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インド・リシケシとウッタラカーシーのシヴァナンダ・アシュラムに滞在し、多くの高僧からありがたい講話やさ

まざまな貴重なお話を伺いました。その復習会を何度かに亘って行いましたが、今でも思い出せば出すほど

に、不変でとても深く高いレベルのお話ばかりでした。いくつもの長い講話や質疑応答で得たお答えを丸岡

先生が皆さんのためにまとめてくれました。元々は復習会のために作った資料ですが、せっかくですので興

味のある人に読んでいただければ幸いと思い、手直しをしてホームページに載せることにしました。 

その場にいた人でないと状況や前後関係がわかりにくいとは思いますが、不変の真理が少しでも伝われば、

また読まれたかたがグルデブの恩寵による閃きを感じてくだされば、大変ありがたく思います。Om  Shanti  

 

 

 

         アシュラム研修－講話のまとめ       丸岡汪行 

                                  

＊チッタ・ブリッティ・ニローダハ ：ヨーガスートラによるヨガの定義 

＊心とは： 

・心は、五感（５つの感覚器官）をコントロールしている内的器官である。 

私達は心が、見たり、聞いたり、触ったり、嗅いだり、味わったりした世界を見て    

いる。（私達は、心を通して見聞きし、考えている。目は見ることしかできないが、

心は五感すべてができる。） 

・心は、思考の集まり（流れ）である。私達は心で知り、心で考える。 

・個性の強い五感であるため、一人ひとりの見ている世界にも個性がある。 

知性：私達が物事を決めるのは知性の働きによる。 

エゴ：どのように対処するかを決めている。 

 

 

 

＊チッタとは： 

・心・知性・エゴの集まりをチッタ（広義の心）と言い、すべての経験を

印象（サムスカーラ）として記録する。 

（記録された印象は決して消えることはない） 

・心は移ろいやすく、あたかも型にはめられた粘土のように、何にでも姿を変える。 

【チッタとは、印象のこと→再生するためにあり、永遠に残る、意識に昇った時に記憶という】 

（パタンジャリの言うチッタとはこれらすべてを含む） 

 

               例 

心が『あっ！誰かがいる』と認識する 

知性が『これは○○さんだ』と決定する 

そしてエゴが『挨拶しよう』と決める 
 

 

総長ヴィマーラナンダジ 
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＊ブリッティ： 

・心が変身した姿（心に反映したもの、心の作ったもの）をブリッティと言い、我々はこの心に映ったものを見ている

のであって、本当の対象を見ているのではない。 

・太陽（対象＝真実）を見ているのではなく、湖面（心）に映った姿、即ちブリッティを見ている。 

湖面が落ち着かず波だっていれば、湖面に映った姿、即ち揺れ動く太陽を見ているのであって、真の太陽とは

似て非なるものを見ている。 

・つまり、一人ひとりが見聞きしている世界は心に反映した世界（ブリッティ）であって、色眼鏡越しの、心によって

歪められた世界を見ている。大宇宙の意識と人間である私とを隔てているのが心である。 

・私達は心を通して見聞きしているため、見ている世界はほんの一部分であって、見えていないこと、知らないこ

との方がはるかに多い。 

・更に宇宙には五つの感覚器官以外の器官もあるので、人間が感知しうるものは全部ではない。 

従って、心を通して見聞きしている限り、我々は盲目同然にも等しい。 

 

＊ニローダハ： 

表現を変えると、私達は私達の心が作った虚像を見ているのであって、真の姿は心の向こうにある。心で見る限

り決して見えないものが真実の姿であり、心の働きが停止（ニローダハ）した時、（正確に言えば、心が停止すると

は、世俗的なもので惑わされ歪んでしまった心が純粋なものに戻って正しく歪みなく物を反映する時）真の姿（真

理）が見えてくる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

心に映る意識      

目を閉じると意識は自分に戻るように、心が静まって何も見えなくなったときに本当の自分を見る。  

意識(私、ジヴァ・アートマン)は、心が静かになって何も反映しなくなると、自分自身の真の姿(純粋意識＝パラ・アー

トマン、即ち宇宙に満ち溢れている大いなる意識(ブラフマン)、即ち神、即ち真理、即ち至福を体験する。 

 

 

 

以上が正しく分かれば、ヨーガスートラの他の章は読む必要がない 

 

正しく理解するために： 

『ここで我々とは何者か？』 をはっきりさせておく必要がある。 

 

 

 

プルシャ（宇宙意識、真我）とプラクリティ（物質） 

 

サーンキヤ哲学(二元論)では、精神原理プルシャと物質原理プラクリティとが対置されている。 

プルシャは物質的要素をまったくはなれた純粋なもの、とされる。 

プルシャは、プラクリティの展開がつくりだす現象世界を観照する、とする。 

カティキアンジ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3
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＊私とは？  

自分の仕事、役割、考え、そして身体が自分であるとの誤った認識（無知）を改めることが大切である。 

・私の(着)物はものであって私ではない。        ・私の考えや感情も私ではない。 

・私の身体は、同じように身体であって私ではない。  ・五感も私ではない。 

・頭脳も私の頭脳であって、私ではない。          ・心も私の心であって私ではない。 

 

いったい私は何者か? 

～ではない、～ではない…を繰り返してゆくことで、やがて分かってくる。 

・『私』と云う『意識』、それこそが私であって、私は見ている存在である。 

・身体には３つの体、５つの鞘があって、肉体は時間の経過とともに変わってやがて朽ちてゆくが、意識は変わ

らず存在し続ける。 

・身体には１９の機能【食物の鞘（５つのプラーナ、５つの行動機能）心理的鞘の７機能（五つの感覚器官、心、

潜在意識）知的鞘の２機能（識別、決断）】があってこれらが合わさって私の身体ができている。 

・意識は真実で身体は仮の姿である。 

【至福の鞘のさらに奥に（beyond）サット・チット・アーナンダが存在するので、そういう意味では Real ともいえる】 

 

＊真理とは何か？ 

・真理は存在し続ける。真理でないものは存在し続けない。 

時間の経過と共に変わらず存在し続けるものが真理であって、我々の見ているものや世界は Maya（マーヤ）即

ち、幻・仮の姿・時間の経過とともに移り変わるもの、であって真理ではない。 

・意識には始まりと終りがない。（いつから始まっていつ終わったかを見た人はいない） 

身体にはそれがある、誕生があって死がある。時間の経過とともに変化する。即ち身体は仮の姿であって移り

変わり、真のものではない。 

・心はいろいろなものになって、それを見せてくれるが、すべては心が作り出したものであって、即ち真実ではない。 

心を除けば（心の働きを停止すれば）真理だけが残り、真理が見えてくる。（真理＝神はいたるところに満ち溢れ

ている）真理に至る道が瞑想である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィヴェーカ＝識別  識別は（幸せに生きてゆくための）大切な基礎 

 

・善い/悪い：自分にとって良いこと＝健康、人間関係、仕事等、倫理的に善い行い、【ダルマとアダル

マ】と、それに反する良くないこと、とを見極めて、区別して 善いことに従った生き方をすること。 

・真実/真実でないものを識別すること 

短い時間しか存在しないものは Non Real (Temporally real：一時的にはリアル) 

すべて見えるものは始まりと終りがあって Non Real 

神のみが、創造主だけが永遠の存在、即ち Real 

神＝イーシュワラ＝創造主＝ブラフマン＝アートマン 

＝サット(真理) ・ チット(知識、知恵) ・ アーナンダ(至福)←Real 

 

God created all the beautiful and not beautiful things 
 



4 

 

 

＊再び、心とは（心をより深く観てゆく） 

・心の二面性：【心とは神秘に満ちた存在であり、心が悟りに導いたり、心がそれを妨げたりする。】 

心には高いレベルの心（霊的な心、純粋な心、サットヴァな心）と、低いレベルの心（世俗的な心）がある。 

低い心は終始我々を欺き、縛り、高い心は解脱へと導く。高いレベルの心を友にしなさい。 

低い心は（美しい、欲しい）ものを自分のものにしたがるが、 

高い心は追うのを止めさせる。 

低い心は自分勝手なものの見方をしている場合が多い。 

・心は、好奇心にあふれ、より刺激の強いものを求め、次々と対

象を変え、休むことを知らない。 

私達が寝ている間も、心は休まず活動し続ける。 

・心は常に思考を作り出し、次々と対象を変えるた

めに集中できず、考えがまとまらない。（良く訓練さ

れたヨギは一つのことに深く集中できる） 

・善悪に関係なく、心は常により強い刺激を求める

のでそれに任せていると、自身を傷つけることにな

る。（例：酒、煙草、麻薬、欲望…満足を知らず、 

より強い刺激を求めて中毒症になる。蚊に刺された

かゆみを掻き傷にするように…。） 

・心は思考の流れであり、常に何かに結び付けられ

ていて、それ自身独立した存在ではない。 

・私達は心が作った、勝手な、一時的な、世界を

見ている 

五感は粗雑にできているため、精度に個人差があり、それ自身（年齢とともに）精度も変化する。同じものを見聞

きしても一人ひとりが見聞きしているものは違うものに見えている。 

・また心にコントロールされた五感は選択的に働いているので視界に入っていても、見ていないものもたくさんある。 

・さらに五感で感知できるものは、世界の事物のごくごく限られたものだけである。（人間は五感で感知できないこ

とは認識できない） 

・大宇宙の魂と人間の私達とを隔てているものが心である。 

起きている状態では、我々は心の作ったブリッティ、即ちマーヤを見ている。 

心は思考の流れであって、次から次へと思考を見せる。 

心が思考の姿になる（ブリッティ）、こうして心が働くために私達が蓄えたエネルギーが消費される。起きている時

はもちろん、寝ていても心は休まず動き続け夢を作る結果、私達はエネルギーを使い果たして疲れてしまう。長 

 

ヴェーダンタ修行の４つの資質（解脱に至る 4つの方法） 

 

① ヴィヴェーカ：識別 

② ヴァイラーギャ：無執着 離欲 

③ サット サンパティ：６つの徳 

【sama（心のコントロール）/dama（感覚器官のコントロール）/uparati（世俗的なすべての活動から身を引く

こと）/titiksa（困難に耐えること）/sraddha（信仰）/samadahna（心の集中）】 

④ ムムクシュトヴァ：解脱への強い願望 （ムムクシュとは真理に対する強い願望を持つ人） 

（ムムクシュ解脱願望の強い人；トヴァ~ship願望） 
 

挿話：ガンジス河に流れてきた熊を毛布と見

間違えて取ろうとし、逆に熊に捕まった修行僧 

：何でも欲しがると、トラブルの元になる 
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時間眠っても疲れているのはこのためであり、質の良い眠りが勧められる所以である。心に蓄えられたさまざまな

思考が次々にブリッティを作り、この思考に気を取られて、そのために真理が隠されている。 

 

＊瞑想とは 

・意識、即ち私自身をジーヴァと言い、起きて活動している時は、常にブリッティ(心が作った真実ではない世界)

を見ている。 

・五感のコントロールができ（プラーティヤーハラ）、心がニローダハ、すなわち１２秒間静かになった状態を集中

（ダーラナ）という。 

・この集中が１２倍つまり約２分半続けば瞑想という。 

・瞑想状態では、心が止滅しているため、心はブリッティを作らず何も見るものがない。 

暗闇しか見えず、何かを見たいという性質のあるジーヴァは自分自身、即ち意識そのものを見ることになる。 

唯一の真実は神＝宇宙意識、意識そのものであって、宇宙のいたるところに満ち溢れている。宇宙意識そのも

のを見る。 

・瞑想状態になれば、意識は真理、つまり神の世界とともにあることになる。 

真理の世界は幸せに満ちた世界、光り輝く世界である。（サット・チット・アーナンダ） 

・瞑想状態の意識はアートマンと呼ばれ（ジーヴァとは区別される）、宇宙の創造主、ブラフマンと同じである。 

すべての聖典すらも不用となって、すべての真理が分かる、悟り即ちサマーディである。 

身体や心を超えた状態にあるため、身体は存在しているが、熟睡時のように、身体からの影響を一切受けない。

（熟睡時は意識していないために覚えていないが、瞑想時はしっかりと意識できるので思い出すことも可能） 

 

心が考える、それがために真実が隠される  

 

【下手にいろんなことを知っているがためにそれに惑わされ、真

理が隠される。いろいろたくさん知っていると思っているが、それ

はちっぽけな制限された（五感が捉えているのは宇宙の出来事

全体から見れば、見ていないのと等しいほどの）わずかばかりの

量であり、しかもそれは心によって歪められた知識である】 

心が止滅（ニローダハ）したとき（心がいろいろな思考を作らない

とき）真理がはじめてみえてくる←瞑想によって可能となる。 

この世の疑問に正しい答えが見つかる唯一のカギが悟りであり、

そしてそれは瞑想を通してのみ得ることができる。 
 

リラックス 質の良い眠りー正しい眠り方  

  

完全にリラックスして眠る。頭の中も静かにして眠ることによって素早いリフレッシュが可能になる。 

眠りにつく手順 

・戸締り、火の始末、翌朝起きた時に必要な準備などを具体的に決めておき、一つ一つ意識して行う。 

（同時にいろいろなことは行わない） 

・寝床に入りシャヴァーサナで呼吸を静め、身体の力を抜き、考えを鎮め（普段の練習でもある）、リラックス状

態を作ってから眠りに入る。 

・心を完全にコントロールできるヨギは、瞑想から純粋な休息を得るので長時間眠る必要はない。 
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＊意識の４つの状態 

① 目覚めている状態：身体のすべてが機能し、意識は身体の制限を受ける。 

② 寝て夢を見ている状態：身体の制限を受けず（ケガをしていても痛みを感じない）、心が時空を超え、夢を作

り出している状態。（心は目覚めている時の材料を使って夢を作っている。） 

心は働いているので、心が作った夢を見ている。 

③ 熟睡している状態：何もせずリッラクスしてすべての感覚器官も心も休んでいる。 

   この時あなたはどこに居る？‐‐‐ 深く考えよ！ 

→その時あなたは誰？：男、女？ 日本人? ---身体ではないあなた 心ではないあなた 

→制限されていない、時空を超えた存在、無限の状態 

即ち神＝至福、心による反射が元に戻ってきている、眠りに飽きることもない。 

神が与えた至福の体験であるが、唯一の問題は気付いてないこと。 

目覚めた瞬間に身体に戻る。（原因体があるから戻る） 

④ 瞑想状態（超意識状態）：眠っていない熟睡、知性で知っている、気付きの状態 

意識的に神とともにあること、そうすればその意識をいつでも持ち帰ることができる。 

 

＊心の居場所 

心は活動時【目覚めている時】は、眉間にあって活動し、【夢を見ている時】は喉にあって活動しているが、この働

きが停止（止滅ともいう）すれば【熟睡時は】本来の場所、心臓の襞の中にもどる。 

（ロダンの考える人：指を顎に、首を右に傾け、視線は眉間の空間：アジナチャクラに心がある） 

 

＊教えて貰うための条件 

① お辞儀をして謙虚な気持ちで教えを乞う、エゴイスティックでは何も得られない 

② 質問すること 

③ そして奉仕をすること 

 

＊（具体的な）瞑想の訓練 

頭の中を静かにして、考えを沈め、何も考えない状態になるのがヨガの訓練であり、そのために 

・背骨を真っすぐにして（まっすぐにすることによって思考の波は静まって、同時にプラーナの流れが整う） 

・一つのことに集中して、そのこと以外に心がぶれないようにする。（例：身体に集中、身体の別の部位に移っても

良いが、身体からは離れないこと） 

・心はプラーナと体に執着があるため、呼吸または身体に意識を集中する練習が比較的うまくゆく。（あちこちに

心が動きにくい、特に初心者にはこの方法が良い、自分の好むものでもよい） 

・集中する対象物を変えないで何回も何回も練習することによって、心がそれを好むようになり、それに心が執

着しその回路が太くなるので集中しやすくなる。 

（猛獣を飼い馴らすときには麻薬を少し使う、心のドラッグは身体、呼吸---これをドラッグとして使う） 

・きちんと座って自分の身体を感じる---心が安定し、集中できる。 

・『私はこれ（身体）ではない』を辛抱強く、ゆっくり、と誠実に、繰り返すことも、一つの練習になる---体から出た

り入ったりできるようになる。 

【肉体から出ることの恐怖＝死を感ずるので、かなり難しいが繰り返し練習すれば必ずできる】 

これができるようになればマスターと同じで、どこにでも行ける。 

・鼻先に意識を向け、吸う息で鼻先に冷たい息が流れ、吐く息で鼻先が温められるのを心地よく味わう。 

・呼吸のシステム、呼吸の質、吸う息と吐く息の間、息の流れ、呼吸の始まりと終り、呼吸の長さ、吸う息と吐く息

での身体や心の変化、等々に意識を集中するやり方もある。 
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・呼吸に意識を向けるとき＝心が騒いで落ち着かないときは、意識的に深い呼吸がよい。 

・心が静まってきたら、自然な呼吸で。 

・呼吸がだんだん静かな薄い呼吸になってゆく（最終的には呼吸も心も止まる） 

（最初は死ぬのではないかと思うが、根気よく恐れず続ける） 

・チャクラに瞑想するのも良い。 

・心/息/プラーナの三角が肉体の上にあり、協力し作用しあって働いているが、これを理解できれば早い。 

・心を心で見、コントロールすることは難しいが、ラージャヨガの方法で可能になる。 

【プラティパクシャ・バーヴァナ：怒りを愛情に変えるように反対の思考を育む練習】 

・考えが湧いてきたら、 

      ・それを消そうとしたり、それを否定的に考えるより、受け入れて、流す/離れて眺めるなどして執着しない。 

        ・マントラを心の中で唱える。（マントラはあれこれ変えずに、同じマントラを使い続けるのがよい） 

・湧いてきた考えを消すのではなく、他の考えに入れ替えるのがよい。 

          入れ替える思考は、聖なるもの、宇宙意識、ポジティブなこと、サッティアなこと、善なることに意識を

集中するのが良い。 

・毎日瞑想を行う習慣を身に着けることが肝要（たとえ５分でもよい、正しく座って微動だにしない練習） 

・マーラーを使ったジャパに続く瞑想も、心を鎮めて集中していくのに良い。 

 

＊その結果 

・最低１分間の集中が、１週間、毎日できれば、宇宙のすべてが分かる。 

・ヨギは、一つのことに集中することもでき、更に何も考えていない状態になることができる。 

・心が何も考えず静かな時、神と繋がって正しいインスピレーション（直感）が湧いてくる。 

この状態になれば、聖典そのものも不用となる。 

・通常は、いろいろな考えが心に流れるためこれが邪魔をして、宇宙の真理が隠されてしまう。 

心は常に動いていて（この紙幣のように：手に持った紙幣を激しく振る）何かよくわからないが、（振る手を止めて）

止まると何なのかわかる。それが瞑想であって秘密のカギ、隠されているすべての真理、知恵が見えてくる。 

・考えや多くの思考は、疲労の元/邪魔なものであって、考えない状態すなわち心は静まっている状態を作るの

がヨガの修行。 

・最終の悟りの状態に至る前にいろいろなことが実現する。 集中力、客観視、自信、落ち着きなど。 

【今では、多くの企業も集中力向上のため、マインドフルネス（瞑想の練習）を取り入れている。：一つのことだけに

集中―不安解消や客観的に見る目を強化】 

 

＊座る！ 

・ハタヨーガでは、アーサナの数は８４０万種類（山/木に始まってコブラ/ウサギ/ ワニ…地球上の動物の数だけ 

アーサナがある）。このアーサナを行うのは、体を柔軟にし、瞑想するために座れる身体を作るためである。 

最低でも３時間は座れる身体を作る。 

・ラージャヨガでいうアーサナとは座法のことである。安定して、心地よく、リラックスして、身体の存在を感じない

で座っていられること。 

こうして正しく座ることによってプラーナの流れが整い、瞑想が心地よくできるようになる。（腰よりも膝が下に来る

ように座れば長続きするようになるので、膝のエクササイズをすると良い） 

瞑想は、身体、心、プラーナの制限から離れて、その向こう側の無限の世界に意識が向かうことである。 

・心がいろいろな考えを持っているがために、真理が見えなくなっている。 

あちこちに流れ、定まらない心を（レンズで集めた太陽光のように）一か所に集め、限界の向こうに意識を持って

行くことである。  
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＊３つのリアリティーのレベル 

私達は３つの意識レベルの中で生きているが、三番目の意識を感じ磨くことがヨガの訓練である。 

①  Transactional Reality：やり取りをする：本当のもののように思えるが実はそうではないもの。 夢、紙幣 人と

人のやり取り 

②  Reflected  Reality：相対的なリアリティー：一定の時間だけ存在、顕れては消えてゆく。 

③  Supreme  Reality： 至高のリアリティー：ブラフマン：意識は空間より繊細、空間は一つ、２０人いても全員が  

“I”、同じもの、“I”は意識、あらゆるところに満ちている、これに向かって瞑想する。が  

 

 

＊Maya再び： 

・私達はいろいろな問題を抱えているが、それは自分だけの問題であって、 

1人ひとり違った問題を抱えている。 

しかし、本当は問題など何もない。 

・私達はよく考えずにあちこち動いている。（忙しい、忙しいと走り回っているが、 

よく考えると無駄なことばっかり） 

・夢の中ではいろいろ起こっているようにみえるが、覚めれば何も起こっていな

い。 

・執着するから問題を起こす。神の道具であれば苦しみはない。 

私達は、神が操っている操り人形なのだから、すべてのことを神に捧げよ。 

カルマヨガ（奉仕のヨガ）：行うことによって浄化される 

バクティヨガ（信仰のヨガ）：義務は果たすが、執着はしない。 

今世で起きていることには神の道具として義務は果たすが、執着しないこと。 

 

 

 

 

 

 

意識が持つ４つのレベル 

④知性：本当のことが見える目,Supreme Reality を見る目 

【すべての中に神を見る → 私は神しか見ていない：グルデブ・シヴァナンダ師】 

③ 心：心を通した肉体の目では本当のことが見えない 

② 感覚器官：例：五感による快/不快  

① 身体：例：動物の体の大きさによる威嚇、色や形による保護色、顔/体型への過度のこだわり 
 

・大人になれば干渉されずに済

むと思って早く大人になりたが

り、大人になったらそのことが悩

みを作る。 

・就職できれば自由になると思

い、仕事ができればそれが問題

を生む。 

・結婚すれば幸せになると結婚

を望み、結婚すればそれがもっ

と大きな問題を作る。 

・子供ができれば生き甲斐がで

きると憧れ、子供が生まれたら

それが問題を作る。 

ヨーガスワルパナンダジ 
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＊マーラー 

１０８の意味（あらゆるものの元となっている） 

サンスクリット語 ５４文字の倍                       

地球の直径の 108倍は地球と月の距離  

太陽の直径の 108倍は太陽と地球の距離 

心は月にプラーナは太陽に、宇宙につながる 

マーラーを扱う時に、人差し指を使わない理由 

人差し指は“I”（私）を意味する。“I”は使わない、常に起こしておく、眠らずに起こしておく  

メール（房）をこえない（居眠りを防ぐため） 

 

 

 

＊あなたは自立しているか？  

 

・宇宙のすべては互いに繋がり、依存しあっている。 

あなたの呼吸すらも神が司っている。 

----互いに依存しあって生きている。 

----宇宙のすべては依存しあっている 

喧嘩をすれば、たがいに影響を受け、いやな気になる。 

あなたの一つの思いが、宇宙に影響する。 

行いのすべては記録（印象）に留まり、のちに必ず結果を伴う。 

ヤマ・ニヤマの実践が、ヨガの基本たる所以である。 

 

・居るだけで、人に幸せを感じさせる人が実践者であり、本当のヨギである。 

神は自分に似せて人間を作った、だから本来人間は善である。 

だから悪いことをすれば、それを心が咎める。 

欲望が人を誤らせ、悪事に走らせる。 

 

・望みは（お金をほしがることは）悪くはないが、度を越して（人のものをと   

ってまで）欲しがるのが（欲望に執着することが）悪である---今生のこと

だけを考えよ。（Ethical Teachings） 

 

 

 

４種類のジャパ（目的：緊張を解いて、あらゆるところに行き渡る意識となる） 

① ワイカリ：声に出して唱える 身体で波動を感ずる。 

② ウパームス：バイタルレベル 自分だけに聞こえる声 感覚レベルで感ずる。 

③ パッシャンティ：メンタルレベル：声に出さず心の中で、響きを味わう。 

④ パラ：Beyond 

例：オーム ナモ ナラーヤナーヤ（意識の広がりを感じる）・オーム ナマシヴァーヤ ・ラム 

パドマナバナンダジ 
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＊マントラ  

永く神の名を唱える練習をしていると、TVのチャンネルを合わせるように、神のエネルギーが自分に流れ込んで

くる。だからお祈りをする。 

 

＊アビアーサ/ヴァイラーギャ（繰り返し/執着せず） 

絶えず、続けて、長い期間、心に思いやり（神に感謝）を持って、疑いを持たず、神の名を唱えれば 

→必ず実現する！（神は、熟睡と言う方法でその片鱗を垣間見せてくれている） 

熟睡中は幸せ、それは内側からきている、人間の中にすべてがある、神が作った素晴らしいもの、奇跡の作品 

特別なもの、他の動物とは違う、感覚器官だけで生きるのではなく知性で識別して生きる。 

 

 

 

 

 

 

＊五つの基本要素（五大元素） 

神はまず空（space くう）を作った、空が動いて風（air）を作った、風が摩擦を生じ火（fire）が生まれた、火が物を

燃やして水ができた、水が沈殿して土（earth）を作った。かくして宇宙はすべてこの五つの要素からできている。 

地球上では人間（生き物）にふさわしい形で存在している。 

 

AUM（３文字）  NAMAH（５文字） SHIVAYA（神）  【マに意味があるので強調のこと】 

意識の３つの状態、５つの基本要素 を超えた向うにある神を見る。 

 

＊宇宙  

宇宙には、地球上とは異なった形で５つの基本要素が存在する。 

環境からいろいろな印象を受け、人間は人間同士似たような考えをとるが、聖者ヴァシスタが宇宙を漂っている

とき『ある世界は水だけでできていて、水でできた女の子と話をした』と書いている。 

 

同じもの同士でコミュニケーションをとっている。 

命の現れる形やコミュニケーションの手段は皆違う。 

五感以外の器官もある、他の生き物は別の器官（認識手段）があると心得るべきである。 

（動物の特殊能力もある例：生まれた川に戻る鮭、暗闇で飛び交う蝙蝠、主人の心臓発作を予知する盲導犬） 

 

感じ取る（feeling）は、それですべてを体験して感じ取る。 

 

空（くう）の中に皆が漂っていて、あなたの中に空がある。 

 

56,000年前になくなった星の光を私たちは今見ている。(56,000光年 

離れた星の光 NASA発表)→見えているものが存在するとは限らない。 

 

 

 

 

見えない神を信じるか? <挿話> 

「見えないものは信じない」という人に苦痛を与えると「痛い」

という。「痛いのを見せてくれたら(痛いことを）信じよう」 
 

バクティディプリアナンダ 
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ヨーガ・ヴァシスタ ： プレマナンダジ 

 
最初にお祈りをして究極の真理に挨拶する。 

３つの種類、見る者、見られるもの、行っている者、（あらゆるものがこの３つで行われている。これに祈る） 

あらゆるものの命にお祈りを捧げる。サラスバティ女神（話すことの女神）にも祈る。 

 

＊ヨーガ・ヴァシスタとは 

聖者ヴァシスタは僧侶であり、多くの王に仕えた。ラーマ王子が若いころ、『若い娘も年を取る。新鮮な果物も腐

って食べられなくなる、自分も年を取って衰える…。この世ははかなく生きる意味が見当たらない』と、この世の意

味を見失った。その王子に、『真の離欲（ヴァイラーギャ）とは、執着無し（detachment）に楽しむことである』と教

え、この問答を物語（問答によって人は初めて深い理解ができる）に書き記したのがヨーガ・ヴァシスタである。 

 

この聖典のエッセンスは 

【絶対の真理は神であり、神は世界である。（神がなければ世界はない、世界は神である）】であり、あらゆる側面

から語られており、最高の哲学とされている。 

世界にはいろいろな困難（喜び・苦しみ・恐怖）があり、海と同じように乗り越えるのが大変だから、神を体験した

人（聖者ヴァシスタ）は海を越えた人と例えられる。【真実をはっきりさせることは皆、怖がる（知らないことは怖い）】 

 

＊変わらないものの中に変わるものが存在するのが宇宙の法則である。 

ガンジス河は変わらずいつもそこにあるが、その変わらないものの中

で、川の流れは常に変わっている。 

【変わらないもの（宇宙の真理＝宇宙意識＝神）の中に移り変わる

世界＝この世＝宇宙がある】 

 

＊世界（宇宙）はどうやって顕れているか？ 

真理（神）は変わらずそこに存在していて、見えることはなかったが、

世界は５大元素（空・風・火・水・土）の形で存在していた。 

丁度、種はあるが木や草が顕れていないのと同じである。 

神の意志があれば（世界が）形を顕す、ちょうど農夫が条件を揃え

て作物を作るように、条件がそろって種が芽吹くように、神の意志が

働いて世界が顕れた。 

 

世界の創造 

創造主は表現するために空を創った。 

【宇宙のスペースは拡大し続ける（ビッグバン）、即ち動き続けてい

る；動き即ち表現】 

空が自己を表現して風を生じた、風が動いて摩擦となって、火が生まれた、火が表現して水を生んだ、水が土を

表現した。 

かくして創造が始まった。 

 

＊真理は神であるということ 

神の遊び場が即ち宇宙、神がなければ世界もなく、神の顕れが即ち世界。世界の究極は神。 

プレマナンダジ 
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真理（神）は、見えてもおらず、行為なく、何も起こさず、何事も起こらず、平和であり穏やかに、ただそこにある。 

それはいつもそこにあって、ただ見ている（意識はただ見ている証人である）。 

『ここの空が気に入ったのなら、切り取って持ち帰りなさい』と言われても、切り取ることができますか? 

空と同じように真理は、切り取ることも、分けることも、足すことも、何もできない、ただそこにあるのみである。 

 

＊存在するから顕れる 

身体があるなら、手足がある、手の感覚があり、足の感覚がる。鼻があって鼻の感覚がある。 

感覚は、それ自身見えず、顕れもせずただそこに存在する。 

真理は顕れもせず消えもせずただそこにあるが、私たちは無知によって（死とともに）なくなると思っている。 

ヴェーダンタではあなたは不死身、永遠の存在、と言う。 

存在していないものは存在しえない、存在するから顕れる。 

あなた（と言う意識）は存在するか？存在するから顕れることができる。 

 

＊神は真理を見る目を私たちに与えた 

人間は感覚器官を通じて、誤って物事を見ている。 

目はものを見ているが、肉体の目には制限があるため、すべてを見ることができない。耳も鼻も、同じように全部

の音は聞くことができないし、全部の匂いを嗅ぐことができない。つまり五感は制限されて、ほとんど役立たずであ

る。私達は盲目で、耳も聞こえないのと同じである。 

つまり、私達には全体像を見ることができない。 

木を見たときに、全体を見ることができれば木だと分かるが、私達には葉っぱだけしか見えていない。それでは木

かどうかわからない。 

このように、私達は世界の全体像を見ることができない。 

しかし、神は私達に知性を与えた。 

識別の目、永遠とそうでないものを見る目、即ち知性を与えられた。知性を磨けば真理が見えてくる。 

肉体の目では見えない真理は、知性の目で見える。 

 

＊人生の目的 

この世にあるもの、すべては時間とともに移りゆき、朽ち果てる。それなのに私達は忙しく動き回っている。 

木は朽ち果てるためにあり、人は食べるのをやめて朽ち果てるために食べ、止まって静かになるために走り回る。 

人生の目的に至るためにいろいろなことをしている。しかし、行き着く先（目的地＝人生の目的）は静かになること。 

ゴールは平和になること。 

そこに至れば平和しかない、静けさと幸せだけの世界。この世界に至れば聖典すらもが必要ない。 

究極の真理、即ち神とともにあるときはただ至福のみである。 

 

＊この世界はお婆さんの話と同じ 

この世界はお婆さんが子供たちに話をしているようなもの。 

お婆さんは、子供を眠らせるために、ありもしないこと、架空の話、お化けの話をする。大人になれば、それが作り

話であったと気付く。 

同じように皆さんが悟りに達すれば、聖典もいらなくなる。 

洪水のさなかにいる人が水を所望しないように、真理とともにあれば聖典はいらなくなる。 

 

＊宇宙は互いに依存しあって存在している 
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これは何? セーター。セーターではない、ウールである。 ウールではない、 羊の毛である。羊の毛ではない、

元は羊の食べ物である。 羊の食べ物ではない、草である。草ではない、草の種である。…。 

原因が結果を作り、結果が原因となって、エンドレスな鎖で互いに繋がっている。 

雲の元は海の水、海水の元は河の水、その元は雨、雨の元は雲。 

人の元は食物、食物の元は生き物、その元は土、土の元は人や動物…。 

 

１つのエネルギーが、次のものに変換されて限りなく繋がっている。 

この世界は他からの助けなくしては存在しえない。 

すべてのものは、宇宙の助けによって成り立っている、我々の存在は宇宙に依存している。 

宇宙の助けなくしては、あなたは存在しえない。 

あなたの行いは宇宙に依存している。あなたなしには宇宙は存在しえない。 

あなたは宇宙で、個人ではない、宇宙に組み込まれ、宇宙を作っている。 

あなたが祈れば、宇宙が変わる。 

あなたが宇宙をつくり、あなたのない宇宙はない。 

 

知識も同様で、私達は他から知識を得ている。他者の存在なしにあなたの考えは存在しえない。 

赤ちゃんは白紙の脳を与えられ、自分でそれに他から得た知識を書き記して学んでゆく。 

子供の時代から、人はいろいろ学ぶ。その学びの元はすべて他の人からきている。 

 

私達は、互いに支えあって協調して存在している。他者の存在なしに私達は存在し得ない。 

運の良いことに私達は人間で、宇宙のすべては私達の中にあり、私達は宇宙的な存在である。 

「私は制限されたちっぽけな存在である」と間違えて、嘆かないでください。 

あなたを神から隔てているもの、すべてから自由になりなさい。 

 

＊肯定的に考えなさい 

あなたの考えは、宇宙の考えの流れの１つである。あなたの考えが宇宙の思考の流れを作る。 

あなたの考えが、あなたの言葉となって、それが行動となって、やがてあなたの習慣となる。それがあなたの個性

を作り、あなたの運命となる。肯定的な思考を持てばそれはあなたに戻り、そして他者に伝わり、宇宙の流れを

変える。 

否定的な考えが起きてきたら、良くないことだと考えてそれを消そうとしたりしないでください（否定するとその考え

は益々強くなります）。そのことに拘らず、無視しなさい。 

否定的な思考には、無関心でいなさい。それが勝利者への道である。 

友達を無視することは、最大の侮辱であることを承知しなさい。 

 

＊心と言葉では真理には到達できない 

世界から世界を除いたら、何が残る? 存在が残る！？ 

車の 100㎞のスピードは存在するのか? 車に属するのか？ エンジンに属する? タイヤに? 

あるように見えているだけ、心の想像上の産物、心に流れるエネルギーである。 

心を取り除いたら何が残る?心がなくなったら誰が答える? 

すべてがこんがらがって見える。 

混乱しているのは私たちが盲目で愚かなのか、言葉の罠にはまっている。 

心や言葉では真理に到達できない。 
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＊私達の個性は習慣の積み重ね 

同じ思考や言動を繰り返し、繰り返し行うことによって、私たちの個性は形造られてゆく。 

私達は経験と練習を繰り返して物事を身につける、子供は食べ方、歩き方、話し方、すべてを習い、繰り返して

習慣化して覚える。習慣の積み重ねで個性、そして人生ができる。 

 

熟睡の時は、身体と心（の特性）は何らかの繋がりを持っている。目覚めるときには、プラーナが素早く心を連れ

て来て、瞬時に体中に浸透する。これを繰り返し習慣化して、目覚めと同時にあなたの世界が顕れる。 

【熟睡では、私達の心（の特性）は微細な状態で、プラーナで（タコの糸のように）サハスラーラに繋がっている】 

参考：眠っている間、心は心臓の襞の中（本来の場所）に戻るが、大宇宙のブラフマンとはベールで隔てられて

いる。サマーディに達すると心は元の場所、ハートに戻る、そこは神の世界。（ヨーガと心の科学第 1章より） 

 

私達は、子供の時から『私は身体である』と思っている。『私は年を取った』と言ったときに、勘違いが起こる。 

私は変わらずそこに存在するのに、身体が変わると『私は変わった』と思う。 

間違っているのにそれに気付いていない。心はいたずらっ子である、心の罠にかからないように。 

 

東京はどこにある? それは日本にある。 

他の人が、香港にあると言えば疑って受け入れない。 

最初に頭に入ったものはなかなか抜けない。 

 

心の習慣化によって真実と思うようになる。（私達は誤って物事を見ているので、一度洗脳することが必要である） 

私は心ではない、それ以外の何物かである。心は繰り返しによって真実と思う。 

私は消えもせずあり続ける---これを何度も何度も繰り返し習慣化しなければならない。 

私はプラーナでなく、身体でなく、心でなく、それ以外の何物かである、私は意識であり、創造主である。 

 

自分から解放するのは簡単、1秒でできる。タコの糸を切るだけで心が戻って来ないように！ 

ところが、間違った考え方を習慣化しているためにそれを難しいと考えている。 

 

反対に考えることを習慣化しなさい。世界がないことを受け入れれば、1秒で糸を切れる。（熟睡している時は、

心は体から離れて、言わばタコの糸で繋がっているようなもの）。私は究極の真理だと何度も繰り返し言い聞かせ

なさい。何度も何度も考えて自分のものにしなさい。それについて瞑想しなさい。 

自分で秘密の箱を開けて、また私の元へ戻っておいで！                    Swami Premananda 

<挿話> 亡くなっても、骨から”ラムラムラム…”の音がする 


