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ABSTRACT 

Pajna-para-mita sutra: The Heart Sūtra is, Wisdom jackfruit many Prajna-para-mita-sutras: is an 
abbreviation of Prajñā-pāramitā-hṛdaya. In other words, it is one of the scriptures preached the sky, 
wisdom thought of Mahayana Buddhism. In other words, is a scripture in order to see through the 
past, present and future meaning of the Heart Sutra. Buddha died after 80 years, Heart Sutra is, he 
is the author in Susankuritto by disciples from gathered in nearby caves. Compilation of Heart Sutra 
is person who is a disciple of the 10 large Buddha. That is, primarily, it is Subhuuti solution and an 
empty Śāriputra is a leading expert wisdom is (heart) guru.  

Heart Sutra is an abbreviated designation of (Maka-Prajna-Para-Mita-Hrdaya), a scripture that 
preached the wisdom and thought (mind) empty Mahayana Buddhism.Each shloka is 32 syllables, 
and Heart Sutra is comprised of Sanskrit in 14 shlokas. Scriptures Heart Sutra, Xuan Zang of 
Xuanzang is upon translated into Karakuni era of China. The number of characters that were 
translated in the Chinese characters is 260. On the other hand, statement number of translation in 
English is composed of 16 sentences. Heart Sutra is a sense the core of Buddhism, is a constant of 
Buddhist scripture that summarizes the name concise. 

Pajna-Para-Mita Sutra can be classified into the following six-steps. ①The joining hands is a gesture 
when I worship Buddha. It is to put both palms together in front of a face and a chest, and to worship it. 
②Religious awakening is a sense that decision-making of the heart to be obtained enlightenment. ③The 
ascetic practices is one of the terms on the training of the mind in Buddhism. ④By practice of the 
bodhisattva, bodhi is a means to reach enlightenment to break the worldly desires.⑤Nirvana is a Zen-like 
got enlightenment of Buddha to turn off the worldly desires.⑥The fundamental principle is an ultimate 
position with realization of Buddha.Furthermore, it is to be finished by an appeal going to the ground of 
first-class complete harmonious Buddha. 
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別表 1. 

1.はじめに 

観音菩薩（かんのんぼさつ、アヴァローキテーシュヴァラ（Avalokiteśvara）は、仏教の菩薩の一尊であり、北伝仏

教、特に日本や中国において古代より広く信仰を集めている尊格で、観世音菩薩＝観自在菩薩ともいい、「観音

さま」とも呼ばれる。般若心経の漢訳の題名には「経」が付されているが、サンスクリット典籍の題名の字句はない。

現在までに漢訳、サンスクリットともに大本、小本の二系統のテキストが残存している。大本は小本の前後に序と

結びの部分を加筆したものともいわれている。現在最も流布しているのは玄奘三蔵訳とされる小本系の漢訳であ

り、『般若心経』といえばこれを指すことが多い。 

釈迦の年代確定には、日本の宇井伯寿や中村元は、漢訳仏典の資料に基づき（北伝）、（南伝）釈迦の年代を考え、

欧米の学者も多くは南伝を採用するが、両者には百年以上の差がある。なお、『大般涅槃経』等の記述から、釈迦は 80

歳で入滅（死去）、没年を設定すれば、生年も導けられる。主な推定生没年は、①紀元前 624 年～紀元前 544 年の南伝

（上座部仏教）説、②紀元前 566 年～紀元前 486 年の北伝「衆聖点記」説および③紀元前 466 年～紀元前 386 年の宇

井説である。 

釈迦の故郷であるシャーキャの都、カピラヴァストゥは、現在のインド・ネパール国境のタライ(tarai)地方のティロリコート

(Tilori-kot)あるいはピプラーワー(Piprahwa)付近にあった。当時のインドでは、16 の大国および多くの小国が争いを繰り

広げ、混乱の度を増す最中にあった。シャーキャもコーサラに服属することになった。釈迦は、十六大国時代のインド（紀

元前 600 年）、インド大陸の北方（現在のインド・ネパール国境）にあった部族・小国シャーキャの出身である。釈迦の家

柄はラージャ（王）とよばれる名門であった。 

ゴータマ釈迦は、紀元前 7 世紀～紀元前 5 世紀頃、このカピラヴァストゥの城主、シャーキャ族王・シュッドーダナを父

とし、釈迦族のコーリヤの執政アヌシャーキャの娘・マーヤーを母としての男子で生まれた。その時、ガウタマ（ゴータマ）

は母親がお産のために実家へ里帰りする途中、ルンビニの花園で誕生し、ガウタマ・シッダールタと名づけられた。ガウ

タマ（ゴータマ）は「最上の牛」を意味、シッダールタ（シッダッタ）は「目的を達したもの」という意味である。生後一週間で

母のマーヤーは亡くなり、その後は母の妹、マハープラジャパティーによって育てられた。 

１６歳で母方の従妹のヤショーダラーと結婚し、一子、ラーフラ をもうけた。釈迦出家の動機を説明する伝説として四

門出遊の故事がある。ある時、釈迦がカピラヴァストゥの東門から出る時に老人に会い、南門より出る時に病人に会い、

西門を出る時の死者に会い、この身には老も病も死もある（老病死）と生の苦しみを感じた。 

私生活において、子供の「ラーフラ」をもうけ、29 歳の時、王宮を抜け出家した。かねてよりの念願の出家を果たし、出

家して 6 年の間、苦行を積み、35 歳で覚りを開き仏陀となった。梵天の勧めに応じて初転法輪を巡らすなどして、釈迦は
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自らの覚りを人々に説いて伝道した。般若心経は、釈迦が 80 歳で死去後、近くの洞窟に集まった弟子らによってスサン

クリットで創作した。 

①舎利弗（しゃり ほつ・シャーリプトラ）は、智慧第一で、『般若心経』では仏の説法の相手として登場した人物である。 

②摩訶迦葉（まか かしょう・マハーカーシャパ・大迦葉）は、頭陀第一（ずだ）で、500 人の仲間と釈迦の教法を編集。 

付法蔵 （教えの奥義を直伝すること） の第一祖である。 

③須菩提（しゅぼ だい・スブーティ）は、解空第一（げくう）で、空を説く大乗経典にしばしば登場。西遊記では、なぜか

孫悟空の師匠。 

般若心経の編纂は、釈迦の１０大弟子である方である。すなわち、主に、智慧第一人者である舎利弗（Śāriputra）と

解空第一（げくう）人者である須菩提（Subhuuti）である。般若心経とは、偉大なる般若波羅蜜多心経（Prajñā-pāramitā 

-hṛdaya）の略称で、般若心経とは大乗仏教の空（心）と般若思想を説いた経典である。般若心経は、各 shloka が 32

音節で、サンスクリット語で 14 shlokas で構成されている。般若心経の経典は、中国の唐国時代に三蔵法師の玄奘

が翻訳したのである。その漢字で翻訳した字数は 260 である。一方、英語で翻訳した文数は 16 の文章で構成されて

いる。仏教の核心的な理である般若心経は、簡潔で名称を要約した仏教経典の定数である。 

この経典は大正新脩大蔵経に収録され、玄奘三蔵訳とされる経題名は般若波羅蜜多心経である。玄奘三蔵（げん

じょうさんぞう、602-664 年、男性、俗名は陳褘（チンイ）は、唐代の中国の訳経僧である。陳褘は、現在の河南省偃師

市緱氏鎮にて、父の陳慧の４男として生まれた。母の宋氏は洛州長史を務めた宋欽の娘である。字は玄奘で、玄奘：

戒名であり、戒名はこれを諱とした。陳褘は 629 年に陸路でインドに向かい仏教研究のため 645 年に経典 657 部や仏

像等を持って帰還した。以後、翻訳作業で従来の誤りを正し、法相宗の開祖となった。陳褘に関する事項は、尊称：三

蔵法師、師:戒賢、宗派:法相宗、寺院:大慈恩寺、弟子:基、道昭 である。 
 

表 1.般若心経の意味を対比 

漢字 読み方 読み方、サンスクリット、英語 韓国語 

大-般若-波羅蜜多-

心經 

だい-はんにゃ-はら

みった -しんぎょう 

Dai-Hannya-HaraMita-Shingyou: 
Maka-Prajna-ParaMita-Hrdaya: 
Heart of Great Perfect Wisdom Sutra 

대-반야-바라밀다

-심경 

摩訶-般若-波羅蜜多

-心経 

まか-はんにゃ-はら

--みた-しんぎょう 

Maka-Hannya-HaraMita-Shingyou: 
Maka-Prajna-ParaMita-Hrdaya 

마하-반야-바라밀

다-심경 

般若-波羅蜜多-心経 はんにゃ-はら-みっ

た-しんぎょう 

Hannya-HaraMita-Shingyou：

Prajñā-PāraMitā-hṛdaya-Sutra： 
Prajna-ParaMita-Sutras： 
Wisdom Jackfruit Many：  

반야-바라밀다-심

경 

般若-多-心経 はんにゃ-た-しんぎょう Hannya-Ta-Shingyou 반야-다-심경 

般若-心経 はんにゃ-しんぎょう Hannya-Shingyou： 
Pajna-Sutra：Prajñā-Hṛdaya： 
Heart Sūtra：Wisdom Sutra 

반야-심경 

心経 しんぎょう Shingyou:Hrdaya Sutra（Sutta） 심경 
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Maka（摩詞＝偉大な）-Prajna（般若＝智慧）-Para（波羅（Para＝到達する）-Mita（密多 =内在され

た）-Hrdaya（心）- Sutra：Sutta（経） 

 

現存する最古の漢訳文とされる弘福寺（長安）の『集王聖教序碑』に彫られた般若心経では、冒頭（題名部分）と末尾

（結びに再度題名を記す部分）では般若多心経と略されている。なお、漢訳の題名には「経」が付されているが、サンス

クリット典籍の題名は「般若-波羅蜜多-心：Prajñā-pāramitā-hṛdaya」であり、「経」に相当する「sutra, sutta（スートラ、ス

ッタ）」の字句はない。般若心経を行ずる事は、偉大なる知恵（(prajñā)に至る(pāramitā)心の鍵と言えると感じる。 

仏教（ぶっきょう、サンスクリット:Buddhadarśanam、英語：Buddhism）は、インドの釈迦（ゴータマ・シッダッタ、あるいは

ガウタマ・シッダールタ）を開祖とする宗教である。キリスト教・イスラム教と並んで世界三大宗教の一つである。一般に

仏陀（目覚めた人）の説いた教えや自ら仏陀に成るための教えであるといえる。基本教義は:縁起・四諦・八正道・三法

印・諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・中道とうである。人物は釈迦・十大弟子・龍樹である 。分類すれば、原始仏教・部

派仏教・大乗仏教・密教・神仏習合・修験道になる。地域別仏教は、インド・スリランカ・ 中国・台湾・チベット・日本・韓

国・タイである。聖典は経蔵・律蔵・論蔵と言える。仏教の世界観は、仏教誕生地のインドである輪廻と解脱の考えであ

る。人間の一生は苦であり永遠に続く輪廻の中で苦しむのである。その苦しみから抜け出すことが解脱であり、修行に

より解脱を目指すことが人生の目的と使命である。仏教における神の扱いは、神（天）とは天道の生物である。人間は、

大自然の中で神の子で、小宇宙を形成している同じ生命体である。神々は人間からの信仰の対象であるが、仏陀には

及ばない存在である。 

本研究は、仏教の偉大なる般若波羅蜜多心経の文化宗教遺産学として、地域社会に貢献する資料を後世に残す参考

文献として作成したものである。本稿は、般若心行について纏めた洞窟環境 NET 学会の神社総合学術調査(2013)報告の

一部である。人間実行すべき般若心行は、５段階に分類できる。①合掌（がっしょう）は 仏を拝む時のしぐさ。両手のひ

らを顔や胸の前で合わせて拝むことである。②発心は、悟りを得ようとする心の意思決定する意味である。③修行は、

仏教における精神の鍛錬に関する用語の一つである。 すなわち、財産・名誉・性欲といった人間的な欲望から解放さ

れ、満足感を得られる絶対的幸福を追求するのである。④菩提は、菩薩行の実践によって、煩悩を断切る悟りの境地

に達する意味である。すなわち、悟りの智恵になると「素晴しく」なるかを説明する。⑤涅槃（ねはん）は、煩悩(ぼんのう)

を消して、仏の悟りを得た境地である。すなわち、一切の悩みや束縛から脱した、円満・安楽の完成した智慧の境地で

ある。⑥究竟は仏の悟りを得た究極の地位である。さらに、最上級の完全円満な仏の境地へ行く呼びかけで終了する

ことである。この６項目について、詳細に解説を行うために、さらに、より理解するため日本語と韓国語の対比や図示に

よって編集している。 

摩訶般若波羅密多心經・마하반야바라밀다심경 

 
日本語 ひらがな ローマ字 韓国語 日本語と韓国語の訳 
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２.合掌（がっしょう） 

合掌（Añjali）とは、インド起源の礼拝の仕草。両手のひらを胸または顔の前で合わせる。右手は仏の象徴で、

清らか心や知恵を表す。左手は衆生、つまり自分自身であり、不浄さを持つ行動力の象徴である。両手を合わ

せると、仏と一体になることを示される。他人に向かって合掌をすることは、その者への深い尊敬の念を表す。 
日本の「合掌」では、お詫びやお願いをする時に、食前後の挨拶の際に合掌することは仏教由来の習慣である。神

道では２礼・２柏・１礼するのである。お辞儀して礼拝する。他に、亡くなって間もない故人に向けての哀悼の意を示す

事もある。 

 合掌の種類は次の３点がある。①堅実心合掌とは、最も一般的な合掌。両手の平および指をまっすぐに伸ばしてず

れや隙間のないように合わせる。素直で偽りのない祈り心の表現である。②虚心合掌とは、両手間に、少し隙間がある

うように合わせる。 ③金剛合掌とは、 指を少し開き、交互に組むようにして右手を上に手の平を合わせる。左手を上

にする人もいるがそれは正しくない。より強い仏への帰依を表すとされ、片手で行う略礼もある。ここでは、仏を拝む時、

両手を合わせて拝すること、仏様が説かれた教え拝聴する意味である。 

 

 摩 訶 般 若 波

羅密多心經 

まか-はんにゃ-はら 

-みた-しんぎょう 

ma-ka-han-n
ya-ha-ra-mi-t
a-shin-gyou  

마하반야바라밀

다심경 

内在（羅密）された偉大（摩訶）な知慧（般若）に到

達（波羅）する心の教え。본래 갖추고 있는 

위대한 지혜에 이르는 마음의 가르침 

 
仏さまが説かれた教え（仏説）の中には、摩詞（maka =偉大な）・般若（Prajna＝智慧）・波羅（Para＝到達

する）・密多（mita =内在された）・心（hrdaya）の経と書かれている。これは古代インド語からチベットヘ、

そして中国流に当てはめた字である。それぞれの国において習慣や言語などの相違によって学問的な智によっ

て判断している。けれども、釈尊の教えの根本は、人々の苦しみや人生に敗北者になれない方法（常勝思考）

を説いたのである。すなわち、「悟りへの道標」や「悟りへの教え」である。 

 

３.発心(ほっしん) 

発心とは、悟りを得ようとする心を起こすこと。菩提心(ぼだいしん)を起こすこと。仏門に入ること。さらに、物事を始め

ようと思い立つことの意味である。観自在菩薩が行深般若波羅蜜多を行じ、悟られた人と法を述べている。釈尊が

アナンに聞いたところによれば・・・の意味である。 
 
1 観自在菩薩 か ん じ ー ざ い ぼ

ーさつ 

kan-ji-zai-bo-
satsu  

관자재보살 観音菩薩になるには、                

관음보살이 되려면 

 
観音菩薩の起源は仏教伝来よりも古いもので、苦悩から救済する霊子の菩薩である。観音菩薩の由来は、サンスク

リット（梵語）のアヴァローキテーシュヴァラの意訳が有力である。仏像はインドのエローラ石窟群、サルナートなどの仏

教遺跡から発掘された。自己の完成が終わり、他者への愛を主な課題として学ぶ霊人たちが住む世界である。仏教で 
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菩薩と呼ばれる霊人の多くが所属することから、7次元の菩薩界とも呼ばれる。光の天使とは、仏教的には、諸如来・諸

菩薩は、神仏より命をうけ、この世とあの世で、苦界にあえぐ人々を善導している。アガシャ系の如来、菩薩と神界は、そ

れぞれ４２３人、20、000(２万)人と１億６０００人である。 

第7次元の菩薩界とは、上々段階光の大指導霊（8次元：宇宙界、大天使、太陽界、如来界、霊界構造）には、釈迦、イ

エス・キリスト、モーゼがおられる方の補佐的な役割の業務を行っている。釈迦は心と法を伝える代理でもある。日本に

は飛鳥時代につたわり、那智山の聖地とする西国三十三所などの霊場が生まれ、略して観音といい、別名に光世音、

観自在などもある。 

菩薩の姿は ：主として、①弥勒菩薩、②観音菩薩、③聖観音、④如意輪観音、⑤観自在菩薩（観世音）、⑥十一面観音、

⑦千手観音、⑧馬頭観音、⑨准胝観音、⑩不空羂索観音、⑪六観音、⑫三十三観音、⑬白衣観音、⑭魚籃観音、⑮勢至

菩薩、⑯日光菩薩、⑰月光菩薩、⑱文殊菩薩、⑲普賢菩薩、⑳普賢延命菩薩、21地蔵菩薩、23六地蔵、24虚空蔵菩薩、25

五大虚空蔵菩薩、26薬王菩薩、27薬上菩薩、28般若菩薩、29転法輪菩薩、30持世菩薩、31毘倶胝菩薩、32大随求菩薩、

33水月菩薩、34除悪趣菩薩、35五秘密菩薩、36龍樹菩薩、37四菩薩、38上行菩薩、39法苑林菩薩、40大妙相菩薩、41五

大菩薩、42馬鳴菩薩、43八幡大菩薩等を含む２万人である。 
 
2 行 深 般 若 波

羅蜜多時 

ぎょうじんはんに

ゃーはーらーみ

ーたーじー 

gyou-jin-han-
nya-ha-ra-mi
-ta-ji  

행심반야바라

밀다시 

智慧を完成するための行いを深く実践してい

た時。    지혜를 완성하기 위한 

행동을 깊게 실천하고 있을 때 

 
知恵とは、分別智・わたしの知恵 差別智。人生にさまざまな経験を積み重ねていく中で、否が応でも生じる弊害。

智慧とは、無分別智・仏の智慧 無差別智。空など仏教の真理に即して、正しく物事を認識し判断する能力。これ

によって執着や愛憎などの煩悩(ぼんのう)を消滅させることができる。「智慧」とは仏様からのものである。知識とは、友

人・朋友という意味で、一般的には、ある物事について知っている事柄とか、認識・経験によって得られた情報。智慧を

完成とは、物事の道理を判断し処理していく心の働き。物事の筋道を立て、計画・実施・評価を処理していく能力。相

対世界に向かう働きの智と、悟りを導く精神作用の慧である。 
 
3 照 見 五 蘊 皆

空   

しょうけんごーうん

かいくう 

syou-ken-go-
un-kai-kuu  
 

조견오온개공 存在する五蘊（眼耳鼻舌身の煩悩）は虚空な

世界であることを悟ると。존재하는 

5 온(물질적 현상, 감각작용, 의지적 

충동, 식별작용의 번뇌)은 허공인 

세계라고 깨달으면 

 
照見五薀皆空のモデルにおける照見とは、智慧を光に照して真実を見る、真実の世界が見える意味である。「五

蘊」とは色・受・想・行・識の集合である(別図)。 ここで、 
「色蘊」とは、有形の物質、五根（眼耳鼻舌身意）を有する肉体の世界があり、五境（色声香味触）という境

の世界である。色の悪の世界は害で、色の善の世界は益である。 
「受蘊」とは、感覚、感受および心を受げる世界。受の悪の世界は苦で、受の善の世界は快である。 
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「想蘊」とは、想念･判断･思いおよび考える世界。想の悪の世界は怒りで、想の善の世界は喜である。 
「行蘊」とは、欲求・意思決定を行う行為を意味。行為の悪の世界は憎しみで、行為の善の世界は愛である。 
「識蘊」とは、心・無形の精神を意味し、体験や経験した知識の集合である。識の悪の世界は悪で、識の善の

世界は善である。 
「皆」とは、全員とか全部で虚妄となる意味である。 
「空」とは、物質現象や生命現象を現わす法則性の世界であり、高次元を意味する神の意志（精神の世界）で

ある。 
ここで、精神（誠）を物質（包）の間には、巨大な磁場の中で生きる万物に関する一定の法則性に従っており、

相互作用が起っているのは、受蔵、想蔵および行蔵である。この五蔵の幸福と苦悩の相互作用を図１に表示し

た。図 3-１は、善の行為によると幸福の世界が到来し、悪の行為によると苦悩の世界が到来する相関分析の

モデルである。 
 
4 度一切苦厄 どーいっさいくー

やく 

do-issai-ku-y
aku  

도일체고액 一切の苦厄（災い）を救済（取り除く）でき

る。        모두의 고통(재앙)을 

구제할 수 있다 

 

４.修行（しゅぎょう） 

 「修行」と呼ぶことは少なく、「行（ぎょう）」とのみ呼ぶことが多い。中心的な修行を指して正行（しょうぎょう）と呼び、補

助的な修行を助行（じょぎょう）と呼ぶこともある。修行を行う僧を日本では行者（ぎょうじゃ）、あるいは、修行僧と呼び、

同じく、修験者（修行者）をも行者と呼ぶ。修行は、仏教における精神の鍛錬に関する用語の一つ。 財産・名誉・性欲

といった人間的な欲望（相対的幸福）から解放され、生きていること自体に満足感を得られる状態（絶対的幸福）を追求

することを指す。肉体を訓練し，その生理的欲求に禁圧を加えることを通して，精神の安定および神的なものとの交流

や合一を達成しようとする自覚的な行為である。釈尊は１０大弟子（舎利子）を呼び、悟りの内容を述べた。 
 
４-１.華厳（けごん）、 

色と空との関係で、修行の華が仏の悟りの位にあると述べた。 
5 舎利子 しゃーりーしー  sya-ri-shi 사리자 シャーリプトラ（釈迦の１０大）よ。사리자여 

 
舎利弗は、パーリ語（サーリプッタ）・サンスクリット語（シャーリプトラ）といい、智慧第一人者と称され、特徴は『般若心経』

では仏の説法の相手として登場人物で、釈迦の十大弟子の一人である。舎利弗は、マガダ国の王舎城（ラージャガハ）

北方、現ナーランダー村出身で裕福なバラモンの家に生まれた。幼名はウパティッサである。シャーリー（サーリー）は

母親の名前で「鷺」を意味し、プトラ（プッタ）は「弗（ホツ）」と音写し「子供」を意味するため舎利子といい、直訳すれば

「鷺家の子」という意味である。 

舎利弗と目連を特に二大弟子と呼ぶ。『般若心経』の舎利子は、この人物のことである。隣村の目連を連れて釈迦に

弟子入りし、仙人等の信徒 250 人も、釈迦に弟子入りした。その後、最高の悟りを得た舎利弗は釈迦の信任も厚く、時 
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には釈迦に代わって法を説くこともあったという。釈迦の実子であるアナンの後見人にもなった。舎利弗は、釈迦よりも

年長とされ、目連と共に仏教教団の後継者と目されていたが、釈迦の入滅に先んじて病没した。 

「色と空」の意味の日本語比較と韓国語比較を行ったのが表１と表２である。色不異空・空不異色・色即是

空・空即是色についての「色と空」の意味を考察した。 
 

表 4-1.「色と空」意味の日本語比較 

色 

色
世
界

物
世
界

見
え
る

物
質 

こ
の
世

肉
体 

原
子
体

有
実
態

3
次
元

魄 有
形 

空 

空
世
界

心
世
界

見
え
ぬ

物
空 

あ
の
世

光
子
体

粒
子
体

無
実
態

多
次
元

魂 無
形 

  
「色」とは、眼で確認できる互生万物であり、３次元の世界（肉体・動物・植物・鉱物）である、五蘊中の色

蘊は世界の有形となるものであり、そして、有の世界・自我の世界である。「芭の世界」とは、形があって変

化して壊れるものである。この欲望の対象物としては、財産・家･自動車･名誉･地位・電化製品・異性の相手

にも関係する。 
「空」とは、自我のない世界、実態のない世界・仏智の世界・無の世界・存在の根源の世界、眼で確認できな

い世界、４次元以上の世界、生命実現の世界および生命根源の世界である。「空の世界」には、欲から離れて、

執われがない実在界である。「色」とは１～３次元であるが、一方、「空」とは４次元以上であることが説明で

きる。 
表 4-2.「色と空」意味の韓国語比較 

 

색 

색
세
계

물
세
계

보
인
다

물
질 

이
세
상

육
체 

원
자
체

유
실
태

3

차
원

백 유
형 

공 
공
세
계 

마
음
세
계

안
보
인
다

물
공 

저
세
상 

광
자
체 

입
자
체 

무
실
태 

4

차
원 

혼 무
형 

 
げれども ４次元以上の世界は、１～３次元が含まれ人間にとって眼には確認できないけれども共存共栄して

いることが理解できる。すなわち、物体は物質の集合である。物質には固体・液体・気体がある。固体は、明

白に見えるけれど、気体は見えにくい、けれども存在しているから、人間は空気を吸っていることから理解で

きる。この物質には、電子・原子核・素粒子の運動の法則が成り立っていることからでも説明できる。 
 
6 色不異空 しきふーいーくう  shiki-fu-i-kuu 

 

색불이공 色世界は空世界をから形成。色は空に異な

らず。      물질적 세계는 하늘의 

세계로부터 형성. 물질적 현상이 그 

본질인 하늘과 다르지 않다. 
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7 空不異色 くうふーいーしき  kuu-fu-i-shiki 공불이색 空の世界は色の世界である。空は色に異な

らず。空は色を包んである。하늘의 세계는 

물질의 세계다. 하늘은 물질과 다르지 

않다.하늘은 물질을 포함하고 있다. 

8 色即是空 しきそくぜーくう  shiki-soku-ze
-kuu 

색즉시공 色の世界は、即ち、空の世界である。 

물질이 곧 하늘이다 

9 空即是色 くうそくぜーしき  kuu-soku-ze-
shiki  

공즉시색 空の世界は、即ち、色の世界である。 

하늘이 곧 물질이다 

 
10 受想行識 じゅーそうぎょ

うしき  

jyu-sou-gyo
u-shiki  

수상행식 感覚も、想念も、意志・行為、意識も。  

느낌과 상념도, 의지 · 행동, 의식도 

11 亦復如是 やくふーにょ

ーぜー  

yaku-bu-ny
o-ze 

역부여시 肉体的に作用があるために、心の作用もある。  

육체적인 작용이 있기 때문에 마음의 작용도 있다

 
４-２.三輪（さんりん） 

仏が衆生(しゆじよう)を教化するときに用いる、身・口・意の三業(さんごう)である。中論と１２門論と百論の三輪として、

「不」の世界を論じられる。中論とは、その思想は，《般若経》の空観の思想をうけ，論理的･哲学的に整理したも

ので，仏教やインド哲学の諸派の思想である。無自性，縁起，空の立場を表明している。十二門論とは、イン

ド古代の大乗仏教の空観の理を 12 章に分けて解説したもの。百論とは、仏教書の中論に基づいて空(くう)の
思想を明らかにしたものである。 

是の諸法は神仏の心の表現（空相）である。神仏の心「不生

不滅」である。生命の永遠説を考えるため、「不」を強調して

いる。すなわち、「生死の世界で迷いの心をなくす」、「諸物

に執着の心をなくす」および「八正道とは八つの正しい道で

ある。すなわち､①正しく見る＝正見、②正しく思う＝正思、

③正しく語る＝正語、④正しく仕事＝正業なし、⑤正しく生

きる・生活する＝正命、⑥正しく精進する・努力する＝正進、

⑦正しく念じ＝正念、そして⑧正しく定に入るべし・反省＝

正定べしの心を考えることである。 
 大自然は、生まれもなければ、滅することもないことを図

２に表示している。たとえば、地上の水は、温度を下げて冷

却させると、水から氷となる。逆に、加熱すると水から水そ

して水蒸気になる。水蒸気は肉眼では見えないげれども H２O という本質は変っていない。 
図 4-1 における心の表現（空相）は、生命＝霊、物質＝魂､に区分できる。生命＝霊は生まれることなく、死ぬこともな

いのである。すなわち、生も不生もない。さらに、滅することなく不滅もない。物質＝魂は垢もなく不垢もない、また、浄

いこともなく、不浄もない。最後に、法＝秩序は増えることもなく、不増もない。また、滅することもなく、不滅することもな

い不生不滅の法則である。 

図 4-1.不生不滅のモデル 
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12 舎利子 しゃーりーしー sya-ri-shi 사리자 シャーリプトラよ。 사리자여, 
 
13 是諸法空相 ぜしょーほうくうし

ょう  

ze-syo-hou-k
uu-sou 

시제법공상 是の諸法は神仏の心の表現（空相）である。この世

は実体がない性質がある。이 모든 존재들은 

신의 마음의 표현(공상)이다. 이 세상은 

실체가 없는 성질이 있다. 

 
14 不生不滅 ふーしょうふーめ

つ  

fu-syou-fu-me
tsu 

불생불멸 生ずる事もなく、滅する事もない。生命＝霊  

나지도않고 없어지지도 않으며 

 
15 不垢不浄 ふーくうふーじょう  fu-ku-fu-jyou 불구부정 垢（けがれ）もなく、浄（きよ）らでもない。 物

質＝魂                 

더럽지도않고 깨끗하지도 않으며 

16 不増不減 ふーぞうふーげ

ん 

fu-zou-fu-gen 부증불감 増加もなく、減少もない。不増にして、不減な

り。 法＝秩序。늘지도 않고 줄지도 
않느니라. 

 
４-３.法相(ほっそう) 

法相とは、①一切の存在の差別(しゃべつ)の姿。②万象のありさま。③「法相宗」の略である。 万有の相状を説明し、

「無」の世界を論じる。 
 
17 是 故 空 中 無

色 

ぜーこーくうちゅう

むーしき  

ze-ko-kuu-cy
uu- mu-shiki 

시고공중무색 それ故、空の世界（心の世界）中には、色の世界

（物体の世界）はない。그러므로, 하늘의 

세계(마음의 세계) 안에는, 물질 

세계(물체의 세계)는 없다 
 
18 無受想行識 むーじゅーそうぎ

ょうしき  

mu-jyu-sou-g
you-shiki 

무수상행식 

 
心の作用を受けて、想念行為をする感覚も、

認識・意識もない。마음의 작용을 받고, 

상념 행위를 하는 감각도, 인식・의식도 

없으며。 

 
◎色受想行識と無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法 
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図 4-2. 色受想行識の世界との関係 図 4-3. 眼耳鼻舌身意のモデル 
 
「色受」とは、眼（色）、耳（声）、鼻（香）、舌（味）および身（触）との関係がある。「想行識」とは、意（法）

に関係し、意識という心の作用を受けると、肉体的な想念行為をする認識も影響を受ける。このような相互作

用の関係を五官六根として表示したのが図３である。ここで、五官とは眼耳鼻舌身である。五官六根と意識と

の相互作用による想念行為の関係を図４に表示した。眼（色）は臊に関連している眼で万物の色を見る世界（視

覚世界）が備えている。耳（声）は悪と関連し、音声の事を聴く世界（聴覚世界）が備えているのである。鼻

（香）は怨(恨む)と関連し、鼻で香気の事を匂う世界（嗅覚世界）が備えているのである。舌（味）は怒と関

連し、味覚の事を分る世界(味覚世界) が備えているのである。身（触）は念と関連し、身で感触の事を知る

世界（感触世界）が備えているのである。 
 

 
図 4-4. 眼と色の世界 図 4-5.耳と声の世界 図 4-6.手と触の世界 図 4-7.身と触の世界 

 
図 5 は眼と色の世界である。目の色は最も暗いダークブラウンから非常に明るいライトブルーまでの範囲で目

の色を構成する色素は 3 つ『ブラウン輪』『イエロー輪』『ブルー輪』に分類できる。各色の混合率が個体の目

の色を決定する。目の変色や血管の位によって五官（眼耳鼻舌身）との関係を想定できる。同様に、図 6 は耳 
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と声の世界である。耳の洞穴の周辺には五官（眼耳鼻舌身）との関係を想定できる。さらに、図 7 は手と触の世

界である。手の感触によって温度や風速等の雰囲気が感知できる。最後に、図 8 は身と触の世界である。 
仏陀は、サーヴァッティの ジェータ林にある、アナータピンディカ園で比丘衆に、種々の世界・種々の接触があると

説いた。「第一の界は眼と色が触れている眼界。 第二の界は耳と音が触れている耳界。 第三の界は鼻と香が触れて

いる鼻界。 第四の界は舌と味が触れている舌界。 第五の界は身と触が触れている身界。 第六の界は意と法が触れ

ている意界である。」と説法した。  

「比丘達よ、種々の接触が、存在するため、種々の感受とは、どのようなものかと説法した。第一の処は眼が色を感じて

いる眼処。第二の処は耳が音を感じている耳処。第三の処は、鼻が香を感じている鼻処。第四の処は舌が味を感じて

いる舌処。第五の処は身が触を感じている身処。第六の処は意が法を感じている意処である。 

五行(木火土金水)の木は４方の東・４季の春・五臓の肝臓・五 腑の胆・五官の眼・五体の筋・五志の感情に相関性

がある。たとえば、感情は怒（いかる）に関連し、怒りすぎると肝臓が悪くなる関連性を認識できる。 

五行(木火土金水)の金は４方の西・４季の秋・五臓の肺・五腑の大腸・五官の鼻・五体の皮・五志の感情に

相関性がある。たとえば、感情は感情は優（うれう・慮）に関連し、優すぎると肺が悪くなる関連性を認識で

きる。 
五行(木火土金水)の水は４方の北・４季の冬・五臓の腎臓・五腑の膀胱・五官の耳(二陰）・五体の骨・五志

の感情に相関性がある。たとえば、感情は恐（おそる）に関連し、恐にすぎると腎臓が悪くなる。感情は感情

は優（うれう・慮）に関連し、優すぎると肺が悪くなる関連性を認識できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五臓の膵臓は孤独の府といって三焦のうちに属する。五官：五官の所属、目が悪ければ肝を治す等。二陰は前陰

（生殖器を含む尿道）と後陰（肛門）後充ともいう。五臓が栄養を補充するもの。皮膚病は肺大腸を治す。五腑：これに

三焦を加えて六腑となる。三焦に対するものは心包である。五志：感情の所属。例、怒るは肝病。甚だ怒る時は肝を傷

ずる。五臓と病人の感情と関連がある。 
 
19 無眼耳鼻舌

身意 

むーげんにーび

ーぜっしんにー 

mu-gen-ni-bi-
zetsu-shin-i 

무안이비설신

의 
眼・耳・鼻・舌・身体・意識もなく。     

눈과 귀와 코와 혀와 몸과 의식도 
없으며, 

図 4-8.五行と肉体との世界 
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20 無 色 声 香 味

触法 

むーしきしょうこう

みーそくほう  

mu-shiki-syo
u-kou-mi-sok
u-hou  

무색성향미촉

법 
形の色・音・匂いも・味も・触覚も・法則もない  

형태의 색・소리・냄새도・맛도・촉각도・

법칙도 없으며 

 
21 無 眼 界 乃 至

無意識界 

むーげんかいな

いしーむーいーし

きかい  

mu-gen-kai-n
ai-shi-mu-i-s
hiki-kai  

무안계 내지 
무의식계 

眼に映る世界もなく、ないし、精神・意識の世

界もない。눈에 비치는경계도 없고, 
정신・의식의 경계까지도 없으며  

 

４-４.縁覚(えんがく、十二因縁を断ち、理法の「無」と「無無」の世界を論じる) 

22 無無明 むーむーみょう  mu-mu-myou 무무명 迷いもない世界で。미혹도 없는 세계에서 
 
23 亦無無明尽 やくむーむーみょ

うじん  

yaku-mu-mu-
myou-jin 

역무무명진 また、迷いがなくなることもない。無限の光明に満

ちる世界。 또한, 미혹이 없어질 것도 
없다. 무한의 광명으로 가득 차는 
세계。 

 
24 乃至無老死 ないしーむーろう

しー  

nai-shi-mu-ro
u-shi 

내지 무노사 ないし、心は、老化してや老死することもない。 

마음은, 늙고나 노사할 것도 없고  
 
◎乃至無老死の心とは、老化して、死んだりすることも無いため、生老病死を超越した世界である。ゆえに、

過去世、現世、および来世につながるサイクルが存在している（仏教用語の十二因縁 )。苦の原因は無明より

始まり、無明で老死で終わる、プロセスとして相互に関連する事項を表示した（図 4-9）。 
①無明（むみょう）・・・・智慧を失う，無知識の神理、過去世を知らぬ煩悩。煩悩の根本が無明な代表名。  

②行（ぎょう）・・・・・・・・志向作用、行動・行為等の悪い行い。  

③識（しき）・・・・・・・・・・識別作用、母の胎内に宿いが始まる。 

④名色（みょうしき）・・・物質現象(肉体)と精神現象(心)。名とは心の名づけ、色とは肉体の名づけである。 

⑤六処（ろくしょ）・・・・六つの感覚器官。六根（眼耳鼻舌身意）を備えながら生まれる。 

⑥触（そく） ・・・・・・・・六処に感受対象が外触れながら世界を知っていく（生後 3・４歳まで）。  

⑦受（じゅ） ・・・・・・・ 感受作用。心の活動によって苦楽を受ける（3～７歳）。  

⑧愛（あい） ・・・・・・・渇愛。 好悪憎愛の念を受ける（13 歳頃） 

⑨取（しゅ） ・・・・・・・ 執着。物の執着心を起こす。  

⑩有（う） ・・・・・・・存在。欲望・自己保存・自我我欲・盲目的な活動がある。 
⑪生（しょう）・・・・生まれ､生きたい、未来に向かって生きる。  
⑫老死（ろうし）・・最後は老化して死んでゆき、次の世界へ向かう。 
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25 亦無老死尽 やくむーろうしー

じん  

yaku-mu-rou-
shi-jin 

역무노사진 また、老死が尽きることも無い。 

또한, 죽음의 소멸도 없다.  
 
４-５. 声聞(しょうもん) 

声聞とは、仏の説法の声聞を聴いて悟る人のことを説明することである。仏在世の弟子のこと。仏の四諦(したい)の

教えに従って修行し、聖者となる仏弟子。のちに大乗仏教の立場からは、個人的な解脱(げだつ)を目的とする者とみ

なされ、小乗の徒とされる。六道輪廻を超えた世界を解説してみる。地獄界から天界までの六道の世界は、自分が生き

ている世界なので実感が伴うが、修行を通して達成される世界である。 

仏は、個人的な悟りを得たいと求める人のためには四諦の法門を説いて、生・老・病・死をはじめとするさまざまな人

生苦から救い、現象へのとらわれから解脱した境地を極めた。また人生のいろいろな出来事を縁として自ら悟りを開こう

と努めるものには十二因縁の法門を説き、もっと大きな志を持ち人を救い世を救うことにより仏の境涯に達しようとする

者には六波羅蜜の法門を説き、あらゆる物事を総合的に明らかに見通す大きな智恵を得、悟りに至る手段を明らかに

された。 
◎無苦集滅道の四諦（したい）の教えは、苦諦・集諦(じつたい)・滅諦・道諦の総称であり、四聖諦(ししようたい)ともい

う。すなわち、初転法輪から入滅の直前まで、釈尊が一貫して説かれた人生の真理である。四苦八苦（しくはっく）

を滅する方法を説いた十二縁起と並ぶ仏教の根本教理である。 

  
4-5-1.苦諦（くたい） 

 人間の歴史が始まって以来、暑さ寒さ・天災地変・飢饉・疫病・貧困・不仲・不安・老い・死等に対する苦しみがあり、

人生は苦「生（しょう）・老・病・死・愛別離苦（あいべつりく）・怨憎会苦（おんぞうえく）・求不得苦（ぐふとっく）・五蘊盛苦

（ごうんじょうく）」であることを諦（さと）る。  
「苦」とは、人の願望･欲求が得られない時に生じる現象の真理である。苦には四苦八苦がある。釈尊は人間

とは、無理な執着を造りだすと説いている。すなわち、人生は苦である。「苦」そのものを直視し、心の表面での一時的

な喜びや楽しみは、いつかは消える。影には必ず「苦しみ」がつきまとう真意がある。現代社会において、「諸行無常」

の真理を悟り、生活習慣をつける修行と悟りを到達することである。 

釈尊は、このように「苦」の分類を八種類に分類され生・老・病・死を「四苦」といい、次の「四苦」愛別離苦・怨憎会

苦・求不得苦・五蘊盛苦を合わせて「八苦」と呼び、「四苦八苦」という(図 4-10)。 

まず、「四苦」に関しては、 
①生苦：生まれる苦しみ・生きる苦しみ、  ②老苦：老化して行く途中の苦しみ、 
③病苦：病気によって生じる苦しみ、    ④死苦：死んで行く苦しみなどがある。 

さらに、「八苦」関しては、前者の四苦と次の四苦の和である。すなわち、 
５．愛別離苦（あいべつりく） ：愛するものと別れるのは苦である。愛する人と別れるのは苦である。 

６．怨憎会苦（おんぞうえく） ：怨み・憎む人と会わないのが苦である。  

７．求不得苦（ぐふとっく）  ：求めるものが得られないのは苦である。  
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８．五蘊盛苦（ごうんじょうく） ：色落・受落・想落・行蔵・識落に執着し、思うままにならないのが苦しみである。

五蘊（色・受・想・行・識）のこだわりの苦しみ。簡単に云うと、人間の五官（眼・耳・鼻・舌・身・）で感じるものや心で感じ

る人間の肉体や精神活動すべてが物事にこだわりをつくる苦しみ。  

 

4-5-2.集諦（しったい） 

 集というのは「集起（しゅうき）」の略で「原因」という意味です。

人生苦にも必ず原因があり、その原因を探求し、反省すれば

はっきり諦（さと）ること悟ることである。法華経・譬諭品第三に

「諸苦（しょく）の所因（しょいん）は貪欲（とんよく）これ本なり」と

説かれ、渇愛（かつあい）といって喉の渇いた者が激しく水を

求めるようである。凡夫が諸々の欲望の満足を求めてやまな

い心の状態、無制限にものごとを貪り求めること。本能そのも

のは善悪以前の自然のものであると釈尊は説かれている。欲

望を必要以上に増大させ、人の迷惑などおかまいなく貪りを

増大させる思いや行為が、不幸を呼び起こすと教えられている。この原因を悟る方法として十二因縁の法門が説かれ

ている。 

「集」とは、苦しみの原因を集める煩悩現象の真理である。この善果をまとめると、「悪因悪果」・「執着の世

界」・「迷いの世界」および「欲望の世界」と言える。人間は自己の生計と子族保存のため、無意識のままに財

産・地位・名誉および人気等の執着が生じる。この執着に対する煩悩のため、「今日の友が明日の敵」となっ

て行く可能性もある。この関係をまとめると、図 4-10 のとおりになる。 
 
4-5-3.滅諦（めったい） 

 苦の原因は人間の心の持ち方にあると解いた。この事から心の持ち方を変えることによって、あらゆる苦悩は必ず消

滅すると教える。渇愛を余すことなく捨て去り、解脱し執着を断ち切ることができるのか、ただ捨て去ろう、解脱しよう、執

着を断ち切ろうとすると、心の引っ掛かりから苦しみを増大させてしまうことも充分ありうる事と述べている。 

「滅」とは、苦と集で行った結果をいかにして「滅」するかである。苦しみとは、自己保存･白我我欲･自己顕

示欲が生じるからである。この執着を「滅」するには、「善因善果」が必要になる。善因善果の手段として悟

りがあり、喜びが生じ、人生の目的が見える。 
4-5-4.道諦（どうたい） 

 釈尊は苦を滅する道について、本当に苦を滅する道は苦から逃れようと努力することではなく、 

図 4-10. 欲望による四苦八苦のモデル 
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①正しく物事を見る「正見」・②正し

く考え「正思」・③正しく語り「正語」・

④正しく行為し「正行」・ 

⑤正しく生活し「正命」・⑥正しく努

力し「正精進」・⑦正しく念じ「正

念」・⑧正しく心を決定させる 

「正定」の八つの道「八正道」を説か

れた。  

 これらの四諦の法門は、非常に重

要な教えであり「法華経・譬諭品第

三」に次のように説かれている。有

（みぞう）なることを得 仏の説きたも

う苦諦は真実にして異なることなし もし衆生あって苦の本（もと）を知らず 深く苦の因（いん）に著（ぢゃく）して 暫（し

ばら）くも捨（す）つること能（あた）わざる。これらを為ての故に 方便（ほうべん）して道を説きたもう、苦の所因は 貪欲

（とんよく）これ本（もと）なり もし貪欲滅（めっ）すれば 依止（えし）する所なし 諸苦（しょく）を滅尽（めつじん）するを 

第三の諦と名づく 滅諦（めったい）の為の故に 道を修行す」とあります。仏教修行を志される方々は、よくこの意味を

よく理解していかなければならないと思っている。 
「道」とは、町には人道や車道があり、人生行路には戒･反省･智慧などの法門を修める八正道の道がある。こ

の八正道を図８のように表示できる。八正道には、動的・静的および活動的な三つの部分に整理できる。頭の

部と、心の部そして向上の部となる。この「派遣」とは、「善因善果」・「悟りへの世界」・「幸福への世界」お

よび「安心への世界」と言える。 
 
4-5-4-1.正見（正しく見る） 

ものには原因と結果がある。眼・耳・肌に感じた現象にとらわれないこと。自己の立場を捨て第３者の立場で眺める。地

上や組織の調和を目的とする。 

      光量子エネルギ－Ｅ＝ｈν （ｈ:プランク定数、ν：振動数） 

4-5-4-2.正思（正しく思う）悪の想念を生み出さない事。自我我欲・自己本位の立場を捨てる。「人を呪えば穴２つ」、

自分に無いものは現象化しない。共通の立場。一切の諸現象に対して正しく思っていたかどうか。思いは想像の原

点。 

   相対性理論の運動エネルギ－Ｅ＝ｍＣ２ （ｍ:質量、Ｃ：光速度） 

4-5-4-3.正語（正しく語る）言葉はあの世にも通じる。争いや不調和は悪い言葉によって生ずる。 光と音の波動である。

波動が相手の耳を通して調和か不調和の現象。 周囲が心身共に安らぎと調和が生じる発言をするように努力し、話し

方の内容によっては相手に気分を壊わす。相手が良くなるように。 

   光量子エネルギ－Ｅ＝ｈν （ｈ:プランク定数、ν：振動数） 

4-5-4-4.正業（正しく仕事する）健康で働けることに感謝する。どんなに小さい仕事にも精神誠意に働く。人生の目的

は仕事から魂の磨きながら経験範囲を広め､ﾕ-ﾄﾋﾟｱ社会形成。仕事を通して社会の調和と生活を守っていく。物心両

面の奉仕活動。 

図 4-1１. 人生行路の八正道と人体とのモデル 
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   仕事  Ｗ＝ＦＳ  （Ｆ：力、Ｓ：距離）ｓ 

4-5-4-5.正命（正しく生活する）人は長所（光）と短所（影）があり、紙の裏表「紙一重」の片寄り修正。 長所をのばし、

長所を修正しながら円満な人間に成長すること。毎日が規則正しい生活と運動をする。家族と社会との有機的な調和

が必要。   

 運動エネルギ－Ｅ＝(1/2)ｍＶ２ （ｍ:質量、Ｖ：速度） 

6.正進（正しく精進する）  中道への道・調和への道・ 対人関係（家族・職場）と環境（自然・の整備を調和させる目的

がある。人は単独で生きられないために、永遠の共同生活が必要である。動物・植物・鉱物資源を大切にするために

は、保存・整備し活用すること。 

   エネルギ－保存のＷ＝(1/2)ｍＶ２－(1/2)ｍ０Ｖ
２ （ｍ:質量、Ｖ：速度） 

4-5-4-7.正念（正しく念ずる） 一念三千・想念・心の三毒（むさぼり、怒り、愚痴）。正しく念じながら調和に適した努力

をすれば、引き寄せるｴﾈﾙｷﾞ-をもつ。人間は偉大であるため「念」の使い方によって、平和な仕事が成就できる 

      気体分子運動エネルギ－Ｅ＝κＴ （κ:ﾎﾞﾙﾂﾏﾝ定数、Ｔ：温度） 

4-5-4-8.正定（正しく定にいる） 1から7までの反省。過ちは２度と繰り返さない。想念と行為が一致する。日常生活に

おける道に、正しい想念と行為の自己点検・自己評価である。禅定という反省的瞑想から内なる心との対話によって１

日の活動動力源。反省が深まると相手の心をも見通せる能力が備えられる。 夢－目標－情報（計画－実施－評価－

処理）から自己発展の心。許す心・余裕のある心・報恩と感謝の心・謙虚と尊敬の心・信頼の心・自動制御の心・自己

管理の心・自己修正の心・自己向上の心・ 

 
26 無苦集滅道 むーくーじゅうめ

つどう  

 

mu-ku-syuu-
metsu-dou 

무고집멸도 苦しみも、煩悩も、苦の世界から離れること

も、悟りへの道もない。괴로움도, 번뇌도, 

근심 세계로부터 멀어지는 일도, 

깨달음에의 길도 없으며. 

 

４-６.天台(てんだい、「得」と「悟り」の関係を説明] 

27 無智亦無得 む ー ち ー や く む

ーとく  

mu-chi-yaku-
mu-toku 

무지 역무득 知ることもなく、また、智慧を得ることもな

い。 알 것도 없고, 또 지혜를 얻을 

것도 없느니라          

28 以無所得故 いーむーしょーと

くこー  

i-mu-syo-tok
u-ko 

이무소득고 故に、所得も財産も得るものがない。 

소득이나 재산도 얻는 것이 없다      

 

５.菩提(ぼだい、菩薩行の実践によって、どんなに「素晴しく」なるかを説明) 

29 菩提薩捶 ぼーだいさったー bo-dai-satsu-t
a 

보리살타 悟りに至る者は。菩提薩捶（菩薩）とはブッ

タに次ぐ位の方。깨달음에 이르는 자는. 

보살은 부처와 같은 분. 
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30 依 般 若 波 羅

蜜多故 

えーはんにゃー

はーらーみーた

ーこー  

e-han-nya-ha
-ra-mi-ta-ko 

의반야바라밀

다고 
智慧を完成しているが故に。依って、真実

の智慧に到達するが故に。 

지혜를 완성하고 있기 때문에. 진실의 

지혜에 도달하기 때문에 

31 心無圭礙 しんむーけいげ

ー  

shin-mu-kei-
ge  

심무가애 心に障（礙）りがない。心に圭礙することが

な い 。 마음에  걸림이 없고. 마음에 

규애 하는 것이 없다. 

32 無圭礙故 むーけいげーこ mu-kei-ge-ko 무가애고 心に障りがない故に。걸림이 없으므로. 

33 無有恐怖 むーうーくーふー  mu-u-ku-u  무유공포 恐怖を持つことも無く。 공포를 가지는 

것도 없고 

34 遠 離 一 切 顛

倒夢想 

おんりーいっさい

てんどうむーそう  

on-ri-issai-ten
-dou-mu-sou  

원리전도몽상 一切の倒錯した夢想から遠く離れ。모두의 

도착한 몽상으로부터 멀게 떨어져. 

35 究竟涅槃 くーぎょうねーは

ん  

ku-kyou-ne-h
an  

구경열반 不生不死の境地に入り。 

불생 불사의 경지에 들어가 

36 三世諸仏 さんぜーしょーぶ

つ  

san-ze-syo-bu
tsu  
 

삼세제불 三世（過去、現在、未来）の諸仏（悟りの境

地に至る人）も。3 세(과거, 현재, 미래)의 

제불(깨달음의 경지에 이르는 사람)도 

37 依 般 若 波 羅

蜜多故 

えーはんにゃー

はーらーみーた

ーこー  

e-han-nya-ha
-ra-mi-ta-ko 
 

의반야바라밀

다고 
依って、偉大な智慧に到達しているがゆえ

に。이, 위대한 지혜에 도달하고 있기 

때문에 

38 得 阿 耨 多 羅

三藐三菩堤 

とくあーのくたー

らーさんみゃくさ

んぼーだい  

toku-a-noku-t
a-ra-san-mya
ku-san-bo-dai 
 

득아뇩다라 
삼먁삼보리 

価値ある智慧の境地に到達した。阿耨多

羅（三藐三菩堤）は、過去、現在、未来を

悟った人。 

가치 있는 지혜의 경지에 도달했다.

아뇩다라 먁삼보리를 얻느니라 

 

６.涅槃（ねはん、仏様の言葉で、智慧が完成する悟りの境地） 

39 故 知 般 若 波

羅蜜多 

こーちーはんにゃ

ーはーらーみー

たー  

ko-chi-han-ny
a-ha-ra-mi-ta 
 

고지반야바라

밀다 
知るがよい、智慧の完成とは．故に、内在さ

れた偉大な智慧は。 

그러므로 알라、지혜의 완성이란. 내재 

된 위대한 지혜는 

40 是大神呪 ぜーだいじんしゅ

ー  

ze-dai-jin-syu 
 

시대신주 是こそ、神の真実や神聖な言葉であり。

이것이야말로, 신의 진실이나 신성한 

언약의 말이다 
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41 是大明呪 ぜーだいみょうし

ゅー 

ze-dai-myou-
syu 

시대명주 是こそ、神の明白な言葉であり。 

이것이야말로, 신의 명백한 언약의 

말이다 

42 是無上呪 ぜーむーじょうし

ゅう  

ze-mu-jyou-s
yu 

시무상주 是こそ、無上の呪（言葉）であり。 

이것이야말로, 가장 높은 언약의 

말이다 

43 是無等等呪 ぜーむーとうどう

しゅー 

ze-mu-tou-do
u-syu 

시무등등주 是 こ そ 、 比 較 で き な い 言 葉 で あ り 。

이것이야말로, 무엇에도 비교할 수 

없는 언약의 말이다 

44 能除一切苦 のうじょーいっさ

いくー  

nou-jyo-issai-
ku 

능제일체고 一切の苦しみを取り除くことは。  

온갖 괴로움을 없애는 것은 

45 真実不虚 しんじつふーこー  shin-jitsu-fu-
ko 

진실불허 真実であって、虚（偽り）ではない。 

진실하고, 허망하지 않느니라.  

 

７.究竟（くぎょう、最上級の意味、至上絶対の究極から、彼岸へ行く呼びかけて終了） 

46 故 説 般 若 波

羅蜜多呪 

こーせつはんに

ゃーはーらーみ

ーたーしゅー 

ko-setsu-han-
nya-ha-ra-mi
-ta-syu 

고설반야바라

밀다주 
故に、智慧の完成の境地において神理の

呪 文を 説く 。그러므로 지혜의 완성의 

경지에 있어 신리의 주문을 말한다. 

47 即説呪曰 そくせつしゅーわ

つ  

soku-setsu-sy
u-watsu 

즉설주왈 すなわち、呪文を説明すれば。 

곧, 주문을 설명하면.  

48 羯諦 ぎゃーてー gyaa-tei 아제 行こう。  가자 

49 羯諦 ぎゃーてー gyaa-tei 아제 行こう。  가자 

50 波羅羯諦 はーらーぎゃーて

ー  

ha-ra-gyaa-te
i 

바라아제 悟りの彼岸（真実の世界）に行こう。 

진실의 세계를 향하여 가자 

51 波羅僧羯諦 はらそーぎゃーて

ー  

ha-ra-sou-gya
a-tei 

바라승아제 僧侶達も､悟りの彼岸に行こう。 

승려들도, 진실의 세계를 향하여 가자 

52 菩提薩婆訶 ぼーじーそわ か

ー  

bo-ji-so-wa-k
a 

모지 사바하 仏の悟りを成就しょう。 

불의 깨달음을 성취 짊어진다 
53 般若心経 はんにゃーしんぎ

ょう  

han-nya-shin
-gyou 

반야심경 ここで、智慧と真髄の完成に到達する眞言

を終える。지혜와 진수의 완성에 

도달하는 진언을 끝낸다 
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8.おわりに 
 「般若心経」の内容を理解することは大変困難である。現代人には、その漢文の意味を理解することができない。この

内容は、釈尊が弟子であるアーナンダとの会話の中で行われたものである。要約すると、次のとおりである。 

 （ａ）発心は、②～⑤の中で、過去・現在および未来を自由自在に見聞できる人と法を述べている。 

 （b）修行は、釈尊が弟子である舎利子に、悟り段階としての内容を述べている。 

   華厳は、⑥～⑫の中で、色と空との関係を知り、修業の華が悟りの位になる。 

   三輪は、⑬～⑰の中で、三種の論として、「不」の世界を論じている。 

   法相は、⑱～２２の中で、万有の相状を説明し、「無」の世界を論じている。 

   縁覚は、②③～26 の中で、12 因縁を断ち、理法を説明し、「無」と「無無」の世界を論じられている。 

   声聞は、  27 の中で、仏の説法を音声で聞いて悟る人のことを説明している。 

   天台は、⑩～⑩の中で、所得と悟りの関係を説明している。 

 （ｃ）菩提は、⑩～⑩の中で、菩薩行の実践によって、どのようにすばらしくなるかを説明されている。 

 （d）涅槃は、⑩～⑩の中で、仏さまのお言葉で、教理・利益を真言に集約している。 

 （ｅ）究竟は、⑥～⑩の中で、最上級の意味であり、至上絶対の究極を現わしているから、彼岸へ行こうと呼びかけの

教えで終っている。経典によって誰が十大弟子に入るかは異なるが、維摩経では出家順に以下の通りである。 

 

表 8-1.釈尊の十大弟子 

  かな パーリ語・サンスクリット語 第一人者 特   徴 

1 舎利弗 
しゃりほ

つ 
サーリプッタ・シャーリプトラ 智慧第一 『般若心経』では仏の説法の相手として登場 

2 
摩訶目犍

連（目連） 

まかもっ 

けんれん 

マハーモッガラーナ・ハーマ

ゥドガリヤーヤナ 
神通第一

目連（もくれん）・餓鬼道に落ちた母を救うために行

った供養 

3 摩訶迦葉 
まかか  

しょう 

マハーカッサパ・マハーカ

ーシャパ 

頭陀第一

（ずだ） 

大迦葉。500人の仲間と釈迦の教法を編集。付法

蔵 （教えの奥義を直伝すること） の第一祖 

4 須菩提 
しゅぼ  

だい 
スブーティ・スブーティ 

解空第一

（げくう） 

空を説く大乗経典にしばしば登場。西遊記では、

なぜか孫悟空の師匠。 

5 
富楼那弥

多羅尼子 

ふるなみ

たらにし 

プンナ・マンターニープッタ・プー

ルナ・マイトラーヤニープトラ 
説法第一 略称として「富楼那」 

6 
摩訶迦旃

延 

まかか  

せんねん 

マハーカッチャーナ・マハー

カートゥヤーヤナ 
論議第一 5人の師しかいなくても授戒する許可を仏から得た

7 阿那律 あなりつ アヌルッダ・アニルッダ 天眼第一 視力を失った。そのため、真理を見る眼をえた 

8 優波離 うぱり ウパーリ・ウパーリ 持律第一 階級制度を否定する釈迦により、出家、貴族出身 

9 羅睺羅 らごら ラーフラ・ラーフラ 密行第一
羅云とも書かれる。仏教用語で羅子（らご）と言う。 

釈迦の長男。出家して最初の沙弥（少年僧） 

10 阿難陀 あなんだ アーナンダ・アーナンダ 多聞第一
釈迦の従弟。釈迦が死ぬまで25年間。お経を編纂

され、120歳まで生きた 
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大乗仏教では多くの如来・仏が後に生み出された。たとえば「浄土三部経」の一つ『阿弥陀経』には、三千大千世界（全宇宙

の意）に、ガンジス川の砂粒の数（恒河沙）ほどの仏があまねく存在することが説かれている。このように大乗経典では仏の名

前を列挙した経典も多数存在する。なお上座部仏教では、仏は「釈迦牟尼仏」のみを指し、釈迦の尊像以外は信仰の対象と

はしない（ただし、過去七仏など釈迦以前の仏（ブッダ・覚者）が存在したことは認めており、また未来仏である弥勒について

も言及している。 

 (2013年12月1日受稿、2014年1月25日掲載決定) 
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図 3-1.照見五薀皆空のモデル 図 4-9.サイクルの１２因縁のモデル 

図 4-10. 無苦集滅道と四苦八苦のモデル 
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