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第１３章第１３章第１３章第１３章 

    
    
    
 
 

自然、享楽者、そして意識自然、享楽者、そして意識自然、享楽者、そして意識自然、享楽者、そして意識 

第１節第１節第１節第１節                            AJauRNa ovac 
Pa[k*-iTa&    Pauåz&    cEv    +ae}a&   +ae}ajMaev   c ) 
WTaÜeidTauiMaC^aiMa    jaNa&    jeYa&   c   ke-Xav )) 1 )) 
é[q>aGavaNauvacwd& Xarqr& k-aENTaeYa +ae}aiMaTYai>aDaqYaTae ) 
WTaÛae   veita   Ta&   Pa[ahu"  +ae}aj  wiTa  TaiÜd" )) 2 )) 

 
arjuna uväca 

prakåtià puruñaà caiva 

kñetraà kñetra-jïam eva ca 

etad veditum icchämi 

jïänaà jïeyaà ca keçava 
 

çré-bhagavän uväca 

idaà çaréraà kaunteya 

kñetram ity abhidhéyate 

etad yo vetti taà prähuù 

kñetra-jïa iti tad-vidaù 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; prakåtim—自然; puruñam—楽しむ者; ca—もま

た; eva—確かに; kñetram—領域; kñetra-jïam—その領域を知る者; eva—確かに; ca—もま

た; etat—このすべて; veditum—理解するために; icchämi—私は願う; jïänam—知識; 

jïeyam—知識の対象; ca—もまた; keçava—クリシュナよ; çré-bhagavän uväca—人格主神

が言った; idam—この; çaréram—肉体; kaunteya—クンティーの子よ; kñetram—領域; 

iti—このように; abhidhéyate—〜と呼ばれる; etat—これ; yaù—〜である者; vetti—知って

いる; tam—彼; prähuù—〜と呼ばれる; kñetra-jïaù—その領域を知る者; iti—このように; 

tat-vidaù—このことを知る者達によって。 
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訳訳訳訳     アルジュナが言いました。「クリシュナ。アルジュナが言いました。「クリシュナ。アルジュナが言いました。「クリシュナ。アルジュナが言いました。「クリシュナ。私はプラクリティ（自然）、プルシャ私はプラクリティ（自然）、プルシャ私はプラクリティ（自然）、プルシャ私はプラクリティ（自然）、プルシャ

（楽しむ者）、活動の（楽しむ者）、活動の（楽しむ者）、活動の（楽しむ者）、活動の場と場と場と場とそそそその場の場の場の場を知る者を知る者を知る者を知る者、、、、知識と知識の対象について知りた知識と知識の対象について知りた知識と知識の対象について知りた知識と知識の対象について知りたいと思いいと思いいと思いいと思い

ますますますます」」」」。。。。最高人格主神が答えます。「クンティーの子よ。この肉体を最高人格主神が答えます。「クンティーの子よ。この肉体を最高人格主神が答えます。「クンティーの子よ。この肉体を最高人格主神が答えます。「クンティーの子よ。この肉体を『『『『活動の活動の活動の活動の場』場』場』場』といといといとい

い、肉体を知る者をい、肉体を知る者をい、肉体を知る者をい、肉体を知る者を『活動の場を知る者』『活動の場を知る者』『活動の場を知る者』『活動の場を知る者』、という」、という」、という」、という」 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナはいま、プラクリティ（prakåti・自然）、（puruña・楽しむ者）、

クシェートラ（kñetra・場所）、クシェートラ・ギャ（kñetra-jïa・それを知る者）、さら

に知識と知識の対象について知りたいと思っています。アルジュナの質問にクリシュナは、

この肉体が活動の場であり、肉体を知る者がその場を知る者である、と答えました。肉体は

条件づけられた魂にとって活動の場所です。条件づけられた魂は物質界に転落させられ、そ

してこの世界を支配しようとしています。またその支配する能力に応じて、活動の場所を手

に入れます。その活動の場所が肉体、ということです。では、その肉体とは？ 体は感覚で

できています。条件づけられた魂は感覚を満たしたいと思い、満たす能力に応じて、肉体、

すなわち活動するための場所が提供されます。このことから、体をクシェートラ、すなわち

条件づけられた魂にとっての「活動の場」と呼びます。そしてその人物――肉体と同一視す

べきではないその人物――をクシェートラ・ギャ、「活動の場を知る者」と言います。活動

の場とそれを知る者、つまり肉体と肉体を知る者の違いはかんたんにわかります。子どもか

ら老人になるまで、さまざまな肉体の変化を体験し、しかしその肉体にいる人物は同じまま

でいつづける、という説明はだれにでもわかることです。活動の場を知る者、そして活動の

じっさいの場には違いがあります。こうして条件づけられている魂は、自分は肉体ではない、

と理解できます。『バガヴァッド・ギーター』の最初に、dehino 'smin（デーヒノー スミン）、

と言われています。つまり、生命体は体内にあり、その体は幼年期から少年期、少年期から

⻘年期、そして⻘年期から老年期に変化し、その体を所有している人物は、自分の肉体が変

化していることを自覚している、ということです。所有者をとくにクシェートラ・ギャとい

います。人間は「私は幸福」、「私は男性」、「私は女性」などと考え、犬は「私は犬」、

猫は「私は猫」と考えています。これが体を知る者の肉体観念です。しかし、知る者と肉体

は別の存在です。衣服など、私たちはいろいろな品物を使いますが、使っているその品物と

自分は違うことをよく知っています。「物体と自分」という同じ状況を考えてみれば、自分

と肉体は違う、ということはすぐにわかります。私、あなた、またほかのだれでも、肉体を

所有する者をクシェートラ・ギャ「活動の場を知る者」といい、その肉体がクシェートラ「活

動の場」そのものです。 

 『バガヴァッド・ギーター』の最初の６つ章では、肉体を知る者（生命体）、そして至高

主を理解できる境地について説明されました。中間の６つの章では、最高人格主神につい

て、そして献愛奉仕をとおした個々の魂と至高の魂の関係について説明されました。最高



3 

 

人格主神の高尚な立場、個々の魂の従属する立場もそれらの章ではっきりと定義されてい

ます。生命体はどのような状況でも従属する立場にありますが、そのことを忘れているた

め苦しんでいます。敬虔なおこないを積んで知性を高めた生命体は、さまざまな能力を使

って至高主に近づこうとし、それは苦しむ者、金銭を必要とする者、探求心の強い者、知

識の追求者に分けられます。そのことも説明されました。そしていま、この第13章から始

まるのは、生命体はどのように物質自然界と接触するようになったのか、また果報的活動、

知識の修養、献愛奉仕の実行など、さまざまな方法をとおして至高主によって救われるこ

とも説明されます。生命体と肉体はまったく違った存在なのですが、どういうわけか、そ

のように思いこんでいます。このことも説明されていきます。 

 

第３節第３節第３節第３節                                +ae}aj& caiPa Maa& iviÖ SavR+ae}aezu >aarTa ) 
+ae}a+ae}ajYaaejaRNa&  YataJjaNa&  MaTa&   MaMa )) 3 )) 

 

kñetra-jïaà cäpi mäà viddhi 

sarva-kñetreñu bhärata 

kñetra-kñetrajïayor jïänaà 

yat taj jïänaà mataà mama 
 

 kñetra-jïam—活動の場を知る者; ca—もまた; api—確かに; mäm—私を; viddhi—知っ

ている; sarva—すべての; kñetreñu—肉体の場の中の; bhärata—バラタの子よ; kñetra—活

動の場（肉体）; kñetra-jïayoù—そして活動の場を知る者; jïänam—〜の知識; yat—〜で

あるもの; tat—それ; jïänam—知識; matam—意見; mama—私の。 
 

訳訳訳訳     バラタのバラタのバラタのバラタの子孫子孫子孫子孫よ。わたしもすべての肉体を知っているよ。わたしもすべての肉体を知っているよ。わたしもすべての肉体を知っているよ。わたしもすべての肉体を知っている。肉体。肉体。肉体。肉体、そして肉体を知る、そして肉体を知る、そして肉体を知る、そして肉体を知る

者を理解することが知識と呼ばれる。それがわたしの意見である。者を理解することが知識と呼ばれる。それがわたしの意見である。者を理解することが知識と呼ばれる。それがわたしの意見である。者を理解することが知識と呼ばれる。それがわたしの意見である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     肉体と肉体を知る者、魂と至高の魂に関する研究対象として、主、生命体、

物質という３つの主題があります。活動の場、すなわち肉体のなかに個々の魂と至高の魂が

います。至高の魂は最高人格主神クリシュナの完全拡張体ですから、クリシュナは言います、

「わたしもまた知る者である、しかし、その肉体だけではない。すべての肉体を知っている。

すべての肉体のなかに、パラマートマー・至高の魂として存在しているのである」と。 

 『バガヴァッド・ギーター』にもとづいて活動の場を詳細に研究する人は、知識を悟った

段階に高められます。 

 主は、「わたしは、すべての個々の肉体（活動の場）を知る者である」と言います。個々

の魂は自分の体は知っているかもしれませんが、ほかの体のことまではわかりません。すべ

ての体のなかに存在する最高人格主神は、すべての肉体に関するすべてを知っています。主
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は多種多様な生物種の体をすべて知っています。一市⺠は自分が住んでいる狭い土地につい

て知っているかもしれませんが、国王は自分の宮殿を含め、市⺠一人ひとりが所有する財産

すべてを把握しています。同じように、ある人は自分の体だけを知っていますが、至高主は

すべての体を所有しています。国王はその王国の根源の所有者であり、市⺠は⼆次的な所有

者です。同じように、至高主はすべての肉体の至上の所有者です。 

 体は感覚でできています。至高主をフリシーケーシャ（Håñékeça）「感覚の支配者」と

いいます。主が感覚の根源の支配者であり、それは国王が国内でおこなわれている活動すべ

ての根源の支配者であるのと同じです。市⺠は⼆次的な支配者です。主は、「わたしも知る

者である」と言い、これは、主はすべてを知っているという意味です。個々の魂は自分の体

しか知りません。ヴェーダ経典で次のように言われています。 
 

kñeträëi hi çaréräëi 

béjaà cäpi çubhäçubhe 

täni vetti sa yogätmä 

tataù kñetra-jïa ucyate 
 

 肉体をクシェートラといい、そのなかにはその肉体の所有者と至高主が住み、後者はその

肉体と肉体の所有者どちらも知っています。ですから、主は「すべての活動の場を知る者」

と呼ばれます。活動の場、活動を知る者、活動を知る至高の人物について、次のように説明

することができます。肉体の構成に関する完璧な知識、個々の魂の本質、至高の魂の本質を、

ヴェーダの言葉でギャーナ（jïäna）といいます。それがクリシュナの意見です。魂と至高

の魂を「一つであり、また同時に別の存在である」と理解するのがほんとうの知識です。活

動の場と活動を知る者について知らなければ、完璧な知識をそなえている、とは言えません。

プラクリティ（自然）、プルシャ（自然を楽しむ者）、イーシュヴァラ（自然界と個々の魂

を支配する者）についてよく理解し、この３つの内容を混乱して覚えてはなりません。画家、

絵画、イーゼルを同じものとして見るのはまちがっています。活動の場所である物質界は自

然界、その自然界を楽しむのが生命体、そして双方の上に、至高の支配者、すなわち人格主

神が存在します。ヴェーダ経典（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第１章・

第 12 節 ） で は bhoktä bhogyaà preritäraà ca matvä/ sarvaà proktaà tri 

vidham-brahmam etatと言われています。ブラフマンには３つの観念があります。プラク

リティは活動の場所としてのブラフマン、ジーヴァ（個々の魂）もブラフマンであり、物質

自然界を支配しようとしています。また至高主というどちらの支配者もブラフマンですが、

主がほんとうの支配者です。 

 この章では、２人の支配者のなかで、いっぽうは過ちを犯し、片方は完全無欠である、と

説明されています。従属する立場と優位の立場、とも言えかえられます。活動の場を知るこ
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の２人の知る者を「一人」と考えてしまう人は、この節で「わたしも活動の場を知る者であ

る」と明言している最高人格主神とは違った意見を持っていることになります。ひもをヘビ

とまちがえる人は、正しい理解を持っていません。体にはさまざまな種類があり、またその

さまざまな所有者がいます。個々の魂は物質自然界を支配する能力をそれぞれそなえていま

すから、肉体の種類も多岐にわたります。しかし、至高者もそれらの体内に支配者として住

んでいます。この節のca（チャ）には重要な意味があります。すべての肉体を指しているか

らです。それがシュリーラ・バラデーヴァ・ヴィデャーブーシャナの意見です。クリシュナ

はそれぞれの体のなかに、その個々の魂とは別に存在する至高の魂です。クリシュナはこの

節で、「至高の魂は、活動の場（肉体）と限りある享楽者（個々の魂）のどちらも支配して

いる、と知ることが真の知識である」と明言しています。 
 

第４節第４節第４節第４節                                TaT+ae}a& YaÀ Yaad*Kc YaiÜk-air YaTaê YaTa( ) 
Sa  c  Yaae YaTPa[>aavê TaTSaMaaSaeNa Mae  é*<au )) 4 )) 

 

tat kñetraà yac ca yädåk ca 

yad-vikäri yataç ca yat 

sa ca yo yat-prabhävaç ca 

tat samäsena me çåëu 
 

 tat—その; kñetram—活動の場; yat—何; ca—もまた; yädåk—ありのままに; ca—もまた; 

yat—〜を持っている; vikäri—変化; yataù—〜であるものから; ca—もまた; yat—何; 

saù—彼; ca—もまた; yaù—誰; yat—〜を持っている; prabhävaù—影響; ca—もまた; tat—

それ; samäsena—要約; me—私から; çåëu—理解する。 
 

訳訳訳訳     活動の場とその構成、それがどう変化するのか、どこから作りだされるのか、だ活動の場とその構成、それがどう変化するのか、どこから作りだされるのか、だ活動の場とその構成、それがどう変化するのか、どこから作りだされるのか、だ活動の場とその構成、それがどう変化するのか、どこから作りだされるのか、だ

れがその活動の場を知る者か、そしてその知る者がどのような影響を与えるのか、などれがその活動の場を知る者か、そしてその知る者がどのような影響を与えるのか、などれがその活動の場を知る者か、そしてその知る者がどのような影響を与えるのか、などれがその活動の場を知る者か、そしてその知る者がどのような影響を与えるのか、など

について要約するからよく聞きなさい。について要約するからよく聞きなさい。について要約するからよく聞きなさい。について要約するからよく聞きなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主は、活動の場と活動の場を知る者について、またその本来の立場について

説明しています。肉体がどのように構成されているのか、肉体を作っている要素、肉体がだ

れによって支配されているのか、どのように変化が起きているのか、その変化がどこから生

じているのか、その原因、理由、個々の魂の究極の目標、個々の魂の本来の姿などを、私た

ちは知っておかなくてはなりません。また、個々の魂と至高の魂の違い、それぞれの影響力、

能力なども知るべきことです。これらついて、『バガヴァッド・ギーター』をとおして語り

かける最高人格主神の説明をじかに聞いて理解すべきであり、そうすれば、すべては明らか

になっていきます。しかし、それぞれの肉体のなかにいる最高人格主神が、個々の魂・ジー
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ヴァと同じものであると考えてはなりません。その考えは、力のある者と無力な者を同等に

見ていることになります。 
 

第５節第５節第５節第５節                                    ‰izi>abRhuDaa GaqTa& ^Ndaei>aivRivDaE" Pa*Qak(- ) 
b]øSaU}aPadEêEv         heTauMaiÙivRiNaiêTaE" )) 5 )) 

 

åñibhir bahudhä gétaà 

chandobhir vividhaiù påthak 

brahma-sütra-padaiç caiva 

hetumadbhir viniçcitaiù 
 

 åñibhiù—賢い者によって; bahudhä—多くの方法で; gétam—説明された; chandobhiù—

ヴェーダ聖歌によって; vividhaiù—様々な; påthak—様々に; brahma-sütra—ヴェーダーン

タの; padaiù—格言によって; ca—もまた; eva—確かに; hetu-madbhiù—原因と結果と共

に; viniçcitaiù—確実な。 
 

訳訳訳訳     活動の場や活動を知る者に関する知識は、さまざまな聖者が多活動の場や活動を知る者に関する知識は、さまざまな聖者が多活動の場や活動を知る者に関する知識は、さまざまな聖者が多活動の場や活動を知る者に関する知識は、さまざまな聖者が多様なヴェーダ聖典様なヴェーダ聖典様なヴェーダ聖典様なヴェーダ聖典

をとおして説明している。をとおして説明している。をとおして説明している。をとおして説明している。とくにとくにとくにとくに『ヴェーダンタ・スートラ』では、原因と結果に『ヴェーダンタ・スートラ』では、原因と結果に『ヴェーダンタ・スートラ』では、原因と結果に『ヴェーダンタ・スートラ』では、原因と結果についついついつい

てててて、あらゆる論拠をもとに提示されている。、あらゆる論拠をもとに提示されている。、あらゆる論拠をもとに提示されている。、あらゆる論拠をもとに提示されている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高人格主神クリシュナは、この知識の最高権威者です。それでも、博識な

学者や一般の権威者は、先代の権威者の証拠にもとづいて話を進めるものです。クリシュナ

は権威として認められている経典やヴェーダーンタを引用しながら、論争の対象として魂と

至高の魂の⼆元性と非⼆元性について説明しています。主は、「これはさまざまな聖者の説

明である」と前置きしています。聖者としては、主以外にヴャーサデーヴァ（『ヴェーダン

タ・スートラ』の著者）が偉大であり、その著書『ヴェーダンタ・スートラ』で⼆元性につ

いて完璧に説明しています。またヴャーサデーヴァの父であるパラーシャラも偉大な聖者で

あり、みずからの宗教書のなかで、aham tvaà ca tathänye（アハンム トゥヴァンム チャ タタハ

ーニェー）「私たち、あなたたち、私、そして全生命体は、物質の体のなかにあっても超越的

な存在にある。いま私たちは、さまざまなカルマによって三様式のなかに転落している。そ

れゆえに高い境地にいる者、低い状態にいる者がいる。高い・低いという気質は無知ゆえに

存在し、無数の生命体のなかに見ることができる。しかし、完全無欠の至高の魂は、その三

様式によってけがされてはおらず、超越的な境地にある」と書いています。同じように、根

源のヴェーダ、とくに『カタ・ウパニシャッド』には、魂、至高の魂、肉体に関する説明が

なされています。この知識を説く偉大な聖者たちが数多く存在し、パラーシャラはその筆頭

者とされています。 
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 この節のchandobhiù（チャンドービヒヒ）という言葉は、さまざまなヴェーダ経典を指してい

ます。たとえば、ヤジュル・ヴェーダの支流である『タイッティリーヤ・ウパニシャッド』

は、生命体と最高人格主神の特質について述べています。 

 先に説明したように、クシェートラは「活動の場」のことで、クシェートラ・ギャには、

個々の魂と至高の生命体という２種類があります。『タイッティリーヤ・ウパニシャッド』

（第２章・第９節）ではbrahma pucchaà pratiñöhä（ブラフマ プッチャンム プラティシュタハー）

と述べられています。至高主の力の表われとして、「食物に依存して存在する」という意味

のアンナ・マヤ（anna-maya）があります。これは至高者に関する物質的な悟りです。次

のプラーナ・マヤ（präëa-maya）では、食べ物をとおして絶対真理を理解したあと、命の

兆候あるいは生物の姿をとおして絶対真理者を悟ることができます。ギャーナ・マヤ

（jïäna-maya）では、悟りは生命の兆候を超えて、考えること・感じること・望むことへ

とさらに広がります。そしてヴィギャーナ・マヤ（vijïäna-maya）というブラフマンの悟

りがあり、そこでは生命体の心と命の兆候は、生命体そのものとは区別して捉えられていま

す。頂点の悟りがアーナンダ・マヤ（änanda-maya）で、あらゆる喜びを含む質の悟りで

す。このように、ブラフマンの悟りには５段階があり、それらをブラフマ・プッチャン

（brahma puccham）といいます。このなかで、最初の３つ――アンナ・マヤ、プラーナ・

マヤ、ギャーナ・マヤ――には生命体の活動の場が含まれています。この活動の場すべてを

超越しているのが至高主であり、その主をアーナンダ・マヤと呼びます。『ヴェーダンタ・

スートラ』も至高主のことを、änanda-mayo 'bhyäsät（アーナンダ・マヨー ビャーサートゥ）と表

現しています。「最高人格主神は本来喜びに満たされている」という意味です。主は自分の

超越的な喜びを味わうために、みずからをヴィギャーナ・マヤ、プラーナ・マヤ、ギャーナ・

マヤ、アンナ・マヤに拡張させました。活動の場では生命体が楽しむ者ですが、生命体とは

違った存在がアーナンダ・マヤです。つまり、生命体がアーナンダ・マヤと調和して楽しも

うとすれば完璧な境地に到達する、ということです。これが、「活動の場を知る至高の者」

としての至高主、「従属する立場にいる知る者」としての生命体、そして活動の場の特質に

関するほんとうの見解です。この真理を『ヴェーダンタ・スートラ』、すなわち『ブラフマ・

スートラ』をとおして理解しなくてはなりません。 

 ここでは、『ブラフマ・スートラ』の説明は原因と結果にもとづいて巧みに説かれている

と言われています。スートラ（格言）には次のような表現があります。Na viyad açruteù（ナ 

ヴィヤドゥ アシュルテーヘ）（第２編・第３章・第２節）、nätmä çruteù（ナートゥマー シュルテーヘ）

（第２編・第３章・第18節）、parät tu tac-chruteù（パラートゥ トゥ タッチルテーヘ）（第２編・

第３章・第40節）。最初の格言は活動の場について、２番目の格言は生命体について、３

番目の格言は、さまざまな生命体のなかの最高善である至高主について述べています。 
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第６−７節第６−７節第６−７節第６−７節                        Maha>aUTaaNYahªarae    buiÖrVYa¢-Maev    c ) 
wiNd]Yaai<a  dXaEk&- c PaÄ ceiNd]YaGaaecra" )) 6 )) 
wC^a Üez" Sau%& du"%& SaºaTaêeTaNaa Da*iTa" ) 
WTaT+ae}a&    SaMaaSaeNa    Saivk-arMaudaôTaMa( )) 7 )) 

 

mahä-bhütäny ahaìkäro 

buddhir avyaktam eva ca 

indriyäëi daçaikaà ca 

païca cendriya-gocaräù 
 

icchä dveñaù sukhaà duùkhaà 

saìghätaç cetanä dhåtiù 

etat kñetraà samäsena 

sa-vikäram udähåtam 
 

 mahä-bhütäni— 巨 大 な 要 素 ; ahaìkäraù— 偽 の 自 我 ; buddhiù— 知 性 の 中 に ; 

avyaktam— 表 わ さ れ て い な い も の ; eva— 確 か に ; ca— も ま た ; indriyäëi— 感 覚 ; 

daça-ekam—11; ca—もまた; païca—５; ca—もまた; indriya-go-caräù—感覚の対象物; 

icchä—望み ; dveñaù—嫌悪 ; sukham—幸福 ; duùkham—苦しみ ; saìghätaù—集合体; 

cetanä—生命の兆候; dhåtiù—確信; etat—これらすべて; kñetram—活動の場; samäsena—

要約; sa-vikäram—相互作用で; udähåtam—例証された。 
 

訳訳訳訳     ５大要素、偽の自我、知性、５大要素、偽の自我、知性、５大要素、偽の自我、知性、５大要素、偽の自我、知性、現われて現われて現われて現われていない様相、いない様相、いない様相、いない様相、10101010の感覚と心、５つの感覚のの感覚と心、５つの感覚のの感覚と心、５つの感覚のの感覚と心、５つの感覚の

対象、望み、嫌悪、幸福、苦しみ、集合体、生命の兆候、確信対象、望み、嫌悪、幸福、苦しみ、集合体、生命の兆候、確信対象、望み、嫌悪、幸福、苦しみ、集合体、生命の兆候、確信対象、望み、嫌悪、幸福、苦しみ、集合体、生命の兆候、確信――――――――これらが活動の場、これらが活動の場、これらが活動の場、これらが活動の場、

そしてその相互作用である。そしてその相互作用である。そしてその相互作用である。そしてその相互作用である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        偉大な聖者、ヴェーダ聖歌、『ヴェーダンタ・スートラ』の格言という権威

ある説明から、世界の構成要素は次のように理解されます。最初が、土・水・火・空気・空

間です。これが５大要素（マハー・ブータ mahä-bhüta）です。次に、偽の自我、知性、

物質自然界の三様式という現われていない様相があります。そして、知識を得るための５つ

の感覚、すなわち目、耳、鼻、舌、皮膚。そして機能する感覚、すなわち声・足・手・肛門・

性器があります。そしてその感覚の上に、体内にあって内なる感覚とも呼べる心があります。

つまり、心を含めると合計11の感覚があるということです。そして、５つの感覚の対象、

すなわち嗅覚・味覚・姿・接触・音があります。そしてこの24の要素の集合体が活動の場

と呼ばれます。この24の対象を分析研究することで、活動の場を正しく理解することがで

きます。次に、濃密な肉体のなかにある五大要素が相互作用として現われる望み・嫌悪・幸
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福・苦しみがあります。生命の兆候は、希薄な肉体（心・自我・知性）の表われである「意

識」と「確信」として現われます。これらの希薄な要素は、活動の場のなかに含まれます。 

 五大要素は偽の自我の濃密な表われで、それはさらに専門的に物質主義的観念（ターマ

サ・ブッディ《tämasa-buddhi》・無知の知性）と呼ばれる「偽の自我の最初の段階」を表

わします。さらにこれは、物質自然界の三様式という表わされていない様相を象徴していま

す。物質自然界の表わされていない様相をプラダーナ（pradhäna）といいます。 

 24の要素、その相互作用について詳細に知りたい人は、この哲学をさらに研究する必要

があります。『バガヴァッド・ギーター』ではその要約だけがなされています。 

 肉体は、これらの要素が表わされたものであり、肉体は６つの変遷を経過します。生まれ、

育ち、とどまり、副産物を作りだし、衰えはじめ、最後に消滅します。ですから活動の場は、

永遠ではなく、また物質的です。しかし、クシェートラ・ギャ、すなわち活動の場を知る者

（その所有者）は永遠で、そして精神的です。 
 

第８−第８−第８−第８−12節節節節                         AMaaiNaTvMadiM>aTvMaih&Saa  +aaiNTaraJaRvMa( ) 
AacaYaaeRPaaSaNa& XaaEc& SQaEYaRMaaTMaiviNaGa]h" )) 8 )) 
wiNd]YaaQaeRzu   vEraGYaMaNahªar  Wv  c ) 
JaNMaMa*TYauJaraVYaaiDadu"%daezaNaudXaRNaMa(   )) 9 )) 
ASai¢-rNai>aZv(r)"      Pau}adarGa*haidzu ) 
iNaTYa&   c  SaMaictaTviMaíaiNaíaePaPaitazu )) 10 )) 
MaiYa  caNaNYaYaaeGaeNa  >ai¢-rVYai>acair<aq ) 
iviv¢-deXaSaeivTvMariTaJaRNaSa&Said       )) 11 )) 
ADYaaTMajaNaiNaTYaTv&  TatvjaNaaQaRdXaRNaMa( ) 
WTaJjaNaiMaiTa  Pa[ae¢-MajaNa& YadTaae_NYaQaa )) 12 )) 

 

amänitvam adambhitvam 

ahiàsä kñäntir ärjavam 

äcäryopäsanaà çaucaà 

sthairyam ätma-vinigrahaù 
 

indriyärtheñu vairägyam 

anahaìkära eva ca 

janma-måtyu-jarä-vyädhi- 

duùkha-doñänudarçanam 
 
 

asaktir anabhiñvaìgaù 
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putra-dära-gåhädiñu 

nityaà ca sama-cittatvam 

iñöäniñöopapattiñu 
 

mayi cänanya-yogena 

bhaktir avyabhicäriëé 

vivikta-deça-sevitvam 

aratir jana-saàsadi 
 

adhyätma-jïäna-nityatvaà 

tattva-jïänärtha-darçanam 

etaj jïänam iti proktam 

ajïänaà yad ato 'nyathä 
 

 amänitvam—謙譲心; adambhitvam—自尊心のないこと; ahiàsä—非暴力; kñäntiù—忍

耐心; ärjavam—率直さ; äcärya-upäsanam—真実の精神指導者に近づくこと; çaucam—清

潔さ; sthairyam—堅固さ; ätma-vinigrahaù—自己抑制; indriya-artheñu—感覚に関して; 

vairägyam—放棄心 ; anahaìkäraù—偽の自我のないこと ; eva—確かに ; ca—もまた ; 

janma—誕生の; måtyu—死; jarä—老年; vyädhi—そして病気; duùkha—苦しみの; doña—

欠陥; anudarçanam—見ている; asaktiù—執着心がない; anabhiñvaìgaù—かかわりがな

く; putra—子供に対して; dära—妻; gåha-ädiñu—家など; nityam—絶え間ない; ca—もま

た ; sama-cittatvam—平静さ ; iñöa—望ましいもの ; aniñöa—そして望ましくないもの; 

upapattiñu—達成して; mayi—私に; ca—もまた; ananya-yogena—無垢な献愛奉仕によっ

て; bhaktiù—献愛奉仕; avyabhicäriëé—途絶えることなく; vivikta—人里離れて; deça—場

所; sevitvam—熱望している; aratiù—執着心がなく; jana-saàsadi—一般人に対して; 

adhyätma—自己に関して; jïäna—知識において; nityatvam—絶えず; tattva-jïäna—真

理に関する知識の ; artha—その主題のために ; darçanam—哲学 ; etat—このすべて ; 

jïänam—知識; iti—こうして; proktam—宣言して; ajïänam—無知; yat—〜であるもの; 

ataù—これから; anyathä—他の物事。 
 

訳訳訳訳     謙虚な心、自尊心のないこと、非暴力、率直であること、真実の精神指導者に近謙虚な心、自尊心のないこと、非暴力、率直であること、真実の精神指導者に近謙虚な心、自尊心のないこと、非暴力、率直であること、真実の精神指導者に近謙虚な心、自尊心のないこと、非暴力、率直であること、真実の精神指導者に近

づくこと、清潔さ、着実であること、自己抑制、感覚満足の対象を放棄すること、偽のづくこと、清潔さ、着実であること、自己抑制、感覚満足の対象を放棄すること、偽のづくこと、清潔さ、着実であること、自己抑制、感覚満足の対象を放棄すること、偽のづくこと、清潔さ、着実であること、自己抑制、感覚満足の対象を放棄すること、偽の

自我のないこと、誕生・死・老年・病気を忌まわしいものと見ること、無執着心、子ど自我のないこと、誕生・死・老年・病気を忌まわしいものと見ること、無執着心、子ど自我のないこと、誕生・死・老年・病気を忌まわしいものと見ること、無執着心、子ど自我のないこと、誕生・死・老年・病気を忌まわしいものと見ること、無執着心、子ど

も・妻・家庭・その他家族にかかわるものに執着しないこと、愉快・不愉快なことがあも・妻・家庭・その他家族にかかわるものに執着しないこと、愉快・不愉快なことがあも・妻・家庭・その他家族にかかわるものに執着しないこと、愉快・不愉快なことがあも・妻・家庭・その他家族にかかわるものに執着しないこと、愉快・不愉快なことがあ

っても心が穏やかなこと、わたしっても心が穏やかなこと、わたしっても心が穏やかなこと、わたしっても心が穏やかなこと、わたしへの絶えへの絶えへの絶えへの絶えままままない純粋な愛情、人里離れた場所に住みたない純粋な愛情、人里離れた場所に住みたない純粋な愛情、人里離れた場所に住みたない純粋な愛情、人里離れた場所に住みた

いと願う心、一般大衆に対する無執着心、自己の悟りの大切さを自覚すること、絶対真いと願う心、一般大衆に対する無執着心、自己の悟りの大切さを自覚すること、絶対真いと願う心、一般大衆に対する無執着心、自己の悟りの大切さを自覚すること、絶対真いと願う心、一般大衆に対する無執着心、自己の悟りの大切さを自覚すること、絶対真
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理者を哲学的に探求すること理者を哲学的に探求すること理者を哲学的に探求すること理者を哲学的に探求すること――――――――これらの要素が知識であり、それ以外のものはすべてこれらの要素が知識であり、それ以外のものはすべてこれらの要素が知識であり、それ以外のものはすべてこれらの要素が知識であり、それ以外のものはすべて

無知であると無知であると無知であると無知であると、わたしは明言する、わたしは明言する、わたしは明言する、わたしは明言する。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     知性に欠ける人々は、この一連の知識を「活動の場の相互作用によって生じ

たもの」と誤解することがあります。しかし、これがほんとうの知識です。この知識を修練

することで絶対真理者に近づけるようになります。これらは、24の要素の相互作用で生じ

るものではありません――その要素の束縛から抜けだす方法なのです。肉体をまとった魂は

その肉体に縛られいます。肉体は24の要素で作られた柵囲いであり、この節で列挙されて

いる知識がその囲いから抜けだす方法です。なかでもとくに重要な知識が第11節の最初の

行に見られます。Mayi cänanya-yogena bhaktir avyabhicäriëé（マイ チャーナニャ・ヨーゲーナ 

バハクティル アヴャビヒチャーリニー）。知識は、主への純粋な献愛奉仕のなかで完結します。で

すから、主に献愛奉仕をしようとしない、あるいはできないのであれば、ほかの19の項目

にはそれほどの価値はありません。しかし、完全なクリシュナ意識で献愛奉仕に励めば、そ

の19の項目はおのずと献愛者のうちにはぐくまれていきます。『シュリーマド・バーガヴ

ァタム』（第５編・第18章・第12節）ではyasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä sarvair 

guëais tatra samäsate suräù（ヤッシャースティ バハクティル バハガヴァティ アキンチャナー サルヴァ

イル グナイス タトゥラ サマーサテー スラーハ）と言われています。知識による優れた質のすべて

が、献愛奉仕の境地に到達した人物のうちに作りだされます。精神指導者を受けいれる原則

は、第８節で言及されていますが、ぜったいに欠かせません。献愛奉仕をする人にとってひ

じょうに重要です。超越的な精神生活は、真実の精神指導者を受けいれたときから始まりま

す。最高人格主神、シュリー・クリシュナは、この知識こそがほんとうの道である、と明言

しました。これ以外の勝手な想像にはなんの意味もありません。 

 この節にある知識を分析しましょう。謙虚な心とは、他人から讃えられる満足感を得よう

と思ってはいけない、ということです。物質的観念の生活をしていれば、人から称讃された

いと強く思うようになるものですが、完璧な知識をそなえた人物の視点から見ると、自分は

体ではないのですから、名誉であろうが不名誉であろうが、体にかかわるものに価値はまっ

たくありません。欺瞞でしかない物質的冨を求めてはならないのです。宗教家としての名声

を欲しがる人によく見られることですが、宗教原則をよく理解していないのに、じっさいに

は宗教原則とは無関係の団体に加わり、「私は宗教指導者である」と自己宣伝をします。精

神的科学をほんとうにきわめるには、自分がどれほど知識を高めているかを見きわめなくて

はなりませんが、この節の項目と自分を見比べれば、その判断ができます。 

 非暴力は、肉体を傷つけたり殺害したりしないこと、と思われがちですが、ほんとうの意

味は「人を苦しめないこと」です。ほとんどの人たちが物質的な生活観念という無知にだま

され、いつまでも苦しめられています。ですから、精神的知識を高めなければ暴力をふるっ
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ている、ということになります。人々が知識によって啓発され、束縛から解放されるよう最

善をつくして知識を広める努力をする――それがほんとうの非暴力です。 

 忍耐心は、人から侮辱や恥辱を受けても耐える修練を積んで養うものです。精神的知識を

高める修練をすると、人から侮辱されたり、名誉を傷つけられたりすることがあります。こ

の世界はそのように作られていますから、当然起こりうることです。精神的知識を学んでい

たプラフラーダというたった５歳の子どもでさえ、その奉仕を嫌っていた父親によって危険

にさらされました。父はあらゆる手段で殺そうとさえしましたが、プラフラーダはじっと耐

えました。このように、精神的知識を高める道では多くの障害に直面することがありますが、

耐えて、強い決意とともに前進しなくてはなりません。 

 率直さは、かけひきなどすることなく、敵にでさえ事実を打ちあけるほど実直であること

をいいます。精神指導者を受けいれることはぜったい欠かせません。真実の精神指導者の教

えがなければ、精神的科学を高めることはできないからです。どんな奉仕でもして師を満足

させ、そして師が弟子に恩恵をさずけてくれるよう、謙虚な心で精神指導者に近づかなくて

はなりません。真実の精神指導者はクリシュナの代表者ですから、師が弟子を祝福すれば、

弟子が規定原則に従っていないときでもすぐに精神的に高められます。あるいは規定原則に

しても、無条件に精神指導者に仕える人はたやすく従えるようになります。 

 清潔さは、精神生活に高められるには必須の項目です。清潔さには２種類あります。内側

と外側の清潔です。外側の清潔さは沐浴をするということですが、内側の清潔さとは、いつ

もクリシュナのことを考え、ハレー クリシュナ、ハレー クリシュナ、クリシュナ クリシ

ュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、ラーマ ラーマ、ハレー ハレーを

唱えることにあります。この方法で、過去のカルマという積もった汚れを心から洗いながす

ことができます。 

 着実である、とは、精神生活を高める強い決意を持つ、ということです。決意がなければ

確かな発達をとげることはできません。そして自己抑制とは、精神的な高まりを妨ぐ有害な

ことは決して受けいれない、という点にあります。この修行を着実に実行し、精神的発達に

反することはすべて拒否できるようになるべきです。これがほんとうの放棄の心です。感覚

はとても強く、満たされることをいつも強く求めています。ほんとうに必要ではないその要

求を満たそうとしてはなりません。感覚を満たすのは、体を適切に維持することが唯一の目

的であり、そうすれば義務をはたして精神生活を高めることができます。もっとも重要で、

抑制できない感覚は舌です。舌が抑制できれば、ほかの感覚はおのずと抑制できるようにな

ります。舌の機能は味わうことと言葉を発することにあります。ですから、規則に従ってク

リシュナにささげられた食べ物の残りを味わい、ハレー・クリシュナを唱えることに舌を使

わなくてはなりません。目のことでは、クリシュナの美しい姿以外を見ることを許してはな

りません。それが目を抑制する方法です。耳はクリシュナについて聞くことに使い、鼻はク
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リシュナにささげられた花の香りをかぐことに使います。これが献愛奉仕の方法であり、こ

の節からも、『バガヴァッド・ギーター』は献愛奉仕の科学だけを説明していることがわか

ります。献愛奉仕こそが主要で唯一の目標なのです。知性のない人間が『バガヴァッド・ギ

ーター』を解説して、読者の心をまちがった方向に逸らそうとしますが、この本のなかには

献愛奉仕以外のことは書いてありません。 

 偽の自我とは、体を自分だと思いこむことにあります。自分は体ではない、精神魂である、

と真に理解するのがほんとうの自我です。自我はあります。非難されているのは偽の自我で

あり、ほんとうの自我ではありません。ヴェーダ経典（『ブリハッド・アーラニャカ・ウパ

ニシャッド』 （第１編・第４章・第10節）はahaà brahmäsmi（アハンム ブラフマースミ）と

言います。私はブラフマンである、私は精神的存在である、という意味です。この「私は〜

である」という意識は、自己を悟って解放された境地に入ってもつづきます。「私は〜であ

る」という意識が自我ですが、その意識が偽の体に向けられると、それが「偽の自我」にな

ります。自己の認識が真実に向けられれば、それがほんとうの自我です。自我は捨てなくて

はならない、と言う哲学者がいますが、だれもそんなことはできません。自我は自分が存在

することの証しのですから。もちろん、肉体を自分と見なすまちがった自我は捨てなくては

なりません。 

 誕生・死・老年・病気を受けいれる苦しみを理解しなくてはなりません。誕生について、

さまざまなヴェーダ経典に説明があります。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、生ま

れるまえの世界、つまり胎児が⺟親の子宮内にとどまっている状態、そしてその苦しみなど

について克明に描写されています。誕生することがどれほど苦しいのかを、徹底的に理解し

なくてはなりません。私たちは、⺟親の胎内で苦しんでいたことを忘れているために、誕生

と死のくり返しを止めようと考えません。そして死ぬときも、ありとあらゆる苦しみに襲わ

れるのですが、その状況についても権威ある経典で説明されています。この点についても話

しあうべきです。病気と老年にしても、だれもがじっさいに経験しています。病気になりた

くない、歳をとりたくない、それでも避けられない。物質生活を悲観的に見なければ、そし

て誕生・死・老年・病気の苦しみをよく理解しておかなければ、精神生活に高められようと

する衝動は起きません。 

 子ども、妻、家庭に無執着になるというのは、これらに対する思いを捨てるということで

はありません。家族を愛するのはあたりまえです。しかし、精神的な高まりを妨げるのであ

れば執着してはいけない、ということです。家庭を楽しい場所にする最善策はクリシュナ意

識です。完全なクリシュナ意識になれば、家庭を幸せにすることができます。クリシュナ意

識の方法はとてもかんたんだからです。ただハレー クリシュナ、ハレー クリシュナ、クリ

シュナ クリシュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、ラーマ ラーマ、ハ

レー ハレーを唱え、クリシュナにささげた食べ物の残りを食べ、『バガヴァッド・ギータ



14 

 

ー』や『シュリーマド・バーガヴァタム』などを読んで語りあい、そして神像を崇拝すれば

いいのです。この４つの方法が私たちを幸せにしてくれます。家族をこのように導かなくて

はなりません。朝夕ともに座り、ハレー クリシュナ、ハレー クリシュナ、クリシュナ ク

リシュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、ラーマ ラーマ、ハレー ハレ

ーを唱えることができます。クリシュナ意識を高めるためにこのように生活を整え、４つの

原則に従えば、なにも家庭生活から放棄生活に移る必要はありません。しかし、精神的高ま

りに適していなければ、そのような家庭生活は放棄すべきです。クリシュナを悟り、クリシ

ュナに仕えるために、私たちはすべてを犠牲にしなくてはなりません。アルジュナがしたよ

うに。アルジュナは家族や親族を殺したくなかったのですが、かれらがクリシュナ意識の障

害になっていることを理解したとき、クリシュナの教えを受けいれ、戦い、そして殺しまし

た。いずれにしても、いつかは家庭生活の幸せも苦しみも捨てなくてはなりません。物質界

には、完全な幸せも完全な苦しみもないからです。 

 幸福と苦しみは物質生活にはかならずつきものです。ですから、『バガヴァッド・ギータ

ー』が助言するように、耐えることを学ばなくてはなりません。やってきて、そして去って

いく幸福や苦しみは変えられないのですから、物質生活から離れるべきであり、それができ

ればどちらの境遇に置かれてもごく自然に冷静に対応できるようになります。欲しいものが

手に入れば喜び、望んでいないことになれば悲しむ、それはだれでも同じです。しかし、ほ

んとうに精神的な境地にいれば、どちらの状況に置かれても心乱されることはありません。

その状態に到達するには、途切れることなく献愛奉仕を修練する必要があります。逸れるこ

とのないクリシュナへの献愛奉仕とは、９つの献愛奉仕の方法――唱えること、聞くこと、

崇拝すること、敬意を表することなど――に励むことです。それは第９章の最後の節で説明

されています。その方法にはかならず従わなくてはなりません。 

 精神生活を始めれば、ごく自然に、物質的な人々とは交わりたくないと思うようになりま

す。献愛者の性には合わないのです。望ましくないつきあいを避け、人里離れた場所に住み

たいと思う気持ちが、自分のなかでどれほど強いかを見定めなくてはなりません。またこれ

も自然なことですが、献愛者はスポーツをしたり映画を見たり、また社交行事に参加したり

して楽しむ気持ちはありません。それが時間の無駄にすぎないことを知っているからです。

性生活やその他さまざまな話題を調査する学者や哲学者がいますが、『バガヴァッド・ギー

ター』の教えに照らせば、そのような調査や哲学的推論には価値も意味もありません。『バ

ガヴァッド・ギーター』は、哲学的な考察をとおして魂の質を調べるよう勧めています。私

たちも自己を理解するための探求をしなくてはなりませんし、この節もそう勧めています。 

 自己の悟りについては、バクティ・ヨーガがとくに実践的である、とこの節がはっきり述

べています。献愛奉仕は至高の魂と個々の魂とのあいだで交わされるものです。バクティ、

すなわち献愛奉仕の考え方では、両者が一つになってしまうことはありません。この節が説
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いているように、個々の魂がする至高の魂への奉仕は、永遠（nityam・ニッテャンム）です。

バクティ・献愛奉仕も永遠です。私たちはこの哲学的確信に立脚しなくてはなりません。 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第２章・第11節）ではvadanti tat tattva-vidas 

tattvaà yaj jïänam advayam（ヴァダンティ タトゥ タットゥヴァ・ヴィダス タットゥヴァンム ヤジ ギ

ャーナンム アドゥヴァヤンム）と説明されています。これは「絶対真理者を知る者は、至高の自

己を３つの様相、つまりブラフマン、パラマートマー、バガヴァーンとして悟る」という意

味です。バガヴァーンは、絶対真理者の悟りを表わす究極の言葉です。ですから、神は最高

人格主神（バガヴァーン）である、とする最終的な理解を持たなくてはなりませんし、また

主への献愛奉仕に専念しなくてはなりません。その境地に来るのが知識の完成です。 

 謙虚な心を得る修練から、至高の真理者、絶対人格主神を悟る境地に至るまで、この方法

は、１階から最上階につづく階段と言えるでしょう。１階を歩いている人、２階、３階を歩

いている人たちなど、この階段にはたくさんの人が歩いていますが、クリシュナを理解して

最上階に達しなければ、低い段階の知識にとどまっている、ということです。神に対抗しな

がら精神的知識をきわめようとしても、失敗するしかありません。謙虚になることが先決で

す。謙虚にならなければなにも理解できません。私は神である、と考えることほど横柄な態

度はありません。生命体はいつも自然界の厳格な法則に蹴とばされているのに、無知のため

に「私は神だ」と考えています。だからこそ、まず身につける知識として、amänitva（アマ

ーニトゥヴァ）、「謙虚な心」が挙げられているのです。謙虚になり、私たちはいつでも至高主

に従うべき立場にあることをよくわきまえておくべきです。至高主に反抗するから自然界に

強制的に従わされる――この真実をしっかり理解しなくてはなりません。 
 

第第第第13節節節節                                    jeYa& YataTPa[v+YaaiMa YaJjaTvaMa*TaMaénuTae ) 
ANaaidMaTPar&  b]ø Na  SataàaSaduCYaTae )) 13 )) 

 

jïeyaà yat tat pravakñyämi 

yaj jïätvämåtam açnute 

anädi mat-paraà brahma 

na sat tan näsad ucyate 
 

 jïeyam—知ることのできる者; yat—〜であるもの; tat—それ; pravakñyämi—今私は説

明する; yat—〜であるもの; jïätvä—知っている; amåtam—甘露; açnute—人は味わう; 

anädi—始まりのない; mat-param—私に従属する; brahma—精神; na—どちらもない; 

sat—原因; tat—それ; na—〜もない; asat—結果; ucyate—〜であると言われている。 
 

訳訳訳訳     「知ることのできる者」についてこれから説明しよう。それを知れば、永遠性を味「知ることのできる者」についてこれから説明しよう。それを知れば、永遠性を味「知ることのできる者」についてこれから説明しよう。それを知れば、永遠性を味「知ることのできる者」についてこれから説明しよう。それを知れば、永遠性を味
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わうことができる。始まりがなく、わたしに従属わうことができる。始まりがなく、わたしに従属わうことができる。始まりがなく、わたしに従属わうことができる。始まりがなく、わたしに従属しているしているしているしているブラフマン、すなわち精ブラフマン、すなわち精ブラフマン、すなわち精ブラフマン、すなわち精神魂神魂神魂神魂

は、物質界の原因と結果を超えた境地にいる。は、物質界の原因と結果を超えた境地にいる。は、物質界の原因と結果を超えた境地にいる。は、物質界の原因と結果を超えた境地にいる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主は、活動の場、その場を知る者について説明しました。またその「知る者」

を理解する方法についても説明しました。。。。そしてこれから「知ることのできる者」、つま

り魂について、次に至高の魂について説明します。知る者、すなわち個々の魂と至高の魂を

理解すれば、命が本来そなえている甘露を味わうことができます。第２章で説明されたよう

に、生命体は永遠です。この節が、改めてそのことを確認しています。ジーヴァートマーが

いつ誕生したか、という特定の日にちはありません。また、至高主から作りだされた歴史を

さかのぼることもできません。それが、魂には始まりがない、と言われるゆえんです。ヴェ

ーダ経典（『カタ・ウパニシャッド』 第１編・第２章・第18節）がこのことをna jäyate mriyate 

vä vipaçcit（ナ ジャーヤテー ムリヤテー ヴァー ヴィパシュチトゥ）と確証しています。「肉体を知

る者」（魂）は決して生まれず、決して死なず、そして知識にあふれています。 

 至高の魂としての至高主は、ヴェーダ経典（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャ

ッド』（第６章・第16節）でも、pradhäna-kñetrajïa-patir guëeçaù（プラダハーナ・クシェート

ゥラギャ・パティル グネーシャハ）「肉体を知る筆頭者、物質自然界の主人」と表現されています。

スムリティでは、däsa-bhüto harer eva nänyasvaiva kadäcana（ダーサ・ブフートー ハレール エ

ーヴァ ナーニャスヴァイヴァ カダーチャナ）とも言われています。生命体は未来永劫にわたって至

高主に奉仕をするのです。主チャイタンニャの教えのなかでも確証されています。ですから、

この節に見られるブラフマンの説明は個々の魂を指しているのであり、ブラフマンという言

葉が生命体を指すときには、生命体がアーナンダ・ブラフマ（änanda-brahma）ではなく、

ヴィギャーナ・ブラフマ（vijïäna-brahma）であると理解しなくてはなりません。アーナ

ンダ・ブラフマは至高の、最高人格主神を指しています。 
 

第第第第14節節節節                                    SavRTa" Paai<aPaad& TaTSavRTaae_i+aiXaraeMau%Ma( ) 
SavRTa"  é[uiTaMaçaeke-  SavRMaav*TYa iTaïiTa )) 14 )) 

 

sarvataù päëi-pädaà tat 

sarvato 'kñi-çiro-mukham 

sarvataù çrutimal loke 

sarvam ävåtya tiñöhati 
 

 sarvataù—どこにも; päëi—手; pädam—足; tat—それ; sarvataù—どこにも; akñi—目; 

çiraù—頭; mukham—顔; sarvataù—どこにも; çruti-mat—耳を持っている; loke—世界で; 

sarvam—すべて; ävåtya—覆っている; tiñöhati—存在する。 
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訳訳訳訳     主の手、足、目、頭、顔はどこにでもあり、また主はあらゆる場所に耳を持って主の手、足、目、頭、顔はどこにでもあり、また主はあらゆる場所に耳を持って主の手、足、目、頭、顔はどこにでもあり、また主はあらゆる場所に耳を持って主の手、足、目、頭、顔はどこにでもあり、また主はあらゆる場所に耳を持って

いる。至高の魂はそのように存在し、万物のなかに浸透している。いる。至高の魂はそのように存在し、万物のなかに浸透している。いる。至高の魂はそのように存在し、万物のなかに浸透している。いる。至高の魂はそのように存在し、万物のなかに浸透している。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     太陽が光線をはなって存在しているように、至高の魂、あるいは最高人格主

神のあり方も同じです。主は遍在する姿であらゆる場所に存在し、そして主のなかには、宇

宙で最初の偉大な教師ブラフマーから小さなアリにいたるまで、個々の魂たちすべてが存在

しています。無数の頭、足、手、目、そして無数の生命体が存在しています。すべては至高

の魂のなかで、そして上で支えられています。これが、至高の魂は遍在している、という言

葉の意味です。しかし個々の魂は、自分の手、足、目をあらゆる場所に持っている、とは言

えません。それはありえないことです。「いまは無知に包まれているので、自分の手や足が

あらゆる場所に広がっていることを意識できないでいるが、適切な知識を得ればそれが意識

できるようになる」、と考えているのであれば、それは矛盾した考え方をしていることにな

ります。この言い方こそ、個々の魂は物質自然界に条件づけられている、至高の魂ではない、

という事実を如実に表わしています。至高者と個々の魂とはまったく異なる存在なのです。

至高主は自分の手を無限に広げることができます。もちろん、それは個々の魂にはできない。

『バガヴァッド・ギーター』で主は、花、くだもの、少しの水をささげれば、わたしは受け

いれる、と言います。主がはるか遠い場所にいるのに、はたしてそんなことが可能でしょう

か？ じつはこれこそ、主が全能であることの証拠です。主は自分の住居にいても、つまり

地球からはるか遠くにいても、だれかがなにかをささげれば、自分の手を伸ばしてそれを受

けとることができるのです。それが主の力です。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第

37節）ではgoloka eva nivasaty akhilätma-bhütaù（ゴーローカ エーヴァ ニヴァサッティ アキヒ

ラートゥマ・ブフータハ）と言われています。主は超越的な惑星で崇高な娯楽を楽しみ、なおかつ

あらゆる場所に存在しています。個々の魂は「私はどこにでもいる」とは言えません。です

からこの節は、個々の魂ではなく、至高の魂、人格主神のことを説明しています。 

 

第第第第15節節節節                  SaveRiNd]YaGau<aa>aaSa&  SaveRiNd]YaivviJaRTaMa( ) 
ASa¢&- SavR>a*ÀEv iNaGauR<a& Gau<a>aae¢*- c )) 15 )) 

 

sarvendriya-guëäbhäsaà 

sarvendriya-vivarjitam 

asaktaà sarva-bhåc caiva 

nirguëaà guëa-bhoktå ca 
 

 sarva—すべての; indriya—感覚; guëa—質の; äbhäsam—根源の原因; sarva—すべて; 

indriya—感覚; vivarjitam—〜がなく; asaktam—執着がない; sarva-bhåt—すべての魂を
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維持する者; ca—もまた; eva—確かに; nirguëam—物質的な質がない; guëa-bhoktå—グナ

の主人; ca—もまた。 
 

訳訳訳訳        至高の魂はすべての感覚の源であるが、それでも感覚を持っていない。全生命体至高の魂はすべての感覚の源であるが、それでも感覚を持っていない。全生命体至高の魂はすべての感覚の源であるが、それでも感覚を持っていない。全生命体至高の魂はすべての感覚の源であるが、それでも感覚を持っていない。全生命体

を維持する者であっても、なにごとにも執着しない。自然の三を維持する者であっても、なにごとにも執着しない。自然の三を維持する者であっても、なにごとにも執着しない。自然の三を維持する者であっても、なにごとにも執着しない。自然の三様式を超越し、また同時様式を超越し、また同時様式を超越し、また同時様式を超越し、また同時

に、物質自然界の様式の主人でもある。に、物質自然界の様式の主人でもある。に、物質自然界の様式の主人でもある。に、物質自然界の様式の主人でもある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     至高主は全生命体の感覚の源ではありますが、私たちのような物質的な感覚

をそなえているのではありません。ほんとうは個々の魂も精神的な感覚を持っているのです

が、条件づけられた生活のなかで物質に包まれているため、その感覚が物質をとおして表わ

されています。至高主の感覚は違います。その感覚は超越的であり、ニルグナ（nirguëa）

と呼ばれています。グナ（guëa）は物質の様式のことですが、主の感覚には物質のけがれ

はありません。私たちの感覚とはまったく異なった感覚なのです。主こそが私たちの感覚活

動すべての源なのですが、まったくけがれのない超越的な感覚をそなえています。このこと

が『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』（第３章・第19節）のapäëi-pädo javano 

grahétä（アパーニ・パードー ジャヴァノー グラヒーター）の節でみごとに説明されています。最高

人格主神に物質にけがれた手はないが、それでも手を持っており、なにがささげられてもそ

の手で受けいれる、という意味です。そこに条件づけられた魂と至高の魂の違いがあります。

主に物質的な目はなく、それでも目はある――でなければ、どうやって見ることができるで

しょう。主はすべてを見ています――過去、現在、未来をも。主は生命体の内に住み、私た

ちが過去にしたこと、いましていること、将来私たちを待ち受けていることを知っています。

『バガヴァッド・ギーター』がこのことを確証しています。主はすべてを知っている、しか

しだれも主を知らない。至高主には私たちのような足はないが、精神的な足で全宇宙どこで

も旅することができる――言いかえれば、主は非人格ではないということです。目も、足も、

手も、その他すべてをそなえる方であり、私たちも至高主の部分体ですから、同じ器官をそ

なえています。しかし、主の手、足、目、感覚は物質自然界にけがされていません。 

 『バガヴァッド・ギーター』も、主が降誕するときは、内的力をとおしてありのままの姿

で降誕する、と確証しています。物質界の力の主人ですから、その力にはけがされていませ

ん。ヴェーダ経典では、主のすべてが精神的である、と言われています。『ブラフマ・サム

ヒター』（第５章・第１節）では主の永遠な姿がsac-cid-änanda-vigraha（サチ・チドゥ・アーナ

ンダ・ヴィグラハ）と表現されています。主はすべての冨の所有者であり、すべての力の持ち主

でもあります。もっとも知的な人物で、知識にあふれた方です。これらが最高人格主神にそ

なわる兆候の一部です。主は全生命体の維持者、すべての活動の目撃者です。ヴェーダ経典

に照らせば、至高主はいつもで超越的な方であることがわかります。私たちに主の頭、顔、

手、足は見えないかもしれませんが、主はちゃんとそれらを所有していますし、私たちが超
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越的な境地に高められれば、主の姿を見ることができるようになります。物質にけがれた感

覚を持っているために、主の姿が見えないだけなのです。ですから、物質に影響されている

非人格論者は人格主神の正体を理解することはできません。 

 

第第第第16節節節節                                    bihrNTaê    >aUTaaNaaMacr&    crMaev   c ) 
SaU+MaTvatadivjeYa& dUrSQa& caiNTake- c TaTa( )) 16 )) 

 

bahir antaç ca bhütänäm 

acaraà caram eva ca 

sükñmatvät tad avijïeyaà 

düra-sthaà cäntike ca tat 
 

 bahiù—外側; antaù—内側; ca—もまた; bhütänäm—全生命体の; acaram—動いていな

い; caram—動いている; eva—もまた; ca—そして; sükñmatvät—希薄な存在であるために; 

tat—それ; avijïeyam—知ることのできない; düra-stham—遠くに; ca—もまた; antike—

近い; ca—そして; tat—それ。 
 

訳訳訳訳        至高の真理者は、動至高の真理者は、動至高の真理者は、動至高の真理者は、動く・く・く・く・動かな動かな動かな動かない生命体すべての外にも内にもいる。主は希薄ない生命体すべての外にも内にもいる。主は希薄ない生命体すべての外にも内にもいる。主は希薄ない生命体すべての外にも内にもいる。主は希薄な

存在であるため、見る、あるいは知る存在であるため、見る、あるいは知る存在であるため、見る、あるいは知る存在であるため、見る、あるいは知るというというというという感覚の力を超感覚の力を超感覚の力を超感覚の力を超えた方である。主ははるか遠えた方である。主ははるか遠えた方である。主ははるか遠えた方である。主ははるか遠

くにいても、だれにとってもくにいても、だれにとってもくにいても、だれにとってもくにいても、だれにとってもすぐすぐすぐすぐ近くに近くに近くに近くにいいいいる。る。る。る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヴェーダ経典を読めば、至高の人物が全生命体の外にも内にもいることが理

解できます。精神界にも物質界に、はるか遠くにも、私たちのすぐそばにもいます。ヴェー

ダ経典がそう言っているのです。Äséno düraà vrajati çayäno yäti sarvataù（アーシーノー ド

ゥーランム ヴラジャティ シャヤーノー ヤーティ サルヴァタハ）（『カタ・ウパニシャッド』第１編・

第２章・第21節）。そして、いつも崇高な喜びにあふれた活動をしているため、私たちに

は、主が完全な冨を楽しんでいることがどうしてもわかりません。物質的な感覚では見るこ

とも理解することもできないのです。ですからヴェーダの言葉では、「物質的な心や感覚で

は主はとうてい理解できない」と言われています。しかし、献愛奉仕をしながらクリシュナ

意識を修練して心と感覚を清めた人は、いつでも主を見ることができます。『ブラフマ・サ

ムヒター』も、至高の神への愛情を高めた人物はいつも主を見ている、と言い、『バガヴァ

ッド・ギーター』（第11章・第54節）も、bhaktyä tv ananyayä çakyaù（バハクテャー トゥヴ 

アナニャヤー シャキャハ）、主は献愛奉仕だけによって見られる、と断言しています。 

 

第第第第17節節節節                                Aiv>a¢&- c >aUTaezu iv>a¢-iMav c iSQaTaMa( ) 
>aUTa>aTa*R  c  TaJjeYa& Ga]iSaZ<au Pa[>aivZ<au c )) 17 )) 
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avibhaktaà ca bhüteñu 

vibhaktam iva ca sthitam 

bhüta-bhartå ca taj jïeyaà 

grasiñëu prabhaviñëu ca 
 

 avibhaktam—分かれていない; ca—もまた; bhüteñu—全生命体の内に; vibhaktam—分

かれて; iva—〜であるかのように; ca—もまた; sthitam—位置して; bhüta-bhartå—全生命

体の維持者 ; ca—もまた ; tat—それ ; jïeyam—理解すべき ; grasiñëu—滅ぼしている ; 

prabhaviñëu—発達させている; ca—もまた。 
 

訳訳訳訳        至高の魂はすべての生命体のなかに分散しているように見えるが、決してそうで至高の魂はすべての生命体のなかに分散しているように見えるが、決してそうで至高の魂はすべての生命体のなかに分散しているように見えるが、決してそうで至高の魂はすべての生命体のなかに分散しているように見えるが、決してそうで

はない。すべての生命体を維持していても、すべてを滅ぼし、また作っている方である。はない。すべての生命体を維持していても、すべてを滅ぼし、また作っている方である。はない。すべての生命体を維持していても、すべてを滅ぼし、また作っている方である。はない。すべての生命体を維持していても、すべてを滅ぼし、また作っている方である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主は至高の魂としてすべての心臓のなかに住んでいます。では、主は分散し

てしまったのでしょうか？ いいえ。主は一人しかいません。その例が太陽です。太陽が正

午に子午線上にあるとき、太陽の真下にいる人が8,000キロ離れた人に「いま太陽はどこに

ありますか」と尋ねることができたとしたら、だれもが「いまこちらの頭のうえで輝いてい

る」と答えることでしょう。この例がヴェーダ経典で挙げられており、「分散してはいない

が、そのように見える」という状況を説明しています。またヴェーダ経典では、一人のヴィ

シュヌが全能の力を使ってあらゆる場所に存在している、と言われています。太陽が無数の

場所で無数の人々に見られているように。そして至高主は、すべての生命体を養っている方

であっても、破壊の時期がくればすべてを滅ぼします。これは第11章でも確証されたこと

で、クルクシェートラに集結した兵士たちを滅ぼすためにその場に現われた、と主が言って

います。また「時」という姿ですべてを滅ぼす、とも言います。主は一切万物の破壊者、殺

戮者です。創造のとき、すべての生命体を本来の姿からさまざまな姿へ変化させ、破壊のと

きにかれらを滅ぼします。ヴェーダの聖歌はこの事実について「主は全生命体の根源であり、

またすべてを支える方である」と述べています。創造のあと、すべては主の全能の力によっ

て支えられ、破壊のあと、ふたたび主のうちに入って存在しつづけます。これがヴェーダ聖

歌の確証です。Yato vä imäni bhütäni jäyante yena jätäni jévanti yat prayanty 

abhisaà-viçanti tad brahma tad vijijïäsasva （『タイッティリーヤ・ウパニシャッド』第

３章・第１節）。 

 

第第第第18節節節節                            JYaaeiTazaMaiPa  TaJJYaaeiTaSTaMaSa"  ParMauCYaTae ) 
jaNa& jeYa& jaNaGaMYa& ôid SavRSYa  iviïTaMa( )) 18 )) 
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jyotiñäm api taj jyotis 

tamasaù param ucyate 

jïänaà jïeyaà jïäna-gamyaà 

hådi sarvasya viñöhitam 
 

 jyotiñäm—すべての発光体の内に; api—もまた; tat—それ; jyotiù—光の源; tamasaù—

暗闇; param—〜を超えて; ucyate—〜と言われている; jïänam—知識; jïeyam—知られて; 

jïäna-gamyam—知識によって近づける ; hådi—心臓の中の ; sarvasya—すべて魂の ; 

viñöhitam—位置して。 
 

訳訳訳訳        主は、光るものすべての源である。物質という暗闇を超越し、主は、光るものすべての源である。物質という暗闇を超越し、主は、光るものすべての源である。物質という暗闇を超越し、主は、光るものすべての源である。物質という暗闇を超越し、そしてそしてそしてそして表わされて表わされて表わされて表わされて

いない方である。主は知識、知識の対象、知識の目標である。主はすべての生命体の心いない方である。主は知識、知識の対象、知識の目標である。主はすべての生命体の心いない方である。主は知識、知識の対象、知識の目標である。主はすべての生命体の心いない方である。主は知識、知識の対象、知識の目標である。主はすべての生命体の心

臓に住んでいる。臓に住んでいる。臓に住んでいる。臓に住んでいる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     至高の魂、最高人格主神は、太陽、月、星といった、発光体の源です。そこ

に至高主の光輝があるからです。物質界では、主の精神的な光・ブラフマジョーティがマハ

トゥ・タットヴァ（物質要素）によって覆われています。そのため、物質界には太陽、月、

電気などの光が必要になります。しかし、精神界に発光体は要りません。ヴェーダ経典で明

言されていますが、主の体から放出されている光輝のために、すべてが照らされているので

す。主が物質界に住んでいないことは、この事実からも明白です。主は精神界に住み、しか

もその惑星は精神的空間のはるか遠くに位置しています。そのこともヴェーダ経典で確証さ

れていることです。Äditya—varëaà tamasaù parastät（アーディッテャ−ヴァルナンム タマサハ 

パラスタートゥ）（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第３章・第８節）。主は

太陽のようであり、永遠に光り輝き、また同時に、この物質界の暗闇をはるかに超えた世界

にいます。 

 主の知識は超越的です。ヴェーダが、ブラフマンは凝縮された超越的知識であることを確

証しています。どうしても精神界に行きたいと思う人に、心のうちにいる至高主が知識をさ

ずけます。あるヴェーダのマントラ（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第

６章・第18節）では taà ha devam ätma-buddhi-prakäçaà mumukñur vai çaraëam ahaà 

prapadye とあります。解放されたい人は、ぜひとも最高人格主神に身をゆだねなくてはな

りません。究極の知識については、ヴェーダ経典でtam eva viditväti måtyum eti（タンム エ

ーヴァ ヴィディトゥヴァーティ ムリテュンム エーティ）と確証されています。「主を知りさえすれば、

誕生と死の世界を超えることができる」（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』

第３章・第８節）。 

 主は、至高の支配者として全生命体の心のなかにいます。至高者はあらゆる場所に足や手
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を持っており、またその様相は個々の魂にはあてはまりません。ですから、活動の場を知る

⼆人――個々の魂と至高の魂――の存在を認める必要があります。私たちの手や足は限られ

た場所にしかありませんが、クリシュナの手や足はあらゆる場所にあります。この事実は『シ

ュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』（第３章・第17節）で sarvasya prabhum 

éçänaà sarvasya çaraëaà båhat と確証されています。その最高人格主神、至高の魂はプ

ラブ（prabhu）「全生命体の主人」であり、全生命体の究極の保護者です。このように、

至高の魂と個々の魂がそれぞれ異なる存在であることは、否定できない事実なのです。 

 

第第第第19節節節節                                    wiTa +ae}a& TaQaa jaNa& jeYa& cae¢&- SaMaaSaTa" ) 
MaÙ¢-    WTaiÜjaYa    MaÙavaYaaePaPaÛTae )) 19 )) 

 

iti kñetraà tathä jïänaà 

jïeyaà coktaà samäsataù 

mad-bhakta etad vijïäya 

mad-bhäväyopapadyate 
 

 iti—このように; kñetram—活動の場（肉体）; tathä—もまた; jïänam—知識; jïeyam—

知 る こ と の で き る も の ; ca— も ま た ; uktam— 説 明 し た ; samäsataù— 要 約 し て ; 

mat-bhaktaù—私の献愛者; etat—このすべて; vijïäya—理解した後; mat-bhäväya—私の

質に; upapadyate—到達する。 
 

訳訳訳訳        これこれこれこれが、活動の場（肉体）、知識、知るこが、活動の場（肉体）、知識、知るこが、活動の場（肉体）、知識、知るこが、活動の場（肉体）、知識、知ることのできる者に関するわたしとのできる者に関するわたしとのできる者に関するわたしとのできる者に関するわたしの要約での要約での要約での要約で

ある。献愛者だけがこの事実をすべて理解し、わたしの崇高な世界に到達することがである。献愛者だけがこの事実をすべて理解し、わたしの崇高な世界に到達することがである。献愛者だけがこの事実をすべて理解し、わたしの崇高な世界に到達することがである。献愛者だけがこの事実をすべて理解し、わたしの崇高な世界に到達することがで

きる。きる。きる。きる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主は、肉体、知識、知ることのできる者について要約しました。この知識に

は３つの要素が含まれています。知る者、知ることのできる者、知る方法です。この３つが

合わさってヴィギャーナ（vijïäna）、知識の科学、と呼ばれます。完璧な知識は献愛者が

じかに悟るものです。ほかの人には理解できません。一元論者は、最終的にはこの３つが１

つになる、と言いますが、献愛者はその考えを受けいれません。知識の発達とは、自分につ

いてクリシュナ意識をとおして理解することにあります。私たちは物質的な意識に翻弄され

ていますが、その意識をクリシュナのために使い、クリシュナがすべてであることを理解す

れば、真の知識に到達します。知識とは、献愛奉仕を完璧に理解するための予備段階にすぎ

ないということです。第15章で、この事実が明らかに説明されています。 

 さてここで要約すると、mahä-bhütäni（マハー・ブフーターニ）からcetanä dhåtiù（チェータナ

ー ドフゥリティヒ）にいたる第６節と第７節は、物質要素と命の兆候を分析していることがわ
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かります。この要素が肉体を形作るために結合されます。そしてamänitvam（アマーニトゥヴ

ァンム）からtattva-jïänärtha-darçanam（タットゥヴァ・ギャーナールタハ・ダルシャナンム）にいたる

第８−１２節は、活動の場を知る２つの存在、すなわち魂と至高の魂を理解するための知識

について説明しています。そして、anädi mat-param（アナーディ マトゥ・パランム）からhådi 

sarvasya viñöhitam（フリディ サルヴァッシャ ヴィシュテヒィタンム）にいたる第13節から第18節は、

魂と至高主、すなわち至高の魂について説明しています。 

 ここまで３つの様相について説明されてきました。活動の場（肉体）、理解する過程、そ

して魂と至高の魂の両者です。ここでとくに述べられているのは、主の無垢な献愛者だけが

この３項目をはっきりと理解できる、という点です。ですから、献愛者にとって『バガヴァ

ッド・ギーター』はひじょうに貴重です。至高の目標、至高主クリシュナの特質を理解でき

るのは献愛者です。言葉をかえれば、献愛者だけが『バガヴァッド・ギーター』を理解して

望ましい結果を得ることができますが、それ以外の人々には理解できない、ということです。 

 

第第第第20節節節節                                    Pa[k*-iTa&  Pauåz&  cEv ivÖyNaadq o>aaviPa ) 
ivk-ara&ê Gau<aa&êEv iviÖ Pa[k*-iTaSaM>avaNa( )) 20 )) 

 

prakåtià puruñaà caiva 

viddhy anädé ubhäv api 

vikäräàç ca guëäàç caiva 

viddhi prakåti-sambhavän 
 

 prakåtim—物質自然界; puruñam—生命体達; ca—もまた; eva—確かに; viddhi—あなた

は知らなくてはならない; anädé—始まりがない; ubhau—両方; api—もまた; vikärän—変

化; ca—もまた; guëän—自然の三様式; ca—もまた; eva—確かに; viddhi—知っている; 

prakåti—物質自然界; sambhavän—〜の産物。 
 

訳訳訳訳     物質自然界と生命体には始まりがない、物質自然界と生命体には始まりがない、物質自然界と生命体には始まりがない、物質自然界と生命体には始まりがない、と理解しなくてはならない。自然界の変と理解しなくてはならない。自然界の変と理解しなくてはならない。自然界の変と理解しなくてはならない。自然界の変

化、そして三様式は物質自然界が作りだしたものである。化、そして三様式は物質自然界が作りだしたものである。化、そして三様式は物質自然界が作りだしたものである。化、そして三様式は物質自然界が作りだしたものである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この章にある知識をよく学べば、肉体（活動の場）と肉体を知る者（個々の

魂と至高の魂）を理解することができます。肉体は活動の場であり、物質で構成されていま

す。肉体を持ち、肉体の活動を楽しんでいる個々の魂をプルシャ、生命体といいます。その

魂が一人の知る者、そしてもう一人の知る者が至高の魂（パラマートマー）です。もちろん、

至高の魂と個々の魂どちらも最高人格主神の表われです。生命体は主の力という概念、至高

の魂は主みずからの拡張体の概念に属します。 

 物質自然界も生命体も永遠です。つまり、創造のまえから存在しているということです。
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物質も、そして生命体も至高主の力から発生しています。しかし、生命体は優性の力に属し

ています。生命体も物質自然界も物質宇宙が表わされるまえから存在していました。物質自

然界は破壊されたときに最高人格主神・マハー・ヴィシュヌのなかに入り、必要とされると

きに、マハトゥ・タットヴァという姿で表わされます。同じように、生命体たちも主のうち

にいるのですが、条件づけられているため、至高主に仕えることに反抗しています。そのた

めに、精神界に入ることを許されていません。しかし物質自然界の発生とともに、ふたたび

この世界で活動する機会が与えられ、精神界に入る準備ができます。それがこの物質創造の

神秘です。生命体は至高主の部分体なのに、反抗心のために物質界のなかで条件づけられて

います。至高主の優性の力である生命体がなぜ物質界と接触するようになったのか、という

点はそれほど重要なことではありません。しかし最高人格主神はすべてを把握しています。

主は、物質界に心を奪われている者たちは存在競争に巻きこまれている、とヴェーダ経典で

言います。しかし私たちがこの節からよく理解しておくべきことは、三様式による物質自然

界の変化や影響力はどれも物質自然界の産物である、という点です。生命体に関する変化や

多様性はどれも肉体によって生じるものです。しかし生命体はすべて、精神的な質をそなえ

ています。 

 

第第第第21節節節節                                    k-aYaRk-ar<ak-Ta*RTve  heTau"  Pa[k*-iTaåCYaTae  ) 
Pauåz" Sau%du"%aNaa& >aae¢*-Tve heTauåCYaTae )) 21 )) 

 

kärya-käraëa-kartåtve 

hetuù prakåtir ucyate 

puruñaù sukha-duùkhänäà 

bhoktåtve hetur ucyate 
 

 kärya— 結果の ; käraëa— そして原因 ; kartåtve— 創造に関連して ; hetuù— 道具 ; 

prakåtiù—物質自然界; ucyate—〜と言われている; puruñaù—生命体; sukha—幸福の; 

duùkhänäm—そして苦しみ; bhoktåtve—楽しみの中に; hetuù—道具; ucyate—〜と言われ

ている。 
 

訳訳訳訳     自然界は物質的原因と結果の自然界は物質的原因と結果の自然界は物質的原因と結果の自然界は物質的原因と結果の源であり、いっぽう生命体は物質界でのさまざまな源であり、いっぽう生命体は物質界でのさまざまな源であり、いっぽう生命体は物質界でのさまざまな源であり、いっぽう生命体は物質界でのさまざまな

苦しみと楽しみの原因である、と言われている。苦しみと楽しみの原因である、と言われている。苦しみと楽しみの原因である、と言われている。苦しみと楽しみの原因である、と言われている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        生命体たちのさまざまな肉体や感覚が作りだされた原因は物質自然界です。

生物には840万種類あり、この多様性は物質自然界が作りだしました。生命体がさまざまな

感覚の喜びを求め、その結果として、多種多様な肉体への望みが強くなっていきます。そし

て新しい体に入れば、ふたたびさまざまな幸福や苦しみを味わうのです。物質的な幸福や苦
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しみは肉体をとおして感じるものであり、体内にいる生命体が原因で生じているのではあり

ません。本来の立場にいれば、楽しみはもちろんあります。それが私たちのほんとうのあり

方です。物質自然界を支配しようとする望みのために魂は物質界にいます。精神界でそうい

うことはありません。精神界は純粋な世界ですが、物質界ではだれもが喜びを味わおうと四

苦八苦しています。肉体は感覚の結果、と言えばもっとわかりやすいでしょう。感覚は望み

を満たす道具です。その総体――肉体、そして道具としての感覚――は物質自然界から与え

られるのですが、次の節ではっきりするように、生命体は過去の望みや活動に応じて祝福や

束縛を受けます。物質界は、魂が持っている望みや活動に応じてかれらをさまざまな場所に

置きます。もとはと言えば生命体そのものが、そのような場所に置かれたり、それにともな

う楽しみや苦しみを味わったりする原因です。ある体のなかに入れられた生命体は、体が物

質ですから、自然界の支配下に置かれ、自然界の法則に動かされるようになります。そうな

っても、生命体にはその法則を変える力はありません。ある魂が犬の体に入れられると、す

ぐにその魂は犬のように動くよう強いられます。それ以外の活動はできないのです。豚の体

のなかに入ったら、やはり豚のように動きます。半神の体に入ったら、その体に応じた行動

をします。これが自然界の法則です。しかしどの状況にあっても、至高の魂は個々の魂から

はぜったいに離れません。それがヴェーダ（『ムンダカ・ウパニシャッド』第３編・第１章・

第１節）でdvä suparëä sayujä sakhäyaù（ドゥヴァー スパルナー サユジャー サカハーヤハ）と説

明されています。至高主は生命体にとても優しく、いつでも個々の魂と行動をともにし、な

にがあっても至高の魂として、パラマートマーとして存在しています。 

 

第第第第22節節節節                                    Pauåz" Pa[k*-iTaSQaae ih >au»e Pa[k*-iTaJaaNGau<aaNa( ) 
k-ar<a&   Gau<aSa(r)ae_SYa    SadSaÛaeiNaJaNMaSau )) 22 )) 

 

puruñaù prakåti-stho hi 

bhuìkte prakåti-jän guëän 

käraëaà guëa-saìgo 'sya 

sad-asad-yoni-janmasu 
 

 puruñaù—生命体; prakåti-sthaù—物質の力の中に置かれて; hi—確かに; bhuìkte—楽し

む; prakåti-jän—物質自然界によって作られた; guëän—自然界の様式; käraëam—原因; 

guëa-saìgaù—自然界の様式との接触; asya—生命体の; sat-asat—良いことと悪いことの

中で; yoni—生物種; janmasu—誕生において。 
 

訳訳訳訳     物質界にい物質界にい物質界にい物質界にいる生命体は、このようにして特定の生活をおくりながら自然界の三様る生命体は、このようにして特定の生活をおくりながら自然界の三様る生命体は、このようにして特定の生活をおくりながら自然界の三様る生命体は、このようにして特定の生活をおくりながら自然界の三様

式を楽しんでいる。これは、物質自然界との接触によって生じている。こうして生命体式を楽しんでいる。これは、物質自然界との接触によって生じている。こうして生命体式を楽しんでいる。これは、物質自然界との接触によって生じている。こうして生命体式を楽しんでいる。これは、物質自然界との接触によって生じている。こうして生命体
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は、さまざまな生物種となって善と悪に遭遇するのである。は、さまざまな生物種となって善と悪に遭遇するのである。は、さまざまな生物種となって善と悪に遭遇するのである。は、さまざまな生物種となって善と悪に遭遇するのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節は、生命体が体を変えていく過程を知るうえでひじょうに重要です。

第２章では、生命体が衣服を着替えるように肉体を変えていく、と説明されています。この

衣服の交換は、生命体が物質存在に執着しているために起こります。この偽りの世界に迷わ

されているかぎり、肉体の変遷をつづけなくてはなりません。物質自然界を支配しようとす

る望みのために、望んでいない状況に置かれてしまうのです。物質的な望みにあやつられ、

ときには半神になったり、人間になったり、ときには動物、鳥、女性、水性動物、神聖な人

物、昆虫などの姿になって生まれ、このくり返しをいつまでもつづけていきます。そして、

どんな状況に置かれても「自分が主人」と思いこんでいます。物質自然界にあやつられてい

る、というのに。 

 さまざまな体に入れられる原因がこの節に説明されています。物質界の様式との接触がそ

の原因です。だからこそ私たちは、三様式を超越して超越的な境地に到達しなくてはなりま

せん。それがクリシュナ意識です。クリシュナ意識にいなければ、物質的な意識ゆえに、肉

体の変遷を強いられるのです。太古の昔からまちがった望みを持ちつづけているからです。

まずその考え方を変えるのが先決であり、まず権威ある情報源から話をきくことから始まり

ます。その一番の例がここにしめされています。アルジュナはクリシュナから神の科学につ

いて教わっています。「聞く方法」を受けいれれば、いままで⻑く抱きつづけてきた世界を

支配しようとする野望を捨て、その決意に比例して、徐々に精神的な幸福を味わうようにな

ります。ヴェーダのマントラが言います、最高人格主神とのふれあいをとおして博識になる

につれ、そしてその悟りに比例して永遠で喜びにあふれた生活を味わうようになる、と。 
 

第第第第23節節節節                                        oPad]íaNauMaNTaa  c  >aTaaR  >aae¢-a Maheìr" ) 
ParMaaTMaeiTa caPYau¢-ae dehe_iSMaNPauåz" Par" )) 23 )) 

 

upadrañöänumantä ca 

bhartä bhoktä maheçvaraù 

paramätmeti cäpy ukto 

dehe 'smin puruñaù paraù 
 

 upadrañöä—監督者; anumantä—許可者; ca—もまた; bhartä—主人; bhoktä—至高の享

楽者; mahä-éçvaraù—至高主; parama-ätmä—至高の魂; iti—もまた; ca—そして; api—実

に ; uktaù—〜と言われている ; dehe—肉体の中 ; asmin—この ; puruñaù—楽しむ者 ; 

paraù—超越的。 
 
 



27 

 

訳訳訳訳        しかししかししかししかし、、、、体体体体のなかには別の、超越的な楽しむ者がいる。主がその方であり、至上のなかには別の、超越的な楽しむ者がいる。主がその方であり、至上のなかには別の、超越的な楽しむ者がいる。主がその方であり、至上のなかには別の、超越的な楽しむ者がいる。主がその方であり、至上

の所有者、監督者、許可を与える者として存在し、そして至高の魂として知られている。の所有者、監督者、許可を与える者として存在し、そして至高の魂として知られている。の所有者、監督者、許可を与える者として存在し、そして至高の魂として知られている。の所有者、監督者、許可を与える者として存在し、そして至高の魂として知られている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節では、つねに個々の魂と共存する至高の魂が至高主の代理者であると

言われています。主はふつうの生命体とは違います。一元論哲学者たちは、「肉体を知る者」

を一人と見なしているため、至高の魂と個々の魂のあいだに違いはないと考えています。こ

の点を明確にするため、主はすべての肉体のなかでパラマートマーとして住んでいる、と言

われています。主と個々の魂は別々の存在です。主はパラ（para）、超越的です。個々の

魂は、ある特定の活動の場で楽しんでいますが、至高の魂は限られた享楽者でも、体の活動

にかかわる者でもなく、目撃者、監督者、許可者、最高の享楽者です。主の名前はパラマー

トマー（Paramätmä）であり、アートマー（ätmä）ではなく、また超越的です。アートマ

ーとパラマートマーは異なる存在であることは明らかです。至高の魂・パラマートマーはど

こにでも手や足を持っていますが、個々の魂はそうではありません。そしてパラマートマー

は至高主ですから、個々の魂が求めている物質的な楽しみを許すためにその魂の内に存在し

ています。至高の魂の許しがなければ、個々の魂はなにもできません。個々の魂はブクタ

（bhukta）・維持される者、そして主はボークター（bhoktä）・維持する者です。無数の

生命体がいますが、主はかれらのなかに友人として存在しています。 

 個々の生命体は至高主の永遠な部分体であり、両者は友人として親密に結ばれている関係

にあります。しかし生命体のほうは至高主の教えを拒否し、自然界を支配するために勝手な

行動をとる傾向があるため、至高主の「中間の力」と言われています。生命体は物質の力と

精神的な力のどちらにもとどまることができます。物質の力に縛られていれば、至高主は、

友人として、その魂が精神的力のほうにもどってくるようとどまります。主はいつでも、生

命体が精神的な力にもどってくることを願っているのですが、生命体にはささやかな自主性

があるために、精神的な光とのかかわりを拒絶しつづけています。自主性をまちがって使っ

ていることが、条件づけられたこの世界で苦労する原因になっています。だからこそ主は、

いつも生命体に、内側からも外側からも教えをさずけています。外側からは『バガヴァッド・

ギーター』にあるような教えをさずけ、内側からはこの世界ではほんとうには幸せになれな

いことを納得させようとしています。「物質的活動を捨て、わたしを信頼せよ。そうすれば

幸せになれる」。主はそう言っています。こうして、パラマートマー、すなわち最高人格主

神にすがるほどの知性を持つ人は、知識と喜びにあふれた永遠な生活にむかって進んでいき

ます。 
 

第第第第24節節節節                                Ya  Wv& veita Pauåz& Pa[k*-iTa& c Gau<aE" Sah ) 
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Na Sa >aUYaae_i>aJaaYaTae )) 24 )) 
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ya evaà vetti puruñaà 

prakåtià ca guëaiù saha 

sarvathä vartamäno 'pi 

na sa bhüyo 'bhijäyate 
 

 yaù—〜である者はだれでも; evam—このように; vetti—理解する; puruñam—生命体; 

prakåtim—物質自然界 ; ca—そして ; guëaiù—物質自然界の様式 ; saha—〜と共に ; 

sarvathä—すべての道において; vartamänaù—位置されて; api—〜にかかわらず; na—決

して〜ない; saù—彼; bhüyaù—再び; abhijäyate—誕生する。 
 

訳訳訳訳        物質自然界、生命体、自然界の様式の相互作用に関する哲学を悟った者は、物質自然界、生命体、自然界の様式の相互作用に関する哲学を悟った者は、物質自然界、生命体、自然界の様式の相互作用に関する哲学を悟った者は、物質自然界、生命体、自然界の様式の相互作用に関する哲学を悟った者は、かなかなかなかな

らずらずらずらず解放を達成する。解放を達成する。解放を達成する。解放を達成する。いまいまいまいまどのどのどのどのような状態にあっても、ここにふたたび生まれることはような状態にあっても、ここにふたたび生まれることはような状態にあっても、ここにふたたび生まれることはような状態にあっても、ここにふたたび生まれることは

ない。ない。ない。ない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     物質自然界、至高の魂、生命体、そしてこれらの相互関係をはっきり理解す

れば、解放を達成することができ、物質自然界に連れもどされることもなく、精神的世界に

もどっていきます。これが、知識を得た結果です。知識の目標は、生命体がいつのまにか物

質界に転落してしまったことを明確に理解することにあります。正しい権威者、神聖な人物、

精神指導者に導かれながら努力することで、自分の立場をよく理解し、人格主神が教えると

おりに『バガヴァッド・ギーター』を理解し、精神的な意識、すなわちクリシュナ意識にも

どらなくてはなりません。そうすれば、物質界にはぜったいにもどってきません。精神界に

移され、知識と喜びにあふれた永遠の生活を楽しむことができます。 
 

第第第第25節節節節                                DYaaNaeNaaTMaiNa PaXYaiNTa ke-icdaTMaaNaMaaTMaNaa ) 
ANYae  Saa&:YaeNa  YaaeGaeNa  k-MaRYaaeGaeNa  caPare )) 25 )) 

 

dhyänenätmani paçyanti 

kecid ätmänam ätmanä 

anye säìkhyena yogena 

karma-yogena cäpare 
 

 dhyänena—瞑想によって; ätmani—自己の内に; paçyanti—見る; kecit—ある者達; 

ätmänam—至高の魂; ätmanä—心によって; anye—他の者達; säìkhyena—哲学的話し合

いの; yogena—ヨーガ法によって; karma-yogena—結果を望む活動によって; ca—もまた; 

apare—他の者達。 
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訳訳訳訳        瞑想を瞑想を瞑想を瞑想をしてしてしてして自己のうちに至高の魂を見いだす自己のうちに至高の魂を見いだす自己のうちに至高の魂を見いだす自己のうちに至高の魂を見いだす者者者者、あるいは知識を、あるいは知識を、あるいは知識を、あるいは知識を高めることで高めることで高めることで高めることで、、、、

さらにはさらにはさらにはさらには結果を望結果を望結果を望結果を望まずにまずにまずにまずに活動活動活動活動することですることですることですることで至高の魂を見いだす至高の魂を見いだす至高の魂を見いだす至高の魂を見いだす者もいる者もいる者もいる者もいる。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はアルジュナに、自己の悟りを追求する条件づけられた魂は２種類に分け

られる、と説きました。無神論者、不可知論者、懐疑論者たちは、精神的な知識を求める気

持ちはまったくありません。しかしほかにも、精神生活に関する自分の理解に信念を持つ

人々がおり、このような人々は、内省的な献愛者、哲学者、活動の結果を放棄する活動者と

呼ばれています。一元論の考えを立証しようとする人々も、無神論者や不可知論者と見なさ

れます。言いかえると、最高人格主神の献愛者だけがもっとも優れた精神的理解をそなえて

いる、ということです。物質界を超えた次元に精神界があり、すべての生物のなかに遍在す

る神、すなわち至高の魂パラマートマーとしても拡張している最高人格主神がいることを理

解しているからです。もちろん、知識を修養しながら至高の絶対真理を知ろうとする人々も

いて、かれらも信念をそなえている人々に分類することができます。サーンキャ哲学者は物

質界を24の要素として分析し、個々の魂を25番目の要素と考えます。個々の魂が物質の要

素を超越した次元にいることを理解すれば、個々の魂を超えた次元に最高人格主神が存在す

ることも理解できるようになります。主は26番目の要素にあたります。こうして、かれら

もクリシュナ意識のなかで実践する献愛奉仕の基準に徐々に到達します。結果にとらわれず

に活動する人々も正しい心がまえをそなえており、やがてクリシュナ意識のなかで献愛奉仕

をする機会が与えられます。この節では、純粋な意識のなかで瞑想をして至高の魂を見つけ

だそうとする人々がいて、やがてみずからの内に至高の魂を見いだしたとき、超越的な境地

に到達する、と述べられています。同じように、知識を修養して至高の魂を知ろうとする人々、

またハタ・ヨーガを修練する人々、さらには子どもじみた活動をとおして最高人格主神を満

足させようとする人々もいる、とも述べられています。 

 

第第第第26節節節節                                    ANYae TvevMaJaaNaNTa" é[uTvaNYae>Ya oPaaSaTae ) 
Tae_iPa  caiTaTarNTYaev  Ma*TYau& é[uiTaParaYa<aa" )) 26 )) 

 

anye tv evam ajänantaù 

çrutvänyebhya upäsate 

te 'pi cätitaranty eva 

måtyuà çruti-paräyaëäù 
 

 anye—他の者達 ; tu—しかし ; evam—このように ; ajänantaù—精神的知識なしで ; 

çrutvä—聞くことで; anyebhyaù—他の者達から; upäsate—崇拝を始める; te—彼ら; api—

も ま た ; ca— そ し て ; atitaranti— 超 越 す る ; eva— 確 か に ; måtyum— 死 の 道 ; 



30 

 

çruti-paräyaëäù—聞く方法に興味がある。 
 

訳訳訳訳        さらに、精神的知識にくわしさらに、精神的知識にくわしさらに、精神的知識にくわしさらに、精神的知識にくわしくくくくはないけれども、主についてさまざまな情報はないけれども、主についてさまざまな情報はないけれども、主についてさまざまな情報はないけれども、主についてさまざまな情報源源源源かかかか

ら聞き、至高の人物を崇拝しはじめる者たちもいる。正しら聞き、至高の人物を崇拝しはじめる者たちもいる。正しら聞き、至高の人物を崇拝しはじめる者たちもいる。正しら聞き、至高の人物を崇拝しはじめる者たちもいる。正しい権威者から聞こうとするかい権威者から聞こうとするかい権威者から聞こうとするかい権威者から聞こうとするか

れらは、誕生と死の道から救われる。れらは、誕生と死の道から救われる。れらは、誕生と死の道から救われる。れらは、誕生と死の道から救われる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節はとくに現代人にあてはまります。精神的な知識についてほとんどな

にも教育がなされていない時代だからです。無神論的で、不可知論的で、哲学的だと思われ

る人々でも、じつは哲学をほとんど知りません。一般の人たちの場合、信心深い魂であれば、

聞くことで精神的に高められるチャンスがあります。聞く、という方法はとても重要です。

現代社会にクリシュナ意識を説いた主チャイタンニャは、聞く方法を強調しています。凡人

であっても、ただ由緒ある情報源から聞くだけで、とくに、ハレー・クリシュナという超越

的なひびき――ハレー クリシュナ、ハレー クリシュナ、クリシュナ クリシュナ、ハレー ハ

レー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、ラーマ ラーマ、ハレー ハレー――を聞くだけで精

神的に高められるからです。ですから、だれであっても、悟った魂から話を聞く機会を活用

すればすべてを少しずつ理解し、そして至高主を自然に崇拝できるようになります。主チャ

イタンニャはが言っています、いまの生活を変える必要はない、ただ我流の考えで絶対真理

者を知ろうとする姿勢を捨てなくてはならない、と。至高主の知識をそなえている人々に仕

えられるよう学ばなくてはなりません。純粋な献愛者に救いを求め、自己の悟りについて聞

き、その人物の足跡に従う幸運にめぐまれれば、やがて純粋な献愛者の境地に高められてい

きます。この節では、聞く方法が強く勧められており、なにより私たちによくあてはまる教

えです。ふつうの人は哲学者と呼ばれるほどの知性をそなえていませんが、権威ある人物か

ら誠実な心がまえで聞けば、物質界を超越し、ふるさとに、神のもとに帰ることができます。 
 

第第第第27節節節節                                    YaavTSaÅaYaTae ik-iÄTSatv& SQaavrJa(r)MaMa( ) 
+ae}a+ae}ajSa&YaaeGaataiÜiÖ       >arTazR>a )) 27 )) 

 

yävat saïjäyate kiïcit 

sattvaà sthävara-jaìgamam 

kñetra-kñetrajïa-saàyogät 

tad viddhi bharatarñabha 
 

 yävat—何でも ; saïjäyate—存在するようになる ; kiïcit—何でも ; sattvam—存在 ; 

sthävara—動いていない; jaìgamam—動いている; kñetra—肉体の; kñetra-jïa—そして肉

体を知る者; saàyogät—〜の間の結合によって; tat viddhi—あなたはそれを知らなくては

ならない; bharata-åñabha—バーラタ家の筆頭者よ。 
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訳訳訳訳     バーラタ家の第一人者よ。この世界にある動くもの・動かないものはすべて、活バーラタ家の第一人者よ。この世界にある動くもの・動かないものはすべて、活バーラタ家の第一人者よ。この世界にある動くもの・動かないものはすべて、活バーラタ家の第一人者よ。この世界にある動くもの・動かないものはすべて、活

動の場とその場を知る者が結び動の場とその場を知る者が結び動の場とその場を知る者が結び動の場とその場を知る者が結びついて作られたもの、と理解ついて作られたもの、と理解ついて作られたもの、と理解ついて作られたもの、と理解しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。 

 

要旨解要旨解要旨解要旨解説説説説     宇宙が創造されるまえから存在していた物質自然界と生命体について、この

節が説明しています。「作られるもの」は、生命体と物質自然界の結合によるものです。木、

山、丘などといった動かないもの、そして動いている数多くの物体も、物質自然界と優性の

質である生命体が結びついて作りだされました。優性の質、すなわち生命体との接触がなけ

れば、なにも成⻑しません。物質と優性の質との関係は永遠につづき、両者の結合は至高主

の意図でおこなわれます。主が優性・劣性の質の支配者だということです。物質が主によっ

て作られ、優性の質（生命体）が物質自然界のなかに入れられ、こうしてすべての活動と現

象が作りだされるのです。 
 

第第第第28節節節節                                SaMa&   SaveRzu   >aUTaezu   iTaïNTa&   ParMaeìrMa( ) 
ivNaXYaTSvivNaXYaNTa& Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 28 )) 

 

samaà sarveñu bhüteñu 

tiñöhantaà parameçvaram 

vinaçyatsv avinaçyantaà 

yaù paçyati sa paçyati 
 

 samam—等しく; sarveñu—すべての中に; bhüteñu—生命体達; tiñöhan-tam—住んでい

る; parama-éçvaram—至高の魂; vinaçyatsu—破壊される者の中に; avinaçyantam—破壊

されない; yaù—〜である者は誰でも; paçyati—見る; saù—彼; paçyati—実際に見る。 
 

訳訳訳訳     すべてのすべてのすべてのすべての体体体体のなかで至高の魂と個々の魂がともに住んでいる様を見る者、破壊さのなかで至高の魂と個々の魂がともに住んでいる様を見る者、破壊さのなかで至高の魂と個々の魂がともに住んでいる様を見る者、破壊さのなかで至高の魂と個々の魂がともに住んでいる様を見る者、破壊さ

れるれるれるれる体体体体のなかに住む２のなかに住む２のなかに住む２のなかに住む２つの魂がけっして死なないことを知る者は、ものごとをありのまつの魂がけっして死なないことを知る者は、ものごとをありのまつの魂がけっして死なないことを知る者は、ものごとをありのまつの魂がけっして死なないことを知る者は、ものごとをありのま

まに見ている。まに見ている。まに見ている。まに見ている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     優れた交流をとおして、３つの様相――肉体、肉体の所有者である個々の魂、

そして個々の魂の友――が結合している様子を見ることができる人は、ほんとうの知識をそ

なえています。精神的知識を悟っている人と交流しなければ、この３つの要素を見ることは

できません。献愛者との交流がなければ無知に影響され、肉体だけを見て、肉体が死ねばす

べては終わる、と考えるようになります。もちろん、それは事実ではありません。肉体が死

んでも、そのなかにいる魂も至高の魂も生きつづけ、動く生物・動かない生物の体をくり返

し受けいれます。サンスクリット語のparameçvara（パラメーシュヴァラ）という言葉はときに

「個々の魂」と訳されることがありますが、魂は肉体の主人であり、肉体が死んだあとは別
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の姿に移されるからです。その意味で、魂は主人とも言えます。しかし、このパラメーシュ

ヴァラを至高の魂と解釈する人々もいます。どちらの場合でも、至高の魂と個々の魂は共存

をつづけます。死ぬことはありません。このように見ることのできる人物が、じっさいに起

こっていることを正しく見ることができます。 
 

第第第第29節節節節                            SaMa&   PaXYaiNh   SavR}a   SaMaviSQaTaMaqìrMa(  ) 
Na ihNaSTYaaTMaNaaTMaaNa& TaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 29 )) 

 

samaà paçyan hi sarvatra 

samavasthitam éçvaram 

na hinasty ätmanätmänaà 

tato yäti paräà gatim 
 

samam— 等 し く ; paçyan— 見 て い る ; hi— 確 か に ; sarvatra— ど こ に も ; 

samavasthitam—等しく位置している; éçvaram—至高の魂; na—〜しない; hinasti—堕落

する; ätmanä—心によって; ätmänam—魂; tataù—その時; yäti—到達する; paräm—超越

的世界; gatim—目的地。 
 

訳訳訳訳     至高の魂をどこにでも、すべての生命体のうちに等しく見る者は、心によって堕落

させられることはない。こうして、超越的な目的地に近づくのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     生命体は、物質界に入ることで、本来の精神的境地とは違った状況に置かれ

ます。しかしもし、至高者がパラマートマーとしてあらゆる場所にいることを理解すれば、

つまり、最高人格主神をすべての生命体の内に見ることができるようになれば、破壊的な心

によってみずからを堕落させることはなく、やがて精神界に高められていきます。心は感覚

を満たそうとするものですが、その心が至高の魂に向けられれば、精神的な理解を高めるこ

とができます。 

 

第第第第30節節節節                                    Pa[k*-TYaEv c k-MaaRi<a i§-YaMaa<aaiNa SavRXa" ) 
Ya"  PaXYaiTa TaQaaTMaaNaMak-TaaRr& Sa PaXYaiTa )) 30 )) 

 

prakåtyaiva ca karmäëi 

kriyamäëäni sarvaçaù 

yaù paçyati tathätmänam 

akartäraà sa paçyati 
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 prakåtyä— 物 質 自 然 界 に よ っ て ; eva— 確 か に ; ca— も ま た ; karmäëi— 活 動 ; 

kriyamäëäni— 実 行 さ れ て ; sarvaçaù— あ ら ゆ る 面 で ; yaù— 〜 であ る 者 は 誰 で も ; 

paçyati—見る ; tathä—もまた ; ätmänam—彼自身 ; akartäram—非行為者 ; saù—彼 ; 

paçyati—完璧に見る。 
 

訳訳訳訳     どのような活動も物質自然界が作った肉体によってなされ、魂はなにもしていなどのような活動も物質自然界が作った肉体によってなされ、魂はなにもしていなどのような活動も物質自然界が作った肉体によってなされ、魂はなにもしていなどのような活動も物質自然界が作った肉体によってなされ、魂はなにもしていな

い、と見る者は、ものごとを正しく見ている。い、と見る者は、ものごとを正しく見ている。い、と見る者は、ものごとを正しく見ている。い、と見る者は、ものごとを正しく見ている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     肉体は、至高の魂の指示で物質自然界によって作られ、肉体をとおしてなさ

れる活動は魂が起こしたものではありません。しなくてはならないことは、幸せのためでも

苦しみのためでも、行動を強いられます。体がそのように作られているからです。しかし、

魂はその肉体の活動とは一切かかわっていません。肉体は魂の過去の望みに応じて与えられ

たものです。その望みを満たすために肉体が与えられ、魂はその肉体の要求にもとづいて行

動します。肉体は機械であり、私たちが望みを満たすために至高主が設計したものです。望

みがあるために、苦境におちいったり、苦しんだり、楽しんだりしています。生命体をこの

ような超越的な考えで見つめる人は、肉体の活動から解放されます。そのような見方ができ

る人が、真の目撃者です。 
 

第第第第31節節節節                                Yada     >aUTaPa*QaG>aavMaek-SQaMaNauPaXYaiTa ) 
TaTa Wv c ivSTaar& b]ø SaMPaÛTae Tada )) 31 )) 

 

yadä bhüta-påthag-bhävam 

eka-stham anupaçyati 

tata eva ca vistäraà 

brahma sampadyate tadä 
 

 yadä—〜の時; bhüta—生命体達の; påthak-bhävam—分離した正体; eka-stham—１つ

として位置する; anupaçyati—正しい権威を通して見ようとする者; tataù eva—その後; 

ca—もまた; vistäram—拡張; brahma—絶対者; sampadyate—彼は到達する; tadä—その

時。 
 

訳訳訳訳     聡明な人物は、聡明な人物は、聡明な人物は、聡明な人物は、体体体体が違うが違うが違うが違うからからからから魂もそれぞれ違う、というまちがった見方をやめ、魂もそれぞれ違う、というまちがった見方をやめ、魂もそれぞれ違う、というまちがった見方をやめ、魂もそれぞれ違う、というまちがった見方をやめ、

生生生生命体はどこにでもいると見るようになり、その結果、ブラフマンの命体はどこにでもいると見るようになり、その結果、ブラフマンの命体はどこにでもいると見るようになり、その結果、ブラフマンの命体はどこにでもいると見るようになり、その結果、ブラフマンの境地境地境地境地に到達する。に到達する。に到達する。に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        生命体のさまざまな体は、個々の魂のさまざまな望みゆえに作られた、と見

るようになれば、そして体と魂とはなんの関係もない、と見るのであれば、それは正しい見
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方です。物中心の生活をしていれば、だれかは半神、だれかは人間、だれかは犬、猫、など

という見方をします。これは物質的な見方であり、正しくありません。このような区別は、

命を物質的な観念から見ているために起こります。肉体が死んだあと、精神魂は一つの存在

として存続します。精神魂は、物質の力と接触するために、さまざまな形の体を得ます。こ

の事実を見抜ける人が精神的な視野に到達します。こうして、人間、動物、大きい、下等と

いった見方をしなくなった人は、意識を浄化させ、自分本来の精神的正体にもとづいてクリ

シュナ意識を高めることができます。ものごとをどう見るか、それが次の節で説明されます。 

 

第第第第32節節節節                                    ANaaidTvaiàGauR<aTvaTParMaaTMaaYaMaVYaYa"      ) 
XarqrSQaae_iPa k-aENTaeYa Na k-raeiTa Na il/PYaTae )) 32 )) 

 

anäditvän nirguëatvät 

paramätmäyam avyayaù 

çaréra-stho 'pi kaunteya 

na karoti na lipyate 
 

 anäditvät—永遠であることから; nirguëatvät—超越的であることから; parama—物質

自然界を超えて; ätmä—精神魂; ayam—この; avyayaù—無尽蔵の; çaréra-sthaù—体内に

住んでいる; api—〜ではあるが; kaunteya—クンティーの子よ; na karoti—何もしない; na 

lipyate—束縛もされない。 
 

訳訳訳訳     永遠性にもとづく視力を持つ者たちは、不滅の魂は物質界を超越し、永遠で、自永遠性にもとづく視力を持つ者たちは、不滅の魂は物質界を超越し、永遠で、自永遠性にもとづく視力を持つ者たちは、不滅の魂は物質界を超越し、永遠で、自永遠性にもとづく視力を持つ者たちは、不滅の魂は物質界を超越し、永遠で、自

然界の様式を超えていることを知っている。アルジュナよ。魂は、然界の様式を超えていることを知っている。アルジュナよ。魂は、然界の様式を超えていることを知っている。アルジュナよ。魂は、然界の様式を超えていることを知っている。アルジュナよ。魂は、体体体体のなかに入ってものなかに入ってものなかに入ってものなかに入っても

なにかをするわけでも、また物質界に縛られることもない。なにかをするわけでも、また物質界に縛られることもない。なにかをするわけでも、また物質界に縛られることもない。なにかをするわけでも、また物質界に縛られることもない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     肉体が誕生するとき、生命体が「現われた」ように見えます。しかし、生命

体は永遠です。生まれもしないし、体のなかにあっても超越的で永遠です。ですから、生命

体は死にません。もともと喜びに満ちあふれています。物質的な活動にはほんとうはかかわ

っていません。ですから、体と接触することでなされる活動は、じつは生命体を物質的状況

に巻きこんではいないのです。 
 

第第第第33節節節節 

 

YaQaa SavRGaTa& SaaE+MYaadak-aXa& NaaePail/PYaTae ) 
SavR}aaviSQaTaae  dehe TaQaaTMaa NaaePail/PYaTae )) 33 )) 
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yathä sarva-gataà saukñmyäd 

äkäçaà nopalipyate 

sarvaträvasthito dehe 

tathätmä nopalipyate 
 

 yathä—〜として ; sarva-gatam—遍在している ; saukñmyät—希薄であることから ; 

äkäçam— 空間 ; na— 決して〜ない ; upalipyate— 混ざり合う ; sarvatra— どこでも ; 

avasthitaù—位置して; dehe—体内に; tathä—そのように; ätmä—自己; na—決して〜ない; 

upalipyate—混ざり合う。 
 

訳訳訳訳     空間は空間は空間は空間は希薄な特性希薄な特性希薄な特性希薄な特性を持っているためを持っているためを持っているためを持っているため、あらゆる場所に広がってはいるが、ほかの、あらゆる場所に広がってはいるが、ほかの、あらゆる場所に広がってはいるが、ほかの、あらゆる場所に広がってはいるが、ほかの

なにものとも混なにものとも混なにものとも混なにものとも混ざざざざりあうことはない。またブラフマンの境地にある魂は、体内にあってりあうことはない。またブラフマンの境地にある魂は、体内にあってりあうことはない。またブラフマンの境地にある魂は、体内にあってりあうことはない。またブラフマンの境地にある魂は、体内にあって

もその肉体と混もその肉体と混もその肉体と混もその肉体と混ざりあざりあざりあざりあうことはない。うことはない。うことはない。うことはない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     空気は水、泥、糞、あるいは周辺にある物体すべてのなかに浸透していきま

す。それでも、その物体と混ざりあうことはありません。同じように、生命体はさまざまな

体のなかにいても、希薄であるため、肉体と融合することはありません。物質的な目で見て

いるかぎり、生命体が肉体とどのようにかかわっているか、肉体が死んでもどのように離れ

ているのか、正確には理解できません。物質科学の目では見定めることはできないのです。 
 

第第第第34節節節節                                    YaQaa Pa[k-aXaYaTYaek-" k*-Tò& l/aek-iMaMa& riv" ) 
+ae}a&  +ae}aq  TaQaa k*-Tò& Pa[k-aXaYaiTa >aarTa )) 34 )) 

 

yathä prakäçayaty ekaù 

kåtsnaà lokam imaà raviù 

kñetraà kñetré tathä kåtsnaà 

prakäçayati bhärata 
 

 yathä—〜のように; prakäçayati—照らしている; ekaù—一つ; kåtsnam—全体; lokam—

宇宙; imam—この; raviù—太陽; kñetram—この肉体; kñetré—魂; tathä—同じように; 

kåtsnam—すべて; prakäçayati—照らしている; bhärata—バラタの子よ。 
 

訳訳訳訳     バラタの子よ。１バラタの子よ。１バラタの子よ。１バラタの子よ。１つの太陽が宇宙全体を広く照らしているように、体内にいる生つの太陽が宇宙全体を広く照らしているように、体内にいる生つの太陽が宇宙全体を広く照らしているように、体内にいる生つの太陽が宇宙全体を広く照らしているように、体内にいる生

命体が意識をとおして命体が意識をとおして命体が意識をとおして命体が意識をとおして体体体体全体を照らしている。全体を照らしている。全体を照らしている。全体を照らしている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        意識についてはさまざまな考え方があります。『バガヴァッド・ギーター』

のこの節は、その意識を太陽と光の例をとおして説明しています。太陽が１箇所にあって全
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宇宙を照らしているように、心臓に住む精神魂という小さな存在が意識をとおして体全体を

照らしています。太陽の光が太陽の存在を証明しているように、意識が魂の存在の証拠です。

魂が体内にいれば意識が体全体に広がり、その魂が体内から出た瞬間、意識も消えていきま

す。これは、知性があればだれでもわかることです。ですから、意識は物質が合わさって作

られたわけではありません。生命体の兆候です。生命体の意識は、至高の意識と質的には同

じでも、最高の意識とはいえません。１つの体の意識は、ほかの体の意識のことまではわか

らないからです。いっぽう至高の魂は個々の魂の友として、すべての体のなかにいて、すべ

ての体を意識しています。それが至高の意識と個々の意識の違いです。 

 

第第第第35節節節節                                    +ae}a+ae}ajYaaerevMaNTar&        jaNac+auza ) 
>aUTaPa[k*-iTaMaae+a& c Yae ivduYaaRiNTa Tae ParMa( )) 35 )) 

 

kñetra-kñetrajïayor evam 

antaraà jïäna-cakñuñä 

bhüta-prakåti-mokñaà ca 

ye vidur yänti te param 
 

 kñetra—肉体の; kñetra-jïayoù—肉体の所有者の; evam—このように; antaram—その違

い; jïäna-cakñuñä—知識という視力によって; bhüta—生命体の; prakåti—物質自然界か

ら; mokñam—解放; ca—もまた; ye—〜である者達; viduù—知っている; yänti—近づく; 

te—彼ら; param—至高者。 
 

訳訳訳訳     知識という目で「知識という目で「知識という目で「知識という目で「体体体体」と「」と「」と「」と「体体体体を知る者」の違いを見て、自然界の束縛から解放さを知る者」の違いを見て、自然界の束縛から解放さを知る者」の違いを見て、自然界の束縛から解放さを知る者」の違いを見て、自然界の束縛から解放さ

れる方れる方れる方れる方法を理解法を理解法を理解法を理解すすすする者たちが最高の目標に到達する。る者たちが最高の目標に到達する。る者たちが最高の目標に到達する。る者たちが最高の目標に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        第13章の要旨は、肉体、肉体の所有者、至高の魂の違いを知ることにありま

す。この章の第８章から第12節で説明されているように、解放されるための方法を理解し

なくてはなりません。それができてこそ、最高の目的地にむかって進むことができます。 

 誠実な人なら、優れた交流をとおして神について聞くはずですし、そして少しずつ理解を

深めていきます。精神指導者を受けいれれば、物質と精神の違いが学べますし、それがさら

なる精神的理解への足がかりになります。精神指導者はさまざまな教えをとおして、弟子が

肉体観念から解放されるよう導きます。『バガヴァッド・ギーター』でクリシュナがアルジ

ュナに、その方法を説いているのがその例です。 

 肉体が物質でできていることはだれにもわかります。その肉体は24の要素で作られてい

ます。肉体は濃密な表われです。そして希薄な表われは心と心の動きです。命の兆候は、こ

れらの要素が相互に作用しあって表わされています。しかしその上に魂が、そして至高の魂
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が存在しています。魂と至高の魂という２つの存在がある、ということです。物質界は、魂

と24の要素が結合することで機能しています。魂と物質がいるからこそ物質界は機能して

いることを理解し、そして至高の魂がいることを理解できる人が、精神界に移される資格を

持っています。このような知識は深く考えて悟るものであり、私たちは、精神指導者の助け

を借りてこの章を理解しなくてはなりません。 

 

 これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』の第

13章、「自然、享楽者、そして意識」に関する要旨解説を終了します。 


