊かさを享受すべきアルジュナたちが治めるべ

き国の国民たちは卑劣な搾取に苦しみ続けることになります。

この悩める最強の戦士アルジュナの姿は人生の荒波の中で時

に立ちすくんでしまうすべての人間の象徴なのです。私たち

は誰もがどんな困難をも乗り越える力をもった最強の戦士で

す。しかし、複雑に絡み合う人生のしがらみの中で、誰にで

も一度や二度ならず、一体どちらの道に進めばいいのかわか

らなくなり、迷ってしまう瞬間があるはずです。そんな迷え

る最強の戦士アルジュナに、正しい道を選ぶために必要なヨ

ーガの智恵を授けるのがアルジュナの戦車の御者を務めるク

リシュナ神です。クリシュナ神はアルジュナにこのような困

難な状況を打開するために必要なヨーガの智恵を一つひとつ

伝授していきます。
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クリシュナ神
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さまざまな対象を経験し、チューニング作業を行うことで

波長を合わせる。そして原初のつながりに満ちた真
プ ル シ ャ

の姿に立

ち戻っていく。そんな『ヨーガ・スートラ』に見られる基本

的なアプローチの仕方は『バガバッド・ギーター』も同じです。

『バガバッド・ギーター』ではそのために「カルマ・ヨーガ」、「ジ

ニャーナ・ヨーガ」、「バクティ・ヨーガ」という 3つのヨー

ガを重視します。

“カルマ”は“行動”という意味で、「カルマ・ヨーガ」は

つながりを増やすために必要な経験を積むことのできる「行動」

を取ることを重視するヨーガです。エゴの赴くままに行動す

れば、たいていの場合その行動は自分の好きなことに集中し

てしまいます。しかし、自分自身の「やるべきこと」を重視

して行動を続けていくと、時に自分が望まない状況にも飛び

込んでいかなければいけません。そんな自らの望まない不測

の事態こそ、新たな対象と波長を合わせ、「つながり」を手

に入れるための絶好のチャンスなのです。カルマ・ヨーガで

はこのような考えから、一瞬一瞬自分の「やるべきこと」を

重視して行動をすることを私たちに奨励します。

「やるべきこと」を重視して行動し続けるためには、「なぜ

私たちはこの世に生まれてきたのか？」という問いに対する

答えを知っておく必要があります。世界を突き動かす原理を
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知り、自分の行動基準を明確にするためには先に紹介したサ

ーンキヤの知識が必要になります。この正しい知識の習得を

重視するのが「ジニャーナ・ヨーガ」です。“ジニャーナ（ギ

ャーナともいう）”は“知識”という意味です。「人は生成流

転するプラクリティが生み出す区別という幻
マーヤ－

影を超越した時、

プルシャに至るのである」というサーンキヤの知識を保持す

ることで、私たちはエゴの誘惑に打ち勝ち、プルシャに至る

ために必要な経験を積むために自分が取るべき行動を選択し

ていくことができるのです。

しかし、サーンキヤの知識を保持し続けることは多くの人

にとって容易なことではありません。そのため、『バガバッド・

ギーター』ではサーンキヤの知識の保持のためにクリシュナ

神というアイコンを導入します。クリシュナ神は男性とも女

性ともとれる中性的な外見をしており、その肌の色は青です。

中性的な外見はクリシュナ神が性別という区別性を超越した

存在であるということを、青い肌の色はクリシュナが世界の

背後にある無限のエネルギーの現れであることを象徴してい

ます。

私たちの心には一瞬一瞬想念という名の雲がやってきては

過ぎ、またやってきては過ぎていきます。雲の形はさまざま

で、見ていて気持ちのよい雲もあれば、雨雲のようなどんよ
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りした雲もあります。そして時には心をかき乱す嵐のような

暗雲もやってくることでしょう。しかし、どのような形をし

た雲がやってきても、その背後に存在する青空は変化しませ

ん。飛行機に乗ればわかるとおり、どのような雲が差しかか

ろうとも、その背後にはつねに澄み切った青空が存在してい

ます。クリシュナ神にこの青空を象徴する青の色を塗ること

で、心がどれほどかき乱されようとも、自分自身の本質は本

来雲一つない澄み切った青空のように神聖で広大無辺なプル

シャであることを思い出すことができるのです。クリシュナ

神はこのようにサーンキヤの知識を保持し、自分自身の神聖

な本質を思い出すためのアイコンです。このクリシュナ神へ

の信仰は“バクティ”と呼ばれます。そしてその信仰心を重

視するのが「バクティ・ヨーガ」です。

『バガバッド・ギーター』に記されている「カルマ・ヨー

ガ」、「ジニャーナ・ヨーガ」、「バクティ・ヨーガ」という 3

つのヨーガのアプローチの中にはアーサナ（ポーズ）や呼吸

法などのいわゆる修業的な行法は含まれていません。出家を

し、ヒマラヤの奥地で厳しい修行など行わなくとも、仕事を

し、家事や育児に携わり、自らの人生の務めをしっかりと果

たし続けることで人は解脱に至ることができる。『バガバッ

ド・ギーター』はそう説きます。この『バガバッド・ギーター』

の思想はインドの大衆に大いに受け入れられ、やがてインド
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人の 8割以上が信仰するヒンドゥー教の流れを生み出してい

きます。

タントラ

『バガバッド・ギーター』の成立によってバクティ・ヨー

ガのアプローチが大衆の間に広がっていくと、クリシュナ神

への信仰はやがて形を変え、世界を維持する神「ヴィシュヌ」

と世界を破壊する神「シヴァ」という二大神への信仰に移り

変わります。創造神「ブラフマン」によって創造された世界

をヴィシュヌが維持し、シヴァが破壊することでこの世界は

生成流転を続ける。そんなダイナミックな世界観に基づいた

「ヒンドゥー教」という新しい信仰の形態がインド中に広が

っていくのです。さらにヴィシュヌとシヴァはさまざまな神々

に化
アヴァターラ

身し、ヒンドゥー教の多神教的な世界観を形作っていき

ます。このような多神教が生まれた背景にあるのは「色ある

ものは形を変えてもその背後に偏在する一なるエネルギーの

存在は変わらない」というこれまでに何度も述べてきた一元

論的な思想です。コンピューターのデスクトップ上のアイコ

ンをいくら変更しても展開されるプログラムは変わらないよ

うに、百花繚乱のヒンドゥー教の神々の背後にはいつも一な

る存在が鎮座しているのです。
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このようなヒンドゥー教の多神化の流れから、6世紀頃、

シヴァ神の妃たちを崇拝する「女神派」と呼ばれる人たちが

現れます。女神派を信仰する人たちは、目の前に広がる世界

を女神のエネルギー「シャクティ」の現れであると考えまし

た。そしてシャクティをコントロールし、シヴァ神との融合

を果たすためにさまざまな秘密裏の儀式を行うようになりま

す。このような秘密裏の儀式全般を「タントラ」と呼びます。

“タントラ”は“密教”という意味の言葉です。女神を崇拝す

る儀式の執り行い方にはさまざまな様式があり、タントラと

いっても一つの確固たる体系があるわけではありません。た

だ、全てのタントラに共通しているのは目の前に広がる世界

に対して全面的に肯定的であったということです。

女神のエネルギーという言葉から皆さんは何を想起するで

しょうか？　「優しさ」、「繊細さ」、「包容力」、「母性」……。

おそらく以上のような要素を想起した方が多いはずです。タ

ントラが成立した 6～7世紀頃の時代、日本では聖徳太子が

法隆寺を建立し、17条の憲法を制定しています。インドで

も大幅に文明が発達し、農耕技術、建築技術、灌漑技術など

に大きな変革が起こりました。それにより、自然神たちを崇

拝していた紀元前 1000年頃の時代に比べると、自然の力を

格段に上手くコントロールすることができるようになったの

です。私たちの多くが「自然」という言葉に対して肯定的な
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イメージをもつように、タントラがインドに広がり始めた時

代、自然は人間にとって威厳をもって迫ってくる荒ぶる男性

神ではなく、自分たちを繊細に優しく包み込んでくれる女神

のような存在に変化しました。女神のエネルギー「シャクテ

ィ」のバイブレーションとダンスを踊るように人生を謳歌し

ていこう。セックスやアルコールなど、従来は禁忌とされて

いた俗物までも神聖化したタントラ特有の現世肯定主義が生

まれた背景には、このような考え方がありました。タントラ

ではシャクティと自由自在にダンスを踊るように戯れること

を「リラ」と呼びます。

その昔天界の使者であるナーラダ仙がひとりの修行者の

前を通りかかった。その修行者はもう何年もの間非常に

厳しい修行を続けていた。修行者はナーラダ仙の姿を見

るとこう聞いた。「あとどれくらいこの厳しい修行を積

めば私は天界に行けるのでしょうか？」ナーラダ仙は修

行者を見て答えた。「あと4回生まれ変わりその修行を

続ければお前は天界に行けるぞ」と。その答えを聞いて

修行者は「あと4回もですか!」とうなだれ、泣きじゃ

くった。その修行者のすぐそばの木の下でダンスを踊っ

ているもう一人の修行者がいた。ナーラダ仙はその修行

者にも悟りまでの期間を教えた。「お前はその上にある

木の葉の数だけ生まれ変わって修行を続ける必要がある
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ようだ」と。するとその修行者は答えた。「え、たった

それだけでいいのですか？　この森には無数の木がある

のに、たったこの一本の木の葉の数だけでいいだなんて、

なんて素晴らしいんだ」と。その修行者の言葉を聞いて

ナーラダ仙はすぐさまその修行者を天界に連れて行った。

このインドの昔話に登場する 2番目の修行者はタントラ実

践者の思想をよく体現しています。タントラの実践者にとっ

て、目の前に広がる区別ある世界は超越すべき対象ではなく、

女神たちの生み出す美しい幻
イリュージョン

影を楽しむための楽園でした。

女神とのダンスをありのままに楽しむことができれば、やが

て究極の自由は自然に自分の手元にやってくる。タントラの

実践者たちはそう信じていたのです。

ハタ・ヨーガの成立

タントラの思想に基づき、10世紀頃に成立したとされる

のがハタ・ヨーガです。“ハタ”は“力”という意味でハタ・

ヨーガを直訳すると「力のヨーガ」という意味になります。

このハタ＝力はシャクティを自由自在にコントロールする力

を意味します。つまりハタ・ヨーガというヨーガはシャクテ

ィを自由自在にコントロールするために編み出されたヨーガ

なのです。
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ハタ・ヨーガの経典は 16世紀頃誕生したとされる『ハタ・

ヨーガ・プラディピカー』、『シヴァ・サンヒター』、『ゲーラ

ンダ・サンヒター』の 3つです。これらのハタ・ヨーガの経

典に目を通すと、ハタ・ヨーガの開祖はシヴァ神であると記

述されています。そのシヴァ神がアーサナの名前にもなった

マッチェンドラ・ナータという魚の神に最初にハタ・ヨーガ

を伝授し、そのマッチェンドラ・ナータがゴーラクシャ・ナ

ータという人物にそのハタ・ヨーガを伝授したとされていま

す。シヴァ神が開祖であるとするあたりは、シヴァ神の妃を

崇拝するタントラがベースのいかにもハタ・ヨーガらしい伝

説です。ゴーラクシャ・ナータは事実上のハタ・ヨーガの開

祖とされていますが、このゴーラクシャ・ナータがどのよう

な人物だったのかはよくわかっていません。そもそもタント

ラの行法自体がその技法を信じる者たちの間で秘密裏に行わ

れていたため、ハタ・ヨーガがいつどこで誕生したのかを特

定するのは非常に困難なのです。

ハタ・ヨーガでは私たちの内に「クンダリニー」という「眠

れる潜在エネルギー」が宿っていると考えます。このクンダ

リニーは会陰に三くだり半とぐろを巻いた蛇の形で象徴され

ます。蛇という動物は先にも述べたように困難な世の中を自

由自在に渡り歩くことのできる存在の象徴です。私たち人間

は自分がそう思い込んでいるよりも本来ずっと自由自在な存
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在である。その自由自在さを手に入れられない理由は私たち

が本来持っているポテンシャルを見失ってしまっていること

にある。だから、自らの内に宿る眠
ク ン ダ リ ニ ー

れる潜在エネルギーを目

覚めさせよ。ハタ・ヨーガの導師たちはそう説きます。第 4

章で詳しく解説するように、クンダリニーが最大限に目覚め

た時、私たちはこの世のしがらみから解放され、自由自在に

人生を謳歌していくことができるのです。

クンダリニーを目覚めさせるためにハタ・ヨーガが使うア

プローチを大別すると以下の 4つに分けることができます。

1.　アーサナ（ポーズ）

2.　プラーナーヤーマ（調気法）

3.　ムドラー（封印）

4.　サマーディ（三昧）

まず、クンダリニーを目覚めさせるための重要な土台とな

るのが身体の強健さです。身体はエネルギーを溜め込むため

の器です。器が頑丈で長持ちしないとその内に長い間エネル

ギーを保持することはできません。詳しくは第 3章で解説

しますが、アーサナによって全身にバランスの良い筋肉を付

け、神経や内臓などの諸機能を整えることで、強健な身体を

手に入れることができます。ハタ・ヨーガの経典には「ゴー
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ムカ・アーサナ（牛の顔のポーズ）」や「ウシュトラ・アーサ

ナ（らくだのポーズ）」など、現在でも広く一般的に行われて

いるアーサナを含めた32種類のアーサナが紹介されています。

頑丈な器を手に入れたら、その器にエネルギーを注ぎ込み

ます。“プラーナ”は“生命エネルギー”、“アーヤーマ”は“拡

張”という意味で、プラーナーヤーマはアーサナで手に入れ

た強健な肉体にエネルギーを蓄え、漲らせる段階です。ハタ・

ヨーガの経典には「ウジャイ」や「ナーディー・ショーダナ」

など現在でも広く行われているプラーナーヤーマを含めた

12種類のプラーナーヤーマが紹介されています。プラーナ

ーヤーマの実践的な手段は呼吸法ですが、体内に大量のプラ

ーナを滞りなく満たすためには、プラーナの通り道であるナ

ーディーに詰まりがないことも重要です。そのため、ハタ・

ヨーガではナーディーを浄化し、プラーナの通りをよくする

ための「シャット・カルマ」という 6つの浄化法も開発され

ました。これらの浄化法は現在では科学的根拠に乏しく、あ

まり行われなくなったものもありますが、「カパーラ・バー

ティ」のように呼吸法の一つとして現在でも頻繁に行われて

いる浄化法もあります。

せっかく頑丈な器に大量のエネルギーを注ぎ込んでも、器

に穴が開いていればエネルギーを溜め込むことはできません。
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“ムドラー”は“封印”という意味で、これは文字どおりプラ

ーナーヤーマで溜め込んだエネルギーが外に漏れ出さないよ

うに体内に封じ込めるための技法です。シャット・カルマ同

様、ムドラーの多くは正しくこれらの技法を伝授できるヨー

ガ教師が少なくなったことから、現在ではその多くが文字だ

けのものになってしまいました。しかし中には「ジャーラン

ダラ・バンダ」、「ムーラ・バンダ」、「ウッディヤーナ・バン

ダ」のように、現在でも広く行われているものも残っています。

ハタ・ヨーガの経典には 25種類のムドラーが解説されてい

ますが、この数の多さからいかにハタ・ヨーガの行者たちが

ムドラーを重視していたのかが窺えます。

このようにアーサナによって頑丈な器を手に入れ、プラー

ナーヤーマによってその器に大量のプラーナを注ぎ込み、ム

ドラーによってそのプラーナが漏れ出さないように封じ込め

ることによって、身体という器は大量の生
プ ラ ー ナ

命エネルギーで満

たされていきます。すると骨盤基底部で眠っていたクンダリ

ニーが上昇していき、私たちの奥に宿っているさまざまな可

能性が開花し、自由自在に目の前に広がる世界にアプローチ

することができるようになります。その先に広がる深い至福

感に満ちた状態＝サマーディを手に入れることがハタ・ヨー

ガの目的なのです。
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ハタ・ヨーガの代表的な根本経典『ハタ・ヨーガ・プラデ

ィピカー』の冒頭で著者のスヴァトマラーマはこう述べます。

「ハタ・ヨーガは高遠なるラージャ・ヨーガの階段に登

らんとする者にとって素晴らしい階段に相当する」

『ハタ・ヨーガ・プラディピカー』1.2

ここで登場する「ラージャ・ヨーガ」は「ヨーガの八支則」

を重視する『ヨーガ・スートラ』のヨーガを指します。ハタ・

ヨーガの技法のうち、アーサナとプラーナーヤーマは「ヨー

ガの八支則」の第 3段階、第 4段階に相当します。ムドラー

はハタ・ヨーガ独特の技法ですが、その目的はエネルギーの

制御ですので、プラーナーヤーマを深めるための技法である

と考えることができます。

『ヨーガ・スートラ』ではアーサナに関しては 3つ、プラ

ーナーヤーマに関しては 4つの簡潔なスートラが記されてい

るに過ぎません。ハタ・ヨーガの経典で詳しく述べられてい

るアーサナやプラーナーヤーマなどの具体的な技法に関して

は『ヨーガ・スートラ』ではほとんど触れられていないのです。

ですから、ハタ・ヨーガが重視するアーサナ、プラーナーヤ

ーマ、ムドラーなどの具体的なアプローチを「ヨーガの八支則」

にうまく組み込むことで、パタンジャリのヨーガでは未整備
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だったアーサナとプラーナーヤーマの実践が飛躍的に深めや

すくなり、第 5段階であるプラティヤハーラ以降の段階へと

スムーズに進んでいくことが可能になるのです。

このようにしてハタ・ヨーガの成立によって、それまで到

達が困難だったサマーディという至高の境地へ到達するため

の道筋が整備され、多くの人々に楽園への道が拓かれること

になりました。ここにヨーガの魔法の全体系が完成したのです。
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表　ヨーガの歴史

B. C. 3000年 インダス文明（おぼろげな起源）

B. C. 1500年 アーリヤ人のインド侵入
ヴェーダ文化の誕生（自然神崇拝）

B. C. 800年 ウパニシャッド聖典群の誕生（ヨーガの原点）

B. C. 500年頃 仏陀誕生

B. C. 400〜300年 サーンキヤ学派（ヨーガの理論的ベース）

B. C. 200年〜
A. D. 400年

『ヨーガ・スートラ』、『バガバッド・ギーター』
成立（ヨーガの二大経典）

A. D. 600年  タントラの隆興（ハタ・ヨーガの原点）

A. D. 1000年 ハタ・ヨーガが体系化

A. D. 1600年 『ハタ・ヨーガ・プラディピカー』成立
（ハタ・ヨーガの根本経典）

A. D. 1900年代 インド国外へ広がる



第 2章
準 備

節度を持って食べ、散策し、行為において節
度を持って行動し、節度を持って睡眠し、目
覚めている者に、苦を滅するヨーガが可能で
ある。

『バガバッド・ギーター』2.17
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十の心の処方箋―ヤマ、ニヤマ

「つながり」を築くための第一歩は目の前の世界に対する

否定的な思いを捨てることから始まります。目の前の世界を

否定的に捉えてしまうと、私たちは現実に対して心を開けな

くなり、エゴの殻がどんどん厚くなっていきます。エゴの殻

が厚くなればなるほど自分と自分以外の境界線は色濃くなり、

私たちは宇宙に満ちている無限のエネルギーから切り離され、

苦しみます。このような状態では世界へのチューニング作業

を始めることはできません。否定的想念によって生じたエゴ

による撹乱状態から脱し、世界を肯定的な観点から見直して

いくことがヨーガ実践の最初のステップになるのです。

自らの否定的な想念を手放し、肯定的想念を念想すること

をヨーガで「プラティパクシャ・バーヴァナ」と呼びます。“プ

ラティパクシャ”は“反対の想念”、“バーヴァナ”は“念想

する”という意味です。ネガティブな想念をポジティブな想

念に切り替えるためには、まずなぜ自分が否定的な想念にか

られてしまっているのか、その理由を探っていく必要があり

ます。発熱した時、熱の原因がわからなければ、回復させる

のは容易ではありません。逆に発熱の原因が風邪なのか、イ

ンフルエンザなのか、デング熱なのか、原因を的確に見抜く

ことさえできれば問題の半分は解決したも同然です。後は必
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要な治療を施し適切な処方薬を飲み続ければ熱はひくことで

しょう。心の場合も一緒です。なぜ自分がネガティブな思考

に陥ってしまうのか。それがわからないとネガティブな思考

から身を引くのは困難です。私たちの多くは身体が不調をき

たした時にはすぐに病院に駆けつけますが、心が否定的な想

念にかられて不調をきたしてもそれを放置してしまいがちで

表　ヤマ、ニヤマの十の戒律

ヤマ（禁戒）やってはいけないこと

アヒンサー（非暴力） 暴力を振るってはいけない

サティヤ（正直） 嘘をついてはいけない

アスティヤ（不盗） 盗んではいけない

ブラフマチャリヤ（禁欲） 生理的欲望に溺れてはいけない

アパリグラハ（不貪） 貪ってはいけない

ニヤマ（勧戒）やったほうがいいこと

シャウチャ（清浄） 心身の清潔さを保つ

サントーシャ（知足） 足りているものに目を向ける

タパス（苦行） 困難を受け入れる

スヴァディアーヤ（聖典の学習） 正しいヨーガの知識を増やす

イーシュヴァラ・プラニダーナ（自
在神への祈念）

目の前の世界に身を委ねる
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す。放置した風邪がどんどん悪化していくように、否定的想

念もそれをほったらかしておくとどんどん増長し、私たちを

目の前の世界から切り離し、ちっぽけなエゴの殻の内に閉じ

込めていくのです。ですから、否定的な想念がやってきた時、

まずは自分が否定的な想念に陥ってしまった理由を探し出す

必要があります。

パタンジャリによると、私たちが否定的想念に陥ってしま

う理由は 10あります。10の理由によって生じた否定的想念

から抜け出すためにパタンジャリが私たちに用意した処方箋、

それがヨーガの八支則の第 1段階のヤマ（禁戒）と第 2段階

のニヤマ（勧戒）です。それぞれ 5つの戒律からなるこのヤ

マとニヤマという 10の処方薬を状況に応じて適切に服用す

ることで、私たちの内に芽生えたネガティブな感情が消え、

目の前に差し出されるありのままの世界に自分の心を開くた

めの準備が整うのです。ヤマ、ニヤマの十の戒律は前頁の表

のとおりです。

アヒンサー（非暴力）

ヨーガの八支則の第1段階は「ヤマ」です。“ヤマ”は“禁戒”

と訳され、5つの「やるべきでないこと」を遵守する段階です。

このヤマの実践を一つひとつ深めることが、ヨーガ実践の最
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初の土台になります。

ヤマの最初の戒律は「アヒンサー」です。“ア”は否定形を

作る時の接頭語で“ヒンサー”は“暴力”という意味です。で

すから“アヒンサー”は“非暴力”を意味します。パタンジャ

リはヨーガの実践をまずこのアヒンサー＝暴力を止めること

から始めることを私たちに奨励します。もし家族や友人、会

社の上司や同僚などとの人間関係に悩んでいるのならこの戒

律が役に立つはずです。

暴力と聞いて多くの人が最初に思い浮かべるのが殴る、蹴

るなどの肉体的な暴力ではないでしょうか。この本を手に取

るような皆さんはこのような暴力をふるうことはまずないで

しょう。しかし、アヒンサーという戒律が戒めているのは単

に肉体的な暴力だけではありません。「暴力」という言葉は

「力」が「暴れる」と書くとおり、何かしらの力が暴れだし制

御不能になってしまった状態を指します。

ヨーガでは私たちが何かを行う時、「思い（意）のレベル」、

「言葉（口）のレベル」、「身体（身）のレベル」の 3つのレベ

ルで見ます。これらの意・口・身という 3つのレベルの行い

は仏教で「三業」と呼ばれます。このうち「思いのレベル」は

もっとも繊細なエネルギーでできており、思いのエネルギー
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が強くなると言葉が生まれ、言葉のエネルギーが強くなると

行動が生まれます。アヒンサーを行う時もこの意・口・身の

3つのレベル全てを考慮に入れる必要があります。たとえ肉

体的な暴力を振るわなくても、かっとなって言葉がコントロ

ールできなくなり口汚い言葉を吐いてしまえば、それは言葉

の暴力になります。そしてたとえ口汚い言葉を使わなくても、

心の中が嵐のような暴力的な思いで渦巻いていればそれは思

いの暴力になるのです。

身体のレベルや言葉のレベルにおける暴力は慎むことがで

きても、心のレベルの暴力まで完全に制御するのはなかなか

難しいものです。かくいう私自身も身体のレベルや言葉のレ

ベルの暴力をふるう機会こそ減ったものの、未だにふとした

ことがきっかけで心の暴力が渦巻いてしまうことが度々あり

ます。しかし、そんな心のレベルの暴力まで完全に制御する

ことができた時、パタンジャリは「全ての敵対が止む」と断

言しています。これはどういうことでしょうか？　

敵対というのは相反するもの同士がぶつかり合って生じる

事態です。ですから、もし敵対し合っている双方のどちらか

が反発するのを止めれば、敵対は生じなくなります。「暖簾

に腕押し」ということわざがありますが、反発してこないも

のに敵対することはできないからです。たとえば相手がムッ
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とするようなことを言ってくると、私たちの多くが無意識の

暴力で相手の思いを押し返そうとします。たいていの場合、

敵対関係はこのように対立する者同士の無意識の暴力の押し

合いが生み出しているのです。相手がムッとするようなこと

を言ってきた時、非
アヒンサー

暴力の戒律を思い出し、暴力的になりそ

うな自分に気づくことができれば、冷静に判断を下し、暴力

的な思いをストップさせることができます。そして、相手に

対して「機嫌が悪そうですが、何かプライベートで嫌なこと

でもありましたか？」などと冷静に聞き返してみることがで

きるでしょう。すると、相手も「じつは昨日プライベートで

恋人と喧嘩をしまして……」などと、心を開いて自分がむっ

としていた理由を素直に打ち明けてくれるかもしれません。

仏陀が悟りを開いた後、ある町を説法のために訪れた際、

その町の一人の男が口汚い言葉で仏陀をののしりました。そ

の男に対して仏陀は冷静にこう聞き返しました。「あなたが

もし望まない贈り物を送られたらどうしますか？」と。する

と男は「望まない贈り物は相手につき返すさ」と答えました。

すると仏陀は男にこう言ったそうです。「今あなたが私に差

し出したその口汚い言葉を受け取ることを私は望みません。

ですからそのままあなたにお返しします。どうぞご自宅まで

持って帰ってください」と。この仏陀の言葉を聞いた男は自

分がいかに仏陀に対して失礼なことをしたかに気づき、その
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後仏陀の弟子になったそうです。もし仏陀が激昂して男を叱

りつけていたら、おそらく男は一生仏陀をののしり続けたこ

とでしょう。仏陀の取ったアヒンサーの態度が、男と仏陀の

間の敵対関係を解消させたのです。

このように、ヨーガ実践の第一歩は自分の周りに存在して

いるさまざまな敵対関係を非
アヒンサー

暴力の態度によって解消する

ことから始まります。敵対は「つながり」の対極の状態です。

つながりを手に入れるためにはまずは身の回りに生じている

さまざまな人生の戦争状態に終止符を打ち、停戦協定を結ば

なければなりません。そうは言っても、仏陀のように完全に

非暴力に徹することはそう容易ではありません。非暴力の実

践が難しいなと感じる時は、いきなり完全に暴力をストップ

させようとするのではなく、まずは自分自身の暴力的な態度

に対して意識的になる練習を繰り返すことから始めてみると

いいかもしれません。私自身は暴力的な感情が湧いてきたら

「今自分は暴力的になっている」と意識するようにしています。

意識して暴力的であり続けることは難しいものです。そんな

非暴力の心がけから、きっと身の回りに生じる敵対関係が少

しずつ解消していくはずです。
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サティヤ（正直）

ヤマの二つ目の戒律は「サティヤ」です。“サティヤ”は一

般に“正直”と訳され、“嘘をつかない”ことを奨励する戒律

です。自分の思いどおりに物事が運ばない。そんな悩みを抱

えていたらこの戒律が役に立つはずです。嘘をつくとはどう

いうことでしょうか？　嘘に関してもやはり先述の意・口・

身という 3つのレベルで考えていく必要があります。多くの

場合私たちが人を「嘘つき」と呼ぶのは、言葉にしたことを

実行しなかった時ではないでしょうか。言ったのにやらない。

これは明らかな嘘です。しかし、ヨーガ的に考えると嘘には

もう一段階精妙なレベルがあります。それは「思っているこ

とをそのまま口にしない」という嘘です。「嘘も方便」という

言葉があるとおり、他人を傷つけないためにつく嘘は許され

ると多くの人が考えるかもしれません。しかしたとえ方便の

ための嘘であっても、思い（意）のレベルと言葉（口）のレベ

ルに矛盾が生じればヨーガの観点からすると嘘になってしま

います。

たとえば気の乗らない食事に誘われた時、体調は絶好調な

のに「調子が悪いので」と言って誘いを断ったとすれば、心

のレベルで起きている状態と口に出した言葉が指す状態がち

ぐはぐになってしまいます。これはヨーガの観点からすると
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嘘になります。ではこのような状況の時はどのようにすれば

よいのでしょうか？　「あなたと食事に行きたくないので行

きません」と断ったのではストレートすぎて相手を傷つけて

しまいます。これでは先に述べた非暴力の戒律に反してしま

うことになりかねません。「今日は用事があるのでやめてお

きます」。たとえばこう答えてみたらどうでしょうか。家に

帰ってテレビを見るのも部屋の掃除をするのも用事は用事で

す。用事はきちんとあるのですから、思いのレベルと言葉の

レベルに矛盾はありません。このように、もちろん言葉をき

ちんと選ぶ必要はありますが、思いのレベル、言葉のレベル、

身体のレベルという 3つのレベルにおいてつねに整合性を保

つことが本当の意味での正
サティヤ

直の実践につながるのです。

日本には「言霊」という言葉がありますが、元来、言（こと）

と事（こと）という 2つの言葉は同じ意味で使われていました。

「正直」である、「嘘をつかない」というのは自分の使う言葉

に一貫性をもたせ、言葉に対して尊敬の念を払っていくこと

なのです。つねに心から思っていることを口にし、口にした

ことは実行に移していくことで、意・口・身という 3つのレ

ベルのエネルギーの整合性を整えていくと、言葉に非常に強

い力が生まれるようになります。私たちは嘘に対して非常に

敏感です。たとえ心のレベルの嘘であろうと、直感的にそれ

を見抜く力をもっています。言葉をぞんざいに扱い、意・口・
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身という 3つのレベルで整合性がとれていない人に対しては

無意識に不信感を抱くものです。そして、不信感を抱いた人

とは自然と距離を置くようになります。逆に意・口・身の整

合性の取れた相手に対しては信頼感を抱き、何か相手に困っ

たことがあれば一肌脱ごうかと自然に思えるようになるはず

です。

正
サティヤ

直を忠実に実践していけば、私たちは人生で出会う多く

の人々との間に信頼関係を築いていくことができるようにな

ります。強固な信頼関係の輪を広げていくことができれば、

何か困ったことがあった時にふともらした言葉がきっかけで、

すぐさまその道のエキスパートが相談に乗ってくれたり手助

けしたりしてくれるようになることでしょう。このことがよ

く理解できるようになるともう怖くて嘘はつけなくなります。

嘘をつくことで人生の推進力が失われ、それまで築いてきた

信頼関係ががたがたと崩れ落ちてしまうわけですから。たと

え相手にとって不都合な真実を伝えることで一時的に信頼関

係が揺らぐことがあっても、正直を貫くことは長期的に見れ

ば互いの信頼関係を必ず強化してくれるはずです。

アスティヤ（不盗）

ヤマの 3つ目の戒律は「アスティヤ」です。“ア”が否定形
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を作る接頭語、“スティヤ”が盗むという意味で、“アスティ

ヤ”とは“盗むべからず”という意味になります。自分には

いろいろな意味で豊かさが足りないと思い悩んでいるような

らこの不
アスティヤ

盗の実践が役に立つはずです。「盗み」の定義につ

いて 20世紀を代表するヨーガ行者の一人であるスワミ・サ

チダーナンダ師はその著書『インテグラル・ヨーガ』の中で「何

かを受け取っておいて何も返さないこと」であると言ってい

ます。スーパーで商品を買い物かごに入れたままレジを素通

りする。これは商品を手に入れておきながら代金を返さない

わけですから、明らかな盗みです。このようなレベルの盗み

をする人はこの本を読まれている方の中にはいないでしょう。

しかし、私たちが日々他人から受け取っているものは物質的

なレベルのものだけではありません。

この不
アスティヤ

盗の戒律についてもやはり、意・口・身の 3つのレ

ベルで考える必要があります。たとえば、かけられたあいさ

つに対してしっかりとあいさつを返さなければ、言葉のレベ

ルで相手の言葉を盗んでいることになるかもしれません。さ

らに、思いのレベルに目を向けると、実に多くの他人からの

「思い」を日々さまざまな形で受け取っていることに気づけ

るはずです。

私はメールの返信が大の苦手で、チェックしたメールをほ
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ったらかしにして、三、四日、時には一、二週間してようや

く返信することがよくあります。すると相手から「待ってい

ました」とばかりにすぐに返信が返ってきたりします。これ

は返事を待つ相手の真摯な思いを盗む行為といえるかもしれ

ません。このように思いのレベルまで含めて完全に「盗まない」

ことはなかなか難しいものです。

しかし、この不盗を完全に実践することができた時「あら

ゆる富が集まる」とパタンジャリは言います。ちょっと考え

ればわかることですが、誰かに何かをあげてそのお返しが返

ってこなければ、たいていの場合二度目、三度目とあげ続け

ることはしないはずです。お返しがなければそこでつながり

はプツリと途切れてしまうのです。しかし、もし何かをあげ

てお返しが返ってきたら、またお返ししたくなるというのが

人間の心情です。たいていの場合、何か素敵なものを受け取

ったらお返ししないと気まずいものです。物質的なものだけ

ではなく、自分に与えられた素敵な言葉や思いやりに対して

も、その都度きっちりお返しをし続けていくと、相手と自分

の間には自然に与えられ、与え、また与えられ……という見

えない循環が生まれていきます。意・口・身の 3つのレベル

でこの循環を増やしていくことができれば、物質的な豊かさ

だけではなく、人間同士の交流によってえられる精神的な豊

かさも満ちていくことでしょう。こうして文字どおり「あら
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ゆる富」が自分の下に集まってくるようになるわけです。

もしそうなら、誰かが何かを与えてくれるのをただ指をく

わえて待っているのはもったいない話です。自分から何か素

敵なプレゼントを先渡しすることができれば、この与え、与

えられ、また与え……という循環を自ら作り出していくこと

ができるわけですから。そう考えると本当の意味でのアステ

ィヤの実践というのはただ誰かが何かを差し出してくれるの

を待っていることではなく、自らプレゼントの先渡しができ

ることだといえるでしょう。

以前、私が愛用していたお気に入りのニットの袖に穴が開

いてしまい、自宅近くのクリーニング店を訪ねた時のことで

す。そのクリーニング店は 80歳近いと思われるおばあさん

が一人で切り盛りをしている小さなお店でした。私がニット

を差し出し、できた穴を見せると、おばあさんは怪訝そうな

顔をして、「これは完全に直すのは難しいね……」と渋い顔

をしました。確かに毛糸がほつれた時に私が鋏でほつれた部

分を切り取ってしまったために穴が拡大してしまい、素人目

にも補修は難しそうでした。

それでも、「ともかく目立たなくなればいいですから」と

お願いすると、「じゃあ、二、三時間後に取りに来て」と渋々
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おばあさんは私のニットを受け取りました。 数時間後、ニ

ットを受け取りに行くと、その仕上がり具合はどこに穴が開

いていたのかまったくわからないほど完璧でした。お気に入

りのニットが復活し、嬉しくなって支払いを済ませようとす

ると、おばさんは「簡単だったからお代はいいわよ」と受け

取りを拒否したのです。補修がそんなに簡単ではなかったの

は私にもわかりました。しかし、その後私がいくらお金を払

おうとしても、おばあさんは頑なにそれを拒否し続けたのです。

このおばあさんの先渡しっぷりのよさに私は一瞬でそのクリ

ーニング店の大ファンになりました。おばあさんのアスティ

ヤの力によって私とおばあさんのクリーニング店は固く結ば

れたのです。言うまでもなくそれからクリーニングが必要な

時は迷わずそのクリーニング店を利用するようになりました。

このようにアスティヤの実践を深めることはアヒンサーで

停戦協定を結び、サティヤで信頼関係を深めた相手と貿易を

開始しにいくようなものです。貿易においては貿易相手国を

増やし、輸入と輸出のバランスを保つことが重要なように、

私たちはアスティヤの実践によって目の前に広がる世界に存

在するさまざまな対象との間に交流を続けるための基盤を築

いていきます。「Give and take」という言葉がありますが、自

分が「欲しい」と思ったらまず自ら他人に与えてみましょう。

すると、そこから素敵なつながりの輪が生まれるはずです。
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ブラフマチャリヤ（禁欲）

ヤマの 4つ目の戒律は「ブラフマチャリヤ」です。ブラフ

マチャリヤは“ブラフマン”と“アーチャリヤ”という二つの

言葉からできた言葉です。“ブラフマン”という言葉は第 1

章で解説したように、目の前に広がる世界の背後に偏在する

“神”を、“アーチャリヤ”は日本語の「阿
あ じ ゃ り

闍梨」の語源にな

った言葉で“規範を守る者”という意味です。ですから“ブ

ラフマチャリヤ”は文字どおりに訳せば“神の教えに従う者”

という意味になります。この戒律は日本語では一般に「禁欲」

と訳され、性的な欲望を抑制する戒律として知られています。

もし皆さんがいつも疲れやすく、エネルギーが続かないこと

に悩んでいるのなら、この禁
ブラフマチャリヤ

欲の実践が役に立つはずです。

この戒律ができたとされる今から 2000年ほど前の時代、

ヨーガの実践者のほとんどが男性でした。男性が射精をする

と、多大なエネルギーが失われます。性欲の虜になって射精

を続けてしまえば、他の有意義な行為を行うためのエネルギ

ーが不足してしまうことにつながりかねません。禁
ブラフマチャリヤ

欲はも

ともとそんな男性の旺盛な性欲を戒める戒律でした。

しかし、多くの女性がヨーガの実践をするようになった現

在、私はこの戒律をもう少し広い意味で解釈してもいいと思
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っています。性欲以外にも人間には食欲、睡眠欲といった生

理的欲望が備わっています。これらの生理的欲望も性欲と同

じくその欲望に溺れてしまうと、私たちの身体から多くのエ

ネルギーを奪っていきます。たとえばビュッフェ形式の食事

でおなかがいっぱいになったのに、「元をとらなきゃ !」と食

べ続けると、お腹はパンパンに膨れ何もやる気が起こらなく

なります。食べ物を消化するのには私たちが思っているより

もずっと多くのエネルギーが使われるため、ある時点から食

べ物によってえられるエネルギーよりも食べ物を消化するた

めに使われるエネルギーのほうが多くなり、エネルギーが奪

われていくのです。

同じことは睡眠についてもいえます。休日何もすることが

ないからと言って 1日 15時間、20時間と眠った後は、たっ

ぷり寝たはずなのに逆に疲労感が残るはずです。睡眠の目的

は脳の整理と身体的な損傷の回復です。これらの作業にも多

量のエネルギーが必要とされます。ですから過剰に睡眠をと

ると、回復するエネルギーよりも睡眠によって消費されるエ

ネルギーの量が多くなり、疲労感が生まれるのです。このよ

うに性欲、食欲、睡眠欲といった生理的欲望の虜になってし

まうと、私たちの身体からはどんどんエネルギーが失われて

いってしまいます。
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では、この禁欲という戒律を文字どおり完全にこれらの生

理的欲望を滅し、禁ずる戒律と解釈すればいいのかというと、

もちろんこれも誤りです。今から 2500年前、仏陀は非常に

過酷な禁欲生活に入りました。性欲はもちろん、食欲、睡眠

欲も極限まで切り詰め、最後は骨と皮だけになり今にも死に

そうなほど衰弱してしまったのです。死の寸前、町の娘が差

し出した乳粥を飲んだ仏陀は、極端な禁欲には意味がないこ

とに気づき、近くの菩提樹の下で悟りを開きました。まった

くセックスを行わなければ子孫を残せませんし、三、四日睡

眠をとらなければ人は狂ってしまいます。まったく食べなけ

れば生きてはいけません。このシンプルな事実に気づいて以

降、仏陀は生理的な欲に溺れるでもなく、かといって極端な

禁欲に走るでもない、「中道の道」を説くようになりました。

何事も節度が重要である、これが仏陀の中心思想になったの

です。

パタンジャリは「仮面の仏教徒」と呼ばれるほど仏陀の影

響を強く受けています。『ヨーガ・スートラ』の中には随所

に仏陀の影響を受けたとみられる記述が見られます。ですか

ら、このブラフマチャリヤという戒律も仏陀の説いた中道思

想に基づいた戒律であると解釈すればいいと私は思っていま

す。適度な性生活を送り、「腹八分目医者いらず」という言

葉のとおり、適度な量の食事を摂り、1日 6時間から 8時間
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程度の適度な睡眠をとっている時、私たちのエネルギーはも

っとも良好な状態に保たれ、精神は安定するのです。

私たちが長い間エネルギッシュでいられず、すぐに疲れて

しまう理由は意外とシンプルです。もし日頃から疲れを感じ

やすいようなら性生活、食生活、睡眠時間のバランスをちょ

っと見直してみるといいでしょう。とくに日本人は世界的に

みても非常に睡眠時間が少ない傾向性をもっています。どう

してもまとまった睡眠をとるのが難しいようなら、小刻みに

10分～20分ほど仮眠をとるだけでも構いません。たかが 10

分程度の仮眠でも疲れがとれて驚くほどリフレッシュできる

はずです。生理的な欲望に対する自分自身の向き合い方にち

ょっと意識的になってみるだけで、日頃の疲れやすさが大き

く変わることを実感できることでしょう。

アパリグラハ（不貪）

ヤマの 5つ目は「アパリグラハ」という戒律です。“ア”は

否定形を作る接頭語、“パリグラハ”は“貪る”という意味で、

“アパリグラハ”は“貪るなかれ”、“不貪”という意味にな

ります。何か一つの対象に固執し、視野狭窄に陥っているな

ら、この不
アパリグラハ

貪の実践が手助けになるはずです。貪るというの

は必要以上に何かを求めることです。ですからここで勘違い
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しないでおきたいのは、パタンジャリは私たちに必要なもの

を求めることを戒めているわけではないということです。

ではなぜ必要以上に何かを求めることがよくないのでしょ

うか？　私たちは往々にして今あるものに満足できず、「も

っと早く、もっと多く」と必要以上に求めてしまいがちです。

生活するのに困らないだけのお金があるのに「もっとお金が

欲しい」と求めたり、十分な美貌を手にしているのに「もっ

と美しくなりたい」と求めたり、お腹いっぱいのはずなのに

「もっと食べたい」と求めたり……この「もっともっと」と必

要以上に求めてしまう私たちの貪欲さは視野狭窄状態を生み

出し、人生から美しさを奪っていきます。

何かを手に入れようとする時、私たちの脳はいち早くター

ゲットを手に入れるために、ターゲットに関係する情報以外

はシャットアウトします。たとえばお腹が空いている状態で

街中を歩くと、意識に入ってくるのは食べ物に関する情報ば

かりになるのがわかるはずです。「あそこにクレープが売っ

ている」、「アイスクリーム店がある」、「イタリアンが」、「お

寿司が」……と。まったく同じ道を今度はコートを探して歩

くと、意識に入ってくるのはコートに関する情報ばかりにな

るはずです。
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私たちの祖先はその昔、深い森の中で生活を送っていまし

た。深い森の中でいち早く目的の対象を見つけるためには、

複数ある情報の中から自分にとって必要な情報だけを取捨選

択しなければなりません。生存競争を勝ち抜く上でいち早く

ターゲットを見つけ出すことはとても重要でした。そのため、

何かが必要な時は自動的に不要な情報をシャットアウトする

ための色眼鏡がかかるのです。しかし、必要なものがすでに

手に入っているのに「もっともっと」と求め続けてしまうと、

その色眼鏡が正しく世界を認識することを邪魔し、本当に必

要なものを見失ってしまうことにつながりかねません。

季節の移り変わりごとに咲く美しい花たち、小鳥たちや虫

たちの鳴き声、駆け抜けるそよ風、澄み渡った青空……色眼

鏡を外せば世界には今この瞬間にもさまざまな美しさが存在

しています。そんな美しさに気づくチャンスをフイにし、色

眼鏡で限定された世界に固執して生きていくのは非常にもっ

たいないことです。

その昔、ある国に「楽園へ行く方法」なるものがあった。

楽園へ行きたい者はその国の山の中腹にある小さな洞窟

へ必要最小限の水分だけを携えて入り、三日三晩を過ご

さなければならなかった。洞窟に入るとすぐに入口にふ

たがされ、周囲は真っ暗になった。地中から生じる地鳴
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りの音が耳をつんざき、地熱が洞窟内にこもるので汗は

止まらない。そんな過酷な環境下で一日が経つ頃には五

感全てが次第に麻痺していき、二日経つ頃には空腹と喉

の渇きで疲労がピークに達し、三日目の晩を迎える頃に

は時間間隔が消失し、意識がだんだんと遠のいていった。

そんな遠のく意識の中で彼はまばゆい光を目にする。最

後の体力を振り絞って光のほうへ這っていくと、光はど

んどん強くなり、同時に芳しい花の香りが漂ってくる。

耳を澄ませば美しい鳥のさえずり声が聞こえ、さわやか

で新鮮な空気も満ちている。遂に楽園に辿り着いたぞ!

歓喜に沸きながら、少しずつ光に目が慣れていくと、そ

の楽園の姿が少しずつ鮮明になっていった。その時、彼

は気付いた。その楽園はほんの三日前に彼がいた元の世

界だったということに……。

この昔話のように、もし過剰な執着によってかかってしま

った色眼鏡を外すことさえできれば、今目の前に広がる普段

と何ら変わらないこの世界がじつはさまざまな美しさで満ち

た楽園であることに気づけることでしょう。

では、色眼鏡を外すために本当に必要なものとそうでない

ものを見分けるためにはどうすればいいのでしょうか？　私

は自分の色眼鏡を外したい時、自分がその対象を必要とする



93第 2章　準備

理由を考えるようにしています。もしそれが自分にとって本

当に必要なものなら、すぐその理由が出てくるはずです。「○

○のために必要である」と。

しかし、必要以上に求めている時は「○○のため」という

理由がすぐに出てこないのです。なにしろ必要なものはすで

に揃っているのですから。たとえば通りがかりのお店で気に

なるジーンズを見つけた時は、「このジーンズは何のために

必要なのか？」と自分に問いかけます。もし同じようなタイ

プのジーンズを一本も持っていなければ、そのジーンズを購

入する理由として「オシャレの幅を広げるため」という理由

がすぐに出てきます。しかし、すでにクローゼットに同じよ

うなジーンズが何本もあるなら、そのジーンズが必要な理由

はなかなか見つからないはずです。たとえ何かしらの理由が

出てきても、その理由がこじつけのように感じられスッキリ

しないでしょう。

もし自分が「必要以上に求めてはいないだろうか？」と感

じたら、ぜひ自分がこだわっているその何かに対して「これ

は一体何のために必要なの？」と問い掛けをしてみてくださ

い。解答がすぐに出てこないようなら、じつはその何かを手

に入れることにそれほど執着する必要はないのかもしれませ

ん。思い切って拳を弛め、握って離さなかったその何かに対
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する執着を手放すことができた時、色眼鏡が外れた世界は驚

くほどの美しさと広がりをもって輝きを取り戻すはずです。

シャウチャ（清浄）

ヨーガの八支則の第 2段階は「ニヤマ」です。“ニヤマ”は

“勧戒”という意味で、ヨーガ的に積極的に取り組むべき 5

つの戒律から成り立っています。ヤマ（禁戒）が他の車とト

ラブルを起こさないために覚えておかなければいけない一般

的な交通法規だとしたら、ニヤマ（歓戒）はドライバー自身

が運転をする上で知っておく必要がある安全運転のための心

得のようなものです。ニヤマはヤマと共にヨーガの木の 10

本の根を構成しており、積極的にニヤマに取り組んでいくこ

とでヨーガの木を大きく成長させるための磐石な基盤をつく

り上げます。

ニヤマの一つ目の戒律は「シャウチャ」です。“シャウチャ”

は“清浄”、“浄化”という意味で、意・口・身の全てのレベ

ルにおいて清潔さを保つことを奨励する戒めです。日本人は

世界でも有数の清潔好きな国民性を有しているので、なぜ積

極的に取り組むべき戒めの筆頭にこの清潔さを保つことが挙

げられているのか、ピンとこない方も多いかもしれません。

しかし、清
シャウチャ

浄がうまく守れなくなった時何が起こるかを考え


