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物質自然界の三様式物質自然界の三様式物質自然界の三様式物質自然界の三様式 

 
第１節第１節第１節第１節                                                    é[q>aGavaNauvac ) 

Par&  >aUYa"  Pa[v+YaaiMa  jaNaaNaa&  jaNaMautaMaMa(  ) 
YaJjaTva MauNaYa" SaveR Para& iSaiÖiMaTaae GaTaa" )) 1 )) 

 
çré-bhagavän uväca 

paraà bhüyaù pravakñyämi 

jïänänäà jïänam uttamam 

yaj jïätvä munayaù sarve 

paräà siddhim ito gatäù 
 
 çré-bhagavän uväca— 最 高 人 格 主 神 が 言 っ た ; param— 超 越 的 ; bhüyaù— 再 び ; 

pravakñyämi—私は語ろう; jïänänäm—すべての知識の; jïänam—知識; uttamam—至高

者; yat—〜であるもの; jïätvä—知ること; munayaù—聖者達; sarve—すべて; paräm—超

越的; siddhim—完成; itaù—この世界から; gatäù—到達した。 
 
訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「もっとも高い最高人格主神が言いました。「もっとも高い最高人格主神が言いました。「もっとも高い最高人格主神が言いました。「もっとも高い知恵知恵知恵知恵、、、、そしてすべてのそしてすべてのそしてすべてのそしてすべての知識の知識の知識の知識のなかでなかでなかでなかで

最善の知識について、もう一度あ最善の知識について、もう一度あ最善の知識について、もう一度あ最善の知識について、もう一度あなたに話そう。なたに話そう。なたに話そう。なたに話そう。聖者聖者聖者聖者たちすべてたちすべてたちすべてたちすべてが、この知識が、この知識が、この知識が、この知識を悟ってを悟ってを悟ってを悟って

至上の至上の至上の至上の完成完成完成完成を達成したを達成したを達成したを達成した」」」」 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     シュリー・クリシュナは、第７章から第12章をとおして絶対真理者、最高人

格主神について詳しく説明してきました。そしていま、さらにアルジュナを啓発させようと

しています。この章を哲学的な思索をとおして理解すれば、献愛奉仕が理解できます。第

13章では、謙虚な気持ちで知識を高めていけば束縛から解放されると説明されました。ま

た、魂が物質界で束縛されているのは自然の様式との接触によることも明確に説明されまし

た。そしてこの章では、自然の様式がどのように作用しているのか、どのように生命体を縛

り、どうすれば解放されるか、について説明されていきます。この章で明らかにされる知識

はこれまでの章の知識よりも優れている、と至高主が断言しています。この知識を理解した

さまざまな聖者が完璧な境地に到達し、精神界に帰っていきました。主はいま、同じ知識を

 

 

 
 



さらにわかりやすく説明します。この知識は、これまで説明されてきた知識よりもはるかに

優れており、理解することで私たちは完成の境地に到達できます。この第14章を理解した

人は、完成を達成できる、ということです。 

 

第２節第２節第２節第２節                                    wd&   jaNaMauPaaié[TYa  MaMa  SaaDaMYaRMaaGaTaa" ) 
SaGaeR_iPa NaaePaJaaYaNTae Pa[l/Yae Na VYaQaiNTa c )) 2 )) 

 

idaà jïänam upäçritya 

mama sädharmyam ägatäù 

sarge 'pi nopajäyante 

pralaye na vyathanti ca 
 

 idam— こ の ; jïänam— 知識 ; upäçritya— 〜に 保護 を求 めてい る ; mama— 私の ; 

sädharmyam—同じ特質; ägatäù—到達して; sarge api—創造においてでさえ; na—決して

〜ない; upajäyante—生まれる; pralaye—破壊において; na—〜もない; vyathanti—乱され

る; ca—もまた。 
 

訳訳訳訳     この知識を理解すれば、わたしと同この知識を理解すれば、わたしと同この知識を理解すれば、わたしと同この知識を理解すれば、わたしと同じ超越的な質を得ることができる。その心境じ超越的な質を得ることができる。その心境じ超越的な質を得ることができる。その心境じ超越的な質を得ることができる。その心境

に立脚していれば、創造のときに生まれることも、に立脚していれば、創造のときに生まれることも、に立脚していれば、創造のときに生まれることも、に立脚していれば、創造のときに生まれることも、破壊のときに乱されることもない。破壊のときに乱されることもない。破壊のときに乱されることもない。破壊のときに乱されることもない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  完璧で崇高な知識を得たあと、最高人格主神と同じ気質を身につけ、誕生と

死のくり返しから解放されます。しかしそれでも、個々の魂としての個性を失うわけではあ

りません。ヴェーダ経典をとおして理解できるのは、精神界の超越的な惑星に入った魂たち

は、主への崇高な愛情奉仕をしながら、いつも至高主の蓮華の御足に身をゆだねている、と

いうことです。ですから、解放を達成したあとも、献愛者は自分の個性を失うことはありま

せん。 

 ふつう、物質界で得られる知識は三様式のためにけがれています。三様式にけがされてい

ない知識を超越的知識といいます。その知識に立脚していれば、至高の人物と同じ境地にい

ることになります。精神界についてなにも知らない人々は、物質的な活動から解放されたあ

とは精神的な姿のない、そして多様性もない状態に入る、と考えます。しかし、物質界に物

質的な多様性があるように、精神界にも多様性があります。このことを知らない人々は、精

神的存在は物質的な多様性の正反対にすぎない、と考えます。しかしじっさいは、精神界に

帰った生命体は精神的な姿を得ます。精神的な活動は精神界で尽きることなくおこなわれま

す。それが献愛奉仕の生活です。精神界にけがれはなく、すべてが至高主と同じ質をそなえ

ています。そのような知識を得るためには、精神的な気質を高めなくてはなりません。その

境地が達成できれば、物質界の創造にも破壊にも影響を受けることはありません。 



第３節第３節第３節第３節                                    MaMa YaaeiNaMaRhd(Ba]ø TaiSMaNGa>a| dDaaMYahMa( ) 
SaM>av"  SavR>aUTaaNaa&  TaTaae  >aviTa >aarTa )) 3 )) 

 

mama yonir mahad brahma 

tasmin garbhaà dadhämy aham 

sambhavaù sarva-bhütänäà 

tato bhavati bhärata 
 

 mama—私の; yoniù—誕生の源; mahat—物質存在全体; brahma—至高の; tasmin—そ

の 中 で ; garbham— 妊 娠 ; dadhämi— 創 造 す る ; aham— 私 ; sambhavaù— 可 能 性 ; 

sarva-bhütänäm—全生命体の; tataù—その後; bhavati—〜になる; bhärata—バラタの子

よ。 
 

訳訳訳訳     バラタの子よ。ブラフマンと呼ばれる物質総体が誕生の原因であり、わたしがそバラタの子よ。ブラフマンと呼ばれる物質総体が誕生の原因であり、わたしがそバラタの子よ。ブラフマンと呼ばれる物質総体が誕生の原因であり、わたしがそバラタの子よ。ブラフマンと呼ばれる物質総体が誕生の原因であり、わたしがそ

の総体を受胎させ、すべての生命体を誕生させている。の総体を受胎させ、すべての生命体を誕生させている。の総体を受胎させ、すべての生命体を誕生させている。の総体を受胎させ、すべての生命体を誕生させている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     これが物質界の説明です。すべてはクシェートラとクシェートラ・ギャ、す

なわち肉体と精神魂の結合によって生じています。物質自然界と生命体のこの結合は、至高

の神によってなされます。マハトゥ・タットヴァは宇宙現象界の根源です。物質が作られる

源であるその物質総体には三様式が含まれ、ときにブラフマンと呼ばれることがあります。

最高人格主神はこの物質総体を受胎させて無数の宇宙を作りだします。物質の全要素の源・

マハトゥ・タットゥヴァはヴェーダ経典（『ムンダカ・ウパニシャッド』第１編・第１章・

第９節）でブラフマンと述べられています。Tasmäd etad brahma näma-rüpam annaà ca 

jäyate。至高の人物が、生命体という種でブラフマンを受胎させます。土から始まる水、火、

空気などの24の物質要素はどれも物質の力に属し、マハドゥ・ブラフマ（mahad brahma）、

すなわち偉大なブラフマン（物質自然界）を構成しています。第７章で説明されましたが、

優性の質である生命体（魂）はこの物質界を超えた境地に属します。この優性の自然（魂）

が最高人格主神の意志によって物質自然界のなかに入れられ、やがて生命体が肉体をまとっ

て誕生します。 

 サソリは米のなかに卵を産むため、「サソリは米から生まれる」と言われることがありま

す。しかしもちろん米がサソリの発生源ではありません。卵は⺟親によって産み落とされて

いるのです。同じように、物質自然界は生命体の誕生の原因ではありません。種は最高人格

主神によって与えられ、生命体は物質自然界の産物のようにして姿を表わします。こうして、

かれらは過去の活動に応じて作られるさまざまな肉体を受けいれ、過去のおこないに応じて

苦楽を味わいます。主が物質自然界にいる生命体の表われすべての原因なのです。 

 



第４節第４節第４節第４節                                        SavRYaaeiNazu  k-aENTaeYa MaUTaRYa" SaM>aviNTa Yaa" ) 
TaaSaa&  b]ø  MahÛaeiNarh&  bqJaPa[d" iPaTaa )) 4 )) 

 

sarva-yoniñu kaunteya 

mürtayaù sambhavanti yäù 

täsäà brahma mahad yonir 

ahaà béja-pradaù pitä 
 

 sarva-yoniñu—すべての生物種の ; kaunteya—クンティーの子よ ; mürtayaù—姿 ; 

sambhavanti—彼らは現われる; yäù—〜であるもの; täsäm—彼らのすべての; brahma—

至高者; mahat yoniù—物質要素における誕生の源; aham—私; béja-pradaù—種を与える

者; pitä—父親。 
 

訳訳訳訳     クンティーの子よ。あらゆる生物種は、誕生をとおして物質自然界のなかに存在クンティーの子よ。あらゆる生物種は、誕生をとおして物質自然界のなかに存在クンティーの子よ。あらゆる生物種は、誕生をとおして物質自然界のなかに存在クンティーの子よ。あらゆる生物種は、誕生をとおして物質自然界のなかに存在

できるようになり、わたしがその種を与える父親であることを知れ。できるようになり、わたしがその種を与える父親であることを知れ。できるようになり、わたしがその種を与える父親であることを知れ。できるようになり、わたしがその種を与える父親であることを知れ。 

 

要旨要旨要旨要旨解説解説解説解説     この節では、最高人格主神・クリシュナが全生物の根源の父親であることが

はっきりと説明されています。生物は、物質自然界と精神的自然（生命体）の結合で生じま

す。そのような生物はこの惑星でも、どの惑星でも、ブラフマーが住む最高の惑星にもいま

す。どこにでも生命体はいるのです。地面のなかにも、水のなかにも、火のなかにでさえ。

どの現象物も、⺟なる物質自然界によって、そしてクリシュナが種を与える過程をとおして

表わされます。この節の要旨は、宇宙が創造されるとき、過去の活動に応じてさまざまな姿

で現われる生命体によって物質界が受胎される、という点にあります。 

 
第５節第５節第５節第５節                                        Satv& rJaSTaMa wiTa Gau<aa" Pa[k*-iTaSaM>ava" ) 

iNabDNaiNTa  Mahabahae dehe deihNaMaVYaYaMa( )) 5 )) 
 

sattvaà rajas tama iti 

guëäù prakåti-sambhaväù 

nibadhnanti mahä-bäho 

dehe dehinam avyayam 
 

 sattvam—徳の様式; rajaù—激情の様式; tamaù—無知の様式; iti—このように; guëäù—

質 ; prakåti— 物 質 自 然 界 ; sambhaväù— 〜 の 産 物 ; nibadhnanti— 条 件 づ け ら れ る ; 

mahä-bäho—強力無双の者よ; dehe—この体内で; dehinam—生命体; avyayam—永遠な。 
 
 



訳訳訳訳     物質自然界は三様式物質自然界は三様式物質自然界は三様式物質自然界は三様式――――――――徳・激情・無知徳・激情・無知徳・激情・無知徳・激情・無知――――――――で構成されている。アルジュナよ。で構成されている。アルジュナよ。で構成されている。アルジュナよ。で構成されている。アルジュナよ。

生命体がこの生命体がこの生命体がこの生命体がこの自然界自然界自然界自然界と接触すると、これらの様式によって条件づけられる。と接触すると、これらの様式によって条件づけられる。と接触すると、これらの様式によって条件づけられる。と接触すると、これらの様式によって条件づけられる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     生命体はもともと神聖な質をそなえており、物質自然界とはなんの関係もあ

りません。それでも、かれらは物質自然界に条件づけられ、三様式という魔法にあやつられ

て生きています。生命体は、三様式にかかわったためにさまざまなからだを持つようになり、

その三様式に動かされます。これが、すべての幸福や苦しみの原因なのです。 

 
第６節第６節第６節第６節                                    Ta}a Satv& iNaMaRl/TvaTPa[k-aXak-MaNaaMaYaMa( ) 

Sau%Sa(r)eNa  bDNaaiTa  jaNaSa(r)eNa caNaga )) 6 )) 
 

tatra sattvaà nirmalatvät 

prakäçakam anämayam 

sukha-saìgena badhnäti 

jïäna-saìgena cänagha 
 

 tatra— そ こ に ; sattvam— 徳 の 様 式 ; nirmalatvät— 物 質 界 で も っ と も 純 粋 な ; 

prakäçakam—輝いている; anämayam—罪な活動のない; sukha—幸福感で; saìgena—接

触によって; badhnäti—条件づける; jïäna—知識で; saìgena—接触によって; ca—もまた; 

anagha—罪のない者。 
 

訳訳訳訳     罪なき者よ。徳の様式は、罪なき者よ。徳の様式は、罪なき者よ。徳の様式は、罪なき者よ。徳の様式は、ほかほかほかほかの様式よりも純粋であるため、ひかり輝き、の様式よりも純粋であるため、ひかり輝き、の様式よりも純粋であるため、ひかり輝き、の様式よりも純粋であるため、ひかり輝き、すべすべすべすべ

てのてのてのての罪なおこないの反罪なおこないの反罪なおこないの反罪なおこないの反動を消しさる。動を消しさる。動を消しさる。動を消しさる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     物質自然界に条件づけられる生命体にはさまざまなタイプがあります。幸せ

を感じたり、ひじょうに活動的だったり、あるいはまったく無力な状態にいたりします。こ

の心理の表われが、物質界で条件づけられる状態をしめしています。条件づけられる様子が

『バガヴァッド・ギーター』のこの章で説明されています。最初に取りあげられているのが

徳の様式です。この様式に高められると、ほかの様式で条件づけられている人々よりも賢く

なります。徳の様式にいる人は、物質的な苦しみにはそれほど影響されておらず、物質的な

知識を高めていることを自覚しています。その典型が、徳の様式にいるブラーフマナです。

この幸福感は、徳の様式にいるために、罪の反動に苦しめられていないという自覚によるも

のです。ヴェーダ経典は、徳の様式とは、より優れた知識、より高い幸福感であると述べて

います。 

 しかしこの様式にも問題点があります。それは、自分は高い知識をそなえている、ほかの

人間よりも優れている、という自覚です。そのような気持ちによって条件づけられる、とい



うことです。その一番の例が科学者や哲学者で、知識をそなえている、という優越感を持っ

ているのです。かれらは豊かな生活環境を楽しんでおり、当然、物質的な幸福感も味わって

います。条件づけられた生活をしながら高い幸福感を味わう人々は、徳の様式に縛られるよ

うになります。そのため、徳の様式で活動することに魅了されますが、その環境に惹かれて

いるかぎり、徳の様式のからだを得なくてはなりません。つまり、解放されたり精神界に移

されたりする可能性は少なくなる、ということです。くり返し哲学者、科学者、詩人になり、

誕生と死という不利な状況に縛りつづけられます。しかし、物質の力に惑わされているため

に、そのような生活こそがなによりも快適なもの、と思いこんでいるのです。 

 
第７節第７節第７節第７節                                    rJaae raGaaTMak&- iviÖ Ta*Z<aaSa(r)SaMauÙvMa( ) 

TaiàbDNaaiTa k-aENTaeYa k-MaRSa(r)eNa  deihNaMa( )) 7 )) 
 

rajo rägätmakaà viddhi 

tåñëä-saìga-samudbhavam 

tan nibadhnäti kaunteya 

karma-saìgena dehinam 
 

 rajaù—激情の様式; räga-ätmakam—望みあるいは欲情から生まれる; viddhi—知ってい

る; tåñëä—渇望と共に; saìga—接触; samudbhavam—〜の産物; tat—それ; nibadhnäti—

縛る ; kaunteya—クンティーの子よ ; karma-saìgena—果報的活動との接触によって ; 

dehinam—肉体化した者。 
 

訳訳訳訳     激情の様式は、際限のない望みと激情の様式は、際限のない望みと激情の様式は、際限のない望みと激情の様式は、際限のない望みとあこがれあこがれあこがれあこがれから生じる。クンティーの子よ。このから生じる。クンティーの子よ。このから生じる。クンティーの子よ。このから生じる。クンティーの子よ。この

思いのために、肉体をまとった生命体思いのために、肉体をまとった生命体思いのために、肉体をまとった生命体思いのために、肉体をまとった生命体はははは結果にこだわる結果にこだわる結果にこだわる結果にこだわる活動に縛られるようになる。活動に縛られるようになる。活動に縛られるようになる。活動に縛られるようになる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     激情の様式は、男性と女性が互いに感じる魅力として現われます。女性は男

性に惹かれ、男性は女性に惹かれる――これが激情の様式です。この様式が高まると、物質

的な楽しみを強く望むようになります。感覚を満たしたいと思うのです。感覚を満たすため

に男性は社会や国で名声を求めるようになり、幸せな家族、優れた子ども、妻、家を持ちた

くなります。これが激情の様式の産物です。このようなことを熱望しているかぎり、けんめ

いに働かなくてはなりません。この節で明言されているのは、活動の結果にこだわり、その

活動に縛られるようになるということです。妻、子ども、社会を喜ばせるために、また自分

の名声を保つためにあくせく働かなくてはなりません。ですから、物質界全体は多かれ少な

かれ激情の様式にあるといえます。現代文化は激情の様式にもとづいて発達している、と考

えられています。以前の発展の基準は徳の様式にありました。しかし徳の様式でさえ解放さ

れないのですから、激情の様式に縛られている人には解放される機会はまったくありません。 



第８節第８節第８節第８節                                    TaMaSTvjaNaJa& iviÖ MaaehNa& SavRdeihNaaMa( ) 
Pa[Maadal/SYaiNad]ai>aSTaiàbDNaaiTa    >aarTa )) 8 )) 

 

tamas tv ajïäna-jaà viddhi 

mohanaà sarva-dehinäm 

pramädälasya-nidräbhis 

tan nibadhnäti bhärata 
 

 tamaù—無知の様式; tu—しかし; ajïäna-jam—無知から作りだされる; viddhi—知って

いる; mohanam—妄想; sarva-dehinäm—肉体をまとった全生物の; pramäda—狂気で; 

älasya—怠惰; nidräbhiù—そして眠り; tat—それ; nibadhnäti—縛る; bhärata—バラタの

子よ。 
 

訳訳訳訳     バラタの子よ。無知の様式は無知から生じ、肉体をまとった生命体たちを妄想にバラタの子よ。無知の様式は無知から生じ、肉体をまとった生命体たちを妄想にバラタの子よ。無知の様式は無知から生じ、肉体をまとった生命体たちを妄想にバラタの子よ。無知の様式は無知から生じ、肉体をまとった生命体たちを妄想に

つつみこむ。この様式の結果は怠惰と惰眠であり、それが条件づけられた魂を束縛する。つつみこむ。この様式の結果は怠惰と惰眠であり、それが条件づけられた魂を束縛する。つつみこむ。この様式の結果は怠惰と惰眠であり、それが条件づけられた魂を束縛する。つつみこむ。この様式の結果は怠惰と惰眠であり、それが条件づけられた魂を束縛する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節では、tu（トゥ）という言葉がとくに使われており、重要な意味がこめ

られています。これは、無知の様式は肉体化した魂にとくに見られるということです。無知

の様式は徳の様式の正反対です。徳の様式では、知識を高めることでものごとをありのまま

に理解できるのですが、無知の様式では正反対の状況が起こります。無知の様式という魔力

に動かされている人は頭が正常ではなくなり、正しい判断ができません。高められるのでは

なく、堕落していくのです。無知の様式の定義は、ヴェーダ経典で述べられています。

Vastu-yäthätmya-jïänävarakaà viparyaya-jïäna-janakaà tamaù。これは、無知の魔力

にあやつられている者は状況をありのままに判断できない、という意味です。たとえば、祖

父が亡くなり、そして自分もやがて死んでいく、という事実はだれでもわかります。人はか

ならず死にます。自分の子どももやがて死んでいくでしょう。死は確実だということです。

それでも、人々はお金を貯めることに狂奔し、昼夜を問わず働きつづけ、永遠な魂のことは

考えようともしません。これが狂気です。その狂気のなかで、人々は精神的な理解を高める

ことに関心をしめしません。また、そのような人々はとても怠惰です。精神的理解を学ぶ集

まりに招かれても、とくに興味をしめしません。激情の様式に動かされている人のように、

活動的ではありません。無知の様式にいる人のもう一つの兆候が、必要以上に眠ることにあ

ります。６時間で充分なのですが、無知の様式にいる人は少なくとも１日10時間、あるい

は12時間でも眠りつづけます。いつもやる気がなく、陶酔物や惰眠にふけります。これら

が無知の様式に条件づけられた人の兆候です。 

 
 



第９節第９節第９節第９節                                    Satv& Sau%e SaÅYaiTa rJa" k-MaRi<a >aarTa ) 
jaNaMaav*TYa  Tau  TaMa" Pa[Maade SaÅYaTYauTa )) 9 )) 

 

sattvaà sukhe saïjayati 

rajaù karmaëi bhärata 

jïänam ävåtya tu tamaù 

pramäde saïjayaty uta 
 

 sattvam—徳の様式; sukhe—幸福に; saïjayati—縛る; rajaù—激情の様式; karmaëi—果

報的活動に; bhärata—バラタの子よ; jïänam—知識; ävåtya—覆われている; tu—しかし; 

tamaù—無知の様式; pramäde—狂気に; saïjayati—縛る; uta—〜と言われる。 
 

訳訳訳訳     バラタの子よ。徳の様式は魂を幸福感にしばりつけ、激情は果報的活動に条件づバラタの子よ。徳の様式は魂を幸福感にしばりつけ、激情は果報的活動に条件づバラタの子よ。徳の様式は魂を幸福感にしばりつけ、激情は果報的活動に条件づバラタの子よ。徳の様式は魂を幸福感にしばりつけ、激情は果報的活動に条件づ

けさせる。そして無知の様式は知識をつつみこみ、狂気にしばりつける。けさせる。そして無知の様式は知識をつつみこみ、狂気にしばりつける。けさせる。そして無知の様式は知識をつつみこみ、狂気にしばりつける。けさせる。そして無知の様式は知識をつつみこみ、狂気にしばりつける。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     徳の様式にいる人は自分のふるまいや知的探求に満足しています。哲学者、

科学者あるいは教育者は特定の知識を高めようとし、そのような生き方に満足しています。

激情の様式にいる人は果報的活動に励み、できるだけ財産を集めようとし、また善行に財産

を使おうとすることもあります。病院を設立し、慈善団体に寄付をしたりします。それが激

情の様式にいる人の兆候です。無知の様式は知識を覆いかくします。その人がすることは、

自分にも人のためにもなりません。 

 
第第第第10節節節節                                    rJaSTaMaêai>a>aUYa   Satv&  >aviTa  >aarTa ) 

rJa" Satv& TaMaêEv TaMa" Satv& rJaSTaQaa )) 10 )) 
 

rajas tamaç cäbhibhüya 

sattvaà bhavati bhärata 

rajaù sattvaà tamaç caiva 

tamaù sattvaà rajas tathä 
 

 rajaù—激情の様式 ; tamaù—無知の様式 ; ca—もまた ; abhibhüya—超えている ; 

sattvam—徳の様式; bhavati—顕著になる; bhärata—バラタの子よ; rajaù—激情の様式; 

sattvam—徳の様式; tamaù—無知の様式; ca—もまた; eva—そのように; tamaù—無知の

様式; sattvam—徳の様式; rajaù—無知の様式; tathä—そのように。 
 

訳訳訳訳     バラタの子よ。ときには徳の様式がもっとも高まり、激情と無知の様式を抑えるバラタの子よ。ときには徳の様式がもっとも高まり、激情と無知の様式を抑えるバラタの子よ。ときには徳の様式がもっとも高まり、激情と無知の様式を抑えるバラタの子よ。ときには徳の様式がもっとも高まり、激情と無知の様式を抑える

ことがある。またときには激情の様式が徳と無知を抑えたり、無知が徳と激情を凌ぐこことがある。またときには激情の様式が徳と無知を抑えたり、無知が徳と激情を凌ぐこことがある。またときには激情の様式が徳と無知を抑えたり、無知が徳と激情を凌ぐこことがある。またときには激情の様式が徳と無知を抑えたり、無知が徳と激情を凌ぐこ



とがある。このように、一つの様式が優位に立とうとするせりあいがいつもつづけられとがある。このように、一つの様式が優位に立とうとするせりあいがいつもつづけられとがある。このように、一つの様式が優位に立とうとするせりあいがいつもつづけられとがある。このように、一つの様式が優位に立とうとするせりあいがいつもつづけられ

ている。ている。ている。ている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     激情の様式がきわだってくると徳と無知はその勢いに負け、徳の様式がきわ

だてば激情と無知が抑えられます。そして無知の様式がきわだつと、激情と徳の様式が抑え

られます。このように３つの様式はいつもせりあっています。ですから、クリシュナ意識を

真剣に高めようとする人はどうしても三様式を超越しなくてはなりません。特定の様式がき

わだつのは、ふるまいや食べることなどに現われます。三様式に関連することが、これから

の章で述べられていきます。適切な修練をすれば、徳の様式を高めて無知と激情を抑えるこ

とができます。そして激情の様式を高めて徳と無知の様式を抑えることも、さらに無知の様

式を高めて徳と激情を抑えることもできます。三様式は確かにあるのですが、決意しだいで

徳の様式に祝福され、さらに徳の様式をも超えれば、純粋な徳、すなわちヴァスデーヴァと

いう神の科学を理解できる境地に入ることができます。ふるまいを見れば、その人がどの様

式にいるかがわかります。 

 
第第第第11節節節節                                SavRÜarezu   dehe_iSMaNPa[k-aXa   oPaJaaYaTae ) 

jaNa& Yada Tada ivÛaiÜv*Ö&  SatviMaTYauTa )) 11 )) 
 

sarva-dväreñu dehe 'smin 

prakäça upajäyate 

jïänaà yadä tadä vidyäd 

vivåddhaà sattvam ity uta 
 

 sarva-dväreñu— す べ て の 門 で ; dehe asmin— 肉 体 内 の ; prakäçaù— 輝 き の 質 ; 

upajäyate—高まる; jïänam—知識; yadä—〜の時; tadä—その時; vidyät—知っている; 

vivåddham—増加して; sattvam—徳の様式; iti uta—そのように言われている。 
 

訳訳訳訳     徳の様式の表われは、肉体のすべての門が知識によって照らされるときに経験で徳の様式の表われは、肉体のすべての門が知識によって照らされるときに経験で徳の様式の表われは、肉体のすべての門が知識によって照らされるときに経験で徳の様式の表われは、肉体のすべての門が知識によって照らされるときに経験で

きる。きる。きる。きる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     肉体には９つの門があります。２つの目、２つの耳、２つの鼻孔、口、性器、

肛門です。このすべての門が徳の様式の兆候で照らされている人は、徳の様式を高めていま

す。徳の様式にいれば、ものごとを正しい角度から見て、正しい立場で聞いたり食べ物を味

わったりすることができます。内からも外からも浄化されるのです。すべての門に幸福の兆

しがあふれるのが徳の様式です。 

 



第第第第12節節節節                                l/ae>a" Pa[v*itararM>a" k-MaR<aaMaXaMa" SPa*ha ) 
rJaSYaeTaaiNa  JaaYaNTae  ivv*Öe   >arTazR>a )) 12 )) 

 

lobhaù pravåttir ärambhaù 

karmaëäm açamaù spåhä 

rajasy etäni jäyante 

vivåddhe bharatarñabha 
 

 lobhaù— 貪 欲 ; pravåttiù— 活 動 ; ärambhaù— 努 力 ; karmaëäm— 活 動 に お い て ; 

açamaù—抑制できない ; spåhä—望み ; rajasi—激情の様式の ; etäni—これらすべて ; 

jäyante—高まる; vivåddhe—過度になる時; bharata-åñabha—バラタの末裔の筆頭者よ。 
 

訳訳訳訳     バーラタ家の第一人者よ。激情の様式が高まると、強い執着心、果報的活動、激バーラタ家の第一人者よ。激情の様式が高まると、強い執着心、果報的活動、激バーラタ家の第一人者よ。激情の様式が高まると、強い執着心、果報的活動、激バーラタ家の第一人者よ。激情の様式が高まると、強い執着心、果報的活動、激

しい努力、抑えきれない望み、強い望みが高まってくる。しい努力、抑えきれない望み、強い望みが高まってくる。しい努力、抑えきれない望み、強い望みが高まってくる。しい努力、抑えきれない望み、強い望みが高まってくる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     激情の様式にいる人は、現状には決して満足しません。自分の地位をもっと

高めたいと考えます。家を作るときはできるだけ豪華な家を、と考えます。いつまでもその

家に住めると思っているのです。そして、物欲を満たそうとする思いが強くなります。感覚

満足に終わりはありません。いつも家族といたい、家にいたい、いつまでも楽しみたいと考

え、その望みはいつまでもつづきます。これが激情の様式の兆候です。 

 
第第第第13節節節節                                    APa[k-aXaae_Pa[v*itaê Pa[Maadae Maaeh Wv c ) 

TaMaSYaeTaaiNa  JaaYaNTae ivv*Öe  ku-åNaNdNa )) 13 )) 
 

aprakäço 'pravåttiç ca 

pramädo moha eva ca 

tamasy etäni jäyante 

vivåddhe kuru-nandana 
 

 aprakäçaù—暗闇; apravåttiù—無気力; ca—そして; pramädaù—狂気; mohaù—幻想; 

eva—確かに ; ca—もまた ; tamasi—無知の様式 ; etäni—ある ; jäyante—表わされる ; 

vivåddhe—高まる時; kuru-nandana—クンティーの子よ。 
 

訳訳訳訳     クンティーの子よ。無知の様式が強まれば、暗闇、無気力、狂気、幻想が現われクンティーの子よ。無知の様式が強まれば、暗闇、無気力、狂気、幻想が現われクンティーの子よ。無知の様式が強まれば、暗闇、無気力、狂気、幻想が現われクンティーの子よ。無知の様式が強まれば、暗闇、無気力、狂気、幻想が現われ

る。る。る。る。 

 
 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        知識という光があってこそ、私たちは啓発されるものです。しかし、無知の

様式にいる人は規則に従って働きません。気のおもむくままに、あてもなく行動します。仕

事をする能力をそなえているのに、努力もしない。これが幻想です。意識は動いているのに

なにもしない。無知の様式にいる人はこのような生き方をしています。 

 
第第第第14節節節節                                Yada Satve Pa[v*Öe Tau Pa[l/Ya& YaaiTa deh>a*Ta( ) 

TadaetaMaivda&      l/aek-aNaMal/aNPa[iTaPaÛTae )) 14 )) 
 

yadä sattve pravåddhe tu 

pralayaà yäti deha-bhåt 

tadottama-vidäà lokän 

amalän pratipadyate 
 

 yadä—〜の時; sattve—徳の様式; pravåddhe—高まって; tu—しかし; pralayam—死滅; 

yäti—行く; deha-bhåt—肉体をまとった者; tadä—その時; uttama-vidäm—偉大な聖者達

の; lokän—惑星; amalän—純粋な; pratipadyate—到達する。 
 

訳訳訳訳     徳の様式で死ぬ者は、偉大な聖者たちの住む純粋で高位の惑星に到達する。徳の様式で死ぬ者は、偉大な聖者たちの住む純粋で高位の惑星に到達する。徳の様式で死ぬ者は、偉大な聖者たちの住む純粋で高位の惑星に到達する。徳の様式で死ぬ者は、偉大な聖者たちの住む純粋で高位の惑星に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     徳の様式にいる人は、ブラフマローカやジャナローカのような高位の惑星に

入り、そこで神聖な幸福を満喫します。この節のamalän（アマラーン）は重要です。「激情と

無知の様式に影響されていない」という意味です。物質界はけがれていますが、徳の様式は

物質界のなかでもっとも純粋です。多種多様な生命体が住むさまざまな惑星があります。徳

の様式でこの世を去る人は、偉大な聖者や献愛者たちが住む惑星に高められます。 

 
第第第第15節節節節                                    rJaiSa Pa[l/Ya& GaTva k-MaRSai(r)zu JaaYaTae ) 

TaQaa  Pa[l/INaSTaMaiSa MaU!YaaeiNazu  JaaYaTae )) 15 )) 
 

rajasi pralayaà gatvä 

karma-saìgiñu jäyate 

tathä pralénas tamasi 

müòha-yoniñu jäyate 
 

 rajasi—激情の中で; pralayam—死滅; gatvä—到達している; karma-saìgiñu—果報的活

動に従事している人々との交流で; jäyate—誕生する; tathä—同様に; pralénaù—分解され

て; tamasi—無知で; müòha-yoniñu—動物の中に; jäyate—誕生する。 
 



訳訳訳訳     激情の様式で死ぬ者は、果報的活動に没頭している者たちのなかに誕生する。無激情の様式で死ぬ者は、果報的活動に没頭している者たちのなかに誕生する。無激情の様式で死ぬ者は、果報的活動に没頭している者たちのなかに誕生する。無激情の様式で死ぬ者は、果報的活動に没頭している者たちのなかに誕生する。無

知の様式のなかで死ぬ者は動物社会のなかに誕生する。知の様式のなかで死ぬ者は動物社会のなかに誕生する。知の様式のなかで死ぬ者は動物社会のなかに誕生する。知の様式のなかで死ぬ者は動物社会のなかに誕生する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     人間に生まれれば次に下等な生物には生まれない、と考えている人たちがい

ます。その考えは正しくありません。この節から判断すると、無知の様式に入りこんでいる

人は死んだあと動物の生活へと堕落していきます。そこから進化の道をたどってふたたび上

に向かい、そして人間にならなくてはなりません。人間生活を真剣にまっとうしようとする

人は、徳の様式になり、優れた交流をとおしてさまざまな様式を超越し、クリシュナ意識に

ならなくてはなりません。これが人間生活の目標です。それができなければ、来世で人間に

なれる保証はどこにもありません。  

 
第第第第16節節節節                                k-MaR<a" Sauk*-TaSYaahu" Saaitvk&- iNaMaRl&/ f-l/Ma( ) 

rJaSaSTau  f-l&/  du"%MajaNa&  TaMaSa"  f-l/Ma( )) 16 )) 
 

karmaëaù sukåtasyähuù 

sättvikaà nirmalaà phalam 

rajasas tu phalaà duùkham 

ajïänaà tamasaù phalam 
 

 karmaëaù—活動の; su-kåtasya—敬虔; ähuù—〜と言われている; sättvikam—徳の様式

の中で; nirmalam—浄化されて; phalam—結果; rajasaù—激情の様式の; tu—しかし; 

phalam—結果 ; duùkham—苦しみ ; ajïänam—愚かなこと ; tamasaù—無知の様式の; 

phalam—結果。 
 

訳訳訳訳     敬虔な敬虔な敬虔な敬虔な活動活動活動活動の結果は純粋であり、徳の様式とされている。しかし、激情の様式のの結果は純粋であり、徳の様式とされている。しかし、激情の様式のの結果は純粋であり、徳の様式とされている。しかし、激情の様式のの結果は純粋であり、徳の様式とされている。しかし、激情の様式の

活動の結果は苦しみ、そして無知の様式の活動の結果は愚かさとなって現われる。活動の結果は苦しみ、そして無知の様式の活動の結果は愚かさとなって現われる。活動の結果は苦しみ、そして無知の様式の活動の結果は愚かさとなって現われる。活動の結果は苦しみ、そして無知の様式の活動の結果は愚かさとなって現われる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     徳の様式のなかでおこなわれる敬虔な活動は純粋です。ですから、幻想に惑

わされていない聖者たちは幸せに生きています。しかし、激情の様式で行動すれば苦しみし

か残りません。物質的な幸福を求めておこなう活動はやがて挫折します。高層ビルを建てる

にしても、完成するまでに多くの人々が苦しまなくてはなりません。資金担当者は巨額の資

金を集めるために苦心し、建築にたずさわる人々も重労働に苦しめられます。苦しみは避け

られない、ということです。『バガヴァッド・ギーター』は、激情の様式という魔力にあや

つられた活動にはかならず大きな苦しみが伴う、と言います。ささやかな幸福感があるかも

しれません。私にはこの家がある。これだけお金がある――と。でも、それはほんとうの幸

せとは言えません。 



 無知の様式で行動する人に知識はないため、なにをしても苦しみとなってはねかえり、そ

の生涯を終えたあと動物の生活に転落していきます。動物の生活は苦しみに満ちています。

幻想の力・マーヤーの魔力で、動物にはそれが理解できません。殺される哀れな動物は、無

知の様式の結果としてその状態に追いこまれました。そして動物を殺す者たちは、その動物

が来世で自分を殺すからだで自分のまえに現われることを知りません。それが自然界の法則

なのです。人間社会では、人を殺せば死刑になります。それが国の法律です。無知のなかに

いる人々は、至高主が支配する完璧な国家があることを知りません。生き物はすべて主の子

どもですから、主はアリが殺されても我慢できません。報いはかならず受けるのです。です

から、舌を満たすために動物を殺しつづけるのは、最悪の無知です。動物を殺す必要はどこ

にもありません。神は私たちにすばらしい食べ物をたくさんさずけてくれました。それでも

肉食をやめなければ、そのような無知の生活から生じる危険な未来が待ちうけています。動

物を殺す行為のなかでも、牝牛を殺すことがもっとも忌まわしい行為です。牛乳を提供する

ことで私たちにさまざまな喜びを与えてくれている動物だからです。牛の殺害こそもっとも

恐ろしい無知の活動です。ヴェーダ経典（『リグ・ヴェーダ』（第９編・第46章・第４節）

にあるgobhiù préëita-matsaram（ゴービヒ プリーニタ・マトゥサランム）という言葉は、牛乳を飲

んで満足しているのに乳牛を殺すのは最悪の無知である、と言われています。ヴェーダ経典

には次のような祈りもあります。 
 

namo brahmaëya-deväya 

go-brähmaëa-hitäya ca 

jagad-dhitäya kåñëäya 

govindäya namo namaù 
 

 「主よ。あなたは牛とブラーフマナの幸せを願う方です。そして人間社会全体の幸せを願

う方です」（『ヴィシュヌ・プラーナ』第１編・第19章・第65節）。この節には牛とブラ

ーフマナを守ろうとする思いがとくにこめられています。ブラーフマナは精神的教育、牛は

もっとも価値ある食べ物の象徴です。この２種類の生物、すなわちブラーフマナと牛はぜっ

たいに守らなくてはなりません。それがほんとうの文化の発達です。いまの人間社会では精

神的知識が無視され、牛の屠殺が奨励されています。つまり人間社会はまちがった方向に進

んでいるということであり、自ら罪の道を突きすすんでいるようなものです。市⺠を来世で

動物に生まれさせようとする文化は、人間文化とはとうてい言えません。もちろん、現在の

人間文化そのものが激情と無知の様式によってまちがって導かれています。ひじょうに危険

な時代と言えますし、世界の国々は人類をこの最大の危険から救うために、クリシュナ意識

というもっともかんたんな方法を奨励する必要があります。 

 



第第第第17節節節節                                    SatvaTSaÅaYaTae jaNa& rJaSaae l/ae>a Wv c ) 
Pa[MaadMaaehaE  TaMaSaae  >avTaae_jaNaMaev   c )) 17 )) 

 

sattvät saïjäyate jïänaà 

rajaso lobha eva ca 

pramäda-mohau tamaso 

bhavato 'jïänam eva ca 
 

 sattvät—徳の様式から; saïjäyate—高まる; jïänam—知識; rajasaù—激情の様式から; 

lobhaù— 貪 欲 ; eva— 確 か に ; ca— も ま た ; pramäda— 狂 気 ; mohau— そ し て 幻 想 ; 

tamasaù—無知の様式から; bhavataù—高まる; ajïänam—無意味; eva—確かに; ca—もま

た。 
 

訳訳訳訳     徳の様式によって真の知識が高まる。激情の様式からは貪欲さが高まる。そして徳の様式によって真の知識が高まる。激情の様式からは貪欲さが高まる。そして徳の様式によって真の知識が高まる。激情の様式からは貪欲さが高まる。そして徳の様式によって真の知識が高まる。激情の様式からは貪欲さが高まる。そして

無知の様式からは愚かさ、狂気、幻想が現われる。無知の様式からは愚かさ、狂気、幻想が現われる。無知の様式からは愚かさ、狂気、幻想が現われる。無知の様式からは愚かさ、狂気、幻想が現われる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     現代文化は生命体の本質とはそぐわないため、クリシュナ意識が勧められて

います。クリシュナ意識によって社会は徳の様式に高められ、徳の様式が高まればものごと

をありのままに見ることができるようになります。無知の様式にいる人々は動物のようにな

り、正しい判断ができなくなります。たとえば、動物を殺せば、来世で同じ動物に殺される

機会を作っていることがわかりません。真の知識についてなにも教わってこなかったために、

無責任になってしまったのです。この無責任な行為を社会からなくすために、人々を徳の様

式に高める教育がどうしても必要です。徳の様式の知識をさずかることで、人々は冷静にな

り、ものごとをありのままに見られる完全な知識を身につけます。そうなってこそ、人々は

幸福と繁栄にめぐまれるのです。全員が幸福と繁栄にめぐまれなくても、一部の人だけがク

リシュナ意識を高めて徳の様式になれば、全世界に平和と繁栄をもたらすことは可能です。

それができずに、世界が激情と無知におちいってしまえば平和も繁栄も望めません。激情の

様式になるとだれもが貪欲になり、感覚を満たす望みに⻭⽌めがきかなくなります。財産が

充分あって、いくらでも物欲を満たせる環境にいても、心の喜びや平和を感じているわけで

はないことはだれでも知っています。激情の様式にいるから心の平和になれないのです。お

金があっても幸せにはなれません。クリシュナ意識を修練して徳の様式に高められてこそ、

穏やかな心になれます。激情の様式で行動すれば心は不安におちいり、仕事や職業が複雑で

面倒なことに巻きこまれるようになります。生活を維持できる充分な金銭をかせぐために、

いろいろな計画を作っても、ますます苦境に巻きこまれるだけ。無知の様式にいる人は狂っ

たように生きています。苦しさゆえに陶酔物に救いを求め、その結果、さらに無知のなかに

転落していきます。かれらには暗い未来だけが待ちうけているのです。 



第第第第18節節節節                            Oß| GaC^iNTa SatvSQaa MaDYae iTaïiNTa raJaSaa" ) 
JagaNYaGau<av*itaSQaa  ADaae  GaC^iNTa  TaaMaSaa" )) 18 )) 

 

ürdhvaà gacchanti sattva-sthä 

madhye tiñöhanti räjasäù 

jaghanya-guëa-våtti-sthä 

adho gacchanti tämasäù 
 

 ürdhvam—上へ; gacchanti—行く; sattva-sthäù—徳の様式に位置する者達; madhye—

中間に; tiñöhanti—住む; räjasäù—激情の様式に位置する者達; jaghanya—忌まわしい状態

の; guëa—質; våtti-sthäù—〜である者の職務; adhaù—下へ; gacchanti—行く; tämasäù—

無知の様式にいる人々。 
 

訳訳訳訳     徳の様式にいる者は高位の惑星へ高められる。激情の様式にいる者たちは地球に徳の様式にいる者は高位の惑星へ高められる。激情の様式にいる者たちは地球に徳の様式にいる者は高位の惑星へ高められる。激情の様式にいる者たちは地球に徳の様式にいる者は高位の惑星へ高められる。激情の様式にいる者たちは地球に

住む。そして無知という忌まわしい様式にいる者たちは、地獄の世界へと転落していく。住む。そして無知という忌まわしい様式にいる者たちは、地獄の世界へと転落していく。住む。そして無知という忌まわしい様式にいる者たちは、地獄の世界へと転落していく。住む。そして無知という忌まわしい様式にいる者たちは、地獄の世界へと転落していく。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節では、三様式の活動の結果が明記されています。天国の惑星で構成さ

れている上位の天体系があり、そこにはひじょうに高尚な生命体が住んでいます。徳の様式

が高まる程度に応じて、生命体はこの天体系のさまざまな惑星に移されます。もっとも高い

惑星がサッテャローカあるいはブラフマローカと言われ、この宇宙の筆頭者である主ブラフ

マーが住んでいます。ブラフマローカにある驚くべき環境が私たちの想像も及ばないことは

すでに学びましたが、徳の様式というもっとも高い意識が私たちをそこに高めてくれます。 

 激情の様式は、徳と無知が合わさった中間の様式です。いつも純粋ではないとしても、

100％激情の様式にいれば、国王や裕福な人間として地球にとどまることができます。しか

し、ほかの様式が混在するため、下に落ちることもあります。地球の人間は激情あるいは無

知の様式にありますが、機械を使って強引に高位の惑星に行くことはできません。激情の様

式にいる人は、来世で正気な考えができない人間になったりします。 

 もっとも低い様式・無知の様式はここで忌まわしいもの、と表現されています。無知が強

まれば、ひじょうに危険な状態になります。物質自然界でも最低の質なのです。人間という

種の下には800万種の生物――鳥、四つ足動物、爬虫類、木など――があり、無知の様式の

高まりに応じて、人間もこのような不快な状況に落とされます。この節のtämasäù（ターマサ

ーハ）はひじょうに重要です。Tämasäùは、高い様式に高められずにいつも無知の様式にと

どまっている生命体を指します。そんなかれらにはかぎりなく暗い未来が待ちうけています。 

無知や激情の様式にいる人々でも徳の様式に高められます――そのチャンスを提供して

くれるのがクリシュナ意識です。この機会を活用しなければ、低い様式のなかにとどまらな

くてはなりません。 



第第第第19節節節節                                NaaNYa&  Gau<ae>Ya" k-TaaRr& Yada d]íaNauPaXYaiTa ) 
Gau<ae>Yaê Par& veita MaÙav&   ae_iDaGaC^iTa )) 19 )) 

 

nänyaà guëebhyaù kartäraà 

yadä drañöänupaçyati 

guëebhyaç ca paraà vetti 

mad-bhävaà so 'dhigacchati 
 

 na—ない; anyam—他の; guëebhyaù—質以外に; kartäram—実行者; yadä—〜の時; 

drañöä—見る者 ; anupaçyati—正しく見る ; guëebhyaù—自然の様式に ; ca—そして ; 

param— 超 越 的 ; vetti— 知 っ て い る ; mat-bhävam— 私 の 精 神 的 な 質 に ; saù— 彼 ; 

adhigacchati—高められる。 
 

訳訳訳訳     すべての活動を生じさせているのは三様式だけであすべての活動を生じさせているのは三様式だけであすべての活動を生じさせているのは三様式だけであすべての活動を生じさせているのは三様式だけであることを知り、ることを知り、ることを知り、ることを知り、すべての様式すべての様式すべての様式すべての様式

を超越している至高主をよく知っている者は、わたしの精神的な質を達成する。を超越している至高主をよく知っている者は、わたしの精神的な質を達成する。を超越している至高主をよく知っている者は、わたしの精神的な質を達成する。を超越している至高主をよく知っている者は、わたしの精神的な質を達成する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        充分な資格をそなえる魂から自然界の三様式の動きを正しく学んで理解する

人は、三様式を超越することができます。真の精神指導者は主クリシュナであり、その主が

アルジュナにこの精神的な知識をさずけています。同じように、物質自然界の様式の科学は、

完全にクリシュナ意識の人物から学ぶことができます。その人物から教わらなければ、私た

ちの人生はまちがって導かれます。真実の精神指導者の教えをさずかってこそ、精神的な立

場、肉体や感覚、そして自分がどのように束縛されているのか、どのように物質自然界の様

式という魔力に縛られているかを知ることができます。三様式に縛られている魂は無力な状

態にいるのですが、自分本来の精神的立場を見ることができれば、神聖な境地に到達します。

じっさい、生命体は自分の意図で行動しているのではありません。強いられているのです。

からだは三様式に動かされており、そのからだのなかにいれば、三様式によって行動を強い

られるのは当然なのです。精神的な権威者の助けを得なければ、自分本来の立場を理解する

ことはできません。真実の精神指導者との交流をとおして、自分本来の立場を理解し、その

理解によって完全なクリシュナ意識に立脚することができます。クリシュナ意識の人は、三

様式には翻弄されません。第７章ですでに述べられたように、クリシュナに身をゆだねた人

は物質自然界の活動から解放されます。すべてをありのままに見ることができる人は、物質

自然界の力を徐々に克服していくのです。 

 
第第第第20節節節節                                        Gau<aaNaeTaaNaTaqTYa }aqNdehq dehSaMauÙvaNa( ) 

JaNMaMa*TYauJaradu"%EivRMau¢-ae_Ma*TaMaénuTae   )) 20 )) 
 



guëän etän atétya trén 

dehé deha-samudbhavän 

janma-måtyu-jarä-duùkhair 

vimukto 'måtam açnute 
 

 guëän—質; etän—これらすべて; atétya—超越している; trén—３; dehé—肉体をまとっ

た者; deha—肉体; samudbhavän—〜を作って; janma—誕生の; måtyu—死; jarä—そして

老年; duùkhaiù—苦しみ; vimuktaù—〜から自由になって; amåtam—甘露; açnute—彼は

楽しむ。 
 

訳訳訳訳     肉体をまとった生命体が、肉肉体をまとった生命体が、肉肉体をまとった生命体が、肉肉体をまとった生命体が、肉体を動かしている三様式を超越できれば、誕生、死、体を動かしている三様式を超越できれば、誕生、死、体を動かしている三様式を超越できれば、誕生、死、体を動かしている三様式を超越できれば、誕生、死、

老年、そしてその苦しみから解放され、現世にあっても精神生活の甘露を味わうことが老年、そしてその苦しみから解放され、現世にあっても精神生活の甘露を味わうことが老年、そしてその苦しみから解放され、現世にあっても精神生活の甘露を味わうことが老年、そしてその苦しみから解放され、現世にあっても精神生活の甘露を味わうことが

できる。できる。できる。できる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     サンスクリット語のdehé（デーヒー）は「肉体化した」という意味です。肉体の

なかにいても、精神的知識を高めれば三様式から逃れ、精神生活の幸せを楽しむことができ

ます。肉体から出たあと、かならず精神界に帰っていけることがわかっているからです。ま

た、からだのなかにあっても精神的幸福は味わえます。言いかえれば、クリシュナ意識での

献愛奉仕は束縛からの解放の印であり、これは第18章で説明されます。物質自然界の様式

から解放された人は献愛奉仕をするようになります。 

 
第第第第21節節節節                                                    AJauRNa ovac ) 

kE-ilR/(r)EñqNGau<aaNaeTaaNaTaqTaae  >aviTa Pa[>aae ) 
ik-Maacar" k-Qa& cETaa&ñqNGau<aaNaiTavTaRTae )) 21 )) 

 

arjuna uväca 

kair liìgais trén guëän etän 

atéto bhavati prabho 

kim äcäraù kathaà caitäàs 

trén guëän ativartate 
 

 arjunaù uväca—アルジュナが言った; kaiù—それによって; liìgaiù—兆候; trén—３; 

guëän—質; etän—これらすべて; atétaù—超越して; bhavati—〜である; prabho—主よ; 

kim—何; äcäraù—振る舞い; katham—どのように; ca—もまた; etän—これら; trén—３; 

guëän—質; ativartate—超越する。 
 



訳訳訳訳     アルジュナが尋ねました。「主よ。アルジュナが尋ねました。「主よ。アルジュナが尋ねました。「主よ。アルジュナが尋ねました。「主よ。三様式を超越している三様式を超越している三様式を超越している三様式を超越している兆候はどのようなもの兆候はどのようなもの兆候はどのようなもの兆候はどのようなもの

でしょうか。その人物はどのようにふるまうのでしょうか。またどうやって自然の様式でしょうか。その人物はどのようにふるまうのでしょうか。またどうやって自然の様式でしょうか。その人物はどのようにふるまうのでしょうか。またどうやって自然の様式でしょうか。その人物はどのようにふるまうのでしょうか。またどうやって自然の様式

を超越するのでしょうか」を超越するのでしょうか」を超越するのでしょうか」を超越するのでしょうか」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナは、物質の様式をすでに超越した人物の兆候を聞いているのです

から、この質問はひじょうに適切です。最初の質問はその人物の兆候です。三様式の影響を

超越した兆候はどうすれば見きわめられるのか、２番目の質問は、その人物はどのように生

き、どのような活動をするのか、規則に従うのか、従わないのか、という点です。また、超

越的な質に到達できる方法についても聞いています。これもひじょうに大切な点です。いつ

も超越的な状態でいられる方法を知らなければ、その兆候が現われるはずがありません。で

すから、アルジュナの質問はどれもひじょうに重要であり、主はそれらに答えていきます。 

 
第第第第22−25節節節節                                            é[q>aGavaNauvac ) 

Pa[k-aXa&  c  Pa[v*ita&  c MaaehMaev c Paa<@v ) 
Na Üeií SaMPa[v*taaiNa Na iNav*taaiNa k-ax(+aiTa )) 22 )) 
odaSaqNavdaSaqNaae   Gau<aEYaaeR  Na  ivcaLYaTae ) 
Gau<aa  vTaRNTa  wTYaev&  Yaae_viTaïiTa  Nae(r)Tae )) 23 )) 
SaMadu"%Sau%"  SvSQa"  SaMal/aeíaXMak-aÄNa" ) 
TauLYaiPa[YaaiPa[Yaae   DaqrSTauLYaiNaNdaTMaSa&STauiTa" )) 24 )) 
MaaNaaPaMaaNaYaaeSTauLYaSTauLYaae     iMa}aairPa+aYaae" ) 
SavaRrM>aPairTYaaGaq  Gau<aaTaqTa"  Sa   oCYaTae )) 25 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

prakäçaà ca pravåttià ca 

moham eva ca päëòava 

na dveñöi sampravåttäni 

na nivåttäni käìkñati 
 

udäséna-vad äséno 

guëair yo na vicälyate 

guëä vartanta ity evaà 

yo 'vatiñöhati neìgate 
 

sama-duùkha-sukhaù sva-sthaù 

sama-loñöäçma-käïcanaù 

 



tulya-priyäpriyo dhéras 

tulya-nindätma-saàstutiù 
 

mänäpamänayos tulyas 

tulyo miträri-pakñayoù 

sarvärambha-parityägé 

guëätétaù sa ucyate 
 

 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; prakäçam—光; ca—そして; pravåttim—

執着; ca—そして; moham—幻想; eva ca—もまた; päëòava—パーンドゥの子よ; na 

dveñöi—嫌悪しない; sampravåttäni—高まっても; na nivåttäni—あるいは高まりが終わっ

ても ; käìkñati—望む ; udäséna-vat—中立であるかのように ; äsénaù—位置されて ; 

guëaiù—質によって ; yaù—〜である者 ; na—決して〜ない ; vicälyate—刺激される ; 

guëäù—質; vartante—活動している; iti evam—そのように知っている; yaù—〜である者; 

avatiñöhati—留まる; na—決して〜ない; iìgate—揺らぐ; sama—等しい; duùkha—苦しみ

において; sukhaù—そして幸福; sva-sthaù—自らの中に位置して; sama—等しく; loñöa—

土の固まり ; açma—石 ; käïcanaù—金 ; tulya—等しく接する ; priya—大切な物事に; 

apriyaù—そして望ましくない物事に; dhéraù—着実; tulya—等しい; nindä—中傷されて; 

ätma-saàstutiù—そして自身の称讃; mäna—名誉において; apamänayoù—そして不名誉; 

tulyaù—等しい; tulyaù—等しい; mitra—友人の; ari—そして敵; pakñayoù—その関係者達

に; sarva—すべての; ärambha—努力する; parityägé—放棄者; guëa-atétaù—自然の物質様

式に超越的な; saù—彼; ucyate—〜であると言われる。 
 

訳訳訳訳     最高人格主神が答えま最高人格主神が答えま最高人格主神が答えま最高人格主神が答えますすすす。「パーンドゥの子よ。啓発、執着、妄想に。「パーンドゥの子よ。啓発、執着、妄想に。「パーンドゥの子よ。啓発、執着、妄想に。「パーンドゥの子よ。啓発、執着、妄想に出会っても出会っても出会っても出会っても

それそれそれそれららららを嫌悪せず、それを嫌悪せず、それを嫌悪せず、それを嫌悪せず、それららららがががが消滅してもまた求めようとし消滅してもまた求めようとし消滅してもまた求めようとし消滅してもまた求めようとしない者。このような物質的質ない者。このような物質的質ない者。このような物質的質ない者。このような物質的質

に直面しても、三様式だけが動いているに直面しても、三様式だけが動いているに直面しても、三様式だけが動いているに直面しても、三様式だけが動いているにすぎないにすぎないにすぎないにすぎないとととと理解することで理解することで理解することで理解することで中庸中庸中庸中庸かつかつかつかつ崇高な心崇高な心崇高な心崇高な心

で対応し、で対応し、で対応し、で対応し、動揺も混乱もしない者。動揺も混乱もしない者。動揺も混乱もしない者。動揺も混乱もしない者。自己に立脚し、幸福も不幸も等しく見つめる者。土自己に立脚し、幸福も不幸も等しく見つめる者。土自己に立脚し、幸福も不幸も等しく見つめる者。土自己に立脚し、幸福も不幸も等しく見つめる者。土

のかたまりのかたまりのかたまりのかたまりも石もも石もも石もも石も⻩金⻩金⻩金⻩金も等しく見る者。望ましいもの・望ましくないものに等しく接すも等しく見る者。望ましいもの・望ましくないものに等しく接すも等しく見る者。望ましいもの・望ましくないものに等しく接すも等しく見る者。望ましいもの・望ましくないものに等しく接す

る者。堅実で、讃えられてもけなされても、名誉・不名誉にあっても揺るがぬ気持ちでる者。堅実で、讃えられてもけなされても、名誉・不名誉にあっても揺るがぬ気持ちでる者。堅実で、讃えられてもけなされても、名誉・不名誉にあっても揺るがぬ気持ちでる者。堅実で、讃えられてもけなされても、名誉・不名誉にあっても揺るがぬ気持ちで

いる者。友人いる者。友人いる者。友人いる者。友人ににににも敵にも等しく接する者。物質的活動をすべて捨てさる者も敵にも等しく接する者。物質的活動をすべて捨てさる者も敵にも等しく接する者。物質的活動をすべて捨てさる者も敵にも等しく接する者。物質的活動をすべて捨てさる者――――――――このようこのようこのようこのよう

な人物が自然界の様式を超越したと言われる。な人物が自然界の様式を超越したと言われる。な人物が自然界の様式を超越したと言われる。な人物が自然界の様式を超越したと言われる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナが３つの質問を出し、主が順番に答えていきます。その最初の答

えは、超越的境地にある人物は嫉妬も渇望もしない、という点です。生命体が肉体をまとっ

て物質界にとどまっているのは、三様式のどれかに支配されているからである、と解釈しな

くてはなりません。そしてほんとうの意味で肉体から出れば、三様式の束縛から解放されま



す。しかし、肉体から出ていないのであれば、中立の立場にいなくてはなりません。ですか

ら、肉体との同一視が自然になくなるように、主への献愛奉仕に励む必要があります。から

だに気持ちが向いていれば、感覚満足のために行動するようになりますが、その気持ちをク

リシュナに向ければ、感覚満足も自然に⽌まります。ほんとうは、からだは必要ありません

し、からだに指図される必要もありません。体内の様式は働くでしょうが、精神魂である自

己はその活動からは離れています。どうやって離れるのでしょうか？ 肉体を楽しもうとし

ない、肉体から出ようと思わなくなる、ということです。この超越的な境地にいる献愛者は

おのずと解放されます。三様式から自由になるために特別の努力をする必要はありません。 

次の質問は、超越的な境地にいる人物のふるまいについて。肉体観念を持つ人は、肉体に

かかわる名誉や不名誉に乱されますが、超越的な境地にいる人物は偽の名誉や不名誉にはと

らわれません。クリシュナ意識で義務をはたし、だれかが自分を讃えようと名誉をけがそう

と気にしません。クリシュナ意識の義務遂行に都合がよければ受けいれますし、そうでなけ

れば、石であろうと金であろうと、物質的なものはなにも必要ありません。クリシュナ意識

の奉仕を助けてくれる人を友人と思ったり、敵を嫌悪したりすることもありません。すべて

に等しく接し、等しく見つめます。物質界と自分は無関係であることをよく知っているから

です。社会的・政治的問題も、その場かぎりの騒動や混乱であることを知っていますから、

影響は受けません。自分のためだけになにかをしようともしません。クリシュナのためなら

なんでもしますが、自分個人のためにはなにもしません。そのようにふるまえる人物が超越

的な境地に入ることができます。 

 
第第第第26節節節節                                Maa& c Yaae_VYai>acare<a >ai¢-YaaeGaeNa SaevTae ) 

Sa  Gau<aaNSaMaTaqTYaETaaNb]ø>aUYaaYa  k-LPaTae )) 26 )) 
 

mäà ca yo 'vyabhicäreëa 

bhakti-yogena sevate 

sa guëän samatétyaitän 

brahma-bhüyäya kalpate 
 

 mäm—私に; ca—もまた; yaù—〜である人物; avyabhicäreëa—失敗することなく; 

bhakti-yogena—献愛奉仕によって; sevate—奉仕をする; saù—彼; guëän—物質自然界の

様式; samatétya—超越している; etän—これらすべて; brahma-bhüyäya—ブラフマンの境

地に高められて; kalpate—〜になる。 
 

訳訳訳訳     献愛奉仕に没頭し、どのような状況にあっても着実な者は、すぐに物質自然界の献愛奉仕に没頭し、どのような状況にあっても着実な者は、すぐに物質自然界の献愛奉仕に没頭し、どのような状況にあっても着実な者は、すぐに物質自然界の献愛奉仕に没頭し、どのような状況にあっても着実な者は、すぐに物質自然界の

様式を超越し、ブラフマ様式を超越し、ブラフマ様式を超越し、ブラフマ様式を超越し、ブラフマンの境地に到達する。ンの境地に到達する。ンの境地に到達する。ンの境地に到達する。 

 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節は、アルジュナの三番目の質問に答えています。超越的な境地に到達

する方法とは、という問いです。先に説明されたように、物質界は物質自然界の様式という

魔力に動かされています。この様式に乱されてはなりません。意識をそのような活動に向け

るのではなく、クリシュナ意識に向けるのです。クリシュナ意識はバクティ・ヨーガ、すな

わち、いつもクリシュナのためにする行為です。これにはクリシュナだけではなく、ラーマ、

ナーラーヤナという主のさまざまな完全拡張体も含みます。主は無数の姿を持っています。

クリシュナのどの姿にでも仕えている人、あるいは主の完全拡張体に仕えている人は、超越

的な境地にいます。また、クリシュナの姿はどれも完全に超越的で、喜びと知識にあふれ、

永遠であることもよく心得ておかなくてはなりません。人格主神は全知全能で、超越的質を

すべてそなえています。ですから、揺らぐことのない決意とともにクリシュナへの奉仕に、

あるいはクリシュナの完全拡張体への奉仕に励んでいれば、克服しがたい三様式をかんたん

に乗り越えることができます。このことは第７章ですでに説明されました。クリシュナに身

をゆだねる人はすぐに三様式の影響を克服できます。クリシュナ意識にいる、献愛奉仕をす

る、という意味は、クリシュナの持つ質を身につける、ということです。主は、「わたしの

質は永遠で、喜びと知識にあふれている」と言い、また金の粒は金鉱山の一部であるように、

生命体も至高者の部分体である、と言います。ですから、本来の精神的な境地にいる生命体

は、金と同じ質、すなわちクリシュナと同じ質をそなえています。そして個別性は存続しま

す。でなければ、バクティ・ヨーガの意味はありません。バクティ・ヨーガとは、主がいる、

献愛者がいる、そして互いに愛情を交わす、という境地です。つまり、「二人」という個別

性が、最高人格主神と個々の魂のあいだにあるということです。さもなければ、バクティ・

ヨーガの意味はなくなります。また、主と同じ超越的な境地にいなければ至高主に仕えるこ

とはできません。国王の臣下になるには、その資格が必要です。その資格とはブラフマンに

なること、あるいは物質的なけがれすべてから解放された境地です。ヴェーダ経典では

brahmaiva san brahmäpy etiと言われています。ブラフマンになれば至高のブラフマンに

到達することができます。これは、ブラフマンと質的に同じになることを意味しています。

ブラフマンの境地に到達しても、個々の魂としての、自分のブラフマンとしての永遠性を失

うわけではありません。 

 
第第第第27節節節節                            b]ø<aae    ih   Pa[iTaïahMaMa*TaSYaaVYaYaSYa  c ) 

XaaìTaSYa c DaMaRSYa Sau%SYaEk-aiNTak-SYa  c )) 27 )) 
 

brahmaëo hi pratiñöhäham 

amåtasyävyayasya ca 

çäçvatasya ca dharmasya 

sukhasyaikäntikasya ca 



 brahmaëaù—非人格のブラフマジョーティの; hi—確かに; pratiñöhä—支え; aham—私

は〜である; amåtasya—不死の者の; avyayasya—不滅の者の; ca—もまた; çäçvatasya—永

遠な者の; ca—そして; dharmasya—本来の立場の; sukhasya—幸福の; aikäntikasya—究

極の; ca—もまた。 
 

訳訳訳訳     そしてわたしは、不死、不滅、永遠、そして究極の幸福という本来の境地であるそしてわたしは、不死、不滅、永遠、そして究極の幸福という本来の境地であるそしてわたしは、不死、不滅、永遠、そして究極の幸福という本来の境地であるそしてわたしは、不死、不滅、永遠、そして究極の幸福という本来の境地である

非人格のブラフマンの源である。非人格のブラフマンの源である。非人格のブラフマンの源である。非人格のブラフマンの源である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ブラフマンの本質は、不死、不滅、幸福です。ブラフマンは超越的な悟りの

始まりです。パラマートマー・至高の魂は中間の、すなわち超越的な悟りの二番目の悟りで

あり、最高人格主神が絶対真理者の究極の悟りです。ですから、パラマートマーも非人格の

ブラフマンも、至高の人物に内にあります。第７章で説明されたように、物質界は至高主の

劣性の力が表われた世界です。主はその劣性の自然（物質界）を優性の自然という部分体（魂）

で受胎させますが、それが物質自然界と精神的力の接触です。この物質自然界によって条件

づけられた生命体が精神的知識を学びはじめると、物質存在から徐々に至高者のブラフマン

の境地まで高められていきます。ブラフマンの境地に到達するのが自己を悟る第一歩です。

この時点でブラフマンを悟った人は物質的段階を超越してはいるのですが、ブラフマンの悟

りを完全に悟ったわけではありません。ブラフマンに状態にとどまることを望むのであれば、

それも可能であり、その時点から徐々にパラマートマーの悟りに、さらに最高人格主神の悟

りへと高められていきます。この高まりをしめす例がヴェーダ経典には数多く記録されてい

ます。４人のクマーラたちは、最初は非人格のブラフマンの真理を悟っていましたが、やが

て献愛奉仕の段階に高められました。非人格のブラフマンの悟りが超えられない人は、転落

する危険性があります。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、非人格のブラフマンに高

められても至高の人物について学ばず、さらに高められようとしなければ、その知性は完全

に明晰にはなっていない、と言われています。ブラフマンの境地に高められても、主に献愛

奉仕をしなければ、その境地から転落する可能性がある、ということです。ヴェーダ（『タ

イッティリーヤ・ウパニシャッド』第２編・第７章・第１節）では、raso vai saù, rasaà hy 

eväyaà labdhvänandé bhavatiとも言われています。これは「人格主神、喜びの源、クリシ

ュナを理解した者は、超越的な喜びの境地に到達する」という意味です。至高主は６つの冨

を完全にそなえ、献愛者が主に近づくとき、この６つの冨の交換がおこなわれます。王の召

使いはその王とほぼ同じ楽しみを味わっています。このように、永遠の幸福、不滅の幸福、

永遠の生活も献愛奉仕をすれば味わうことができます。ですから、ブラフマン、永遠性、不

滅の悟りは献愛奉仕に含まれています。そしてこの質は、献愛奉仕に励んでいる人物がすで

にそなえているものです。 

 生命体はもともとブラフマンではありますが、物質界を支配する望みを持っており、その



ために転落します。本来の立場にいる生命体は三様式を超越しているのですが、物質界との

接触によって生命体は徳・激情・無知に巻きこまれていきます。そして三様式にかかわると、

物質界を支配しようとする望みが起こります。完全なクリシュナ意識のなかで献愛奉仕を実

践すれば、すぐに超越的な境地に入り、物質界を支配しようとするまちがった望みは取りの

ぞかれます。ですから、聞き、唱え、思いだす方法から始まる献愛奉仕は、献愛者とのふれ

あいのなかで実践されなくてはなりません。そのような交流をとおして、そして精神指導者

の力によって、支配しようとする物質的な望みは徐々に取りのぞかれ、主への超越的な愛情

奉仕に立脚するようになります。この方法は、この章の第22節から最後の節にかけて述べ

られています。献愛奉仕はとてもかんたんです。いつも主に仕え、神像にささげた食べ物の

残り物を食べ、主の蓮華の御足にささげた花の香りをかぎ、主が崇高な娯楽をくりひろげた

場所を見て、主のさまざまな活動や献愛者との愛情の交換が書かれた本を読み、いつもハレ

ー・クリシュナの超越的な音――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、主や献愛者の降誕と他界を記念する日に絶食をする、という方法です。この

ような方法を実践すれば、物質的な活動すべてから完全に離れることができます。ブラフマ

ジョーティのなかに、あるいはブラフマンの悟りの多様性に立脚できる人物は、やがて最高

人格主神と質的に同じ境地に到達するのです。 

 

 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14章、「物質自然界の三様式」に関する要旨解説を終了します。 


