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はじめに

先般、南山大学のポール・スワンソン氏の講演を拝聴する機会があった
（1）

。

禅の世界では有名な「壁観」という用語の成り立ちを廻っての、「ダルマと

《壁観》と梵漢合成語」と題するユニークでかつスリリングなお話であった。

氏自身が温めてこられた大胆な仮説の提示を興味深く聴いたのである。むろん

その真偽のほどは、わからない、今の段階では何とも言えない。その講演会の

翌日、同僚の石井公成氏より、スワンソン氏の講演とも深く関係する、氏の旧

作論文「石壁を通りぬける習禅者と壁に描かれた絵―壁観の原義について―
（2）

」

のコピーを拝受した。想像力に富んだ、極めて刺激的な論攷で、いつもながら

啓発されるところが少なくなかった。また、それと前後して、ヴィヤーサ

Vyåsaの『ヨーガスートラ註解』Yogasūtrabhå∑yaに対する復註、『ヴィヴァラ

ナ』
（3）

Yogasūtrabhå∑yavivaraˆaの研究を鋭意継続してこられた、本学大学院の加

藤龍興氏の「ヨーガ哲学徒 Śa∫karaによる坐法―「ヨーガと禅」参究の為の一

資料―」と題する論文を拝読する機会を得た。これは『禅研究所年報』第15号

に掲載されるものであるから、年内には日の目を見る筈である。氏の論攷は、

作者とされるシャンカラ Śa∫karaの記述する「ヨーガの坐法」と曹洞宗でよく

行われる『普勧坐禅儀』の坐法を比較したもので、曹洞宗の僧籍をも持たれる

インド哲学研究の学徒ならではの、意欲作である。それを通読して、筆者は

『ヴィヴァラナ』に描かれる「ヨーガの坐法」中に見られる、坐法というより

は文字通りの坐処、むしろ「ヨーガ行者のいる風景」と言うべきものに一種新

鮮な驚きを覚えた。

周知のように、ヨーガは今も根強く生き続けているインドの重要な文化伝統

である。師の導きなしには、ヨーガの修習に関わる何事をも理解し得ないので

は、との深い危惧を覚えぬものではないが、幸いなことに、文献に即したもの

に限っても、ヨーガ、及びその哲学体系に関しては、既に膨大な研究成果の蓄
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積もある。ただの一度も実践の伝統の流れに与したことのない門外漢の筆者で

はあるが、そうした先人の研究成果に依りつつ、筆者の前に突如かすかに姿を

現した、この「ヨーガ行者のいる風景」に、もう少しだけ文献に即した形で、

迫ってみたいと考えた。それが本稿の目的である。『ヴィヴァラナ』のその記

述に注目し、その特異性を指摘し、さらにその特異性のよって来たるところを

文献的に私かに闡明しようとしたものが本稿であるが、結局は、筆者によって

四方山の資料より蒐められた「坐処」に関わるサンスクリット語テキストと、

訳文の羅列提示に留まるであろう。

Ⅰ．古典的坐処

そこで、問題の『ヴィヴァラナ』の記述（i）であるが、それは、現行『ヨ

ーガスートラ』YogasūtraⅡ-46とその『ヨーガスートラ註解』の以下の記述（o）

に対する復註の一部である。

（o）uktå˙ saha siddhibhir yama-niyamå˙ / åsana-åd¥ni vak∑yåma˙ / tatra ―

sstthhiirraa--ssuukkhhaamm  ååssaannaamm////4466////

tad yathå ― padma-åsanaµ, bhadra-åsanaµ, v¥ra-åsanaµ, svastikaµ, daˆ∂a-

åsanaµ, sopåßrayaµ, parya∫kaµ, krauñca-ni∑adanaµ, hasti-ni∑adanaµ, u∑†ra-

ni∑adanaµ, sama-saµsthånaµ, sthira-sukhaµ, yathå-sukhaµ ca ity evam åd¥ni

//46// (YsⅡ-46 & Ysbh,pp.225-226)

（0）禁戒（yama）・勧戒（niyama）が、諸々の成就［力］（siddhi）と共に、

述べられた。われわれは、坐法（åsana）等を、述べるであろう。そのうち、

《坐法とは、堅固にして、楽なものである。》（YsⅡ-46）

例えば、蓮華坐（padma-åsana）、吉祥坐（bhadra-åsana）、英雄坐（v¥ra-

åsana）、卍［坐］（svastika）、棒坐（daˆ∂a-åsana）、要支持［坐］（sopåßraya）、

寝台［坐］（parya∫ka）、鴫坐（krauñca-ni∑adana）、象坐（hasti-ni∑adana）、

駱駝坐（u∑†ra-ni∑adana）、平坐（sama-saµsthåna）、堅固楽［坐］（sthira-

sukha）、及び、如楽［坐］（yathå-sukha）といったもの等である
（4）

。（拙訳）

この（o）を踏まえてか、『ヴィヴァラナ』作者は、「禁戒・勧戒が、諸々の

成就［力］と共に、述べられた。今や、われわれは、坐法 （åsana）等を、述

べるであろう。そのうち、《坐法とは、堅固にして、楽なものである。》堅固

にして、かつ楽なものが、坐法である。その、坐法に、住せる者には、諸々の

意・肢体の、堅固性が生じる。そして、その［坐法］によったならば、苦が生
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じない、ところの、その［坐法］を、修習すべきである。例えば、他の教学に

よって周知の
（5）

、蓮華坐等の、諸々の名称が、示されるのである。」“uukkttåå˙̇  ssaahhaa

ssiiddddhhiibbhhiirr  yyaammaa--nniiyyaammåå˙̇ / idån¥µ ååssaannaa--åådd¥¥nnii  vvaakk∑∑yyååmmaa˙̇  ― ttaattrraa  sstthhiirraa--ssuukkhhaamm

ååssaannaamm / sthiraµ sukhaµ ca^åsanam / yasminn åsane sthitasya mano-gåtråˆåm

upajåyate sthiratvam, du˙khaµ ca yena na bhavati tad abhyasyet / ttaadd  yyaatthhåå ― ßåstra-

antara-prasiddhåni nåmåni ppaaddmmaa--ååssaannaa--åådd¥¥nnii pradarßyante //” (Ysbhvi,pp.15-18) と述

べた後に、以下の（i）ように続けるのである。

（i） tatra ßucau deva-nilaya -giri-guhå-nad¥-pulina-ådau jvalana-salila-asam¥pe

jantu-vivarjite nira(∫ga)ßmake ßuci˙ samyag åcamya , parameßvaram akhila-

bhuvana-eka-nåthaµ abhivandyåµß ca yogeßvarån åtma-gurūµß ca praˆipatya,

caila-ajina-kußa-uttaram adu˙khakaraµ prå∫mukha uda∫mukho vå vi∑†aram

adhi∑†håya, anyatamad e∑åm åsanaµ nirbadhn¥yåt
(6)

// (Ysbhvi,p.225,ll.19-22)

（1a）その場合、火（jvalana）・水（salila）が側になく（asam¥pa）、生類

のいない（jantu-vivarjita）、石のない（niraßmaka）、清らかな（ßuci）、神の

居所（deva-nilaya）・山の洞窟（giri-guhå）・川の中洲（nad¥-pulina）等に

おいて、正しく啜って（åcamya）、［身を］清らかに（ßuci）して、全世界

（bhuvana）の唯一の守護者である、最高自在神（parameßvara）に対して、

さらに、尊敬すべき、ヨーガの王 （yogeßvara）たちと、自らの師たちに

対して、平伏した後に、布（caila）・皮（ajina）・クシャ草（kußa）を覆

い（uttara）とする、苦をもたらすことのない（adu˙kha-kara）、坐処

（vi∑†ara）に、東面（prå∫-mukha）ないし北面して（uda∫-mukha）、坐して

（adhi∑†håya）、以下の諸々の［諸坐法］のうちの、いずれかの、坐法

（åsana）を、結ぶべきである（nirbadhn¥yåt）。（拙訳）

（1b）（First）let him go to a pure place, such as a cave in a holy mountain or an

islet in a river, but not right beside a fire or running water, a place free from

insects, without pebbles. Having sipped water in the traditional way, having

bowed to the Highest Lord (parameßvara) the one ruler of the whole universe, and

to the holy ones and to his own selfless teacher, master of yoga, let him lay a seet.

On kußa grass he spreads an antelope skin, and on that a cloth, to prevent

discomfort. In one of the mentioned places he should take his seat, facing east or

north. (Leggett[1992],p.273)

（1c）Therein, in places like an abode of the gods (temple), mountain, cave, river
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bank, sand bank, not close to water or fire free of insects, free of stones, sipping

pure water , bowing down to the Almighty Lord, the one God of the Universe and

also bowing to the great yogIs and one's gurus, sitting on a seat of cloth, on a deer

skin, over a cluster of grass which dose not cause pain(discomfort), facing either

the east or the north, one should fix oneself in anyone of the following .

(Rukmani[2001],i,p.367) 

いかがであろうか？　筆者の目下の関心は、『ヴィヴァラナ』のこの部分に

描き出された「坐処」「ヨーガ行者のいる風景」に向けられているのである。

一瞥して明らかな通り、註釈対象の筈の（o）には、「ヨーガの実修場所」

「坐処」に関する記述は一切見られないのである。それを、「他の教学では周知

の坐法」を詳しく列挙紹介する過程で、現行のパタンジャリ Patañjali（＆

Vyåsa）のヨーガ教学においては、解説されることのないその坐処に関してま

でも解説する、という体裁になっているのである。結局、坐法の名称やその内

実に関しては、ヴァーチャスパティ Våcaspatiの『タットヴァヴァイシャーラ

ディー』Tattvavaißårad¥等の従来の定番的復註の当該箇所では論じられるもの

の、坐処については、一切触れられることがないのである。その意味からも、

『ヴィヴァラナ』作者による、（i）は貴重なものであり、その作者問題にも有

効な突破口を与えてくれるものと思われた。

そこで、問題の記述を仔細に検討してみよう。「ヨーガ実修場所」を廻る記

述で筆者が特に注目するのは、下線を付した箇所、以下の諸点である。

（イ）坐処の立地条件：火、水が側になく、石がなく、人気がなく、清らかで

あること

（ロ）坐処立地の実例：＜神の居所＞、＜山の洞窟＞、＜川の中洲＞

（ハ）坐処の条件・構成：苦をもたらすことがないこと、布・皮・クシャ草を

覆いとするものであること

（ニ）坐処の向き・方角：東面ないし北面

筆者は、ひとまず、（1a）のように訳出してみたのだが、（1b）（1c）の英訳

からも窺い知れる通り、必ずしもその解釈は容易ではないでのある。残念なが

ら、『ヴィヴァラナ』に対する註釈は伝わらず、その解釈は、現代のわれわれ

に委ねられている。ということで、本稿で筆者が目指すのは、この「坐処」

「ヨーガ実修場所」を廻る記述（i）に、註記を付す作業と言い換えてもよいの

である。
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一つの複合語として表されている、（ロ）の解釈が困難である。Leggett 訳

（1b）は、＜聖なる山の洞窟＞と＜川の中洲＞、Rukmani訳（1c）は、＜神の

居所＞と＜山＞と＜洞窟＞と＜川の中洲＞としている。とりあえずの拙訳

（1a）は、その中間を行って＜神の居所＞と＜山の洞窟＞と＜川の中洲＞とし

てみた。また、（イ）にしても、＜火＞はともかくも、＜水＞が側にないこと

と、＜川の中洲＞が矛盾することのようにも思える。中洲（pulina）が具体的

にイメージ出来ないということもある。また、拙訳（1a）ではテキストを

niraßmakeと取って、「石がなく」としたのに対して、Leggett訳も Rukmani訳

も、「虫なく、石なく」としている。これはどういうことだろうか？「虫なく」

とは、どういう読みから導出されるのであろうか？　まさか、niraßmaka一語

で niraßmakaと nirmaßakaの両語を代用させているわけではあるまい。（ニ）に

しても、それによって「坐処」の方角が規定されていると考えられるが、何

故＜東面ないし北面して＞なのかが不明である。さらにまた一つの複合語とし

て表されている（ハ）は、Leggett訳だと「クシャ草の上に羚羊皮を敷き、さ

らにその上に布を引いて坐処を作る」。Rukmani訳だと「クシャ草の上の、鹿

皮の上の、布の坐処」というように読める。もしかしたら、他のヨーガ教学／

ヨーガ実修の実情に馴染んだ者にはわけなく知れることであるのかも知れな

い。また、Leggett訳（1b）では、筆者が「［身を］清らかに（ßuci）して」と

訳した箇所が訳されていない。Rukmani訳（1c）は、明らかに男性単数主格の

ßuci˙を、どうしたことか、pure waterと誤訳している点が気にかかる。また、

「啜る」sip（英語）と訳される å-cam- というサンスクリット語の動詞の担う意

味が必ずしも明確ではない。

ヨーガについて語る書物は数あれど、ヨーガ実修の場所について組織的に詳

細に記述したものはあまりないのではないか、それこそが、筆者の本稿執筆の

動機の一つである
(7)

。膨大な数量のインドの歴史的文献の中からそれを記した

用例を拾い出す作業は、やはり困難を極めるだろう、と予想される。種々の研

究文献に当たれば、それでもなにかはヒットする、資料を手にすることができ

さえすれば、それなりに用例は見つかるものである。そうした用例の中でも、

以下の『シュヴェーターシュヴァタラウパニシャッド』Śvetåßvatara-upani∑ad

Ⅱ-10の記述（ii）は、歴史的に見て、とりわけ重要な意義をもつものであろ

う。
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（ii）same ßucau ßarkarå-vahni-vålukå-vivarjite ßabda-jala-åßraya-ådibhi˙ /

manonukūle na tu cak∑u-p¥∂ane guhå-nivåta-åßrayeˆa prayojayet //10// (SvupⅡ-

10:p.49)

（2a）「平坦、清潔にして、砂礫、火気なく、喧声、水、他の隠棲所なき地

において、眼に障るものなき、適意なる所において、閑静にして、風に暴

されざる隠所において、瑜伽を行ずべし。」（佐保田[1979] 236頁）

（2b）「平らで清潔な所、小石、火、砂のない所、音のない流れなどのある

所、思考にとって快適でしかも目に痛みを与えない所、洞窟あるいは風の

ない隠れ場所で、人はヨーガ（yoga）を実践すべきである。」（湯田[2000]

487頁）

（2c）In a level clean place, free from pebbles, fire and gravel, favourable to

thought by the sound of water and other features, not offencive to the eye, in a

hidden retreat protected from the wind, let him perform his exercises (let him

practise Yoga). (Radhakrishnan[1953],p.721)

（2d）At a level place, free from pebbles, fire and gravel, pleasant to the mind by

its sounds, water and bowers, not painful to the eye, and repairing to a cave,

protected from the wind, let a person apply (his mind to god). (Roer[1978],p.283)

（2e）Level and clean; free of gravel, fire, and sand; near noiseless running waters

and the like; pleasing to the mind but not offensive to the eye; provided with a

cave or a nook sheltered from the wind ― in such a spot should one engage in

yogic practice. (Olivelle[1996],p.256)

（2f）In a clean level spot, free from pebbles, fire, and gravel, / By the sound of

water and other propinquities / Favorable to thought, not offensive to the eye, / In

a hidden retreat protected from the wind, one should practise Yoga.

(Hume[1931],p.398)

（2g）One should fix the mind (on the supreme Self while dwelling) in a shelter,

such as a cave free from wind, that is even, free from pebbles, fire and sand, and

free from sound and water, and that is not a public shelter, and that is pleasing to

the mind but not painful to the eyes. (Gambh¥rånanda[1986], p.116)

先人各氏による翻訳中、二重下線を付した “ßabda-jala-åßraya-ådibhi˙” の箇所

に注目したい。その解釈が、とりわけ難解のようである。有名ウパニシャッド

ということで、とにかく多数の翻訳が発表されているが、文法的にも可能な
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“aßabda-jala-åßraya-ådibhi˙” との読みを含めて、この部分の解釈に関しては、

色々問題がある。（2a）の「喧声、水、他の隠棲所なき」と（2b）の「音のな

い流れなどのある」の対比、さらに、「意に適う／快適な」mano-anukūleとリ

ンクさせたような（2c）の “favourable to thought by the sound of water and other

features” や（2d）の “pleasant to the mind by its sounds,water and bowers
（8）

” 等々、

この場合、どれが正しいのか、にわかには決着が付けられない。

この『シュヴェーターシュヴァタラウパニシャッド』の記述（ii）は、「坐

処」と「清らかな（ßuci）」場所を、明確に結びつけている点からしても、『ヴ

ィヴァラナ』の（i）とかなり重なりあうように思われるが、総じて似て非な

るものとの観もある。先にも述べたように、複合語で表されている部分の解釈

は一通りには行かないわけで、結局先人が残した註釈や種々解釈を頼りとせざ

るを得ないのである。「おそらく偽作であろう
（9）

」と言われるが、やはり

Śa∫kara の作とされる註釈を見てみよう。

（iii）ssaammaa iti / ssaammee nimna-unnata-rahite ddeeßßee / ßßuuccaauu ßuddhe / ßßaarrkkaarråå--vvaahhnnii--

vvåålluukkaa--ååddii--vvaarrjjiittee / ßarkarå˙ k∑udra-upalå˙ / vålukås tac-cūrˆam / tathå ßßaabbddaa--jjaallaa--

ååßßrraayyaa--ååddiibbhhii˙̇ / ßabda˙ kalaha-ådi-dhvani / jalaµ sarva-pråˆy-upabhogyam /

maˆ∂apa åßraya˙ / mmaannoo--aannuukkuū̄llee manorame ccaakk∑∑uu--pp¥¥∂∂aannee prativådy-abhimukhe /

chåndaso visarga-lopa˙ / gguuhhåå--nniivvååttaa--ååßßrraayyaaˆ̂ee guhåyåm ekånte nivåte samåßriya

pprraayyoojjaayyeett prayuñj¥ta cittaµ parama-åtmani //10// (Svupbh,p.49)

（3）{same}と。「sama（平坦な）」［すなわち］窪み（nimna）・隆起

（unnata）のない（rahita）、「場所（deßa）に」、「ßuci（清らかな）」［すなわ

ち］清浄な （ßuddha）、「ßarkarå-vahni-våluka-ådi-varjita（小石・火・砂等の

ない」、「ßarkarå（小石）」とは、小さな（k∑udra）石（upalå）ということ

であり、「våluka（砂）」とは、その［石の］粉末（cūrˆa）である。同様に、

「ßabda-jala-åßraya-ådibhi˙（音声・水・場所・等）」、「ßabda（音声）」とは、

喧噪（kalaha）等の諸音（dhvani）である。「jala（水）」とは、一切の生命

体の享受対象（upabhogya）である。「åßraya（場所）」とは亭（maˆ∂apa）

である。「mano’nukūla（意に順じてる）」とは、意楽（manorama）のこと

であり、「cak∑up¥∂ana（眼を圧する）」とは、敵対者に対面しているという

ことである。ヴィサルガの落失は、韻律上のものである。「guhå-nivåta-

åßrayaˆa（洞窟・風のない場所）」、洞窟（guhå）内の、風のない（nivåta）

秘隅（ekånta）に、拠住して（samåßritya）、「prayojayet（ヨーガを実修す
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べし）」とは、心（citta）を、最高我（parama-åtman）に、傾注すべきであ

る（prayuñj¥ta）、ということである。（拙訳）

また、『シュヴェーターシュヴァタラウパニシャッド』の（ii）に類する記

述は、『バガヴァッドギーター』Bhagavadg¥tåにも見られる。以下の（iv）がそ

れである。

（iv） yog¥ yuñj¥ta satatam åtmånaµ rahasi sthita˙ /

ekåk¥ yata-citta-åtmå niråß¥ra-parigraha˙ //10//

ßucau deße prati∑†håpya sthiram åsanam åtmana˙ /

na^atyucchritaµ na^atin¥caµ caila-ajina-kußa-uttaram //11//

tatra^ekågraµ mana˙ k®två yata-citta-indriya-kriya˙ /

upavißya^åsane yuñjyåd yogam åtma- vißuddhaye //12// (BhgⅥ-10～12:pp.103-

104)

（4a）「ヨーギン（yogin 観法の修行者）は、ただ独り寂莫の所にありて心

身を統御し（yatacittåtman）、欲望を去り、所有なく、常に自己（åtman）

を修練すべし。」〈10〉「清浄の所において、自己（åtman）のために、高き

に過ぎず、低きに過ぎず、布・皮・クシャ草を敷き重ねたる堅固の座を設

けて、」〈11〉「その座に坐し、「意」（manas）を一境に集中し、心（citta）

と感官との活動を統御し、アートマン（自我）の清浄のために、ヨーガを

修練すべし。」〈12〉（辻[1980] 108頁）

（4b）「ヨーギンは一人で隠棲し、心身を制御し、願望なく、所有なく、常

に専心すべきである。」〈10〉「清浄な場所に、自己のため、高すぎず低す

ぎない、布と皮とクシャ草で覆った、堅固な座を設け、」〈11〉「その座に

坐り、意（思考器官）を専ら集中し、心と感官の活動を制御し、自己の清

浄のためにヨーガを修めるべきである。」〈12〉（上村[1992] 63頁）

（4c）10.Let the disciplined man ever discipline / Himself, abiding in a secret

place, / Solitary, restraining his thoughts and soul, / Free from aspirations and

without possessions. / 11.In a clean place establishing / A steady seat for himself, /

That is neither too high nor too low, / Covered with a cloth, a skin, and kußa-

grass, / 12.There fixing the thought-organ on a single object, / Restraining the

activity of his mind and senses, / Sitting on the seat, let him practise / Discipline

unto self-purification... (Edgerton[1946],p.63)

（4d）（10）Let the yogin try constantly to concentrate his mind (on the Supreme
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Self) remaining in solitude and alone, self-controlled, free from desires and

(longing for) possessions. /（11）He should set in a clean place his firm seat,

neither too high nor too low, covered with sacred grass, a deerskin and a cloth,

one over the other. / （12）There taking his place on the seat, making his mind

one-pointed and controlling his thought and sense, let him practise yoga for the

purification of the soul.（Radhakrishnan[1948], pp.192-195）

（4e）10.A yog¥ should constantly concentrate his mind by staying in a solitary

place, alone, with mind and body controlled, free from expectations, (and) free

from acquisition. / 11.Having firmly established in a clean place his seat, neither

too high nor too low, and made of cloth, skin and kußa-grass, placed successively

one below the other; / 12.(and) sitting on that seat, he should concentrate his mind

for the purification of the internal organ, making the mind one-pointed and

keeping the actions of the mind and senses under control. (Gambh¥rånanda[1984],

pp.285-287)

この（iv）においては、先ずは、（i）（ii）と同様に、「坐処」が、とにかく

も、「清らかな（ßuci）場所（deßa）」と明確に結びつけられていることを確認

すべきである。さらに、（ii）には見られないものの、（i）には明記される、ヨ

ーガ実修者の側の「清らか（ßuci）」さが、姿を変えて、「ヨーガの修練」が

「アートマン／自我／自己の、浄化」を目的としている（vißuddhy-artham）、と

の記述として現れている点にも注目すべきであろう。また、（i）の「布・皮・

クシャ草・・・」のルーツが、この（iv）の延長線上にあることも容易に見て

とれるであろう。また、この『バガヴァッドギーター』の（iv）に対しては、

「おそらく確実にシャンカラの真作であると思われる
（10）

」註釈が存する。以下の

（v）である。

（v）ata evam uttama-phala-pråptaye yyoogg¥¥ dhyåy¥ yyuuññjj¥¥ttaa samådadhyåt ssaattaattaaµµ

sarvadå^ååttmmåånnaamm anta˙karaˆaµ rraahhaassyy ekånte giri-guhå-ådau sstthhiittaa˙̇ sann eekkååkkyy

asahåya˙ / rraahhaassii  sstthhiittaa  eekkååkk¥¥ ca^iti viße∑åt saµnyåsaµ k®två^ity artha˙ / yyaattaa--

cciittttaa--ååttmmåå cittam anta˙karaˆam åtmå dehaß ca saµyatau yasya sa yata-citta-åtmå

nniirrååßß¥¥rr v¥ta-t®∑ˆo^aappaarriiggrraahhaaßß ca / parigraha-rahita ity artha˙ / saµnyåsitve^api

tyakta-sarva-parigraha˙ san yuñj¥ta^ity artha˙ //10//

atha^idån¥µ yogaµ yuñjata åsana-åhåra-vihåra-åd¥nåµ yoga-sådhanatvena

niyamo vaktavya˙ / pråpta-yogasya lak∑aˆaµ tat-phala-ådi ca^ity ata årabhyate /

坐処考（金沢） （9）

― 382 ―



tatra^åsanam eva tåvat prathamam ucyate ―

ßßuuccaauu ßuddhe vivikte svabhåvata˙ saµskårato vå ddeeßßee sthåne pprraattii∑∑††hhååppyyaa sstthhiirraamm

acalam åtmana ååssaannaaµµ nnaa^̂aattyyuuccccrriittaaµµ na^at¥va-ucchritaµ nnaa^̂aappyy  aattiinn¥¥ccaaµµ tac ca

ccaaiillaa--aajjiinnaa--kkuußßaa--uuttttaarraaµµ cailam ajinaµ kußåß ca^uttare yasminn åsane tad åsanaµ

caila-ajina-kußa-uttaram / på†ha-kramåd vipar¥to^atra kramaß caila-åd¥nåm //11//

prati∑†håpya kim ― ttaattrraa tasminn åsana uuppaavviißßyyaa yogaµ yyuuññjjyyåått / kathaµ, sarva-

vi∑ayebhya upasaµh®tya^eekkååggrraaµµ  mmaannaa˙̇  kk®®ttvvåå  yyaattaa--cciittttaa--iinnddrriiyyaa--kkrriiyyaa˙̇ cittaµ

ca^indriyåˆi ca citta-indriyåˆi te∑åµ kriyå˙ saµyatå yasya sa yata-citta-indriya-

kriya˙ / sa kim-arthe yogaµ yyuuññjjyyåådd ity åha ååttmmaa--vviißßuuddddhhaayyee^anta˙karaˆasya

vißuddhy-artham etat //12// (Bhgsbh,pp.294-296)

（5）これ故に、このようにして、最高の果の獲得の為に、「yogin（ヨーガ

行者）」は、静慮者（dhyåyin）は、「satatam（常に）」一切時に、「åtman

（アートマン）」を、内官（anta˙karaˆa）を、「rahas（隠処）」に、山の洞窟

（giri-guhå）等の、秘隅（ekånta）に、「sthita（あって）」、ありつつ、

「ekåkin（一人）」で、「yuñj¥ta（ヨーガすべきである）」、三昧すべきである

（samdadhyåt）。そして、「rahasi sthita ekåk¥（隠処にあって、一人で）」とい

う限定辞があるが故に、遠離（saµnyåsa）を為した後に、という意味であ

る。「yata-citta-åtman（制御されたる心・我を有して）」、「citta（心）」とは、

内官のことであり、そして、「åtman（我）」とは、身体（deha）のことで

あり、［その心・我の両者が］総制されている（saµyata）、その者が、

「yata-citta-åtman（制御されたる心・我を有して）」ということである。

「niråßis（願望がない）」、渇望（t®∑ˆa）が去っていて、そして、「aparigraha

（摂持のない）」、摂持（parigraha）がない、という意味である。遠離者

（saµnyåsin）であるとしても、一切の摂持（parigraha）を捨てて、ヨーガ

すべきである、という意味である。〈10〉「ßuci（清らかな）」清浄な

（ßuddha）、本来的に、または必要上、切り離された （vivikta）、「deßa（場

所）」場処（sthåna）に、「（sthira（堅固なる）」不動なる、自己の、

「na^atyucchrita（高過ぎもせず）」過度に高くなく（na^at¥va-ucchrita）、

「na^at¥n¥ca （低過ぎもせぬ）」、「åsana（坐処）を」「prati∑†håpya（設置して）」。

しかも、その［坐処］は、「caila-ajina-kußa-uttaram（布・皮・クシャ草を

覆いとする）」、布と皮とクシャ草が、覆い／後者の上に（uttare）、［ある、］

その坐が、布と皮とクシャ草を覆いとするもの（caila-ajina-kußa-uttara）で

坐処考（金沢）（10）

― 381 ―



ある。これに関しては、「布」等という列挙順（på†ha-krama）とは 倒し

た（vipar¥ta）順がある。〈11〉設置して、どうするのか？「tatra（そこに）」、

その坐（åsana）に、「upavißya（入坐して）」ヨーガを「yuñjyåt（修すべき

である）」。どのようにしてか？　一切の対象（vi∑aya）より、撤退して

（upasaµh®tya）、「ekågraµ mana˙ k®två yata-citta-indriya-kriya˙（意を専注と

為し、心と感官の活動を制御し）」、心（citta）と諸感官（indriya）が、

「citta-indriya（心と感官）」であり、それらの、諸活動（kriyå）が、総制さ

れている（saµyata）、その者が、心と感官の活動を制御した者である。そ

の者は、いかなる目的の為に、ヨーガを、修すべきである（yuñjyåt）の

か？　というので、述べる。「åtma-vißuddhaye（アートマンの清浄のため

に）」、それは、内官（anta˙karaˆa）の清浄（vißuddhi）を目的としている。

〈12〉（拙訳）

『バガヴァッドギーター』（iv）に対する Śa∫karaのこの註解（v）によって、

坐処の構成が明瞭に理解されるのである。ヨーガ行者が坐るのは、布、ないし、

皮、ないし、クシャ草で出来た坐処というよりは、それらを、「敷き重ねた坐

処」である。また、有名な Śa∫karaの註釈のスタイルがどのようなものである

かも、おおよそ如実に知れるのではないか？　さらに坐処の実例として、ただ

「山の洞窟（giri-guhå）」だけを出している点は注目すべきかも知れない。先に

見たいわゆる Śa∫karaの作とされる『シュヴェーターシュヴァタラウパニシャ

ッド』の註釈（iii）では、坐処の実例は何一つ付加されることなく、また、（ii）

の本文中にあった「洞窟（guhå）」が、「山の洞窟」とさえ置き換えられること

もなく、そのままに放置されたのとも微妙な差異を示すものと言えるかも知れ

ない。ただし、筆者が注目した『ヴィヴァラナ』に描き出された「坐処」の風

景（i）は、『シュヴェーターシュヴァタラウパニシャッド』の伝える（ii）と、

『バガヴァッドギーター』の伝える（iv）の重ね合わせより、ほぼ明瞭に浮か

び上がってくるようである。ただし、次節以降に見る通り、（ii）（iv）以降の

成立であることが確実な諸文献の坐処の記述には、いずれもこの（ii）（iv）が

なにがしか影を落としているとは言えるのである。だが、 筆者が（i）の中で

注目した、「坐処の方角」としての「東面ないし北面して」というのは、（ii）

からも（iv）からも、また、それらに対する註釈（iii）からも（v）からも、

どこからも出てこないのである。この「方角」は、ヨーガに関わる『ヴィヴァ

ラナ』作者の個性を明示するものなのであろうか？
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Ⅱ．坐処の拡大・組織化

以下には、いわゆる Patañjali のヨーガの体系とは系統を異にする、「他のヨ

ーガ教学」とも言い得る「ハタヨーガ」の代表的な著作『ハタヨーガプラディ

ーピカー』Ha†hayogaprad¥pikåの記す「坐処」を見てみよう。この著作は16、7

世紀ころのものと考えられているが
（11）

、そのルーツは必ずしも新しいものでは

ない。

（vi）suråjye dhårmike deße subhik∑e nirupadrave /

dhanu˙-pramåˆa-paryantaµ ßilå-agni-jala-varjite /

ekånte ma†hikå-madhye sthåtavyaµ ha†ha-yoginå //12//

alpa-dvåram arandhra-garta-vivaraµ na^atyucca-n¥ca-åyataµ

samyag-gomaya-såndra-liptam amalaµ ni˙ße∑a-jantu-ujjhitam /

båhye maˆ∂apa-vedi-kūpa-ruciraµ pråkåra-saµve∑†itaµ

proktaµ yoga-ma†hasya lak∑aˆam idaµ siddhair ha†ha-abhyåsibhi˙ //13// (HypⅠ-

12～13:pp.10-11)

（6a）「行者は政治が正しく、人民が善良で、托鉢して食を得るのが容易で、

そして犯罪のない国において、矢のとどく範囲に岩や火山や川がない人里

離れた場所に庵室を結んで住むのがよい。」〈12〉「ハタの道にいそしむ大

師たちは、ヨーガの庵室の構えを次のように描いている。戸口は小さく、

窓、床のくぼみ、すきま等が無く、高からず、低からず、広すぎず、如法

に牛糞を厚く塗り、汚れなく、一ぴきの虫もおらず、戸外にはあずまや

（亭）、テラス、井戸などがあって住み心地よく、まわりを塀がとりかこん

でいる。」〈13〉（佐保田[1973] 134頁

（6b）12.One, pracitsing Ha†hayoga, should live alone inside a shrine, devoid of

stone, fire and water up to an area of one dhanus, situated in a kingdom with a

good king, which is full of piety, devoid of torture, and where alms are easily

available. / 13.With a small number of doors, without window, etc., low land and

hole, not too high, nor too wide, clean, fully and thickly smeared with cowdung,

absolutely devoid of animals, beautiful outside with maˆ∂apa, vedi and well,

enclosed by a wall ― such is the characteristic of a shrine for yoga, stated by the

Siddhas who practise Ha†hayoga. (Banerji[1995], pp.225-226)

（6c）12.He who practises Ha†ha-yoga should live alone in a small
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ma†ha(monastery) situated in a place free rocks, water and fire to the extent of a

bow's length and in a virtuous, well-ruled kingdom, which is prosperous and free

of disturbances. / 13.The ma†ha should have a small door, and should be without

any windows; it should be level and without any holes; it should be neither too

high, too low, nor too long. It should be very clean, being well smeared with

cowdung and free from all insects. Outside, it should be attractive with a small

hall(maˆ∂apa), a raised seat and a well, and surrounded by a wall. These are the

characteristics of a yoga-ma†ha as laid down by the Siddha-s who have practised

Ha†ha-yoga.（Radha Burnier-Ramanathan [1972],pp.6-7）

この（vi）には、「ヨーガ行者のいる風景」が、より大きな視点で捉えられ、

描き出されている。単なる「坐処」ではなしに、それが「庵／禅堂」のような

建造物の中に位置づけられ、環境、その立地条件、その「庵／禅堂」の内景と

外景、までもがかなり詳細に描かれているのである。これは、ヨーガの実践が

個人的な秘めやかな行為から一歩抜け出て、社会的にも公認されるに到った時

代の推移を反映した結果と言えるのかも知れないが、実際のところは、わから

ない。

この（vi）に関しては、ブラフマーナンダ Brahmånandaによるやや長い註釈

があるので、煩を厭わず、それも見てみよう。

（vii）atha ha†ha-abhyåsa-yogyaµ deßam åha sårdhena ― ssuurrååjjyyaa iti / 

råjña˙ karma bhåva vå råjyaµ tac chobhanaµ yasmin sa suråjya˙, tasmin suråje /

yyaatthhåå  rrååjjåå  ttaatthhåå  pprraajjåå˙̇ iti mahad-ukte˙, råjña˙ ßobhanatvåt prajånåm api

ßobhanatvaµ sūcitam / dhårmike dharmavati / anena ha†ha-abhyåsino^anukūla-

åhåra-ådi-låbha˙ sūcita˙ / subhik∑a ity anena^anåyåsena tal-låbha˙ sūcita˙ /

nirupadrave caura-vyåghra-ådy-upadrava-rahite / etena deßasya d¥rgha-kåla-våsa-

yogyatå sūcitå / dhanu∑a˙ pramåˆaµ dhanu˙-pramåˆaµ catur-hasta-måtraµ, tat-

paryantam / ßilå-agni-jala-varjite ßilå prastara˙ agnir vahni˙ jalaµ toyaµ tair

varjite rahite / yatra^åsanaµ tataß catur-hasta-måtre ßilå-agni-jalåni na syur ity

artha˙ / tena ß¥ta-u∑ˆa-ådi-vikåra-abhåva˙ sūcita˙ / ekånte vijane / anena jana-

samågama-abhåvåt kalaha-ådy-abhåva˙ sūcita˙ / jana-saµmarde tu kalaha-ådikaµ

syåd eva / tad uktaµ bhågavate ― vvååssee  bbaahhuū̄nnååµµ  kkaallaahhoo  bbhhaavveedd  vvåårrttåå  ddvvaayyoorr  aappii

iti / tåd®ße mmaa††hhiikkåå--mmaaddhhyyee / alpo ma†ho ma†hikå / alp¥yasi kan / tasyå˙ madhye

ha†ha-yoginå ha†ha-abhyås¥ yog¥ ha†ha-yog¥ tena / ßåka-pårthivådivat-samåsa˙ /
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sstthhååttaavvyyaaµµ sthåtuµ yogyam / mmaa††hhiikkåå--mmaaddhhyyaa ity anena ß¥ta-åtapa-ådi-janita-

kleßa-abhåva˙ sūcita˙ / atra yyuukkttaa--ååhhåårraa--vviihhåårreeˆ̂aa  hhaa††hhaa--yyooggaassyyaa  ssiiddddhhaayyee ity

ardhaµ kenacit k∑iptatvån na vyåkhyåtam / mūla-ßlokånåm eva vyåkhyånam /

evam agre^api ye mayå na vyåkhyåtå ßlokå ha†ha-prad¥pikåyåm upalabhyeran te

sarve k∑iptå iti boddhavyam //12//

atha ma†ha-lak∑aˆam åha ― aallppaa--ddvvåårraamm iti / alpaµ dvåraµ yasmin tat tåd®ßam /

rraannddhhrroo gava-ak∑a-ådi˙, ggaarrttoo nimna-pradeßa˙, vviivvaarroo mū∑aka-ahi-bilaµ te na

santi yasmin tat tåd®ßam / atyuccaµ ca tan n¥caµ ca^atyucca-n¥caµ, tac ca tad

åyataµ ca^atyucca-n¥ca-åyatam / {viße∑aˆaµ viße∑yeˆa bahulam} (Påˆ.,II-l.57)

ity atra bahula-grahaˆåd viße∑aˆånåµ karma-dhåraya˙ / nanu^ucca-n¥ca-åyata-

ßabdånåµ bhinna-arthakånåµ kathaµ karmadhåraya˙ / {tat-puru∑a˙ samåna-

adhikaraˆa˙ karma-dhåraya˙} (Påˆ.,I.2.42) iti tal-lak∑aˆåd iti cen na / ma†he

te∑åµ såmånådhikaraˆya-saµbhavåt / na atyucca-n¥ca-åyataµ na-atyucca-n¥ca-

åyataµ, na-ßabdena samåsån na-lopa-abhåva˙, na^ity p®thak-padaµ vå / atyucce

årohaˆe ßrama˙ syåd ati-n¥ce^avarohaˆe ßramo bhavet / atyåyåte dūraµ d®∑†ir

gacchet tan-niråkaraˆa-artham uktaµ na-atyucca-n¥ca-åyatam iti / ssaammyyaakk

sam¥c¥natayå go-mayena go-pur¥∑eˆa såndraµ yathå bhavati tathå liptam / aammaallaaµµ

nirmalam / nnii˙̇ßßee∑∑åå nikhilå ye jantavo maßaka-matkuˆa-ådyås tair uujjjjhhiittaaµµ

tyaktaµ rahitam / bbååhhyyee ma†håd bahi˙-pradeße / mmaaˆ̂∂∂aappaa˙̇ ßålå-viße∑a˙, vveeddii˙̇

pari∑k®tå bhūmi˙, kkuū̄ppoo jala-åßaya-viße∑a˙, tai rruucciirraaµµ ramaˆ¥yam / pprrååkkåårreeˆ̂aa

varaˆena samyag ve∑†itaµ paritobhitti-yuktam ity artha˙ / hhaa††hhaa--aabbhhyyååssiibbhhii˙̇

ha†ha-yoga-abhyåsana-ß¥lai˙ ssiiddddhhaaii˙̇ / idaµ pūrva-uktam alpa-dvåra-ådikaµ

yyooggaa--mmaa††hhaassyyaa  llaakk∑∑aaˆ̂aaµµ svarūpaµ pprrookkttaaµµ kathitam / nandikeßvara-puråˆe tv

evaµ ma†ha-lak∑aˆam uktam ―

‘mandiraµ ramyavinyåsaµ mano-jñaµ gandha-våsitam /

dhūpa-moda-ådi-surabhi kusuma-utkara-maˆ∂itam //

muni-t¥rtha-nad¥-v®k∑a-padmin¥-ßaila-ßobhitam /

citra-karma-nibaddhaµ ca citra-bheda-vicitritam //

kuryåd yoga-g®haµ dh¥mån suramyaµ ßubha-vartmanå /

d®∑†vå citra-gatåµß chåntån mun¥n yåti mana˙ ßamam //

siddhån d®∑†vå citra-gatån matir abhyudyame bhavet /

madhye yoga-g®hasya^atha likhet saµsåra-maˆ∂alam //

坐処考（金沢）（14）

― 377 ―



ßmaßånaµ ca mahå-ghoraµ narakåµß ca likhet kvacit /

tån d®∑†vå bh¥∑aˆå-kårån saµsåre såra-varjite //

anavasådo bhavati yog¥ siddhy-abhilå∑uka˙ /

paßyaµß ca vyådhitån jantūn natån mattåµß calad-vraˆån // ’13// (Jy,pp.10-12)

（7）さて、ハタ（ha†ha）の修習（abhyåsa）に適合せる（yogya）、場所

（deßa）を、１シュローカ半で、述べる。「suråjya（よき王権のある）」と。

王（råjan）の行為（karman）、ないし状態（bhåva）が、王権（råjya）とい

うものであるが、その［王権］が、素晴らしい（ßobhana）、ところの、そ

の［場所］が、よき王権のある（suråjya）、ということで、そのよき王権

のある［場所］で。「王ある如く、人民あり」という偉大言（mahad-ukti）

があるが故に。王が、素晴らしいならば、人民も素晴らしいということが、

示されているのである。「dhårmika（法治の）」というのは、法のあるとい

うことである。これによって、ハタの修習者（ha†ha-abhyåsin）には、快適

な（anukūla）食物（åhåra）等の獲得があるということが、示されている

のである。「subhik∑a（布施の盛んな）」というこれによって、苦労せずに、

その［快適な食物等の］獲得があるということが、示されているのである。

「nirupadrava（無難な）」とは、盗賊・虎などの災難（upadrava）がないと

いうことである。これによって、場所の、長時間の居住の適合性が、示さ

れているのである。弓の［有効な］距離が、「dhanu˙-pramåˆa（弓距離）」

であり、４ハスタの距離である。その［４ハスタの距離］の範囲内に、と

いうことである。「ßilå-agni-jala-varjita（石・火・水を欠いている）」、「ßilå

（石）」とは、岩石（prastara）のことであり、「agni（火）」とは、火

（vahni）のことであり、「jala（水）」とは、水（toya）のことであり、それ

らを、「virajita（欠いている）」とは、［それらが］ないということである。

［つまり］坐処（åsana）のある、そこより４ハスタの距離において、石・

火・水がないだろう、という意味である。それ故に、寒さ・暑さ等の変化

（vikåra）がないということが、示されているのである。「ekånta（秘隅）」

とは、人気ない（vijana）ということである。これによって、人々（jana）

との遭遇（samågama）がないので、喧噪（kalaha）等がないということが、

示されているのである。しかるに、人々との遭遇（saµmarda）があるな

らば、喧噪等は、必ずやあるであろう。そのことが、『バーガヴァタ（プ

ラーナ）』において、以下のように言われたのである、「多数者の住居

坐処考（金沢） （15）

― 376 ―



（våsa）にあっては、喧噪が、あるいは、二人の［住居に］あっても、揉

め事（årtå）が、あるであろう」と。「ma†hikå-madhya（庵室の中）」も、

そのようである。小さな（alpa）、庵（ma†ha）が、「ma†hikå（庵室）」であ

る。［この場合の］「ka」は、より小さいものを［意味する語である］。そ

の［庵室］の中に、「ha†ha-yogin（ハタヨーガ行者）が」 ハタの修習者

（h a † h a - a b h y å s i n）たるヨーガ行者（y o g i n）が、ハタヨーガ行者

（ha†hayogin）である、その者によって、ということである。「ßåka-[bhoj¥-

]pårthiva（野菜［を享受する］王）」等と同様な複合語である。「sthåtavya

（住まわしめられるべきである）」とは、住せしめられること（sthåtum）

が適合する（yogya）、ということである。「ma†hikå-madhya（庵室の中）」

というこれによって、寒さ・暑さ等によって生じる煩悩（kleßa）がないと

いうことが、示されているのである。ここでは、「適合せる食物

（åhåra）・精舎（vihåra）によって、ハタヨーガの成就の為に」という半

［シュローカ］は、何者かによって、放擲されたが故に、説明されないの

である。根本シュローカのみの、説明があるのである。このように、初め

てであるにしても、わたしによっては説明されない諸シュローカは、『ハ

タ［ヨーガ］プラディーピカー』において、認識されるであろう、その一

切は、放擲された、と知られるべきである。〈12〉

さて、庵の特徴を、述べる。「alpa-dvåra（小さな戸口を有する）」と。

小さな戸口のあるところのそのものが、そのようなものなのである。

「randhra（裂け目）」とは、牛目／風穴（gava-ak∑a）等、「garta（坑）」とは、

窪みの地点（pradeßa）、「vivara（隙間）」とは、鼠・蛇の坑（bila）、それら

の存在しないところのそのものが、そのようなものなのである。過度に高

い（atyucca）、それが、低い（n¥ca）、というのが、過度に高い・低い

（atyucca-n¥ca）、であり、それが、広い（åyata）というのが、過度に高

い・低い・広い（atyucca-n¥ca-åyata）ということである。「限定辞

（viße∑aˆa）は、被限定辞（viße∑ya）と共に、多様で（bahulam）ある。」

（『パーニニスートラ』Ⅱ-1-57）という、この［『パーニニ・スートラⅡ-1-

57］に於いて、「bahula（多）」［の語］が取られているが故に、諸限定辞

は、同格限定複合語（karmadhåraya）である。「ucca（高い）」「n¥ca（低い）」

「åyata（広い）」という諸語は、異なる意味を有するものであるから、ど

のようにして、同格限定複合語（karmadhåraya）であろうか？　「格限定
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複合語（tatpuru∑a）は、同一の基体（samåna-adhikaraˆa）を有するならば、

同格限定複合語である」（『パーニニスートラ』Ⅰ-2-42）という、その

［同格限定複合語の］定義の故に、ともし［言うので］あるならば、そう

ではないのである。庵において、それら［諸限定辞］に、同一基体性が可

能であるが故に。「nåtyucca-n¥ca-åyata（過度に高い・低い・広いというこ

とがない）」とは、過度に高い・低い・広いということがない、というこ

とである。「（na（ない）」という語との複合語の故に、「na（ない）」［とい

う語の］落失がないのである。または、個々の単語に対して、［過度に高

くも］［過度に低くも］［過度に広くも］ない（na）ということである。過

度に高い上昇 （årohaˆa）には、労力（ßrama）がいるだろうし、過度に低

い下降（avarohaˆa）には、労力がいるだろう。過度に広い（atyåyåta）場

合には、視線（d®∑†i）が遠距離（dūram）を行くであろう。それ［ら、］を

拒否する為に、「na-atyucca-n¥ca-åyåta（過度に高い・低い・広いというこ

とがない）」と言われたのである。「samyak（正しく）」適当に、「gomaya

（牛糞）で」、牛の糞によって、「såndra（なめらかに）」なる、そのように、

「lipta（塗られて）」いる。「amala（汚れなく）」汚れていない。「ni˙ße∑a

（残余無く）」一切の、蚊（maßaka）・南京虫（matkuˆa）等の、生類

（jantu）、それらが「ujjhita（駆除された）」捨棄された、欠いた、というこ

とである。「båhya（外部）」とは、庵の外の地点ということである。

「maˆ∂apa（亭）」とは、一種の小屋（ßålå）である。「vedi（壇）」とは、飾

られた、地帯である。「kūpa（井戸）」とは、一種の水貯めである。それら

によって、「rucira（美しい）」快適である（raman¥ya）ということである。

「pråkåra（塀）」、覆い隠すものによって、正しく囲まれた、［すなわち］四

方が壁（bhitti）と結びついている、という意味である。「ha†ha-abhyåsin

（ハタの修習者）」、ハタヨーガの修習を習性としている、「siddha（成就者）」

たちによって、この、先に言われた、小さな戸口を有する等が、「yoga-

ma†ha（ヨーガの庵）のlak∑aˆa（特徴）」、本性であると、「prokta（説かれ

た）」、語られたのである。しかしながら、『ナンディケーシュヴァラプラ

ーナ
（12）

』（Nandikeßvarapuråˆa）においては、庵の特徴は、以下のように、言

われているのである。

「好ましく飾られた、心楽しく、芳香のたきしめられた、香煙・香料等

で香しい、花の山で飾られた、住居（mandira）を、聖者・教師・川・樹
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木・蓮華・岩（ßaila）で荘厳され（ßobhita）、そして、絵画（citra-karman）

がかけられ、彫刻（citra-bheda?）が施された（vicitrita）、美しい道があっ

て極魅力的な、［住居を］、賢者は、ヨーガの家（yoga-g®ha）と、為すべき

である。描かれた（citra-gata）、寂静せる聖者たちを、見て、意は、静止

（ßama）に、赴くのである。描かれた、成就者たちを見て、努力への、思

念が起こるであろう。そして、ヨーガの家の中に、輪廻曼荼羅を描くべき

である（likhet）。どこかには、大いに恐ろしい墓地と、諸地獄を、描くべ

きである。恐怖を与える、それらを見て、儚い（såra-varjita）、輪廻にあっ

て、ヨーガ行者は、疲弊することなく、成就（s iddhi）を欲する者

（abhilå∑uka）となるのである。そして、病める（vyådhita）、沈める（nata）、

狂える（matta）、進行しつつある腫瘍（vraˆa）を持てる、生類を、見つつ
（13）

。」

〈13〉（拙訳）

また、『ハタヨーガプラディーピカー』と並んで、「ハタヨーガ」の体系を伝

えるもう一つの重要な著作『ゲーランダサンヒター
（14）

』Gherandasaµhitå には、

以下のようにある。

（viii）dūra-deße tathå^araˆye råja-dhånyåµ jana-antike /

yoga-årambhaµ na kurv¥ta k®taß cet siddhi-hå bhavet //3//

avißvåsaµ dura-deße araˆye bhak∑a-varjitam /

loka-araˆye prakåßaß ca tasmåt tr¥ˆi vivarjayet //4//

sudeße dhårmike råjye subhik∑e nirupadrave /

tatra^ekaµ ku†iraµ k®två pråc¥rai˙ parive∑†ayet //5//

våp¥-kūpa-ta∂ågaµ ca pråc¥ra-madhya-varti ca /

na^atyuccaµ na^atin¥caµ vå ku†iraµ k¥†a-varjitam //6//

samyag go-maya-liptaµ ca ku†iraµ randhra-varjitam /

evaµ sthåne hi gupte ca pråˆåyåmaµ samabhyaset //7// (GsV-3～7:pp.146-148)

（8）遠隔の場所（dūra-deßa）、森（araˆya）、王都（råjadhån¥）、また、人里

近く（janåntika）では、ヨーガの事業（yoga-årambha）を為すべきではな

い。もし、［それが］なされたならば、成就を損なうものとなるであろう。

〈3〉遠隔の場所（dura-deßa?
（15）

）にあっては、信仰がなく（avißvåsa）、森に

あっては、飲食がない。世間森（ loka-araˆya）にあっては、公開性

（prakåßa）がある。それ故に、［以上の］３者を、避けるべきである。〈4〉

王国（ r å j y a）内の、法治の、布施の盛んな（ s u b h i k ∑ a）、無難な
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（nirupadrava）、良き場所で、［ヨーガの着手／事業をなすべきである。］そ

こに、一つの、小屋（ku†ira）を、造り、諸塀（pråc¥ra）によって、囲ま

しめるべきである。〈5〉そして、池（våp¥）・井戸（kū pa）・水溜

（ta∂åga）を、塀の中に設置し、小屋は、高過ぎず、低過ぎず、虫（k¥†a）

がいない。〈6〉そして、小屋は、正しく、牛糞（gomaya）で塗られ（lipta）、

裂け目／穴坑（randhra）がない。実に、このような、隠秘なる（gupta）、

場処（s thåna）において、調息（pråˆåyåma）を、修すべきである

（samabhyaset）。〈7〉
（16）

（拙訳）

さらに、以下には、『ヨーガタットヴァウパニシャッド
（17）

』Yogatattva-upani∑ad

に於ける記述を見てみよう。

（ix）pråˆåyåmaµ tata˙ kuryåt padma-åsana-gata˙ svayam /

sußobhanaµ ma†haµ kuryåt sūk∑ma-dvåraµ tu nirvraˆam //32//

su∑†hu liptaµ go-mayena sudhayå vå prayatnata˙ /

matkuˆair maßakair lūtair varjitaµ ca prayatnata˙ //33//

dine dine ca saµm®∑†aµ saµmårjanyå viße∑ata˙ /

våsitaµ ca sugandhena dhūpitaµ guggula-ådibhi˙ //34//

na^atyucchritaµ na^atin¥caµ caila-ajina-kußa-uttaram /

tatra^upavißya medhåv¥ padma-åsana-samanvita˙ //35//

®ju-kåya˙ pråñjaliß ca praˆamed i∑†a-devatåm / （Ytup 32～36a:pp.255-256）

（9a）「次に、自ら蓮花坐の姿勢をとりて、調息（pråˆåyåma）を行なうべ

し。極めて清らかなる禅堂（ma†ha）を建てよ。そは微小の入口ありて、

隙間なきものなり。」〈32〉「そは牛糞或いは石灰によりて浄化のために努

力して良く塗らるべきなり。南京虫、虻、蜘蛛（lūta）より、努力して防

拒せらるべし。」〈33〉「日ごとに特に箒にて清掃せよ。妙香にて薫ぜよ。

安息香等によりて煙をたてよ。」〈34〉「高きに過ぎず低きにも過ぎざる、

衣（caila）と皮と草の座の上に、賢者は蓮花坐を組んで昇り、」〈35〉「身

体を真直ぐにして合掌し、守護神を敬礼すべし。」〈36a〉（金倉[1974] 219-

220頁）

（9b）次いで、自ら、蓮華坐にあって、調息（pråˆåyåma）を為すべきであ

る。微小な戸口を持つが、損傷のない、甚だ素晴らしい（sußobhana）、庵

（ma†ha）を、構えるべきである。〈32〉牛糞ないし石灰にて、努めて適切

に塗り込め、かつ、南京虫、蚊、蜘蛛を、努めて駆除し（varjita）、〈33〉
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さらに、日々、特に、箒によりて、清掃し、芳香によりて、たきしめ、安

息香等によりて、燻す［べきである。］〈34〉［坐処は、］高過ぎず、低過ぎ

ず、布・皮・クシャ草を覆いとする。聡明なる者は、その［坐処］に、入

坐して、蓮華坐を組み、〈35〉身体を真っ直ぐにして（®ju-kåya）、合掌し、

守護神に平伏すべきである。〈36a〉（拙訳）

Ⅲ．坐処の方角：シャンカラとデーヴァラ

前節までに見たところによって、「坐処」を廻ってインド人がいかなる思弁

を凝らしたかの概要はほぼ知れるものと愚考する。が、予想に反して、『ヴィ

ヴァラナ』作者の（i）に見られた「坐処の方角」については、他に触れるも

のがなかった。やや不思議にも思われるが、やはり、それこそが、未だ明確に

ならない Śa∫karaと呼ばれる『ヴィヴァラナ』作者の正体を示すものと言い得

るのだろうか？「東面ないし北面して」という記述の意味するのはいったい何

なのか？　ヨーガは「東面ないし北面して」修すべきものなのか？　その「方

角」には、いったいどういう意味が込められているのか？

ところがである、これぞ正真正銘の Śa∫karaの著作の中に以下のような記述

（x）が見いだされるのである。その（x）が、先に重要な資料として見た『シ

ュヴェーターシャヴァタラウパニシャッド』の（ii）と『バガヴァッドギータ

ー』の（iv）の引用を含んでいるという点からだけでも今の場合見過ごしに出

来ないように思われるが、さらに、「坐処とその方角」が結びつけて論じられ

ている点でもまさしく注目すべきであろう。解脱を達成する為の手段として、

ヴェーダーンタ学徒にとって重要なものである「念想（upåsana）
（18）

」を廻って

の記述である。Śa∫karaの巨篇『ブラフマスートラ註解』Brahmasūtraßå∫kara-

bhå∑ya中のものである
（19）

。

（x）ssmmaarraannttii  ccaa  ////1100////

smaranty api ca ßi∑†å upåsana-a∫gatvena^åsanam ― ‘ßucau deße prati∑†håpya

sthiram åsanam åtmana˙’ ity ådinå / ata eva padmaka-ådi¥nåm åsana-viße∑åˆåm

upadeßo yogaßåstre //10//

yyaattrraa^̂eekkaa--aaggrraattåå  ttaattrraa^̂aavviißßee∑∑åått  ////1111////

dig-deßa-kåle∑u saµßaya˙ ― kim asti kaßcin niyamo na^asti vå^iti / pråyeˆa

vaidike∑v årambhe∑u dig-ådi-niyama-darßanåt syåd iha^api kaßcn niyama iti yasya

matis taµ pratyåha ― dig-deßa-kåle∑v artha-lak∑aˆa eva niyama˙ /
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yatra^eva^asya dißi deße kåle vå manasa˙ saukaryeˆa^ekågratå bhavati

tatra^eva^upås¥ta; pråc¥-dik-pūrva-ahˆa-pråc¥na-pravaˆa-ådivad viße∑a-aßravaˆåt,

eka-agratåyå i∑†åyå˙ sarvatra^aviße∑åt / nanu viße∑am api kecid åmanti ― ‘same

ßucau ßarkarå-vahni-vålukå-vivarjite ßabda-jala-åßraya-ådibhi˙ / manonukūle na tu

ca∑u-p¥∂ane guhå-nivåta-åßrayaˆe prayojayet’ iti yathå^iti / ucyate ― satyam asty

evaµjåt¥yako niyama˙ / sati tv etasmiµs viße∑v aniyama iti suh®d bhūtvå^åcårya

åca∑†e / mmaannoonnuukkuū̄llee iti ca^e∑å ßrutir yatra ekågratå tatra^eva^ity etad eva

darßayati //11// (Bssbh,Ⅳ-1-10～11:pp.949-950) 

（10）《また、［ヴェーダの識者（ßi∑†a）たちは、念想 （upåsana）の支分

（a∫ga）として、坐法（åsana）を、］伝承している（smaranti）。》（Bs Ⅳ-

i-10）

また、ヴェーダの識者たちは、念想の支分として、坐法を、伝承している。

「清らかな（ßuci）場所（deßa）に、堅固な（sthira）、自己の為の、坐処

（åsana）を、設置した後に（prati∑†håpya）・・・」等と。まさしくこの故

に、ヨーガ教学（yoga-ßåstra）において、蓮華坐（padmaka）等の個々の

諸坐法に関する教示があるのである。〈10〉

《専注（ekågratå）のある、｢まさしく｣そこにおいて［念想すべきである］。

差異性がないが故に（aviße∑åt）。》（Bs Ⅳ-i-11）

方角（dik）・場所（deßa）・時間（kåla）に関して、疑問がある。「なに

がしかの規定 （niyama）があるのか、ないのか？」と。「諸々のヴェーダ

聖典に基づく（vaidika）事業（årambha）には、たいてい、方角等に関す

る規定が見られるが故に、この場合にも、なにがしかの規定が、あるだろ

う」と考える者に対して答える。方角・場所・時間に関しては、目的の特

徴こそが、規定なのである。他ならぬ、なにがしかの方角、場所、ないし

時間において、容易に、意の、専注がある、まさしく、そこにおいて、念

想すべきである（upås¥ta）。「東の方角（pråc¥-dik）」・「午前（pūrva-

ahˆa）」・「東斜面（pråc¥na-pravaˆa）
（

」
20）

等のような、［方角・時間・場所

に関する］差異性が啓示されていない（aßravaˆa）が故に、また、望まれ

た専注が一切処において無区別であるが故に。或る者たちは、差異性をも、

希求しているではないか？「平坦で清らかな、小石、火、砂のない所、音

声（ßabda）・池（jala-åßraya）等によって、意には快適で、しかも目を圧

する［場所で］ない、洞窟・風のない避難所で、ヨーガを実修すべきであ
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る。」とちょうどそのように、と。［これに関して］言われる。「確かに、

その手の、規定は、ある。しかるに、その［規定］がある場合、諸々の差

異性に関して、規定があるのではない。」ということを、意図して、［経典

作者バーダラーヤナが］同朋（suh®d）として、説明されたのである。そ

して、「意には快適な」という、その天啓聖典（ßruti）は、専注（ekågratå）

のある、まさしくそこにおいて［念想すべきである］という他ならぬその

ことを、示しているのである。〈11〉
（21）

（拙訳）

いかがであろうか？　この Śa∫karaの記述には、念想にあたっては、『シュ

ヴェーターシュヴァタラウパニシャッド』の（ii）のように、一見場所（deßa）

に関して、規定があるように見えるものがあるが、その実、その規定は、場所

の差異性に関してあるのではない、「意の専注」が可能であるならば、場所は

どこでもよい、と解してよい、というヴェーダーンタの立場が明瞭に述べられ

ているのである。この解釈は、冒頭において見た、『ヴィヴァラナ』作者の、

『ヨーガスートラ』Ⅱ-46に対する解釈「堅固にして、かつ楽なものが、坐法で

ある。その、坐法に、住せる者には、諸々の意・肢体の、堅固性が生じる。そ

して、その［坐法］によったならば、苦が生じない、ところの、その［坐法］

を、修習すべきである。」と通じるものがある。すなわち、ヨーガをうまく実

修出来るなら、その場所などはどうでもよい。その立場は、「他の教学」に依

拠して続いて紹介される「東面ないし北面して」という、問題の「坐処の方角」

規定と相矛盾するようにも、見えるのである。それをいったい、どう解釈すべ

きなのか？　『ヴィヴァラナ』作者が依拠した「他の教学」に、その「坐処の

方角」規定が盛り込まれていたものを、そのまま敷衍する形で、『ヴィヴァラ

ナ』作者が紹介してしまったということなのか？　して、その『ヴィヴァラナ』

作者が依拠した「他の教学」とは何なのか？　先にも見た通り、Patañjali のヨ

ーガ体系とは別系統と見なし得るものを代表する「ハタヨーガ」の文献中にも、

「坐処の方角」に関する規定は見いだすことが出来なかった。失われた「ヒラ

ニヤガルバのヨーガ教学」Hairaˆyagarbhayogaßåstra ということになるのだろう

か？
（22）

筆者は、この問題に行き暮れていた最中、ラクシュミーダラ Lak∑m¥dhara に

よる『クリトヤカルパタル』K®tayakalpataru の以下の用例（xi）に遭遇したの

であった。この著作は12世紀ころに著された膨大なスムリティ簡易集成と言う

べきものである。
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（xi）devala˙

devatå-åyatanaµ
（23）

ßūnyågåra-giri-kandara-nad¥-pulina-guhå-araˆyånåm

anyatame ßucau niråbådhe vibhakte samupast¥rˆa-månasaµ[samupast¥rˆam

åsanaµ?
（24）

] k®två, tasmin laghv-åhåro niråmaya˙, ßuci˙ ßiro-gr¥vå-påˆi-pådau ca

samåsthåpya, ßar¥ram ®juµ samådhåya, ßißna-v®∑aˆåv ap¥∂ayan, yat kiñcid

apåßritya svastikaµ bhadrakaµ maˆ∂alaµ vå^adhi∑†håya, uda∫-mukha˙, prå∫-

mukho vå, dantair dantån asaµsp®ßya, ak∑ibhyåm avyaktam anunm¥lya ca,

mukha-nåsikåbhyåµ aikya-avasanna-agra-sthita-d®∑†i˙, sarva-indriyåˆi

saµh®tya^ūrdhvaµ pråˆån udd¥rya, manaså tac cintanaµ dhyånam /
（25）

(Kk,p.181)

（11）デーヴァラは、［言う］。

「神の居処（devatå-åyatana）、空家（ßūnyågåra）・山（giri）・峡谷

（kandara）・川の中洲（nad¥-pulina）・洞窟（guhå）・森（araˆya）のうち

の、いずれかの、清らかな（ßuci）、無難な（niråbådha）、分離された

（vibhakta）［場所］にて
（26）

、正しく覆い拡げられたる（samupast¥rˆa）、坐処

（åsana）を、設えた後に、その［坐処］に、軽食せる、壮健にして、清ら

かな （ßuci）［者は］、頭・頸・手・足を昇らしめ（samåsthåpya）、身体

（ßar¥ra）を真っ直ぐ（®ju）に、構え（samådhåya）、男根・陰嚢の両者を、

圧することなく（ap¥∂ayat）、その、なにがしかに、依拠することによって

（apåßritya）、卍［坐］、吉祥［坐］、ないし円輪［坐］に坐し（adhi∑†håya）、

北面（uda∫-mukha）ないし東面（prå∫-mukha）して、歯によって歯に、接

触させることなく、さらに、両目を、不明瞭にして、開くことなく、口と

鼻の両者が、一つに終わる先端に視線を据え、一切の根を、撤退し、諸気

息を、上方に、発揚し、［行ずる、］ところの、意による、その、思惟が、

静慮（dhyåna）である。」（拙訳）

いかがであろうか？　この『クリトヤカルパタル』中に見られる、デーヴァ

ラ Devalaの所説こそが、問題の『ヴィヴァラナ』作者の伝える「坐処」描写

と見事に重なり合うのではないだろうか？　Devala とは、知る人ぞ知る聖賢

の名前である。しかも、あの Śa∫kara が、『ブラフマスートラ註解』の中で、

「デーヴァラ等の、なにがしかのダルマスートラ作者たちによって」“devala-

prabh®tibhiß ca kaißcid dharma-sūtra-kårair
（27）

” と言及する人物と考えるべきである。

つまり、『クリトヤカルパタル』の作者 Lak∑m¥dharaによって、その Devalaと

の名前と共に、その所説が引かれているというわけである
（28）

。直接の結びつき
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は未だ定かではないとしても、問題の（i）とこの（xi）が、「坐法」ないし

「坐処」に関して、共通の「他の教学」ヨーガ文献の記述を踏まえていること

は、ほぼ間違いないところであろう。言葉は正確に対応しないものの、他では

決して見受けられなかった、坐処の立地実例列挙の先頭に、「神の居処」が置

かれている点にも注目すべきであろう。また、（i）では、「東面ないし北面」

とあったものが、「北面ないし東面」となっている点も興味深いところである。

実修者が、その実修に先だって「清らかな（ßuci）」と形容されている点も両

者見事に符合するのである
（29）

。仮に『クリトヤカルパタル』の記述（xi）が、

『ブラフマスートラ註解』の Śa∫karaも知る Devalaの著作の記述をしっかりと

反映させているのだとするならば、ある意味では特異な「坐処」の記述を含む

『ヴィヴァラナ』と、真正 Śa∫karaとの親縁性を証する具体的な一つの典拠が

示されたことになる。

そもそも Devalaの名前は、『ブラフマスートラ註解』作者の Śa∫karaとのか

らみで話題になるのが常である。これは、先にも触れた、Patañjaliのとは別の、

「ヒラニヤガルバのヨーガ教学」が、やはり、常に『ブラフマスートラ註解』

作者の Śa∫karaとのからみで話題になる
（30）

のと、見事に呼応しているようである。

真正 Śa∫karaも『ヴィヴァラナ』作者も、共に、「ヒラニヤガルバのヨーガ教

学」と、謎の法典作者 Devalaを見ている！ことになる
（31）

。それはともかくとし

て、現行『ヴィヴァラナ』から、Devalaの名前は回収されないとしても、『ヴ

ィヴァラナ』作者の個性を明示する一資料となる筈である
（32）

。

さて、『ヴィヴァラナ』の（i）や Devalaの所説を伝える（xi）であるが、何

故、そこに、「坐処」は「東面ないし北面して／北面ないし東面して」とある

のであろうか？　その謎を解く鍵は、筆者の見るところ、以下の『マヌ法典』

Manusm®tiⅡ-58～61にあるように思われる。

（xii）bråhmeˆa vipras t¥rthena nitya-kålam upasp®ßet /

kåya-traidaßikåbhyåµ vå, na pitryeˆa kadåcana //58//

a∫gu∑†ha-mūlasya tale bråhmaµ t¥rthaµ pracak∑ate /

kåyam a∫guli-mūle^agre daivaµ pitryaµ tayor adha˙ //59//

trir åcamed apa˙ pūrvaµ dvi˙ pram®jyåt tato mukham /

khåni ca^eva sp®ßed adbhir åtmånaµ ßira eva ca //60//

anu∑ˆåbhir aphenåbhir adbhis t¥rthena dharmavit /

ßauca-¥psu˙ sarvadå^åcamed ekånte pråg-uda∫-mukha˙ //61//
（33）
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(MsⅡ-58～61:i,p.258)

（12）バラモンは、ブラフマンの（bråhmaˆa）ティールタ（t¥rtha）を用い

て、常時、啜るべきである（upasp®ßet）。［あるいは］プラジャーパティの

（kåya）［ないし］神々の（traidaßika）［ティールタ］を用いて。［しかるに］

いかなる場合にも、祖霊の［ティールタ］を用いて［啜るべきでは］ない。

〈58〉親指（a∫gu∑†ha）の根元の掌に、ブラフマンのティールタが存すると

考える。プラジャーパティの［ティールタ］は、［小］指（a∫guli）の根元

に、神々の（daiva）［ティールタ］は、［指の］先端に、祖霊の（pitrya）

［ティールタ］は、その［親指と人差し指の？］両者の下に（adhas）。〈59〉

先ずは、３度、水を、啜るべきである（åcamet）。次いで、２度、口を、

擦布すべきである（pram®jyåt）。また同じく、水によって、［頭部にある］

諸腔（kha）を、アートマン／心臓（åtman）を、また、他ならぬ頭（ßiras）

を、濡らすべきである（sp®ßet）。〈60〉清め（ßauca）を得んと欲する、法

知者は、秘隅（ekånta）にあって、東［面ないし］北面して（pråg-uda∫-

mukha）、ティールタを用いて、熱くない、泡のない、水によって、啜る

べきである（åcamet）。〈61〉
（34）

（拙訳）

また、さらに以下のような『ガウタマ法典』GautamadharmasūtraⅠ-35～37の

用例（xiv）等を見たならば、よりその意味が明確になるかも知れない。「清め

（ßauca）」の為に行われるべき「禊ぎ／水を啜る（åcamana）」行為
（35）

が、「清らか

な（ßuci）場所（deßa）に」「坐して（ås¥na）」行うものであることに注目すべ

きであろう。

（xiii）prå∫mukha uda∫mukho vå^ås¥na˙ ßaucam årabheta //35// ßucau deßa ås¥no

dak∑iˆaµ båhuµ jånv-antarå k®två yajña-upav¥tyå maˆi-bandhåt påˆ¥ prak∑ålya

våg-yato h®daya-sp®ßas triß catur vå^åpa åcåmed dvi˙ parim®jyåt pådau

ca^abhyuk∑et khåni ca^upasp®ßec ch¥r∑aˆyåni mūrdhani ca dadyåt //36// suptvå

bhuktvå k∑utvå ca puna˙ //37//  (GdsⅠ-35～37:p.122)

（13）東面（prå∫mukha）ないし北面（uda∫mukha）して、坐し（ås¥na）、

清め（ßauca）を、為すべきである（årabheta）。〈35〉清らかな（ßuci）場

所（deßa）に、坐して（ås¥na）、右の腕を膝の間に（jånv-antarå）、置き、

聖儀紐 （ yajña-upav¥ti）を着け、手首よりの、両手を、洗い清め

（prak∑ålya）、言葉無く、心臓に接触する、水を、３度ないし４度、啜るべ

きである（åcamet）。そして、２度、［口を］擦布すべきである。さらに、
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両足に、灌水すべきである（abhyuk∑et）。そして、頭部にある（ß¥r∑aˆya）

諸腔（kha）を、擦布すべきである（upasp®ßet）。さらに、頭頂（mūrdhan）

を、濡らすべきである（sp®ßet）。〈36〉眠った後（suptvå）、食べた後

（bhuktvå）、また嚔をした後には（k∑utvå）、再び［水を啜り、清めを為す

べきである］
（36）

。（拙訳）

いかがであろうか？　この『マヌ法典』『ガウタマ法典』の用例（xii）（xiii）

等と、『ヴィヴァラナ』の（i）や Devalaの所説（xi）を詳細に比較すべきであ

る。（xii）（xiii）などが示す、本来、ヴェーダの伝統の中で培われた（？）「清

め」の目的で、「清らかな場所で」、「東面ないし北面して」「坐して」、行う、

「禊ぎ／水啜り」の儀礼の作法が、やはり有名な『シュヴェーターシュヴァタ

ラウパニシャッド』の（ii）と『バガヴァッドギーター』の（iv）などをベー

スとして、一つの「ヨーガ教学」の中に取り込まれた結果が、問題の（i）（xi）

であるように推定出来る、われわれには読めるのである。こうした推定を実り

あるものとする為には、本稿では敢えて棚上げした「ヨーガ」や「坐法」その

ものの詮議を必要とするであろう。だが、そのことを承知の上で、この推定は、

われわれをさらにいくつかの想像へと誘うように思われる。インドの文化歴史

研究への新参者の如き筆者でも、幾ばくかの試行錯誤の果てに、（i）の「東面

ないし北面して」と、有名な『マヌ法典』に見られる（xii）をリンクさせ得

るのであるから、『ブラフマスートラ』に対して（xi）のような註釈を書き得

るバラモン哲学の巨人たる Śa∫karaが、それに対するコメントもなしに、（i）

の如きパラフレーズを行うものであろうか？　また、唯『クリトヤカルパタル』

のみから、Devala の名前と共に回収される（xi）や、それに対応するような

『ヴィヴァラナ』の（i）の内実は、果たして、どれほどに古くまた権威あるも

のなのか？　それは本当に、失われた「ヒラニヤガルバのヨーガ教学」に実際

にアクセスし得たと言われる
（37）

『ブラフマスートラ註解』作者 Śa∫kara以前のも

のたり得るのか？　して、（i）（xi）とその「ヒラニヤガルバのヨーガ教学」

の関係はいかなるものなのか？　その決着には当然ながら、まだまだ途方もな

い作業が必要であり、本稿の目的を大きく越え出るものである。

Ⅳ．ヨーガ行者のいる風景―結語に代えて

以上で、『ヴィヴァラナ』の（i）に触発されて始められた、「坐処」「ヨーガ

行者のいる風景」へのアプローチは、一通り終わった。以下には、その補足の
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意味を込めて、なお若干の用例について簡単に触れてみたい。Devalaの（xi）

が見られた『クリトヤカルパタル』のほぼ同一の箇所には、『マールカンデー

ヤプラーナ』Mårkandeyapuråˆåよりの引用があるのでそれを引こう。それが

「坐処」の新たな記述を与えるものであると同時に、『クリトヤカルパタル』と

いう著作の真正性をかすかにでも明らかにしておく必要を感じるためでもあ

る。（xiv）の３シュローカが、いずれも現行『マールカンデーヤプラーナ』に

対応するものを見出し得ることを確認しておきたい
（38）

。

（xiv）mårkaˆ∂eya-puråˆe

ßūnye∑v eva^avakåße∑u vane∑u ca guhåsu ca /

nitya-yukta˙ sadå yog¥ dhyånaµ samyag upåkramet //

saßabde^agni-jala-abhyåße j¥rˆe go∑†he catu∑pathe /

ßu∑ka-parˆa-caye nadyåµ ßmaßåne sasar¥s®pe //

sabhaye kūpa-t¥re vå caitya-valm¥ka-sañcaye /

deße∑v ete∑u tattva-jño yoga-abhyåsaµ vivarjayet //  (Kk,pp.176-177)

（14）『マールカンデーヤプラーナ』には、［以下のように言われている。］

「常にヨーガに専念せる、ヨーガ行者（yogin）は、まさしく空虚なる土地

や、森や、洞窟（guhå）において、常時、禅定（dhyåna）に、正しく、入

るべきである。音声の伴う［場所］、火・水の近く［の場所］、古い牛舎、

四辻、枯れた葉の堆積［場所］、川、墓地、蛇のいる［場所］、恐ろしい

［場所］、あるいは、井戸のほとり、チャイトヤ・蟻塚の集まった［場所］、

真実を知れる者たちは、それらの諸々の場所においては、ヨーガ（yoga）

の修習（abhyåsa）を、避けるべきである
（39）

。」（拙訳）

これまで見た色々な記述と異なる点は、「坐処」としては不適切な場所がや

や具体性をもって描かれている点であろう。「音声（ßabda）」は、やはり「坐

処」には、相応しくないとうことが明記されている点も興味深い。『シュヴェ

ーターシュヴァタラウパニシャッド』の（ii）の二重下線部に対する一つの解

釈を示したものと言えるかも知れない。

次の用例（xv）は、本稿では敢えてこれまで触れることをしなかった、仏典

における「坐処」である。当初筆者は、「東面ないし北面して」に関して、漠

然とした一つの作業仮説のようなものを持っていたのだが、結局それはからぶ

りに終わった
（40）

。（xv）は、有名な『沙門果経』よりの一節であるが、そこに、

（i）の他では決して目にし得ぬ、「坐処の方角」に関連しそうな記述を見出し
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たと考えての作業仮説であった。

（xv）so iminå ca ariyena s¥la-kkhandhena samannågato iminå ca ariyena indriya-

saµvareˆa samannågato iminå ca ariyena sati-sampajaññena samannågato imåya

ca ariyåya santu††hiyå samannågato vivittaµ senåsanaµ bhajati, araññaµ rukkha-

mūlaµ pabbataµ kandaraµ giri-guhaµ susånaµ vana-patthaµ abbhokåsaµ

palåla-puñjaµ. so pacchåbhattaµ piˆ∂apåta-pa†ikkanto nis¥dati palla∫kaµ

åbhujitvå ujuµ kåyaµ paˆidhåya parimukhaµ satiµ upa††hapetvå.

(Dn,ii,67:i,p.71)

（15a）「さて［以上のように］、かれ（修行僧）は、この高貴な一連の戒を

身につけ、この高貴な感覚器官の制御を身につけ、この高貴な注意力と明

瞭な意識を身につけ、この高貴な満足を身につけて、森・木の根本・山・

峡谷・洞窟・墓地・藪地・露地・積んだ藁といった人里離れた寝起きの場

所に親しみます。［そして］かれは托鉢から戻り食事の後、両足を組み

（結跏趺坐）身体をまっすぐにし、面前に注意力を集中して坐ります
（41）

。」

（森［2003］91頁）

（15b）「かれは、この聖なる戒蘊をそなえ、この聖なる感官の防護をそな

え、この聖なる念と正知をそなえ、この聖なる満足をそなえ、森、樹下、

山、峡谷、洞窟、墓地、山林、露地、藁積みといった静寂の臥坐所に親し

みます。かれは、食後、托鉢から戻ると、結跏趺坐を組み、身体を真直ぐ

に保ち、全面に念を現前させて、坐ります。」（片山［2003］213頁）

いかがであろうか？　この（xv）には、坐処立地の実例として複合語として

ではなく、①araˆya（arañña）森、②v®k∑a-mūla（rukkha-mūla）樹下、③parvata

（pabbata）山、④kandara（kandara）峡谷、⑤giri-guhå（giriguha）山の洞窟、⑥

ßvasåma/ßmasåna（susåna）墓地、⑦vana-prastha （vanapattha）藪林、⑧

abhyavakåßa（abbhokkåsa）露天処、⑨palåla-puñja（palåla-puñja）藁積み、とい

った９例が別個に列挙されている。さらに、「坐所の方角」に関連しそうな、

すなわち、「東面ないし北面して」に関連しそうな、parimukham という、

-mukha を含む副詞句が用いられている。しかも、最新の和訳と言うべき（15a）

（15b）の２訳「前面に」「全面に」に見る通り、その解釈が必ずしも一意的に

明瞭ではなさそうな点が、筆者の興味を引いたのであった。が、『パーニニス

ートラ』Påˆinisūtra Ⅳ-4-29にも登場する、この副詞句の解釈は今はおくとして、

前者、「坐処立地の実例」についてだけは、問題点を指摘しておきたい。先ず
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は、この（xv）に見られる「坐処立地の実例」の豊富さは、もしかしたら、そ

の記述の歴史的古さを証しだてるものかも知れない、と愚考する。前節で（i）

との関連で見た Devala の （xi）の中に見られる実例と、この『ディーガニカ

ーヤ』D¥ghanikåya 中の（xv）がかなりうまい対応を示しているように思われ

る。（xi）においては、一つの複合語として表されている立地実例のうちの

「山」「峡谷」「洞窟」「森」の４点である。（xi）中の -giri-kandara-～-guhå-の解

釈に関しては、giri-guhåなどの用例共々、今後さらに検討する必要があるだろ

う。giri と kandara なのか、giri の kandara なのか？　kandara と guhå の関係

は？　つまり、「山」と「峡谷」と「山の洞窟」と単なる「洞窟」の関係であ

る。本稿に掲げた多数の訳例は拙訳を含めて、再検討が必要となるであろう。

以上、『ヴィヴァラナ』の「坐処」「ヨーガ行者のいる風景」の記述（i）へ

の、注記を付す作業は、ひとまず終了である。最後に、筆者がかつて、やはり

Śa∫karaの著作として知られる『プラパンチャサーラタントラ』Prapañcasåra-

tantra との関連性を指摘した、11、2世紀ころの匿名の「インド百科」、『プラパ

ンチャフリダヤ』Prapañcah®dayaの「ヨーガ章」の「坐処」を引いて、結びと

したい
（42）

。

（xvi）atha yogasya prayogaµ vak∑ye ―

‘ßubhe kåle ßubhe deße ßubha-k∑etra-ådike puna˙ /

vijane jantu-rahite nißßabde bådha-varjite //

sūpalipta-sthale saumye gandha-pu∑pa-adhivåsite /

++ mukta-samåk¥rˆe vitåna-ådi-vicitritre //

tathå kußa-samit-toya-phala-pu∑pa-samanvite /

na^agny-abhyåße jala-abhyåße ßu∑ka-parˆa-caye^api vå //

na daµßa-maßaka-åk¥rˆe sarpa-ßvåpada-sevite /

na ca du∑†a-m®ga-åk¥rˆe na bhaye durjana-åv®te //

ßmaßåne caitya-valm¥ka-j¥rˆa-ågåre catu∑pathe /

nad¥-nada-samudråˆåµ t¥re rathyå-anatre^api vå //

na j¥rˆa-udyåna-go∑†ha-ådau na^ani∑†e na ca nindite /

na j¥rˆa-amara-sodgåre na ca viˆmūtra-våsite //

na cchardyåµ na^atisåre ca na^atibhukta-ßrama-anvita˙ /

na ca^aticintå-kulito na ca^atik∑ut-pipåsita˙ //

na^api sva-guru-karma-ådau prasakto yogam åcaret / (Ph,pp.93-94)
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（16）さて、［わたしは、］ヨーガの実修方法について述べよう。

「素晴らしい 時間、素晴らしい場所、さらに素晴らしい国土等において、

人気ない、生類のいない、音声の絶えた 、無難な、よく塗り込められた

地面を持つ、快適な、芳香花が薫る、自由で（++mukta）正しく覆われた、

天蓋等で飾られた、さらに、クシャ草・薪・水・果実を備えた、火の近く

でも、水の近くでも、枯れた葉の堆積［場］でもない、虻・蚊の襲来 も、

蛇・猛獣の居住もない、また、悪性の獣の襲来がなく、悪人の潜伏という

恐怖もない、墓地、チャイトヤ ・蟻塚・古家、四つ辻、川・小川・海の

ほとり、もしくは、大道内でも［なく、］古い庭園や牛舎等ではなく、忌

避されたり、非難されたる［場所］でない［坐処］において、嘔吐時でな

く、下痢時でなく、過食による倦怠感もなく、また、過度の思考で動揺し

てもおらず、また、過度の飢渇状態にもない［時に］、そしてまた、自ら

の師の仕事等に縛られることなしに、ヨーガを行ずべきである。（拙訳）
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Śvetåßvatara-Upani∑ads, Delhi[NagPub.Ed.]
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教学会主宰の公開講演会。

（2 ）『仏教学』第37号（1995年）61-77頁。なお、この石井論文が扱う「石壁を通りぬ

ける」ことと関連するヨーガ行者の自在力に関しては、本稿と同時に書き進めら

れた拙稿「ヨーガ行者の八種の自在力」（発表誌未定）参照のこと。

（3）1952年に初めてその全貌を現した『ヴィヴァラナ』は、大部であり内容も充実し

ている。さらに、著者が『ブラフマスートラ註解』の作者 Śa∫karaと同名である

こともあり、注目の書となった。あの Śa∫karaの真作か否かといった作者問題を

含めて、多くの意欲的な研究がなされている。Wezler[1983]によって、今日では、

Påtañjalayogaßåstravivaraˆa という呼称が一般的である。Trevor Leggett、

T.S.Rukmaniによって、既に2種類の全英訳 Leggett[1992] Rukmani[2001]も公刊さ

れるに到っている。第１章に関しては、本邦の中村元博士が『アーガマ』誌

（1979.12～1983.5）上にいち早く全和訳を発表されたし、張本研吾氏によって、

新たな校訂テキスト Harimoto[1999]が作られている。

（4）本多[1978] 144頁参照。

（5）この箇所を、待望の『ヴィヴァラナ』の最新全英訳を梵文テキストと共に刊行し

た Rukmani は、なぜか、“which are the names well-known in the sacred texts.”

（Rukmani[2001] , i ,p.367 , l .19）としている。これは致命的な誤訳であろう。

Leggett[1990]は “well-known from other authoritative works (ßåstra).”とまずまずであ

る。なお、「他の教学」に関しては、張本[1991]、Harimoto [1999],p.135,n.245を参
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照。

（6） Cf.Rukmani[2001],i,p.367.
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従う。
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（Śbh ad Ms -2-9-23:iv,pp.53-54を踏まえたものである。Våcaspatiの『バーマティー』

Bhåmatiの記述からもそのことが知れる。Cf.Bh,p.950,l.11...

（21）金倉[1980-84]下 497-500頁参照。

（22）これに関しては、『ヴィヴァラナ』ないし Śa∫karaとのからみで、張本[1991]が論

じている。

（23）『クリトヤカルパタル』、Wadekar[1996-97],i,p.312共に、この箇所は、devatå-åyatanaµ

と、中性単数主格をなしていて、文法的には、実際解読不能である。Kane は、

坐処考（金沢） （33）

― 358 ―



HDS,v,p.1431,n.2351で、Kkよりのその部分のサンスクリットテキストを引いてい

るが、何らコメントなしに、devatå-åyatana-ßūnya-ågåra-...と複合語として処理して

いる。拙訳（11）でも、実質そのように、処理している。

（24）この箇所の samupast¥rˆamånasaµ は解読不能である為、筆者は、samupast¥rˆam

åsanaµの誤記・誤植と考えたが、Wadekarも同様な修正を行っている。Cf.Wadekar

[1996-97],i,p.312,l.14..

（25）Cf.Wadekar[1996-97],i,p312,ll.13-19:<2410>...

（26）なお、Banerjiは、上引（xii）の最初の下線部と、Kane の英訳（HDS,v,p.1432）

を踏まえて、以下のような訳文を与えている。Banerji訳とKane訳はほぼ同じで

ある。解釈のポイントは、一つの複合語の支分をなす、giri-kandaraをどう解釈す

るか？　両英訳は、共に「山の洞窟」としているのに対して、拙訳では「山」と

「峡谷」と分けて訳してみた。これは、後に見る、（xv）を顧慮してのものであ

る。

.... a yogin should practise meditation in any of the following places:

shrine, empty house, mountain-cave, sands of a river, forest, pure spot free from danger.

(Banerji,p.50)

（27）Cf.HDS,v,p.1431,n.2351;Bssbh ad BsⅠ-4-28:p.430,ll.4-5.

（28）Devalaの名前を冠した『デーヴァラスムリティ』Devalasm®tiという著作が現存

していて容易に参照も出来るが、それは、たかだか90詩節からなるもので、後代

編纂されたものであると言われる。今は失われてしまった『デーヴァラスムリテ

ィ』ないし『デーヴァラダルマスートラ』Devaladharmasūtraよりのものと考えら

れているが、近年、種々文献からDevalaの名前と共に回収された引用が集成・分

類整理されて Wadekar[1996-97]が出版された。種々の意味で労作であり、今日

Devalaに参究するに当たって不可欠の研究成果であろう。Devalaの哲学的局面に

関しては、特に Wadekar[1997]ii,pp.143-205が有益である。なお、歴史的に見て、

Devalaに関しては、碩学 Kaneの研究が、最も充実している。さらに、「サーンキ

ヤ及びヨーガとダルマシャーストラの関係」を論じた箇所にも、Devala に関説す

るところが多い。Cf.HDS,i,pp.279- 284;v,pp.1352-1467.

（29）坐処を考える上で重要な、この「清らかな（ßuci）」という形容詞は、歴史的に

見ても『シュヴェーターシュヴァタラウパニシャッド』の用例（ii）に匹敵する

『マイトリーウパニシャッド』VI-30の “ßucau deße ßuci˙ sattva-stha˙ sad-adh¥yåna˙

sad-våd¥ sad-dhyåy¥ sad-yåj¥ syåd”（Maiup,p.839）「清浄な場所において、人は清浄

であり、サットヴァ［純質］の中に存在し、良く学び、良く語り、良く瞑想し、

良く祭るものであるべきである。」（湯田 [2000]594 頁）に於いては、ßucau 処格

［場所 deße処格］と ßuci˙主格の組み合わせで登場する。

（30）BSⅡ-1-3やBSⅡ-2-37に対する Śa∫karaの註釈に対する Våcaspatiの復註『バーマ

ティー』の中に、“hairanyagarbha-påtañjala-åde˙”（Bh,p.438,l.11）、“såµkhya-yoga-
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vyapåßrayå hiraˆyagarbha-patañjali- prabh®taya˙”（Bh,p.565,ll.6-7）と記される。詳細

は割愛するが、張本[1991]を参照。

（31）目下、『ヴィヴァラナ』の作者・成立問題で、Śa∫kara別人説の急先鋒に立つの

が、Rukmaniである。女史は、Rukmani[2001],i,pp.xxvii-xxviiiなどで、「『ヴィヴァ

ラナ』作者が、Ysbh ad YsⅡ-50を註釈するに際して、Våcaspatiの所説を踏まえて

いる」という前提の下で、その成立を Våcaspati以降と主張している。それに対し

て、Harimoto[1999]p.57は、“I do do not think the reference to the terms pūraka and

recaka...may be considered to refer exclusively to Våcaspati's commentary. Those terms

are generic to yogins.”とした上で、むしろ、『ヴィヴァラナ』作者のその註釈の典

拠を、「ヒラニヤガルバのヨーガ教学」に帰して、Rukmaniの所説に根拠薄弱であ

るとの疑義を表明している。『クリトヤカルパタル』の引用するDevalaの所説を踏

まえて、Kaneは、“The words ‘recaka’,‘pūraka’ and ‘kumbhaka’ also must be, however,

regarded as ancient enough.”（HDS,v,p.1439）と言い、Banerjiは、Devalaが “Recaka,

Pūraka and Kumbhaka which constitute Pråˆåyåma.”（Banerji[1995],p.51）に言及、定

義していると言う。この点も、『ヴィヴァラナ』と「ヒラニヤガルバのヨーガ教

学」と Devalaの関係を伺う上の一つの資料となるであろう。Cf.Kk,p.170;Wadekar

[1996-97],i,p.311. なお、『クリトヤカルパタル』に引かれ、現れるのは、kumbha,

recana,pūraˆaという語形である。注意を要する。

（32）『ヴィヴァラナ』の作者問題は未だ決着を見ていない。Śa∫karaは初めヨーガ哲

学徒であったが、後にヴェーダーンタに転じて、今日 Śa∫karaの著作として知ら

れる数々の著作を著したという、強力な仮説を提示して、Śa∫kara同一人説の流

れを生み出した P.Hacker以降、それに異を唱える学者たち、さらに文献的にその

問題に決着をつけようとする学者たちの熱狂ぶりはかなりのものがあった。その

流れは、『ヴィヴァラナ』研究の成果を集大成したものと大いに期待させた

Rukmani女史による英訳付きサンスクリット・テキスト（Rukmani[2001]）の刊行

までを先取りする形で、その研究史の通観とご自身の研究成果をまとめた張本健

吾氏の学位論文 Harimoto[1999]pp.1-136 “Introduction”に就くのがベストであろう。

（33）類似の記述が、各種法典にある。例えば、『ヤージュニャヴァルキヤ法典』

Yåjñavalkyasm®tiⅠ-18には “antarjånu ßucau deßa upavi∑†a uda∫mukha˙ / pråg vå

bråhmeˆa t¥rthena dvijo nityam upasp®ßet//18//”（Yvs I-18:p.7）「ドヴィジャ（上位三

身分）は、膝の間に［右手を置き］、」清浄な場所に北もしくは東を向いて座り、

［右掌にある］ブラフマンへの通路（ティールタ）を用いて［水に］触れる（水

を啜る）のを常とすべし。」（井狩渡瀬[2002] 15-16頁）とある。Devalaの所説と同

様、「北面ないし東面して」となっている点は重要である。

（34）渡瀬[1991] 50-51頁参照。

（35）Medhåtithiが言う åcamana-vidhi（Me ad MsⅡ-70:p.270）、この儀礼そのものにつ

いても、さらに詳細に検討する必要があるが、本稿ではそれを断念する。
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（36）Cf.Olivelle[2000],p.123.

（37）張本[1991] 457頁参照。

（38）この３シュローカのうち、第１のものが、Mp XLI-21:p.239、第２＆第３が、Mp

XXXIX-48b～50a:p.231に相当する。

（39）Cf.HDS,v,p.1431.

（40）本稿執筆の過程で、Harimoto[1999]を拝読する機会を持った。『ヴィヴァラナ』

の作者問題に関心を持ち、A.Wezlerや先年物故されたW.Halbfassの論文等が出る

度に、貪るように読みあさってきた筆者ではあったが、うかつにも、それを今日

まで通読することを怠ってきたのである。その Introductionにおいて展開されて

いる氏の精緻な論述に啓発されるところが多々あった。Harimoto[1999],p.135,n.

245が言う張本[1991]の増広版とも言うべき英文の論攷が既に発表されているか

は、残念ながら不明である。Cf.Wezler[2001],p.302,n.54.

（41）森氏は、アッタカターに基づく訳注を付しているが、「洞窟」に関しては、「giri-

gūha<ﾏﾏ>.二つの山の間にある場所がトンネルのようになっている大きな裂目」

（森[2003] 604頁）とし、「面前に注意力を集中して」に対しては、「業処（禅定を

実習するとき、心を集中させる対象物）に向けて注意力を専注して、という意味」

としている。片山訳にも、類似の訳注が付されているが、特に「全面に念を現前

させ」に対する補注が有益である。片山[2003] 213頁、416頁参照。

（42）『プラパンチャフリダヤ』に関しては、拙稿「Prapañcah®daya試論―一匿名作品

の歴史的位置づけ―」『駒大仏教学部論集』44号（（昭61年）398-377頁参照。
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