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、

教学者を除いては原始仏典の邦訳はほとんど省

みられることがなかった。 その後1980年代か

ら、中村元らによって原始仏典が現代日本語に

翻訳されるようになり、 今日も次世代の訳者が

翻訳作業を継続して春秋社から刊行されている

ほか、 片山一良による翻訳も大蔵出版から続刊

中である。 さらに、 仏教三国と呼ばれるミャン

マー タイ 、 スリランカから、 原始仏典に基づ
く修行を行っている比丘や瞑想指導者が日本に

やってきて教える機会が増えたことにより、 日

本の歴史上初めて、 ブッダの直説である可能性

が高いダンマが、 それに関心を抱く日本人にも

知られつつある。 およそ2500年間にわたって、

初期の戒律を変えることなく堅固に守り続け、

原始仏典に基づく修行の実践を今日まで継承し

ているのは、 主として仏教三国に根づく上座部

仏教である。 現在の上座部の教団が初期仏教と

同一である保証はないが、 現存する仏教教団の

なかでもっとも初期仏教に近いのは上座部仏教

であることは間違いないであろう。 本稿では、

このような上座部仏教の森林僧院における集団

（サンガ）が修行に与える影密について、 筆者

の修行体験の事例を通して分析してみたい。

、

III 短期出家修行の外的概要

1 修行の概略

タイの上座部仏教は、 初期仏教に由来する律

と法に甚づいた修行を行うという点では共通し

ているが、 経典に基づく厳格な修行を志向する

少数派のタンマユット派と、 地域社会とのつな

がりを重視する伝統的なマハ ー ニカ ーイ派があ

り さらに各寺院やセクトによって修行方法や

、

生活様式は多様である。 そのような意味で、 今

回の筆者の短期出家修行体験は単なる一事例に

過ぎないという限界があるが、 修行生活の外的

概要と内的体験の一事例の分析を通して、 初期

仏教的な出家修行における、 サンガ集団が修行

に与える重要な普遍的・構造的な影響につい

て 手がかりを示すことはできるように思われ

写真1 Wat Phraphuttabat-tamo 

る。

、

筆者が修行させていただいた場所は、 タイ北

部のチェンマイ市街から車で4時間ほどのとこ

ろにある小高い山々に囲まれた森林のなかにあ

るプラプッタバー トタモ寺院(Wat Phraphuttabat

tamo)である（写真1) この寺院は、 タンマ。

ュット派には属さないものの、 冠婚葬祭、 墓、

檀家などの本来仏教とは無関係な在家からの要

請は受けつけず、 5名～10名程度の比丘が常

時修行する、 こじんまりとした静かな森林修行

寺院である。 寺院として瞑想を指導することは

ないため、 比丘は各々異なった瞑想修行を自主

的に実践している。

修行の日程と概要は次の通りである。 第者は

2020年1月11日に入山し、 はじめの5日間は

在家者として諸々の指導を受けながら修行を行

ぃ 1月16日の出家式によって比丘となった。

その後の短期出家修行は、 その内容から次の四

期に分けることができる。 通常の比丘の修行生

活を送る第一期(1月16日～2月25日の約40

日間） 死体の解剖を見学する第二期(2月20、

日～22日の3日問） 、 通常の比丘生活から出離

して完全無言の状態で徹底した瞑想修行を行う

リトリートの第三期(2月26日～3月21日の

25日間）、 仏教に関する研究会の第四期(3月
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表1 修行生活のタイムスケジュ ール

4:00 ~ 5:00 
5:00 ~ 5:30 
5:30 ~ 6:00 
6:20 ~ 8:00 
8:00~ 
9:00 ~ 15:00 

15:00 ~ 16:00 
16:00 ~ 
18:30 ~ 19:00 
19:00 ~ 20:15 

瞑想（新布薩堂）
朝課（読経）

:: 
朝食・鉢洗い 片付け・

各自修行
掃除

お茶

夕課（読経）
瞑想（新布薩堂）

21日～22日の 2日間） である。

尚、 当初は3月末まで修行をする予定であっ

たが、 新型コロナウィルスの感染拡大により、

飛行機が次々と欠航し、 タイ政府も国境封鎖を

打ち出したため、 第三期のリトリートは短縮さ

れ、 第四期の研究会も参加者が減り日程も前倒

しとなり、 早めに集中修行を終えて還俗し、 緊

急帰国を余儀なくされた。

2 修行生活の日課

第一期の通常の修行期間は、新参比丘として、

表1のよ長老や先輩比丘に指導を受けながら、

うなタイムスケジュ ールで日々の修行を行っ

（ト

た。

朝3時半に鳴る鐘とともに起床し、クティ（寝

起きする小屋） から新布薩堂まで懐中電灯を照

らしながら移動し、 先輩比丘たちの座布や照明

などのセッティングをして、 4時から1時間瞑

想を行う。 瞑想後、 30分ほど主にパ ー リ語で

経を唱え（朝課）、 お堂などの掃除を行い、 托

鉢の準備をする。 日の出の頃、 鉢を持って寺院

を出発し、 5km程離れた村まで裸足で歩いて

いく。 村に着く頃には周囲は明るくなり、 老若

男女の村人が比丘の姿を見ると次々とお布施を

する（写真2)。 比丘の鉢に食物等の供物を入

れると、 多くは大地に脆き、 あるいは立ったま

ま頭を垂れて合掌する。比丘はそこで経を唱え、

眼を合わせることも会話を交わすこともなく足

早に立ち去る。 村内を20分程歩くと、 捧げら

れた供物で鉢とヤーム ー トバックのような

写真2 少数罠族の村で托鉢する筆者

布製の袋） 2~3袋が供物で一杯となる。 これ

を寺に持ち帰り、 皆で分け合って食事をいただ

く。 余った食物は学校や保育園に寄付される。

新参比丘は、 長老 の食べ終えた鉢を決められた

作法にしたがって下げ、 洗い、 乾かして元の位

置に置く。 食事は1日にこの1回のみである。

南国の農村なので、 ミカン、 レモン、 バナナ、

竜眼、 パパイヤなどのお布施が多く、 このよう

なフルー ツなどをクティに持ち帰って食べるこ

とはできるが、 正午を過ぎたら、 不非時食戒に

より、 医薬を除き、 固形物を食べることはしな

い。午後三時までの過ごし方は、 この寺院では

各自に任される。 筆者の場合は、 はじめの頃は

生活習慣も風土も大きく変わり（真冬の日本か

らの移動だと気温差は30度以上にもなる）、 新し

く覚えることが多く、 休憩していることも多か

ったが、 慣れるにしたがって瞑想修行、 経典学

習（図書室で仏教の本も借りられる）、 経の暗唱

などに時間を使えるようになっていった。 クテ

ィや周辺の掃除、 衣の洗濯（たらいで手洗い）、

水浴び（風呂やシャワ ー はないので桶で水をかぶ

る） もこの時間に行う。午後3時から4時は、

寺院全体の掃除を行う。敷地が広く、 建物もた

くさんあるので、掃除する場所はたくさんある。

毎日落葉する季節なので、 場所を見つけての掃
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き掃除を中心に、 トイレ掃除や建物内の拭き掃

除なども行った。適切な場所と仕事を自分で見

つけて、 気づきを保ちながら掃除に集中するこ

とは、 どのような仕事にも通じるよい修行の一

つである。 掃除が終わると、お茶の時間である。

この時間に、 先輩の比丘といろいろな話をする

ことができた。法、 律、 経典、 修行の実際につ
いて、 比丘でなければ聴けない話を多く聴くこ

とができて大変有意義であった。午後6時半か

らは新布薩堂でお経を唱え（夕諌）、 午後7時

から75分間の瞑想を行い、 その後は懐中電灯

を照らしてクティに戻り、 1日を振り返って反

省した後、 就寝する。基本的に、 毎日このよう

な日課で修行生活を送る。

3 修行の衣食住

修行生活の衣食住は次のようであった。比丘

の着られる衣は、原則として重衣、上衣、下衣、

内衣の四種のみであり（落合，2014)、 これ以

外の洋服に着替えることはできない。比丘の所

有物は、 四種の衣と つの鉢だけであり、 あと一

はすべて共有物である。 衣は質素なものに限ら

れており、 クイで最上位のサンカラ ト（大僧ー

正） や大長老であっても、 筆者のような新参比

丘であっても、 誰もが一式1万円以下の衣を纏

っているらしい。

食は、先述の通り朝の托鉢で得た一食である。

さらに、 今回修行した寺院では、 菜食の方針を

とっていた。プッダの教えでは、 殺生は厳に戒

められているが、 布施された肉を食することは

咎められておらず、 ただ食の量を知るようにと

だけ説かれている。しかし、 この寺院のように

菜食の方針を掲げる場合があり、 時折肉類が布

施されることがあったが、 それを避ければ完全

な菜食となる。このように、1日1食の菜食で、

毎日托鉢で長い距離を歩き、 掃除や移動でも結

構身体を動かすため、 図らずも筆者の体重は約

3ヶ月間で10kg減少した。

住居は、 石を積んでつくられた広さ4m X 

7mほどの質素なクティ（小屋：写真3) が割

写真3 比丘の住匿（クティ）

り当てられた。内部には、コンクリー トの寝台、

小さな机と椅子、 網戸付きの開放の窓、 トイレ

と水道がひとつずつ、 裸電球と蛍光灯が 灯ず一

つ備え付けられており、 湯沸かしポット、 扇風

機、 コップ、タライ、薄手のマットと枕、雑巾、

竹籍、仏像が置いてあった。 蟻、蚊、蛾、蜘蛛、

ヤモリ、 トッケイ（オオトカゲ）、 サソリなどが

出入りする自然共生型の住居である。

修行をするためには物が少なく質素で、 静寂

な森のなかに独居するのが最適である。そのよ

うな意味で、 かなりよい物理的な修行環境が与

えられたといえる。

4 死体の解割見学

第二期の死体解剖見学は、 ブッダが伝えた不
浄観(asubha bhiivanii)という瞑想修行のひと

つとして、 今回機会が与えられた。不浄観は、

人の身体は脆く不浄なもので満ちているという

事実に直面する瞑想法である。私たちは、 しば

しば自分や他人の身体に執渚し、 表面の美醜に

一喜一憂したり、 優越感や劣等感を抱いたり、

愛欲に囚われたり、 老化を覆い隠そうと画策す
る。身体が美しく、 衰えないものだと思い込も

うと欲し、 想像上の身体に妄執しているのであ
る。それに対してプッダは、「身体は、 骨と筋
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り収穫であると捉えることもできる。汚れに気

づいているときには、汚れに染まることを避け

られる。気づきによって、 一体化していた煩悩

と距離をとり、イタリアの心理学者ロベルト ・

アサジョ ーリの言葉で言うところの脱自己同一

化(disidentification)がなされるからである

(Assagioli, R, 1965)。 もしも気づくことがなけ

れば、煩悩に支配されたまま、防ぐことも取り

除くこともできない。

心の汚れに気づいて観察することによって、

敵を知ることになり、対策が立てられるように

なる。ここで気づかれた根深い貪欲については、

出入息随念(anapanassatf)の第 12~ 16 ステ

ップの瞑想においてあらためて焦点を当て、解

き放ち、 無常を観じ、離欲、滅尽、放棄を試み

写真4 お堂での瞑想

ることによって、執着している握りこぷしの握

力が弱められていく。 このようにして、内なる

魔と闘いながら、欲の支配から少しずつ離脱し

ていく自己を眺めていった。 ダンマと修行法を

知らなければ、煩悩との戦いはまったく勝ち目

がないようにしかみえないが、ダンマによる智

慧と、 修行法という武器があると、戦術と戦略

が立てられるため、 戦局は大きく異なってくる

のである。

眠っている間に夢を見ているときには、気づ

きを保つことは明晰夢でない限り困難である

が、筆者は修行をする夢、精霊（童子）と出会

う印象深く鮮明なヴィジョン、餓鬼に遭遇し回

向するリアルな夢などをみたほか、願望充足と

思われる世俗的な夢、解釈不能な理解し難い夢

などを見ることがあった。想起できる夢の内容

について省察すると、寝ている間の心の活動も、

覚醒時と同じように、修行や学習や利他行をし

ていたり、一方で物語をつくり出して欲望を充

足しようとしていたりと、善心と悪心がともに

生起し活動していることに気づいた。

V 修行におけるサンガの機能

1 無関心という配慮

以上のように、リトリ ートのおよそ一 ヶ月間

は、完全無言で山中のクティに独居して修行を

行ったのであるが、筆者の場合は、瞑想修行に

忙しぶ自分の身心と向き合うことで精一杯で、

他者に関心をもって欲しいとか、承認されたい

とか、 寂しいとか、そのような思いが湧く暇は

なかった。むしろ、この限られた貴重な時間を

無駄にしたくないという思いが強かったので、

無言で過ごせることは、 外部からの刺激による

サンカ ー ラの波を生み出すことを回避できると

いう意味で、大変有り難かった。朝、山を下っ

て托鉢食をいただくためにお堂に入っても、 誰

も話しかけてこないし、眼を合わせることもな

い。食事を受け取るまでは瞑想をして待っだけ

である（写真4)。 比丘たちは筆者が存在して










