
パタンジャリ

パラマハンサ・ヨガナンダ

スワミ・シヴァナンダ・サラスワティ

ティルマライ・クリシュナマチャーリヤ

K.パタビ・ジョイス

B.K.S.アイアンガー

T.K.V.デシカチャール

ビクラム・チョードリー

マスター・カマル

ヨガ2500年の足跡

紀元前500年〜21世紀

インドのヨガ
偉大な師たち

ビラード・ラージャラーム・ヤージニク
塩崎香代　訳

ダルマチャクラ・ムドラー
(法輪を回転させるジェスチャー。永遠の変化を象徴する）

変化に共感し、世界の各地域・文化に適応するヨガの力を象徴したもの。



破壊の神、シヴァ



ヨガは2500年前の誕生以来、その時代のグ
ローバルな意識のほとんどあらゆる側面に
触れてきた。何世紀にもわたり、実際的な
ニーズと哲学的な要望に無数の方法で応え
てきたが、それがヨガの新鮮さと有効性を
維持することにつながっている。

インドにおいて知識は伝統的に、師から
弟子へと伝達することで常に保持されて
きた。

ヨガは、バガバッド・ギータで神自身が人
間の志願者に説いて以来、実証され、体系
化、活性化され、パタンジャリ、仏陀、パ
ラマハンサ・ヨガナンダ、スワミ・シヴァ
ナンダ・サラスワティやヒマラヤで修行す
るヨガ指導者の著作・教えを通じてより
広い世界へと次第に伝えられていった。
逆説的なようだが、ティルマライ・クリ
シュナマチャーリヤ、K.パタビ・ジョイ
ス、B.K.S.アイアンガー、ビクラム・チ
ョードリー、T.K.V.デシカチャール、マス
ター・カマルのような師の名は、今日、イ
ンド国外でより知られている。彼らの開く
クラスには、ハタ・ヨガ、プラーナーヤー
マ、メディテーションの生徒がどんどん集
まり続けている。
 
ヨガがどのように時代を通じて変化してき
たか、またそれぞれの師がその時代の必要
性に応じてヨガをどのように解釈し直し、
形を変えてきたかを見ると、活力があり、
ダイナミックなヨガの性質を知ることがで
きる。

本書は、初期の歴史的文献の記述や、後世
のインドの指導者による解釈を通じてヨガ
の足跡を辿るものである。



バクティ・ヨガ（信愛の道）

Yoginamapi sarvesam madgatenan-
taratmana,
Sraddhavan bhajate yo mam sa me 
yuktatamo matah  

ヨギの中で最も信愛なるものは、私
に完全に没頭し、信愛をもって信仰
する男女である」(ギータ、6:47）

神は、全霊を傾けた献身、すなわ
ち、バクティ・ヨガの道を進む帰
依者に最も愛着をもっていると宣
言している。

アートマン（魂）とパラマートマン
（神）は質的には一つであるが、こ
の真理に気づくことは途方もなく難
しい 。個々の魂は、自我、感覚、
心という鎖によって外の世界のと
りこになっている。

神のバクター（帰依者）は、無私の
圧倒的な信愛を神に捧げることによ
って、その流れをパラマートマンに
向け直す。このように深く自らを委
ねることで、最終的には信愛の対象
との至福に満ちた合一という頂点に
達し、全ての二元性を永遠に破壊す
る。解脱したバクティ・ヨギに自我
は残されておらず、自分と信愛の対
象は、永遠の合一にある。

Brahmabhutah prasannatma na 
socati na kanksati,
Samah sarvesu bhutesu madbhaktim 
labhate param,

Bhaktya mam abhijanati yavan yas 
casmitattvatah
Tato mam tattvato jnatva visate 
tadanantaram  

「神と一体になったものは、我執と
憂いのない喜びに常にあふれる。あ
らゆる生命の中にいる私に仕え、
私への至高の献身に到達する。私
を愛することで私の真理（タット
ヴァ）を知り、無限の存在である
私に入る」
（ギータ、18:54-55）

外の世界は壊れやすく、常に変化す
るが、アートマンは永遠で変化する
ことはない。魂がこのはかない世界
と結びついているうちは、二元性と
死という幻影の中にある。これらの
願望（ヴァーサナー）と霊的つなが
り（サンスカーラ）が輪廻転生のカ
ルマのサイクルへと導く。

行為（カルマ・ヨガ）、知識（ジュ
ニャーナ・ヨガ）、献身（バクテ
ィ・ヨガ）の修行のいずれの実践を
通じても、魂は不変の真の性質（信
愛）を悟ることができ、次に生まれ
変わることはない。どの道も偉大な
ものだが、中でも最も偉大なのは神
への信愛（献身）である。そこに至
るにはカルマ・ヨギの行いとジュニ
ャーナ・ヨギの知的探求の精神を注
ぎ込む必要がある。

Yo mam pasyati sarvatra sarvam 
ca mayi pasyati
Tasyaham na pranasyami sa ca me 
na pranasyati  

「私をあらゆる場所に認め、あらゆ
るものを私のうちに見出す者は、決
して私を見失うことはなく、また私
が彼を見失うこともない」
（ギータ、6:30）

行いと知識のヨギは時の経過ととも
に、自我から自由になり、霊的な悟
りに到達する。しかし、献身のヨギ
の自我は神への信愛の始まりと同時
に捨て去られる。この信愛は薄らぐ
ことも、枯れることも、飽くことも
ない、他に類を見ないものである。
神もまたそうした献身を切望してお
り、その願いは帰依者によってかな
えられる。クリシュナとラーダーの
信愛は、この神秘的な絆を具現化し
たものである。

アルナチャラ山の偉大な聖人ラマ
ナ・マハリシは、こう説明してい
る。「一旦帰依者が完全に身を委
ねたら、神または真我しか残らず、
『私、私の』という意識は存在しな
くなる。真我のみ存在し、それは霊
的ジュニャーナ（知識）である。そ
れゆえ、バクティとジュニャーナの
間に違いはない。バクティはジュニ
ャーナ・マーター、知識の母なので
ある」
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ラーダーとクリシュナ———真実の愛の理想



彼は快楽と苦痛を生み出して心を変動させる、5つの要因を挙げて
いる 。

Pramana viparyaya vikalpa nidra smirtayah
「それらは正しい知識、誤解、想像、深い眠り、記憶である」
ヨーガ・スートラ、1:6）

続く5つのスートラで、これらについてさらに解説している。

プラマーナ（正しい認識または正しい知識）は、直接の観察、推論
に基づくもの、もしくは、信頼できる筋や権威によるものである。

ヴィパリヤヤ（誤った理解または誤解）は、それが誤っている、ま
たは幻影だと分かるまで、間違ってそれを本物だと考えることであ
る。

ヴィカルパ（想像、幻想）は、誰かに伝えられた言葉に基づいてい
るとされるが、実際には実体がないものである。

ニドラー（深い眠り）は、現実に気づいていないのに、存在しない
ことに基づいて心が動く様である。

スムリティ（記憶）は、過去の経験や印象を蓄積するが、それを手
放すことができないことである。
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パタンジャリは、心を抑えるのに必要な2つの核となる要素につい
て見事に強調している。

Abhyasa vairagyabhyam tan nirodhah

「心の動揺を止滅するには、持続的な修練と離欲が必要である」
ヨーガ・スートラ、1:12）

彼は、心の絶え間ない変化（チッタ・ヴリッティ）は、対象に対
する冷静さ、離欲（ヴァイラーギヤ）とともに、安定し一貫した
修練（アビヤーサ）を通じてのみ、静まると提唱する。

修行者は、チッタ・ヴィクシェパス、つまり心の重しとなる気を
散らせるものにも気付かなくてはならない。これはヨガの練習の
道に邪魔になるものであり、進歩するためには、これらの障害を
特定し、理解し、対処していかなければならない。

スートラの第1章30節は最も一般的な障害を挙げている。

ヴィヤーディ———病、身体的な病気
スティヤーナ———精神的停滞、無気力
サムシャヤ———疑い、優柔不断
プラマーダ———無関心、不注意、無頓着
アーラシヤ———怠惰
アヴィラティ———肉体的快楽、肉欲に耽ること
バラーンティ・ダルシャナ———幻影の、誤った知識
アラブダ・ブーミカトヴァ———思考の継続性、一貫性、集中のなさ
アナヴァスティタトヴァ———不安定、達成を維持できないこと

パタンジャリはこれらの障害を克服するために、4つの普遍的感
情、マイトリー（愛情溢れた思いやり）、カルナー（同情）、ム
ディター（喜び）、ウペクシャー（平静）からなる、四重の対処
法を提示している。これらの思想は、あらゆるものを、快不快、
善し悪しに関わらず常にバランスで見る一つの原理を吹き込む。



自叙伝の中で、パラムハンサ・ヨガナ

ンダは、ヨギとなる運命の予兆となる

このような神秘的出来事を数多く詳述

している。彼は一度、友達とヒマラヤ

に逃亡することを決意したが、兄に家

に連れ戻され、まずは学業を終えるこ

とを父に約束させられた。それでもな

お、彼は終生をかけることになる神の

探索をあきらめず、高徳のヨギや出家

者の集まりにしばしば引き寄せられ

た。マスター・マハサヤ（ラヒリ・マ

ハサヤとは別人）には、ダクシュネシ

ュワルの有名なカーリー寺院に何度か

巡礼に連れて行ってもらい、聖母の姿

をした神の直接の体験を取りなしても

らった。
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高校を終えると、彼はスピリチュア
ルな修行の人生を追求するため、家
を離れ、ベナレス（ヴァラナシ）の
僧院、シュリー・バーラト・ダル
マ・マハーマンダルに加わった。し
かし、彼がスピリチュアルな指導者
でありグルである、スリ・ユクテス
ワと出会い、ユクテスワがヨガナン
ダはカルカッタの家族のもとに戻る
と予言したとき、彼の進む道は違う
方向にあることが分かった。面目が
潰れることが分かっていながら帰宅
するのは気が進まず、ムクンダは結
局、カルカッタからおよそ20キロ離
れたセランポールにあるユクテスワ
の僧院を訪ねた。

パラムハンサ・ヨガナンダはこの訪
問について自叙伝の中で、こう回想
している。
「ああ、お前か」、スリ・ユクテス
ワは、バルコニーのある居間に敷い
た虎の皮の敷物に座っていた。私を
迎えた彼の声は冷たく、無表情だっ
た。

「はい先生、み教えを受けるために
ここに参りました」とひざまずき、
足に触れた。

「どうして、そうできるのだ？お前
は私の言いつけを無視した」

「先生、もうそのようなことはあり
ません！先生のお言葉を私のおきて
とします！」

「よろしい！それなら、お前の一生
の面倒を引き受けよう」

「先生、喜んでおまかせいたしま
す」

「では、私の最初の望みは、お前が
家族のもとに帰って、カルカッタの
大学に入ることだ。学業を続けるべ
きだ…。お前はいつか西洋に行くで
あろう。異国のヒンドゥー教の師が
大学の学位を持っていれば、インド
の古い英知もかの地の人々に受け入
れられ易いだろう。」

師との出会い



スワミ・シヴァナンダは、著作、定期刊行物、手紙を通
じて、社会奉仕、個人の修行、セルフ・リアリゼーショ
ンという生涯のメッセージを広めた。彼の著作の研究、
インドのすべての地域言語で計画的な翻訳・出版を行う
ために、シヴァナンダ文学研究所が1958年に設立された。

1961年にデバイン・ライフ・ソサエティは25周年を祝い、
スワミ・シヴァナンダは、彼の人生の使命は果たされた
と思った。

自身で「統合のヨガ」と名付けた彼のヨガは、行為、知
性、献身のヨガの3つの主要な側面を同時に発展させる
ことを強調する。手、頭、心が一体となった時にのみ、
スピリチュアルな潜在性の完全な発達が可能となる。つ
まり、「あらゆる存在に真我を見いだすためのジュニャ
ーナ（知恵）、真我を愛するためのバクティ（献身）、
真我に仕えるためのカルマ（行為）。…この３つの道は
実際には１つであり、それぞれの道は3つの異なる質の
うちのどれかが強調されたものに過ぎない。ヨガとは、
真我を見て、愛して、仕えることができる手法を与える
ものである」

統合のヨガの詩

少し食べ、少し飲み
少し話し、少し眠り
人と少し交わり、少し動き
少し仕え、少し休み
少し働き、少しリラックスする
少し勉強し、少し礼拝する
アーサナを少し、プラーナーヤーマを少しやり
少し考え、少し瞑想し
ジャパを少し、キルタンを少しやり
マントラを少し書き、サットサンガを少し持ち
仕え、愛し、与え、浄化し、瞑想し、実現せよ
良き人であれ、良きを行え、優しくあれ、慈悲深くあれ
「自分は誰なのか？」を問え、真我を知って自由になれ

「したがって、皆1つのヨガを基本のヨガとし、他のヨ
ガを組み合わせるべきである。ニシュカマ・カルマ・ヨ
ガ、ハタ・ヨガ、ラージャ・ヨガ、バクティ・ヨガ、サ
ンキルタン・ヨガなどを基本であるジュニャーナ・ヨガ
と組み合わせることができる。これが素早い精神的進歩
を確実にする私の統合のヨガである。…このようなヨギ
は多方面で発展できる。
よって、モクシャプリヤ（解脱を愛する者）よ、この比
類のない統合のヨガを修行し、セルフ・リアリゼーショ
ンにいち早く到達せよ」

78



シヴァ神の息子、カルティケヤ。ヒンドゥー教の戦の神
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新しい世界のヨガ

マスター・カマルは恐らく、世界中の文化の異
なる人々にヨガを応用する、ヨガの新しい顔だ
ろう。現在、ヨガは皮肉なことに、ヨガが誕生
したインドよりも海外でのほうが流行している
と彼は感じている。カマルは、インド人はオー
プンな精神を他の文化だけでなく、自国の伝統 
的知識や遺産にも向けることで恩恵を受けられ
ると考えている。身体的なフィットネスのレベ
ルを改善すれば、健康であることで様々な利点
を得て、社会的な関係、個人間の関係を豊かに
することができる。



A VISUAL QUEST BOOK
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何世紀にもわたり、実際的なニーズと哲学的な要
望に無数の方法で応えてきたが、それがヨガの新
鮮さと有効性を維持することにつながっている。

インドにおいて知識は伝統的に、師から弟子へと
伝達することで常に保持されてきた。
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てより広い世界へと次第に伝えられていった。逆
説的なようだが、ティルマライ・クリシュナマチ
ャーリヤ、K.パタビ・ジョイス、B.K.S.アイアン
ガー、ビクラム・チョードリー、T.K.V.デシカチ
ャール、マスター・カマルのような師の名は、今
日、インド国外でより知られている。彼らの開く
クラスには、ハタ・ヨガ、プラーナーヤーマ、メ
ディテーションの生徒がどんどん集まり続けてい
る。

ヨガがどのように時代を通じて変化してきたか、
またそれぞれの師がその時代の必要性に応じてヨ
ガをどのように解釈し直し、形を変えてきたかを
見ると、活力があり、ダイナミックなヨガの性質
を知ることができる。

本書は、初期の歴史的文献の記述や 、後世のイン
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