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神聖な質と邪悪な神聖な質と邪悪な神聖な質と邪悪な神聖な質と邪悪な質質質質 

 
第１第１第１第１−３−３−３−３節節節節                                                é[q>aGavaNauvac ) 

A>aYa&     SatvSa&éuiÖjaRNaYaaeGaVYaviSQaiTa" ) 
daNa& dMaê Yajê SvaDYaaYaSTaPa AaJaRvMa( )) 1 )) 
Aih&Saa SaTYaMa§-aeDaSTYaaGa" XaaiNTarPaEéuNaMa( ) 
dYaa  >aUTaeZvl/aelu/PTv&  MaadRv& h qrcaPal/Ma( )) 2 )) 
TaeJa" +aMaa Da*iTa" XaaEcMad]aehae NaaiTaMaaiNaTaa ) 
>aviNTa   SaMPad&  dEvqMai>aJaaTaSYa  >aarTa )) 3 )) 

 
çré-bhagavän uväca 

abhayaà sattva-saàçuddhir 

jïäna-yoga-vyavasthitiù 

dänaà damaç ca yajïaç ca 

svädhyäyas tapa ärjavam 
 

ahiàsä satyam akrodhas 

tyägaù çäntir apaiçunam 

dayä bhüteñv aloluptvaà 

märdavaà hrér acäpalam 
 

tejaù kñamä dhåtiù çaucam 

adroho näti-mänitä 

bhavanti sampadaà daivém 

abhijätasya bhärata 
 
 çré-bhagavän uväca— 最 高 人 格 主 神 が 言 っ た ; abhayam— 恐 れ の な い 心 境 ; 
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sattva-saàçuddhiù— 自分 の 存在 の浄化 ; jïäna— 知 識 の中 で ; yoga— 結合 するこ との ; 

vyavasthitiù—状況; dänam—慈善; damaù—心を支配している; ca—そして; yajïaù—儀式の

執行 ; ca—そして ; svädhyäyaù—ヴェーダ経典の研究 ; tapaù—苦行 ; ärjavam—率直さ ; 

ahiàsä—非暴力; satyam—誠実さ; akrodhaù—怒りから自由であること; tyägaù—放棄心; 

çäntiù—平静さ; apaiçunam—粗探しに対する嫌悪; dayä—慈悲; bhüteñu—全生命体に対して; 

aloluptvam—貪欲さのないこと; märdavam—穏やかさ; hréù—謙虚さ ; acäpalam—決意; 

tejaù—活力; kñamä—許容心; dhåtiù—不屈の精神; çaucam—清潔さ; adrohaù—嫉妬心のない

こと; na—〜ではない; ati-mänitä—名誉への期待; bhavanti—〜である; sampadam—質; 

daivém—超越的な特質; abhijätasya—〜で生まれた者の; bhärata—バラタの子よ。 
 
訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「恐れのない心境、最高人格主神が言いました。「恐れのない心境、最高人格主神が言いました。「恐れのない心境、最高人格主神が言いました。「恐れのない心境、自分の自分の自分の自分の存在の浄化、精神的知識の修存在の浄化、精神的知識の修存在の浄化、精神的知識の修存在の浄化、精神的知識の修

養、慈善の心、自己抑制、儀式の執行、ヴェーダの研究、身の犠牲、率直さ、非暴力、誠実養、慈善の心、自己抑制、儀式の執行、ヴェーダの研究、身の犠牲、率直さ、非暴力、誠実養、慈善の心、自己抑制、儀式の執行、ヴェーダの研究、身の犠牲、率直さ、非暴力、誠実養、慈善の心、自己抑制、儀式の執行、ヴェーダの研究、身の犠牲、率直さ、非暴力、誠実

さ、怒りのないこと、放棄心、平静さ、人のあら探しを嫌うこと、さ、怒りのないこと、放棄心、平静さ、人のあら探しを嫌うこと、さ、怒りのないこと、放棄心、平静さ、人のあら探しを嫌うこと、さ、怒りのないこと、放棄心、平静さ、人のあら探しを嫌うこと、すべての生物に対する哀すべての生物に対する哀すべての生物に対する哀すべての生物に対する哀

れみの心、強欲ではないこと、穏やかさ、れみの心、強欲ではないこと、穏やかさ、れみの心、強欲ではないこと、穏やかさ、れみの心、強欲ではないこと、穏やかさ、謙虚さ、揺るぎない決謙虚さ、揺るぎない決謙虚さ、揺るぎない決謙虚さ、揺るぎない決意、活力、許容心、不屈の意、活力、許容心、不屈の意、活力、許容心、不屈の意、活力、許容心、不屈の

精神、清潔さ、嫉妬心のないこと、名誉精神、清潔さ、嫉妬心のないこと、名誉精神、清潔さ、嫉妬心のないこと、名誉精神、清潔さ、嫉妬心のないこと、名誉への野望のないことへの野望のないことへの野望のないことへの野望のないこと。バラタの子よ。これらが、神。バラタの子よ。これらが、神。バラタの子よ。これらが、神。バラタの子よ。これらが、神

聖な聖な聖な聖な質に恵まれた人物がそなえる超越的な特質である質に恵まれた人物がそなえる超越的な特質である質に恵まれた人物がそなえる超越的な特質である質に恵まれた人物がそなえる超越的な特質である」」」」 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  第15章のはじめに、物質界という菩提樹について説明されました。そこから伸び

る特別の根が生命体の活動と比較され、その活動は吉兆であったり不吉だったりします。第９

章でも、神聖な気質をそなえたデーヴァたち、罪深い気質を持つアスラたちについて説明され

ました。ヴェーダの儀式によると、徳の様式での活動は解放への道につながる吉兆なものとさ

れ、daivé prakåti（ダイヴィー プラクリティ）、すなわち超越的な質をそなえています。超越的な質

をそなえる人々は解放の道を歩きます。いっぽう、激情と無知の様式で行動している人々に解

放される可能性はありません。人間として物質界にとどまるか、動物の体に、あるいはそれ以

下の生物種に転落しなくてはなりません。この第16章で主は、超越的な自然、そしてそれに付

随する特質について、また邪悪な自然とその気質について説明し、これらの質の⻑所と短所も

説明します。 

 この節のabhijätasya（アビヒジャータッシャ）は、超越的な特質、あるいは神聖な性格をそなえて

生まれた人物を指しており、重要な意味が含まれています。神聖な環境のなかで子どもをもう

けることを、ヴェーダ経典ではガルバーダーナ・サムスカーラ（Garbhädhäna-saàskära）と

いいます。両親が神聖な気質をそなえた子どもをもうけるには、社会生活のために勧められて

いる10の原則に従わなくてはなりません。優れた子どもを得るための性生活はクリシュナその
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ものであることを『バガヴァッド・ギーター』で学びました。性生活が非難されているわけで

はありません、クリシュナ意識のなかでおこなわれればいいのです。クリシュナ意識を修練す

る人は犬や猫のように子どもをもうけるのではなく、誕生したあとにクリシュナ意識になれる

子どもをもうけなくてはなりません。それが、クリシュナ意識に没頭している両親のあいだに

生まれる子どもの利点です。 

 ヴァルナーシュラマ・ダルマの社会制度――社会を４つの社会生活と４つの職務あるいはカ

ーストで区分する制度――は、誕生にもとづいて人間を分けているのではありません。教育を

とおして身につける資格が大切です。社会の平和と繁栄を維持するための制度なのです。この

節で列挙される気質は、精神的理解をとおして高めることができ、そして物質界から解放され

るための超越的な気質です。 

 ヴァルナーシュラマ制度では、サンニャーシー・放棄階級の生活の人物は社会階級の頂点、

あるいは精神指導者と考えられています。ブラーフマナは社会のほかの３区分、すなわちクシ

ャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの精神指導者と考えられていますが、この制度の頂点にい

るサンニャーシーはブラーフマナの精神指導者でもあるとされています。サンニャーシーに最

初に要求される資格は恐れのない心境です。サンニャーシーは、支援も、またその支援の保証

もなく、一人になり、最高人格主神の慈悲だけにすがらなくてはなりません。「だれとも関係

がなくなったら、だれが私を守ってくれるのか」などと考えるようでは、放棄階級の生活を始

める資格はないということです。クリシュナが、あるいはパラマートマーとして局所的存在の

最高人格主神がいつも心のなかにいる、主はすべてを見ている、そして人のすることをいつも

知っている、と完全に確信しなくてはなりません。このように、パラマートマーとしてのクリ

シュナが、主に身をゆだねた魂を世話することを完全に確信しなくてはなりません。「私は一

人ではない」と考えるのです。「暗い山中に住もうと、私にはクリシュナがついている、そし

て私を完全に守ってくださる」。このような確信がabhayam（アバハヤンム）、恐れのない心境で

あり、放棄階級の生活をしている人に欠かせない条件です。 

 そして、自分の存在を清めなくてはなりません。放棄階級の生活には従うべき数多くの規則

や原則があります。そのなかでもっとも重要な要素が、「サンニャーシーは決して女性と親密

な関係を持ってはならない」という点にあります。だれもいない場所で女性と二人きりで話す

ことも禁止されています。主チャイタンニャはサンニャーシーの象徴ともいうべき方であり、

プリーに住んでいたとき、女性の献愛者はお辞儀をするためでさえ近寄れず、離れた場所から

敬意を表わすことになっていました。これは女性を嫌悪していたからではなく、サンニャーシ

ーは女性と親しい間柄になってはいけないとする戒めでした。自分の存在を浄化させるため、
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特定の地位にある規則や原則に従わなくてはなりません。サンニャーシーにとって、女性との

親密な関係、そして物欲を満たすために財産を持つことは厳格に禁止されています。そのサン

ニャーシーの象徴が主チャイタンニャであり、主の生涯を見ても、女性についてはひじょうに

厳格だった事実を学ぶことができます。もっとも寛大な主神の化身であり、もっとも堕落した

魂を救う方ではありますが、女性との関係におけるサンニャーサ階級の規則や原則に忠実に従

っていました。親密な交流者の一人にチョータ・ハリダーサという人物がいました。あるとき

若い女性を好色な目で見つめたというだけで、主はそのことにきびしく対処し、すぐに交流者

の集まりから追放しました。主は「物質自然界の束縛からの解放を切望し、精神的気質を高め、

ふるさとに、神のもとに帰ろうとするサンニャーシーにとって、感覚満足のために財産や女性

を見つめることは――じっさいにそれを楽しむことなく、そのような気持ちで見つめるだけで

も――非難されるべきことであり、そのような不義な望みを持つよりはみずから命を絶ったほ

うがいい」と言いました。これが浄化される方法です。 

 次の項目がjïäna-yoga-vyavasthiti（ギャーナ・ヨーガ・ヴャヴァスティティ）です。知識の修養に励

むことです。サンニャーシーの生活は、精神的発達という真の生活を忘れた世帯者やさまざま

な人々に知識を分けあたえるためにあります。また、生計のために家庭を訪ねて寄付を乞う立

場にはいますが、ただの物乞いではありません。謙虚さは、超越的境地にいる人物の特質の一

つであり、純粋な謙虚さからサンニャーシーは家庭を訪ねるのであり、物を乞うのではなく、

世帯者たちをクリシュナ意識に目覚めさせるための行為です。これがサンニャーシーの義務で

す。真に高められているのであれば、また精神指導者にそう命じられたならば、理論と理解を

駆使してクリシュナ意識を布教すべきであり、それほどの理解がなければ放棄階級者になるべ

きではありません。しかし、充分な知識をそなえずに放棄階級になったとしても、真実の精神

指導者から教えをさずかって知識を高める意欲を持ちつづける必要があります。放棄階級者・

サンニャーシーは、恐れのない境地、sattva-saàçuddhi（サットゥヴァ・サンムシュッデヒィ）「純粋さ」

とjïäna-yoga（ギャーナ・ヨーガ）「知識」に立脚していなくてはなりません。 

 次の項目は慈善です。慈善は世帯者のためにあります。世帯者は倫理にかなう方法で生活費

を作り、収入の50パーセントをクリシュナ意識を世界に広めるために使うべきです。ですから

世帯者は、そのような活動に励んでいる組織に寄付をする必要があります。慈善は受けとる資

格のある相手に差しだすものです。これから説明されますが、さまざまな種類の慈善――徳、

激情、無知の様式の慈善――があります。徳の様式での慈善は経典で勧められていますが、激

情や無知の様式の慈善は勧められていません。金銭の無駄にすぎないからです。慈善はクリシ

ュナ意識を全世界に広めるためだけになされるものであり、それが徳の様式の慈善です。 
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 そして、dama（ダマ）「自己抑制」については、特定の宗教社会階級のためだけではなく、

とくに世帯者のために用意されています。妻帯者ではあっても、不必要な性生活のために感覚

を使うべきではありません。世帯者には性生活にでさえ制約があり、子どもをもうけるためだ

けに営むもの、とされています。子どもが必要でなければ、妻との性生活は慎まなくてはなり

ません。いまでは、育児を避けるために避妊具や忌まわしい方法で性生活が楽しまれています。

これは神聖な質ではなく、邪悪な心でなされる行為です。世帯者として精神生活を修練するの

であれば、性生活を抑制し、クリシュナに仕える目的以外で子どもを作るべきではありません。

クリシュナ意識になる子どものためなら、何百人でも作ることはできますが、その能力がなけ

れば、感覚の楽しみだけにおぼれてはなりません。 

 儀式は、世帯者が実践すべきもう一つの項目です。儀式には巨額の資金が必要になるからで

す。ほかの階級、すなわちブラフマチャリャ、ヴァーナプラスタ、サンニャーサは、乞うこと

で生活しているためお金がありません。ですから、さまざまな儀式の執行は世帯者のためにあ

ります。ヴェーダ経典が定めるアグニ・ホートゥラの儀式は重要なのですが、いま執行するに

は厖大な資金が必要になり、現代の世帯者ができるものではありません。現代に勧められてい

る最善の儀式がサンキールタナ・ヤギャです。このサンキールタナ・ヤギャはハレー・クリシ

ュナ・マントラ――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――の唱名であり、

最善で安価な儀式です。だれでもできて、そして恩恵がさずかります。ですからこの３つの項

目、すなわち慈善、感覚の抑制、儀式の執行は、世帯者のために用意されているものです。 

 そしてsvädhyäya（スヴァーデャーヤ）「ヴェーダの研究」はブラフマチャリャ・学生階級のため

にあります。ブラフマチャーリーは女性との関係をいっさい持ってはなりません。独身生活を

し、精神的知識を修養するためにヴェーダ経典の研究に心を集中させます。これをスヴァーデ

ャーヤといいます。 

 タパ（Tapa）「身の犠牲」はとくに隠遁階級のためにあります。全生涯を通じて世帯者にと

どまるべきではありません。生活階級として、ブラフマチャリャ、グリハスタ、ヴァーナプラ

スタ、サンニャーサという４つの区分が用意されていることを自覚しているべきです。ですか

ら、世帯者生活（グリハスタ）を終えたあとに引退することが勧められています。100年間生

きるとしたら、25年間を学習者として、25年間を世帯者として、25年間を隠遁者として、25

年間を放棄階級者として生きなくてはなりません。これが、ヴェーダが勧める宗教原則です。

世帯者生活から退いた人は、体、心、舌の犠牲を修練する必要があります。これをタパッシャ

といいます。ヴァルナーシュラマ・ダルマ全体がこのタパッシャのためにあります。タパッシ
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ャ・身の苦行をしなければ、人間は解放を達成することはできません。苦行をして生活する必

要はない、自分の考えで生きていけばそれでいいのだ、という生き方はヴェーダ経典でも『バ

ガヴァッド・ギーター』でも勧められていません。そのような教えは、できるだけ従者を増や

そうとする見せかけのスピリチュアリストたちが作りあげたものです。制限や規則があればだ

れも来ない、だから宗教の名を借りて信者を増やそう、と思う者たちは、従者はおろか自分の

生活にでさえ制限を設けません。もちろんそのような方法はヴェーダでは認められていません。 

 率直さというブラーフマナの質については、特定の階級がこの原則に従うのではなく、ブラ

フマチャーリー・アーシュラマ、グリハスタ・アーシュラマ、ヴァーナプラスタ・アーシュラ

マ、サンニャーサ・アーシュラマなど、どの階級の人でも従うべきものです。純真かつ率直で

なくてはなりません。 

 Ahiàsä・アヒムサーは、生命体の進歩を邪魔しない、という意味です。魂は体が殺されて

も殺されない、だから感覚を満たすために動物を殺しても悪くはない、と考えるのはまちがっ

ています。現代人は、穀物、くだもの、牛乳などが豊富にあるのに、動物を食べることがやめ

られません。動物を殺す必要がどこにあるのでしょう。この教えはだれにでもあてはまります。

ほかに食べるものがなければ、殺生もやむをえないかもしれませんが、だとしても儀式をとお

してささげなくてはなりません。いずれにしても、人類に充分な食糧が用意されているのであ

れば、精神的悟りを目指す人は動物に対する暴力をやめるべきです。ほんとうのアヒムサーと

は、ほかの生命体の進化を止めてはならない、という点にあります。動物も、ある種の動物か

ら別の動物に生まれ変わることで進化しています。殺されれば、次に進めません。特定の体に

一定期間とどまっていても、時期尚早に殺されてしまえば、次の生物の体に移るまえに、残さ

れた歳月を終わらせるために同じ体にもどらなくてはなりません。ですから、味覚を楽しむた

めだけにかれらの進化を止めてはなりません。これがアヒムサーの意味です。 

 Satyam（サッテャンム）。この言葉の意味は、自分の都合に合わせて事実をねじまげてはならな

い、という点にあります。ヴェーダ経典にはむずかしい表現がありますが、その意味や目的は

正しい精神指導者から学ばなくてはなりません。それがヴェーダを理解する方法です。シュル

ティは、権威者から聞かなくてはならない、という意味です。個人の興味のために自分なりの

解釈を作ってはいけません。原文の意味をまちがって解釈した『バガヴァッド・ギーター』の

解説書がたくさんあります。それぞれの言葉のほんとうの意味をしめすべきであり、またそれ

は真実の精神指導者から学ぶべきものです。 

 Akrodha（アクローダハ）は「怒りを抑える」という意味です。挑発されても耐えなくてはなり

ません。怒ることで、体全体がけがれてしまうからです。怒りは激情と欲情の産物であり、超
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越的な境地にいる人物はそのような怒りを抑えなくてはなりません。Apaiçunam（アパイシュナ

ンム）は、他人の欠点を見つけようとしない、欠点があってもそれを不必要に正そうとしない、

という意味です。もちろん、泥棒を泥棒と呼ぶことは欠点の指摘ではありませんが、正直な人

を泥棒と呼ぶのは、精神生活を高めようとするその人を冒涜する行為です。Hré （フリー）は、

謙虚であること、非道なおこないはしてはならない、という意味です。Acäpalam（アチャーパラ

ンム）「決意」は、なにかをしようとするとき、動揺しても失望してもいけない、という意味で

す。失敗はあるでしょう、しかし落胆することはありません。忍耐強く、決意を胸に前進すべ

きです。 

 ここで使われているtejas（デージャス）はクシャトリヤのためにあります。クシャトリヤは、弱

者を守れるよういつも強くあるべきです。非暴力をまねるのは職務の逸脱です。必要とあらば、

暴力も辞さない心がまえが必要です。しかし、敵を屈服させる力量がある人物は、ときには許

すことも必要なときがあります。ちょっとした侮辱は許さなくてはなりません。 

 Çaucam（シャウチャンム）は「清潔さ」で、それは心や体もさることながら、人とのつきあいに

もあてはまります。とくに事業にかかわる人はヤミ取引にかかわってはなりません。

Näti-mänitä（ナーティ・マーニター）は名誉を欲しがらないという意味ですが、ヴェーダの教えで

は、４階級の一番下のシュードラ、労働者階級にあてはまります。名声を得て横柄になるべき

ではなく、自分本来の地位をわきまえ、満足しなくてはなりません。シュードラの義務は社会

の秩序が維持されるよう、自分よりも高い地位の人々に敬意を表わすことにあります。 

 ここで述べられている26の質は超越的です。社会と職務の階級というさまざまな状況に応じ

て修練されなくてはなりません。その目的は、物質界で生きることは苦しいものではあっても、

どの地位の人でもこれらの気質を修練すれば、超越的な悟りという最高の境地に徐々に高めら

れる可能性があります。 

 

第４節第４節第４節第４節                                    dM>aae dPaaeR_i>aMaaNaê §-aeDa" PaaåZYaMaev c ) 
AjaNa&  cai>aJaaTaSYa PaaQaR  SaMPadMaaSaurqMa( )) 4 )) 

 
dambho darpo 'bhimänaç ca 

krodhaù päruñyam eva ca 

ajïänaà cäbhijätasya 

pärtha sampadam äsurém 
 
 dambhaù—自尊心; darpaù—横柄; abhimänaù—うぬぼれ; ca—そして; krodhaù—怒り; 
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päruñyam—冷酷さ; eva—確かに; ca—そして; ajïänam—無知; ca—そして; abhijätasya—〜

で生まれた者; pärtha—プリターの子よ; sampadam—質; äsurém—邪悪な質。 
 
訳訳訳訳     プリターの子よ。自尊心、横柄、うぬぼれ、怒り、冷酷さ、無知プリターの子よ。自尊心、横柄、うぬぼれ、怒り、冷酷さ、無知プリターの子よ。自尊心、横柄、うぬぼれ、怒り、冷酷さ、無知プリターの子よ。自尊心、横柄、うぬぼれ、怒り、冷酷さ、無知――――――――これらが、邪悪これらが、邪悪これらが、邪悪これらが、邪悪

なななな人間人間人間人間たちがそなえている気質である。たちがそなえている気質である。たちがそなえている気質である。たちがそなえている気質である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節は地獄につながる道を説明しています。邪悪な人間は宗教家のふりをし、

さも精神的科学をきわめたようなふりをします――その原則には従っていないのに。教養があ

る、冨がある、と思っている横柄な、そして自尊心のかたまりの人間です。人に崇拝されたい、

尊敬されたいと思っていても、その人柄は尊敬に値しない。ちょっとしたことで激怒し、無慈

悲な言い方をします。穏やかに話せません。なにをすべきか、すべきでないかがわかりません。

なにをするにも自分の希望を満たすのが先決で、気まぐれで、権威も気にしません。このよう

な邪悪な気質は、⺟親の胎内に宿ったときにすでにそなわり、誕生して成⻑するにつれ、この

不吉な気質を少しずつ表わしていくのです。 

 

第５節第５節第５節第５節                                    dEvq   SaMPaiÜMaae+aaYa  iNabNDaaYaaSaurq  MaTaa ) 
Maa éuc" SaMPad& dEvqMai>aJaaTaae_iSa Paa<@v )) 5 )) 

 
daivé sampad vimokñäya 

nibandhäyäsuré matä 

mä çucaù sampadaà daivém 

abhijäto 'si päëòava 
 
 daivé—超越的; sampat—利点; vimokñäya—解放のためにある; nibandhäya—束縛のために; 

äsuré—邪悪な気質; matä—〜と考慮される; mä—〜しない; çucaù—心配する; sampadam—

利点; daivém—超越的; abhijätaù—〜から生まれた; asi—あなたは〜である; päëòava—パーン

ドゥの子よ。 
 
訳訳訳訳     超越的な気質は生命体を解放させてくれるが、邪悪な質は束縛させる。パーンドゥの超越的な気質は生命体を解放させてくれるが、邪悪な質は束縛させる。パーンドゥの超越的な気質は生命体を解放させてくれるが、邪悪な質は束縛させる。パーンドゥの超越的な気質は生命体を解放させてくれるが、邪悪な質は束縛させる。パーンドゥの

子よ。心配するにおよばない。あなたは子よ。心配するにおよばない。あなたは子よ。心配するにおよばない。あなたは子よ。心配するにおよばない。あなたは神聖な気質をそなえて生まれている。神聖な気質をそなえて生まれている。神聖な気質をそなえて生まれている。神聖な気質をそなえて生まれている。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主クリシュナはアルジュナに、あなたは邪悪な質を持って生まれたのではない、

と励ましています。アルジュナが戦いに加わったのは、悪魔的な気質ゆえのことではありませ

ん。賛否両論を考慮にいれていたからです。ビーシュマやドゥローナのような尊敬に値する人
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物が殺されてもいいものか、と思案していたのですから、怒り、偽の名声、非情な質に動かさ

れていたわけではありません。邪悪な質を持っていた人物ではなかったのです。クシャトリヤ、

すなわち軍人にとって、敵に矢を射るのは超越的な行為であり、その義務を執行しないほうが

忌まわしい行為です。ですから、アルジュナが悲嘆する理由はどこにもありませんでした。社

会階級にもとづく規定原則を履行する人は超越的な境地にいるのです。 

 

第６節第６節第６節第６節                                ÜaE >aUTaSaGaaŒ l/aeke-_iSMaNdEv AaSaur Wv c ) 
dEvae  ivSTarXa" Pa[ae¢- AaSaur& PaaQaR Mae é*<au )) 6 )) 

 
dvau bhüta-sargau loke 'smin 

daiva äsura eva ca 

daivo vistaraçaù prokta 

äsuraà pärtha me çåëu 
 
 dvau—２つ; bhüta-sargau—創造された生命体; loke—世界に; asmin—この; daivaù—信心

深い; äsuraù—邪悪な; eva—確かに; ca—そして; daivaù—神聖な者; vistaraçaù—詳細に; 

proktaù—言われて; äsuram—邪悪な者; pärtha—プリターの子よ; me—私から; çåëu—一心に

聞く。 
 
訳訳訳訳     プリターの子よ。この世界には２種類の創造された生命体がいる。神聖な者と邪悪なプリターの子よ。この世界には２種類の創造された生命体がいる。神聖な者と邪悪なプリターの子よ。この世界には２種類の創造された生命体がいる。神聖な者と邪悪なプリターの子よ。この世界には２種類の創造された生命体がいる。神聖な者と邪悪な

者である。神聖な気質をそなえた者についてはすでに述べた。これから邪悪な者について述者である。神聖な気質をそなえた者についてはすでに述べた。これから邪悪な者について述者である。神聖な気質をそなえた者についてはすでに述べた。これから邪悪な者について述者である。神聖な気質をそなえた者についてはすでに述べた。これから邪悪な者について述

べよう。べよう。べよう。べよう。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説 

 
 主クリシュナは、アルジュナが神聖な気質をそなえて生まれたと断言し、これから邪悪な者

たちについて話そうとしています。この世界に生まれた条件づけられた生命体は２種類に分け

られます。まず、神聖な気質をそなえて生まれ、抑制された生活に従う人、つまり権威者たち

がしめす教えや経典に従う人たちのことです。私たちは、権威ある経典に照らして日々の義務

を実行しなくてはなりません。これが神聖な心のあり方です。経典にしめされた規定原則に従

わず、気まぐれに行動する人を悪魔的な、アスラ的な人間といいます。経典の規定原則に従順

であること以外に優れた基準はありません。ヴェーダ経典には、半神も悪魔もプラジャーパテ

ィから誕生した、と述べています。ただ一つ違うことは、片方はヴェーダの教えに従い、もう
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片方は従わない、という点にあります。 

 

第７節第７節第７節第７節                                    Pa[v*ita&  c  iNav*ita&  c  JaNaa Na ivduraSaura" ) 
Na XaaEc& NaaiPa cacarae Na SaTYa& Taezu ivÛTae )) 7 )) 

 
pravåttià ca nivåttià ca 

janä na vidur äsuräù 

na çaucaà näpi cäcäro 

na satyaà teñu vidyate 
 
 pravåttim—適切に振る舞う; ca—もまた; nivåttim—適切に振る舞っていない; ca—そして; 

janäù—人々; na—決して〜ない; viduù—知っている; äsuräù—邪悪な気質の; na—決して〜

ない; çaucam—清潔さ; na—〜もない; api—もまた; ca—そして; äcäraù—振る舞い; na—決し

て〜ない; satyam—真実; teñu—彼らの内に; vidyate—〜がある。 
 
訳訳訳訳     邪悪な気質を持つ者たちは、なにをすべきか、すべきでないかを知らない。かれらの邪悪な気質を持つ者たちは、なにをすべきか、すべきでないかを知らない。かれらの邪悪な気質を持つ者たちは、なにをすべきか、すべきでないかを知らない。かれらの邪悪な気質を持つ者たちは、なにをすべきか、すべきでないかを知らない。かれらの

うちには、清潔さも、礼儀正しいふるまいも、また真実も見いだすことはできない。うちには、清潔さも、礼儀正しいふるまいも、また真実も見いだすことはできない。うちには、清潔さも、礼儀正しいふるまいも、また真実も見いだすことはできない。うちには、清潔さも、礼儀正しいふるまいも、また真実も見いだすことはできない。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  文化的社会にはある決まった経典の規則や原則が用意されており、生涯の始まり

から従うべきものです。とくに、ヴェーダ文化を受けいれ、もっとも高尚な文化的人種として

知られるアーリャンのあいだでは、経典の教えに従わない人々を邪悪で悪魔的な人間と見なし

ています。ですからこの節では、邪悪な人間は経典の規則を知らない、その規則に従うきもち

さえない、と言われています。ほとんどの人がこの規則について知りませんし、知っていても、

従うきもちもありません。信念もなく、ヴェーダの教えに沿った生き方をしたいとも考えてい

ません。邪悪な人間たちは、内も外も清潔ではありません。体は、沐浴をしたり、⻭を磨いた

り、毛を剃ったり、着替えなどをして清潔に保つ必要があります。心の内の清潔については、

いつも神の聖なる名前を思いながら、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

唱えるべきです。悪魔的な人間は内的・外的な清潔を保つ規則を好むことも、従うこともあり

ません。 

 ふるまいについては、『マヌ・サムヒター』という人類のための法典などに、人としての行

動について規則や原則が数多く用意されています。いまでもヒンドゥー教の人々は『マヌ・サ

ムヒター』に従っています。相続権やほかの法律の知識をこの書物から学ぶことができます。
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またこの法典には、女性は自由に行動してはならない、とされています。それは女性を奴隷の

ように虐げているのではなく、子どものような存在として捉えられているのです。子どもを自

由にさせないといっても、奴隷のように扱うということではありません。悪魔的な人間はこの

ような教えを無視し、女性は男性と同じように自由であるべきだと考えています。しかし、こ

の考えに従って世界が良くなったわけではありません。じっさい、女性は生まれたときから守

られるべきものです。幼いころは父親に、若いころは夫に、年老いては子どもたちに守られな

くてはなりません。『マヌ・サムヒター』によれば、これが女性の適切な社会的立場とされて

います。しかし現代教育では、不自然な、そして横柄な女性の観念を作りあげられ、そのため

結婚は形だけの関係になっています。また、いまでは女性の道徳観念も悪くなっています。現

代の邪悪な人間たちは、社会のためになる教えは受けいれず、偉大な聖者の体験や規則に従わ

ないため、社会環境はたいへん不幸な状態におちいっています。 

 

第８節第８節第８節第８節                                            ASaTYaMaPa[iTaï&  Tae  JaGadahurNaqìrMa( ) 
AParSParSaM>aUTa& ik-MaNYaTk-aMahETauk-Ma( )) 8 )) 

 
asatyam apratiñöhaà te 

jagad ähur anéçvaram 

aparaspara-sambhütaà 

kim anyat käma-haitukam 
 
 asatyam—架空 ; apratiñöham—源がない ; te—彼ら ; jagat—宇宙現象界 ; ähuù—言う ; 

anéçvaram—支配者がいない; aparaspara—原因がない; sambhütam—起こった; kim anyat—

他に原因がない; käma-haitukam—欲情だけが原因である。 
 
訳訳訳訳     この世界は現実ではなく、基盤もなく、支配する神も存在しない。性欲だけで作られ、この世界は現実ではなく、基盤もなく、支配する神も存在しない。性欲だけで作られ、この世界は現実ではなく、基盤もなく、支配する神も存在しない。性欲だけで作られ、この世界は現実ではなく、基盤もなく、支配する神も存在しない。性欲だけで作られ、

欲情以外にこの世界が作られた原因はない欲情以外にこの世界が作られた原因はない欲情以外にこの世界が作られた原因はない欲情以外にこの世界が作られた原因はない――――――――かれらはそう言う。かれらはそう言う。かれらはそう言う。かれらはそう言う。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     邪悪な人間は、この世界は幻想である、と断言しています。創造の原因、結果、

支配者、目的などはいっさいない、というわけです。宇宙現象界は物質の動・反動という偶然

によって発生したのであり、なにかの目的のために神が創ったものとは考えません。自分流の

理論があり、世界は独自に発生し、世界の背後に神が存在する理由はない、と言います。精神

も物質も一緒くたで、至高の魂も受けいれません。すべては物質だけ、宇宙全体は無知のかた

まりである、と考えます。かれらにとってすべては無であり、なにが存在していようと、それ
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は人間が知覚できないだけのこと、と考えます。そして、多様な現象界はすべて無知の表われ

にすぎない、とあたりまえのように考えます。ほんとうは存在しないものを夢のなかでたくさ

ん作りあげる、そして目が覚めればすべては夢だったことに気づく――という考えです。しか

し「人生は夢」と言っておきながら、じつはその夢を楽しんでいます。こうして、知識を求め

るかわりに、自分たちのドリームランドのなかにさらに深く巻きこまれていきます。また、子

どもは男性と女性の性交の結果で、この世界も魂の存在には関係なく誕生した、と結論します。

かれらにとって、生命体を作りだしたのは物質の結合だけであり、魂の存在などありえません。

汗や死体から多くの生命体がなんの原因もなく発生するように、命ある世界は宇宙現象界とい

う物質の結合体から発生している、だから、物質自然界がこの現象の発生原因であり、ほかに

原因はない、と考えます。また『バガヴァッド・ギーター』にあるクリシュナのmayädhyakñeëa 

prakåtiù süyate sa-caräcaram（マヤーデャクシェーナ プラクリティヒ スーヤテー サ・チャラーチャランム）

「わたしの指揮下で全物質界が動いている」という言葉を信じません。言いかえれば、邪悪な

人間たちのなかでは、世界の創造を説明する完璧な知識はない、ということです。各自が独自

の理論を持っており、経典に関する一つの解釈はほかのどれとも同じだと考えます。経典の教

えに関する基本的な理解を信じていないからです。 

 

第９節第９節第９節第９節                                        WTaa&  d*iíMaví>Ya  NaíaTMaaNaae_LPabuÖYa" ) 
Pa[>avNTYauGa]k-MaaR<a" +aYaaYa JaGaTaae_ihTaa" )) 9 )) 

 
etäà dåñöim avañöabhya 

nañöätmäno 'lpa-buddhayaù 

prabhavanty ugra-karmäëaù 

kñayäya jagato 'hitäù 
 
 etäm—この; dåñöim—視野; avañöabhya—受け入れている; nañöa—失って; ätmänaù—彼ら

自身; alpa-buddhayaù—知性の足らない者; prabhavanti—見せびらかす; ugra-karmäëaù—

苦痛に満ちた活動をして; kñayäya—破壊のために; jagataù—世界の; ahitäù—不利益な。 
 
訳訳訳訳     このような結論に従い、自らを見失い、知性もない邪悪な者たちは、世界を滅ぼすたこのような結論に従い、自らを見失い、知性もない邪悪な者たちは、世界を滅ぼすたこのような結論に従い、自らを見失い、知性もない邪悪な者たちは、世界を滅ぼすたこのような結論に従い、自らを見失い、知性もない邪悪な者たちは、世界を滅ぼすた

めの無価値で恐ろしい活動をする。めの無価値で恐ろしい活動をする。めの無価値で恐ろしい活動をする。めの無価値で恐ろしい活動をする。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  邪悪な人間は世界を破滅に導くことをしています。主はこの節で、かれらを「知

性の足らない者たち」と表現しています。神の観念のない物質主義者は、自分がさも高度に発
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達しているように考えています。しかし『バガヴァッド・ギーター』の教えに照らすと、知性

も思慮も失ってしまった者たちです。物質界を最大限楽しみたいと考えているため、感覚満足

のためにいつもなにかを発明しようとしています。そのような物質主義の発明が人間文化の発

展と考えられるのですが、その結果、人々は動物やほかの生物たちに対してますます暴力的に

なり、残酷になっています。他人とどう接したらいいのかまるで知りません。動物の屠殺は邪

悪な人間たちのあいだで広くおこなわれています。しかしかれらは世界の敵です。なぜなら、

結局はすべてを破壊するものを発明し、そして作りだすからです。この節は、間接的に核兵器

の発明を予想しており、そして現代人はこの武器を作ったことを誇りにしています。いつなん

どき、戦争が始まるかわかりませんが、核兵器は世界を大混乱におとしいれるでしょう。世界

を破壊するためだけに作られたものであり、この節はそのような事態が起こることを予言して

います。神を無視した文化のために、この武器が人間社会で作りだされるのです。世界の平和

と繁栄のために作られるのではありません。 

 

第第第第10節節節節                                    k-aMaMaaié[TYa  duZPaUr&  dM>aMaaNaMadaiNvTaa" ) 
Maaehad(Ga*hqTvaSad(Ga]ahaNPa[vTaRNTae_éuicv]Taa" )) 10 )) 

 
kämam äçritya duñpüraà 

dambha-mäna-madänvitäù 

mohäd gåhétväsad-grähän 

pravartante 'çuci-vratäù 
 
 kämam—欲情; äçritya—〜にすがって; duñpüram—飽くことをしらない; dambha—自尊心

の; mäna—そして偽の名声; mada-anvitäù—完全にうぬぼれている; mohät—幻想によって; 

gåhétvä—受け入れている; asat—永遠ではないもの; grähän—物事; pravartante—彼らは見せ

びらかしている; açuci—不潔なものに; vratäù—公言した。 
 
訳訳訳訳        邪悪な人間たちは、飽くことのない欲望にすがり、うぬぼれと偽邪悪な人間たちは、飽くことのない欲望にすがり、うぬぼれと偽邪悪な人間たちは、飽くことのない欲望にすがり、うぬぼれと偽邪悪な人間たちは、飽くことのない欲望にすがり、うぬぼれと偽りりりりの名声だけに浸っの名声だけに浸っの名声だけに浸っの名声だけに浸っ

ている。そている。そている。そている。そのようにのようにのようにのように惑わされたかれらは、はかないものに心を奪われ、不潔なことばかりを惑わされたかれらは、はかないものに心を奪われ、不潔なことばかりを惑わされたかれらは、はかないものに心を奪われ、不潔なことばかりを惑わされたかれらは、はかないものに心を奪われ、不潔なことばかりを

している。している。している。している。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  邪悪な気質を持つ人間の心理状態がここで述べられています。欲望は飽くことを

知りません。物質的楽しみのために、ぜったいに満足しない欲望をいつまでもどこまでも追い

かけていくのです。永遠ではないことを真実と思いこんでいるためにいつも不安で、幻想にだ
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まされているために同じことをくり返します。まったく知識がないため、まちがった方向に進

んでいることが判断できません。永遠でないものを受けいれてしまうために、かれらは自分た

ちの神や聖歌を作って必死に唱えます。その結果、２つのことにさらに心が魅了されていきま

す。セックスの楽しみと冨の蓄積です。この節にあるaçuci-vratäù（アシュチ・ヴラターハ）は「不

潔な誓い」という意味で、この関係でひじょうに重要な意味があります。このような悪魔的な

気質を持つ人々は、酒、女性、ギャンブル、肉食のとりこになっており、それがアシュチ（açuci）、

不潔な習慣です。プライドや偽の名声に動かされ、ヴェーダの教えにはない勝手な宗教原則を

作りだします。世界でもっとも忌まわしい悪魔的な人間たちですが、物質界は不自然な方法で

かれらの偽の名声を作りだします。地獄にむかって突進しているというのに、自分たちは高度

に発達している、と考えています。 

 

第第第第11−12節節節節 

 
icNTaaMaPairMaeYaa& c Pa[l/YaaNTaaMauPaaié[Taa" ) 
k-aMaaePa>aaeGaParMaa   aavidiTa     êTaa" )) 11 )) 
AaXaaPaaXaXaTaEbRÖa"    Ma§-aeDaParaYa<aa" ) 
wRhNTae      >aaeGaaQaRMaNYaaYaeNaaQaRSaÄYaaNa( )) 12 )) 

 
cintäm aparimeyäà ca 

pralayäntäm upäçritäù 

kämopabhoga-paramä 

etävad iti niçcitäù 
 

äçä-päça-çatair baddhäù 

käma-krodha-paräyaëäù 

éhante käma-bhogärtham 

anyäyenärtha-saïcayän 
 
 intäm—恐れと不安; aparimeyäm—計り知れない; ca—そして; pralaya-antäm—死ぬ瞬間

まで; upäçritäù—〜にすがって; käma-upabhoga—感覚満足; paramäù—人生の最高目的; 

etävat—こうして; iti—このように; niçcitäù—確認して; äçä-päça—望みという網の目にもつ

れ て ; çataiù— 何 百 も の ; baddhäù— 縛 ら れ て ; käma— 欲 情 の ; krodha— そ し て 怒り ; 

paräyaëäù—いつもその心理状態にあって; éhante—彼らは望む; käma—欲情; bhoga—感覚の



15 

 

楽しみ; artham—〜の目的のために; anyäyena—不正に; artha—冨の; saïcayän—蓄積。 
 
訳訳訳訳        そして、人間文化では感覚を満たすそして、人間文化では感覚を満たすそして、人間文化では感覚を満たすそして、人間文化では感覚を満たすことがなによりも重要だと考えている。こうして、ことがなによりも重要だと考えている。こうして、ことがなによりも重要だと考えている。こうして、ことがなによりも重要だと考えている。こうして、

生涯を閉じるまで生涯を閉じるまで生涯を閉じるまで生涯を閉じるまで計り計り計り計りしれない不安にしれない不安にしれない不安にしれない不安にさいなまれてさいなまれてさいなまれてさいなまれている。無数の望みという網の目いる。無数の望みという網の目いる。無数の望みという網の目いる。無数の望みという網の目にからまにからまにからまにからま

り、欲情と怒りのとりこになり、快楽のために不法な手段で金銭を手にいれようとする。り、欲情と怒りのとりこになり、快楽のために不法な手段で金銭を手にいれようとする。り、欲情と怒りのとりこになり、快楽のために不法な手段で金銭を手にいれようとする。り、欲情と怒りのとりこになり、快楽のために不法な手段で金銭を手にいれようとする。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  邪悪な人間は感覚の楽しみを人生の究極目標と考えており、死ぬまでその考えに

しがみついています。死後の命を信じず、この世界の活動・カルマに応じてさまざまな肉体を

得るという教えも信じません。生涯の計画を次から次へとたて、しかもそのどれもまっとうさ

れることはありません。そのような邪悪な心を持つ人が、死ぬまぎわまで、もう数年生きられ

るように医者に頼むことがあります。計画がまだ残っている、と言うのです。愚かさゆえに、

医者といえども数瞬間でさえ寿命を延ばせられないことがわかりません。死の告知があれば、

人がなにを望もうといっさい考慮されません。自然の法則は、定められた楽しみを増やすこと

を許さないのです。 

 神、そして心のうちにいる至高の魂に対する信念を持たない邪悪な人間は、快楽のためなら

どのような罪でも犯します。心のなかに座っている目撃者が自分を見ていることを知りません。

至高の魂は個々の魂の活動をなにからなにまで見ています。ウパニシャッドで言われているよ

うに、１本の木に２羽の鳥が座り、片方はその果実を食べて楽しみ、あるいは苦しみ、もう片

方はその様子を見つめています。しかし、悪魔的な気質を持つ人間にヴェーダ経典の知識はな

く、また信念さえありません。ですから、楽しみのためならなんでもできる、と考えています。

結果がどうなるかを考えることもありません。 

 

第第第第13−15節節節節                     wdMaÛ   MaYaa   l/BDaiMaMa&   Pa[aPSYae  MaNaaerQaMa( ) 
wdMaSTaqdMaiPa    Mae    >aivZYaiTa    PauNaDaRNaMa( )) 13 )) 
ASaaE    MaYaa   hTa"   Xa}auhRiNaZYae   caParaNaiPa ) 
wRìrae_hMah&   >aaeGaq   iSaÖae_h&   bl/vaNSau%q )) 14 )) 
Aa!yae_i>aJaNavaNaiSMa k-ae_NYaae_iSTa Sad*Xaae MaYaa ) 
Ya+Yae   daSYaaiMa   MaaeidZYa  wTYajaNaivMaaeihTaa" )) 15 )) 

 
idam adya mayä labdham 

imaà präpsye manoratham 

idam astédam api me 

bhaviñyati punar dhanam 
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asau mayä hataù çatrur 

haniñye cäparän api 

éçvaro 'ham ahaà bhogé 

siddho 'haà balavän sukhé 
 

äòhyo 'bhijanavän asmi 

ko 'nyo 'sti sadåço mayä 

yakñye däsyämi modiñya 

ity ajïäna-vimohitäù 
 
 idam— こ れ ; adya— 今 日 ; mayä— 私 に よっ て ; labdham— 獲 得し た ; imam— これ ; 

präpsye—私は手に入れるだろう; manaù-ratham—私の望みに応じて; idam—これ; asti—〜

がある; idam—これ; api—もまた; me—私のもの; bhaviñyati—それは将来増えるだろう; 

punaù—再び; dhanam—冨; asau—それ; mayä—私によって; hataù—殺された; çatruù—敵; 

haniñye—私は殺すだろう; ca—もまた; aparän—他の者達; api—確かに; éçvaraù—主人; 

aham—私は〜である; aham—私は〜である; bhogé—楽しむ者; siddhaù—完璧な; aham—私

は〜である; bala-vän—力強い; sukhé—幸福な; äòhyaù—裕福な; abhijana-vän—名家の親族

に囲まれて; asmi—私は〜である; kaù—〜である者; anyaù—他の; asti—〜がある; sadåçaù—

〜のような; mayä—私を; yakñye—私は儀式をするだろう; däsyämi—私は慈善を施すだろう; 

modiñye—私は喜ぶだろう; iti—そのように; ajïäna—無知によって; vimohitäù—惑わされて。 
 
訳訳訳訳     邪悪な者はこう考える。「いま私は莫大な冨を邪悪な者はこう考える。「いま私は莫大な冨を邪悪な者はこう考える。「いま私は莫大な冨を邪悪な者はこう考える。「いま私は莫大な冨を持って持って持って持っている、そして計画どおりにこのいる、そして計画どおりにこのいる、そして計画どおりにこのいる、そして計画どおりにこの

冨を増やしていくだろう。私にはいま厖大な財産があり、やがてもっともっと増えていく。冨を増やしていくだろう。私にはいま厖大な財産があり、やがてもっともっと増えていく。冨を増やしていくだろう。私にはいま厖大な財産があり、やがてもっともっと増えていく。冨を増やしていくだろう。私にはいま厖大な財産があり、やがてもっともっと増えていく。

あの男は私の敵であり、殺してやった。ほかの敵もやがて殺されるだろう。私は万物の主人あの男は私の敵であり、殺してやった。ほかの敵もやがて殺されるだろう。私は万物の主人あの男は私の敵であり、殺してやった。ほかの敵もやがて殺されるだろう。私は万物の主人あの男は私の敵であり、殺してやった。ほかの敵もやがて殺されるだろう。私は万物の主人

だ。私が楽しむ者だ。完璧で、力強く、幸せの絶頂にいる。名家の親族に囲まれ、だれよりだ。私が楽しむ者だ。完璧で、力強く、幸せの絶頂にいる。名家の親族に囲まれ、だれよりだ。私が楽しむ者だ。完璧で、力強く、幸せの絶頂にいる。名家の親族に囲まれ、だれよりだ。私が楽しむ者だ。完璧で、力強く、幸せの絶頂にいる。名家の親族に囲まれ、だれより

も裕福であも裕福であも裕福であも裕福である。私ほどる。私ほどる。私ほどる。私ほど権力権力権力権力があって幸せな男はこがあって幸せな男はこがあって幸せな男はこがあって幸せな男はこの世にいない。儀式をして、慈善を施しなの世にいない。儀式をして、慈善を施しなの世にいない。儀式をして、慈善を施しなの世にいない。儀式をして、慈善を施しな

がら人生を満喫するのだ」。こうしてかれらは無知に惑わされている。がら人生を満喫するのだ」。こうしてかれらは無知に惑わされている。がら人生を満喫するのだ」。こうしてかれらは無知に惑わされている。がら人生を満喫するのだ」。こうしてかれらは無知に惑わされている。 

 

第第第第16節節節節                                        ANaek-ictaiv>a]aNTaa   MaaehJaal/SaMaav*Taa" ) 
Pa[Sa¢-a" k-aMa>aaeGaezu PaTaiNTa Narke-_éucaE )) 16 )) 
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aneka-citta-vibhräntä 

moha-jäla-samävåtäù 

prasaktäù käma-bhogeñu 

patanti narake 'çucau 
 
 aneka—無数の; citta—不安によって; vibhräntäù—困惑して; moha—幻想の; jäla—網によ

って; samävåtäù—囲まれて; prasaktäù—執着して; käma-bhogeñu—感覚満足に; patanti—彼

らは滑り落ちる; narake—地獄に; açucau—不潔な。 
 
訳訳訳訳        こうして、さまざまな不安、幻想の網にからまって困惑し、感覚の楽しみに執着しすこうして、さまざまな不安、幻想の網にからまって困惑し、感覚の楽しみに執着しすこうして、さまざまな不安、幻想の網にからまって困惑し、感覚の楽しみに執着しすこうして、さまざまな不安、幻想の網にからまって困惑し、感覚の楽しみに執着しす

ぎたかれらは、地獄にむかって転落していく。ぎたかれらは、地獄にむかって転落していく。ぎたかれらは、地獄にむかって転落していく。ぎたかれらは、地獄にむかって転落していく。 

 
要要要要旨解説旨解説旨解説旨解説  邪悪な人間の金儲けへの執念に際限はありません。底が知れないのです。考えて

いるのは、いまどれだけ貯めているか、そしてどんな計画で増やしていくか、ということだけ。

そのためなら、どれほど罪なことでもためらわずに実行し、不潔な満足を味わうために闇市で

暗躍します。土地、家族、家、銀行預金など、すでに蓄えている財産に目がくらみ、いつもそ

れらを増やす計画をたてています。自分の力だけを信じていますが、手にいれたものはすべて

過去のおこないゆえの結果だということを知りません。財産を蓄える機会に恵まれても、過去

の原因にまで考えがおよびません。集めた財産は自分の努力のたまもの、としか考えられない

のです。邪悪な人間は、カルマの法則ではなく自分の活動の力を信じています。カルマの法則

にもとづいて、高貴な家庭に生まれたり、裕福になったり、高い教育を受けたり、また過去の

おこないで美しく生まれたりします。無神論者は、なにもかも偶然の産物であり、自分の力量

で実現したものと考えます。百人百様の人柄、美しさ、教育の背後にある配慮が見抜けません。

張りあう相手はすべて敵と見なします。悪魔のような人間はたくさんいます、そしてだれもが

だれかの敵です。この敵意がさらに高まっていく――人と人、家族と家族、そして社会と社会、

最後に国と国。これが原因で全世界に敵意があふれ、絶え間ない争い、戦争がくり返されてい

るのです。 

 邪悪な者たちはすべて、他人の犠牲を踏み台にして生きていける、と考えます。そして自分

は最高の神だと考える者もいて、従者に無神論的な教えを説きます。「なぜ、別の場所に神を

探そうとしているのだ。あなたたち全員が神ではないか。なにもかまうことはない、好きなこ

とをするがいい。神を信じることはない。神を捨てるのだ。神はもう死んだのだ」。これが悪

魔的な人間の教えです。 

 かれらは、自分と同じか、あるいはそれ以上に裕福で実力を持つ人がいても、自分より裕福
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で実力がある者はいないと考えます。高位の天体系に高められるヤギャ・儀式があることは信

じていません。邪悪な人間は独自のヤギャを編みだし、機械を使えばどの高位の惑星にでも行

けると思っています。その筆頭の男がラーヴァナです。天国に届く階段を作れば、ヴェーダに

定められている儀式をしなくてもだれでも行ける、という計画を人々にしめしました。現代で

もそのような無神論的な人間はいて、機械に乗って高位の天体系に行こうとしています。これ

が混乱した人間の例で、かれらは知らないうちに真っ逆さまに地獄に転落していきます。この

節ではmoha-jäla（モーハ・ジャーラ）というサンスクリット語が重要な意味を含んでいます。ジャ

ーラは「網」という意味です。網のなかに捕らえられた魚のように、抜けだすすべはありませ

ん。 

 

第第第第17節節節節                                    AaTMaSaM>aaivTaa" STaBDaa DaNaMaaNaMadaiNvTaa" ) 
YaJaNTae   NaaMaYajESTae   dM>aeNaaiviDaPaUvRk-Ma( )) 17 )) 

 
ätma-sambhävitäù stabdhä 

dhana-mäna-madänvitäù 

yajante näma-yajïais te 

dambhenävidhi-pürvakam 
 
 ätma-sambhävitäù—自己満足 ; stabdhäù—恥知らず ; dhana-mäna—冨と偽の名声の ; 

mada—妄想の中で; anvitäù—没頭して; yajante—彼らは儀式を執行する; näma—名前だけ

の; yajïaiù—儀式で; te—彼ら; dambhena—自尊心から; avidhi-pürvakam—規則や原則には

まったく従わずに。 
 
訳訳訳訳        自分中心自分中心自分中心自分中心で、恥を知らず、冨と偽の名声に惑わされたかれらは、ときに名前だけの、で、恥を知らず、冨と偽の名声に惑わされたかれらは、ときに名前だけの、で、恥を知らず、冨と偽の名声に惑わされたかれらは、ときに名前だけの、で、恥を知らず、冨と偽の名声に惑わされたかれらは、ときに名前だけの、

そして規則や原則を無視した儀式をする。そして規則や原則を無視した儀式をする。そして規則や原則を無視した儀式をする。そして規則や原則を無視した儀式をする。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     悪魔的な人間は、自分がすべてと思い、権威者も経典も無視し、ときに名ばかり

の宗教儀式をすることがあります。権威というものを信じていないので、恥も外聞もなく行動

します。これが冨や偽の名声を得たために生じる幻想の結果です。説教徒のふりをし、人々を

まちがって導き、宗教改革者や神の化身として祭られることがあります。儀式をしているふり

をしたり、半神を崇拝したり、あるいは自分たちの神を作りだしたりします。ふつうの人間が

ふつうの人間を神として宣伝したり崇拝したりすると、それを見た愚かな人たちも、かれらを

宗教原則や精神的知識に高められた偉人と仰ぎます。放棄階級の服を着てありとあらゆるばか
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げたことをすることもあります。放棄階級を受けいれた人には数多くの制約がもうけられてい

るのですが、邪悪な人間たちはそのような制約を無視します。だれかがある方法を作れば、そ

れは作った者独自の方法である、だれもが従うべき基本的な方法などはない、と考えています。

この節のavidhi-pürvakam（アヴィディ・プールヴァカンム）は「規則や原則の無視」という意味で、

とくに強調されています。これらは、どれも無知と幻想ゆえに生じることばかりです。 

 

第第第第18節節節節                                        Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& c Sa&ié[Taa" ) 
MaaMaaTMaPardehezu      Pa[iÜzNTaae_>YaSaUYak-a" )) 18 )) 

 
ahaìkäraà balaà darpaà 

kämaà krodhaà ca saàçritäù 

mäm ätma-para-deheñu 

pradviñanto 'bhyasüyakäù 
 
 ahaìkäram—偽の自我; balam—力; darpam—自尊心; kämam—欲情; krodham—怒り; 

ca—もまた; saàçritäù—〜にすがって; mäm—私を; ätma—彼ら自身の内に; para—そして他

の者の内に; deheñu—肉体; pradviñantaù—冒涜している; abhyasüyakäù—嫉妬深い。 
 
訳訳訳訳     偽の自我、力、自尊心、欲望、怒りに惑わされた邪悪な者たちは、自分の心のなかに、偽の自我、力、自尊心、欲望、怒りに惑わされた邪悪な者たちは、自分の心のなかに、偽の自我、力、自尊心、欲望、怒りに惑わされた邪悪な者たちは、自分の心のなかに、偽の自我、力、自尊心、欲望、怒りに惑わされた邪悪な者たちは、自分の心のなかに、

そしてほかのそしてほかのそしてほかのそしてほかの体体体体のなかにいる最高人格主神に嫉妬するようになり、真の宗教をのなかにいる最高人格主神に嫉妬するようになり、真の宗教をのなかにいる最高人格主神に嫉妬するようになり、真の宗教をのなかにいる最高人格主神に嫉妬するようになり、真の宗教を非難非難非難非難する。する。する。する。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  邪悪な人間は、いつも神の優越性に反抗し、経典を信じたくないと思っています。

経典にも、最高人格主神にも嫉妬心をいだいています。この原因は、獲得した名声、冨、力に

あります。そして、いま来世の準備をしていることも知りません。知らないからこそ、他人は

もちろん、じつは自分自身に嫉妬し、自分を嫌悪しているのです。そして他人の体にも、自分

の体にも暴力をふるいます。知識などないため、最高人格主神の至高の支配力を気にかけませ

ん。経典と最高人格主神に嫉妬しているため、神の存在に関してまちがった持論を持ち、経典

の権威を否定します。自分はなにからなにまで自由だと思い、万能の力をそなえている、と考

えます。力や冨のことではだれも自分に匹敵しない、自分は自由に行動でき、だれも自分を止

められない、と考えています。自分の感覚満足を邪魔する敵がいようものなら、その敵を倒す

計画をたてます。 

 

 



20 

 

第第第第19節節節節                                    TaaNah& iÜzTa" §U-raNSa&Saarezu NaraDaMaaNa( ) 
i+aPaaMYaJaóMaéu>aaNaaSaurqZvev   YaaeiNazu )) 19 )) 

 
tän ahaà dviñataù krürän 

saàsäreñu narädhamän 

kñipämy ajasram açubhän 

äsuréñv eva yoniñu 
 
 tän—〜である者達; aham—私; dviñataù—嫉妬深い; krürän—悪意のある; saàsäreñu—物

質存在という海の中に; nara-adhamän—最低の人類; kñipämi—私は入れる; ajasram—永遠

に; açubhän—不吉な; äsuréñu—悪魔的な; eva—確かに; yoniñu—子宮の中に。 
 
訳訳訳訳     嫉妬深く、邪心があり、人類のなかでも最低な者たちを、わたしは物質存在という海嫉妬深く、邪心があり、人類のなかでも最低な者たちを、わたしは物質存在という海嫉妬深く、邪心があり、人類のなかでも最低な者たちを、わたしは物質存在という海嫉妬深く、邪心があり、人類のなかでも最低な者たちを、わたしは物質存在という海

のなかに投げいれ、さまざまな邪悪な生物種のなかに永遠に閉じこめる。のなかに投げいれ、さまざまな邪悪な生物種のなかに永遠に閉じこめる。のなかに投げいれ、さまざまな邪悪な生物種のなかに永遠に閉じこめる。のなかに投げいれ、さまざまな邪悪な生物種のなかに永遠に閉じこめる。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節では、特定の魂を特定の肉体に置くことは、至高の意志を持つ主の特権で

あることが明確にされています。邪悪な人間は主の優越性を認めず、自分の思いどおりに行動

するかもしれませんが、結局、来世のことは自分が決めるのではなく最高人格主神が決定する

ことは事実です。『シュリーマド・バーガヴァタム』の第10編では、個々の魂は死んだあと、

ある⺟親の胎内に入れられ、そこで優性の力に動かされて特定の肉体を得ます。だからこそ、

物質存在のなかに数多くの生物種、動物、昆虫、人間などを見ることができるのです。すべて

は優性の力によってなされています。偶然に発生したのではありません。邪悪な人間について

この節が明言しているように、かれらは魔性の子宮にくり返し入れられ、いつまでも妬み深く、

最低の人間でいつづけます。そしていつも欲情に満ち、暴力的で、嫌悪心に満ち、不潔です。

ジャングルに住む多くの狩猟⺠族はその邪悪な生物種とされています。 

 

第第第第20節節節節                                        AaSaurq&   YaaeiNaMaaPaàa  MaU!a  JaNMaiNaJaNMaiNa ) 
MaaMaPa[aPYaEv k-aENTaeYa TaTaae YaaNTYaDaMaa& GaiTaMa( )) 20 )) 

 
äsuréà yonim äpannä 

müòhä janmani janmani 

mäm apräpyaiva kaunteya 

tato yänty adhamäà gatim 
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 äsurém— 邪悪な ; yonim— 生物種 ; äpannäù—得ている ; müòhäù— 愚か者 ; janmani 

janmani—誕生の繰り返しの中で; mäm—私に; apräpya—到達することなく; eva—確かに; 

kaunteya—クンティーの子よ; tataù—ゆえに; yänti—行く; adhamäm—運命づけられて; 

gatim—目的地。 
 
訳訳訳訳     クンティーの子よ。そのような者たちは、邪悪な生物種のなかになんども誕生し、決クンティーの子よ。そのような者たちは、邪悪な生物種のなかになんども誕生し、決クンティーの子よ。そのような者たちは、邪悪な生物種のなかになんども誕生し、決クンティーの子よ。そのような者たちは、邪悪な生物種のなかになんども誕生し、決

してわたしのもとに到達することはない。徐々に、もっとも忌まわしい存在のなかに沈んでしてわたしのもとに到達することはない。徐々に、もっとも忌まわしい存在のなかに沈んでしてわたしのもとに到達することはない。徐々に、もっとも忌まわしい存在のなかに沈んでしてわたしのもとに到達することはない。徐々に、もっとも忌まわしい存在のなかに沈んで

いくのである。いくのである。いくのである。いくのである。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     神はあらゆる面で慈悲深いと言われているのですが、この節では、神が邪悪な者

には決して慈悲深くないことがわかります。邪悪な者たちは、なんども生涯をくり返しながら、

同じような邪悪な人間の胎内に入れられ、至高主の慈悲をさずかることなく、下へ下へと落ち

ていき、最後には犬、猫、豚のような肉体を得る、とここで明言されています。またかれらは、

これからどのような生物種に生まれても、神の慈悲をさずかる機会はほとんどない、とも明言

されています。ヴェーダも、そのような人間は徐々に転落して犬や豚になる、と説いています。

邪悪な人間に慈悲深くないのであれば、神は完全に慈悲深いとは言えないのではないか、とい

う反論があるかもしれません。この質問の答として、『ヴェーダンタ・スートラ』には、至高

主はだれも嫌悪していない、という言葉があります。アスラ・邪悪な人間を最低の生活状況に

落としいれるのは、主の慈悲の別の様相なのです。アスラたちは至高主に殺されることがあり

ますが、それは殺される者には有益なことです。ヴェーダ経典では、至高主に殺される者はだ

れでも解放される、という記述があるからです。ラーヴァナ、カムサ、ヒラニャカシプなど、

多くのアスラたちの例が歴史に残されています。主はかれらを殺すために、さまざまな化身と

なってかれらのまえに現われました。ですから主の慈悲は、主に殺されるほど幸運なアスラた

ちにそそがれるということです。 

 

第第第第21節節節節                                    i}aivDa&   Nark-SYaed&  Üar&  NaaXaNaMaaTMaNa" ) 
k-aMa" §-aeDaSTaQaa l/ae>aSTaSMaadeTaT}aYa& TYaJaeTa( )) 21 )) 

 
tri-vidhaà narakasyedaà 

dväraà näçanam ätmanaù 

kämaù krodhas tathä lobhas 

tasmäd etat trayaà tyajet 
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 tri-vidham—３種類の; narakasya—地獄の; idam—これ; dväram—門; näçanam—破壊的

な; ätmanaù—自己の; kämaù—欲情; krodhaù—怒り; tathä—〜も同様に; lobhaù—貪欲; 

tasmät—ゆえに; etat—これら; trayam—３; tyajet—捨てなくてはならない。 
 
訳訳訳訳     地獄に通じる３つの門がある地獄に通じる３つの門がある地獄に通じる３つの門がある地獄に通じる３つの門がある――――――――欲望、怒り、貪欲である。分別ある者はだれでも、欲望、怒り、貪欲である。分別ある者はだれでも、欲望、怒り、貪欲である。分別ある者はだれでも、欲望、怒り、貪欲である。分別ある者はだれでも、

これらを捨てなくてはならない。この３つの質が魂を堕落させるからである。これらを捨てなくてはならない。この３つの質が魂を堕落させるからである。これらを捨てなくてはならない。この３つの質が魂を堕落させるからである。これらを捨てなくてはならない。この３つの質が魂を堕落させるからである。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     邪悪な生活の始まりについて、この節が説明しています。自分の欲望を満たそう

とする、しかしそれが満たされないとき、怒りと貪欲が生じます。邪悪な生物種に転落したく

ない、と思う分別のある人なら、この３つの要因を捨てなくてはなりません。これらの要因が

自己を殺してしまえば、物質界の束縛から解放される可能性さえなくなるからです。 

 

第第第第22節節節節                                    WTaEivRMau¢-"   k-aENTaeYa  TaMaaeÜarEiñi>aNaRr" ) 
AacrTYaaTMaNa" é[eYaSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 22 )) 

 
etair vimuktaù kaunteya 

tamo-dvärais tribhir naraù 

äcaraty ätmanaù çreyas 

tato yäti paräà gatim 
 
 etaiù— こ れ ら か ら ; vimuktaù— 解 放 さ れ て ; kaunteya— ク ン テ ィ ー の 子 よ ; 

tamaù-dväraiù—無知という門から; tribhiù—３種類の; naraù—人物; äcarati—実行する; 

ätmanaù—自己のために; çreyaù—恩恵; tataù—その後; yäti—彼は行く; paräm—至高者へ; 

gatim—目的地。 
 
訳訳訳訳     クンティーの子よ。この３つの地獄の門から逃れた者は、自己の悟りを支えてくれるクンティーの子よ。この３つの地獄の門から逃れた者は、自己の悟りを支えてくれるクンティーの子よ。この３つの地獄の門から逃れた者は、自己の悟りを支えてくれるクンティーの子よ。この３つの地獄の門から逃れた者は、自己の悟りを支えてくれる

活動に励み、やがて至高の目的地に到達する。活動に励み、やがて至高の目的地に到達する。活動に励み、やがて至高の目的地に到達する。活動に励み、やがて至高の目的地に到達する。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     人間生活の３つの敵であるこの質、すなわち欲望、怒り、貪欲には強く警戒しな

くてはなりません。欲望、怒り、貪欲から解放されるほどに、私たちの存在そのものが純粋に

なります。純粋になってこそ、ヴェーダ経典に定められている規則や原則に従えるようになり

ます。人間生活のために定められた原則に従うことで、徐々に精神的悟りに高められていきま

す。幸運な人はこのような修練をとおしてクリシュナ意識の境地に高められ、そしてまちがい

なく成功を達成することができます。ヴェーダ経典には、私たちが純粋な境地に入ることがで
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きるように活動と反動の道について説かれており、その方法は、欲望、貪欲、怒りを捨てるこ

とが前提になっています。この方法を修練すれば自己の悟りの頂点に到達できます。それを実

現してくれるのが献愛奉仕なのです。献愛奉仕を実践することで、条件づけられた魂はかなら

ず解放されます。ですから、ヴェーダの方法には４つの社会階級と４つの精神的地位について

設定されています。各カースト・社会的地位のためにさまざまな規則や原則が用意されており、

それらに従うことができれば、おのずと精神的悟りの最高境地に高められ、確実に解放されま

す。 

 

第第第第23節節節節                                    Ya"  XaañiviDaMauTSa*JYa  vTaRTae  k-aMak-arTa" ) 
Na Sa iSaiÖMavaPanaeiTa Na Sau%& Na Para& GaiTaMa( )) 23 )) 

 
yaù çästra-vidhim utsåjya 

vartate käma-kärataù 

na sa siddhim aväpnoti 

na sukhaà na paräà gatim 
 
 yaù—〜である者はだれでも ; çästra-vidhim—経典の原則 ; utsåjya—捨て去っている ; 

vartate—留まる; käma-kärataù—欲望のままに活動している; na—決して〜ない; saù—彼; 

siddhim—完成; aväpnoti—到達する; na—決して〜ない; sukham—幸福; na—決して〜ない; 

paräm—至高者; gatim—完璧な境地。 
 
訳訳訳訳     経典の教えを捨てさり、気まぐれに行動する者は、完成も、幸せも、至高の目的地も経典の教えを捨てさり、気まぐれに行動する者は、完成も、幸せも、至高の目的地も経典の教えを捨てさり、気まぐれに行動する者は、完成も、幸せも、至高の目的地も経典の教えを捨てさり、気まぐれに行動する者は、完成も、幸せも、至高の目的地も

達成できない。達成できない。達成できない。達成できない。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     先に説明されたように、シャーストラ・ヴィディ（çästra-vidhi）「シャーストラ

の指示」は、人間社会のさまざまなカーストや地位のために与えられています。だれでもその

規則と原則に従わなくてはなりません。従わず、そして欲望や貪欲のおもむくままに行動すれ

ば、人生を完成させることは不可能です。言いかえれば、頭ではこの教えがわかっていても、

生活そのものに当てはめなければ、最低の人間でいつづけるということです。人間は分別を持

ち、高い境地に高められるための原則に従うものとされていますが、それができなければ自分

を堕落させていくばかりです。しかし、規則や原則、あるいは道徳律に従っても、最終的に至

高主が理解できないのであれば、身につけた知識はどれも役にたっていないということです。

また、たとえ神の存在を受けいれても主に奉仕をしなければ、さまざまな試みも無用の⻑物に
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なってしまいます。ですから私たちは、自分自身をクリシュナ意識と献愛奉仕の状態に徐々に

高めるべきであり、それが実現してこそ、最高の完成の境地に到達できるのであり、ほかの方

法では達成できません。 

 この節のkäma-kärataù（カーマ・カーラタハ）はひじょうに重要な言葉です。規則を故意に破る

人は欲望に動かされている、という意味です。禁止されている、でもしてしまう。これが、気

まぐれに行動している状態です。これはしなくてはならない、でもしない。これも気まぐれな

行動です。そのような人々は至高主に非難されていますし、人間に達成できる完成も得ること

はできません。人間生活はとくに自分の存在を清めるためにあり、規則や原則に従わなければ

清めることも、ほんとうの幸せも得ることはできません。 

 

第第第第24節節節節                                TaSMaaC^añ& Pa[Maa<a& Tae k-aYaaRk-aYaRVYaviSQaTaaE ) 
jaTva  XaañivDaaNaae¢&-  k-MaR k-TauRiMahahRiSa )) 24 )) 

 
tasmäc chästraà pramäëaà te 

käryäkärya-vyavasthitau 

jïätvä çästra-vidhänoktaà 

karma kartum ihärhasi 
 
 tasmät—ゆえに; çästram—経典; pramäëam—証拠; te—あなたの; kärya—義務; akärya—

そして禁じられた活動; vyavasthitau—決定することで; jïätvä—知っている; çästra—経典の; 

vidhäna—原則; uktam—宣言されたとおり; karma—働く; kartum—する; iha—この世界で; 

arhasi—あなたはすべきである。 
 
訳訳訳訳     ゆえに、経典の原則をゆえに、経典の原則をゆえに、経典の原則をゆえに、経典の原則を守り守り守り守りながら、なにが義務なのか義務ではないのかを理解しなくながら、なにが義務なのか義務ではないのかを理解しなくながら、なにが義務なのか義務ではないのかを理解しなくながら、なにが義務なのか義務ではないのかを理解しなく

てはならない。そのような規則や原則を知ったうえで、徐てはならない。そのような規則や原則を知ったうえで、徐てはならない。そのような規則や原則を知ったうえで、徐てはならない。そのような規則や原則を知ったうえで、徐々に高められるよう行動すべきで々に高められるよう行動すべきで々に高められるよう行動すべきで々に高められるよう行動すべきで

ある。ある。ある。ある。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     第15章で述べられているように、ヴェーダにある規則や原則はどれもクリシュナ

を知るためにあります。『バガヴァッド・ギーター』を学んでクリシュナを知り、クリシュナ

意識に立脚し、献愛奉仕に励めば、ヴェーダ経典が提供する最高完成の知識に到達したことに

なります。主チャイタンニャ・マハープラブはこの方法をひじょうにかんたんにしてくれまし

た。ただハレー・クリシュナ・マントラ――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
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レー――を唱え、主への献愛奉仕に励み、神像にささげた食べ物の残りを食べる、という方法

です。献愛奉仕に直接かかわっている人は、ヴェーダ経典をすべて学んでいます。結論に完璧

に到達したのです。もちろん、クリシュナ意識ではない、あるいは献愛奉仕をしていない一般

の人々は、すべきことすべきではないことは、ヴェーダの教えをとおして判断しなくてはなり

ません。ヴェーダの教えに逆らうことなく行動しなくてはなりません。それが、シャーストラ・

経典の原則に従うという意味です。シャーストラには、条件づけられた魂に見られる４つの主

要な欠陥がありません。不完全な感覚、騙そうとする傾向、間違いを犯す確実性、そして幻惑

される、という欠陥です。条件づけられた生活にあるこの４つの欠陥がある人に、規則や原則

を作りだすことはできません。その規則はシャーストラのなかに説明されているのであり、４

つの欠陥を超越している偉大な聖者、アーチャーリャ、偉大な魂たちは、内容を変えることな

く従っています。 

 インドでは、精神的理解を学ぶ多くの宗門があり、一般的に２つ、すなわち非人格論と人格

論に分けられます。しかし、どちらもヴェーダの原則に従って生活しています。経典の原則に

従わなければ、完璧な境地に自分を高めることはできません。ですから、ほんとうにシャース

トラの目的を理解した人は、幸運であると考えられています。 

 人間社会に生きている者にとって、最高人格主神を理解する原則を嫌うことは、転落する原

因です。それが人間生活で犯してしまう最大の冒涜です。ですから、マーヤーという最高人格

主神の物質の力は、三重の苦しみとしていつも私たちを苦しめようとします。この物質の力は、

物質自然界の三様式で構成されています。至高主を理解する道が開かれるように、少なくとも

徳の様式に位置されなくてはなりません。徳の様式にならなければ、無知か激情という邪悪な

生活にとどまることになります。激情や無知の様式にいる人々は経典を、神聖な人物を、そし

て最高人格主神に関する正しい理解をあざ笑います。精神指導者の教えに逆らい、経典がしめ

す原則など気にしません。献愛奉仕の栄光を聞くこともせず、また惹かれることもありません。

こうして、自分勝手な発達の方法を作りあげます。これらが、私たちを邪悪な生活におとしい

れる人間社会の欠陥です。しかしもし私たちを高められる道に、そして高い境地に導くことの

できる真実の精神指導者を受けいれれば、人生は成功します。 

 

 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16章、

「神聖な気質と邪悪な気質」に関する要旨解説を終了します。 


