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スマイル会資料 
 

般若心経 神秘の力 
 

堀尾哲一郎 
 

はじめに 
 「般若心経」特に「色即是空」は意味を十分理解していなくても多くの人々にとって親し

みのある言葉ではないかと思う。私も無神論者を自認しながら関連した書籍が本棚を見ると

何冊か並んでおり無関心でなかったようである。ビートルズのメンバー ジョン・レノン

(John Lennon) やアップル社の共同設立者のスティーブ・ジョブス(Steve Jobs)をはじめ多

くの欧米人が「般若心経」を心の支えにしていたという。276 文字がなぜ人々の心の支えに

なるのかを調べてみたので報告する。 
 
1. なぜ、「般若心経」は人気があるのか？ 
（1）全体がわずか 276 文字のコンパクトなお経で、数分間で読み切り達成感がある。心に

パワーをもらう。 
（2）音読や写経によりお寺に行かなくても自宅で手軽に親しめ、継続しやすい。 
（3）神秘性がある。（世の中の現象の奥に人智では説明できない力を感じる）「呪（しゅ）」

の効用（呪術経典のひとつ）（耳なし芳一の例、魔霊退散）。 
（4）構成の妙（二人芝居、「効能書」+「薬剤」）。 
（5）玄奘三蔵の訳の素晴らしさ。 
（6）宮沢賢治や石原莞爾が信奉した「法華経」（世直しや国の安泰を説く）とは対照的に「般

若心経」は個人の心の救済を目指す。 
（7）「色即是空」に代表される詩的リズム感がある。 
 
2. 釈迦について 
 般若心経を読み解く場合、釈迦に遡って考える必要がある。釈迦は、いまから約 2 千 5
百年前、ヒマラヤ山脈の南の小さな国の王子として生まれた。名前はゴータマ・シッダッタ

(Gotama・Siddhattha)、29 歳で出家し、何年にもわたる艱難辛苦の末に、悟りを開いた。

煩悩を断ち切り、老いと病いと苦しみから逃れるために、恵まれた境遇も地位も財産もすべ

て捨てて、修行の道一筋に捧げた。そして 40 年の布教活動の末、80 歳で亡くなった。釈迦

の教えの最大の特徴は「自分の心の苦しみを自分の力で解決する（自己救済）である。釈迦

の悩み、すなわち生老病死の苦しみに満ちたこの世界をどうしたら克服できるかという悩み

は、突き詰めれば文明社会が抱える様々な問題も、すべて生老病死の苦しみに行き着くわけ

で、釈迦の問いは人類にとって永遠のテーマと云える。 
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3. 釈迦 8 大聖地 
（1）ルンビニ - 生誕の地。 
（2）ブッダガヤ - 成道（悟り）の地。 
（3）サールナート - 初転法輪（初めての説教）の地。 
（4）ラージギール - 布教の地。 
（5）サヘート・マヘート - 教団本部の地。 
（6）サンカーシャ - 昇天の地。 
（7）ヴァイシャリ - 最後の旅の地。 
（8）クシーナガラ - 涅槃（死）の地。 
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4. 仏教：根幹にあるのは「よりよく生きよう」。この世界、宇宙のすべての事象は、普遍の

法則に従って起こると考える。この心理を徹底的に理解した人が仏＝ブッダである。仏教で

重要なのは、宇宙の法則、心理を認識し、正しく生きることである。 
 
5. 仏教小史： 
紀元前 463 年：ゴータマ・ブッダ誕生 
紀元前 383 年：ゴータマ・ブッダ入滅 

 紀元前 261 年：仏教全インドに広がる、上座部と大衆部に分裂、初期仏教経典（パーリ

三蔵経典）の原形が成立 
 紀元前 100 年：大乗仏教運動興隆 
 60～250 年：第 1 期大乗経典成立（般若経など） 
 250 年：第 2 期大乗経典成立（如来蔵経など） 
 399 年：東晋の僧法顕(337～422)インド旅行(399～412) 
 401 年：鳩摩羅什(344～413)長安で 10 年間 300 巻の仏典漢訳 
 625 年：唐の僧玄奘(602～664)インド旅行(629～645) 

671 年：唐の僧義浄(635～715)インド・南海旅行(671～695) 
1000 年：イスラム軍がインド中央に侵入 
1200 年：仏教寺院がイスラム勢力に破壊され仏教が衰退に向かう。 

 
6. 釈迦の仏教(Hinayana Buddhism)と大乗仏教(Mahayana Buddhism) 
 ２千年以上前に釈迦によって確立された仏教を“釈迦の仏教”というが、それは論理的で

科学的な精緻な教えであるが、釈迦の死から５００年以上経って“釈迦の仏教”では救われ

ない人たちのために現れた宗教運動が“大乗仏教”である。その中に「大般若経」（約 600
巻で般若心経の 1 万 3 千倍）があり、その超ダイジェスト版として「般若心経」が誕生し

た。玄奘三蔵のすばらしい翻訳が今日に伝わっている。 
 
7. 般若心経(The heart sutra)とは 
 「般若心経」は人の心のあらゆる苦しみを取り除くためにある経典である。また、釈迦の

教えを否定する経典でもある。キリスト教がユダヤ教を否定しつつ旧約聖書を聖書の構成要

素として温存しているのに類似している。仏教に限らずどんな世界においても、後発のグル

ープは先行するグループを超えるために、それまでの常識を覆すような新機軸を打ち出して

自分たちの場所を獲得するものである。 
般若心経は釈迦の死の約 500 年後に現れた大乗仏教という宗教運動の中で釈迦の教えを

部分的に受け継ぎながらも、そこに全く別の解釈を加えて作られたたくさんのお経の一つで

ある。釈迦の時代の教えを否定することによって、釈迦を超えようとしている経典である。

日本人にとって最もなじみの深いお経と云える。般若心経が日本に入ってきたのは 7,8 世紀

ごろで、法隆寺に所蔵されているサンスクリットの写本は世界最古ものと言われている。玄

奘が翻訳した漢訳版は 8 世紀に遣唐使によってもたらされた。この世界は人知ではとらえが
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たい“神秘的”な形で存在していると考えた。 
次の写真は世界最古の般若心経サンスクリット写本である。紙がなかった時代に貝葉（ヤ

シ科の植物）を乾燥させて書写した。左右 2 か所に穴があり紐で綴じてある。 
 

 
8. 般若心経の構成 
舞台は王舎城（おうしゃじょう）の北東にある霊鷲山（りょうじゅせん）で、主役は観自

在菩薩、脇役はシャーリプートラ（舎利子）の二人芝居。般若心経では観自在菩薩が、仏陀

の 10 大弟子の一人で、智慧第一の長老シャーリプトラに説法をするという仕組みになって

いる。  
・序分（お経の出だし部分）：あるとき釈迦は、王舎城という町の霊鷲山という山で、多く

の弟子や菩薩たちとともにいて、一人、深い禅定（瞑想状態）に入っておられた。その折、

舎利子がその場の集まりの中にいた観音様に『般若波羅蜜多を修行するにはどうしたらよい

のですか？』と尋ねた。すると観音様は次のように言った。 
・正宗分：玄奘三蔵が訳した普通の部分（小本）、般若波羅蜜多の教えの素晴らしさが観音

を語り手として説かれる。聞き手は舎利子。 
・流通分（結びの言葉）：それまで瞑想に入っていた釈迦は、その状態から出ると、観音菩

薩が述べたことに対して、『その通り、素晴らしい』と称賛された。すると、その場に集ま

っていた大勢の聴衆はみな歓喜して、その言葉を承った。 
 

9. 般若心経を漢訳した玄奘三蔵 602～664 中国唐代の訳経僧。 
仏教の真義を究めるため、629 年に長安を出発、西域を経てインドに入る。インド各地の

仏跡を訪ねて仏教研究を行い、多くの仏教聖典（1335 巻）や仏像を持って 645 年に帰国。

以降、持ち帰った仏教聖典を２０人の翻訳チームで素晴らしい漢訳を行った。般若心経もそ

のうちの一つである。そして、お経の意味を忠実に翻訳するため「音写」を活用した。 
 
10. 音写（おんしゃ）と五種不翻 
 仏典を翻訳する際にいくつかの理由から漢文に訳さず、梵語の音をそのまま漢字に写した、
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音写という技法が用いられた。音写は今日において外来語をカタカナ表記にするのと似たよ

うな技法である。しかし、玄奘は一部の梵語を漢訳せず音写したことについて、五種不翻（ご

しゅふほん）という 5 つの理由を挙げている。また玄奘以降の訳僧もこれらの理由から音写

を用いたと考えられる。五種不翻の理由は以下の通りである。 
（1）古故（じゅんここ） - 古例という既にあった方法にしたがい翻訳せず。中国仏教の源

流を開いた摩騰迦（まとうが）や竺法蘭の時代よりの慣わしにより、すでに衆人によりその意

味が知られていたもの。たとえば阿耨多羅三藐三菩提（あのくたらさんみゃくさんぼだい、略

して阿耨菩提）などの語類がこれにあたる。 
（2） 秘密故（ひみつこ） - 甚深微妙で不可思議なる仏の秘密語であるがゆえに翻訳せず。

たとえば、般若心経の最後の一節「羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶」のよ

うな真言・陀羅尼などの語類がこれにあたる。 
（3） 多含故（たごんこ） - 多くの義を含むがゆえに翻訳せず。たとえば、自在・熾盛・

端厳・名称・吉祥・尊貴という六義（6 つの義・意味）という複数の意味を含む婆伽婆・薄

伽梵（バギャバ・バガボン＝バガヴァート、世尊と訳す場合もある）などの語類がこれにあ

たる。 
（4）此方無故（しほうむこ） - この地方（中国）にない意味や言葉であるがゆえに翻訳せ

ず。たとえば、閻浮樹（えんぶじゅ、閻浮提にあるという想像上の大森林）、乾闥婆（けん

だつば）、迦楼羅（かるら）などの語類がこれにあたる。 
（5） 尊重故（そんちょうこ） - 善を生ぜんがために翻訳せず。たとえば、般若や仏陀の

ように、これを聞いた者は心に信念を生じるが、もし般若を知恵と、仏陀を覚者などと単純

安易に訳せば、浅はかに軽んじられることが免れず、敬心を保つことが難しい語類がこれに

あたる。 
 
 般若心経にある音写の例： 
菩薩：菩提薩埵bodhisattvaの俗語 bot-satの音写。悟りを求めて菩薩道の修行をする人。 
般若波羅蜜多：梵語の「Prajna（智慧）」と「paramita（完成した）」を合わせたものに

漢語を当て字したもの（音写）。般若とは人間が真実の生命に目覚めた時に現れる、根源的

な智慧、波羅蜜多とは迷いの世界から悟りの世界へ至るという意味。 
阿耨多羅三藐三菩提：梵語の「anuttara-samyak-sambodhi(仏陀の最高の知恵、この上

ない正しい悟りの境地)」（音写） 
 
 10. 「色」と「空」 
 10.1. 「色」：目で見ることのできる世界だけでなく、音や臭いや味、冷たさやなめら

かさや、飢えや渇きのような体内触覚、さらには眼や耳などの感覚器官も含んだ、非常に広

い意味での物質要素をすべて含んだもの(英語では form, body)。 
10.2. 「空」：（般若心経の核心の一つ）もろもろの事物は縁起（因縁）によって成り

立っており、永遠不変の固定的実体はない。この世界を成り立たせている生命の奥にある真

理（英語では emptiness, nothingness, void）。 
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「かたよらないこころ、こだわらないこころ、とらわれないこころ、ひろく、もっとひろく

－これが般若心経、空のこころなり」（高田好胤） 
・「空」に対する釈迦の主張：この世には基本的な存在要素が実在している。その存在

要素が複雑に関係しあって、寄り集まり、定められた因果則によって刻々と転変することに

よって様々なものごとを形成している。たとえば、「私」とか「石」とか「車」とかいった

ものがそれである。そういった存在は、一見すると、安定的に常住しているように見えるが、

実際は、単にそれらを形成している基本要素の集合体に過ぎないので実体がない。そして常

に変化し続けている。それが「空」である。この世に「ある」といえるのは、最少単位の基

本要素（素粒子標準模型では 6 種類の「クォーク」と 6 種類の「レプトン」で構成され、

質量は「ビックス粒子」が生成するとされている。）と、その間に成り立つ法則性だけであ

る。 
・「空」対する「般若心経」の主張：釈迦はこの世の事物は基本要素によって構成され、

その要素間の因果則によって動いていくと言ったが、それは低いレベルの理解である。本当

は、釈迦の言う基本要素自体も、実体を持たない架空の存在なのであり、この世を構成して

いる基本要素「五蘊」も「十二処」も「十八界」などない。 
・梵語 sunya の漢訳。古代インドでは、「零」をも意味するが、諸々の存在物は因縁に

よって生じたものであり、固定的な実体というものがないと云うこと。移ろいゆく世界には

何か法則があるのではないか？“空”はすべての現象を統括するひとつの法則。 
・生命科学者 柳澤桂子の「空」の解釈： 

 釈迦という人は、ものすごい天才で、真理を見抜いたと思っています。ほかの宗教も同じ

ですが、偉大な宗教というものは、ものを一元的に見るということを述べているのです。「般

若心経」もおなじです。 
 私たちは生れ落ちるとすぐ、母親の乳首を探します。お母さんのお腹の上に乗せてやると

ずれ上がってきて、ちゃんと乳首に到達します。また、生まれたときに最初に世話をしてく

れた人になつきます。その人が見えなかったり、声が聞こえないと泣きわめきます。このよ

うに、生れ落ちた時点ですでに、ものを自己と他者というふうに振る舞います。これは本能

として脳の中に記憶されているので、赤ちゃんが考えてやっていることではありません。 
 けれどもこの傾向はどんどん強くなり、私たちは、自己と他者、自分と他のものという二

元的な考え方に深入りしていきます。元来、自分と対象物という見方をするところに執着が

生まれ、欲の原因になります。自分のまわりにはいろいろな物があり、いろいろなひとがい

ます。 
 ところが一元的に見たらどうでしょう。二元的なものの見方になれてしまった人は、一元

的にものを見ることはたいへんむずかしいのです。でも私たちは、科学の進歩のおかげで、

物事の本質をお釈迦さまより少しはよく教え込まれています。 
 私たちは原子からできています。原子は動き回っているために、この物質の世界が成り立

っているのです。この宇宙を原子のレベルで見てみましょう。私のいるところは少し原子の

密度が高いかもしれません。あなたのいるところも高いでしょう。戸棚のところも原子が密

に存在するでしょう。これが宇宙を一元的に見たときの景色です。一面の原子の飛び交って
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いる空間の中に、ところどころ原子が密に存在するところがあるだけです。 
 あなたもありません。私もありません。けれどもそれは存在するのです。物も原子の濃淡

でしかありませんから、それにとらわれることもありません。一元的な世界こそが真理で、

私たちは錯覚を起こしているのです。 
 このように宇宙の真実に目覚めた人は、物事に執着するということがなくなり、何事も

淡々と受け容れることができるようになります。 
 これがお釈迦さまの悟られたことであると私は思います。もちろん、お釈迦さまが原子を

考えられておられたとは思いませんが、ものごとの本質を見抜いておられたと思います。現

代科学に照らしても、釈尊がいかに真実を見通していたかということは、驚くべきことであ

ると思います。 
・「空」に対する天外伺朗の解釈 
 「空」とはなにものにもとらわれないこころ。「空」の解釈こそ、「般若心経」の核心のひ

とつであり、大乗仏教思想の根幹にかかわる部分である。 

量子力学→ボームのホログラフィー宇宙モデル（暗在系）→フロイドやユングの深層心理

学（集合的無意識）→ヒンドュー教のブラフマン→仏教の「空」 
 
ユング心理学（集合的無意識）と仏教の共通性 
デビット・ボーム(1917-1992)の暗在系(Implicate order)と明在系(explicate order)の存在 

ホログラフィー宇宙モデルの提唱者 
シュレーディンガー(1887-1961)の波動方程式を中心とする量子力学 
ヴェルナー・ハイゼンベルグ(1901-1976)の不確定原理 
 
 天外伺朗が分類した「空」の 3つの解釈： 

その 1：「空」とは、「無常観」である 

 もっともポピュラーな解釈は、「空＝無常観」です。 

 世の中のあらゆる物は、つねに移り変わっており、片時たりとも同じ状態を保っていませ

ん(平家物語)。 

 この世に姿形としてあらわれるものには、すべてそもそもの因があり、それが縁に依って

現象や姿形になってそこにある。絶対とか固定とかというものはこの世に存在しない。 

 形あるものが、じつは仮の姿で、つねに移ろうこと。美しい桜も、アッというまに散って

しまう。悠久の山河といえども、いつかは形が変わってしまう。今見えている形というのは、

ほんの仮の姿にすぎないのだ、という考えです。形あるものが、じつは仮の姿で、つねに移

ろうこと。それが「色即是空」だ、という解釈です。「無常」という言葉から、すぐに死と

か消滅とかいった ことを連想されますが、無常とは、否定的・消極的なものだけを意味す

るものではなく、 成長・発展・進歩といった肯定的・積極的な面も含んだ思想なのです。 現

実の世の中を、あるがままに冷静に見つめた上で、ではどのような目的を持って生きて い

ったらよいのか、を深く考えるための出発点なのです。このように、あらゆる存在や現象に

は実体がない、ということを見極めた時に、私達は、そんな実体がないものに執着すること
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が、いかに空しいものであるかに気がつく。そのことを教えようとするのが、このお経の目

的といってよいでしょう。  

その 2：「空」とは、全宇宙の「相互依存」ネットワークである 

 桜の花も、単独で咲くことはできません。枝があり、幹があり、根があって花を支え、葉

があるからこそ、桜の木が生きられます。季節があり、雨があり、太陽があり、空気があり、

空気中に炭酸ガスを吐き出す動物たちがいます。土があり、水分があり、土の中に木の栄養

分を供給するミミズやバクテリアがいます。たった一輪の可憐な花が存在するためには、複

雑にからまりあった膨大な宇宙のネットワークが必要なのです。その複雑怪奇な、「相互依

存」の宇宙のネットワークのことを「空」と言う、と解釈します。 

その 3：「空」とは、「何ものにも執着しない心」である。『般若心経』で修行者の向か

う方向性として、「心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖」というのがあります。「心が何ものにも

とらわれなくなる。そうすると、何も恐くなくなる」という意味です。これを「空」の真髄

だ、とする解釈です。われわれの心は、つねに自我というものにとらわれています。「自分

が」という思いが、じつは自由な心の働きを阻害している、と説くのです。もし、その頸木

をはずすことができたなら、われわれはものすごい力を発揮することができるはずだ、とい

うのです。じつは、とらわれているのは、「自我」だけではありません。私たちの心は四六

時中、ありとあらゆることにこだわり、とらわれており、自分で自分を縛って、力が発揮で

きないようにしています。本来の力を発揮するための、「何ものにもとらわれない自由な心」

のことを「空」と言うのだ、という解釈です。この解釈は、座禅などで禅定（深い瞑想状態）

に入り、いわゆる「無我の境地」に達した時に「心が空になる」と表現するのに対応してい

ます。瞑想が浅い間は、いろいろな雑念が次々に去来して心は落ち着きがないのですが、だ

んだん深くなっていくと、やがて「シーン」と静まり返った、それでいて暖かく至福感にあ

ふれた独特な境地に達します。ちょうど深海の底に沈んだような感じで、そこまで行くと心

は澄みきっており、雑念はまったく浮かんできません。その境地を、「空」と呼んでいるの

でしょう。したがって、この解釈は、主として禅宗系の人に多いようです。 

 ・「空」に対する佐々木閑の解釈：移りゆく世界には、何か法則があるのではないか？本

当に宇宙を支配している、たった一つの法則に行き着くのか？“空”はすべの現象を統括す

るひとつの法則。“空”は言葉に表せない、人に伝えることもできない。移りゆく世界は”

空”の中からあらわれてくる現象。 
・旧約聖書のコーヘレト書 

   旧約聖書の中に「般若心経」の「空」の概念に類似の表現のあることは興味深い。 

 

・色不異空、空不異色、色即是空、空即是色 
「君の五体は空なのだぞ」「君は自分、自分というが、そんな自分というものはないんだ

ぞ」あるものが眼に見え存在することを認めたうえで、さらに考えを発展させて、そのもの

がいまどうしてここに存在するのかと、その道理を明らかにするのが空の思想である。 
「骸骨の上をよそおうて花見かな」（上島鬼貫）、 
「青梅はその骸骨のみのりかな」（机月） 
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「舎利子見よ 空即是色 花ざかり」（自我を消しつくす）（小笠原長生） 
「いきながら死人となりてなりはてて、おもいのままにするわざぞよき」（至道無難禅師） 
俺が呼吸して、俺の力で生きていると思っていたのが実はそうではなく、自分に見えぬふ

かふかとした空気に包まれて生かされていることに気付く、これが空不異色である。 
体験的表白が「色即是空、空即是空」である。 
 釈尊は一切の現象を見つめ、見抜いて、どのような存在も、他とのかかわりあいなくし

ては、そのものだけで存在できない、必ず他と互いに相関連しあってはじめて存在できるも

のだと示された。また、「これあるに縁りてかれあり、これ生ずるに縁りてかれ生ず、これ

泣きに縁りてかれなし、これ滅するによりてかれ滅す」従って物質ではなく物質的現象（色）

という。 
「咲けば散り（色即是空）散ればまた咲き（空即是色） 年ごとに眺め尽きせぬ花の色色」

（二宮尊徳） 
「すべて滅びてゆく、しかし、ただ滅びるのではない、滅びにより新しい価値が創造され

る」 
「生まれざる身なれば、死するということもなし。これを不生不滅という。」（鉄眼禅師） 
「死をいとい生をもおそれ人間の揺れさだまらぬ心知るのみ」（吉野秀雄） 

 
11.  スートラとマントラ 
「スートラ(sutra)」（意味を重視）経文、キリスト教の聖書（世界各国語に翻訳される）、

「ヨガ・スートラ」 
「マントラ(mantra)」（音を重視）真言、呪文の効用「アーメン」（人類共通の琴線に響

く音、オーム、オム、オン、アウン、アメ、アーミン）、言霊、浄土宗の「南無阿弥陀仏」、

日蓮宗の「南無妙法蓮華経」など。真言と漢訳され、大乗仏教、特に密教では仏に対する讃

歌や祈りを象徴的に表現した短い言葉を指す。四国のお遍路さん。マントラの効用は言語中

枢を忙しくして、雑念が出ないようにする。 
 

 12. アートマン（真我）とブラフマン（梵） 
 アートマンとはヒンドュー教の概念で人間のもっとも純粋で聖なる自分自身のこと（魂）。 
 ブラフマンとはヒンドュー教の概念で宇宙の究極的原理のこと。 
 ヒンドュー教ではこの二つは同じものを説いており「梵我一如」（色即是空）という。 
 

13. 釈迦によるこの世の分類 
 釈迦という人は大変精緻な論理思考の持ち主であり、この世の本当の姿を理解するため

に、独自の方法で世界を分類しました。すなわち、五蘊、十二処、十八界という分類法です。

これは素粒子の組み合わせが全物質世界を創りだしているという現代科学の考え方と非常

に類似しています。この世は隅から隅まで論理的因果性で動いている。 
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13.1. 五蘊（aggregate）: 
これは、「われわれ人間はどのようなものからできていて、どのようなありかたをしてい

るのか」ということを釈迦が分析し、独自の思想から五つの要素に分けて把握したものです。

梵語では skandha(s)。一人の人間を構成する５つの要素。人間は五蘊の集合体で、ある特

定の法則に従って作用しあい、関係しあうことによって存在している。集合体。現象界の存

在の五種の原理。私たちが表面的に認識している“自分自身”。人間の心身を形成している

五つの要素。 
 

①【色】（しき） われわれをなしているものの外側の要素すべて（肉体） 

②【受】（じゅ） 外界からの刺激を感じ取る感受の働き（心的作用） 

③【想】（そう） ものごとを様々に組み立てて考える構想作用（心的作用） 

④【行】（ぎょう） 何かをしたいと考える意志の働きや、その他の心的作用（心的作用） 

⑤【識】（しき） 心のあらゆる作用のベースとなる、認識する働き（心的作用） 

 
 
13.2.  十二処： 
人の身体には、外界を認識するための器官が五つあり、これらが世の中を構成している基本

要素と釈迦は考えました。そしてこれらは、この感覚器官によって認識される対象の世界と

対応している。人間の認識は肉体上の感覚器官のみではなく心で何かを思い浮かべるのも認

識である。 
 

  認識する側（感覚器官）   認識される側（その対象）     

   ①【眼】（げん）  【色】（しき）     

   ②【耳】（に）  【声】（しょう）     

五根  ③【鼻】（び）  【香】（こう） 五境 五蘊における「色」 

   ④【舌】（ぜつ）  【味】（み）     

   ⑤【身】（しん）  【触】（そく）     

            

六根  ⑥【意】（い）  【法】（ほう） 六境 五蘊における「受」「想」「行」「識」 
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13.3. 十八界： 
十二処の「意」を「認識器官としての心」と「その認識器官によって生み出された認識その

もの」分けて考えて別立てにしたものである。 
  十八界   

十二 処   

六根   六境 六識 

 ①【眼】  →【色】 →【眼識】 

 ②【耳】  →【声】 →【耳識】 

 ③【鼻】  →【香】 →【鼻識】 

 ④【舌】  →【味】 →【舌識】 

 ⑤【身】  →【触】 →【身識】 

 ⑥【意】  →【法】 →【意識】 

認識する側 認識される側 ⑥【意】が作用し 

（感覚器官） （その対象） その結果生じてくる 

    認識 

 
13.4. 八正道： 

八正道  

①【正見】（しょうけん） 正しいものの見方 

②【正思惟】（しょうしゆい） 正しい考え方をもつ 

③【正語】（しょうご） 正しい言葉を語る 

④【正業】（しょうごう） 正しい行いをする 

⑤【正命】（しょうみょう） 正しい生活を送る 

⑥【正精進】（しょうしょうじん） 正しい努力をする 

⑦【正念】（しょうねん） 正しい自覚をする 

⑧【正定】（しょうじょう） 正しい瞑想をする 

 
13.5. 輪廻： 
六（五）道  

 ①【天】（てん） 神々 

 ②【人】（にん） 人間 

 ③【阿修羅】（あしゅら） 悪しき神々 

 ④【畜生】（ちくしょう） 牛馬などの動物 

 ⑤【餓鬼】（がき） 飢餓などで苦しみ続ける生き物 

 ⑥【地獄】（じごく） ひたすら苦しむ恐ろしい状態 

命あるものは、この六（五）種類の領域の中で、 

ぐるぐるといろいろなものに生まれ変わっていく。 
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13.6.十二支縁起： 

   苦の人生の世界 

十二支縁起  

①【無明】（むみょう） 人間の煩悩のうち最大のもの。無知 

②【行】 （ぎょう）  

③【識】 （しき）  

④【名色】（みょうしき）  

⑤【六処】（ろくしょ）  

⑥【触】 （そく）  

⑦【受】 （じゅ）  

⑧【愛】 （あい）  

⑨【取】 （しゅ）  

⑩【有】 （う）  

⑪【生】 （しょう）  

⑫【老死】（ろうし） 老いて衰弱し死ぬという耐え難い苦

悩 

苦しみを生み出す様々な 状態が連鎖的に起こる。 

 
 
13.7.四諦： 

  原始仏教の根本の教え。 

 ①【苦諦】（くたい） この世はひたすら苦であるという真理。一切皆苦 

 ②【集諦】（じったい） 苦の原因は煩悩であるという真理 

 ③【滅諦】（めったい） 煩悩を消滅させれば苦が消えるという真理 

 ④【道諦】（どうたい） 煩悩の消滅を実現するための八つの道 

 
14. 経の解釈 
 経を 4 つに分けていかに本文、解釈、解説の順に示す。 
 
Part 1 
 
01「魔訶般若波羅蜜多心経」 （まかはんにゃーはーらーみたしんぎょう） 
 
02 観自在菩薩 （かんじざいぼさつ） 
03 行深般若波羅蜜多時 （ぎょうじんはんにゃはらみたじ） 
04 照見五蘊皆空 （しょうけんごうんかいくう） 
05 度一切苦厄 （どいっさいくやく） 
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06 舎利子 （しゃーりーしー） 
07 色不異空 （しきふーいーくう） 
08 空不異色 （くうふーいーしき） 
09 色即是空 （しきそくぜーくう） 
10 空即是色 （くうそくぜーしき） 
 
11 受想行識 （じゅーそうぎょうしき） 
12 亦復如是 （やくぷーにょーぜー） 
 
13 舎利子 （しゃーりーしー） 
14 是諸法空相 （ぜーしょーほうくうそう） 
15 不生不滅 （ふーしょうふーめつ） 
16 不垢不浄 （ふーくーふーじょう） 
17 不増不減 （ふーぞうふーげん） 
 
和訳 Part1 
観自在菩薩（観世音菩薩）が、深い智慧の完成の修行を実践していたときに、存在を構成

している五つの集まりは、すべてが空（実体のないこと）であることを見極め、あらゆる苦

悩や災厄を克服した。 
舎利子よ、物質的存在は、実体がないことにほかならない。実体がないということが、物

質的存在にほかならない。だから、物質的存在は実体がないということであり、実体がない

ということがそのまま物質的存在なのである。 
感覚・表象・意志・認識もまた同様である。 
舎利子よ、このように、世の中に存在するありとあらゆるものは、実体のないということを

特質としており、それらは、生ずることもなく、減ずることもない。垢れることもなく、浄

まることもない。増えることもなく、減ることもない。 
 

The Heart Sutra 
 

Avalokitesvara Bodhisattva, 
when deeply practicing prajna-paramita, 

clearly saw that the five skandas are all empty, 
and was saved from all suffering and distress. 

 
Sariputra, 

form is no different to emptiness, 
emptiness no different to form. 
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That which is form is emptiness, 
that which is emptiness, form. 

 
Sensations, perceptions, impressions, and consciousness 

are also like this. 
 

Sariputra, 
all things and phenomena are marked by emptiness; 

they are neither appearing nor disappearing, 
neither impure nor pure, 

neither increasing nor decreasing. 
 

01 至道無難禅師：経文のこころが経題に集約しており、これより末は注なり。 
弘法大師（空海）：「『般若心経』は呪文である。 

02 梵語 Avalokitesvara の漢訳。苦悩の衆生を自在に観る菩薩で大乗特有の理想の救済

者。仏教の修行者である“菩薩”の代表。 
04 釈迦の教えの基本、五蘊。 
06 Sariputra：釈迦の十大弟子の一人、智慧第一と言われ釈迦の信認が最も篤かった人。 
07～10 「色＝空」を強調。 
「色即是空」：形として存在しているすべてのもの（色）には永遠に継続するような実体 

などはない（空）、ということを意味している。 この世界に存在するものはすべて根源的

な法則性の上に成り立っているということ 
「空即是色」：「空即是色」を逆に考えてみると、永遠に継続すべき実体がない（空）か

ら こそ、瞬間的には一定の形あるもの（色）として存在する、と言うことになる。 
 “色＝空”が 4回繰り返され強調されている。「般若波羅蜜多」の修行の結果として得

られる最大の結論。 
11 五蘊。 
14 「法」：ありとあらゆる事象と現象の事。 

 
Part 2 
18 是故空中無色 （ぜーこーくうちゅうむーしき） 
19 無受想行識 （むーじゅーそうぎょうしき） 
20 無眼耳鼻舌身意 （むーげんにーびーぜっしんにー） 
21 無色声香味触法 （むーしきしょうこうみーそくほう） 
22 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） 
23 無無明 （むーむーみょう） 
24 亦無無明尽 （やくむーむーみょうじん） 
25 乃至無老死 （ないしーむーろうしー） 
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26 亦無老死尽 （やくむーろうしーじん） 
 
27 無苦集滅道 （むーくーしゅうめつどう） 
28 無智亦無得 （むーちーやくむーとく） 
 
和訳 Part 2 
だから、実体のないというあり方においては、物質的存在もなく、感覚もなく、表象もな

く、意志もなく、認識もない。眼もなく、耳もなく、鼻もなく、舌もなく、身体もなく、意

識もない。（この六官の対象となる）いろとかたちもなく、音声もなく、香りもなく、味わ

いもなく、触れられる対象もなく、意識の対象もない。眼という要素をはじめとして意識と

いう要素にいたるまで（人間存在を構成する十八の要素は）ことごとくないのである。迷い

もなく、（迷いということがないのであるから）また迷いがなくなるということもない。こ

のようにしてついに、老いることもなければ死ぬこともなく、したがって老いることや死ぬ

ということがなくなるということもない。 
苦しみや、苦しみの原因、苦しみを克服することや、苦しみの克服にいたる道もない。智る

こともなく、また（さとりを）得るということもない。 
 

Therefore, in emptiness, 
no forms, no sensations, perceptions, impressions, or consciousness; 

no eyes, ears, nose, tongue, body, mind; 
no sights, sounds, odors, tastes, objects of touch, objects of mind; 

no realm of sight up to no realm of consciousness; 
 

no ignorance and no end of ignorance, 
up to no aging and death, 

and no end of aging and death; 
 

no suffering, accumulation, cessation, or path; 
no wisdom and no attainment. 

 
18～ 21 回の無により釈迦の仏教を否定 
18,19 五蘊の否定 
20,21 十二処の否定 
22 十八界の否定 
23～26 十二支縁起の否定 
27 四諦の否定 
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Part 3 
 
29 以無所得故 （いーむーしょーとくこー） 
 
30 菩提薩垂 （ぼーだいさったー） 
31 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） 
32 心無罫礙 （しんむーけーげー） 
33 無罫礙故 （むーけーげーこー） 
34 無有恐怖 （むーうーくーふー） 
35 遠離一切顛倒夢想 （おんりーいっさいてんどうーむーそう） 
36 究竟涅槃 （くーきょうねーはん） 
 
37 三世諸仏 （さんぜーしょーぶつ） 
38 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） 
39 得阿耨多羅三藐三菩提 （とくあーのくたーらーさんみゃくさんぼーだい） 
 
和訳 Part 3 
というのも（もともと）得るところのものがないからである。 
求道者は、智慧の完成を依りどころとしているから、心にこだわりがない。こだわりがない

から、恐れることもなく、正しくものを見ることのできない迷いの心を遠く離れ、ついに永

遠の平安に至るのである。（過去、現在、未来の）三世にわたるもろもろの仏も、智慧の完

成によって、この上ない正しいさとりを得たのである。 
 

With nothing to attain, 
bodhisattvas 

rely on prajna-paramita, 
and their minds are without hindrance. 

 
They are without hindrance, 

and thus without fear. 
 

Far apart from all confused dreams, 
they dwell in nirvana. 

 
All buddhas of the past, present and future 

rely on prajna-paramita, 
and attain anuttara-samyak-sambodhi. 
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29～ ここから先は修業者がどういう利益が得られるかを説く。 
 
Part 4 
40 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） 
41 是大神呪 （ぜーだいしんしゅー） 
42 是大明呪 （ぜーだいみょうしゅー） 
43 是無上呪 （ぜーむーじょうしゅー） 
44 是無等等呪 （ぜーむーとうどうしゅー） 
 
45 能除一切苦 （のうじょういっさいくー） 
46 真実不虚 （しんじつふーこー） 
47 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） 
48 即説呪曰 （そくせつしゅーわー） 
49 掲諦掲諦 （ぎゃーてーぎゃーてー） 
50 波羅掲諦 （はらぎゃーてー） 
51 波羅僧掲諦 （はらそーぎゃーてー） 
52 菩提薩婆訶 （ぼじそわかー） 
53 般若心経 （はんにゃしんぎょう） 
 
和訳 Part 4 
したがって、（次のように）知るべきである。智慧の完成というのは、大いなる不思議の真

言である。これは、大いなるさとりの真言である。これは、この上ない真言である。これは、

たぐいない真言である。 
よくすべての苦悩を除くのである。それは真実であって虚妄ではないからである。智慧の完

成の真言は（次のように）説かれたのである。 
掲諦掲諦 波羅掲諦 波羅僧掲諦 菩提薩婆訶 般若心経  
 
比べようもないほど素晴らしい呪文 
これを唱えれば、一切の苦がなくなる 
 

Therefore, know that prajna-paramita 
is the great transcendent mantra, 

the great bright mantra, 
 

the supreme mantra, 
the unequalled balanced mantra, 
that can eliminate all suffering, 

and is real, not false. 
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So proclaim the prajna-paramita mantra, 

proclaim the mantra that says: 
 

gate, gate, 
paragate, 

parasamgate, 
bodhi, svaha! 

 
The Heart Sutra of Prajna. 

～48 処方箋 
49～52 総まとめ マントラ 薬 
 
15. 神秘の力 

15.1. 小泉八雲の怪談「耳なし芳一」の抜粋（般若心経の呪の例） 

 
 
15.2. 唱えることに意義がある 

 様々な状況で苦しんでいる人々に安心を与えるのが宗教の目的であり、その教えは多様で

ある。釈迦の仏教は「自分で自分を変えることで、生きる苦しみを消す」という、とても端

正な教えです。しかし、釈迦が説く「修業一筋の道」では救われない人たちがいる。不思議
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な力に身をまかせ、そこに抱かれることで安らぎを得たいと願う人々、それしか安らぎを得

る道が残されていない人々、そういう人たちのために「般若心経（生きるための杖）」がつ

くられたのだと考えれば、むしろ「釈迦の仏教」を否定しているからこそ、そこに確固とし

た独自の意義があると考えられる。「般若心経」の働きは「呪文」その奥にあるのは「神秘

の力」である。「呪文」は特別な力を持った言葉である。「チチンプイプイ」、「アブラカタプ

ラ」、「ひらけゴマ」 

特定の言葉を唱えることが、良くも悪くもなんらかの作用を及ぼすなどということは、「科

学的合理主義」の立場からすれば、極めて非科学的な話にすぎず、簡単には信じがたいのが

実感である。音楽を聴いて感動するなら、呪文の効用を認めざるを得ない。 
 

15.3. 絵心経 
 文字の読めない人々のために絵によってお経を読む工夫がされた。唱えることに意義があ

ることはこれからも分かる。 

 

16. 結論 

  1500 年読み継がれてきたお経、般若心経 276 文字という短いお経にもかかわらず人々

に心の安らぎ、生きる勇気を与える神秘の力が備わっており、今後も多くの人々の親しまれ

続けるとおもわれる。 
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付録： 
 
1. モーリス・ラヴェル(1875-1937)作曲の「ボレロ」15 分 27 秒 
 曲はきわめて明快なアイディアで作られている。すなわちリズム、拍子、テンポがはじめ

から終わりまで変わらず、主題とその応答という２つの旋律が、終始、変奏も展開もされず

合計９回ずつ反復される。また前半では主旋律に旋律的な和声づけが行われず、主題と応答

の反復を利用して、使用楽器やその組み合わせが反復ごとに変わる。たとえば最初の主題は
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フルート、主題の反復はクラリネット、最初の応答はファゴット、２度目の応答は小クラリ

ネットに移るといった具合である。しかも、この曲は最初 pp ではじまり、反復のたびに音

量や楽器に編成を増やしてゆく。つまり全曲がただ１つのクレッシェンドでつくられている

のである。これもまたほかに例を見ないが、このような作品が強い持続力と説得力もってい

るのは、ひとえに旋律の美しさと魔術的ともいえる管弦楽法の多彩な効果による。 
 
2. 草枕（夏目漱石） 
山路を登りながら、こう考えた。 

智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。 

とかくに人の世は住みにくい。 

住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、

詩が生れて、画が出来る。 

 

3.  旧約聖書のコーヘレト書 

～ダビデの子、エルサレムの王、コーヘレトの言葉～ 

序詩（一）  「空の空」 

 ～空の空、とコーヘレトは言う。 

空の空、いっさいは空、と。 

日の下で労苦するいっさいの労苦は、 

人間にとって何の益があろう ～ 

序詩（二）「日は昇り、日は沈む」 

世代は去り。世代は来たる。 

だが、地は永遠に立ち尽くす。 

日は昇り、日は沈む。 

己の場所を喘ぎ求め、 

そこに、日はまた昇る。 

いっさいの場所は物憂く、 

誰も語り尽くせはしない。 

かつて起こったことは、いずれ、また起こり、 

かつてなされたことは、いずれまたなされる。 

日のもとに、新しいことは何も存在しない。 

 
4.  [平家物語] 
祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす 

おごれる人も久しからず ただ春の夜の夢のごとし たけき者もついには滅びぬ 偏に風

の前の塵に同じ 
 この、美しい冒頭の部分は、どなたの記憶の中にでも残っているのではないでしょうか。

これが、日本人が「無常観」と聞いて思い出す原点とも言えます。 
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 美しい桜も、アッというまに散ってしまう。悠久の山河といえども、いつかは形が変わっ

てしまう。今見えている形というのは、ほんの仮の姿にすぎないのだ、という考えです。 

 形あるものが、じつは仮の姿で、つねに移ろうこと。それが「色即是空」だ、という解釈

です。 

 

5. 方丈記（鴨長明） 

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ

消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくの

ごとし。  
たましきの都のうちに、棟を並べ、甍を争へる、高き、卑しき、人のすまひは、世々経て

尽きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり。あるいは去年焼

けて今年作れり。あるいは大家滅びて小家となる。住む人もこれに同じ。所も変はらず、人

も多かれど、いにしへ見し人は、二、三十人が中に、わづかにひとりふたりなり。朝に死に、

夕べに生まるるならひ、ただ水のあわにぞ似たりける。  
知らず、生まれ死ぬる人、いづかたより来たりて、いづかたへか去る。また知らず、仮の

宿り、たがためにか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。その、あるじとすみかと、

無常を争ふさま、いはば朝顔の露に異ならず。あるいは露落ちて花残れり。残るといへども

朝日に枯れぬ。あるいは花しぼみて露なほ消えず。消えずといへども夕べを待つことなし。 

  

6. 日光東照宮の陽明門 
 陽明門は“日暮門”ともいわれ、その名のとおり、日の暮れるのも気づかずに見とれてし 
まうほど美しく、また精巧を尽くした門です。伝説的人物の飛騨工の作と噂されていますが、 
その門柱の一つが、“逆柱として、とくに観光の対象になっています。逆柱といっても、柱 
の上下が逆さになっているのではなく、柱の彫刻の図柄が他の柱の図柄の天地と逆になって 
いるのです。逆柱については、次のような伝説が語り伝えられています。飛騨工自身、陽明 
門を傑作であると自認していました。そのため「完全作であればあるほど、魔が悪戯をする 
から、それの災いを避けるために、あえて逆さ彫りをして夫不完全にする」と考えたという 
のです。 
 
7. 新約聖書（ヨハネ伝 1・1） 
 はじめにことばあり ことばは神とともにあり ことばは神なりき 
 この「ことば（ロゴス）」は仏教の法（ダルマ）－世界の根底に横たわっている理性的法 
則・生命力－に通じるか？ 
 
以上 


