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『大念処経』 
 
インドのパーリ語で、マハー・サティ・パッターナ・スッタ 

チベット語で、テンパ・ニェーワル・シャクパ・チェンポー・ド 

阿羅漢、無上正等覚の仏陀と世尊に礼拝いたします 

 

この経典について 

 

 このように私は聞いた。ある時世尊は、クル国のカンマーサダンマというクルの町の中に住んでおら

れた。そこで世尊は比丘たちを迎え入れ、「比丘たちよ」と話しかけられた。比丘たちは世尊に答え

て、「尊い方よ」と答えた。すると世尊はこのように言われた。 
 
経典の要約 

 

 「比丘たちよ、四念処のすべては、一切有情をよく浄化し、嘆きと悲しみの声をあげるものたちを寂

静にし、苦しみと心を不快にさせるものを鎮め、苦痛と悲しみを滅し、真実を達成させ、涅槃を目の当

たりにするというこれらのすべてを実現するための、ひとつで唯一の道である。 

 

 四とは何か。比丘たちよ、ここで比丘は、世間における貪欲
どんよく

（欲望）と瞋恚
し ん に

（怒り）を捨てて、精進

を具え、憶念
おくねん

と正知
しょうち

を持つ者となって、身体
か ら だ

〔をよく観察し、〕身念処によってとどまるのである。

〔身体と同様に、〕世間における貪欲と瞋恚を捨てて精進という方便を持ち、憶念と正知を持つ者とな

って、感受〔をよく観察し、〕受念処によってとどまるのである。〔身体と同様に、〕世間における貪

欲と瞋恚を捨てて精進という方便を持ち、憶念と正知を持つ者となって、心〔をよく観察し、〕心念処

によってとどまるのである。〔身体と同様に、〕世間における貪欲と瞋恚を捨てて精進という方便を持

ち、憶念と正知を持つ者となって、諸法〔をよく観察し、〕法念処によってとどまるのである。 

  

憶念とは、対象の特徴をよく知っていて、それを忘れず、気を散乱させないという三つの機能を持つ  
⼼のことである。 
正知とは、憶念の対象に⼼がとどまっているかどうかを調べ、監視するという機能を持つ⼼のことであ
る。 
〔以上で経典の要約について述べ終えた。〕 
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身念処 

出息と入息についての部  

 
 比丘たちよ、比丘は、身念処

しんねんじょ

によってどのようにとどまるのか、と言うならば、比丘たちよ、ここで

比丘は森の樹の下か、空家の瞑想堂に行って身体
か ら だ

をまっすぐに保ち、上顎の部分に意識を固定して結跏

趺坐に座る。そして、この意識とともに息を吐く。 

 ここで息を長く吸うならば、「私は息を長く吸っている」と正しく知ることになる。息を長く吐くな

らば、「私は息を長く吐いている」と正しく知ることになる。ここで息を軽く吸っているならば、「私

は息を軽く吸っている」と正しく知ることになる。また、息を軽く吐くならば、「私は息を軽く吐いて

いる」と正しく知ることになる。 

 これは、身体のすべてを感じながら、私は感受を具えて息を吐くという実践をしていることになる。

ここで身体のすべてを感じながら「私は息を吸っている」、身体のすべてを感じながら「私は息を吐い
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ている」という訓練をする。身体の意志作用（行為）を鎮めて「私は息を吐いている」という実践をし

ていることになる。 

 さらにまた、比丘たちよ、このように秀でた大工、あるいはその弟子が機械を使って長くした時、

「長くした」と知る。機械によって短くした時、「短くした」と知る。比丘たちよ、このように、息を

長く吸ったなら、「息を長く吸った」と知る。自分の身体のすべてに感受とともに息を吸うことと、自

分の身体のすべてに感受とともに息を吐くという実践をしたことになり、私の身体の意志作用（行為）

を非常に柔軟にして、息を吐く実践をしたことになる。 

 

 このように、内側の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、内と外の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、生起をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、生起と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいて何も維持することにはならない。そうであっても、比丘は身体をよく観察して身念処にとどまる

のである。 

〔以上で出息と入息についての部を終えた。〕 
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身念処について 

行為についての部 

 

 また、比丘たちよ、比丘は歩いている時も「私は歩いている」ということを正しく知る。立っている

時も、「私は立っている」ということを正しく知る。座っている時も、「私は座っている」ということ

を正しく知る。横になっている時も、「私は横になっている」ということを正しく知る。あるいは、ど

のように身体がとどまっていても、比丘はそのように知るのである。 

 

 このように、内側の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、内と外の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、生起をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、生起と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。そうであっても、比丘は身体をよく観察して、身念処によ

ってとどまるのである。 

〔以上で行為についての部を終えた。〕 
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身念処 

正知についての部 

 



 3 

 また、比丘たちよ、比丘は前に進んでいても、後退していても、正知
しょうち

を具えている。前や横、後ろな

どを見るために、正知を具えている。身体を曲げたり伸ばしたりするためにも、正知を具えている。 

 各自の法衣、外套、上衣、托鉢の鉢を持つためにも、正知を具えている。食べたり、飲んだり、味わ

ったりする時にも、正知を具えている。小便をする時にも、正知を具えている。歩く時、立ち上がる

時、座る時、横になる時、清める時、起きる時、話す時、静かにしている時にも、比丘は完全に正知を

具えている。 

 

 このように、内側の身体をよく観察して、身念処によってとどまっているか、 

 あるいは、外側の身体をよく観察して、身念処によってとどまっているか、 

 あるいは、外側と内側の身体をよく観察して、身念処にとどまっているか、 

 あるいは、生起をよく観察して、身念処にとどまっているか、 

 あるいは、滅尽をよく観察して、身念処によってとどまっているか、 

 あるいは、生起と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまっているか、 

 

 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。そうであっても、比丘は身体をよく観察して、身念処によ

ってとどまるのである。 

〔以上で正知についての部を終えた。〕 
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身念処 

相反する側についての作意の部 

（作意
さ い

とは対象に心を従事させること） 

 

 また、比丘たちよ、この身体は、足の裏から上へ、頭頂から足の裏までの皮膚に至るまでの様々な不

浄なものによって一杯になっていることを知り、理解する。この身体には、髪、体毛、爪、歯、皮膚、

肉、脈管、筋、骨、骨髄、腎臓、心臓、肝臓、肋膜、脾臓、肺、腸、胃、大便、胆汁、痰、血、汗、脂

肪、涙、脂、唾液、鼻水、膿、小便などが存在する。 

 比丘たちよ、このように、両側に口のある袋が種々の穀物、つまり、サーリ籾米
もみごめ

（籾殻のついた

米）、ヴィーヒ籾米、緑豆、そら豆、胡麻、米が袋一杯に満ちており、眼を持つ人がそれを開けて個別

に理解し、「これは米である、これは小麦である、これは緑豆である、これはそら豆である、これは胡

麻である、これは米である、これはサーリ籾米
もみごめ

である」とこのように理解する。比丘たちよ、比丘の身

体は足の裏から上へ、頭頂から下までの皮膚に至るまで、様々な不浄なものによって満ちていることを

知って個別に理解し、この身体には、髪、体毛、爪、歯、皮膚、肉、脈管、骨、骨髄、腎臓、心臓、肝

臓、肋膜、脾臓、肺、腸、腸間膜、胃、大便、胆汁、痰、膿、血、汗、脂肪、涙、唾、鼻汁、関節液、

小便があることを知る。 

 

 このように、内側の身体をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、外界の身体をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、外界と内側の身体をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、生起をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、滅尽をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 あるいは、生起と滅尽をよく観察し、身念処によってとどまるか、 
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 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。そうであっても、比丘は身体に対して、身念処によってと

どまるのである。 

〔以上で相反する側についての作意の部を終えた。〕 
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身念処 

四つの要素についての作意の部 

 

 また、比丘たちよ、比丘はこの身体がどのようにとどまっていても、すべての要素と等しく個別に観

察すると、この身体には、地の要素、水の要素、火の要素、風の要素が存在している。このように、比

丘たちよ、秀でた屠殺者かその助手が雌牛を殺し、四叉路で切り裂いて別々に座っているようなもので

ある。このように、比丘たちよ、この身体がどのようにとどまっていても、すべての要素と等しく個別

に観察すると、この身体には、地の要素、水の要素、火の要素、風の要素が存在する。 

 

 このようにして、内側の身体
か ら だ

をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 内側の身体と外界の身体をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する現象をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 身体に滅尽する現象をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起し滅尽する現象をよく観察し、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。そうであっても、比丘は身体に対して、身念処によってと

どまるのである。 

〔以上で四つの要素についての作意の部を終えた。〕 
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身念処 

九種の墓場についての部 

 

１）また、比丘たちよ、比丘は、このように墓場に捨てられた死後 1日目、死後 2日目、死後３日目の

膨張して青黒くなり、膿でただれた死体を見て、この身体
か ら だ

だけに集中して、「実際には自分の身体も、

このような自性を持つものであり、このように変化するものであり、このような状態を超えることのな

いものである」とわかる。 

 

 このように内側の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 
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 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

２）また、比丘たちよ、比丘は、墓場に送られ、カラスに食べられたり、鷹
たか

に食べられたり、禿鷹に食

べられたり、鶴に食べられたり、ジャッカルに食べられたり、様々な種類の生き物に食べられたりして

いる死体を見ると、自分の身体
か ら だ

に集中して、「実際にはこの身体も、このような自性を持つものであ

り、このように変化するものであり、このような状態を超えることのないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽を観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

３）また、比丘たちよ、比丘は、墓場に送られた死体とともに、骨が連鎖し、血肉があり、筋が繋がっ

ている死体を見ると、自分の身体に集中して、「実際にはこの身体も、このような自性を持つものであ

り、このように変化するものであり、このような状態を超えることのないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

４）肉と離れ、血にまみれ、脈管によって結ばれた肉のない骨を持つ身体
か ら だ

を見ると、自分の身体に集中

して、「実際にはこの身体も、このような自性を持つものであり、このように変化するものであり、こ

のような状態を超えることのないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 



 6 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

５）肉と血がなく、脈管によって結ばれた肉のない骨だけの身体
か ら だ

を見ると、この身体はこのようにまと

められているのであり、「実際にはこの身体も、このような自性を持つものであり、このように変化す

るものであり、このような状態を超えることのないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

６）まとめられていない骨をすべて〔東西南北の〕方向と四隅をなくして見ると、手の骨、足の骨、体

毛、 踝
くるぶし

、手足の長い骨、大腿骨、背骨、肩、首の後ろ、頬
ほお

、頭蓋骨があり、この身体はこのようにま

とめられていて、「実際にはこの身体も、このような自性を持つものであり、このように変化するもの

であり、このような状態を超えることのないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

７）また、比丘たちよ、比丘はこのように、墓場に送られたひとつの身体
か ら だ

を見てみると、すべての骨は

白い法螺貝のような色に変わっていき、この身体はこのようにまとめられていて、「実際にはこの身体
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も、このような自性を持つものであり、このように変化するものであり、このような状態を超えること

のないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

８）誰でも百年経った古い骨の集まりが存在するのを見たならば、その身体
か ら だ

はこのようにまとめられて

いるのであり、「実際にはこの身体も、このような自性を持つものであり、このように変化するもので

あり、このような状態を超えることのないものである」とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 身体に生起する諸法と滅尽をよく観察して、身念処によってとどまるか、 

 

 今、これが身体
か ら だ

である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

 

９）誰でも骨のすべてが粉になって存在するのを見たならば、「実際にはこの身体
か ら だ

も、このような自性

を持つものであり、このように変化するものであり、このような状態を超えることのないものである」

とわかる。 

 

 このように、内側の身体
か ら だ

をよく観察して、身念処によってとどまり、 

 外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまり、 

 内側と外界の身体をよく観察して、身念処によってとどまり、 

 身体に生起する諸法をよく観察して、身念処によってとどまり、 

 身体の滅尽をよく観察して、身念処によってとどまり、 

 身体に生起する諸法と滅尽を観察して、身念処によってとどまり、 

 

 今、これが身体である、という認識が確立された。その認識により、これが身体であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に
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おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は身体を観察し続け、身念処によってとど

まるのである。 

〔以上で五種の身念処と九種の墓場についての部を終えて、身念処の十四の様相が完了した。〕 

 

7 

受念処 

 

 また、比丘たちよ、比丘はどのようにして感受についてよく観察し、どのようにとどまるのか。ここ

で、比丘たちよ、  

 

 楽を感受する時、「私は楽を感受している」と知る。 

 苦を感受する時、「私は苦を感受している」と知る。 

 苦楽がないことを感受する時、「私は苦楽がないことを感受している」と知る。 

 汚れた楽を感受する時、「私は汚れた楽を感受している」と知る。 

 汚れのない楽を感受する時、「私は汚れのない楽を感受している」と知る。 

 汚れのある苦を感受する時、「私は汚れのある苦を感受している」と知る。 

 汚れのない苦を感受する時、「私は汚れのない苦を感受している」と知る。 

 汚れがあり苦楽がないことを感受する時、「私は汚れがあり苦楽がないことを感受している」と知

る。 

 汚れがなく苦楽のないことを感受する時、「私は汚れがなく苦楽のないことを感受している」と知

る。（９種） 

 

 このように、内側の〔東西南北の〕方向の感受をよく観察して、受念処にとどまり、 

 外側の方向の感受をよく観察して、受念処
じゅねんじょ

によってとどまり、 

 内側と外側の感受をよく観察して、受念処によってとどまり、 

 生起する諸法の感受をよく観察して、受念処によってとどまり、 

 滅尽する諸法の感受をよく観察して、受念処によってとどまり、 

 生起と滅尽の感受をよく観察して、受念処によってとどまり、 

 

 今、これが感受である、という認識が確立された。その認識により、これが感受であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は感受を観察し続け、受念処によってとど

まるのである。 

〔以上で受念処についての部を終えた。〕 

 

8 

心念処 

 

 また、比丘たちよ、比丘はどのようにして心についてよく観察し、どのようにとどまるのか。ここ

で、比丘たちよ、  

 

 貪欲のある心をよく観察し、「貪欲のある心である」と知る。 

 貪欲のない心をよく観察し、「貪欲のない心である」と知る。 

 瞋恚
し ん に

（怒り）がある心をよく観察し、「瞋恚がある心である」と知る。 

 瞋恚のない心をよく観察し、「瞋恚のない心である」と知る。 

 無明のある心をよく観察し、「無明のある心である」と知る。 
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 無明のない心をよく観察し、「無明のない心である」と知る。 

 沈鬱な心をよく観察し、「沈鬱な心である」と知る。 

 気が散乱した心をよく観察し、「気が散乱した心である」と知る。 

 大いなる心をよく観察し、「大いなる心である」と知る。 

 大いなる心ではないものをよく観察し、「大いなる心ではない」と知る。 

 無上なる心をよく観察し、「無上なる心である」と知る。 

 無上でない心をよく観察し、「無上でない心である」と知る。 

 等引
とういん

に入った心をよく観察し、「等引に入った心である」と知る。 

 等引に入っていない心をよく観察し、「等引に入っていない心である」と知る。 

 解脱に至った心をよく観察し、「解脱に至った心である」と知る。 

 解脱に至っていない心をよく観察し、「解脱に至っていない心である」と知る。 

 

 このように、内側の心をよく観察して、心念処
しんねんじょ

によってとどまり、 

 外界の心をよく観察して、心念処によってとどまり、 

 内側と外界の心をよく観察して、心念処によってとどまり、 

 生起の法をよく観察して、心念処によってとどまり、 

 滅尽の法をよく観察して、心念処によってとどまり、 

 生起と滅尽の法をよく観察して、心念処によってとどまり、 

 

 今、これが心である、という認識が確立された。その認識により、これが心であるということが堅固

になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間におい

ても、何も維持することにはならない。このように比丘は心を観察し続け、心念処によってとどまるの

である。 

〔以上で心念処についての部を終えた。〕 

 

9 

法念処 

五蓋についての部 

 

五蓋
ご が い

とは瞑想の障りとなる五つの障害のことであり、懈怠
け だ い

（怠慢）、失念（瞑想対象を見失うこと）、

惛沈
こんじん

（沈鬱）と悼挙
じょうこ

（昂奮
こうふん

）、障りが生じても対策を講じないこと、障りが克服されているのに対策を

講じ続けることである。 

 

 また、比丘たちよ、比丘は、どのようにして諸法についてよく観察し、どのようにとどまるのか。こ

こで、比丘たちよ、比丘は、五蓋の諸法をよく観察し、法念処によってとどまる。また、比丘たちよ、

比丘は五蓋の法をよく観察し、法念処によってどのようにとどまるのか。 

  

 ここで、比丘たちよ、比丘は、心に貪欲への願いがあり、「私は心に貪欲への願いがある」と知る。 

 心に貪欲がなければ、「私の心には貪欲がない」と知る。 

 また、まだ生じていない貪欲への願いが生じたなら、それを正しく知る。 

 また、すでに生じた貪欲への願いが滅したなら、それを正しく知る。 

 また、すでに滅した貪欲への願いが再び起きないように、それを正しく知る。 

 あるいは、心に害意があれば、「私の心には害意がある」と正しく知る。 

 心の中に害意がなければ、「私の心には害意はない」と正しく知る。 

 また、まだ生じていない害意が生じたら、それを正しく知る。 
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 また、すでに生じた害意が滅したなら、それを正しく知る。 

 また、滅し終えた害意が再び生じないようにするには、それを正しく知る。 

 あるいは、心に惛沈
こんじん

（無気力）と眠気があれば、「私の心に惛沈と眠気がある」と正しく知る。 

 心に惛沈と眠気がなければ、「私の心に惛沈と眠気はない」と正しく知る。 

 また、まだ生じていない惛沈と眠気が生じたら、それを正しく知る。 

 また、すでに生じた惛沈と眠気が滅したら、それを正しく知る。 

 また、すでに滅した惛沈と眠気が再び起きないように、それを正しく知る。 

 あるいは、悼挙（
じ ょ う こ

昂奮
こうふん

）と後悔があれば、「私の心には昂奮と後悔がある」と正しく知る。 

 心に昂奮と後悔がなければ、「私の心には昂奮と後悔はない」と正しく知る。 

 また、まだ生じていない昂奮と後悔が生じたら、それを正しく知る。 

 また、すでに生じた昂奮と後悔が滅したなら、それを正しく知る。 

 また、滅し終えた昂奮と後悔が再び起きないように、それを正しく知る。 

 また、疑いがあるならば、「私の心に疑いがある」と正しく知る。 

 心に疑いがなければ、「私の心に疑いはない」と正しく知る。 

 また、まだ生じていない疑いを生じさせるには、それを正しく知る。 

 すでに生じた疑いを滅するには、それを正しく知る。 

 滅し終えた疑いを再び生じさせないためには、それを正しく知る。 

 

 このように、内側の〔東西南北の〕方向の諸法をよく観察して、法念処にとどまる。 

 外側の方向の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 内側と外側の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 生起する諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 滅尽する諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 生起と滅尽の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 

 今、これが諸法である、という認識が確立された。その認識により、これが諸法であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は諸法を観察し続け、法念処にとどまるの

である。 

〔以上で五蓋についての部を終えた。〕 
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法念処 

五蘊についての部 

  

 また、比丘たちよ、比丘は、五蘊
ご う ん

の法をよく観察し、法念処によってとどまる。また、比丘たちよ、

比丘は、五蘊の法をよく観察し、法念処によってどのようにとどまるのか。 

 ここで、比丘たちよ、比丘は、これは色
しき

（物質的存在）である。これは色
しき

の生起である。これは色
しき

の

滅尽である。これは受
じゅ

である。これは受の生起である。これは受の滅尽である。これは想
そう

である。これ

は想の生起である。これは想の滅尽である。これは行である。これは行
ぎょう

の生起である。これは行の滅

尽である。これは識
しき

である。これは識の生起である。これは識の滅尽である、と体験するものである。 

 

 このように、内側の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 外界の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 外界と内側の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 
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 生起する諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 滅尽する諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 生起と滅尽の諸法をよく観察して、法念処にとどまり、 

 

 今、これが五蘊である、という認識が確立された。その認識により、これが五蘊であるということが

堅固になった。もし、知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまることはなく、この世間に

おいても、何も維持することにはならない。このように比丘は五蘊を観察し続け、法念処にとどまるの

である。 

〔以上で五蘊についての部を終えた。〕 

 

11 

法念処 

六内処と六外処についての部 

 

六内処とは、六根のことであり、眼、耳、鼻、舌、身体、意識という感覚器官のことである。 

六外処とは、六境のことであり、色、音、香、味、触、法という六つの対象のことである。 

 

 また、比丘たちよ、比丘は、内と外の六処の諸法をよく観察し、法念処によってとどまる。また、比

丘たちよ、内と外の六処の諸法をよく観察し、法念処によってどのようにとどまるのか。 

 

 ここで、比丘たちよ、比丘は、眼をよく観察し、正しく知り、 

 色
しき

（物質的存在）などをよく観察し、正しく知り、 

 また、まだ生じていない束縛の生起をよく観察し、正しく知り、 

 また、このように生じた束縛の滅尽をよく観察し、正しく知り、 

 また、すでに滅尽した束縛で外界に生じていないものをよく観察し、正しく知る。 

  

 耳
に

をよく観察し、正しく知る。 

 声
しょう

をよく観察し、正しく知る。 

 この二つの条件によって束縛が生起したならば、それを正しく知る。 

 また、まだ生起していない束縛が生じたならば、それを正しく知る。 

 また、このようにして生起した束縛の滅尽をよく観察し、正しく知る。 

 また、このように滅尽し終えた束縛で、外界にまだ生じていないものをよく観察し、正しく知る。 

 

 鼻
び

をよく観察し、正しく知る。 

 香
こう

をよく観察し、正しく知る。 

 この二つの条件によって束縛が生起したならば、それを正しく知る。 

 また、まだ生起していない束縛が生じたならば、それを正しく知る。 

 また、このようにして生起した束縛の滅尽をよく観察し、正しく知る。 

 また、このように滅尽し終えた束縛で、外界にまだ生じていないものをよく観察し、正しく知る。 

 

 舌
ぜつ

をよく観察し、正しく知る。 

 味
み

をよく観察し、正しく知る。 

 この二つの条件によって束縛が生起したならば、それを正しく知る。 

 また、まだ生起していない束縛が生じたならば、それを正しく知る。 

 また、このようにして生起した束縛の滅尽をよく観察し、正しく知る。 
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 また、このように滅尽し終えた束縛で、外界にまだ生じていないものをよく観察し、正しく知る。 

 

 身
み

をよく観察し、正しく知る。 

 触
そく

をよく観察し、正しく知る。 

 この二つの条件によって束縛が生起したならば、それを正しく知る。 

 また、まだ生起していない束縛が生じたならば、それを正しく知る。 

 また、このようにして生起した束縛の滅尽をよく観察し、正しく知る。 

 また、このように滅尽し終えた束縛で、外界にまだ生じていないものをよく観察し、正しく知る。 

 

 意をよく観察し、正しく知る。 

 諸法をよく観察し、正しく知る。 

 この二つの条件によって束縛が生起したならば、それを正しく知る。 

 また、まだ生起していない束縛が生じたならば、それを正しく知る。 

 また、このようにして生起した束縛の滅尽をよく観察し、正しく知る。 

 また、このように滅尽し終えた束縛で、外界にまだ生じていないものをよく観察し、正しく知る。 

 

 このようにして内側の諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 外界の諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 内側と外界の諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 生起する諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 滅尽する諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 生起と滅尽の諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 

 今、これが六内処と六外処である、という認識が確立された。もし、その認識により、これが六内処

と外内処であるということが堅固になった。知るのみであり、見ただけである限り、堅固にとどまるこ

とはなく、この世間においても、何も維持することにはならない。このように比丘は六内処と六外処を

観察し続け、法念処にとどまるのである。 

〔以上で六内処と六外処についての部を終えた。〕 

 

12 

法念処 

七覚支についての部 

 

七覚支とは、悟りの 7つの支分をなす項目のこと。 

 

１）七覚支
しちかくし

 

 また、比丘たちよ、比丘は、菩提に至る七覚支の諸法をよく観察し、法念処
ほうねんじょ

によってとどまる。ま

た、比丘たちよ、比丘は、菩提に至る七覚支の諸法をよく観察し、法念処によってどのようにとどまる

のか。 

 

２）念覚支
ねんかくし

  

 ここで、比丘たちよ、比丘は、内に念覚支が存在することをよく観察し、私の内に念覚支が存在する

ことを、法念処によって正しく知り、 

 内に念覚支が存在しないことをよく観察し、私は内に念覚支が存在しないことを、法念処によって正

しく知り、 
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 また、このように、まだ生起していない念覚支の諸法が生起したことをよく観察し、法念処によって

正しく知り、 

 また、このように、すでに生起した念覚支の諸法を瞑想し、すべてが円満したことを何度も繰り返し

正しく知る。 

 

 内に、諸法を分析する念覚支の諸法が存在することをよく観察し、法念処によって正しく知り、 

 内に、諸法を分析する念覚支の諸法が存在しないことをよく観察し、私の内に諸法を分析する念覚支

の諸法が存在しないことを正しく知り、 

 また、このように、まだ生起していない諸法を分析する念覚支が生起したことをよく観察し、正しく

知り、 

 また、このように、すでに生じた諸法を分析する念覚支の諸法を瞑想し、円満したことを何度も繰り

返し正しく知る。 

 

３）精進覚支  

 内に、精進という精進覚支の諸法が存在し、私の内に精進覚支という諸法があることをよく観察し、

それを法念処によって正しく知り、 

 内に、精進という精進覚支の諸法が存在せず、私の内に精進覚支という諸法がないことをよく観察

し、それを法念処によって正しく知り、 

 また、このように、まだ生じていない精進覚支という諸法が生じたことを正しく知る。 

 また、このように、すでに生じた精進という精進覚支という諸法を瞑想し、円満したことを知る。 

 

４：喜覚支 内に喜びという喜覚支の諸法が存在し、私の内に喜びという喜覚支の諸法が存在すること

をよく観察し、正しく知る。 

 内に喜びという喜覚支の諸法がなく、私の内に喜びという喜覚支の諸法が存在しないことをよく観察

し、正しく知る。 

 また、このように、まだ生じていない喜びという喜覚支の諸法が生じたことを正しく知る。 

 また、このように、すでに生じた喜びという喜覚支の諸法を瞑想し、円満したことを何度も繰り返し

正しく知る。 

 

５：軽安
きょうあん

覚支 内に軽安（柔軟性）という軽安覚支の諸法が存在し、私の内に軽安という軽安覚支の

諸法があることをよく観察し、それを法念処によって正しく知り、 

 内に、軽安という軽安覚支の諸法が存在せず、私の内に軽安という軽安覚支の諸法がないことをよく

観察し、それを法念処によって正しく知り、 

 また、このように、まだ生じていない軽安覚支という諸法が生じたことを正しく知る。 

 また、このように、すでに生じた軽安覚支という諸法を瞑想し、円満したことを知る。 

 

６：定
じょう

覚支 内に禅定という定覚支の諸法が存在し、私の内に定覚支という諸法があることをよく観

察し、それを法念処によって正しく知り、 

 内に、禅定という定覚支の諸法が存在せず、私の内に禅定という諸法がないことをよく観察し、それ

を法念処によって正しく知り、 

 また、このように、まだ生じていない定覚支という諸法が生じたことを正しく知る。 

 また、このように、すでに生じた定覚支という諸法を瞑想し、円満したことを何度も繰り返し正しく

知る。 

 

７：捨
しゃ

覚支 内に等引という捨覚支の諸法が存在し、私の内に等引という捨覚支の諸法があることをよ

く観察し、それを法念処によって正しく知り、 
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 内に、等引という捨覚支の諸法が存在せず、私の内に等引という捨覚支の諸法がないことをよく観察

し、それを法念処によって正しく知り、 

 また、このように、まだ生じていない等引という捨覚支の諸法が生じたことを正しく知る。 

 また、このように、すでに生じた等引という捨覚支の諸法を瞑想し、円満したことを何度も繰り返し

正しく知る。 

〔以上で七覚支についての部を終えた。〕 

 

13 

法念処 

真理についての部 

 

 また、比丘たちよ、比丘は、四聖諦の諸法をよく観察し、法念処によってとどまり、 

 また、比丘たちよ、比丘は、四聖諦の諸法をよく観察し、法念処によってどのようにとどまるのか。 

 

 ここで、比丘たちよ、比丘は、これは苦しみであると言われている究極のありようについてよく観察

し、法念処によって正しく知る。 

 これは苦しみの因である、と言われている究極のありようについてよく観察し、法念処によって正し

く知る。 

 これは苦しみを止滅する方法である、と言われている究極のありようについてよく観察し、法念処に

よって正しく知る。 

 これは苦しみの止滅に至る方法である、と言われている究極のありようについてよく観察し、法念処

によって正しく知る。 

 

 また、比丘たちよ、苦しみが存在するという真理とは何なのか。誕生もまた苦しみであり、老化もま

た苦しみであり、病もまた苦しみであり、死もまた苦しみであり、嘆きと悲しみの声をあげることも苦

しみであり、心を不快にしてかき乱すものもまた苦しみである。嫌いな人と出会うこともまた苦しみで

ある（怨憎会苦
お ん ぞ う え く

）。 

 愛する人と離れることもまた苦しみである（愛別離苦
あ い べ つ り く

）。望むものが得られないこともまた苦しみで

ある（求不得苦
ぐ ふ と く く

）。要約すると、五蘊は皆苦しみである。 

 

 また、比丘たちよ、誕生とは何か。一切有情に誕生が存在するならば、そのとどまるところ、その誕

生、〔意識の〕転移（ポワ）、実際の生起、五蘊の生起、〔十二〕処のすべてを見出すこと、これが、

比丘たちよ、誕生である。 

 また、比丘たちよ、老化とは何か。一切有情に老化が存在するならば、そのとどまるところ、その老

化、衰退、年齢の衰退、歯が折れ、白髪になり、皮膚に皺
しわ

がよること、これが、比丘たちよ、老化であ

る。 

 また、比丘たちよ、死とは何か。一切有情に死が存在するならば、そのとどまるところ、そこへの

〔意識の〕転移（ポワ）、転移自体、転移から離れ、溶け入り、死、死後、時間の変化、五蘊と離れ、

皮膚が剥がれ、生と離れる、これが、比丘たちよ、死である。 

 また、比丘たちよ、嘆きとは何か。比丘たちよ、その習慣性を具え、その苦しみと、それによる逼迫

した絶叫、悲痛、絶叫、悲嘆の声をあげること、これが、比丘たちよ、嘆きである。 

 

 比丘たちよ、苦痛の声とは何か。比丘たちよ、その習慣性、それを具え、苦しみと、その逼迫した号

泣、号泣、苦痛の声、悲嘆の声、これが、比丘たちよ、苦痛の声である。 
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 また、比丘たちよ、苦しみとは何か。比丘たちよ、身体の苦しみ、身体の憂い、身体に触れることで

生じる苦しみ、困難、その体験、これが、比丘たちよ、苦しみである。 

 また、比丘たちよ、不快な心とは何か。心の苦しみ、心の困難、心の困難、心に触れることから生じ

る苦しみ、困難、その体験、これが、比丘たちよ、不快な心である。 

 また、比丘たちよ、錯乱とは何か。比丘たちよ、その習慣性、それを具え、この苦しみと、その心に

よる嘆きと驚き、心配、驚きそれ自体、これが、比丘たちよ、錯乱である。 

 また、比丘たちよ、嫌いな人と出会う苦しみ（怨憎会苦
お ん ぞ う え く

）とは何か。ここで、親愛でない人、魅力的

でない人の身体にある、声、香、味、触、法とともに存在し、あるいは、意味のない欲望、利益を望ま

ず、相容れない条件を望み、吉祥でないものを望み、このような人々と関係を持ち、それらの人々と向

かい合い、維持し、交わるなど、これが、比丘たちよ、嫌いな人と出会う苦しみである。 

 また、比丘たちよ、愛する人と離れる苦しみ（愛別離苦
あ い べ つ り く

）とは何か。ここで、親愛なる人、魅力ある

人の身体にある、声、香、味、触、法とともに存在し、あるいは、誰かその意義を望み、利益を望み、

見合った条件を望み、吉祥を望み、父、兄、姉、友人、大臣など種姓が同様で関係のある人とともに、

向かい合えず、維持できず、交われないなど、これが、比丘たちよ、愛する人と離れる苦しみである。 

 また、比丘たちよ、欲しいものを探しても見つからない苦しみ（求不得苦
ぐ ふ と く く

）とは何か。比丘たちよ、

誕生を自性とする一切有情に対して、このような欲望が生じ、ああ、我々が誕生しなかったなら、どれ

ほどよかったであろうか。しかし、これは望んだからといって見つかるものではない。これもまた、欲

しいものを探しても見つからない苦しみである。 

 比丘たちよ、老化という自性を持つ命あるものたちには、欲望はどのように生じるのか。ああ、我々

が老化という自性を持たなければ、どれほどよかったであろうか。我々が老化しなかったなら、どれほ

どよかったであろうか。しかし、これは望んだからと言って見つかるものではない。これもまた、欲し

いものを探しても見つからない苦しみ（求不得苦）である。 

 

 比丘たちよ、病という自性を持つ命あるものたちには、欲望はどのように生じるのか。ああ、我々が

病にならなかったなら、どれほどよかったであろうか。しかし、これは望んだからといって見つかるも

のではない。これもまた、欲しいものを探しても見つからない苦しみ（求不得苦）である。 

 比丘たちよ、死という自性を持つ命あるものたちには、欲望はどのように生じるのか。ああ、我々が

死という自性を持っていなければ、どれほどよかったであろうか。しかし、これは望んだからといって

見つかるものではない。 

 比丘たちよ、嘆き、悲嘆、苦しみ、不快な心、錯乱の自性を持つ生き物たちには、欲望はこのように

生じるのであり、ああ、我々が嘆き、悲嘆し、苦しみ、心の不快、錯乱が生じなければ、どれほどよか

ったであろうか。しかし、これは望んだからといって見つかるものではない。 

 比丘たちよ、要約すると、五蘊の苦しみとはどのようなものなのかと言うと、それはこのようなもの

であり、色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊の苦しみである。比丘たちよ、これが五蘊の苦しみである。 

 

14 

集諦に関連させた解説についての部 

 

 また、比丘たちよ、苦しみの因についての聖なる真理（四聖諦）とは何か。欲求と結びつき、どんな

対象でもそれを喜び、何度も繰り返し誕生させる生存とは、例えば、欲求という渇愛
かつあい

（激しい愛着）、

輪廻への渇愛、破壊への渇愛である。 

 また、比丘たちよ、渇愛とはどこに生じ、どこにとどまるのか。身体の世間には、魅力的なもの、喜

びを与えるものがあり、それに対して渇愛が生じ、そこに渇愛がとどまる。 

 

１）六根：感覚器官について 



 16 

 この世間では何が魅力的なのか、何が喜びとなるのか、世間では眼が魅力的であり、喜びとなるもの

であり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。世間では耳が魅力的であり、喜びとなるものであり、こ

こに渇愛がとどまる。 

 この世間には何が魅力的なのか、何が喜びとなるのか、世間では鼻が魅力的であり、喜びとなるもの

であり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。世間では舌が魅力的であり、喜びとなるものであり、こ

こに渇愛がとどまる。 

 この世間では何が魅力的なのか、何が喜びとなるのか、世間では身体
か ら だ

が魅力的であり、喜びとなるも

のであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。世間では意識が魅力的であり、喜びとなるものであ

り、ここに渇愛がとどまる。 

  

２）六境：知覚対象について 

 この世間では、色
しき

（物質的存在）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛

がとどまる。世間には声
しょう

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどま

る。 

 この世間では、香
こう

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。世

間では味
み

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では触
そく

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。世間

では法が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 

３）六識：認識について 

 この世間では、眼識
げんしき

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。  

 この世間では、耳識
に し き

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、鼻識
び し き

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、舌識
ぜっしき

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、身識
しんしき

が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、意識が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 

４）六境：知覚対象について 

 この世間では、眼による接触（触
そく

）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇

愛がとどまる。 

 この世間では、耳による接触（触）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇

愛がとどまる。 

 この世間では、鼻による接触（触）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇

愛がとどまる。 

 この世間では、舌による接触（触）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇

愛がとどまる。 

 この世間では、身体による接触（触）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、

渇愛がとどまる。 

 この世間では、意識による接触（触）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、

渇愛がとどまる。 

 

５）六根：感覚器官について 
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 この世間では、眼による接触（触
そく

）から生じた感受が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに

渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、耳による接触（触）から生じた感受が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに

渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、鼻による接触（触）から生じた感受が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに

渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、舌による接触（触）から生じた感受が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに

渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、身体による接触（触）から生じた感受が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここ

に渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、意識による接触（触）から生じた感受が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここ

に渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 

６）六境：知覚対象について 

 この世間では、色
しき

（物質的存在）に対する感覚が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛

が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、声
しょう

に対する感覚が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛

がとどまる。 

 この世間では、香
こう

に対する感覚が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、味
み

に対する感覚が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、触
そく

に対する感覚が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、法に対する感覚が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 

７）六境：知覚対象 

 この世間では、色
しき

（物質的存在）に対する行
ぎょう

（意志作用）が魅力的であり、喜びとなるものであ

り、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、声
しょう

という行
ぎょう

（意志作用）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生

じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、香
こう

という行
ぎょう

（意志作用）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生

じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、味
み

という行
ぎょう

（意志作用）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生

じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、触
そく

という行
ぎょう

（意志作用）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生

じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、法という行
ぎょう

（意志作用）が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生

じ、渇愛がとどまる。 

 

８）六境：知覚対象） 
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 この世間では、色
しき

（物質的存在）に対する渇愛が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛

が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、声
しょう

に対する渇愛が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛

がとどまる。 

 この世間では、香
こう

に対する渇愛が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、味
み

に対する渇愛が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、触
そく

に対する渇愛が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、法に対する渇愛が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 

９）六境：知覚対象 

 この世間では、色
しき

（物質的存在）に対する分別が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛

が生じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、声
しょう

に対する分別が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛

がとどまる。 

 この世間では、香
こう

に対する分別が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、味
み

に対する分別が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、触
そく

に対する分別が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 この世間では、法に対する分別が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛が

とどまる。 

 

11）六境：知覚対象 

 この世間では、色
しき

（物質的存在）の分析が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生

じ、渇愛がとどまる。 

 この世間では、声
しょう

の分析が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとど

まる。 

 この世間では、香
こう

の分析が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどま

る。 

 この世間では、味
み

の分析が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどま

る。 

 この世間では、触
そく

の分析が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどま

る。 

 この世間では、法の分析が魅力的であり、喜びとなるものであり、ここに渇愛が生じ、渇愛がとどま

る。 

 比丘たちよ、これが苦しみの因であり、苦しみの因が存在するという聖なる真理である。 
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15 

滅諦に関連させた解説についての部 

 

 また、比丘たちよ、苦しみを止滅する四つの聖なる真理（四聖諦）とは何か。渇愛の側に属するすべ

てのものに対する欲望から離れる止滅、苦しみを捨て、個別の苦から離れ、解放し、とどまる場所から

離れることである。 

  

１）六根：感覚器官 

 また、比丘たちよ、この渇愛はどこへ尽きるのか。どこに滅するのか。世間では眼が魅力的なもので

あり、喜びとなるのは渇愛であり、この滅尽がそこに止滅するのである。 

 

 世間では耳が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では鼻が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では舌が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では身体が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では意識が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

２）六境：知覚対象 

 世間では色
しき

（物質的存在）が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では声
しょう

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では香
こう

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では味
み

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では触
そく

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では法が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

３）六識：認識 

 世間では眼識
げんしき

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では耳識
に し き

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では鼻識
び し き

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では舌識
ぜっしき

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では身識
しんしき

が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では意識が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

４）六根：感覚器官 

 世間では眼による接触が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では耳による接触が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では鼻による接触が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では舌による接触が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では身体による接触が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では意識による接触が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

５）六根：感覚器官 

 世間では眼による接触から生じた感受作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅す

るのである。  
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 世間では耳による接触から生じた感受作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅す

るのである。 

 世間では鼻による接触から生じた感受作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅す

るのである。 

 世間では舌による接触から生じた感受作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅す

るのである。 

 世間では身体による接触から生じた感受作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅

するのである。  

 世間では意識による接触から生じた感受作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅

するのである。 

 

６）六境：知覚対象 

 世間では色
しき

（物質的存在）の表象作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するの

である。 （表象作用：知覚したイメージを記憶し、再び心のうちに現れた作用） 

 世間では声
しょう

の表象作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。  

 世間では香
こう

の表象作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。  

 世間では味
み

の表象作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。  

 世間では触
そく

の表象作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。  

 世間では法の表象作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。  

 

７）六境：知覚対象 

 世間では色
しき

（物質的存在）による意志作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅す

るのである。  

 世間では声
しょう

による意志作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では香
こう

による意志作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では味
み

による意志作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では触
そく

による意志作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では法による意志作用が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

８）六境：知覚対象 

 世間では色
しき

（物質的存在）への渇愛が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するので

ある。 

 世間では声
しょう

への渇愛が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では香
こう

への渇愛が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では味
み

への渇愛が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では触
そく

への渇愛が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では法への渇愛が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

９）六境：知覚対象 

 世間では色
しき

（物質的存在）への分別が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するので

ある。 
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 世間では声
しょう

への分別が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では香
こう

への分別が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では味
み

への分別が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では触
そく

への分別が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では法への分別が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 

10）六境：知覚対象 

 世間では色
しき

（物質的存在）の分析が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのであ

る。 

 世間では声
しょう

の分析が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では香
こう

の分析が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では味
み

の分析が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では触
そく

の分析が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 世間では法の分析が魅力的であり、喜びとなり、ここで渇愛が尽きて止滅するのである。 

 比丘たちよ、これが苦しみを止滅する聖なる真理である。 

 

16 

道諦に関連させた解説についての部 

 

 また、比丘たちよ、苦しみの止滅に至る道である聖なる真理とは何か。それは八つの聖なる道（八正

道）であり、このように、 

 正しい見解（正見
しょうけん

）、正しい考え（正思惟
しょうしい

）、正しい言葉（正語
しょうご

）、正しい行為（正業
しょうごう

）、正しい

生業（正 命
しょうみょう

）、正しい努力（正精進）、正しい憶念（正念）、正しい禅定（正定）である。 

 

１）また、比丘たちよ、正しい見解（正見
しょうけん

）とは何か。比丘たちよ、苦しみを知り、苦しみの因を知

り、苦しみの止滅を知り、苦しみの止滅に至る道を知る。これが、比丘たちよ、正しい見解（正見）で

ある。 

２）また、比丘たちよ、正しい考え（正思惟
しょうしい

）とは何か。比丘たちよ、出離の心を分析し、害を与えな

いことを分析し、暴力を用いないことを分析する。これが、比丘たちよ、正しい考え（正思惟）であ

る。 

 

３）また、比丘たちよ、正しい言葉（正語
しょうご

）とは何か。比丘たちよ、嘘をつかない、両舌を使わない、

悪口（あっく：荒々しい言葉）を使わない、綺語（きご：真実にそむいて言葉を巧みに偽り飾ること）

を使わない、これが、比丘たちよ、正しい言葉（正語）である。 

 

４）また、比丘たちよ、正しい行為（正業
しょうごう

）とは何か。比丘たちよ、殺生をしない、偸盗（ちゅうと

う：盗み）をしない、邪淫をしない、これが、比丘たちよ、正しい行為（正業）である。 

 

５）また、比丘たちよ、正しい生業
しょうごう

（正 命
しょうみょう

）とは何か。比丘たちよ、聖なる声聞たちが誤った生業

を捨て、正しい生業によって生計を立てる。これが、比丘たちよ、正しい生業（正命）である。 
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６）また、比丘たちよ、正しい努力（正 精 進
しょうしょうじん

）とは何か。比丘たちよ、比丘がまだ生じていない罪と

ともに不善の法が生じないように願いを起こし、努力し、精進し、心を戒めてとどまり、すでに生じた

罪と共に不善の法を捨てるという願いを起こし、努力し、精進し、心を戒めてとどまり、まだ生じてい

ない善の法を生じさせるという願いを起こし、努力し、精進し、すでに生じた善の法にとどまり、恐れ

ず、増やし、広大にし、瞑想を円満させようという願いを起こし、努力し、精進し、心を戒めてとどま

る。比丘たちよ、これが正しい努力（正精進）である。 

 

７）また、比丘たちよ、正しい憶念（正念
しょうねん

）とは何か。比丘たちよ、比丘は世間に貪欲と瞋恚（しん

に）を長い間起こさず、精進を具え、憶念とともに正知を具え、身体をよく観察し、身念処によってと

どまるべきである。 

 

８） 世間では、貪欲と瞋恚
し ん に

を長い間起こさず、精進を具え、憶念と共に正知を具え、感受をよく観察

し、受念処によってとどまるべきである。 

  世間では、貪欲と瞋恚を長い間起こさず、精進を具え、憶念と共に正知を具え、心をよく観察し、

心念処によってとどまるべきである。 

 世間では、貪欲と瞋恚を長い間起こさず、精進を具え、憶念と共に正知を具え、法をよく観察し、法

念処によってとどまるべきである。比丘たちよ、これが正しい憶念（正念）である。 

 

９）比丘たちよ、正しい禅定（正 定
しょうじょう

）とは何か。比丘たちよ、比丘は欲望を離れ、不善の法と離れ、

法を分析することから生じる分別と共に分析し、喜びと楽を具えた第一の禅定を得てとどまるべきであ

る。 

 理解と分析が寂静になった時、内に寂静と一点集中の無分別と無分析の喜びと楽を具えた第二の禅定

を得てとどまる。 

 喜びと離れた平等心の憶念と、正知を具えた身体による楽を体験し、聖なる平等心の憶念を具えて楽

に住すると言われ、第三の禅定を得てとどまる。 

 

10）楽と苦しみをすべて捨てたことに依存して、心の楽と、心の不快を以前より滅していたという理由

により、苦楽がなく、平等心による憶念を浄化した第四の禅定を得てとどまる。 

 比丘たちよ、これが正しい禅定（正 定
しょうじょう

）であると言われている。比丘たちよ、これが、苦しみの止

滅に至る道となる聖なる真理である。 

 

 このように、内側の諸法をよく観察し、法念処によってとどまるか、 

 外界の諸法をよく観察し、法念処によってとどまるか、 

 内側と外界の諸法をよく観察し、法念処によってとどまるか、 

 生起する諸法をよく観察し、法念処によってとどまるか、 

 滅尽する諸法をよく観察し、法念処によってとどまるか、 

 生起する諸法と滅尽する諸法をよく観察し、法念処によってとどまるか、 

 

 今、これが聖なる四聖諦の諸法である、という認識が確立された。もし、その認識により、これが聖

なる四聖諦の諸法であるということが堅固になった。知るのみであり、見ただけである限り、堅固にと

どまることはなく、この世間においても、何も維持することにはならない。このように、比丘は聖なる

四聖諦の諸法を観察し続け、法念処にとどまるのである。 

〔以上で真理についての部を終えた。〕 

 

17 
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四念処の瞑想によって得られる魅力ある結果についての部 

 

 比丘たちよ、誰であっても、四念処についてこのように七年間瞑想するならば、二つの果報のうち、

いずれかの果報が期待できる。今世において涅槃に至ることができるか、有余涅槃
う よ ね は ん

であれば、不還果
ふ げ ん か

を

得る。 

 

有余涅槃とは、すべての煩悩を滅していても、まだ生存の根源である肉体が残っており、五つの感覚器

官などによって快・不快などを感じる状態。 

無余涅槃とは、すべての煩悩を滅し、肉体も滅して、心身の束縛を完全に離れた悟りの状態。無余と

は、残されたものが何も存在しないことを意味する。 

不還果とは、仏教において、もはや人間界にもどることなく、梵 天界以上の階位に上って悟りに至る者

のこと。四向四果の一つ。 

四向四果とは、上座部仏教の見道以上の聖者の分類。 

 

１）比丘たちよ、七年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして六年間

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃に至れる

か、有余涅槃
う よ ね は ん

なら不還果
ふ げ ん か

を得る。 

 

２）比丘たちよ、六年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして五年間

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

３）比丘たちよ、五年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして四年間

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

４）比丘たちよ、四年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして三年間

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

５）比丘たちよ、三年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして二年間

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

６）比丘たちよ、二年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして一年間

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

７）比丘たちよ、一年間など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして七ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

８）比丘たちよ、七ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして六ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 
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９）比丘たちよ、六ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして五ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

10）比丘たちよ、五ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして四ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

11）比丘たちよ、四ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして三ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

12）比丘たちよ、三ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして二ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

13）比丘たちよ、二ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして一ヶ月

修習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

14）比丘たちよ、一ヶ月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして半月修

習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

15）比丘たちよ、半月など言うに及ばない。比丘たちよ、誰であれ、四念処をこのようにして七日間修

習するならば、二つの果報のうち、いずれかが期待できる。すなわち、今世において涅槃を実現する

か、有余涅槃なら不還果を得る。 

 

16）比丘たちよ、四念処とは何かと言うと、一切有情を解放し、嘆きと苦痛の声を滅し、苦しみと不快

な心を滅尽し、真理を得て、涅槃を実現し、これらのすべてに導いていくひとつの道である。ここで述

べたことは、これらの理由によって述べたのである。 

 仏陀がこれを説かれ、比丘たちは皆心から喜んで仏陀のお言葉を称えた。 

 ここに『大念処経』が完了した。 

 
『大念処経』は、師であり無上正等覚の仏陀である世尊、釈迦族の牟尼が初転法輪をまわされた場所であり、仙人

堕処と言われる鹿野苑の森のサールナートの中心にある高等チベット学中央研究所の寺院に保管されていたカーギ

ュ派の自作テキストを、阿闍梨でキノール出身のラメーシュ・チャンドラ・ネギー・マータが翻訳し、校正して確

立した。 

 

バワトゥ・サッバ・マンガラン。 
（すべての生きとし生けるものが、幸せでありますように。） 

 

 

【日本語試訳：マリア・リンチェン 2021 年 12 月】 

  

 

 


