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第１７章第１７章第１７章第１７章 

 
 
 
 
 

信念の区分信念の区分信念の区分信念の区分 

 
第１節第１節第１節第１節                  Yae  XaañiviDaMauTSa*JYa  YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" ) 

Taeza& iNaïa Tau k-a k*-Z<a SatvMaahae rJaSTaMa" )) 1 )) 
 

arjuna uväca 

ye çästra-vidhim utsåjya 

yajante çraddhayänvitäù 

teñäà niñöhä tu kä kåñëa 

sattvam äho rajas tamaù 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; ye—〜である者達; çästra-vidhim—経典の原則; 

utsåjya—捨て去っている; yajante—崇拝する; çraddhayä—完全な信念で; anvitäù—〜を所有

して; teñäm—彼らの; niñöhä—信念; tu—しかし; kä—何; kåñëa—おお、クリシュナ; sattvam—

徳性の; äho—あるいは他の; rajaù—激情の; tamaù—無知の。 
 
訳訳訳訳     アルジュナアルジュナアルジュナアルジュナが尋ねました。「おお、クが尋ねました。「おお、クが尋ねました。「おお、クが尋ねました。「おお、クリシュナ。経典のリシュナ。経典のリシュナ。経典のリシュナ。経典の原則に従わず、想像にもとづ原則に従わず、想像にもとづ原則に従わず、想像にもとづ原則に従わず、想像にもとづ

いて崇拝する者たちはどのような段階に置かれているのでしょうか。徳、激情、無知、いずいて崇拝する者たちはどのような段階に置かれているのでしょうか。徳、激情、無知、いずいて崇拝する者たちはどのような段階に置かれているのでしょうか。徳、激情、無知、いずいて崇拝する者たちはどのような段階に置かれているのでしょうか。徳、激情、無知、いず

れの様式にいるのでしょうか」れの様式にいるのでしょうか」れの様式にいるのでしょうか」れの様式にいるのでしょうか」 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  第４章の第39節で、特定の崇拝形式に信念を持つ人は少しずつ知識を高め、やが

て平和と繁栄という最高完成の段階に高められる、と言われています。第16章では、経典で定

められている原則に従わない者はアスラ・悪魔的な人間といい、経典の教えに従う者はデーヴ

ァ・半神という、と結論されています。では、経典の教えではない規則に信念を持って従う人

は、どういう位置にいるのでしょうか。アルジュナのこの疑いはクリシュナによって明確にさ

れなくてはなりません。人間のなかから神のような人間を選びだし、そして崇拝する人々は、

徳、激情、無知いずれの様式にいるのでしょうか。そういう人たちは人生を完成させることが
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できるのでしょうか。真の知識に位置され、最高完成段階に高められるのでしょうか。経典の

規則や原則に従わずに、なにかに信念を持ち、半神や人間を崇拝する人々は、そのような努力

の結果として成功を達成できるのでしょうか。アルジュナはこのような質問をクリシュナにし

ました。 

 

第２節第２節第２節第２節                                                        é[q>aGavaNauvac ) 
i}aivDaa  >aviTa  é[Öa deihNaa& Saa Sv>aavJaa  ) 
Saaitvk-I raJaSaq cEv TaaMaSaq ceiTa Taa& é*<au )) 2 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

tri-vidhä bhavati çraddhä 

dehinäà sä svabhäva-jä 

sättviké räjasé caiva 

tämasé ceti täà çåëu 
 

 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; tri-vidhä—３種類の; bhavati—〜になる; 

çraddhä—信念; dehinäm—肉体をまとった者の; sä—それ; sva-bhäva-jä—物質自然界の様式

に応じて; sättviké—徳の様式の中で; räjasé—激情の様式の中で; ca—もまた; eva—確かに; 

tämasé—無知の様式の中で; ca—そして; iti—そのように; täm—それ; çåëu—私から聞く。 
 

訳訳訳訳     最高人格主神が言いました。「肉体をまとった魂がかかわる自然界の様式に応じて、最高人格主神が言いました。「肉体をまとった魂がかかわる自然界の様式に応じて、最高人格主神が言いました。「肉体をまとった魂がかかわる自然界の様式に応じて、最高人格主神が言いました。「肉体をまとった魂がかかわる自然界の様式に応じて、

信念は３種類に分けられる信念は３種類に分けられる信念は３種類に分けられる信念は３種類に分けられる――――――――徳、激情、無知の様式である。このことについて、わたしか徳、激情、無知の様式である。このことについて、わたしか徳、激情、無知の様式である。このことについて、わたしか徳、激情、無知の様式である。このことについて、わたしか

ら聞きなさい」ら聞きなさい」ら聞きなさい」ら聞きなさい」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     経典の規則と原則を知っていても、怠惰や怠慢のためにそれらを捨てた人々は、

物質自然界の様式によって動かされます。徳、激情、無知の様式で行動していた以前の状態に

応じて、特定の性格を得ます。生命体と自然の様式との接触は永遠につづきます。生命体は物

質自然界と接触しているために、その様式とのかかわりに応じて、さまざまな心理状態を作り

だします。しかし、この自然は真実の精神指導者とのふれあいをとおして、また経典の規則と

原則に従うことで変えることができます。ふつう、無知から徳へ、激情から徳に心境を変える

ことができます。結論として、ある様式での盲目的な信念は、完璧な段階に高められる助けに

はならない、と言えます。知性を使って、真実の精神指導者とのつきあいのなかでものごとを

注意深く考えなくてはなりません。こうして、自分の精神的境地をさらに高めることができる
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のです。 

 
第３節第３節第３節第３節                                    SatvaNauæPaa   SavRSYa   é[Öa  >aviTa  >aarTa  ) 

é[ÖaMaYaae_Ya& Pauåzae Yaae YaC^¥Ö" Sa Wv Sa" )) 3 )) 
 

sattvänurüpä sarvasya 

çraddhä bhavati bhärata 

çraddhä-mayo 'yaà puruño 

yo yac-chraddhaù sa eva saù 
 

 sattva-anurüpä—存在状況に応じて; sarvasya—全員の; çraddhä—信念; bhavati—〜にな

る ; bhärata— バラ タの子 よ ; çraddhä— 信念 ; mayaù— 〜 で満た されて ; ayam— これ ; 

puruñaù—生命体; yaù—〜である者; yat—〜であるものを持っている; çraddhaù—信念; 

saù—このように; eva—確かに; saù—彼。 
 

訳訳訳訳     バラタの子よ。さまざまな自然の様式とのかかわりに応じて、生命体はバラタの子よ。さまざまな自然の様式とのかかわりに応じて、生命体はバラタの子よ。さまざまな自然の様式とのかかわりに応じて、生命体はバラタの子よ。さまざまな自然の様式とのかかわりに応じて、生命体はある特定の信ある特定の信ある特定の信ある特定の信

念を作りだす。自分が得た様式に応じた特定念を作りだす。自分が得た様式に応じた特定念を作りだす。自分が得た様式に応じた特定念を作りだす。自分が得た様式に応じた特定の信念をの信念をの信念をの信念を持つ持つ持つ持つのである。のである。のである。のである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     だれでも、どんな人間でも自分なりの信念をもっています。しかし、その信念は

自分が得た自然の様式に応じて、徳、激情、無知に分けられます。こうして、信念の状態に応

じて、人とのつきあいかたも異なってきます。第15章で言われたように、どの生命体も本来は

至高主の断片的な部分体です。ですから、本来はどの様式にもかかわることのない超越した立

場にいます。しかし最高人格主神との絆を忘れ、条件づけられた生活のなかで物質自然界と接

触すると、自然界の多様性とのかかわりのなかで独自の立場を作りだします。結果として作り

だされた不自然な信念と存在は、どれも物質的です。生命体は、ある種の印象や生活観念によ

って動かされていても、本来はニルグナ（nirguëa）「超越的」です。ですから、至高主との

関係を取りもどすためにも、自分が作りだした物質的なけがれから解放されなくてはなりませ

ん。それが、唯一の、恐れのない道にもどる方法、すなわちクリシュナ意識です。クリシュナ

意識に立脚すれば、その道はかならず私たちを完璧な段階に高めてくれます。この自己の悟り

の道を受けいれなければ、かならず自然界の三様式に影響されます。 

 Çraddhä（シュラッダハー）「信念」はこの節で重要な意味があります。シュラッダー・信念は、

本来、徳の様式から発生するものです。人の信念は、半神に、だれかが作りだした神に、ある

いは心で作りだされたものに向けられます。強い信念は、物質的な徳の様式での活動から作り
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だされます。しかし、条件づけられた生活ですることは完全に純粋ではありません。混ぜあわ

されたものであり、純粋な徳ではありません。純粋な徳は超越的です。その様式にあってこそ、

最高人格主神のほんとうの質が理解できます。純粋な徳ではない信念は三様式のどれかにけが

されます。物質自然界のけがれた様式は心にまで入りこみます。ですから、特定の様式とかか

わる心の状態に応じて、信念が決定されます。心が徳の様式にあれば作られる信念も徳の様式

であり、激情であれば激情の様式に、そして暗闇の様式であれば、その信念もそのようにけが

されます。こうして、世界にさまざまなタイプの信念が作りだされ、その信念に応じたさまざ

まな宗教も作られます。宗教に対する信念はもともと純粋な徳の様式にあるのですが、心がけ

がれているために、さまざまな宗教原則が作られています。信念に応じて宗教形式が作られる、

ということです。 

 
第４節第４節第４節第４節                                        YaJaNTae Saaitvk-a devaNYa+ar+aa&iSa raJaSaa" ) 

Pa[eTaaN>aUTaGa<aa&êaNYae  YaJaNTae  TaaMaSaa JaNaa" )) 4 ))    
 

yajante sättvikä devän 

yakña-rakñäàsi räjasäù 

pretän bhüta-gaëäàç cänye 

yajante tämasä janäù 
 

 yajante—崇拝する; sättvikäù—徳の様式にいる者達; devän—半神; yakña-rakñäàsi—悪魔

的な者; räjasäù—激情の様式にいる者達; pretän—死人の魂; bhüta-gaëän—幽霊; ca—そして; 

anye—他の者達; yajante—崇拝する; tämasäù—無知の様式の中で; janäù—人々。 
 

訳訳訳訳     徳の様式にある者は半神を崇拝し、激情の様式にある者は徳の様式にある者は半神を崇拝し、激情の様式にある者は徳の様式にある者は半神を崇拝し、激情の様式にある者は徳の様式にある者は半神を崇拝し、激情の様式にある者は悪魔的で悪魔的で悪魔的で悪魔的で邪悪な人間を崇拝邪悪な人間を崇拝邪悪な人間を崇拝邪悪な人間を崇拝

し、無知の様式にいる者は幽霊や邪⻤を崇拝する。し、無知の様式にいる者は幽霊や邪⻤を崇拝する。し、無知の様式にいる者は幽霊や邪⻤を崇拝する。し、無知の様式にいる者は幽霊や邪⻤を崇拝する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節で最高人格主神は、活動にもとづくさまざまな崇拝について述べています。

経典は最高人格主神だけが崇拝に値すると説いていますが、経典の教えをよく知らない、ある

いはその教えに信念のない人々は、かれらがいる三様式に応じてさまざまな対象を崇拝します。

徳の様式にいる人々はふつう、ブラフマー、シヴァ、インドラ、チャンドラ、太陽神など、さ

まざまな半神を崇拝します。またかれらは、欲しいものがあるため特定の半神を崇拝します。

同じように、激情の様式にいる人々は悪魔的な人間を崇拝します。インドでは、第２次世界大

戦中にカルカッタの一住人がヒトラーを崇拝していたことがありますが、これは戦争のおかげ
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で、闇市で莫大な冨を手にいれたからです。同じように、激情や無知の様式にいる人々は、強

い影響力を持つ人間を神として選ぶことがあります。だれでも神として崇拝できる、そして同

じ結果が得られる、と考えているからです。 

 そしてこの節からわかるのは、激情の様式にいる人々は神を作って崇拝し、また無知・暗闇

の様式にいる人々は死んだ人間の霊を崇拝する、ということです。ときに見かけられることで

すが、死んだ人間の墓を崇拝する人たちがいます。性にかかわる仕事も暗闇の様式にあります。

同じように、インドの僻地の村には幽霊を崇拝する人々がいます。インドでは、身分の低い人々

が森に入って幽霊が住む木を見つけ、その木に儀式をして崇拝することがあります。このよう

な形態の崇拝法はほんとうの神の崇拝ではありません。神の崇拝は、純粋な徳の様式にいる人々

のためにあります。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第４編・第３章・第23節）では、sattvaà 

viçuddhaà vasudeva-çabditam（サットゥヴァンム ヴィシュッダハンム ヴァスデーヴァ・シャブディタンム）

「純粋な徳の様式にいる者はヴァースデーヴァを崇拝する」と言われています。これは、物質

自然界の様式から完全に清められて超越的な境地にいる人々は、最高人格主神を崇拝すること

ができる、という意味です。 

 非人格論者は徳の様式にいるとされ、５種類の半神を崇拝します。物質界における非人格と

しての姿のヴィシュヌで、それは「哲学的に説明されるヴィシュヌ」と言われています。ヴィ

シュヌは最高人格主神の拡張体ですが、非人格論者は、究極的には最高人格主神を信じていな

いため、ヴィシュヌの姿は非人格のブラフマンの様相であると想像しています。同じように、

主ブラフマーも激情の様式での非人格的な姿と捉えています。このように、５種類の神々を崇

拝の対象としますが、真実は非人格的ブラフマンと考えていますから、最終的にその崇拝の対

象をすべて排除します。結論として、「物質的様式というさまざまな質は、超越的質をそなえ

た人物との交流をとおして浄化される」と言えます。 

 
第５−６節第５−６節第５−６節第５−６節                         AXaañivihTa&  gaaer&  TaPYaNTae Yae TaPaae JaNaa" ) 

dM>aahªarSa&Yau¢-a"     k-aMaraGabl/aiNvTaa" )) 5 )) 
k-zRYaNTa"     XarqrSQa&    >aUTaGa]aMaMaceTaSa" ) 
Maa& cEvaNTa" XarqrSQa& TaaiNvÖyaSauriNaêYaaNa( )) 6 )) 

 

açästra-vihitaà ghoraà 

tapyante ye tapo janäù 

dambhähaìkära-saàyuktäù 

käma-räga-balänvitäù 
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karñayantaù çaréra-sthaà 

bhüta-grämam acetasaù 

mäà caiväntaù çaréra-sthaà 

tän viddhy äsura-niçcayän 
 

 açästra—経典の中にはない; vihitam—指示されて; ghoram—他人に有害な; tapyante—耐

える; ye—〜である者達; tapaù—苦行; janäù—人々; dambha—自尊心で; ahaìkära—そして

利己心; saàyuktäù—従事して; käma—欲望の; räga—そして執着; bala—その力によって; 

anvitäù— 駆 ら れ て ; karñayantaù— 苦 し め て い る ; çaréra-stham— 体 内 に 位 置 し て ; 

bhüta-grämam—物質要素の結合; acetasaù—間違って導かれた心理状態にある; mäm—私を; 

ca—もまた; eva—確かに; antaù—〜の中; çaréra-stham—体内に位置して; tän—彼らを; 

viddhi—理解する; äsura-niçcayän—悪魔。 
 

訳訳訳訳     経典で勧められていない厳しい苦行をし、またそれを自尊心と利己心からおこない、経典で勧められていない厳しい苦行をし、またそれを自尊心と利己心からおこない、経典で勧められていない厳しい苦行をし、またそれを自尊心と利己心からおこない、経典で勧められていない厳しい苦行をし、またそれを自尊心と利己心からおこない、

欲望と執着に駆られ、愚かで、肉体という物質要素や体内に住む至高の魂に苦痛を与えなが欲望と執着に駆られ、愚かで、肉体という物質要素や体内に住む至高の魂に苦痛を与えなが欲望と執着に駆られ、愚かで、肉体という物質要素や体内に住む至高の魂に苦痛を与えなが欲望と執着に駆られ、愚かで、肉体という物質要素や体内に住む至高の魂に苦痛を与えなが

ら修行する者が、邪悪な者、すなわちら修行する者が、邪悪な者、すなわちら修行する者が、邪悪な者、すなわちら修行する者が、邪悪な者、すなわち悪魔と呼ばれる。悪魔と呼ばれる。悪魔と呼ばれる。悪魔と呼ばれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     経典の教えにはない苦行を勝手に作りだす人がいます。たとえば、最終的には政

治的決着にこぎつけようとする下心で絶食をするのですが、それは経典が命じていることでは

ありません。経典は、精神的に高められるための絶食を勧めており、政治的・社会的な解決策

を見つけるような絶食はまちがっています。そのような苦行をする人たちは、『バガヴァッド・

ギーター』では、悪魔的な人間、と表現されています。かれらの行動は経典の指示に反し、一

般大衆に有益なものではありません。じつは自尊心、偽のエゴ、欲望、物質的楽しみへの執着

などに駆られて行動しているのです。その行動は、肉体を構成している物質の結合を乱すだけ

ではなく、体内に住む最高人格主神という生命体も乱されます。政治的決着のためにおこなわ

れる権威のない絶食や苦行は、人々の心も乱すものです。ヴェーダ経典では認められていませ

ん。邪悪な人間は、この方法で敵やほかの政党を自分の望みに従わせようと考えているのです

が、その絶食で人が死ぬこともあります。最高人格主神が認めている行為ではなく、そのよう

なことをする者は悪魔的な人間である、と言われています。最高人格主神を冒涜した示威行為

と言えましょう。ヴェーダ経典の教えに背いているからです。この節のacetasaù（アチェータサハ）

という言葉はこの関係において重要な意味があります。正常な心理状態にある人は、経典の教

えに従わなくてはなりません。いっぽう、そうではない人は経典を無視し、従うこともなく、

自分勝手な苦行の方法を作りだします。前の章で述べられたように、邪悪な人間たちの行く末
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をよく覚えておかなくてはなりません。主はかれらを邪悪な人間の胎内に誕生させるのです。

したがって、自分と最高人格主神の関係を知ることなく、悪魔的な生き方をなんどもくり返さ

なくてはなりません。しかし、ヴェーダの知識をさずける精神指導者に導かれる幸運な人は、

この束縛から解放され、最終的に至高の目的地に到達することができます。 

 
第７節第７節第７節第７節                                        AaharSTviPa SavRSYa i}aivDaae >aviTa iPa[Ya" ) 

YajSTaPaSTaQaa  daNa&  Taeza&  >aediMaMa& é*<au )) 7 )) 
 

ähäras tv api sarvasya 

tri-vidho bhavati priyaù 

yajïas tapas tathä dänaà 

teñäà bhedam imaà çåëu 
 

 ähäraù—食べること; tu—確かに; api—もまた; sarvasya—皆の; tri-vidhaù—３種類の; 

bhavati—〜がある; priyaù—愛しい; yajïaù—儀式; tapaù—苦行; tathä—もまた; dänam—慈

善; teñäm—それらの; bhedam—違い; imam—これ; çåëu—聞く。 
 

訳訳訳訳        物質自然界の三様式に応じて、各人が好む食べ物に物質自然界の三様式に応じて、各人が好む食べ物に物質自然界の三様式に応じて、各人が好む食べ物に物質自然界の三様式に応じて、各人が好む食べ物にもももも３つ３つ３つ３つのののの種類がある。同じことが、種類がある。同じことが、種類がある。同じことが、種類がある。同じことが、

儀式、苦行、慈善にもあてはまる。では、それぞれの違いについて聞きなさい。儀式、苦行、慈善にもあてはまる。では、それぞれの違いについて聞きなさい。儀式、苦行、慈善にもあてはまる。では、それぞれの違いについて聞きなさい。儀式、苦行、慈善にもあてはまる。では、それぞれの違いについて聞きなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     三様式に応じて、食べること、儀式・苦行・慈善をすることにも違いがあります。

同じレベルでおこなわれるわけではありません。どのような行為がどの様式でおこなわれてい

るのかを分析・理解できる人々がほんとうに賢いとされています。そして、どのような儀式も、

食事も、慈善も同じもの、と考える人はその区別がつきませんし、愚か者です。好きなことは

なんでもできる、そして完成の境地に到達する、と公言する宗教伝道者がいます。しかし、こ

のような愚かな案内者は、経典の指示に従っているのではありません。自分勝手に方法を考え

だし、そして一般大衆をまちがって導いているのです。 

 
第８節第８節第８節第８節                                        AaYau"Satvbl/araeGYaSau%Pa[qiTaivvDaRNaa"       ) 

rSYaa" iòGDaa" iSQara ôÛa Aahara" Saaitvk-iPa[Yaa" )) 8 )) 
 

äyuù-sattva-balärogya- 

sukha-préti-vivardhanäù 
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rasyäù snigdhäù sthirä hådyä 

ähäräù sättvika-priyäù 
 

 äyuù—寿命; sattva—存在; bala—力; ärogya—健康; sukha—幸福; préti—そして満足; 

vivardhanäù—増やしている; rasyäù—水分の多い; snigdhäù—脂肪を含む; sthiräù—永続す

る ; hådyäù—心に喜びを与える; ähäräù—食べ物 ; sättvika—徳の様式にいる者にとって; 

priyäù—味の良い。 
 

訳訳訳訳        徳の様式にいる者が好む食べ物は、寿命を延ばし、存在を浄化し、力、健康、幸福感、徳の様式にいる者が好む食べ物は、寿命を延ばし、存在を浄化し、力、健康、幸福感、徳の様式にいる者が好む食べ物は、寿命を延ばし、存在を浄化し、力、健康、幸福感、徳の様式にいる者が好む食べ物は、寿命を延ばし、存在を浄化し、力、健康、幸福感、

満足感を与える。そのような食べ物は水分と脂肪を豊富に含み、おいしく、食べる者の心を満足感を与える。そのような食べ物は水分と脂肪を豊富に含み、おいしく、食べる者の心を満足感を与える。そのような食べ物は水分と脂肪を豊富に含み、おいしく、食べる者の心を満足感を与える。そのような食べ物は水分と脂肪を豊富に含み、おいしく、食べる者の心を

喜びに満たす。喜びに満たす。喜びに満たす。喜びに満たす。 

 
第９節第９節第９節第９節                                        k-Èãl/v<aaTYauZ<aTaq+<aæ+aivdaihNa"    ) 

Aahara raJaSaSYaeía du"%Xaaek-aMaYaPa[da" )) 9 )) 
 

kaöv-amla-lavaëäty-uñëa- 

tékñëa-rükña-vidähinaù 

ähärä räjasasyeñöä 

duùkha-çokämaya-pradäù 
 

 kaöu—苦い; amla—酸っぱい; lavaëa—塩辛い; ati-uñëa—非常に辛い; tékñëa—刺激のある; 

rükña—乾燥している; vidähinaù—非常に熱い; ähäräù—食べ物; räjasasya—激情の様式にい

る者にとって; iñöäù—おいしい; duùkha—苦しみ; çoka—苦痛; ämaya—病気; pradäù—原因に

なる。 
 

訳訳訳訳        にがすぎて、酸っぱく、塩辛く、辛く、刺激があり、乾燥し、熱い食べ物は、激情のにがすぎて、酸っぱく、塩辛く、辛く、刺激があり、乾燥し、熱い食べ物は、激情のにがすぎて、酸っぱく、塩辛く、辛く、刺激があり、乾燥し、熱い食べ物は、激情のにがすぎて、酸っぱく、塩辛く、辛く、刺激があり、乾燥し、熱い食べ物は、激情の

様式にある。そのような食べ物は、悲しみ、苦痛、病気を発生させる。様式にある。そのような食べ物は、悲しみ、苦痛、病気を発生させる。様式にある。そのような食べ物は、悲しみ、苦痛、病気を発生させる。様式にある。そのような食べ物は、悲しみ、苦痛、病気を発生させる。 

 
第第第第10節節節節                                    YaaTaYaaMa&  GaTarSa&  PaUiTa PaYauRizTa& c YaTa(  ) 

oiC^íMaiPa caMaeDYa& >aaeJaNa& TaaMaSaiPa[YaMa( )) 10 )) 
 

yäta-yämaà gata-rasaà 

püti paryuñitaà ca yat 
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ucchiñöam api cämedhyaà 

bhojanaà tämasa-priyam 
 

 yäta-yämam—食べる３時間前に料理された食べ物; gata-rasam—味がない; püti—悪臭を放

っている; paryuñitam—腐敗した; ca—もまた; yat—〜であるもの; ucchiñöam—他人が食べた

残り物 ; api—もまた ; ca—そして ; amedhyam—汚らわしい ; bhojanam— 食べている ; 

tämasa—暗闇の様式にいる者にとって; priyam—好まれる。 
 

訳訳訳訳     食べる３時間以上まえに作られ、味がなく、変質し、腐敗し、残飯やけがらわしい材食べる３時間以上まえに作られ、味がなく、変質し、腐敗し、残飯やけがらわしい材食べる３時間以上まえに作られ、味がなく、変質し、腐敗し、残飯やけがらわしい材食べる３時間以上まえに作られ、味がなく、変質し、腐敗し、残飯やけがらわしい材

料で作られた食べ物は、暗闇の様式にいる者に好まれる。料で作られた食べ物は、暗闇の様式にいる者に好まれる。料で作られた食べ物は、暗闇の様式にいる者に好まれる。料で作られた食べ物は、暗闇の様式にいる者に好まれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     食べ物の目的は、寿命を延ばし、心を浄化し、体力をつけることにあります。こ

れ以外に目的はありません。過去の偉大な権威者たちは、健康維持、寿命の増加に最適な食糧

を選んでいますが、それが乳製品、砂糖、米、⼩⻨、くだもの、野菜などです。どれも徳の様

式にいる人々がひじょうに好むものです。ほかにも、焼いたトウモロコシや糖蜜などは、それ

だけではおいしさは感じられなくても、牛乳やほかの食べ物を混ぜることでおいしく食べられ

ます。そして徳の様式の食べ物になります。本来、どれも純粋な食べ物です。肉や酒といった

不潔なものとはまったく違います。第８節で述べられた脂肪を含む食べ物には、屠殺で得られ

る動物性脂肪とはまったく関係がありません。動物性脂肪は、あらゆる食料のなかでもっとも

素晴らしい牛乳という形で得られます。牛乳、バター、チーズのような食料品は、罪のない生

き物を殺すことなく動物性脂肪を提供してくれます。動物の屠殺がいつまでもくり返されてい

るのは、無慈悲な心によるものです。必要な脂肪を手にいれる文化的方法は牛乳を飲むことで

す。屠殺は人間以下の行為です。タンパク質はエンドウマメ、ダール、全粒粉などから豊富に

得ることができます。 

 にがく、塩が効きすぎ、辛すぎ、トウガラシを使いすぎた激情の様式の食べ物は、胃内部の

粘液を減少させ、病気の原因になります。無知、暗闇の様式の食べ物は、基本的には新鮮では

ないものを指します。 

 どんな食べ物でも、食べる３時間以上もまえに作られたものは（主にささげられたプラサー

ダムを除き）、暗闇の様式と考えられています。そのような食べ物は、腐っているために悪臭

を放ち、それがこの様式にいる人たちの嗅覚を惹きつけるのですが、徳の様式にいる人々は拒

絶します。 

 食べ物の残り物は、最初に至高主にささげられたものや、神聖な人物、とくに精神指導者が

食べたものにかぎられます。そうでなければ、食べ物の残りは暗闇の様式とされ、伝染病や病
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気の可能性を増加させます。暗闇の様式にいる人々にはごちそうに思えるかもしれませんが、

徳の様式にいる人々には好まれも触られもしません。一番の食べ物は、最高人格主神にささげ

られた残り物です。『バガヴァッド・ギーター』で至高主は言います、野菜、⼩⻨粉、牛乳な

どを愛情こめてささげれば受けいれる、と。Patraà puñpaà phalaà toyam（パトゥランム プシュ

パンム パハランム トーヤンム）。もちろん、最高人格主神がなによりも求めているのは強い熱意と愛

情です。また同時に、プラサーダムはそれなりの方法で準備をしなくてはならない、とも言わ

れています。経典の教えどおりに準備され、そして最高人格主神にささげられた食べ物は、た

とえ何時間もまえに作られたものでも食べることができます。超越的な食べ物だからです。で

すから、食べ物を腐らないものに、食べられるものに、そしてすべての人にとっておいしいも

のにするためには、最高人格主神にささげなくてはならない、ということです。 

 
第第第第11節節節節                                    Af-l/ak-ax(i+ai>aYaRjae iviDad*íae Ya wJYaTae ) 

YaíVYaMaeveiTa  MaNa"  SaMaaDaaYa Sa Saaitvk-" )) 11 )) 
 

aphaläkäìkñibhir yajïo 

vidhi-diñöo ya ijyate 

yañöavyam eveti manaù 

samädhäya sa sättvikaù 
 

 aphala-äkäìkñibhiù—結果への望みを持たない者達によって; yajïaù—儀式; vidhi-diñöaù—

経典の指示に従って; yaù—〜であるもの; ijyate—実行される; yañöavyam—実行されなくては

ならない; eva—確かに; iti—そのように; manaù—心; samädhäya—固定している; saù—それ; 

sättvikaù—徳の様式において。 
 

訳訳訳訳     さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな儀式のなかで、経典の指示にもとづき、義務として、そして報酬を求める儀式のなかで、経典の指示にもとづき、義務として、そして報酬を求める儀式のなかで、経典の指示にもとづき、義務として、そして報酬を求める儀式のなかで、経典の指示にもとづき、義務として、そして報酬を求める

ことなくなされたものは、徳の質をそなえている。ことなくなされたものは、徳の質をそなえている。ことなくなされたものは、徳の質をそなえている。ことなくなされたものは、徳の質をそなえている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     一般的に、儀式の執行は心になにか期待するものがあってなされるものですが、

この節では、儀式とはそのような望みを持たずにすべきもの、と言われています。義務として

遂行する、ということです。たとえば、寺院や教会での儀式が挙げられます。物質的な恩恵を

乞うのがあたりまえになっていますが、それは徳の様式の儀式ではありません。義務として寺

院や教会に行き、最高人格主神に敬意をささげ、物質的な恩恵を求めることなく花や食べ物を

ささげなくてはなりません。神を崇拝するためだけに寺院に行ってもなにもならない、と一般
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的に考えられています。しかし、経済的な恩恵のための崇拝は経典の教えではありません。神

像に敬意を表わすだけのために行かなくてはならないのです。そのような思いが、私たちを徳

の様式に高めてくれます。文化人の義務は、経典の教えを守り、最高人格主神に敬意をささげ

ることにあります。 

 
第第第第12節節節節                                        Ai>aSaNDaaYa Tau f-l&/ dM>aaQaRMaiPa cEv YaTa( ) 

wJYaTae  >arTaé[eï  Ta&  Yaj& iviÖ raJaSaMa( )) 12 )) 
 

abhisandhäya tu phalaà 

dambhärtham api caiva yat 

ijyate bharata-çreñöha 

taà yajïaà viddhi räjasam 
 

 abhisandhäya—望んでいる; tu—しかし; phalam—結果; dambha—自尊心; artham—〜の

ために; api—もまた; ca—そして; eva—確かに; yat—〜であるもの; ijyate—遂行される; 

bharata-çreñöha—バーラタ家の筆頭者よ; tam—それ; yajïam—儀式; viddhi—知っている; 

räjasam—激情の様式で。 
 

訳訳訳訳     バーラタ家の筆頭者よ。しかし、物質的な恩恵のために、あるバーラタ家の筆頭者よ。しかし、物質的な恩恵のために、あるバーラタ家の筆頭者よ。しかし、物質的な恩恵のために、あるバーラタ家の筆頭者よ。しかし、物質的な恩恵のために、あるいは自尊心のためにおいは自尊心のためにおいは自尊心のためにおいは自尊心のためにお

こなう儀式は、激情の様式にあることを理解こなう儀式は、激情の様式にあることを理解こなう儀式は、激情の様式にあることを理解こなう儀式は、激情の様式にあることを理解しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     儀式や礼拝が、天国に高められるため、あるいはこの世界での物質的恩恵を求め

てなされることがあります。そのような儀式や礼拝の執行は激情の様式にあります。 

 
第第第第13節節節節                                        iviDahqNaMaSa*íaà& MaN}ahqNaMadi+a<aMa( ) 

é[ÖaivrihTa&  Yaj& TaaMaSa& Pairc+aTae )) 13 )) 
 

vidhi-hénam asåñöännaà 

mantra-hénam adakñiëam 

çraddhä-virahitaà yajïaà 

tämasaà paricakñate 
 

 vidhi-hénam— 経 典 の 指 示 の な い ; asåñöa-annam— プ ラ サ ー ダ ム を 出 さ な い ; 

mantra-hénam—ヴェーダ聖歌の吟唱がない; adakñiëam—僧侶への報酬がない; çraddhä—信
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念; virahitam—〜がない; yajïam—儀式; tämasam—無知の様式の; paricakñate—〜と考慮さ

れる。 
 

訳訳訳訳     経典の指示経典の指示経典の指示経典の指示に従っておらずに従っておらずに従っておらずに従っておらず、プラサーダム（精神的食べ物）をさし出すことなく、ヴ、プラサーダム（精神的食べ物）をさし出すことなく、ヴ、プラサーダム（精神的食べ物）をさし出すことなく、ヴ、プラサーダム（精神的食べ物）をさし出すことなく、ヴ

ェェェェーダ聖歌を唱えることなく、僧侶への報酬もなく、そしてなんの信念もなくおこなわれるーダ聖歌を唱えることなく、僧侶への報酬もなく、そしてなんの信念もなくおこなわれるーダ聖歌を唱えることなく、僧侶への報酬もなく、そしてなんの信念もなくおこなわれるーダ聖歌を唱えることなく、僧侶への報酬もなく、そしてなんの信念もなくおこなわれる

儀式は、無知の様式にあると考えられる。儀式は、無知の様式にあると考えられる。儀式は、無知の様式にあると考えられる。儀式は、無知の様式にあると考えられる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     暗闇あるいは無知の様式の信念は、じつは信念とは無関係です。経典の教えを無

視し、ただ金銭目的で儀式をして、得た金銭を自分の気晴らしのために使う人々がいます。う

わべだけの宗教の儀式は、正しい儀式とは言えません。暗闇の様式にあります。邪悪な意識を

作りあげ、人間社会の恩恵にもなりません。 

 
第第第第14節節節節                                            deviÜJaGauåPa[ajPaUJaNa&   XaaEcMaaJaRvMa( ) 

b]øcYaRMaih&Saa c Xaarqr& TaPa oCYaTae )) 14 )) 
 

deva-dvija-guru-präjïa- 

püjanaà çaucam ärjavam 

brahmacaryam ahiàsä ca 

çäréraà tapa ucyate 
 

 deva—至高主の; dvija—ブラーフマナ; guru—精神指導者; präjïa—そして崇拝に値する人

物達 ; püjanam—崇拝する ; çaucam—清潔さ ; ärjavam—率直さ ; brahmacaryam—独身 ; 

ahiàsä—非暴力; ca—もまた; çäréram—肉体に関連している; tapaù—苦行; ucyate—〜と言わ

れている。 
 

訳訳訳訳     肉体の苦行とは、至高主、ブラーフマナ、精神指導者、両親といった目上の人々を崇肉体の苦行とは、至高主、ブラーフマナ、精神指導者、両親といった目上の人々を崇肉体の苦行とは、至高主、ブラーフマナ、精神指導者、両親といった目上の人々を崇肉体の苦行とは、至高主、ブラーフマナ、精神指導者、両親といった目上の人々を崇

拝すること、さらには清潔さ、率直さ、独身、非暴力を指す。拝すること、さらには清潔さ、率直さ、独身、非暴力を指す。拝すること、さらには清潔さ、率直さ、独身、非暴力を指す。拝すること、さらには清潔さ、率直さ、独身、非暴力を指す。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     最高主神はこの節でさまざまな種類の修行や苦行ついて言及し、最初に、それは

肉体をとおしてなされるもの、と説明しています。神、半神、完璧な人物、正しい資格を充分

にそなえたブラーフマナ、精神指導者、⽗・⺟のような年⻑者、またヴェーダ知識に精通した

人物になにかをささげたり、敬意を表したり、またその方法を学んだりしなくてはなりません。

適切な敬意をしめす必要があります。また体を外側も内側も清潔に保つ修練を積み、率直にふ

るまうことも学ばなくてはなりません。経典で教えていないことをすべきではありません。結
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婚相手以外との性的関係は禁じられています。結婚した夫婦だけが性的関係を許されています。

それ以外は許されるものではなく、独身とはこのような生活を指します。これらが、肉体に関

する修行や苦行です。 

 
第第第第15節節節節                                    ANauÜeGak-r&  vaKYa&  SaTYa& iPa[YaihTa& c YaTa( ) 

SvaDYaaYaa>YaSaNa& cEv vax(MaYa& TaPa oCYaTae )) 15 )) 
 

anudvega-karaà väkyaà 

satyaà priya-hitaà ca yat 

svädhyäyäbhyasanaà caiva 

väì-mayaà tapa ucyate 
 

 anudvega-karam—刺激していない ; väkyam—言葉 ; satyam—誠実な ; priya—愛しい ; 

hitam— 有 益 な ; ca— も ま た ; yat— 〜 で あ る も の ; svädhyäya— ヴ ェ ー ダ の 研 究 の ; 

abhyasanam—修練; ca—もまた; eva—確かに; väk-mayam—声の; tapaù—苦行; ucyate—〜

と言われる。 
 

訳訳訳訳     話すことの苦行とは、誠実で、心地よく、有益で、他人を刺激せず、ヴェーダ経典を話すことの苦行とは、誠実で、心地よく、有益で、他人を刺激せず、ヴェーダ経典を話すことの苦行とは、誠実で、心地よく、有益で、他人を刺激せず、ヴェーダ経典を話すことの苦行とは、誠実で、心地よく、有益で、他人を刺激せず、ヴェーダ経典を

定期的定期的定期的定期的に吟唱することにある。に吟唱することにある。に吟唱することにある。に吟唱することにある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     人の心を刺激するような話し方をしてはなりません。もちろん教師の場合、生徒

への教えとして真理を話すことはできますが、話す相手が自分の生徒ではなく、またその相手

の心を刺激するのであれば、話すべきではありません。これが、話すことにかかわる苦行です。

また、無意味なことも話すべきではありません。精神的なつどいのなかで話しをするのは、経

典に支えられているものごとを話す、ということです。自分の話しを裏付けるために、すぐに

経典の権威を引用する必要があります。また同時に、その話し方も耳に心地よいものでなくて

はなりません。そのような話しあいをとおして最高の恩恵をさずかり、また社会の質を高める

ことができます。ヴェーダ経典には無尽蔵の知識が含まれており、私たちはそれを学ばなくて

はなりません。これが話すことの苦行です。 

 
第第第第16節節節節                                    MaNa"Pa[Saad" SaaEMYaTv& MaaENaMaaTMaiviNaGa]h" ) 

>aavSa&éuiÖirTYaeTataPaae     MaaNaSaMauCYaTae )) 16 )) 
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manaù-prasädaù saumyatvaà 

maunam ätma-vinigrahaù 

bhäva-saàçuddhir ity etat 

tapo mänasam ucyate 
 

 manaù-prasädaù—心の満足感; saumyatvam—他人への欺瞞のない; maunam—まじめさ; 

ätma—自己の; vinigrahaù—抑制; bhäva—自分の性格の; saàçuddhiù—浄化; iti—そのよう

に; etat—これ; tapaù—苦行; mänasam—心の; ucyate—〜と言われている。 
 

訳訳訳訳     そして、満足そして、満足そして、満足そして、満足感感感感、率直さ、、率直さ、、率直さ、、率直さ、真剣真剣真剣真剣さ、自己抑制、自らの存在の浄化が心の苦行である。さ、自己抑制、自らの存在の浄化が心の苦行である。さ、自己抑制、自らの存在の浄化が心の苦行である。さ、自己抑制、自らの存在の浄化が心の苦行である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     心の禁欲とは、心を感覚満足から離れさせることです。ですから、いつも人のた

めになることを考えていられるように訓練すべきです。心の一番の訓練は、真剣であることで

す。クリシュナ意識から心を逸らしてはなりませんし、感覚満足をいつでも避けるべきです。

自分の性質を浄化する、とはクリシュナ意識になることです。心の満足感は、感覚を楽しもう

とする思いから心を引き離すことで得られます。物欲の楽しみは、考えれば考えるほど心は不

満を感じるようになるものです。現代人は、手を変え品を変え感覚を満たそうとしているので

すが、それで心が満足するわけではありません。最善の道は、心をヴェーダ経典に向けること

です。プラーナや『マハーバーラタ』のような、私たちを楽しませてやまない話しが満載され

ているからです。この知識を活用すれば自分を清めることができます。心に欺瞞があってはな

らず、すべての人々の幸せを考えなくてはなりません。沈黙とはいつも自己の悟りについて考

えていることです。この視点からすると、クリシュナ意識の人物は完璧な沈黙を保っています。

心の抑制とは心を感覚の楽しみから離すことです。ふるまいは率直でなくてはなりません、そ

してそのことで自分の存在を浄化させるのです。これらの質が、心の動きに関連する苦行です。 

 
第第第第17節節節節                                    é[ÖYaa   ParYaa  Taá&  TaPaSTaiT}aivDa&  NarE" ) 

Af-l/ak-ax(i+ai>aYauR¢E-" Saaitvk&- Pairc+aTae )) 17 )) 
 

çraddhayä parayä taptaà 

tapas tat tri-vidhaà naraiù 

aphaläkäìkñibhir yuktaiù 

sättvikaà paricakñate 
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 çraddhayä—信念と共に; parayä—超越的; taptam—実行されて; tapaù—苦行; tat—それ; 

tri-vidham—３種類の; naraiù—人間によって; aphala-äkäìkñibhiù—結果に対する望みを持

たない者; yuktaiù—従事して; sättvikam—徳の様式の中の; paricakñate—〜と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳     崇高な信念とともにおこない、物質的な恩恵を期待せずに至高者のためだけにおこな崇高な信念とともにおこない、物質的な恩恵を期待せずに至高者のためだけにおこな崇高な信念とともにおこない、物質的な恩恵を期待せずに至高者のためだけにおこな崇高な信念とともにおこない、物質的な恩恵を期待せずに至高者のためだけにおこな

われるこの三種類の苦行が、徳の様式の苦行である。われるこの三種類の苦行が、徳の様式の苦行である。われるこの三種類の苦行が、徳の様式の苦行である。われるこの三種類の苦行が、徳の様式の苦行である。 

 
第第第第18節節節節                                        SaTk-arMaaNaPaUJaaQa| TaPaae dM>aeNa cEv YaTa( ) 

i§-YaTae Taidh Pa[ae¢&- raJaSa& cl/MaDa]uvMa( )) 18 )) 
 

satkära-mäna-püjärthaà 

tapo dambhena caiva yat 

kriyate tad iha proktaà 

räjasaà calam adhruvam 
 

 sat-kära—敬意 ; mäna—称讃; püjä—そして崇拝; artham—〜のために; tapaù—苦行; 

dambhena—自尊心で; ca—もまた; eva—確かに; yat—〜であるもの; kriyate—実行される; 

tat—それ; iha—この世界で; proktam—〜と言われる; räjasam—激情の様式で; calam—揺ら

いでいる; adhruvam—一時的な。 
 

訳訳訳訳     自尊心から、そして尊敬、称讃、崇拝を求めてなされる苦行は激情の様式である。落自尊心から、そして尊敬、称讃、崇拝を求めてなされる苦行は激情の様式である。落自尊心から、そして尊敬、称讃、崇拝を求めてなされる苦行は激情の様式である。落自尊心から、そして尊敬、称讃、崇拝を求めてなされる苦行は激情の様式である。落

ち着くことも、⻑続きすることもない。ち着くことも、⻑続きすることもない。ち着くことも、⻑続きすることもない。ち着くことも、⻑続きすることもない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     人々の注意を引き、称讃され、尊敬され、崇拝されること期待して苦行をする者

たちがいます。激情の様式にいる人間は、従者に崇拝されるために自分の足を洗わせたり、冨

を出させたりすることがあります。苦行をしてそのような形だけの崇拝を受ける行為は激情の

様式にあります。結果はその場かぎりで、しばらくはつづいても、いつまでもできるわけでは

ありません。 

 
第第第第19節節節節                                        MaU!Ga]ahe<aaTMaNaae YaTPaq@Yaa i§-YaTae TaPa" ) 

ParSYaaeTSaadNaaQa|  va TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 19 )) 
 

müòha-gräheëätmano yat 

péòayä kriyate tapaù 
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parasyotsädanärthaà vä 

tat tämasam udähåtam 
 

 müòha—愚かさ; gräheëa—努力で; ätmanaù—自分自身の; yat—〜であるもの; péòayä—苦

し め る こ と で ; kriyate— 実 行 さ れ る ; tapaù— 苦 行 ; parasya— 他 人 に 対 し て ; 

utsädana-artham—破壊を起こさせるために; vä—あるいは; tat—それ; tämasam—暗闇の様

式で; udähåtam—〜と言われている。 
 

訳訳訳訳     愚かさゆえにおこなわれ、自分を苦しめ、他人を傷つける苦行は、無知の様式にある。愚かさゆえにおこなわれ、自分を苦しめ、他人を傷つける苦行は、無知の様式にある。愚かさゆえにおこなわれ、自分を苦しめ、他人を傷つける苦行は、無知の様式にある。愚かさゆえにおこなわれ、自分を苦しめ、他人を傷つける苦行は、無知の様式にある。 

 

要旨要旨要旨要旨解説解説解説解説     不死身の人間になるために、そして半神たちを殺すために厳しい苦行をした悪魔

ヒラニャカシプは、愚かな人間がする苦行の見本です。その恩恵をブラフマーに求めたのです

が、結局は最高人格主神によって殺されました。できもしないことのために苦行をするのは、

確かに無知の様式と言えます。 
 
第第第第20節節節節                                    daTaVYaiMaiTa     YaÕaNa&     dqYaTae_NauPak-air<ae ) 

deXae k-ale/ c Paa}ae c TaÕaNa& Saaitvk&- SMa*TaMa( )) 20 )) 
 

dätavyam iti yad dänaà 

déyate 'nupakäriëe 

deçe käle ca pätre ca 

tad dänaà sättvikaà småtam 
 

 dätavyam—与えるにふさわしい; iti—そのように; yat—〜であるもの ; dänam—慈善; 

déyate—与えられる; anupakäriëe—結果にかかわりなく; deçe—適切な場所で; käle—適切な

時間に; ca—もまた; pätre—適切な人物に; ca—そして; tat—それ; dänam—慈善; sättvikam—

徳の様式で; småtam—〜と考慮される。 
 

訳訳訳訳     義務として、返礼をあてにせず、適切な時と場所で、そしてふさわしい人物にささげ義務として、返礼をあてにせず、適切な時と場所で、そしてふさわしい人物にささげ義務として、返礼をあてにせず、適切な時と場所で、そしてふさわしい人物にささげ義務として、返礼をあてにせず、適切な時と場所で、そしてふさわしい人物にささげ

られる慈善が、徳の様式にあると言われている。られる慈善が、徳の様式にあると言われている。られる慈善が、徳の様式にあると言われている。られる慈善が、徳の様式にあると言われている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヴェーダ経典では、精神的活動にかかわる人に慈善を施すことが勧められていま

す。見境なく施すことは勧められていません。なによりも精神的な完成が優先されるべきです。

ですから、慈善というものは、巡礼地でなされるもの、日食や月食のときに、月の終わりに、
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優れた資質をそなえたブラーフマナやヴァイシュナヴァ（献愛者）に、あるいは寺院のなかで

なされるべきです。また慈善の返礼を期待すべきでもありません。貧しい人への慈善も同情心

からなされますが、貧しくても慈善を施す相手としてふさわしくないのであれば、精神的な高

まりは期待できません。言いかえれば、だれかれかまわずさし出す慈善はヴェーダ経典で勧め

られていない、ということです。 

 
第第第第21節節節節                                    Yatau  Pa[TYauPak-araQa|  f-l/MauiÕXYa  va PauNa" ) 

dqYaTae c Pairi(c)-í& TaÕaNa& raJaSa& SMa*TaMa( )) 21 )) 
 

yat tu pratyupakärärthaà 

phalam uddiçya vä punaù 

déyate ca parikliñöaà 

tad dänaà räjasaà småtam 
 

 yat—〜であるもの; tu—しかし; prati-upakära-artham—返礼を得るために; phalam—結

果; uddiçya—望んでいる; vä—あるいは; punaù—再び; déyate—与えられる; ca—もまた; 

parikliñöam—仕方なく; tat—それ; dänam—慈善; räjasam—激情の様式の; småtam—〜と理

解される。 
 

訳訳訳訳     しかし、返礼を期待しつつ、結果を欲しがって、あるいはしかたなく施す慈善は、激しかし、返礼を期待しつつ、結果を欲しがって、あるいはしかたなく施す慈善は、激しかし、返礼を期待しつつ、結果を欲しがって、あるいはしかたなく施す慈善は、激しかし、返礼を期待しつつ、結果を欲しがって、あるいはしかたなく施す慈善は、激

情の様式にあるとされる。情の様式にあるとされる。情の様式にあるとされる。情の様式にあるとされる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     天国の惑星に行くために慈善をしたり、負担を感じながら施したり、あるいは「ど

うしてあのようなことに大金を使ってしまったのだろう」と後悔してしまう慈善があります。

また、年⻑者や目上からの指示でおこなわれることもあり、どれも激情の様式でなされていま

す。 

 多くの慈善団体が、感覚満足のためにおこなわれている組織に贈り物をすることがあります。

これもヴェーダ経典が勧める慈善ではありません。徳の様式の慈善だけが勧められているので

す。 

 
第第第第22節節節節                                        AdeXak-ale/ YaÕaNaMaPaa}ae>Yaê dqYaTae ) 

ASaTk*-TaMavjaTa&  TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 )) 
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adeça-käle yad dänam 

apätrebhyaç ca déyate 

asat-kåtam avajïätaà 

tat tämasam udähåtam 
 

 adeça—純粋ではない場所で; käle—そして純粋ではない時間; yat—〜であるもの; dänam—

慈善; apätrebhyaù—ふさわしく者達に; ca—もまた; déyate—与えられる; asat-kåtam—敬意な

く; avajïätam—適切な配慮なく; tat—それ; tämasam—暗闇の様式の; udähåtam—〜と言わ

れている。 
 

訳訳訳訳     そして、不純な場所で、不適切な時間に、ふさわしくない相手に、適切な配慮や敬意そして、不純な場所で、不適切な時間に、ふさわしくない相手に、適切な配慮や敬意そして、不純な場所で、不適切な時間に、ふさわしくない相手に、適切な配慮や敬意そして、不純な場所で、不適切な時間に、ふさわしくない相手に、適切な配慮や敬意

もなくなされる慈善は、無知の様式にあると言われている。もなくなされる慈善は、無知の様式にあると言われている。もなくなされる慈善は、無知の様式にあると言われている。もなくなされる慈善は、無知の様式にあると言われている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     陶酔や賭博にふけるための寄付は、ここで勧められていません。それは無知の様

式の寄付です。有意義なことでもありませんし、むしろ、罪な人間の罪を助⻑させてしまうこ

とになります。同じように、寄付をするにふさわしい相手だとしても、気持ちや配慮に欠けて

いれば、それは暗闇の様式にあると考えられます。 

 
第第第第23節節節節                                        p TaTSaidiTa iNadeRXaae b]ø<aiñivDa" SMa*Ta" ) 

b]aø<aaSTaeNa  vedaê  Yajaê  ivihTaa" Paura )) 23 )) 
 

oà tat sad iti nirdeço 

brahmaëas tri-vidhaù småtaù 

brähmaëäs tena vedäç ca 

yajïäç ca vihitäù purä 
 

 oà—至高者の表現; tat—それ; sat—永遠な; iti—こうして; nirdeçaù—表現; brahmaëaù—

至高者の; tri-vidhaù—三重の; småtaù—〜と考慮される; brähmaëäù—ブラーフマナ達; 

tena—それと共に; vedäù—ヴェーダ経典; ca—もまた; yajïäù—儀式; ca—もまた; vihitäù—

使われる; purä—以前。 
 

訳訳訳訳     創造の始めから、創造の始めから、創造の始めから、創造の始めから、至高の絶対真理者をしめすために至高の絶対真理者をしめすために至高の絶対真理者をしめすために至高の絶対真理者をしめすためにoà tat sat（オー（オー（オー（オームムムム    タタタタトゥトゥトゥトゥ    ササササトゥトゥトゥトゥ））））といといといとい

う３つの言葉が使われてきた。この３つの象徴的音節は、ブラーフマナたちがヴェーダ聖歌う３つの言葉が使われてきた。この３つの象徴的音節は、ブラーフマナたちがヴェーダ聖歌う３つの言葉が使われてきた。この３つの象徴的音節は、ブラーフマナたちがヴェーダ聖歌う３つの言葉が使われてきた。この３つの象徴的音節は、ブラーフマナたちがヴェーダ聖歌

を唱えているあいだ、そして至高者を満足させる儀式をしているあいだに使われていた。を唱えているあいだ、そして至高者を満足させる儀式をしているあいだに使われていた。を唱えているあいだ、そして至高者を満足させる儀式をしているあいだに使われていた。を唱えているあいだ、そして至高者を満足させる儀式をしているあいだに使われていた。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     犠牲、苦行、慈善、食物は、徳・激情・無知の様式という３つの概念に分けられ

ます。しかし、それが一流、二流、三流であろうと、どれも自然の物質様式にけがされていま

す。それらが至高者に、すなわちoà tat sat（最高人格主神）に向けられれば、精神的に高め

られる方法になります。経典の教えのなかにその対象がしめされています。この３つの言葉（oà 

tat sat）は、とくに絶対真理者、最高人格主神を指しています。ヴェーダの聖歌では、oà（オ

ーム）という言葉がいつも使われています。 

 経典の教えに従わなければ、絶対真理者に到達することはできません。その場かぎりの結果

なら得られるでしょうが、人生の究極目標には辿りつけません。結論として、慈善・儀式・苦

行は徳の様式でおこなうべきである、と言えます。激情あるいは無知でなされたものは、まち

がいなく質として劣ります。Oà tat sat という３つの言葉は、至高主の聖なる名前、すなわち

oà tad viñëoù （オーム タトゥ ヴィシュノーホ）と加えて唱えられます。ヴェーダの聖歌、あるいは

至高主の聖なる名前が唱えられるときは、いつでもoàが加えられます。ヴェーダ経典はそのよ

うに指示しています。この３つの言葉は、ヴェーダの聖歌から引用されています。リグ・ヴェ

ーダのoà ity etad brahmaëo nediñöhaà näma（オーム イティ エータドゥ ブラフマノー ヘーディシュ

タハンム ナーマ） は最初の目標を、tat tvam asi（タトゥ トゥヴァンム アシ）（『チャーンドーギャ・

ウパニシャッド』第６編・第６章・第７節）は２番目の目標を、そしてsad eva saumya（サドゥ 

エーヴァ サウミャ）（『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』第６編・第６章・第７節）は３番

目の目標を指しています。これらが結合されてoà tat sat になります。昔、最初に創造された

生物ブラフマーは儀式をおこないましたが、この言葉をとおして最高人格主神を表現していま

す。そのため、同じ原則が師弟継承をとおして従われています。ですから、この聖歌にはひじ

ょうに重要な意味がこめられています。『バガヴァッド・ギーター』は、どのような活動もoà 

tat sat のため、すなわち最高人格主神のためになされるべきである、と勧めています。苦行、

慈善、儀式をこの言葉を使って執行するとき、クリシュナ意識のなかで活動していることにな

ります。クリシュナ意識は、私たちをふるさとへ、神のもとへ帰してくれる超越的な科学の実

行です。超越的な方法に従っていれば、力を無駄に使うことはありません。 

 
第24節          TaSMaad( p wTYaudaôTYa YajdaNaTaPa"i§-Yaa" ) 

Pa[vTaRNTae  ivDaaNaae¢-a"  SaTaTa& b]øvaidNaaMa( )) 24 )) 
 

tasmäd oà ity udähåtya 

yajïa-däna-tapaù-kriyäù 
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pravartante vidhänoktäù 

satataà brahma-vädinäm 
 

 tasmät—ゆえに; oà— oà で始まること; iti—このように; udähåtya—示している; yajïa—

儀 式 の ; däna— 慈 善 ; tapaù— そ し て 苦 行 ; kriyäù— 執 行 ; pravartante— 始 ま る ; 

vidhäna-uktäù—経典の原則に従っている; satatam—いつも; brahma-vädinäm—超越主義者

達の。 
 

訳訳訳訳     ゆえに、儀式・慈善・苦行を経典の原則に従って実行している超越主義者は、至高者ゆえに、儀式・慈善・苦行を経典の原則に従って実行している超越主義者は、至高者ゆえに、儀式・慈善・苦行を経典の原則に従って実行している超越主義者は、至高者ゆえに、儀式・慈善・苦行を経典の原則に従って実行している超越主義者は、至高者

に到達するために、いつもに到達するために、いつもに到達するために、いつもに到達するために、いつもoà の吟唱から始めるの吟唱から始めるの吟唱から始めるの吟唱から始める 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        Oà tad viñëoù paramaà padam（オーム タドゥ ヴィシュノーホ パラマンム パダンム）

（『リグ・ヴェーダ』第１編・第22章・第20節）。ヴィシュヌの蓮華の御足は、献愛奉仕の至

高の目標です。すべてを最高人格主神のためにおこなうことが、確実にすべての活動を完成に

導いてくれます。 

 
第25節         TaidTYaNai>aSaNDaaYa    f-l&/    YajTaPa"i§-Yaa" ) 

daNai§-Yaaê ivivDaa" i§-YaNTae Maae+ak-ax(i+ai>a" )) 25 )) 
 

tad ity anabhisandhäya 

phalaà yajïa-tapaù-kriyäù 

däna-kriyäç ca vividhäù 

kriyante mokña-käìkñibhiù 
 

 tat—それ ; iti—そのように ; anabhisandhäya—望むことなく; phalam—物質的な結果; 

yajïa—儀式の; tapaù—そして苦行; kriyäù—活動; däna—慈善の; kriyäù—活動; ca—もまた; 

vividhäù—様々な; kriyante—為される; mokña-käìkñibhiù—真の解放を望む者達によって。 
 

訳訳訳訳     果報の結果にこだわらずに果報の結果にこだわらずに果報の結果にこだわらずに果報の結果にこだわらずに tat（タ（タ（タ（タトゥトゥトゥトゥ））））という言葉を唱えつつ、さまざまな種類の儀式、という言葉を唱えつつ、さまざまな種類の儀式、という言葉を唱えつつ、さまざまな種類の儀式、という言葉を唱えつつ、さまざまな種類の儀式、

苦行、慈善を実行しなくてはならない。そのような超越的な活動の目的は、物質的な束縛か苦行、慈善を実行しなくてはならない。そのような超越的な活動の目的は、物質的な束縛か苦行、慈善を実行しなくてはならない。そのような超越的な活動の目的は、物質的な束縛か苦行、慈善を実行しなくてはならない。そのような超越的な活動の目的は、物質的な束縛か

ら解放されることにある。ら解放されることにある。ら解放されることにある。ら解放されることにある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     精神的な境地に高められるためには、物質的な利益だけを求めて行動すべきでは

ありません。私たちのふるさと、精神的な国、神のもとに帰っていく、という究極の利益のた
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めになされるべきです。 

 
第26−27節       SaÙave  SaaDau>aave  c SaidTYaeTaTPa[YauJYaTae ) 

Pa[XaSTae  k-MaRi<a TaQaa SaC^Bd" PaaQaR YauJYaTae )) 26 )) 
Yaje TaPaiSa daNae c iSQaiTa" SaidiTa caeCYaTae ) 
k-MaR   cEv   TadQasYa&   SaidTYaevai>aDaqYaTae )) 27 )) 

 

sad-bhäve sädhu-bhäve ca 

sad ity etat prayujyate 

praçaste karmaëi tathä 

sac-chabdaù pärtha yujyate 
 

yajïe tapasi däne ca 

sthitiù sad iti cocyate 

karma caiva tad-arthéyaà 

sad ity eväbhidhéyate 
 

 sat-bhäve—至高者の質という意味で; sädhu-bhäve—献愛者の質という意味で; ca—もまた; 

sat— sat という言葉; iti—このように; etat—これ; prayujyate—使われる; praçaste—真実の; 

karmaëi—活動 ; tathä—もまた ; sat-çabdaù—sat という音 ; pärtha—プリターの子よ ; 

yujyate—使われる; yajïe—儀式で; tapasi—苦行で; däne—慈善で; ca—もまた; sthitiù—状況; 

sat—至高者; iti—このように; ca—そして; ucyate—発音される; karma—活動; ca—もまた; 

eva—確かに; tat—そのために; arthéyam—〜のための; sat—至高者; iti—このように; eva—確

かに; abhidhéyate—示される。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。絶対真理者が献愛奉仕の対象であり、それがプリターの子よ。絶対真理者が献愛奉仕の対象であり、それがプリターの子よ。絶対真理者が献愛奉仕の対象であり、それがプリターの子よ。絶対真理者が献愛奉仕の対象であり、それがsat（サ（サ（サ（サトゥトゥトゥトゥ））））という言葉という言葉という言葉という言葉

でしめされている。その儀式の執行者もでしめされている。その儀式の執行者もでしめされている。その儀式の執行者もでしめされている。その儀式の執行者もsatとされるが、それは、儀式・苦行・慈善のためのとされるが、それは、儀式・苦行・慈善のためのとされるが、それは、儀式・苦行・慈善のためのとされるが、それは、儀式・苦行・慈善のための

活動はすべて、絶対者の質とまったく同じであり、至高の人物を喜ばせるためにおこなわれ活動はすべて、絶対者の質とまったく同じであり、至高の人物を喜ばせるためにおこなわれ活動はすべて、絶対者の質とまったく同じであり、至高の人物を喜ばせるためにおこなわれ活動はすべて、絶対者の質とまったく同じであり、至高の人物を喜ばせるためにおこなわれ

るからである。るからである。るからである。るからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節のpraçaste karmaëi（プラシャステー カルマニ）「定められた義務」は、受胎か

ら生涯の終焉にいたるまで、浄化されるための多くの活動がヴェーダ経典で定められているこ

とを表わしています。浄化の手段は、生命体の最終的な解放のためにあります。そのような活
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動をしながら、oà tat satを唱えることが勧められています。Sad-bhäve（サドゥ・バハーヴェー）と

sädhu-bhäve（サードゥ・バハーヴェー） という言葉は超越的な境地を指しています。クリシュナ意

識で行動することをsattva（サットゥヴァ）といい、クリシュナ意識の活動を完全に意識している

人物をsädhu（サードゥ）と呼びます。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第３編・第25章・第

25節）では、超越的な主題は献愛者との交流をとおして明らかになる、と言われています。そ

こで使われている言葉はsatäà prasaìgät（サターンム プラサンガートゥ）です。優れた交流がなけれ

ば、超越的な知識を得ることはできません。弟子として入門させるとき、あるいは神聖な糸を

さずけるときには師はoà tat sat を唱えることになっています。同じように、どのようなヤギ

ャでも、その対象は至高者、すなわちoà tat sat です。この節のtad-arthéyam（タドゥ・アルティー

ヤンム）はさらに、至高者を表わすものすべてに奉仕をささげることを意味し、その奉仕には料

理をしたり、主の寺院で手助けをしたり、あるいは主の栄光を広める活動が含まれています。

このように、この至高の言葉、oà tat sat はあらゆる活動をまっとうし、すべてを完璧にする

ためにさまざまな方法で唱えられています。 

 
第28節              Aé[ÖYaa  huTa&  dta& TaPaSTaá& k*-Ta& c YaTa( ) 

ASaidTYauCYaTae PaaQaR Na c TaTPa[eTYa Naae wh )) 28 )) 
 

açraddhayä hutaà dattaà 

tapas taptaà kåtaà ca yat 

asad ity ucyate pärtha 

na ca tat pretya no iha 
 

 açraddhayä—信念なく; hutam—儀式で捧げられて; dattam—与えられる; tapaù—苦行; 

taptam—実行されて; kåtam—実行されて; ca—もまた; yat—〜であるもの; asat—偽りの; 

iti—このように; ucyate—〜と言われる; pärtha—プリターの子よ; na—決して〜ない; ca—も

また; tat—それ; pretya—死後; na u—〜ではない; iha—現世で。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。至高者への信念プリターの子よ。至高者への信念プリターの子よ。至高者への信念プリターの子よ。至高者への信念なくおこなわれたなくおこなわれたなくおこなわれたなくおこなわれた儀式、慈善、苦行儀式、慈善、苦行儀式、慈善、苦行儀式、慈善、苦行ははははなんであれ、なんであれ、なんであれ、なんであれ、

永遠ではない。それは永遠ではない。それは永遠ではない。それは永遠ではない。それは asat（アサ（アサ（アサ（アサトゥトゥトゥトゥ））））と呼ばれ、現世でも来世でもなんの利益ももたらさなと呼ばれ、現世でも来世でもなんの利益ももたらさなと呼ばれ、現世でも来世でもなんの利益ももたらさなと呼ばれ、現世でも来世でもなんの利益ももたらさな

い。い。い。い。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     超越的な目標とは関係なくなされたものはなんでも――儀式であろうと、慈善や

苦行であろうと――なんの価値もありません。ですからこの節では、そのような活動は忌まわ
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しいものである、と断言されています。すべてはクリシュナ意識のなかで、至高者のためにす

べきです。その信念がなければ、そして適切な導きがなければ、結果はなにも得られません。

すべてのヴェーダ経典をとおして、至高者への信念を高めるよう勧められています。ヴェーダ

の教えを研究すれば、究極の目標はクリシュナであることが理解できます。この原則に従わな

ければ成功できません。ですから従うべき最善の方法は、真正の精神指導者の導きを受けなが

ら、最初からクリシュナ意識で活動することにあります。それがすべてを成功させる秘訣です。 

 条件づけられた状態にいる人々は、半神、幽霊、クヴェーラのようなヤクシャを崇拝するこ

とに心惹かれています。徳の様式は激情と無知の様式よりも優れていますが、クリシュナ意識

を直接始める人は、物質自然界のすべての様式を超えることができます。段階的に高められる

方法はありますが、純粋な献愛者と交流し、クリシュナ意識を直接受けいれれば、それが最善

の道です。そのことがこの章で勧められています。成功するためには、正しい精神指導者を受

けいれ、その導きをとおして訓練を受けなくてはなりません。この方法に従うことで、至高者

への信念を手にいれることができます。その信念が円熟した心境が神への愛情です。この愛情

こそが生命体が目指す究極の目標です。だからこそクリシュナ意識を直接受けいれなくてはな

らないのです。それがこの第17節のメッセージです。 

 

 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17章、

「信念の区分」に関する要旨解説を終了します。 


