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第１５章第１５章第１５章第１５章 

 
 
 
 
 

至高至高至高至高の人物の人物の人物の人物のヨーガのヨーガのヨーガのヨーガ 

第１節第１節第１節第１節                                                    é[q>aGavaNauvac ) 
OßRMaUl/MaDa"Xaa%MaìTQa&        Pa[ahurVYaYaMa( ) 
^Nda&iSa YaSYa Pa<aaRiNa YaSTa& ved Sa vedivTa( )) 1 )) 

 
çré-bhagavän uväca 

ürdhva-mülam adhaù-çäkham 

açvatthaà prähur avyayam 

chandäàsi yasya parëäni 

yas taà veda sa veda-vit 
 
 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; ürdhva-mülam—根を上に持つ; adhaù—

下方に; çäkham—枝; açvattham—菩提樹; prähuù—〜と言われている; avyayam—永遠な; 

chandäàsi—ヴェーダの聖歌; yasya—〜であるものの; parëäni—葉; yaù—〜である者は

誰でも; tam—それ; veda—知っている; saù—彼; veda-vit—ヴェーダを知る者。 
 
訳訳訳訳  最高人格主神が言いました。「根が上に伸び、枝が下に伸び、葉がヴェーダの聖最高人格主神が言いました。「根が上に伸び、枝が下に伸び、葉がヴェーダの聖最高人格主神が言いました。「根が上に伸び、枝が下に伸び、葉がヴェーダの聖最高人格主神が言いました。「根が上に伸び、枝が下に伸び、葉がヴェーダの聖

歌とされる不滅の菩提樹がある、と言われている。この木を知る者が歌とされる不滅の菩提樹がある、と言われている。この木を知る者が歌とされる不滅の菩提樹がある、と言われている。この木を知る者が歌とされる不滅の菩提樹がある、と言われている。この木を知る者がヴェーダを知る者ヴェーダを知る者ヴェーダを知る者ヴェーダを知る者

である」である」である」である」 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        バクティ・ヨーガの重要性について話を聞いたあと、「では、ヴェーダとは

なにか」と聞く人がいるかもしれません。この章では、ヴェーダ研究の目的はクリシュナを

知ることにある、という点が説明されます。ですから、クリシュナ意識にいる人は、そして

献愛奉仕をしている人は、すでにヴェーダを知っていることになります。 

 物質界で縛られている様子が、この節で菩提樹にたとえられています。結果にこだわって

行動する人にとって、この菩提樹に終わりはありません。枝から枝へ、そして次の枝へ、と

さまよいます。物質界という木に終わりはなく、この木に心が奪われている人に解放される

可能性はまったくありません。ヴェーダの聖歌は自分を高めるためにありますが、この節で

は木の葉と呼ばれています。この木の根は上に伸びています。なぜなら、その源はブラフマ
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ーがいる場所、この宇宙の頂点から始まっているからです。幻想という不滅の木を理解する

ことができれば、物質界から出ることができます。 

 解放されるこの方法を理解しなくてはなりません。前の章では、物質的束縛から抜けだす

数多くの方法がある、と言われました。そして、第13章まで学んだところで、至高主への

献愛奉仕が一番優れていることを学びました。献愛奉仕の基本は物質的な活動から無執着に

なること、主への超越的な奉仕に執着することにあります。物質界に対する執着を絶つこと

が、この章の始めで述べられています。物質存在の根は上に伸びています。これは、その根

が物質要素全体、つまり宇宙の頂点の惑星から始まっていることをしめしています。そこか

ら、さまざまな天体系を表わす無数の枝を持つ全宇宙が広がっていきます。この木のくだも

のは、生命体の活動、すなわち宗教・経済発展・感覚満足・解放の結果を表わしています。 

 この世界では、枝が下に伸び、木が上に伸びている木などだれも見たことはないはずです。

しかし、それはあります。湖や池のほとりに。岸辺にはえている木々が水面に反射されると、

枝が下に、根が上に伸びる木を見ることができます。言いかえれば、物質界の木とは、精神

界の真実の木の反射にすぎない、ということです。この精神界の反射は望みの上に立ってお

り、それは木の姿が水に映っている様子と同じです。望みが原因となって、さまざまな現象

がこの物質的反射のなかに表わされているのです。この物質存在から抜けだすには、この木

を徹底的に分析研究しなくてはなりません。そして理解すれば、物質界との関係を絶つこと

ができます。 

この木は真実の木を反射しているのですから、正確な複写とも言えます。すべては精神界

にあります。非人格論者はブラフマンこそが物質界の木の源だと考え、またサーンキャ哲学

では、その根からプラクリティ、プルシャが現われ、三様式が現われ、次に５つの濃密な要

素パンチャ・マハー・ブータ（païca-mahä-bhüta）が、さらには10の感覚（daçendriya・

ダシェーンドゥリヤ）、心、などが生じる、と説いています。このように、かれらは物質界を24

の要素に分けます。ブラフマンがすべての現象界の中心だとしたら、物質界はその表われの

半分、残りの半分が精神界の表われということになります。物質界は精神界の反射なのです

から、精神界のほうにも物質界にある多様性がぜったいにあるはずです。プラクリティは至

高主の外的力であり、プルシャは至高主自身であり、そのことが『バガヴァッド・ギーター』

で説明されています。現象界は物質で構成されていますから、一時的です。反射も一時的で

す。見えるときもあり、見えないときもあるからです。しかし反射を作りだしている源は永

遠です。真実の木が映っているだけの物質的反射は切り倒さなくてはなりません。ヴェーダ

を知る人物とは、物質界への執着を絶つ方法を知る人物、という意味でもあります。その方

法を知る人が、ヴェーダをほんとうに知っているのです。ヴェーダが定める儀式に魅了され

ている人は、この木の美しい緑の葉に魅了されています。ヴェーダの意義がほんとうはよく

わかっていないのです。ヴェーダの目的は人格主神が自ら明らかにしているように、この反
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射の木を切り倒し、精神界という真実の木に到達することにあります。 

 

第２節第２節第２節第２節                        ADaêaeß| Pa[Sa*TaaSTaSYa Xaa%a Gau<aPa[v*Öa ivzYaPa[val/a" ) 
ADaê  MaUl/aNYaNauSaNTaTaaiNa k-MaaRNaubNDaqiNa MaNauZYal/aeke- )) 2 )) 

 

adhaç cordhvaà prasåtäs tasya çäkhä 

guëa-pravåddhä viñaya-praväläù 

adhaç ca müläny anusantatäni 

karmänubandhéni manuñya-loke 
 

 adhaù—下方へ; ca—そして; ürdhvam—上方へ; prasåtäù—伸びて; tasya—それの; 

çäkhäù—枝; guëa—物質自然界の様式によって; pravåddhäù—高められて; viñaya—感覚

の対象; praväläù—小枝; adhaù—下方へ; ca—そして; müläni—根; anusantatäni—伸び

て; karma—活動すること; anubandhéni—縛られて; manuñya-loke—人間社会の世界にお

いて。 
 

訳訳訳訳  この木の枝には物質自然界の三様式が栄養を供給し、下にも上にも伸びている。この木の枝には物質自然界の三様式が栄養を供給し、下にも上にも伸びている。この木の枝には物質自然界の三様式が栄養を供給し、下にも上にも伸びている。この木の枝には物質自然界の三様式が栄養を供給し、下にも上にも伸びている。

小枝は感覚の対象物である。またこの木は根を下に伸ばし、その根は人間社会の果報的小枝は感覚の対象物である。またこの木は根を下に伸ばし、その根は人間社会の果報的小枝は感覚の対象物である。またこの木は根を下に伸ばし、その根は人間社会の果報的小枝は感覚の対象物である。またこの木は根を下に伸ばし、その根は人間社会の果報的

活動を表わしている。活動を表わしている。活動を表わしている。活動を表わしている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     菩提樹についてさらに説明がされています。その枝は四方八方に伸びていま

す。下の部分では、人間、動物、馬、牛、犬、猫など、生命体のさまざまな表われがありま

す。これらは枝の下の部分にありますが、上にはより優れた生命体がいます。それは半神の

ことで、ガンダルヴァや高尚な姿をした多くの生物が住んでいます。木が水から栄養を補給

するように、この木は物質自然界の三様式から栄養を受けています。水が不足して不毛にな

っている土地、また緑豊かな土地もあります。同じように、特定の様式の強さに応じて、さ

まざまな生物が表わされます。 

 この木の小枝は感覚の対象とされています。三様式を高めることでさまざまな感覚が高ま

り、その感覚をとおして、感覚の対象物の多様性を楽しむのです。枝の先端が感覚――耳、

鼻、目など――であり、その感覚がさまざまな対象物に執着するようになります。小枝は、

音、姿、触感などの感覚の対象です。さらに細かな根は執着と嫌悪で、苦しみと感覚の楽し

みの副産物です。敬虔・不敬という感情はこの小さな根から高まっていくとされ、それが全

方角に広がっています。根の元はブラフマローカから伸びており、ほかの根は人間の住む天

体系です。徳高い活動の結果を上位の天体系で楽しんだあと、ふたたび地球に降り、高めら

れるための果報的活動・カルマを再開します。人間の住むこの惑星は活動の場とも考えられ

ます。 
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第３−４節第３−４節第３−４節第３−４節            Na æPaMaSYaeh TaQaaePal/>YaTae NaaNTaae Na caidNaR c SaMPa[iTaïa ) 
AìTQaMaeNa&   Sauivæ!MaUl/‚   MaSa(r)Xañe<a  d*!eNa  i^tva )) 3 )) 
TaTa"  Pad&  TaTPairMaaiGaRTaVYa& YaiSMaNGaTaa Na iNavTaRiNTa >aUYa" ) 
TaMaev  caÛ&  Pauåz&  Pa[PaÛe  YaTa"  Pa[v*ita" Pa[Sa*Taa Paura<aq )) 4 )) 

 

na rüpam asyeha tathopalabhyate 

nänto na cädir na ca sampratiñöhä 

açvattham enaà su-virüòha-mülam 

asaìga-çastreëa dåòhena chittvä 
 

tataù padaà tat parimärgitavyaà 

yasmin gatä na nivartanti bhüyaù 

tam eva cädyaà puruñaà prapadye 

yataù pravåttiù prasåtä puräëé 
 

 na—〜ではない; rüpam—その姿; asya—この木の; iha—この世界で; tathä—もまた; 

upalabhyate—知覚できる; na—決して〜ない; antaù—終わり; na—決して〜ない; ca—も

また; ädiù—始まり; na—決して〜ない; ca—もまた; sampratiñöhä—源; açvattham—菩提

樹; enam—この; su-virüòha—頑丈に; mülam—根ざした; asaìga-çastreëa—執着という

武器で; dåòhena—強い; chittvä—切ること; tataù—その後; padam—状況; tat—その; 

parimärgitavyam—追求しなくてはならない; yasmin—〜の場所; gatäù—行くこと; na—

決して〜ない; nivartanti—彼らは戻る; bhüyaù—再び; tam—主に; eva—確かに; ca—もま

た; ädyam—根源; puruñam—人格主神; prapadye—服従する; yataù—〜である者から; 

pravåttiù—始まり; prasåtä—拡張して; puräëi—非常に古い。 
 

訳訳訳訳  この木のほんとうの姿はこの木のほんとうの姿はこの木のほんとうの姿はこの木のほんとうの姿は物質界物質界物質界物質界で見ることができない。どこで終わり、どこからで見ることができない。どこで終わり、どこからで見ることができない。どこで終わり、どこからで見ることができない。どこで終わり、どこから

始まり、どこにその源があるのか、だれにもわからない。しかし堅い決意とともに、無始まり、どこにその源があるのか、だれにもわからない。しかし堅い決意とともに、無始まり、どこにその源があるのか、だれにもわからない。しかし堅い決意とともに、無始まり、どこにその源があるのか、だれにもわからない。しかし堅い決意とともに、無

執着という武器を使い、頑丈に根を張った執着という武器を使い、頑丈に根を張った執着という武器を使い、頑丈に根を張った執着という武器を使い、頑丈に根を張ったこの木を切りたおさなくてはならない。そのこの木を切りたおさなくてはならない。そのこの木を切りたおさなくてはならない。そのこの木を切りたおさなくてはならない。その

あと、辿りつけば決してあと、辿りつけば決してあと、辿りつけば決してあと、辿りつけば決してもどもどもどもどってこない場所を求め、一切万物の起源、そして太古の昔ってこない場所を求め、一切万物の起源、そして太古の昔ってこない場所を求め、一切万物の起源、そして太古の昔ってこない場所を求め、一切万物の起源、そして太古の昔

に万物を作りだした最高人格主神に身をゆだねなくてはならない。に万物を作りだした最高人格主神に身をゆだねなくてはならない。に万物を作りだした最高人格主神に身をゆだねなくてはならない。に万物を作りだした最高人格主神に身をゆだねなくてはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この菩提樹の木のほんとうの姿は物質界で見ることはできない、とここでは

っきり述べられています。根が上に伸びているため、じっさいの木の広がりは反対側にあり

ます。この木の物質的な広がりに縛られていれば、どれほどこの木が広がっているのかも、

この木の始まりも見ることはできません。それでも、私たちはその原因を見つけなくてはな

りません。「私は私の父の子ども、私の父はその父の子ども」といったように。このように
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追求することで、まずガルボーダカシャーイー・ヴィシュヌが生みだしたブラフマーのとこ

ろに辿りつきます。最後に最高人格主神のもとに行きつき、それが追求の終着点です。この

木の根源、すなわち最高人格主神を探しださなくてはなりません。それは最高人格主神の知

識をそなえた人物との交流をとおして達成されます。そうすれば、正しい理解によって、真

実の歪んだ反射から徐々に離れ、正しい知識によってその関係を絶ち、真実の木のなかに位

置されるのです。 

 この節のasaìga（アサンガ）は、このことに関連するきわめて重要な言葉です。感覚の楽し

みへの執着、そして物質自然界を支配しようとする執着はひじょうに強いからです。ですか

ら、権威ある経典にもとづいて精神的科学を話しあって無執着心を学ぶ必要があり、また知

識をそなえた人物から話しを聞かなくてはなりません。その話しあいをとおして、最高人格

主神のもとに来ることができます。ですから、まず主に身をゆだねることが先決です。ひと

たびそこに辿りついたら、この偽りの木という反射の世界には決してもどってこない場所に

ついて、この節が説明しています。最高人格主神クリシュナはすべてが放出されたその根源

の根です。その人格主神の恩寵をさずかるためには身をゆだねなくてはなりませんし、また

それが聞いたり唱えたりする献愛奉仕の修練の結果でもあります。主は、物質界の原因です。

このことは主自身によってすでに説明されています。Ahaà sarvasya prabhavaù（アハンム 

サルヴァッシャ プラバハヴァハ）（『バガヴァッド・ギーター』第10章・第８節）「わたしは万

物の根源である」。ですから、物質生活というこの頑強な菩提樹のもつれから抜けだすため

に、私たちはクリシュナに身をゆだねなくてはなりません。クリシュナに身をゆだねるとき、

この物質現象界からおのずと無執着になるのです。 

 
第５節第５節第５節第５節                            iNaMaaRNaMaaeha  iJaTaSa(r)daeza  ADYaaTMaiNaTYaa  iviNav*tak-aMaa" ) 

ÜNÜEivRMau¢-a" Sau%du"%Sa&jE‚ GaRC^NTYaMaU!a" PadMaVYaYa& TaTa( )) 5 )) 
 

nirmäna-mohä jita-saìga-doñä 

adhyätma-nityä vinivåtta-kämäù 

dvandvair vimuktäù sukha-duùkha-saàjïair 

gacchanty amüòhäù padam avyayaà tat 
 

 niù—〜がない; mäna—偽の名声; mohäù—そして幻想; jita—克服して; saìga—交流の; 

doñäù—欠点; adhyätma—精神的知識において; nityäù—永遠性において; vinivåtta—離れ

て; kämäù—欲情から; dvandvaiù—二元性から; vimuktäù—解放されて; sukha-duùkha—

幸福と苦悩; saàjïaiù—〜と呼ばれて; gacchanti—到達する; amüòhäù—乱されていない; 

padam—状況; avyayam—永遠な; tat—それ。 
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訳訳訳訳  偽りの名声や幻想に偽りの名声や幻想に偽りの名声や幻想に偽りの名声や幻想に囚われず囚われず囚われず囚われず、まちがった、まちがった、まちがった、まちがったつきあいつきあいつきあいつきあいにかかにかかにかかにかかわらずわらずわらずわらず、永遠なる者を、永遠なる者を、永遠なる者を、永遠なる者を

理解し、欲情に耐え、幸福と苦悩という二元性から解放され、心が乱されず、至高の人理解し、欲情に耐え、幸福と苦悩という二元性から解放され、心が乱されず、至高の人理解し、欲情に耐え、幸福と苦悩という二元性から解放され、心が乱されず、至高の人理解し、欲情に耐え、幸福と苦悩という二元性から解放され、心が乱されず、至高の人

物に身をゆだねる方法を知っている物に身をゆだねる方法を知っている物に身をゆだねる方法を知っている物に身をゆだねる方法を知っている――――――――このような者たちがこのような者たちがこのような者たちがこのような者たちが永遠な国に辿りつく。永遠な国に辿りつく。永遠な国に辿りつく。永遠な国に辿りつく。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節には、身をゆだねる方法が巧みに説明されています。最初の資格は、

プライドに惑わされてはならない、という点です。条件づけられた魂は自分を自然界の主人

だと思って横柄になっているため、最高人格主神に身をゆだねることができません。ほんと

うの知識を学び、自分はこの世界の主人ではない、最高人格主神こそが主人である、という

事実を理解しなくてはなりません。自尊心による幻想から解放されれば、身をゆだねる方法

に従えるようになります。物質界では、いつも讃えられたいと思っている人は、至高の人物

に身をゆだねることはできません。自尊心は幻想によって起こります。物質界に来てわずか

な時間とどまり、やがて離れていくのに、愚かなことに、この世界の主人だと思っているの

です。この結果、すべてを自分で混乱させ、いつも問題をかかえている――全世界がこの状

態で動いています。人間は土地も地球も自分のもの、というまちがった考えで土地を分割し

てしまいました。人間が世界の所有者である、というまちがった考え方を捨てなくてはなり

ません。それができれば、家族、社会、国への愛着にもとづいて作られる偽りの関係から解

放されます。このまちがった関係が私たちを物質界に縛りつけるのです。偽りの関係を捨て

て、精神的知識を高めなくてはなりません。なにがほんとうに自分のものなのか、自分のも

のではないものか、という知識を修養しなくてはなりません。ものごとを正しく理解すると

き、幸せと苦悩、喜びと苦痛などの二元性から解放され、完璧な知識に満たされます。その

境地を達成した人が、最高人格主神に身をゆだねることができるようになるのです。 

 
第６節第６節第６節第６節                                    Na TaÙaSaYaTae SaUYaaeR Na XaXaaªae Na Paavk-" ) 

YaÓTva  Na  iNavTaRNTae  TaÖaMa ParMa& MaMa )) 6 )) 
 

na tad bhäsayate süryo 

na çaçäìko na pävakaù 

yad gatvä na nivartante 

tad dhäma paramaà mama 
 

 na—〜ではない; tat—それ; bhäsayate—照らす; süryaù—太陽; na—どちらも〜ではな

い; çaçäìkaù—月; na—どちらも〜ではない; pävakaù—火、電気; yat—〜の場所; gatvä—

行っている; na—決して〜ない; nivartante—彼らは戻ってくる; tat dhäma—その住居; 

paramam—至高の; mama—私の。 
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訳訳訳訳  わたしの住居は、太陽や月、また火や電気で照らされていない。その地わたしの住居は、太陽や月、また火や電気で照らされていない。その地わたしの住居は、太陽や月、また火や電気で照らされていない。その地わたしの住居は、太陽や月、また火や電気で照らされていない。その地に辿りつに辿りつに辿りつに辿りつ

いた者は、ぜったいにこの物質界にはもどってこない。いた者は、ぜったいにこの物質界にはもどってこない。いた者は、ぜったいにこの物質界にはもどってこない。いた者は、ぜったいにこの物質界にはもどってこない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        精神界、すなわち最高人格主神クリシュナの住居は、クリシュナローカ、ゴ

ーローカ・ヴリンダーヴァナと呼ばれ、この節で説明されています。精神界では、太陽の光、

月の光、火、そして電気も必要ありません。すべての惑星がみずから光り輝いているからで

す。私たちが住んでいるこの宇宙には１つの恒星、すなわち太陽だけがみずから光っていま

すが、精神界にある星はすべてみずから光り輝いています。その惑星（ヴァイクンタ）すべ

ての輝きがブラフマジョーティと呼ばれる精神界の空間を照らしています。しかしじっさい

その光は、クリシュナの惑星、つまりゴーローカ・ヴリンダーヴァナから放たれています。

その光の一部がマハトゥ・タットゥヴァに覆われた世界、つまり物質界です。物質界以外の、

光りかがやく精神界はヴァイクンタと呼ばれ、精神的な惑星で満たされており、その筆頭の

惑星がゴーローカ・ヴリンダーヴァナです。 

 生命体が暗闇の物質界にいるかぎり、条件づけられた生活に縛られているのですが、偽り

で歪んだ物質界という木を切りたおして精神界に到達すれば、解放されます。そうすればこ

の世界にはもどってきません。生命体は条件づけられた生活のなかで、自分が世界の主人だ

と考えていますが、ほんとうに解放されると精神界に入り、至高主の交流者になります。そ

こで、永遠の喜び、永遠の生活、知識にあふれた境地を楽しみます。 

 このような情報に関心を持つべきです。真実の反射にすぎない偽りの世界から抜けだし、

永遠な世界に行きたい、と強く望まなくてはなりません。物質界にあまりにも心が囚われて

いる人は、執着を絶つことはひじょうにむずかしいかもしれませんが、クリシュナ意識を始

めれば、徐々に無執着になっていきます。クリシュナ意識を修練している献愛者とのふれあ

いも欠かせません。またクリシュナ意識に専念している組織に加わり、献愛奉仕を学ぶべき

です。こうして、物質界への執着を断ちきることができるようになります。サフラン色の僧

服を着るだけでは物質界への魅力を捨てることはできません。主への献愛奉仕に執着しなけ

ればならないのです。ですから、第12章で述べられているように、献愛奉仕だけが真実の

木の反射である物質界から抜けだす唯一の方法である、と真剣に考えなくてはなりません。

第14章では、物質自然によって生じるけがれた質について説明されました。そして献愛奉

仕だけが、純粋に超越的であることも説明されました。 

 この節のparamaà mama（パラマンム ママ）はとても大切な言葉です。この世界のすべて

が至高主の所有物ですが、精神界はparamam（パラマンム）、６つの冨で満たされています。

『カタ・ウパニシャッド』（第２編・第２章・第15節）でも、精神界には太陽光線、月光、

星も必要ない（na tatra süryo bhäti na candratärakam）、すなわち精神界全体が至高主

の内的力によって照らされているからである、と確証されています。その至高の住居には身
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をゆだねることで到達できるのであり、ほかの方法では実現できません。 

 
第７節第７節第７節第７節                                    MaMaEva&Xaae  Jaqvl/aeke- Jaqv>aUTa" SaNaaTaNa" ) 

MaNa"zïaNaqiNd]Yaai<a Pa[k*-iTaSQaaiNa k-zRiTa )) 7 )) 
 

mamaiväàço jéva-loke 

jéva-bhütaù sanätanaù 

manaù-ñañöhänéndriyäëi 

prakåti-sthäni karñati 
 

 mama—私の; eva—確かに; aàçaù—断片的部分; jéva-loke—条件づけられた生活という

世界で; jéva-bhütaù—条件づけられた生命体; sanätanaù—永遠な; manaù—心と共に; 

ñañöhäni— ６ ; indriyäëi— 感 覚 ; prakåti— 物 質 自 然 界 の 中 で ; sthäni— 位 置 さ れ て ; 

karñati—激しく苦闘している。 
 

訳訳訳訳  条件づけられたこの世界にいる生命体たちは、わたしの断片的な部分体である。条件づけられたこの世界にいる生命体たちは、わたしの断片的な部分体である。条件づけられたこの世界にいる生命体たちは、わたしの断片的な部分体である。条件づけられたこの世界にいる生命体たちは、わたしの断片的な部分体である。

条件づけられた生活条件づけられた生活条件づけられた生活条件づけられた生活のために、心を含む６つの感覚とともに激しく苦闘している。のために、心を含む６つの感覚とともに激しく苦闘している。のために、心を含む６つの感覚とともに激しく苦闘している。のために、心を含む６つの感覚とともに激しく苦闘している。  
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節では、生命体の正体が明確に述べられています。生命体は至高主の断

片的な部分体である――永遠に。条件づけられた生活では個々の存在であり、解放されれば

至高主と一体になる、というわけではありません。永遠に断片的なのです。ここでsanätanaù

（サナータナハ）と断言されています。ヴェーダは、至高主はみずからを無数の拡張体で表わし、

広げる、と述べており、そのなかの主要な拡張体がヴィシュヌ・タットヴァ、二次的拡張体

が生命体です。言いかえると、ヴィシュヌ・タットヴァは、主の個人としての拡張体、生命

体は分離した拡張体だということです。個人としての拡張体には、主ラーマ、ヌリシンハデ

ーヴァ、ヴィシュヌムールティ、また各ヴァイクンタ惑星に住む主宰神などのさまざまな姿

があります。分離した拡張体である生命体は、永遠の召使いです。最高人格主神の個人とし

ての拡張体、すなわち人格主神としての個別性はつねに存在しています。同じように、分離

した拡張体（生命体）も個別性をそなえています。至高主の断片的な部分体として、生命体

も主の質を部分的にそなえており、自主性がその一つです。個々の魂としての生命体は個別

性とささやかな自主性もそなえています。その自主性をまちがって使えば条件づけられた魂

になり、正しく使えばいつでも解放された状態にあります。いずれにしても、至高主が永遠

な質をそなえているように、生命体も永遠な質をそなえています。解放された境地にいれば

物質に縛られることなく、主に崇高な奉仕をすることができます。条件づけられた生活にい

れば三様式に支配され、超越的な愛情奉仕を忘れています。そのために物質界で苦闘を強い

られるのです。 



9 

 

 生命体は、人間はもちろん、犬や猫でも、あるいは物質界最大の支配者ブラフマー、主シ

ヴァ、ヴィシュヌでさえ、至高主の部分体です。そのすべてが永遠に存在し、ある一時期だ

け生きているわけではありません。この節のkarñati（カルシャティ）は「苦闘している」、「懸

命に取りくんでいる」という意味で、とても重要な言葉です。条件づけられた魂は、鉄の鎖

で縛られているように、身動きがとれない状態にいます。偽の自我によって縛られているの

であり、そんな魂を物質界で引きずりまわしているのが心です。心が徳の様式にあれば正し

く行動し、激情の様式にあれば問題を作りだす行動をし、また無知の様式にあれば、下等な

生物のからだをくり返し受けいれなくてはなりません。しかしこの節で明言されているのは、

「条件づけられた魂は心と感覚とともに肉体に包まれていても、ひとたび解放されれば物質

の覆いは消え、本来の精神的姿が個々の能力とともに現われる」という事実です。以下の節

は『マーデャンディナーヤナ・シュルティ』にあります。Sa vä eña brahma-niñöha idaà 

çaréraà martyam atisåjya brahmäbhisampadya brahmaëä paçyati brahmaëä çåëoti 
brahmaëaivedaà sarvam anubhavati。この節では、「生命体が肉体を捨てて精神界に入

ると、もともとそなえている精神的な姿がよみがえり、その姿で最高人格主神に出会うこと

ができる」と言われています。主のまえに立ち、主の声を聞き、主と語りあい、最高人格者

をありのままに理解できるのです。スムリティには  vasanti yatra puruñäù sarve 

vaikuëöha-mürtayaù とあり、これは「精神的惑星ではだれもが最高人格主神のような姿

をしている」という意味です。そのからだについては、部分体である生命体とヴィシュヌム

ールティの拡張体は同じです。つまり、生命体は解放されれば、最高人格主神の恩寵によっ

て精神的なからだを得る、ということです。 

 この節のmamaiväàçaù（ママイヴァーンシャハ）「至高主の断片的部分」という言葉もたいへ

ん重要です。至高主の部分体は、壊れた物質の固まりではありません。第２章で、精神魂は

切りきざむことはできない、と学びました。この断片（精神魂）を物質と捉えてはなりませ

ん。切りきざみ、またつなぎあわせる、といった物体ではないのです。サンスクリット語の

サナータナ（sanätana）「永遠なるもの」という言葉が使われているため、そのような考

えはあてはまりません。この断片としての部分体は永遠です。第２章の始めで、個々のから

だのなかに至高主の断片的な部分体がいる（dehino 'smin yathä dehe デーヒノー スミン ヤ

タハー デーヘー）と言われています。その断片的な部分体が肉体という束縛から解放される

と、精神界にある崇高な惑星のなかで本来の精神的姿をよみがえらせ、至高主とのふれあい

を楽しみます。ここでよく理解しておくべきことは、生命体は至高主の部分体だから質的に

主と等しいという点であり、それは、金の粒が金全体と同じ質をそなえていることと同じで

す。 
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第８節第８節第８節第８節                                Xarqr&   YadvaPanaeiTa   YaÀaPYauT§-aMaTaqìr" ) 
Ga*hqTvETaaiNa Sa&YaaiTa vaYauGaRNDaaiNavaXaYaaTa( )) 8 )) 

 

çaréraà yad aväpnoti 

yac cäpy utkrämatéçvaraù 

gåhétvaitäni saàyäti 

väyur gandhän iväçayät 
 

 çaréram—肉体; yat—〜のように; aväpnoti—手に入れる; yat—〜のように; ca api—も

また; utkrämati—捨てる; éçvaraù—肉体の主人; gåhétvä—受けいれること; etäni—これら

すべて; saàyäti—立ち去る; väyuù—空気; gandhän—嗅ぐ; iva—〜のように; äçayät—そ

れらの源から。 
 

訳訳訳訳  物質界にいる生命体は、空気が香りを運ぶよ物質界にいる生命体は、空気が香りを運ぶよ物質界にいる生命体は、空気が香りを運ぶよ物質界にいる生命体は、空気が香りを運ぶように、さまざまなうに、さまざまなうに、さまざまなうに、さまざまな観念観念観念観念をある肉体かをある肉体かをある肉体かをある肉体か

ら別の肉体へと運ぶ。こら別の肉体へと運ぶ。こら別の肉体へと運ぶ。こら別の肉体へと運ぶ。このようにして、のようにして、のようにして、のようにして、ある肉体を得たあと、ある肉体を得たあと、ある肉体を得たあと、ある肉体を得たあと、次の肉体を得るためにそ次の肉体を得るためにそ次の肉体を得るためにそ次の肉体を得るためにそ

の肉体を終える。の肉体を終える。の肉体を終える。の肉体を終える。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ここで生命体はéçvara（イーシュヴァラ）「肉体の支配者」と呼ばれています。望

みさえすれば、肉体をさらに高い境地に高めることもでき、また逆に堕落させることもでき

ます。ささやかな自主性が用意されている、ということです。肉体の変化は生命体が決める

ことです。死ぬときの意識が、魂を次の肉体に連れていきます。犬や猫のような意識で死ね

ば、もちろん犬や猫のからだに入っていきますし、神聖な気質で死ねば、半神の姿を得ます。

さらに、クリシュナ意識で生涯を終えれば、精神界のクリシュナローカに行き、そこでクリ

シュナとの交流を楽しむことができます。肉体が死ねばすべては終わる、と考えるのはまち

がいです。魂は別の肉体に移るのであり、現在のからだや行動が次のからだを決定する原因

になります。肉体はカルマに応じて与えられ、その肉体もやがて終えなくてはなりません。

この節では、希薄なからだが現在の観念を次の肉体に運び、そして来世で別のからだを作り

だす、と述べられています。からだを変えていくこの転生と、肉体にいるあいだの苦闘を

karñati（カルシャティ）「生存競争」といいます。 

 
第９節第９節第９節第９節                                é[ae}a& c+au" SPaXaRNa& c rSaNa& ga]a<aMaev c ) 

AiDaïaYa    MaNaêaYa&    ivzYaaNauPaSaevTae )) 9 )) 
 

çrotraà cakñuù sparçanaà ca 

rasanaà ghräëam eva ca 

adhiñöhäya manaç cäyaà 

viñayän upasevate 
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 çrotram—耳; cakñuù—目; sparçanam—感触; ca—もまた; rasanam—舌; ghräëam—嗅

ぐ力; eva—もまた; ca—そして; adhiñöhäya—〜に位置されて; manaù—心; ca—もまた; 

ayam—彼; viñayän—感覚の対象; upasevate—楽しむ。 
 

訳訳訳訳  こうして生命体は別の濃密なからだに入ったあと、心を中心として耳、目、舌、こうして生命体は別の濃密なからだに入ったあと、心を中心として耳、目、舌、こうして生命体は別の濃密なからだに入ったあと、心を中心として耳、目、舌、こうして生命体は別の濃密なからだに入ったあと、心を中心として耳、目、舌、

鼻、感触の感覚を得る。そして感覚の対象物を味わうのである。鼻、感触の感覚を得る。そして感覚の対象物を味わうのである。鼻、感触の感覚を得る。そして感覚の対象物を味わうのである。鼻、感触の感覚を得る。そして感覚の対象物を味わうのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        言いかえれば、生命体が自分の意識を犬や猫の意識の状態に落としてしまえ

ば、来世で犬や猫のからだを手にいれ、そのからだを楽しむ、ということです。意識はもと

もと水のように純粋です。しかしある色と混ざれば、別の色に変わります。同じように、精

神魂は純粋ですから意識も純粋です。物質との接触によって変化するのです。ほんとうの意

識はクリシュナ意識です。ですから、クリシュナ意識になれば本来の純粋な生活をするよう

になります。しかし、意識が物質的な心理状態になれば、来世でその意識に応じた肉体を手

にいれます。そして、ふたたび人間のからだを得るとはかぎりません。犬、猫、豚、半神、

あるいは数多くの肉体の１つに入っていきます。肉体の種類は840万種類あるのですから。 

 
第第第第10節節節節 

 

oT§-aMaNTa& iSQaTa& vaiPa >auÅaNa& va Gau<aaiNvTaMa( ) 
ivMaU!a   NaaNauPaXYaiNTa  PaXYaiNTa  jaNac+auz" )) 10 )) 

 

utkrämantaà sthitaà väpi 

bhuïjänaà vä guëänvitam 

vimüòhä nänupaçyanti 

paçyanti jïäna-cakñuñaù 
 

 utkrämantam—肉体を終えること; sthitam—体内に位置されて; vä api—どちらも; 

bhuïjänam—楽しんでいる; vä—あるいは; guëa-anvitam—物質自然界の様式という魅力

にに動かされて; vimüòhäù—愚かな者達; na—決して〜ない; anupaçyanti—見ることがで

きる; paçyanti—見ることができる; jïäna-cakñuñaù—知識の目を持つ者達。 
 

訳訳訳訳  愚か者には、生命体がどのように肉体を終えるか、自然界の様式という魔力に魅愚か者には、生命体がどのように肉体を終えるか、自然界の様式という魔力に魅愚か者には、生命体がどのように肉体を終えるか、自然界の様式という魔力に魅愚か者には、生命体がどのように肉体を終えるか、自然界の様式という魔力に魅

せられてどのようなからだを楽しむのかも理解できない。しかし、知識によって訓練をせられてどのようなからだを楽しむのかも理解できない。しかし、知識によって訓練をせられてどのようなからだを楽しむのかも理解できない。しかし、知識によって訓練をせられてどのようなからだを楽しむのかも理解できない。しかし、知識によって訓練を

受けた目を持つ者はすべてを見ることができる。受けた目を持つ者はすべてを見ることができる。受けた目を持つ者はすべてを見ることができる。受けた目を持つ者はすべてを見ることができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     Jïäna-cakñuñaù（ギャーナ・チャクシュシャハ）という言葉はとても重要です。知識

がなければ、生命体が肉体を去ることも、来世でどのような肉体を得るかも、なぜ自分が特
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定の肉体のなかにいるのかもわかりません。理解するには、『バガヴァッド・ギーター』、

またさまざまな経典を真正な精神指導者から聞いて、幅広い知識を得なくてはなりません。

この訓練を受けた人は幸運です。どのような生命体もある条件下でからだを捨て、特定の環

境のなかで生き、そして物質自然界の魔力のもとでその環境を楽しんでいます。その結果、

感覚の楽しみという幻想のなかでさまざまな幸福や苦しみを味わいます。欲情や望みにいつ

までも騙されている人々は、肉体を終えて次のからだに入っていく、という現実を理解する

力を失います。なにがどうなっているかが理解できないのです。しかし精神的知識を高めた

人々は、精神魂と肉体は違うこと、魂が肉体を変えながらさまざまな楽しみを味わっている

ことが理解できます。その知識を持つ人が、条件づけられた生命体が物質界で苦しんでいる

様子を正しく見ることができます。だからこそクリシュナ意識を高めた人は、この知識を一

般の人々に伝えようと最善をつくします。人々が条件づけられた生活のなかで苦しんでいる

ことをよく知っているからです。私たちは、その状態から抜けだしてクリシュナ意識になり、

解放されて精神界に旅立たなくてはなりません。 

 
第第第第11節節節節                                    YaTaNTaae YaaeiGaNaêENa& PaXYaNTYaaTMaNYaviSQaTaMa( ) 

YaTaNTaae_PYak*-TaaTMaaNaae  NaENa&  PaXYaNTYaceTaSa" )) 11 )) 
 

yatanto yoginaç cainaà 

paçyanty ätmany avasthitam 

yatanto 'py akåtätmäno 

nainaà paçyanty acetasaù 
 

 yatantaù— 努 力 し て い る ; yoginaù— 超 越 主 義 者 達 ; ca— も ま た ; enam— こ れ ; 

paçyanti—見ることができる; ätmani—自己の内に; avasthitam—位置されて; yatantaù—

努力している; api—〜ではあるが; akåta-ätmänaù—自己の悟りのない者達; na—〜しな

い; enam—これ; paçyanti—見る; acetasaù—高められた心を持っている。 
 

訳訳訳訳  自己の悟りを求めて努力しつづける超越主義者は、これらをすべて自己の悟りを求めて努力しつづける超越主義者は、これらをすべて自己の悟りを求めて努力しつづける超越主義者は、これらをすべて自己の悟りを求めて努力しつづける超越主義者は、これらをすべてはっきりとはっきりとはっきりとはっきりと見見見見

ることができる。しかし高尚な心ることができる。しかし高尚な心ることができる。しかし高尚な心ることができる。しかし高尚な心もなく、自己を悟っていない者は、なにが起こっていもなく、自己を悟っていない者は、なにが起こっていもなく、自己を悟っていない者は、なにが起こっていもなく、自己を悟っていない者は、なにが起こってい

るのかるのかるのかるのかわからない。わかろうわからない。わかろうわからない。わかろうわからない。わかろうとととと努力しても。努力しても。努力しても。努力しても。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        精神的な自己の悟りの道を歩く多くの超越主義者がいますが、自己の悟りを

求めていない人は生命体の体内の変化を見ることができません。この節のyoginaù（ヨーギナ

ハ）は、この関係において重要な意味があります。現代には、いわゆるヨーギーと呼ばれる、

あるいはヨーギーとかかわっている人々がたくさんいますが、じつは自己の悟りについては

なにも知りません。器械体操に励み、そしてからだが丈夫で健康であれば満足しているだけ



13 

 

の人たちです。それ以外の情報を知らないのです。このような人々をyatanto 'py 

akåtätmänaù（ヤタントー ピ アクリタートゥマーナハ）と呼びます。型どおりのヨーガに従って努

力はしていても、自己を悟っているわけではありませんし、魂の輪廻の過程も理解できませ

ん。ほんとうにヨーガの方法を実践し、自己、世界、至高主を理解した人だけ――すなわち、

クリシュナ意識で純粋な献愛奉仕に励んでいるバクティ・ヨーギー――が、さまざまな現象

がどのように起こっているかを正しく理解できます。 

 
第第第第12節節節節                                    YadaidTYaGaTa&  TaeJaae  JaGaÙaSaYaTae_i%l/Ma(  ) 

YaÀNd]MaiSa YaÀaGanaE TataeJaae iviÖ MaaMak-Ma( )) 12 )) 
 

yad äditya-gataà tejo 

jagad bhäsayate 'khilam 

yac candramasi yac cägnau 

tat tejo viddhi mämakam 
 

 yat—〜であるもの ; äditya-gatam—太陽光線の中に ; tejaù—輝き ; jagat—全世界 ; 

bhäsayate—照らす; akhilam—完全に; yat—〜であるもの; candramasi—月の中に; yat—

〜であるもの; ca—もまた; agnau—火の中に; tat—それ; tejaù—輝き; viddhi—理解する; 

mämakam—私から。 
 

訳訳訳訳     物質界全体の暗闇を消しさる太陽の輝きは物質界全体の暗闇を消しさる太陽の輝きは物質界全体の暗闇を消しさる太陽の輝きは物質界全体の暗闇を消しさる太陽の輝きはわたしから放たれている。そして月のわたしから放たれている。そして月のわたしから放たれている。そして月のわたしから放たれている。そして月の

輝き、火の輝きも、わたしから発せられている。輝き、火の輝きも、わたしから発せられている。輝き、火の輝きも、わたしから発せられている。輝き、火の輝きも、わたしから発せられている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     知性のない人々は、ものごとがどのように起こっているかが理解できません。

しかし、ここで主が説明している内容をよく理解すれば、正しい知識を身につけることがで

きます。太陽、月、火、電気のことはだれでもよく知っています。しかし、太陽の光、月の

光、電気や火の光が最高人格主神から放出されていることを、私たちは理解しなくてはなり

ません。物質界にいる条件づけられた魂は、クリシュナ意識の始まりであるこの考えを持つ

ことで、精神生活に大きく高められます。生命体は至高主の部分体であり、私たちがどのよ

うに神のもとに、ふるさとに帰っていけるかを主はこの節でしめしています。 

 この節から理解できるのは、太陽が太陽系全体を照らしている、ということです。さまざ

まな宇宙や太陽系があり、その数に応じて無数の太陽、月、惑星も存在していますが、各宇

宙に太陽は１つしかありません。『バガヴァッド・ギーター』（第10章・第21節）で述べ

られているように、月も星々の１つです（nakñaträëäm ahaà çaçé ナクシャトゥラーナーンム ア

ハンム シャシー）。太陽の光は、精神界にいる至高主の精神的光から出ています。太陽が昇り、

人は１日の活動を始めます。料理をするために、あるいは工場を動かすために火を準備しま
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す。火の助けで多くのものごとがなされています。ですから、太陽の光、火、月の光は生命

体にはとても心地よく感じられます。その助けがなければ、生命体は生きていけません。で

すから、太陽、月、火の光や輝きが最高人格主神クリシュナから出ていることが理解できれ

ば、クリシュナ意識の生活が始まります。野菜は月の光から滋養を受けます。月の光の心地

よさを思えば、私たちが最高人格主神クリシュナの慈悲で生かされていることはかんたんに

理解できます。主の慈悲がなければ太陽はなく、主の慈悲がなければ月も存在せず、主の慈

悲がなければ火は存在せず、そして太陽、月、火の助けがなければ、だれも生きてはいけま

せん。このような知識によって、条件づけられた魂のなかにあるクリシュナ意識が刺激され

るのです。 

 
第第第第13節節節節                                GaaMaaivXYa   c   >aUTaaiNa  DaarYaaMYahMaaeJaSaa  ) 

PauZ<aaiMa caEzDaq" SavaR" SaaeMaae >aUTva rSaaTMak-" )) 13 )) 
 

gäm äviçya ca bhütäni 

dhärayämy aham ojasä 

puñëämi cauñadhéù sarväù 

somo bhütvä rasätmakaù 
 

 gäm—惑星; äviçya—入っている; ca—もまた; bhütäni—生命体達; dhärayämi—維持す

る; aham—私; ojasä—私の力によって; puñëämi—養っている; ca—そして; auñadhéù—植

物; sarväù—すべて; somaù—月; bhütvä—〜になっている; rasa-ätmakaù—活気を提供し

ている。 
 

訳訳訳訳  わたしはわたしはわたしはわたしは惑星のなかに入り、惑星のなかに入り、惑星のなかに入り、惑星のなかに入り、そのそのそのその惑星惑星惑星惑星はわたしの力ではわたしの力ではわたしの力ではわたしの力で軌道軌道軌道軌道を回っていを回っていを回っていを回っているるるる。わたし。わたし。わたし。わたし

は月になり、すべての野菜に命の活力を与えている。は月になり、すべての野菜に命の活力を与えている。は月になり、すべての野菜に命の活力を与えている。は月になり、すべての野菜に命の活力を与えている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     すべての惑星が主の力によって空間に浮かんでいます。主はすべての原子の

なかに、すべての惑星のなかに、すべての生命体のなかに入ります。『ブラフマ・サムヒタ

ー』がそう述べています。最高人格主神の完全部分体、すなわちパラマートマーが惑星、宇

宙、生命体、そして原子のなかにでさえ入っている、という記述です。主が入ったからこそ

すべてが適切に表わされているのです。魂がいる人のからだは生きているから水に浮きます

が、その精神的火花・魂が出てしまえば沈みます。もちろん腐敗すれば、ワラやほかの物体

のように浮きますが、人体は死ねとすぐに水中に沈みます。同じように、すべての惑星が空

間に浮かんでいますが、これは最高人格主神の至高の力が入っているからにほかなりません。

主の力は各惑星を支えていますが、ちょうど手のひらに塵（ちり）を持っているようなもの

です。手のひらに置かれているかぎり落下しませんが、空中に投げれば落下します。同じよ
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うに、空間に浮かんでいる惑星は、じっさいは至高主の宇宙体の手に握られています。主の

力とエネルギーによって、動くもの動かないものすべてがそれぞれの場所にとどまっていま

す。ヴェーダの聖歌には、最高人格主神ゆえに太陽は光り、惑星は正確に動いている、と言

われています。主がいなければすべての惑星は拡散し、空中の塵のように消えていきます。

同じように、月がすべての植物に栄養を与えているのは最高人格主神の力です。月の力によ

って野菜はおいしく育ちます。月の光がなければ、野菜は育ちませんし、おいしい水分を吸

って育つことはありません。至高主の力が供給されることで人は働き、快適に生き、食物を

楽しむことができます。そうでなければ、私たち人類は生き延びることさえできません。こ

の節のrasätmakaù（ラサートゥマカハ）はひじょうに重要です。すべては月の力という至高主の

表われによって味わい深くなるのです。 

 
第第第第14節節節節                                    Ah& vEìaNarae >aUTva Pa[ai<aNaa& dehMaaié[Ta" ) 

Pa[a<aaPaaNaSaMaaYau¢-"  PacaMYaà& cTauivRDaMa( )) 14 )) 
 

ahaà vaiçvänaro bhütvä 

präëinäà deham äçritaù 

präëäpäna-samäyuktaù 

pacämy annaà catur-vidham 
 

 aham—私; vaiçvänaraù—消化の火としての私の完全部分; bhütvä—〜になっている; 

präëinäm—全生命体の; deham—体内に; äçritaù—位置されて; präëa—出ていく空気; 

apäna—下方に向かう空気; samäyuktaù—平衡を保っている; pacämi—私は消化する; 

annam—食糧; catuù-vidham—４種類。 
 

訳訳訳訳  わたしは全生命体の体内わたしは全生命体の体内わたしは全生命体の体内わたしは全生命体の体内のののの消化の火であり、外へ向かう空気・内に向かう空気と消化の火であり、外へ向かう空気・内に向かう空気と消化の火であり、外へ向かう空気・内に向かう空気と消化の火であり、外へ向かう空気・内に向かう空気と

いう生気と混いう生気と混いう生気と混いう生気と混ざりざりざりざり、４種類の食糧を消化する。、４種類の食糧を消化する。、４種類の食糧を消化する。、４種類の食糧を消化する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アーユル・ヴェーダ・シャーストラによると、胃のなかには、送られてくる

食糧を消化する火がある、とされています。火が燃えていなければ飢えは起こりませんし、

その火が適切に燃えていれば、飢えを感じるようになります。火が正常に燃えていなければ、

治療が必要になります。いずれにしても、この火が最高人格主神を表わしています。ヴェー

ダのマントラ（『ブリハドゥ・アーラニャカ・ウパニシャッド』第５編・第９章・第１節）

でも、至高主あるいはブラフマンは胃のなかに火という姿で存在し、あらゆる食糧を消化し

ている、と言われています（ayam agnir vaiçvänaro yo 'yam antaù puruñe yenedam 

annaà pacyate）。主はすべての食糧の消化を助けているのですから、生命体は自力で食

生活をいとなんでいるのではありません。至高主が消化を助けてくれなければ、食べる行為
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もありえないのです。このように主は、食糧を作り、消化し、私たちはそのおかげで生活を

楽しんでいます。『ヴェーダンタ・スートラ』（第１編・第２章・第27節）でもそのこと

が確証されています。Çabdädibhyo 'ntaù pratiñöhänäc ca（シャブダーディビョー ンタハ プラテ

ィシュタハーナーチ チャ）。主は音のなかに、からだのなかに、空気のなかに、また消化力のた

めに胃のなかにでさえ存在しています。食糧には４種類――飲むもの、噛むもの、なめるも

の、吸うもの――があり、主はそのすべてを消化する力です。 

 
第第第第15節節節節                            SavRSYa cah& ôid Saiàivíae Mata" SMa*iTajaRNaMaPaaehNa& c ) 

vedEê   SavŒrhMaev  veÛae  vedaNTak*-Üedivdev  cahMa( )) 15 )) 
 

sarvasya cähaà hådi sanniviñöo 

mattaù småtir jïänam apohanaà ca 

vedaiç ca sarvair aham eva vedyo 

vedänta-kåd veda-vid eva cäham 
 

 sarvasya—全生命体の; ca—そして; aham—私; hådi—心の中の; sanniviñöaù—位置して; 

mattaù—私から; småtiù—記憶; jïänam—知識; apohanam—忘却; ca—そして; vedaiù—

ヴェーダによって; ca—もまた; sarvaiù—すべて; aham—私は〜である; eva—確かに; 

vedyaù—知ることのできる; vedänta-kåt—ヴェーダーンタの編纂者; veda-vit—ヴェーダ

を知る者; eva—確かに; ca—そして; aham—私。 
 

訳訳訳訳  わたしはすべての生命体の心臓に住みわたしはすべての生命体の心臓に住みわたしはすべての生命体の心臓に住みわたしはすべての生命体の心臓に住み、わたしから記憶、知識、忘却が発生する。、わたしから記憶、知識、忘却が発生する。、わたしから記憶、知識、忘却が発生する。、わたしから記憶、知識、忘却が発生する。

わたしはすべてのヴェーダわたしはすべてのヴェーダわたしはすべてのヴェーダわたしはすべてのヴェーダをとおしてをとおしてをとおしてをとおして知ることができる。じつに、わたしがヴェーダー知ることができる。じつに、わたしがヴェーダー知ることができる。じつに、わたしがヴェーダー知ることができる。じつに、わたしがヴェーダー

ンタの編纂者であり、ヴェーダを知る者である。ンタの編纂者であり、ヴェーダを知る者である。ンタの編纂者であり、ヴェーダを知る者である。ンタの編纂者であり、ヴェーダを知る者である。 

 

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心臓のなかにパラマートマーとして住んでおり、すべて

の活動が主から作りだされています。生命体は過去にしたことすべてを忘れていますが、活

動すべてを目撃している至高主の指揮に従って行動しなくてはなりません。だからこそ、生

命体は過去のおこないに応じて活動を始めるのです。必要な知識が生命体に与えられ、記憶

も与えられ、そして前世でしていたことを忘れます。主は遍在しているだけではありません。

個々の魂の心のなかにいるのです。また、さまざまな活動の結果も与えます。主は非人格の

ブラフマンとして、最高人格主神として、そして局所のパラマートマーとして崇拝されるだ

けではなく、ヴェーダの化身の姿でも崇拝されます。ヴェーダは人々に正しい指示を与えま

す。そうすることで神のもとに、ふるさとに帰っていけるように生活を組みたてることがで

きるのです。ヴェーダは最高人格主神クリシュナにまつわる知識を私たちに提示し、そして

ヴャーサデーヴァというクリシュナの化身は『ヴェーダンタ・スートラ』の編纂者です。ヴ
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ャーサデーヴァによる『シュリーマド・バーガヴァタム』における『ヴェーダンタ・スート

ラ』の解説は、真の『ヴェーダンタ・スートラ』の理解を提供しています。至高主は完璧な

方であり、条件づけられた魂を救うために、食糧の提供者・消化者となり、活動の目撃者と

なり、そしてヴェーダという姿をとおして知識を与えた方であり、最高人格主神・シュリー・

クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』を説いた教師です。主は条件づけられた魂でも崇

拝できる方です。神はあらゆる面で正しく、かぎりない慈悲心を持っているのです。 

 Antaù-praviñöaù çästä janänäm（アンタハ・プラヴィシュタハ シャースタ ジャナーナーンム）。生命

体は現在のからだを終えた瞬間、すべてを忘れますが、至高主の導きでふたたび活動をはじ

めます。自分では忘れても、前世で終わった活動が再開できるように主が知性をさずけます。

このように、生命体は心のなかにいる至高主の指揮に従って楽しんだり苦しんだりしていま

すが、主からヴェーダを理解する機会もさずかります。ヴェーダの知識を理解したいと真剣

に考えているのであれば、クリシュナはその必要な知性をさずけてくれます。なぜ主は、私

たちが理解できるようヴェーダ知識を説いているのでしょうか。個人的にクリシュナを理解

する必要があるからです。ヴェーダ経典はそのことをyo 'sau sarvair vedair géyate（ヨー サ

ウ サルヴァイル ヴェーダイル ギーヤテー）と確証しています。すべての経典、すなわち４つのヴ

ェーダ、『ヴェーダンタ・スートラ』、ウパニシャッド、プラーナでは至高主の栄光が讃え

られています。ヴェーダの儀式を執行し、ヴェーダ哲学を話しあい、そして献愛奉仕をとお

して主を崇拝することで、主に到達できます。ですから、ヴェーダの目的はクリシュナを理

解することにあります。ヴェーダはクリシュナが理解できるよう私たちを導き、主を悟る方

法をしめしてくれます。究極の目標は最高人格主神です。『ヴェーダンタ・スートラ』（第

１編・第１章・第４節）がtat tu samanvayät（タトゥ トゥ サマンヴァヤートゥ）という言葉でそ

のことを確証しています。３つの段階で完成を達成することができます。ヴェーダ経典を理

解することで自分と最高人格主神の絆に気づき、さまざまな方法を実践することで主に近づ

き、最後に最高人格主神その方である究極目標に到達します。この節では、ヴェーダの目的、

ヴェーダの理解、そしてヴェーダのゴールが明確に定義されています。 

 
第第第第16節節節節                                ÜaivMaaE  PauåzaE  l/aeke-  +arêa+ar Wv c ) 

+ar" SavaRi<a >aUTaaiNa kU-$=SQaae_+ar oCYaTae )) 16 )) 
 

dväv imau puruñau loke 

kñaraç cäkñara eva ca 

kñaraù sarväëi bhütäni 

küöa-stho 'kñara ucyate 
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 dvau—２つ; imau—これら; puruñau—生命体達; loke—世界に; kñaraù—間違いを犯す; 

ca—そして ; akñaraù—完全な ; eva—確かに ; ca—そして ; kñaraù—間違いを犯す ; 

sarväëi—すべて ; bhütäni—生命体達 ; küöa-sthaù—一体性の中で ; akñaraù—完全な ; 

ucyate—〜と言われる。 
 

訳訳訳訳  ２種類の生命体がいる、すなわち２種類の生命体がいる、すなわち２種類の生命体がいる、すなわち２種類の生命体がいる、すなわち過ち過ち過ち過ちを犯す者と完全な者である。物質界にいるを犯す者と完全な者である。物質界にいるを犯す者と完全な者である。物質界にいるを犯す者と完全な者である。物質界にいる

生命体はすべて生命体はすべて生命体はすべて生命体はすべて過ち過ち過ち過ちを犯し、精神界にいる生命体は完全な生命体である。を犯し、精神界にいる生命体は完全な生命体である。を犯し、精神界にいる生命体は完全な生命体である。を犯し、精神界にいる生命体は完全な生命体である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        すでに説明されたように、主の化身ヴャーサデーヴァは『ヴェーダンタ・ス

ートラ』を編纂しました。ここで主は、『ヴェーダンタ・スートラ』の内容を要約していま

す。無数にいる生命体は２つに分類できる、すなわち過ちを犯す者と犯さない者である、と。

生命体は永遠に最高人格主神の分離した部分体です。物質界と接触しているとき、かれらは

jéva-bhüta（ジーヴァ・ブフータ）と呼ばれ、この節ではサンスクリット語で、かれらは過ちを犯

す者、kñaraù sarväëi bhütäni（クシャラハ サルヴァーニ ブフーターニ）と呼ばれています。いっ

ぽうで、最高人格主神と一つになる生命体が完全な者と呼ばれています。「一つになる」と

はいっても個別性を失うわけでもなく、個性がぶつかりあっているわけでもありません。か

れらは創造の目的に同意している魂たちです。もちろん、精神界には「創造」などというも

のはありませんが、『ヴェーダンタ・スートラ』で述べられているように最高人格主神はす

べての現象物の源ですから、このように表現されています。 

 最高人格主神・主クリシュナの言葉によると、２種類の生命体がいます。ヴェーダがその

証拠を挙げていますから、疑いをはさむ余地はありません。心と５つの感覚とともにこの世

界で苦闘している生命体たちは、絶えず変化する肉体を持っています。条件づけられている

かぎり、そのからだは物質の接触のために変化しつづけます。物体は変化しているため、生

命体も変化しているように見えます。しかし精神界では、からだは物質できているのではあ

りません。だから変化しないのです。物質界では生命体は６つの変化を経験します――誕生、

成⻑、持続、生産、縮小、消滅。これが肉体の変化です。しかし、精神界のからだは変化し

ません。老年もなく、誕生もなく、そして死もありません。そこではすべてが一つになって

存在しています。Kñaraù sarväëi bhütäni（クシャラハ サルヴァーニ ブフーターニ）。物質とかか

わる生命体はすべて、最初の生物であるブラフマーから小さなアリにいたるまで、肉体を変

えています。そのため「過ちを犯す者」と呼ばれています。しかし精神界では、いつでも一

体性のなかでいつも解放されています。 

 
第第第第17節節節節                                otaMa"  PauåzSTvNYa"  ParMaaTMaeTYaudaôTa"  ) 

Yaae l/aek-}aYaMaaivXYa ib>aTYaRVYaYa wRìr" )) 17 )) 
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uttamaù puruñas tv anyaù 

paramätmety udähåtaù 

yo loka-trayam äviçya 

bibharty avyaya éçvaraù 
 

 uttamaù—最も優れている者; puruñaù—人物; tu—しかし; anyaù—別の; parama—至高

者; ätmä—自己; iti—このように; udähåtaù—〜と言われて; yaù—〜である者; loka—宇宙

の; trayam—３区分; äviçya—入っている; bibharti—維持している; avyayaù—無尽蔵の; 

éçvaraù—主。 
 

訳訳訳訳  この２種類の生命体のほかに、もっとも偉大な人物、至高の魂、不滅の主が存在この２種類の生命体のほかに、もっとも偉大な人物、至高の魂、不滅の主が存在この２種類の生命体のほかに、もっとも偉大な人物、至高の魂、不滅の主が存在この２種類の生命体のほかに、もっとも偉大な人物、至高の魂、不滅の主が存在

する。その主が三界に入り、その世界を維持している。する。その主が三界に入り、その世界を維持している。する。その主が三界に入り、その世界を維持している。する。その主が三界に入り、その世界を維持している。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節の意味が、『カタ・ウパニシャッド』（第２編・第２章・第13節）と

『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』（第６章・第13節）で巧みに説明され

ています。条件づけられた生命体と解放された無数の生命体の上に、最高人格者・パラマー

トマーがいる、と明言されています。ウパニシャッドでもnityo nityänäà cetanaç 

cetanänäm（ニッテョー ニッテャーナーンム チェータナシュ チェータナーナーンム）と述べられていま

す。これは、条件づけられた魂と解放された魂すべてのなかで、もっとも高い生命体、すな

わち最高人格主神がおり、かれらの活動に応じた楽しみの便宜を提供し、維持している、と

いう意味です。その最高人格主神は全生命体の心臓のなかにパラマートマーとして住んでい

ます。主を理解できる賢い人物が完璧な平和を達成できるのであり、それ以外の人は平和を

達成することはできません。 

 
第第第第18節節節節                                YaSMaaT+arMaTaqTaae_hMa+aradiPa       caetaMa" ) 

ATaae_iSMa l/aeke- vede c Pa[iQaTa" PauåzaetaMa" )) 18 )) 
 

yasmät kñaram atéto 'ham 

akñaräd api cottamaù 

ato 'smi loke vede ca 

prathitaù puruñottamaù 
 

 yasmät—なぜなら ; kñaram—その便宜に ; atétaù—超越的 ; aham—私は〜である ; 

akñarät—完璧な者を超えた; api—もまた; ca—そして; uttamaù—最も優れた者; ataù—ゆ

えに; asmi—私は〜である; loke—世界で; vede—ヴェーダ経典で; ca—そして; prathitaù—

讃えられて; puruña-uttamaù—最高人格者として。 
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訳訳訳訳  わたしは、過ちを犯す者と犯さない者のどちらも超越した存在であるため、そしわたしは、過ちを犯す者と犯さない者のどちらも超越した存在であるため、そしわたしは、過ちを犯す者と犯さない者のどちらも超越した存在であるため、そしわたしは、過ちを犯す者と犯さない者のどちらも超越した存在であるため、そし

てもっとも偉大な者だからこそ、全世界で、そしてヴェーダのなかで至高の人物としててもっとも偉大な者だからこそ、全世界で、そしてヴェーダのなかで至高の人物としててもっとも偉大な者だからこそ、全世界で、そしてヴェーダのなかで至高の人物としててもっとも偉大な者だからこそ、全世界で、そしてヴェーダのなかで至高の人物として

知れわたっている。知れわたっている。知れわたっている。知れわたっている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     だれも最高人格主神クリシュナを超えることはできません――条件づけられ

た魂であろうと、解放された魂であろうと。だからこそ主はもっとも偉大な人物なのです。

そしてこの節では、生命体と最高人格主神は個々の存在であることも明確に述べられていま

す。両者の違いは、生命体は条件づけられた状態でも、解放された状態でも、最高人格主神

の人智を絶する力を量的に超えることができない、という点にあります。至高主と生命体は

あらゆる面で同じ段階、等しい状態にある、と考えるのはまちがっています。いつでも優性

と劣性の違いがあります。Uttama（ウッタマ）はとても重要な言葉です。だれも最高人格主

神を超えることはできません。 

 この節のloke（ローケー）は「pauruña ägama（パウルシャ アーガマ）（スムリティ経典）にお

いて」という意味を含んでいます。ニルクティ辞書が lokyate vedärtho 'nena（ローキャテー 

ヴェーダールトホー ネーナ）と確証しています。「ヴェーダの目的は、スムリティ経典によって

説明されている」。 

 パラマートマーという局所的存在としての至高主は、ヴェーダでも説明されています。次

の節はヴェーダ（『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』第８編・第12章・第３節）にあ

るものです。Tävad eña samprasädo 'smäc charérät samutthäya paraà jyoti-rüpaà 

sampadya svena rüpeëäbhiniñpadyate sa uttamaù puruñaù。「肉体から出た魂が至高の光

（主）のなかに入り、みずからの精神的姿を表わす。その主が至高の人物である」。これは、

最高人格者は自分の崇高な光をみずから発散させている、それが究極の光輝だということで

す。その最高人格者はパラマートマーとして局所的な様相もそなえています。そして主はサ

テャヴァティーとパラーシャラの子息、すなわちヴャーサデーヴァとなってヴェーダの知識

を説明しました。 

 
第第第第19節節節節                                    Yaae MaaMaevMaSaMMaU!ae JaaNaaiTa PauåzaetaMaMa( ) 

Sa  SavRivÙJaiTa  Maa&  SavR>aaveNa >aarTa )) 19 )) 
 

yo mäm evam asammüòho 

jänäti puruñottamam 

sa sarva-vid bhajati mäà 

sarva-bhävena bhärata 
 

 yaù—〜である者は誰でも; mäm—私を; evam—そのように; asammüòhaù—疑わずに; 
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jänäti—知っている; puruña-uttamam—最高人格主神; saù—彼; sarva-vit—すべてを知る

者; bhajati—献愛奉仕をする; mäm—私に; sarva-bhävena—あらゆる面で; bhärata—バラ

タの子よ。 
 

訳訳訳訳  わたしが最高人格主神であることを疑いなく知る者は、すべてを知る者である。わたしが最高人格主神であることを疑いなく知る者は、すべてを知る者である。わたしが最高人格主神であることを疑いなく知る者は、すべてを知る者である。わたしが最高人格主神であることを疑いなく知る者は、すべてを知る者である。

バラタの子よ、ゆえにかれはわたしへの完全な献愛奉仕に励む。バラタの子よ、ゆえにかれはわたしへの完全な献愛奉仕に励む。バラタの子よ、ゆえにかれはわたしへの完全な献愛奉仕に励む。バラタの子よ、ゆえにかれはわたしへの完全な献愛奉仕に励む。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     生命体と最高絶対真理者の本来の境地については、数多くの哲学的な推論が

あります。そしていまこの節で最高人格主神自ら、主クリシュナを至高の人物として知る者

はすべてを知る者である、と明言しています。不完全な知識を持つ人は、ただ絶対真理につ

いていたずらに推測をつづけていますが、完璧な知識を持つ人は、貴重な時間を無駄にする

ことなく、クリシュナ意識でじかに至高主に献愛奉仕をします。この事実は『バガヴァッド・

ギーター』の全章をとおして強調されています。しかし『バガヴァッド・ギーター』をまち

がって解説する強情な解説者が多くいて、至高の絶対真理と生命体を同じものと考えていま

す。 

 ヴェーダの知識はシュルティ、すなわち聴覚をとおして学ぶものです。クリシュナあるい

はその代表者という権威者からヴェーダのメッセージを受けとらなくてはなりません。この

節でクリシュナはすべてを巧みに識別しており、私たちもクリシュナという情報源から聞か

なくてはなりません。豚のような耳で聞いてもなに得られません。権威者から聞いて理解し

なくてはならないのです。学術的な学び方で推論を続けるのも避けるべきです。『バガヴァ

ッド・ギーター』から、生命体はいつでも最高人格主神に従うべき立場にあることを、すな

おな気持ちで聞くべきです。最高人格主神シュリー・クリシュナの見解では、この点が理解

できる人はだれでもヴェーダの目的を知っています。それ以外の手段では、だれもヴェーダ

の目的を理解することはできません。 

 この節のbhajati（バハジャティ）はひじょうに重要です。バジャティという言葉は多くの箇

所で、至高主への献愛奉仕に関連して使われています。完全なクリシュナ意識で主への献愛

奉仕に励んでいる人は、ヴェーダ知識をすべて理解していると考えられます。ヴァイシュナ

ヴァ・パランパラーでは、クリシュナに献愛奉仕をしている者は、至高の絶対真理者を理解

するためにほかの方法を実践する必要はない、と言われています。主に献愛奉仕をしている

のですから、すでにその時点で主に到達しているのです。知識を理解する予備段階をすでに

通過している、ということです。いっぽう、何百何千もの生涯をくり返しながら推測しつづ

けても、クリシュナが最高人格主神であり、主に身をゆだねなくてはならない、という理解

まで到達することはできません。多くの歳月や生涯を推論に費やしても、骨折り損のくたび

れもうけ、ということです。 
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第第第第20節節節節                                    wiTa   GauùTaMa&   XaañiMadMau¢&-   MaYaaNaga ) 
WTad(bud(ßa buiÖMaaNSYaaTk*-Tak*-TYaê >aarTa )) 20 )) 

 

iti guhyatamaà çästram 

idam uktaà mayänagha 

etad buddhvä buddhimän syät 

kåta-kåtyaç ca bhärata 
 

 iti—このように; guhya-tamam—もっとも秘奥な知識; çästram—啓示経典; idam—これ; 

uktam— 明 ら か に さ れ た ; mayä— 私 に よ っ て ; anagha— 罪 な き 者 よ ; etat— こ れ ; 

buddhvä—理解している; buddhi-män—知的な; syät—人は〜になる; kåta-kåtyaù—もっ

とも完璧な努力; ca—そして; bhärata—バラタの子よ。 
 

訳訳訳訳  罪なき者よ。これがヴェーダ経典に関するもっとも秘奥な部分であり、いまわた罪なき者よ。これがヴェーダ経典に関するもっとも秘奥な部分であり、いまわた罪なき者よ。これがヴェーダ経典に関するもっとも秘奥な部分であり、いまわた罪なき者よ。これがヴェーダ経典に関するもっとも秘奥な部分であり、いまわた

しによって明らかにされた。この事実を理解する者はだれでも賢人となり、努力の結果、しによって明らかにされた。この事実を理解する者はだれでも賢人となり、努力の結果、しによって明らかにされた。この事実を理解する者はだれでも賢人となり、努力の結果、しによって明らかにされた。この事実を理解する者はだれでも賢人となり、努力の結果、

完璧な境地に導かれる。完璧な境地に導かれる。完璧な境地に導かれる。完璧な境地に導かれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はこの節で、これが啓示経典の要旨である、と明言しています。私たちは、

最高人格主神が説いたこの教えをありのままに理解しなくてはなりません。そうして知性を

そなえ、超越的知識を完璧に悟ることができます。すなわち、最高人格主神に関するこの哲

学を理解し、献愛奉仕に励むことで、三様式というけがれから解放される、ということです。

献愛奉仕は精神的な理解をさずかる方法です。献愛奉仕がおこなわれているところには物質

的なけがれもありません。主への献愛奉仕と主自身はまったく同じものです。どちらも精神

的な質に満たされているからです。献愛奉仕は至高主の内的力のなかでおこなわれます。主

は太陽、無知は暗闇、とよく言われます。太陽があるところに暗闇はありません。ですから、

真実の精神指導者に正しく導かれて献愛奉仕がおこなわれているところに無知があるはず

がないのです。 

 だれもがこのクリシュナ意識を持ち、献愛奉仕をし、知的になり、浄化されなくてはなり

ません。クリシュナを悟るこの状態に到達し、献愛奉仕をしなければ、通俗な人たちから賢

いと讃えられても、完璧な知性をそなえている人とは呼べません。 

 アルジュナに向かって呼びかけられているanagha（アナガハ）という言葉は重要です。

Anagha、「おお、罪なき者よ」とは、罪の反動から完全に解放されなければ、クリシュナ

を理解するのはひじょうにむずかしい、という意味が含まれています。あらゆるけがれから、

罪なおこないから解放されなくてはなりません。その境地でこそ理解できるのです。しかし、

献愛奉仕は純粋な力に満ちていますから、ひとたび献愛奉仕を始めれば、自然に罪のないそ

の境地に到達します。 
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 完全なクリシュナ意識のなかで純粋な献愛者とつきあいながら献愛奉仕をしているあい

だ、完全に征服すべきことがいくつかあります。心の弱さです。物質界に転落する最初の原

因は、物質自然界を支配しようとする望みです。その望みのために、至高主への超越的な愛

情奉仕を捨ててしまうのです。二番目の心の弱さは、物質自然界を支配する気持ちが強くな

るほどに、物質に、そして物質的なものを所有することに執着するようになります。物質存

在の問題は、この心の弱さのために起こります。この章の最初の５節は、心の弱さから自分

を解放させる方法が述べられており、それ以外の節、すなわち第６節から最後の節では、

puruñottama-yoga（プルショーッタマ・ヨーガ）について説明されています。 

 

 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１５章、「プルショーッタマ・ヨーガ、至高の人物のヨーガ」に関する要旨解説を終了し

ます。 


