
１. マインドフルネス」は禅ではない

２.注意集中と只管打坐

３. マインドレス」から「マインドフル」へ

４. 気づき」の正体

５. 有りのまま」と「あるがまま」

６.坐禅は習禅にあらず

７. マインドフルネス」の可能性

マインドフルネス」は，近年，欧米で様々な取

り組みがなされ，企業や教育，医療などの現場に

おいても導入され，その動きが活発化し，世の脚

光をあびている。いまや“ブーム”ともいえる「マ

インドフルネス」は，アメリカのマサチューセッ

ツ大学のジョン・カバット・ジン（John,Kabatt-

Zinn,1944～）が，1970年代末に，ヨーガや瞑想

の自身の経験から，初期上座部仏教「ヴィパッサ

ナー瞑想」がストレス低減に有効であるとして，

あえて仏教色を取り除いて現代的にアレンジした

新しい療法である。しかし，当時は，現在ほど注

目されず，その後は，「行動療法」の一環として，

普及していくようになった。また，1980年代以降，

世界的にみて，瞑想に関する科学的研究も，低迷

状態が続いた中，1993年，ジョン・カバット・ジ

ンが来日し，「マインドフルネス」瞑想を含めた，

ワークショップが開催されたが，今のように世の

関心を強く引くことはなかった。ところが，2000

年代に入ると，「東洋志向」の関心が高まり，アメ

リカ現代社会に欠けていて，しかも仏教が重視す

る，「今」への集中である「マインドフルネス」瞑

想が，改めて注目されるようになった。

このような，文化的・社会的時代背景のなか，

仏教的思想を基に，欧米で開発された「マインド

フルネス」療法が，仏教国，日本で現在急速に広

まっている。「マインドフルネス」創始者のジョ

ン・カバット・ジンは，初期の訳本（1993）にお

ける“日本の読者のみなさんに”という序文の中

で，「マインドフルネス瞑想」というのは“今とい

う瞬間に完全に注意を集中するという方法です。

これは仏教における瞑想の中核といわれており，

禅宗をはじめとして，そのほかの仏教宗派でも非

常に重んじられているものです」といい，自分が

道元により禅の影響を大きく受けたことを表明し

ている。また，2012年，二度目の来日の際，「この

新しい精神療法の基本概念は，道元禅師の曹洞宗

である」とはっきり言いきっている（貝谷，2016）。

このようなことから，本論においては，多少の違

和感がありながらも止まることなく普及する「マ

インドフルネス」瞑想法と，ジョン・カバット・

ジンが多大な影響を受けたという道元禅の「只管

打坐」とを比較検討して，本当の「マインドフル

ネス」を探ってみたい。

１. マインドフルネス」は禅ではない

「マインドフルネス(mindfulness)」という言葉

は，「マインド mind（心）」＋「フル ful（～で満

ちた）」＋「ネス ness（状態）」からなる。したがっ

て，「マインドフルネス（mindfulness）」は，「心

が満ちた状態」や「心いっぱいの状態」といえる。

ところで，この「心の満ちた，マインドフル

（mindful）な状態」とは何を意味するのか。マイ

ンドフル（mindful）という形容詞は，「よく覚え
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ている」ことを表わす言葉であり，「心をとどめて

おく」，「気を配る」，「～に気をつける」，「～を心

がける」など，日常よく使われている。また，心，

精神，知性などを表わすマインド（mind）は，「～に

気をつける，心がける」，「～に注意する」などを

意味する動詞でもある。このようなことから「マ

インドフルネス（mindfulness）は，一般的には，

「マインドフル状態」すなわち，「充分に注意をし

ている，気を配る心の状態」と理解してもよいだ

ろう。また，心理学的には，「判断することなしに，

今，経験している，さまざまな考え，感情，感覚

だけに集中させるテクニック，また，そのテクニッ

クを使って維持される心の状態（Random House
 

Dictionary）というのが，「瞑想マインドフルネス」

の一般的意味として分かりやすい。本来の「充分

に注意している心の状態」を表わす「マインドフ

ルネス」という語は，16世紀頃から一般的に使わ

れていたが，当時のスペルは“myndfulnesse”，

“myndfulness”，あるいは“mindefulnesse”，

“mindfulnesse”と，いろいろであった。現在の

“mindfulness”の初出は1817年といわれている

（菅村，2016）。

近年，仏教瞑想の総称として使われているMin-

dfulnessは，1881年，イギリスのThomas Rhys
 

Davids（1843-1922）が，『東方聖典叢書（Buddhist
 

Sutras）』を翻訳する際に，パーリ語の「サティ

（sati;梵 smrti）」を「マインドフルネス（mindful-

ness）」と英訳したのが最初である。Satiは，漢訳

では「念」，あるいは「憶念」と訳されたが，それ

を基に英訳では，「注意する」，「気をつける」，ま

た，和訳では「気づき」などと表現されるように

なった。漢訳の「念」は，「今」＋「心」からなる

「今を知る心」でもあり，「今・ここ」に注意する

「マインドフルネス」の一端が窺える。また，パー

リ語のサティ（sati）は，思い出すという動詞

「sarati」の名詞形であり，「心に念じ，記憶して

忘れない」という漢訳「憶念」には，忘失せざる

「不亡念」の意味もある。道元禅師は，ブッダ同

様，最後の説法「八大人覚」の「不亡念」につい

て，「五には不亡念。亦た，中正念と名づく。法を

守って失わざるを，名づけて正念と為す。亦た不

亡念と名づく」と，『遣
けん

教
きょう

経』を引用し，さらに，

「不亡念」及び「正念」をとり上げ，言及してい

る『正法眼蔵・八大人覚』。

正念」は，さとり（菩提 bodhi）に至る修行

法をまとめた「三十七菩提分法（道品）」，すなわ

ち，①四念処（住），②四正勤（四正断），③四如

意品（四神足），④五根，⑤五力，⑥七覚支（七覚

分・七覚意・七菩提分），⑦八支正道（八聖道）の

うち，八正道（正見，正思惟，正語，正業，正命，

正精進，正念，正定）の７番目「正念」である。

先述の『仏教の経典（Buddhist Sutras）』におい

ては，「八正道」（Noble Eightfold Path）という

八つの教えのうち，「Right Mindfulness（正念），

正しいマインドフルネス」という記述が認められ

る。従って，Right Mindfulness（正念）は，パー

リ語「Samma-Sati，サンマ-サティ」に当てられ

た訳語であることが分かる。初期仏教（テーラワー

ダ）経典には，様々な実践修行の教えが説かれて

いるが，部派仏教アビダルマの時代に「三十七菩

提道品（三十七菩提分法）」として，さとり（菩提

bodhi）に至る７種類の修行法がまとめられた。

「念」とは，本来，「記憶」という意味合いである

が，「八正道」７番目の「正念」では，mindful（注

意深く）and thoughtful（思慮深い）という意味に

なり，「常に落
・
ち
・
つ
・
い
・
た
・
心の行動（状態）」を表わ

している。ブッダが，最初と最後の説法において，

「苦・集・滅・道」四聖諦の，「苦」から解放され

るための具体的手段であり，苦行・楽欲の両極二

辺を離れた，中道の修行法として説いたものが，

「八正道」および「正念」である。

八支正道は，八つの項目それぞれが，相互に浸

透しあう「まとまり」の修行システムといえる。

八正道は，「すべてが相互につながり合って生起す

る」，依ってある関係，すなわち縁起-無我なる実

践である。

１. 正見」は，仏教の真理である四諦（苦・集・

滅・道）や，十二縁起の現法などを自覚する正

しい見解，見通し。

２. 正思惟」は，正しい意業で，おこないを正し，

無我にもとづき，四諦や縁起の現法を正しく思

惟する。

３. 正語」は，正しい語業で，人とのつながり，

豊かな関わり，無我の立場から真実を語る。

４. 正業」は，正しい身業で，戒律を守り，身心

のおこないを正す。

５. 正命」は，身・口・意の三業を清浄にする正

しい生活。

６. 正精進（正方便）」は，強固な自我意識を否

定するための継続的な正しい努力。
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７. 正念」は，正しい見とおし（正見）実現の努

力（正精進）の目標を常に心に留める。

８. 正定」は，心を心底から統一し，自他対向・

対立なしの正しい禅定にもとづく修行の維持。

最初の，現実を正しく見とおす「正見」は，以

下，七正道の目的（目標）であり，修行実践の方

向づけとなる重要な働きである。次いで「正思惟」，

「正語」，「正業」の三正道は，身・口・意の勤め

を正しく行うことであり，正しい生き方の「正命」

は，「正思惟」，「正語」，「正業」の統合，「正精進」，

「正念」，「正定」が正しい修行の勤めとなる。「正

見」は，すべてが相互のつながり，縁起であるこ

との見極めであり，「正念」の実現に関して，「私」

なしの心底・深底の「意図」現成が「正思」，その

「意図」を日常生活において実行するのが「正語」，

「正業」，「正命」となる。このように，「八正道」

は，自我中心の迷いの此岸から，無我縁起の悟り

の彼岸に至るための修行である。

「マインドフルネス」は，「正見」に相応した「正

念」，すなわち，「正
・
し
・
い
・
マインドフルネス（Right
 

mindfulness）」でなければならない。「た
・
だ
・
のマイ

ンドフルネス」におけるSati（念）は，いわば一

般的な「雑念」であり，仏教で否定される「わた

くし」中心の自我意識を生ずる。「雑念」は「邪念」

につらなり，「八正道」に対する，邪見・邪思・邪

語・邪業・邪命・邪精進・邪念・邪定は「八邪」

といわれ，全く否定さるべきものである。仏教に

おける「正しい」とは，悟りに直結するものであ

り，さまざまの見解があると思うが，これまで検

討してきた仏道の点からみれば，

・「あるがまま」の離妄念・分別，如実正理であ

ること。

・両極端に偏らぬ，中道，離二辺であること

・すべてが平等，普遍妥当であること。

などが，最低不可欠の条件となろう。結局，仏教

における「正」とは，すべてがつながり，関係し

合う「縁起」の現われを守り，従うのが，「正」で

あり，「善」である。逆に，この正理を背し，無視

するのが「邪」であり，「悪」ということになる。

「正しいマインドフルネス」は，「正念」でなけれ

ばならない。それは，「自我」に伴う邪念を捨て，

「無我」に現わる正念を守る，見とおし，洞察，

「気づき」の「マインドフルネス」といえよう。

部派仏教の時代，「三十七菩提分法」としてまと

められた七種類の修行法は，仏教至高の目的であ

り，すなわち涅槃を実現するための智慧を得るこ

とを，究極的な目的として定められたものであっ

た。とりわけ，「八正道」は「正しいマインドフル

ネス」の源となることが明らかである。こうして，

「マインドフルネス（mindfulness）」は，「サティ

（念）の英訳語として落ち着き，定着し，仏教が

東洋から西洋へと広まっていくにつれて，「苦しみ

から解放されるための修行，方法，メソッド，技

術，テクニック＝（瞑想）」といった意味を帯びて，

広く，深く，だんだんと浸透してゆく。

マインドフルネス」が仏教という枠組みを超

え，一般的な生活を送る人たちのストレス対策法

として広まることになったのは，ジョン・カバッ

ト・ジン（Jhon Kabat-Zinn）の功績によるところ

が大きい。「マインドフルネス・ストレス低減法

（Mindfulness  Based Stress  Reduction:

MBSR）を創始したカバット・ジンは，「マインド

フルネス」を次のように定義している（1990）

“Mindfulness means paying attention in a
 

particular way;on purpose, in the present
 

moment,and nonjudg-mentary.（マインドフルネ

スとは，意図的に，今この瞬間に，判断なしに注

意を払うこと）”。そして，『Full Catastrophe Liv-

ing』の訳書，初版の序文で，「マインドフルネス瞑

想法」というのは，“今”という瞬間に完全に注意

して集中するという方法です。これは仏教におけ

る瞑想の中核といわれており，禅宗をはじめとし

て，そのほかの仏教宗派でも非常に重んじられて

いるものです」と述べている。果たして，カバッ

ト・ジンのいう「マインドフルネス」は「禅」な

のであろうか。

２.注意集中と只管打坐

ジョン・カバット・ジンの「mindfulness」の定

義には，重要なポイントが３つある。

１.「意図的に」注意を払う。

２.「今という瞬間」に注意を払う。

３.「判断なし」に注意を払う。

この３点を満たした心の状態，すなわち「注意

集中」が，「マインドフルネス」であり，「マイン

ドフル瞑想法」は，この３点を満たして「マイン

ドフルネス」に至るための，方法・手段・method・

technicなのである。ところが，今日の「マインド

フルネス」ブームにおいては，「マインドフルネス」

を指向するテクニック，それを「マインドフルネ
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ス」と見做すことが多い。日本マインドフルネス

学会では，マインドフルネスを「今，この瞬間の

体験に意図的に注意を向け，評価せずに，とらわ

れのない状態で，ただ観ること」と定義する。「な

お，“観る”は，見る，聞く，嗅ぐ，味わう，触れ

る，さらにそれらによって生じる心の働きをも観

る，という意味である」と公表している。ここで

は，五感によって法を観るという仏教の特性を活

かしているようであるが，基本的には，カバット・

ジンの要点そのものである。

『Full Catastrophe Living』において，カバッ

ト・ジンは「私は，この“注意を集中する”こと

を“マインドフルネス”と呼んでいます」（訳書P.

34）。そして，「瞑想とは，意識的に心や体を観察

して，今という瞬間から次の瞬間に向けて体験し

たことを，あるがままのものとして受け入れるプ

ロセスなのです」。このように，簡単なる説明に加

えて，「マインドフルネス瞑想法」に取り組むに当

たって，相互に関連する七つの基礎的態度を挙げ

ている。

１.自分で評価を下さない Non-judging

２.忍耐づよいこと Patience

３.初心を忘れないこと Biginer’s mind

４.自分を信じること Trust

５.むやみに努力しないこと Non-compassion

６.受け入れること Acceptance

７.とらわれないこと Letting go/be

以上の七つの態度である。また，正式な瞑想トレー

ニング法について，次のような説明がある。

マインドフルネス瞑想法を習得する最も簡単

で効果的な方法は，呼吸に注意を集中しながら，

その間にどんなことが起こるかを観察するという

方法です。・・・体の一部が呼吸と一体になる感覚

を意識し，その一体感を意識の中心に据えるとい

うことです。・・・呼吸に注意を集中するというこ

とは，文字どおり“注意を集中する”こと以外の

何ものでもありません。・・・呼吸を自分に強制し

たり，深く呼吸しようと努めたり，呼吸のパター

ンやリズムを変えたりということをする必要はあ

りません。・・・呼吸を意識し，そこに生じてくる

感覚を感じとる，ということなのです。この方法

で，呼吸に注意を集中するようにすれば，いつ，

どんなときでも，その瞬間に瞑想的意識をもたら

すことができるようになります。

患者たちの多くは，瞑想トレーニングを繰り返

すうちに，腹部をリラックスさせた状態で呼吸す

ると効果があがるということが分かってきます。

これがいわゆる腹式（横隔膜）呼吸法です。・・・

腹部での呼吸を意識すると，気持ちが落ち着いて

きます。・・・呼吸を意識する場所を鼻や胸ではな

く，もっと下の腹部にもってくれば，心の動きに

もあまり左右されず，よりおだやかな状態を作り

出すことができます。特に，感情的になっている

ときや“心の中にいろいろなことが浮かんでしま

う”といったときは，落ち着きとバランスを保つ

ために腹部で呼吸するといいでしょう」（訳書P.

78-82）。以上は，「マインドフルネス」および「マ

インドフルネス瞑想」について，カバット・ジン

の言葉を集め，まとめた概要の説明であるが，こ

れは，端的に言って「呼吸への注意集中」以外の

何ものでもない。

マインドフルネス瞑想法（MBSR）」は，呼吸

など，一定の対象に注意を集中させるFocused
 

Attention（FA）の前半の段階，サマタ（止）と，

その注意を広げ，分別し，すべてを観察するOpen
 

Monitoring（OM）の後半の段階，ヴィパッサナー

（観）からなる。まず，前半のサマタ瞑想におい

て，呼吸，身体の動きなど，特定の対象に注意を

向け続けることができるようになり，集中力を得

る（サマタ「止」）と，後半は，いろいろなものに

気を配り，「いま，ここ」での体験を感じ取って「注

意の分別」をするヴィパッサナー「観」瞑想であ

る。プログラムの前後では，腹・胸の辺りに注意

集中し，後半では，息が体全体に流れていくよう

なイメージで呼吸する，両者合わせての「止観」

法といえる。

Mindfulness瞑想で，「息が出たり入ったりする

ことに注意を集中し，それを観察します。これは

集中力を養うための一般的な方法です」（訳書P.

87）というのは，『サティパッターナ・スッタ

（Satipatthana Sutta），『念処経』の「四念処（身・

受・心・法）」や，『アーナーパーナサティ・スッ

タ（Āna Pana-Sati Sutta・安般念・大安般守意

経・安那般那念）』などを基に，具体的に適用した

『マインドフルネスの基盤』（Nyamasatta,

1960）である。

『大安般守意経』に「安は入る息を名づけ，般は

出る息を名づける。息を念じて離れなければ，安

般と名づける。意を守るとは，（心の働きを）止め

ることができるように欲することである」とあり，
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入息，出息への集中は，Sati－念－守意－気づき－

mindfulnessの状態にあって，意識をつなぎとめ

る重要なる役割をはたしていることが分かる。

Sati－「守意」とする安世高の漢訳『大安般守意経』

は古くから知られているが，近年，Sati訳の多く

は「気づき」であって，「意を守る」という本来の

意味が失われている。先述の『三十七菩薩分法』

における四念処，四如意足，五根，八正道などは

「観」の修行，四正勤，五口，七覚支が「止」の

修行とする観方もあるが，「止観」の修行は多くの

場合，併用されるので，明確な区分けはできない。

入息・出息に対する注意集中－観察に関わる，

ブッダ当時の修行法は，『解脱道論』や『清浄道論』

など，さまざまなパーリ経典に説かれている。『雑

阿含経』第29・第10経には，「入息と出息を念じ，

実修しなさい。そうすれば，雑念に染まることも

なく，迷いを断ち，さとりに入るであろう」と，

数息観の実修が説かれている。その他，インド仏

教における修行法として，（１）四禅（２）四無量

心（３）四無量定（４）六妙門（５）十六特勝（６）

九想（７）八念（８）十想（９）八背捨（10）八

勝処（11）十一切処（12）九次第定など，このう

ち，先の『大安般守意経』に，ある時は坐となし，

ある時は行となす，対象と向かい合う禅定修行の

数息・随息・止と，自己と向かい合う智慧を開発

するための観・還・浄をあげる「六妙門」の他，

数息観と16種に拡充して，特に優れた「十六特勝」

は，呼吸を修める行法である。

呼吸への注意集中はサマタ（止）のマインドフ

ルネスであるが，一方，ありのままに見る（如実

知見）の洞察智を通して解脱に至る「気づき」の

確立に関する瞑想実践の教えが体系化された

（Sati-patthana,sutra「念処経」，「念住経」）。こ

のサティパッターナ・スッタは，マインドフルネ

スに関して最もよくまとまった基本聖典であり，

Satiが「マインドフルネス」の原語となった。し

かし，現在の「マインドフル瞑想」は，必ずしも

このような仏教経典を直接的背景として生まれた

わけではない（Gethin, 2011）。マインドフルネス

は「正念」そのものではなく，「最小限のありのま

まの注意」bare attention（Nyanaponika Thera,

1954）とする見解のあと，欧米では「マインドフ

ルネス」は「気づき」や「ありのままの注意」と

する見方が広まり，「サティ瞑想」から「ヴィ（直

観的，分析的，洞察的）」＋「パッサナー（見る）

すなわち“如実知見”のヴィパッサナー瞑想がよ

りふさわしいと見なされるようになった。

さて，ジョン・カバット・ジンのマインドフル

ネス瞑想法の後半の段階は，「いろいろなものに同

様に気を配る，同時に感じとる」注意の分割，拡

大，すなわちヴィパッサナーであった。「自分の存

在を意識する」５段階からなる，「静坐瞑想のエク

ササイズ，１.呼吸と共に座る，２.呼吸と体の一

体感を味わいながら座る，３.音と共に座る，４.

心の中の思いと共に座る，５.あるがままの意識と

共に座る」という５段階中，終盤の４段階の１で，

「呼吸に対する注意が比較的安定してきたら，今

度は心の中の考えや思いのプロセス自体に意識を

向けて下さい。呼吸から離れて，浮かんでくる思

いや考えに注意を向けて，ひたすら観察してくだ

さい」。４段階の６では，「“私が”とか“私を”と

か“私の”といったように，“私”が中心になるよ

うな思いに注意し，それに対して“あなた”がど

んな風に感じているかを注意深く観察してくださ

い」。４段階の９，「何かをどん欲に求めたり，切

望したり，手に入れたいと思ったり，執着したり，

といった思いに注意してください」。そして最後の

５段階の１では「何もせずに，何にも注意せずに，

ただ座っていてください。何かに執着したり，何

かを求めてはいけません。意識を完全に開放し，

意識の領域に入ってきたものはすべて受け入れ，

去っていくものは去るに任せて，それをじっと観

察する練習をしてください（訳書P.114）。呼吸に

注意することは「マインドフルネス瞑想法」のあ

らゆる面での基本となります。静坐瞑想法にして

も，ボディースキャンにしても，ヨーガ瞑想法や

歩行瞑想法にしても，すべての瞑想法に必要なこ

とです。また，一日を通じて呼吸に注意を集中す

ることによって，毎日の生活の中で，常に意識を

覚醒させておくことができます」。

以上，カバット・ジンの「マインドフルネス」

および「マインドフルネス瞑想法」実践における

要点をまとめて示したが，結局，「マインドフルネ

ス」は現前する呼吸への注意集中，すなわち“あ

りのまま”の「気づき」ということである。果た

して，この「マインドフルネス」は「禅」なので

あろうか。

釈尊以来の仏教の修行法は，基本的に「観」と

「止」に大別できる。それに対して道元禅師の「只

管打坐」は，如何なる修行法になるのか。『普勧坐
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禅儀』を通して検討してみよう。『普勧坐禅儀』は，

仏法を学ぶために中国に留学していた道元禅師

が，帰朝して，普く人々に意義，方法，注意点な

ど，坐禅の要諦を記した短い書物である。756文字

の四六 体で，序文（序論）・正宗文（本論・坐

禅儀）・流通文（結論・普勧）の３部からなる。序

文では，真理は，あたりまえに世界にあふれてい

る。どこかに隠れているものではない。その大自

然での理法を感得することに，特別な修行や悟り，

技法などは要らない。身と心が坐禅になりきった

とき（自然身心脱落），真理はありのままに，目の

前にあらわれる（本来面目現前）。この道理を知り

たいと思えば（欲得恁 事－急務恁 事），実際の

坐禅以外に方法はない。自然に身心脱落して，本

来の面目現前せん。恁 の事を得んと欲せば，急

に恁 の事を務めよ。端坐六年のブッダ，面壁九

年のダルマ，昔の偉大な方々は，これほど坐禅を

重んじた。今，我々が坐禅をしなくて良い道理が

どこにあろうか。

前段に次いで，夫参禅者・・・と，実際に坐禅

行の具体的方法，すなわち調身・調息・調心が説

かれ，「非思量－これすなわち坐禅の要術」なるこ

とが示される。いわゆる「坐禅は習禅にあらず，

ただこれ安楽の法門なり，菩提究尽の修証なり，

公案の現成である。坐禅とは，頭による思量・理

解ではない。そういった頭のはたらきから離れた

是非や善悪といった分別を忘れさったところに，

自他を隔てる壁が消え，自己と坐禅が別ものでな

く一体として，世界そのものとなる。それが「

管の坐禅であり打座である」。「非思量これ坐禅の

要術なり・・・もしこの意を得れば，まさに知る

べし，正法，自ら現前す」，さらに最後の流通文に

おいて，「専一功夫，正是弁道ただ打座を務め

て，・・・ 管に参禅弁道し，・・・久しく恁 を

為さば，須らく是れ恁 なるべし，宝蔵，自ら開

けて，受用意の如し」と結ぶ。これが道元禅の神

髄たる『普勧坐禅儀』の全貌であるが，ここに「只

管打坐」の言葉はない。「 管参禅弁道」がそれに

当たるといえるが，道元禅の“マインドフルネス”

ともいうべき只管打坐－身心脱落－現成公案－自

己受用の道すじをどう読むべきか，『普勧坐禅儀』

の正宗文に，

夫参禅者 静室宜焉 飲食節

放捨諸縁 休息万事

不思善悪 莫管是非

停心意識之運転

止念想観之測量

莫図作仏 豈拘坐臥乎

との記述がある。ここに，「心意識の運転を停め」，

「念想観の測量を止める」とある。前半の「心・

意・識の運転」という表現は，「サマタ」すなわち

「止」を意味しており，後半の「念・想・観の測

量」という表現は，「ヴィパッサナー」すなわち，

「観」を意味するという一般的な見解から，道元

禅においても，「止観」のけじめが，きちんとなさ

れている，と注解されることも少なくない。しか

るに，道元の坐禅が，前半に心意識の運転，後半

に「念想観の測量」という配置で展開すれば，こ

れは初期仏教瞑想における「止観」の実践に通ず

るもの，とする安易な注解は成り立たない。道元

禅においては，「心意識の運転」も「念想観の測量」

もともに停・止なのである。『坐禅儀（正宗文）』

初頭のこの件は，道元作の漢文ということもあり，

読解困難な箇所が多い。それ故，本来の漢文法か

らして，肯定項の否定文脈が，逆に否定項を肯定

する読みに解釈されるようなこともあり得るので

ある。また，道元の著作には，順逆どちらの読み

方も可能であるし，ほとんどの場合，その両者の

意味をなす文脈となっていることが多い。

そこで，道元禅の「只管打座」がいかなるもの

か，その内容を明らかにするために，「夫参禅

者・・・」以下に表出の語句を同心円状に配列し

てみよう（図１）。まず，外的事象と自己とをつな

ぐ一切の「諸縁が放捨」されて，第一の円周が脱

落する。次に，自己のいま従事している仕事ない

し課題をなげ出して「万事を休息」すれば，第二

円周が脱落し，外部とのつながり，すなわち外的

関係系が断たれる。第三に，自己の内部において，

世間的な「善悪を思わず，是非を判断する」こと

を止めれば，第三円周が脱落する。第四に，一切

のはからいを捨て，思考を通してものをみること

を止めれば，第四円周が脱落する。第五に，過去

を思い，未来を想像し，現在を観察する「念想観」

を止めれば，第五円周が脱落して，内的関係ない

し課題との関係系が消失する。最後には，「作仏を

図る」心，すなわち坐禅によって悟りを得て，覚

者（仏）になりたいという願いをも捨て去らねば

ならない。また，本来ある真実を，はからいや思

考で求めようとする，誤った「有所得」，「有所求」

の心をも捨てていく。すると，あとに残るものは
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何もない。「何もしない」という「無為」だけにな

る。すなわち，人間的「はからい」ないし課題を

一切合切，捨て去り，「何もしない」ということに

なりきるのが坐禅の重要なことである。

いま，このような「捨意・はからいなし」の過

程に従って，図１のⅠ，Ⅱ，Ⅲを捨てていくと，

自我と自我以外のものとの外的関係系が消失す

る。さらに，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵが捨離されるならば，自

我自身との内的関係系も消失する。結局，坐禅の

「調心」の過程では，一切の外的関係系，内的関

係系からの離脱，すなわち「無為」の状態が実現

する。今までの関係系は消失して「自我」が解体

し，思考，「はからい」で勝手に解釈する状態を超

えたとき，正に，ここに「無我の実現」があり，

真の自己が生き生きとはたらき出してくる，とい

うのが仏教の教えである。『普勧坐禅儀』に詳細な

る説示はないが，只管打座して身心脱落，無心無

我なる自己本来の面目現前，というのは，この過

程に依ってなると考えられる。

このようにみてくると，道元禅における坐禅は，

「止」に非ず，「観」に非ず，「止観」に非ざる「只

管（ 管）」の打坐ともいえる。したがって，意を

捨て，念を断ち，観想を離れる，只管に「捨」の

管打坐は，「守意」するサティ（念）のヴィパッ

サナー瞑想とは真逆のものとなる。ところで，こ

の「只管打座」によってもたらされる「身心脱落」

については，『普勧坐禅儀』序文において一ヶ所の

み，「自然身心脱落」の記述があるが，その内容に

ついて，詳しい説明はない。

『正法眼蔵・（三昧王三昧）』には，結 坐およ

び身心脱落について，そのありようと，その功徳

が説かれている。

まさにしるべし，

坐の尽界と余の尽界と，はるかにことなり。

この道理を諦めて，

仏祖の発心・修行・菩提・涅槃を弁肯するなり。

正当坐時は，尽界それ竪なるか，

横なるかと参究すべし。

正当坐時，その坐それいかん。

飜巾斗なるか，活 地なるか，

思量か，不思量か，作か，無作か。

坐裏に坐すや，身心裏に坐すや，

坐裏身心裏等を脱落して坐すや。

恁 の千端万端の参究あるべきなり。

身の結 坐すべし，

心の結 坐すべし，

身心脱落の結 坐すべし。

道元は，「参禅者・身心脱落世， 管打坐始得。

不要焼香・礼拝・念仏・修懺・看経」

という先師如浄の語を挙げ，さらに説く，

打坐の仏法なることをあきらめたるまれなり。

たとひ打坐を仏法と体解すといふとも，

打坐を打坐としれるいまだにあらず。いわんや

仏法を仏法と保任するあらんや。さらに，

心の打坐あり，身の打坐とおなじからず。

身の打坐あり，心の打坐とおなじからず。

身心脱落の打坐あり，

身心脱落の打坐とおなじからず。

既得恁 ならん，仏祖の行解相応なり。

この念想観を保任すべし，

この心意識を参究すべし。 （三昧王三昧）

ここで道元は，「参禅とは身心脱落である。 管

打坐して，はじめて得ることができるのであって，

焼香も，礼拝も，念仏も，修懺も，看経もいらな

い」・・・・身心脱落の打坐あり，身心脱落の打坐

と同じからず，既得恁 ならん，仏祖の行解相応

なり。この念想観を保任すべし，この心意識を参

究すべし。と説いている。しかるに『普勧坐禅儀』

（正宗文）においては，「夫参戦者・・・心意識の

運転を停め，念想観の測量を止める」打坐であっ

た。いわば，非止観，莫図作仏の坐禅であったが，

「身心脱落の打坐と同じからず」においては，「こ
・
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の
・
念想観を保任」し，「こ

・
の
・
心意識を参究」するの

である。このような両者の違いをどう解すべきか。

「三昧王三昧」巻の前年に説示された「仏経」巻

に，同じく「先師尋常道，我箇裏，不用焼香，礼

拝，念仏，修懺，看経， 管打坐，弁道功夫，身

心脱落」と先師如浄の言葉を引き，つづいて「ま

さにしるべし・・・脱落の看経あり，不用の看経

あること，参学すべきなり」と結んでいる。思う

に先の「身心脱落と同じからず」の「脱落」と，

この「脱
・
落
・
の看経」における「脱落」は「脱落身

心」と読むべきであろう。すなわち，只管打坐し

て身心脱落のあとには，仏向上して「脱落身心」

の看経もあり，看経不用，「脱落身心」の看経もあ

り得るということである。いわば，道元禅の「只

管打坐」は，「身心脱落」の「止」から 管「脱落

身心」の「観」になる，仏向上の「止
・
観
・
打坐」で

ある。したがって，「脱落の看経」ありというのも，

脱落身心，仏向上の「看経」と読めるのである。

「仏経」巻においては，その冒頭で，経巻が身

心であり，坐臥経行なることが説かれている。「い

はゆる経巻は，尽十方界これなり。経巻にあらざ

る時処なし。・・・尽十方界の目前に現前せるは，

これ得是経なり。この経を読誦通利するに，仏智・

自然智・無師智，こころよりさきに現成し，身よ

りさきに現成す。・・・文先句外。向下節上の消息。

すみやかに散華貫華なり。・・・いはんや挙頭脚踉，

杖払子，すなはち，古経新経なり，有経空経な

り。在衆弁道，功夫坐禅，もとより頭正也仏経な

り，尾正也仏経なり。菩提葉に経し，虚空面に経

す」と記されている。次いで，「貧道，出息，衆縁

に随わず，入息，蘊界に居せず。常に如是経を転

ずること百千万億巻なり。但だ一巻両巻のみに非

ず」という般若多羅尊者の言葉が引かれ，吐く息，

吸う息のところで，経典（如是経）が動いている

のをよく学んでみるべきであると示されている。

この第二十七祖，東印度の般若多羅尊者の話は，

『坐禅箴』，『仏向上事』の前年に衆示された『看

経』の巻においても，とり上げられている。この

巻は九名の仏祖（善知識）の問答が紹介され，そ

の内容が念経および入息出息に関するものがあ

り，マインドフルネスそのものである。阿
あのく

多
た
羅
ら

三
さんみゃく

三菩提の修証，あるひは知識をもちゐ，ある

ひは経巻をもちゐる。知識といふは全自己の仏祖

なり，経巻といふは全自己の経巻なり。全仏祖の

自己，全経巻の自己なるがゆゑに，かくのごとく

なり。自己と称すといへども，我・ の拘牽にあ

らず，これ活眼睛なり，活挙頭なり。しかあれど

も，念経・看経・誦経・書経・受経・持経あり，

ともに仏祖の修証なり。・・・しかあるに，仏経に

あることたやすきにあらず。・・・仏祖参学より，

かつかつ経巻を参学するなり。このとき，耳処・

眼処・舌処・鼻処・身心塵処・到処・聞処・話処

の聞・持・受・説教等の現成あり。・・・という「看

経」の巻，冒頭の一部では，経巻とは何か，その

本質が語られている。そのあと道元は，曹渓山大

鑑禅師と法華経読みの法達との問答における，「心

迷法華転，心悟転法華，・・・無念々即正，有念々

即邪，有無俱不計，長御白牛車」という大鑑の

に対し，「心が迷えば，法華経に読まれ，心が悟れ

ば法華経を読むことになる。さらに迷悟を透脱す

るときは，法華経が法華経を読むこととなる。読

む者が法華経そのものになるのだ」と評している。

また，法達に対する大鑑の「お前は，これから念

経僧と名乗ったがよい」という言葉について，道

元は「この念経僧の念は，有念無念などの念では

ない，有も無もともに計りしれず，自ずと，身心

から脱け出してくるのだ，・・・昼も夜も経を読ま

ない時はない。・・・「経より経に至って，経なら

ざるはない」と解説している。

次いで，先述の二十七祖，東印度の般若多羅尊

者の「貧道，出息不随衆縁，入息不居蘊界，常転

如是経，百千万億巻，非但一巻両巻（わたしは，

息を吐くとき，あれこれ思わない。ただ息を吐く

だけ。息を吸うとき，思慮分別に捉われない。た

だ息を吸うだけ。このようにつねに，ありのまま

の経を読むこと百千万億巻。一巻二巻の経巻では

ありません。日常坐臥がすべて経になりきってい

るのです）」，これをとり挙げ，解説している。「彼

（般若多羅尊者）の出息は，意識があれやこれや

の多くの因縁（六境・六根）に捉われていないば

かりでなく，彼の身心としての諸縁にも，出る息

は捉われていないという。色即是空，彼の六境・

六根は空相のままであって妄念とならないのであ

る。多くの因縁が何ものにも捉われず，執着する

ことがない。すなわち，不随とは，実は渾随であ

り，すべて随っているのだ。出息は多くの因縁そ

のものであっても，それらに捉われず「自我を脱

落している」のである。

無量の時のなか，今，まさに入息出息の消息「不

居蘊界」，「不随衆縁」をきいて知る時節が到来し
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た。「この時節，かつてさきにあらず，さらにのち

にあるべからず。ただ而今のみにあるなり」。今や，

入息出息は，いかなる事態なのかを究める時であ

り，彼の吐く息，吸う息は，まさに我々の今の今

の事態を示している。入息「不居蘊界」といふの

は，入る息が，空なる色受想行識の五蘊に居らぬ，

いまだ到来しない色即是空の一挙真理の世界であ

るので，尊者が読んでいる経は，ただの「一巻，

二巻」に非ずして「常に百千万億巻の経を読む」

ことになる。出る一息，入る一息は，五蘊の空な

る世界に居らずして，思慮分別に捉われないこと

を表わしている。

しかあれども，有漏無漏智の所測にあらず，

有漏無漏法の界にあらず。

このゆゑに，有智の知の測量にあらず，

有知の智の卜度にあらず。

無智の知の商量にあらず，

無知の智の所到にあらず。

仏々祖々の修証，皮肉骨髄，眼睛挙頭，

頂 鼻孔 杖払子，

跳造次なり。

だからといって，そ
・
れ
・
は，俗なる智慧とか聖な

る智慧で測れるものでなく，尊者の心の世界は，

俗なる私の世界とか，聖なる悟りの世界でもない。

したがって，そ
・
れ
・
は，ただ仏祖の修証，肉体も，

目玉も，握り拳も，頭の頂から鼻の孔も，杖や払

子も，すべてが経である。経（真理）があっとい

う間に実現し，跳ねまわっているのだ。このよう

に，息を吐くときは，ただ吐くだけ，息を吸うと

きには，ただ吸うだけ，入息出息，ありのままの

念経（看経）は，仏法，「いのちそのものの出入り

であり，われわれが本来の自己に返るとき，六根

のすべてを通じて経（仏）があらわになる」とい

うことである。

最後は雲居山弘覚大師の「念経問答」である。

「おほよそ経を読むということ（看経）は，あら

ゆる仏祖（尽仏祖）を捉え集めて，そ
・
れ
・
を目の玉

（眼晴）として経を読むのである。まさにその時，

たちまち（自己たる）仏祖が仏となり（仏祖作仏），

法を説き（説法），仏を説き（説仏），仏の働きを

現わす（作仏する）のである。そして「看経」は，

まさにこういった看経でなければ，仏祖の頭頂面

目の現成はあり得ないと結んでいる。

然らば，「諸縁放捨」し，只管打坐して身心脱落

の入息出息，すなわち，呼吸のあり方は如何。『普

勧坐禅儀』（正宗文）中，調身・調息・調心に関し

て，簡潔なる記述があるが，息もしくは呼吸につ

いては「鼻息微かに通ず」とあるのみである。「普

く勧める坐禅の作法」書において，呼吸の仕方に

関する記述がほとんどないというのは，逆に意図

的な呼吸の否定とも考えられる。

『永平広録』巻五には，調息に関する上堂がある。

・・・

小乗人以数息調息。然而仏祖弁道永異入乗。

大乗亦有調息法。所謂，知是息長是息短，

乃大乗調息之法也。・・・調心易得也。

先師天童云。

息入来至丹田。雖然無従来処。所以不長不短。

息出丹田法。雖然無得去処。所以不短不長。

・・・

永平或有入問和尚何調息。只向他道。

雖非大乗異小乗。

雖非小乗異大乗。・・・

他向道。出息入息，非長非短。・・・

百丈曰，吾所宗非局大小乗。非異於大小乗。

・・・

当博約折中，設制範，務其宜也。

永平即不然。非非局大小乗。

非非異大小乗。・・・

作 生是小乗。驢事末了。

作 生是大乗。馬事到来。

不博也極大同小。

不約也極小同大。

吾不折中，驀然脱落大小。

既得恁 。向上又且如何。

良久云。

健即坐禅，無 睡。

飢来喫飯，大知飽。

衲子の坐禅は，直，須く身を端し，坐を正すを

先と為。（正身端坐）

然る後，息を調へ，心を致す。

小乗の人 息を数ふるを以て息を調ふと為す。

（数息）

大乗調息 是の息は長し，是の息は短しと知る。

（調息）

先師天童 息入り来りて丹田に至る。長からず

短からず。

息は丹田を出て去く。短からず長か

らず。
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永平道元 大乗に非ず雖小乗と異なる。

小乗に非ず雖大乗に異なる。

出づる息も入る息も，

長に非ず短に非ず。

百丈曰く 大小乗に局るに非ず，

大小乗に異なるに非ず。

当に，博約折中。

永平不然 大小乗に局るに非ざるに非ず。

大小乗に異なる非ざるに非ず。

吾は，中と折めず，驀然として大小を

脱落す。

結局，道元禅においては「出息入息，非長非短」

の「大
・
小
・
を脱落する」呼吸であり，何か特別な呼

吸法をもって息をコントロールするのではなく，

自然な呼吸そのままのあり方にすべて任せるとい

うことである。これは，最初の一歩として「今，

この呼吸に意図的に注意集中する」という「マイ

ンドフルネス」瞑想法とは全く異なるものである。

また「永平然らず，驀然として大
・
小
・
を脱落」する

只管打坐の正法は，道元禅を貫く根幹といえよう。

（未完）
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