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第１８章第１８章第１８章第１８章 

 
 
 
 
 

結論結論結論結論――――――――放棄の完成放棄の完成放棄の完成放棄の完成 

 
第１節第１節第１節第１節                                                        AJauRNa ovac ) 

SaNNYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa( ) 
TYaaGaSYa   c   ôzqke-Xa  Pa*Qa¡e-iXaiNazUdNa )) 1 )) 

 
arjuna uväca 

sannyäsasya mahä-bäho 

tattvam icchämi veditum 

tyägasya ca håñékeça 

påthak keçi-niñüdana 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; sannyäsasya—放棄の; mahä-bäho—強力無双の者

よ; tattvam—真実; icchämi—私は望む; veditum—理解すること; tyägasya—放棄の; ca—もま

た; håñékeça—感覚の主人よ; påthak—異なって; keçé-niñüdana—悪魔ケーシの殺害者よ。 
 
訳訳訳訳     アルジュナが言いました。「アルジュナが言いました。「アルジュナが言いました。「アルジュナが言いました。「強力無双の方よ。放棄（強力無双の方よ。放棄（強力無双の方よ。放棄（強力無双の方よ。放棄（tyäga・テャーガ）と放棄階級の・テャーガ）と放棄階級の・テャーガ）と放棄階級の・テャーガ）と放棄階級の

生活（生活（生活（生活（sannyäsa・サンニャーサ）について知りたいと思います。ケーシ悪魔を殺した方よ、・サンニャーサ）について知りたいと思います。ケーシ悪魔を殺した方よ、・サンニャーサ）について知りたいと思います。ケーシ悪魔を殺した方よ、・サンニャーサ）について知りたいと思います。ケーシ悪魔を殺した方よ、

感覚の主感覚の主感覚の主感覚の主（ぬし）（ぬし）（ぬし）（ぬし）よよよよ」」」」 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     じっさいは、『バガヴァッド・ギーター』は第17章で終わっています。この第18

章は、これまでの主題を補足する内容になっています。主クリシュナはすべての章をとおして、

最高人格主神への献愛奉仕が人生の究極目標であることを強調してきました。その同じ要点が、

もっとも秘奥な知識の道として要約されています。最初の６つの章では、yoginäm api 

sarveñäà（ヨーギナーンム アピ サルヴェーシャーンム）「あらゆるヨーギー・超越主義者のなかで、心

のなかでいつもわたしのことを考えている者がもっとも優れている」と表現され、献愛奉仕に

力点が置かれました。次の６つの章では、純粋な献愛奉仕とその特質と活動について語られま
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した。３番目の６つの章では、知識、放棄、物質自然界の活動、超越的特質、そして献愛奉仕

について説明されています。そして結論とされたのは、すべての活動は至高主との関係のなか

でなされるべき、という点であり、それがヴィシュヌ・至高の人物を指すoà tat sat という３

つの言葉でしめされます。『バガヴァッド・ギーター』の３番目の部分では、献愛奉仕こそが

なににもまして、人生の究極目標であることがしめされました。これは、先代のアーチャーリ

ャ、『ブラフマ・サムヒター』、『ヴェーダンタ・スートラ』の言葉を引用して立証されてい

ます。非人格論者は、自分たちだけが『ヴェーダンタ・スートラ』の知識の独占権を持ってい

ると考えていますが、じつは『ヴェーダンタ・スートラ』は献愛奉仕を理解するためにありま

す。主自身が『ヴェーダンタ・スートラ』を編纂し、またその内容を知る方だからです。その

ことは第15章で説明されました。どの経典やヴェーダを見ても、献愛奉仕がその対象です。『バ

ガヴァッド・ギーター』がそう説明しているのです。 

 第２章で全体の大意がしめされたように、第18章でもこれまでのすべての教えが要約されて

います。人生の目的は、放棄、そして物質自然界の三様式を超えた超越的境地に到達すること

と表現されています。アルジュナは、『バガヴァッド・ギーター』のこの２つの異なる主題、

すなわち放棄（tyäga・テャーガ）と放棄階級の生活（sannyäsa・サンニャーサ）について明

確にしたいと思い、この２つの言葉の意味を尋ねています。 

 この節で至高主に向けられている２つの言葉――フリシーケーシャ（Håñékeça）とケーシ・

ニシューダナ（Keçi-niñüdana）――は重要です。フリシーケーシャはクリシュナのことで、

すべての感覚の主（ぬし）を指し、私たちが心の平安を達成できるよういつも助けてくれる方です。

アルジュナは主に、いつも心穏やかにいられるようすべてを要約してください、と頼んでいま

す。しかし同時に疑いも感じ、その疑いは悪魔にたとえられます。ですからアルジュナは、ク

リシュナをケーシ・ニシューダナと呼びかけています。ケーシは主に殺されたもっとも恐ろし

い悪魔でした。いまアルジュナはクリシュナに、疑いという悪魔をクリシュナに殺してもらい

たいと思っています。 

 

第２節第２節第２節第２節                                                     é[q>aGavaNauvac ) 
k-aMYaaNaa& k-MaR<aa& NYaaSa& SaNNYaaSa& k-vYaae ivdu" ) 
SavRk-MaRf-l/TYaaGa&    Pa[ahuSTYaaGa&    ivc+a<aa" )) 2 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

kämyänäà karmaëäà nyäsaà 

sannyäsaà kavayo viduù 
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sarva-karma-phala-tyägaà 

prähus tyägaà vicakñaëäù 
 

 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; kämyänäm—望みと共に; karmaëäm—活動

の; nyäsam—放棄; sannyäsam—放棄階級の生活; kavayaù—博識者; viduù—知っている; 

sarva—すべての; karma—活動; phala—結果の; tyägam—放棄; prähuù—呼ぶ; tyägam—放

棄; vicakñaëäù—経験を積んだ者。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「偉大な博識者は、物質的な望みにもとづく活動を捨て最高人格主神が言いました。「偉大な博識者は、物質的な望みにもとづく活動を捨て最高人格主神が言いました。「偉大な博識者は、物質的な望みにもとづく活動を捨て最高人格主神が言いました。「偉大な博識者は、物質的な望みにもとづく活動を捨て

ることを放棄階級の生活（サンニャーサ）と呼んでいる。そして賢者は、すべての活動の結ることを放棄階級の生活（サンニャーサ）と呼んでいる。そして賢者は、すべての活動の結ることを放棄階級の生活（サンニャーサ）と呼んでいる。そして賢者は、すべての活動の結ることを放棄階級の生活（サンニャーサ）と呼んでいる。そして賢者は、すべての活動の結

果を捨てることを放棄（テャーガ）と呼んでいる」果を捨てることを放棄（テャーガ）と呼んでいる」果を捨てることを放棄（テャーガ）と呼んでいる」果を捨てることを放棄（テャーガ）と呼んでいる」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  結果を欲しがる活動はやめなくてはなりません。これが『バガヴァッド・ギータ

ー』の教えです。しかし同時に、精神的知識を高めてくれる活動を捨ててはなりません。この

ことが次の節ではっきりされます。ヴェーダ経典では、ある目的のための儀式が数多く説明さ

れています。優秀な子どもをさずかったり、高い惑星に到達したりするための儀式が用意され

ていますが、望みに駆られた儀式はやめなくてはなりません。もちろん、自分の心を清める、

あるいは精神的科学の理解を深めようとするための儀式はやめるべきではありません。 

 
第３節第３節第３節第３節                                    TYaaJYa& daezvidTYaeke- k-MaR Pa[ahuMaRNaqiz<a" ) 

YajdaNaTaPa"k-MaR  Na  TYaaJYaiMaiTa caPare )) 3 )) 
 

tyäjyaà doña-vad ity eke 

karma prähur manéñiëaù 

yajïa-däna-tapaù-karma 

na tyäjyam iti cäpare 
 

 tyäjyam—捨てなくてはならない; doña-vat—忌まわしいものとして; iti—こうして; eke—１

つの集まり; karma—活動; prähuù—彼らは言う; manéñiëaù—偉大な思索家; yajïa—儀式の; 

däna—慈善; tapaù—そして苦行; karma—活動; na—決して〜ない; tyäjyam—捨てられるべ

き; iti—このように; ca—そして; apare—他の者達。 
 

訳訳訳訳        博識者のなかには、果報的活動はすべて放棄すべきであると断言する者もいるが、儀博識者のなかには、果報的活動はすべて放棄すべきであると断言する者もいるが、儀博識者のなかには、果報的活動はすべて放棄すべきであると断言する者もいるが、儀博識者のなかには、果報的活動はすべて放棄すべきであると断言する者もいるが、儀

式・慈善・苦行などの行為は決して放棄するものではない、と考える聖者もいる。式・慈善・苦行などの行為は決して放棄するものではない、と考える聖者もいる。式・慈善・苦行などの行為は決して放棄するものではない、と考える聖者もいる。式・慈善・苦行などの行為は決して放棄するものではない、と考える聖者もいる。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヴェーダ経典のなかには、論争の的になる活動が多くあります。たとえば「動物

を供儀で殺すことができる」という記述があるいっぽう、動物殺害はまったく忌まわしいもの

である、と宣言する箇所もあります。ヴェーダ経典では、儀式をとおして動物を殺すことは勧

められているのですが、その動物は単に殺されるわけではありません。新しい命を与えるため

の供儀だからです。儀式で殺された動物は、来世で新しい動物としての生活が与えられ、また

すぐに人間に生まれることがあります。しかし、聖者たちのなかではさまざまな意見があるの

も事実です。動物の殺害はいかなるときでも避けるべきもの、そして特定の儀式における殺害

はそれでもよい、とする意見です。儀式執行に関するこのような意見の相違は、いま主自身に

よって明確にされていきます。 

 
第４節第４節第４節第４節                                    iNaêYa&   é*<au  Mae  Ta}a  TYaaGae  >arTaSataMa ) 

TYaaGaae ih PauåzVYaaga] i}aivDa" SaMPa[k-IiTaRTa" )) 4 )) 
 

niçcayaà çåëu me tatra 

tyäge bharata-sattama 

tyägo hi puruña-vyäghra 

tri-vidhaù samprakértitaù 
 

 niçcayam—確実さ; çåëu—聞く ; me—私から; tatra—その中に; tyäge—放棄に関して; 

bharata-sat-tama—バーラタ家の筆頭者よ; tyägaù—放棄; hi—確かに; puruña-vyäghra—人類

の中の⻁よ; tri-vidhaù—３種類の; samprakértitaù—宣言される。 
 

訳訳訳訳     バーラタ家のバーラタ家のバーラタ家のバーラタ家の第一人者第一人者第一人者第一人者よ。人類のなかの⻁よ。放棄に関するわたしの判断について聞よ。人類のなかの⻁よ。放棄に関するわたしの判断について聞よ。人類のなかの⻁よ。放棄に関するわたしの判断について聞よ。人類のなかの⻁よ。放棄に関するわたしの判断について聞

きなさい。放棄は経典のなかで３きなさい。放棄は経典のなかで３きなさい。放棄は経典のなかで３きなさい。放棄は経典のなかで３種類に分けられている。種類に分けられている。種類に分けられている。種類に分けられている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     放棄についてはさまざまな意見がありますが、ここで最高人格主神・シュリー・

クリシュナみずから判断をくだしており、それが最終結論として受けいれられるべきものです。

結局、ヴェーダとは、主によって与えられた多岐にわたる法律なのです。ここで主は自分の意

見をしめしており、それが最終決定とされなくてはなりません。放棄をする行為は、物質自然

界の様式にもとづいてどのような動機でおこなわれるか判断すべきである、と主が言います。 

 
第５節第５節第５節第５節                                    YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYa& k-aYaRMaev TaTa(  ) 

Yajae  daNa& TaPaêEv PaavNaaiNa MaNaqiz<aaMa( )) 5 )) 
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yajïa-däna-tapaù-karma 

na tyäjyaà käryam eva tat 

yajïo dänaà tapaç caiva 

pävanäni manéñiëäm 
 

 yajïa—儀式の ; däna—慈善 ; tapaù—そして苦行 ; karma—活動 ; na—決して〜ない ; 

tyäjyam—放棄されること; käryam—為されなくてはならない ; eva—確かに; tat—それ; 

yajïaù—儀式; dänam—慈善; tapaù—苦行; ca—もまた; eva—確かに; pävanäni—浄化してい

る; manéñiëäm—偉大な魂達にでさえ。 
 

訳訳訳訳     儀式・慈善・苦行の行為は、放棄されるべきものではない。儀式・慈善・苦行の行為は、放棄されるべきものではない。儀式・慈善・苦行の行為は、放棄されるべきものではない。儀式・慈善・苦行の行為は、放棄されるべきものではない。かならずかならずかならずかならず実行しなくては実行しなくては実行しなくては実行しなくては

ならないものである。じつに、儀式・慈善・苦行は、偉大な魂たちでさえ清めるのである。ならないものである。じつに、儀式・慈善・苦行は、偉大な魂たちでさえ清めるのである。ならないものである。じつに、儀式・慈善・苦行は、偉大な魂たちでさえ清めるのである。ならないものである。じつに、儀式・慈善・苦行は、偉大な魂たちでさえ清めるのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ヨーギーは、社会を精神的に高めるために行動しなくてはなりません。人類を精

神生活に高めるための浄化方法が数多く用意されています。たとえば、結婚式がその儀式の一

つです。とくに、viväha-yajïa（ヴィヴァーハ・ヤギャ）と呼ばれています。家族との関係を絶って

放棄階級の生活を受けいれたサンニャーシーが結婚式の執行をするのは勧められているのでし

ょうか？ 主はこの節で答えています、人類の幸福につながる儀式であれば、どのようなもの

でもやめてはならない、と。ヴィヴァーハ・ヤギャ「結婚式」は、人の心を規則だてるもので

あり、そのことで平安な生活をしながら精神的に高められることができます。ヴィヴァーハ・

ヤギャは、ほとんどの人に、また放棄階級の人物にも勧められています。サンニャーシーはぜ

ったいに女性とかかわってはなりませんが、低い階級にいる若い男性が結婚式をして妻をめと

ってはならない、ということではありません。定められた儀式はすべて、至高主に到達するた

めにあります。ですから、精神生活において低い段階にある人々は、儀式を放棄してはなりま

せん。同じように、慈善も心を清めるためにあります。先に説明されたように、慈善が適切な

人物にさしだされたものであれば、その人は精神生活に高められるのです。 

 
第６節第６節第６節第６節                                    WTaaNYaiPa Tau k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a f-l/aiNa c ) 

k-TaRVYaaNaqiTa   Mae  PaaQaR  iNaiêTa&  MaTaMautaMaMa( )) 6 )) 
 

etäny api tu karmäëi 

saìgaà tyaktvä phaläni ca 
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kartavyänéti me pärtha 

niçcitaà matam uttamam 
 

 etäni—これらすべて; api—確かに; tu—しかし; karmäëi—活動; saìgam—交流; tyaktvä—

放棄している; phaläni—結果; ca—もまた; kartavyäni—義務として為されるべき; iti—このよ

うに; me—私の; pärtha—プリターの子よ; niçcitam—明確な; matam—意見; uttamam—最善。 
 

訳訳訳訳     このような活動すべては、執着このような活動すべては、執着このような活動すべては、執着このような活動すべては、執着することなくすることなくすることなくすることなく、また結果を期待せずになさ、また結果を期待せずになさ、また結果を期待せずになさ、また結果を期待せずになされるべきでれるべきでれるべきでれるべきで

ある。プリターの子よ。義務としておこなえ。それがわたしの最終的な意見である。ある。プリターの子よ。義務としておこなえ。それがわたしの最終的な意見である。ある。プリターの子よ。義務としておこなえ。それがわたしの最終的な意見である。ある。プリターの子よ。義務としておこなえ。それがわたしの最終的な意見である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説 

 

 儀式は私たちを浄化させてくれますが、執行して得られる結果を期待してはなりません。言

いかえれば、物質生活を高めようとする儀式はすべて放棄すべきだとしても、みずからの存在

を清め、精神的段階に高めてくれるものであれば放棄してはいけない、ということです。クリ

シュナ意識に導いてくれるものは、なんであっても奨励されるべきです。『シュリーマド・バ

ーガヴァタム』でも、主への献愛奉仕に導くものは受けいれるべきである、と言われています。

それが宗教の最高の基準です。主の献愛者は、献愛奉仕を助けてくれるものであれば、どのよ

うな活動でも、儀式でも、慈善でも実行します。 
 
第７節第７節第７節第７節                                        iNaYaTaSYa Tau SaNNYaaSa" k-MaR<aae NaaePaPaÛTae ) 

MaaehataSYa PairTYaaGaSTaaMaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 7 )) 
 

niyatasya tu sannyäsaù 

karmaëo nopapadyate 

mohät tasya parityägas 

tämasaù parikértitaù 
 

 niyatasya—定められた; tu—しかし; sannyäsaù—放棄; karmaëaù—活動の; na—決して〜

ない; upapadyate—〜の価値がある; mohät—幻想によって; tasya—それらの; parityägaù—放

棄; tämasaù—無知の様式の; parikértitaù—宣言される。 
 

訳訳訳訳     定められた義務は決して放棄してはならない。幻想に惑わされ、自分に定められた定められた義務は決して放棄してはならない。幻想に惑わされ、自分に定められた定められた義務は決して放棄してはならない。幻想に惑わされ、自分に定められた定められた義務は決して放棄してはならない。幻想に惑わされ、自分に定められた義義義義

務を捨ててしまえば、それは無知の様式の放棄である。務を捨ててしまえば、それは無知の様式の放棄である。務を捨ててしまえば、それは無知の様式の放棄である。務を捨ててしまえば、それは無知の様式の放棄である。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質的な満足のための活動は捨てるべきですが、至高主のために料理を作ったり、

その料理を主にささげ、残り物を食べたりする精神的活動は勧められています。放棄階級にあ

る者は自分のために料理をしてはならない、と言われています。しかし、自分のための料理は

禁止されていても至高主のための料理は禁止されていません。またサンニャーシーは、弟子が

クリシュナ意識に高められるように結婚式を執行します。それを放棄するのであれば、その活

動は暗闇の様式にあります。 

 
第８節第８節第８節第８節                                    du"%iMaTYaev  YaTk-MaR  k-aYa(c)e- Xa>aYaatYaJaeTa( ) 

Sa k*-Tva raJaSa& TYaaGa& NaEv TYaaGaf-l&/ l/>aeTa( )) 8 )) 
 

duùkham ity eva yat karma 

käya-kleça-bhayät tyajet 

sa kåtvä räjasaà tyägaà 

naiva tyäga-phalaà labhet 
 

 duùkham—不幸な; iti—このように; eva—確かに; yat—〜であるもの; karma—仕事; 

käya—肉体のために ; kleça—面倒なこと ; bhayät—恐れから ; tyajet—捨てる ; saù—彼 ; 

kåtvä—した後; räjasam—激情の様式の ; tyägam—放棄; na—〜ではない; eva—確かに; 

tyäga—放棄の; phalam—結果; labhet—得る。 
 

訳訳訳訳     自分に定められた義務をわずらわしいものと思い、自分に定められた義務をわずらわしいものと思い、自分に定められた義務をわずらわしいものと思い、自分に定められた義務をわずらわしいものと思い、体体体体に不快なものと考に不快なものと考に不快なものと考に不快なものと考えて実行しなえて実行しなえて実行しなえて実行しな

い者は、激情の様式の放棄をしている。そのような活動は、放棄の心を高めてはくれない。い者は、激情の様式の放棄をしている。そのような活動は、放棄の心を高めてはくれない。い者は、激情の様式の放棄をしている。そのような活動は、放棄の心を高めてはくれない。い者は、激情の様式の放棄をしている。そのような活動は、放棄の心を高めてはくれない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナ意識を修練する人は、果報的な仕事をしているのではないかという恐

れから、お金を作ることをやめてはなりません。働いて作った収入をクリシュナ意識で使える

し、また朝早く起きて超越的なクリシュナ意識を高められるのですから、恐れから、あるいは

その活動を面倒なものと考えてやめるべきではありません。そのような放棄をしても、不幸な

結果だけが待っています。その考えで放棄するのであれば、放棄のほんとうの結果は得られま

せん。 
 
第９節第９節第９節第９節                                k-aYaRiMaTYaev    YaTk-MaR    iNaYaTa&   i§-YaTae_JauRNa ) 

Sa(r)& TYa¤-a f-l&/ cEv Sa TYaaGa" Saaitvk-ae MaTa" )) 9 )) 
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käryam ity eva yat karma 

niyataà kriyate 'rjuna 

saìgaà tyaktvä phalaà caiva 

sa tyägaù sättviko mataù 
 

 käryam—それは為されなくてはならない; iti—このように; eva—実に; yat—〜であるもの; 

karma— 仕 事 ; niyatam— 定 め ら れ た ; kriyate— 実 行 さ れ る ; arjuna— ア ル ジ ュ ナ よ ; 

saìgam—交流; tyaktvä—捨てている; phalam—結果; ca—もまた; eva—確かに; saù—それ; 

tyägaù—放棄; sättvikaù—徳の様式の; mataù—私の意見において。 
 

訳訳訳訳     アルジュナよ。自分にアルジュナよ。自分にアルジュナよ。自分にアルジュナよ。自分に定められた義務を、なすべき本務として実行し、物質的なかか定められた義務を、なすべき本務として実行し、物質的なかか定められた義務を、なすべき本務として実行し、物質的なかか定められた義務を、なすべき本務として実行し、物質的なかか

わりや結果に対する執着すべてを放棄するのが、徳の様式の放棄と言われている。わりや結果に対する執着すべてを放棄するのが、徳の様式の放棄と言われている。わりや結果に対する執着すべてを放棄するのが、徳の様式の放棄と言われている。わりや結果に対する執着すべてを放棄するのが、徳の様式の放棄と言われている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     定められた義務は、この節が言う精神でなすべきです。結果に執着することなく、

三様式と自分を切りはなして働く、ということです。工場でクリシュナ意識の精神で働いてい

る人は、その工場での仕事と、あるいはそこで働く労働者とは深くかかわりません。ただクリ

シュナのために働くのです。そして、その結果をクリシュナのために放棄するのであれば、超

越的な活動をしていることになります。 

 
第第第第10節節節節                                    Na  Üeíyku-Xal&/  k-MaR ku-Xale/ NaaNauzÂTae ) 

TYaaGaq SatvSaMaaivíae MaeDaavq i^àSa&XaYa" )) 10 )) 
 

na dveñöy akuçalaà karma 

kuçale nänuñajjate 

tyägé sattva-samäviñöo 

medhävé chinna-saàçayaù 
 

 na—決して〜ない; dveñöi—嫌悪する; akuçalam—不吉な; karma—仕事; kuçale—吉兆なこ

との; na—〜もない; anuñajjate—執着する; tyägé—放棄者; sattva—徳の中の; samäviñöaù—没

頭する; medhävé—知的な; chinna—遮断して; saàçayaù—すべての疑い。 
 

訳訳訳訳     徳の様式にいる賢い放棄者は、不吉な仕事を嫌徳の様式にいる賢い放棄者は、不吉な仕事を嫌徳の様式にいる賢い放棄者は、不吉な仕事を嫌徳の様式にいる賢い放棄者は、不吉な仕事を嫌うことも、吉兆な仕事に惹かうことも、吉兆な仕事に惹かうことも、吉兆な仕事に惹かうことも、吉兆な仕事に惹かれることれることれることれること

もももも、また仕事について、また仕事について、また仕事について、また仕事について疑疑疑疑うこともないうこともないうこともないうこともない。。。。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナ意識、あるいは徳の様式にいる人は、だれも嫌わず、また身体的に苦

痛なことでもいやがりません。自分の義務から生じるわずらわしい結果を恐れることなく、適

切な場所で、適切な時間に活動します。超越的境地にいるその人物は、もっとも知性のある、

そして自分の活動にいっさい疑いを持っていない人物と考えられます。 

 
第第第第11節節節節                                    Na ih deh>a*Taa XaKYa& TYa¢u-& k-MaaR<YaXaezTa" ) 

YaSTau k-MaRf-l/TYaaGaq Sa TYaaGaqTYai>aDaqYaTae )) 11 )) 
 

na hi deha-bhåtä çakyaà 

tyaktuà karmäëy açeñataù 

yas tu karma-phala-tyägé 

sa tyägéty abhidhéyate 
 

 na—決して〜ない; hi—確かに; deha-bhåtä—肉体をまとった者によって; çakyam—可能で

ある; tyaktum—放棄されること; karmäëi—活動; açeñataù—完全に; yaù—〜である者は誰で

も; tu—しかし; karma—仕事の; phala—結果の; tyägé—放棄者の; saù—彼; tyägé—放棄者; 

iti—このように; abhidhéyate—〜と言われる。 
 

訳訳訳訳     肉体をまとった者が肉体をまとった者が肉体をまとった者が肉体をまとった者が行動しなくなるのは行動しなくなるのは行動しなくなるのは行動しなくなるのはぜったいに不可能である。しかし、活動の結ぜったいに不可能である。しかし、活動の結ぜったいに不可能である。しかし、活動の結ぜったいに不可能である。しかし、活動の結

果を放棄する者こそが、ほんとうに放棄した者である。果を放棄する者こそが、ほんとうに放棄した者である。果を放棄する者こそが、ほんとうに放棄した者である。果を放棄する者こそが、ほんとうに放棄した者である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     『バガヴァッド・ギーター』では、いつ、どんなときでも、活動をやめることは

できない、と言われています。ですから、クリシュナのために活動する人、また果報的結果を

楽しまない人、すべてをクリシュナにささげる人こそが、ほんとうの放棄者です。クリシュナ

意識国際協会の成員もさまざまな会社や場所で精一杯働いていますが、得たものがなんであろ

うと、それを協会にさし出します。そのような高尚な魂がほんとうのサンニャーシーであり、

放棄階級の生活をしています。ここでは、活動の結果をどのように放棄するのか、またなんの

ために結果を放棄するのかが明確に説明されています。 
 
第第第第12節節節節                                AiNaíiMaí&  iMaé[&  c  i}aivDa&  k-MaR<a" f-l/Ma( ) 

>avTYaTYaaiGaNaa& Pa[eTYa Na Tau SaNNYaaiSaNaa& KvicTa( )) 12 )) 
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aniñöam iñöaà miçraà ca 

tri-vidhaà karmaëaù phalam 

bhavaty atyäginäà pretya 

na tu sannyäsinäà kvacit 
 

 aniñöam—地獄に導いている; iñöam—天国に導いている; miçram—混合された; ca—そして; 

tri-vidham—３種類の; karmaëaù—仕事の; phalam—結果; bhavati—来る; atyäginäm—放棄

していない者達にとって; pretya—死後; na—〜ではない; tu—しかし; sannyäsinäm—放棄階

級者にとって; kvacit—いつでも。 
 

訳訳訳訳     放棄をせずに行動する者には、３種類の活動の結果放棄をせずに行動する者には、３種類の活動の結果放棄をせずに行動する者には、３種類の活動の結果放棄をせずに行動する者には、３種類の活動の結果――――――――望ましいもの、望ましくない望ましいもの、望ましくない望ましいもの、望ましくない望ましいもの、望ましくない

もの、両方が混ざったものもの、両方が混ざったものもの、両方が混ざったものもの、両方が混ざったもの――――――――が死後につきまとう。しかし放棄階級者にある者が死後につきまとう。しかし放棄階級者にある者が死後につきまとう。しかし放棄階級者にある者が死後につきまとう。しかし放棄階級者にある者にににには、そのは、そのは、そのは、その

ような苦楽の結果はともなわない。ような苦楽の結果はともなわない。ような苦楽の結果はともなわない。ような苦楽の結果はともなわない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナに関係する知識にもとづいてクリシュナ意識で行動している人は、い

つでも解放されています。ですから、死んだあとに活動の結果で楽しむことも苦しむこともあ

りません。 

 
第第第第13節節節節                                    PaÄETaaiNa   Mahabahae  k-ar<aaiNa  iNabaeDa  Mae ) 

Saa&:Yae k*-TaaNTae Pa[ae¢-aiNa iSaÖYae SavRk-MaR<aaMa( )) 13 )) 
 

païcaitäni mahä-bäho 

käraëäni nibodha me 

säìkhye kåtänte proktäni 

siddhaye sarva-karmaëäm 
 

 païca—５; etäni—これら; mahä-bäho—強力無双の者よ; käraëäni—原因; nibodha—理解

せよ; me—私から; säìkhye—ヴェーダーンタの中の; kåta-ante—結論において; proktäni—言

った; siddhaye—完成のために; sarva—すべての; karmaëäm—活動。 
 

訳訳訳訳     強力無双のアルジュナよ。ヴェ強力無双のアルジュナよ。ヴェ強力無双のアルジュナよ。ヴェ強力無双のアルジュナよ。ヴェーダーンタによれば、すべての活動を完成させる５つーダーンタによれば、すべての活動を完成させる５つーダーンタによれば、すべての活動を完成させる５つーダーンタによれば、すべての活動を完成させる５つ

の原因がある。そのことについて、わたしから学びなさい。の原因がある。そのことについて、わたしから学びなさい。の原因がある。そのことについて、わたしから学びなさい。の原因がある。そのことについて、わたしから学びなさい。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     なにをしても反動があるのに、クリシュナ意識の人は反動で苦しまないとはどう

いうことなのか、という反論があるかもしれません。主はヴェーダーンタ哲学をとおして、そ

れが可能であることをしめしています。主は、すべての活動には５つの原因があり、活動を成

功させるためにも、その５つの要素をよく理解しなくてはならない、と言います。サーンキャ

は知識の根幹、という意味であり、ヴェーダーンタは、主要なアーチャーリャたちすべてが受

けいれている知識の最終的な根幹です。シャンカラでさえ、その理解にもとづいて『ヴェーダ

ンタ・スートラ』を受けいれています。ですから、そのような権威者にこそ意見を求めなくて

はなりません。 

 すべては究極的に至高の魂によって支配されています。『バガヴァッド・ギーター』（第15

章・第15節）がsarvasya cähaà hådi sanniviñöaù （サルヴァッシャ チャーハンム フリディ サンニヴィ

シュタハ）と述べているとおりです。主は全生命体に対し、過去の活動を思いださせながら特定

の活動に導いています。そして心の内から主が導くクリシュナ意識の活動は、現世でも、死後

の生活にでも、反動を起こすことがありません。 
 
第14節          AiDaïaNa& TaQaa k-TaaR k-r<a& c Pa*QaiGvDaMa( ) 

ivivDaaê  Pa*QaKceía  dEv& cEva}a PaÄMaMa( )) 14 )) 
 

adhiñöhänaà tathä kartä 

karaëaà ca påthag-vidham 

vividhäç ca påthak ceñöä 

daivaà caivätra païcamam 
 

 adhiñöhänam— 場所 ; tathä— もまた ; kartä— 活動 者 ; karaëam— 道 具 ; ca— そ して ; 

påthak-vidham—様々な種類の; vividhäù—多様な; ca—そして; påthak—分離した; ceñöäù—努

力; daivam—至高者; ca—もまた; eva—確かに; atra—ここに; païcamam—５番目。 
 

訳訳訳訳     活動の場（肉体）、活動活動の場（肉体）、活動活動の場（肉体）、活動活動の場（肉体）、活動者、さまざまな感覚、さまざまな種類の努力、そして最終的者、さまざまな感覚、さまざまな種類の努力、そして最終的者、さまざまな感覚、さまざまな種類の努力、そして最終的者、さまざまな感覚、さまざまな種類の努力、そして最終的

に至高の魂に至高の魂に至高の魂に至高の魂――――――――これらが活動の５つの要素である。これらが活動の５つの要素である。これらが活動の５つの要素である。これらが活動の５つの要素である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節のadhiñöhänam（アデヒィシュタハーナンム）は肉体を指しています。体のなかに

いる魂は、活動の結果を生じさせるために活動しており、そのため魂はカルター（kartä）「活

動者」と呼ばれています。魂が「知る者」と「活動する者」ということは、シュルティで述べ

られています。Eña hi drañöä srañöä （エーシャ ヒ ドゥラシュター スラシュター）（『プラシュナ・
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ウパニシャッド』第４章・第９節）。また、『ヴェーダンタ・スートラ』ではjïo 'ta eva （ギ

ョー タ エーヴァ）の節（第２編・第３章・第18節）とkartä çästrärthavattvät（カルター シャース

トゥラールタハヴァットゥヴァートゥ）の節（第２編・第３章・第33節）によって確証されています。活

動の道具とは感覚のことで、魂はその感覚をとおしてさまざまな方法で活動しています。なに

をするにしても努力が必要です。しかし、すべての活動は、友として心の内に住む至高の魂の

意志に依存しています。至高主が究極の原因です。このような状況下で、心のなかにいる至高

の魂に導かれながらクリシュナ意識で活動している人は、なにをしても縛られません。完全に

クリシュナ意識の人物は、活動の最終的な責任を負うことはありません。すべては至高者、至

高の魂、最高人格主神の意志にかかっているのです。 
 
第15節          Xarqrvax(MaNaaei>aYaRTk-MaR    Pa[ar>aTae   Nar" ) 

NYaaYYa& va ivParqTa& va PaÄETae TaSYa heTav" )) 15 )) 
 

çaréra-väì-manobhir yat 

karma prärabhate naraù 

nyäyyaà vä viparétaà vä 

païcaite tasya hetavaù 
 

 çaréra—肉体によって; väk—語り; manobhiù—そして心; yat—〜であるもの; karma—活動 

prärabhate—始まる; naraù—人物; nyäyyam—正しい; vä—あるいは; viparétam—反対; vä—

あるいは; païca—５; ete—これらすべて; tasya—その; hetavaù—原因。 
 

訳訳訳訳     肉体、心、話すことによってなされる正しいこと・肉体、心、話すことによってなされる正しいこと・肉体、心、話すことによってなされる正しいこと・肉体、心、話すことによってなされる正しいこと・まちがったまちがったまちがったまちがったことはすべて、この５ことはすべて、この５ことはすべて、この５ことはすべて、この５

つの要因をとおしておこなわれる。つの要因をとおしておこなわれる。つの要因をとおしておこなわれる。つの要因をとおしておこなわれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     「正しい」と「間違っている」という言葉は、この節ではとても重要な意味があ

ります。正しい活動とは、経典にある定められた指示にもとづいてなされたもの、まちがった

活動とは、経典の教えの原則に反したものを指します。いずれにしても、活動を成就させるた

めにはこの５つの要因が必要です。 
 
第16節         Ta}aEv&  SaiTa k-TaaRrMaaTMaaNa& ke-vl&/ Tau Ya" ) 

PaXYaTYak*-TabuiÖTvaà Sa PaXYaiTa duMaRiTa" )) 16 )) 
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tatraivaà sati kartäram 

ätmänaà kevalaà tu yaù 

paçyaty akåta-buddhitvän 

na sa paçyati durmatiù 
 

 tatra—そこに; evam—このように; sati—〜であること; kartäram—活動者; ätmänam—彼

自 身 ; kevalam— 〜 だ け ; tu— し か し ; yaù— 〜 で あ る 者 は 誰 で も ; paçyati— 見 る ; 

akåta-buddhitvät— 知 性 が な い た め に ; na— 決 し て 〜 な い ; saù— 彼 ; paçyati— 見 る ; 

durmatiù—愚かな。 
 

訳訳訳訳     ゆえに、この５つの要因を考えゆえに、この５つの要因を考えゆえに、この５つの要因を考えゆえに、この５つの要因を考えずずずず、自分だけが活動者と考えている者は、優れた知性、自分だけが活動者と考えている者は、優れた知性、自分だけが活動者と考えている者は、優れた知性、自分だけが活動者と考えている者は、優れた知性

をそなえているとはいいがたく、ものごとをありのままに見ることができないをそなえているとはいいがたく、ものごとをありのままに見ることができないをそなえているとはいいがたく、ものごとをありのままに見ることができないをそなえているとはいいがたく、ものごとをありのままに見ることができない。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     愚かな者は、至高の魂が心の内に友として住んでいること、また行動を指揮して

いることが理解できません。確かに物質的な要因として、場所・活動者・努力・感覚は必要で

すが、最終的な原因は至高者、すなわち最高人格主神です。ですから、４つの物質的な原因だ

けではなく、至高者という力の原因も考慮しなくてはなりません。至高者を見ていない者は、

自分こそが活動者だと考えています。 
 
第17節          YaSYa Naah&k*/=Taae >aavae buiÖYaRSYa Na il/PYaTae ) 

hTvaiPa Sa wMaamçaek-aà hiNTa Na iNabDYaTae )) 17 )) 
 

yasya nähaìkåto bhävo 

buddhir yasya na lipyate 

hatväpi sa imäû lokän 

na hanti na nibadhyate 
 

 yasya— 〜 で あ る 者 ; na— 決 し て 〜 な い ; ahaìkåtaù— 偽 の 自 我 の ; bhävaù— 自 然 ; 

buddhiù—知性; yasya—〜である者; na—決して〜ない; lipyate—執着して; hatvä—殺してい

る; api—〜でさえ; saù—彼; imän—これ; lokän—世界; na—決して〜ない; hanti—殺す; na—

決して〜ない; nibadhyate—束縛される。 
 

訳訳訳訳     偽の自我に動かされることなく、知性が混乱していない者は、たとえこの世界でだれ偽の自我に動かされることなく、知性が混乱していない者は、たとえこの世界でだれ偽の自我に動かされることなく、知性が混乱していない者は、たとえこの世界でだれ偽の自我に動かされることなく、知性が混乱していない者は、たとえこの世界でだれ

かを殺しても、じつは殺しているのではない。またその行為によって縛られることはない。かを殺しても、じつは殺しているのではない。またその行為によって縛られることはない。かを殺しても、じつは殺しているのではない。またその行為によって縛られることはない。かを殺しても、じつは殺しているのではない。またその行為によって縛られることはない。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はこの節でアルジュナに、殺さないという望みは偽の自我から生じていること

を指摘しています。アルジュナは自分を活動者と考えていましたが、内からも外からも至高者

が行動を承認していることまでは考えていませんでした。至高者による超越的な承認があるこ

とを知らなければ、行動すべきではありません。しかし活動のための道具について、そして至

高者が至上の承認者であることを知っている人は、すべてを完璧におこなっています。またそ

の人はぜったいに幻想に惑わされません。自分が行動している、その責任も自分にある、とい

う考えは、偽の自我や神を無視する心から、すなわちクリシュナ意識の欠如から生じます。至

高の魂・最高人格主神の指示に従って行動する人はだれでも、たとえ人を殺しても、殺してい

るわけではありません。またそのような殺害の反動に影響されることもありません。兵士が上

官の命令に従って敵を殺しても罰せられません。しかし個人的な理由で人を殺せば、国の法律

によって確実に処罰されます。 
 
第18節          jaNa& jeYa& PairjaTaa i}aivDaa k-MaRcaedNaa ) 

k-r<a&  k-MaR k-TaeRiTa i}aivDa" k-MaRSa°h" )) 18 )) 
 

jïänaà jïeyaà parijïätä 

tri-vidhä karma-codanä 

karaëaà karma karteti 

tri-vidhaù karma-saìgrahaù 
 

 jïänam—知識; jïeyam—知識の対象; parijïätä—知る者; tri-vidhä—３種類の; karma—活

動の ; codanä—動機 ; karaëam—感覚 ; karma—活動 ; kartä—活動者 ; iti—このように ; 

tri-vidhaù—３種類の; karma—活動の; saìgrahaù—蓄積。 
 

訳訳訳訳     知識、知識の対象、知る者が、活動を起こさせる３つの要因である。感覚、活動、活知識、知識の対象、知る者が、活動を起こさせる３つの要因である。感覚、活動、活知識、知識の対象、知る者が、活動を起こさせる３つの要因である。感覚、活動、活知識、知識の対象、知る者が、活動を起こさせる３つの要因である。感覚、活動、活

動者が、活動の３つの要因である。動者が、活動の３つの要因である。動者が、活動の３つの要因である。動者が、活動の３つの要因である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     日々の活動を起こさせる３種類の動機があります。知識、知識の対象、知る者で

す。活動の道具、活動、そして活動者が活動の要因です。人がおこなう活動はすべて、この要

因でなされています。活動するまえになにかの動機があり、それがひらめきと呼ばれるもので

す。なにかを考え、それを実行するまえに頭のなかで行動をとりますが、それは希薄な形での

活動です。そしてその考えが具体的な行動になって現われます。まず、考えること、感じるこ

と、望むこと、という心理的流れが必要で、それが動機と呼ばれます。働こうとするひらめき
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が、経典をとおして、あるいは精神指導者の教えをとおして起こったものであれば、どちらも

同じ正しいひらめきです。そのひらめきと活動者がそろえば、感覚の中心である心を含む諸感

覚の助けで、じっさいに活動がおこなわれます。活動の構成要因全体を「活動の集合体」とい

います。 
 
第19節         jaNa&  k-MaR c k-TaaR c i}aDaEv Gau<a>aedTa" ) 

Pa[aeCYaTae Gau<aSa&:YaaNae YaQaavC^*<au TaaNYaiPa )) 19 )) 
 

jïänaà karma ca kartä ca 

tridhaiva guëa-bhedataù 

procyate guëa-saìkhyäne 

yathävac chåëu täny api 
 

 jïänam—知識; karma—活動; ca—もまた; kartä—活動者; ca—もまた; tridhä—３種類の; 

eva—確かに; guëa-bhedataù—物質自然界の様々な様式に関して; procyate—言われている; 

guëa-saìkhyäne—様々な様式に関して; yathä-vat—ありのままに; çåëu—聞く; täni—それら

すべて; api—もまた。 
 

訳訳訳訳     物質自然界の三様式に応じて、３種類の知識、活動、活動の実行者が物質自然界の三様式に応じて、３種類の知識、活動、活動の実行者が物質自然界の三様式に応じて、３種類の知識、活動、活動の実行者が物質自然界の三様式に応じて、３種類の知識、活動、活動の実行者がいいいいる。わたしかる。わたしかる。わたしかる。わたしか

らそのことについて聞きなさい。らそのことについて聞きなさい。らそのことについて聞きなさい。らそのこと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     第14章では、物質自然界の三様式の区分についてくわしく説明されました。そし

て、徳の様式は光り輝き、激情の様式は物質的で、無知の様式は怠惰と無気力を引きおこす、

と述べられました。三様式は私たちを束縛します。解放させてくれるものはありません。徳の

様式でさえ、私たちを条件づけます。第17章では、物質自然界のさまざまな様式による多様な

崇拝形式について説明されました。この節で主は、さまざまな知識・活動者・活動について、

三様式にもとづいて説明しようとしています。 

 
第20節         SavR>aUTaezu      YaeNaEk&-      >aavMaVYaYaMaq+aTae ) 

Aiv>a¢&- iv>a¢e-zu TaJjaNa& iviÖ Saaitvk-Ma( )) 20 )) 
 

sarva-bhüteñu yenaikaà 

bhävam avyayam ékñate 
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avibhaktaà vibhakteñu 

taj jïänaà viddhi sättvikam 
 

 sarva-bhüteñu—全生命体の内に; yena—〜であるものによって; ekam—１つ; bhävam—状

況; avyayam—不滅の; ékñate—人は見る; avibhaktam—分かれていない; vibhakteñu—数限り

なく分かれたものの; tat—それ; jïänam—知識; viddhi—知っている; sättvikam—徳の様式の。 
 

訳訳訳訳     無数の姿に分かれていても、分かれることのない１つの精神的質・至高の魂を全生命無数の姿に分かれていても、分かれることのない１つの精神的質・至高の魂を全生命無数の姿に分かれていても、分かれることのない１つの精神的質・至高の魂を全生命無数の姿に分かれていても、分かれることのない１つの精神的質・至高の魂を全生命

体の内に見ることのできる知識は、徳の様式の知識である。体の内に見ることのできる知識は、徳の様式の知識である。体の内に見ることのできる知識は、徳の様式の知識である。体の内に見ることのできる知識は、徳の様式の知識である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     半神、人間、動物、鳥、哺乳動物、水性動物、植物など、すべての生命体のなか

に１つの精神魂を見ることのできる人物は、徳の様式にいます。過去の活動に応じて決定され

るさまざまな肉体がありますが、そのすべての体のなかに一人の精神魂がいます。第７章で述

べられたように、それぞれの肉体のうちに表わされている生命力は、至高主の優性の力による

ものです。このように、１つの優性の質、すなわち生命力をすべての肉体のうちに見ることは、

徳の様式です。肉体は滅びても生命体は不滅です。違いは肉体にあります。条件づけられた生

活にさまざまな姿があるために、生命力は分かれているように見えるのです。そのような非人

格論的な見方も、自己を悟った１つの様相でもあります。 
 
第21節         Pa*Qa¤e-Na Tau YaJjaNa& NaaNaa>aavaNPa*QaiGvDaaNa( ) 

veita  SaveRzu >aUTaezu TaJjaNa& iviÖ raJaSaMa( )) 21 )) 
 

påthaktvena tu yaj jïänaà 

nänä-bhävän påthag-vidhän 

vetti sarveñu bhüteñu 

taj jïänaà viddhi räjasam 
 

 påthaktvena— 分 割 の た め に ; tu— し か し ; yat— 〜 で あ る も の ; jïänam— 知 識 ; 

nänä-bhävän—様々な状況; påthak-vidhän—異なる; vetti—知っている; sarveñu—すべての内

に ; bhüteñu—生命体達 ; tat—それ ; jïänam—知識 ; viddhi—知られなくてはならない ; 

räjasam—激情に関して。 
 

訳訳訳訳     さまざまな肉体すべての内に、さまざまな種類の生物がさまざまな肉体すべての内に、さまざまな種類の生物がさまざまな肉体すべての内に、さまざまな種類の生物がさまざまな肉体すべての内に、さまざまな種類の生物がいると考える知識は、激情のいると考える知識は、激情のいると考える知識は、激情のいると考える知識は、激情の

様式と理解しなくてはならない。様式と理解しなくてはならない。様式と理解しなくてはならない。様式と理解しなくてはならない。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     肉体が生命体である、そして肉体が死滅すれば意識も消失する、とする考え方は

激情の様式の知識です。その知識によると、体の形がそれぞれ異なっているのは多様な種類の

意識が発達したからであり、魂が意識を表わしているわけではない、ということになります。

肉体そのものが魂であり、肉体を超えた魂などというものは存在しない、という考えです。そ

の知識によると、意識は一時的です。あるいは、個々の魂は存在しないということになります

が、じっさいは知識に満ちた魂が遍在し、肉体は一時的な無知の表われにすぎません。さらに、

肉体を超えた個々の魂や至高の魂は存在しない、という考えもあります。その考え方はどれも、

激情の様式の産物です。 

 
第22節          Yatau k*-Tòvdek-iSMaNk-aYaeR Sa¢-MahETauk-Ma( ) 

ATatvaQaRvdLPa&  c  TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 )) 
 

yat tu kåtsna-vad ekasmin 

kärye saktam ahaitukam 

atattvärtha-vad alpaà ca 

tat tämasam udähåtam 
 

 yat—〜であるもの; tu—しかし; kåtsna-vat—すべてとして; ekasmin—１つの中に; kärye—

活動 ; saktam—執着して ; ahaitukam—原因がなく ; atattva-artha-vat—真実の知識なく ; 

alpam—非常に貧弱な; ca—そして; tat—それ; tämasam—暗闇の様式に; udähåtam—〜と言

われている。 
 

訳訳訳訳     １つの活動だけに執着させ、真実ではなく、ひじょうに貧弱な知識は、暗闇の様式に１つの活動だけに執着させ、真実ではなく、ひじょうに貧弱な知識は、暗闇の様式に１つの活動だけに執着させ、真実ではなく、ひじょうに貧弱な知識は、暗闇の様式に１つの活動だけに執着させ、真実ではなく、ひじょうに貧弱な知識は、暗闇の様式に

あると言われている。あると言われている。あると言われている。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     俗人の「知識」は、いつでも暗闇・無知の様式にあります。条件づけられた生活

にいる生命体はすべて無知の様式のなかに生まれているからです。権威者や経典の教えをとお

して知識を高めない人は、肉体にかかわる知識しか持っていません。経典の指示にもとづいて

行動することにはまるで関心がありません。そのような人にとって、神とはお金のことであり、

知識とは肉体の要求を満たすことを指します。それは絶対真理者とはまったく関係のない、動

物の知識と変わりません。つまり、食べること、眠ること、身を守ること、性を営むことにか

かわる知識です。そのような知識はここで、暗闇の様式の産物である、と言われています。言

いかえると、肉体を超えた精神魂に関する知識は徳の様式、俗な論法や心の推論の力で理論や
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教義を作る知識は激情の様式の産物、肉体の慰安を保つだけの知識は無知の様式と言えます。 
 
第第第第23節節節節                                        iNaYaTa&    Sa(r)rihTaMaraGaÜezTa"   k*-TaMa( ) 

Af-l/Pa[ePSauNaa k-MaR YataTSaaitvk-MauCYaTae )) 23 )) 
 

niyataà saìga-rahitam 

aräga-dveñataù kåtam 

aphala-prepsunä karma 

yat tat sättvikam ucyate 
 

 niyatam—規制された; saìga-rahitam—執着のない; aräga-dveñataù—愛情も嫌悪もない; 

kåtam—為される; aphala-prepsunä—果報の結果を望まない者によって; karma—活動; yat—

〜であるもの; tat—それ; sättvikam—徳の様式の; ucyate—〜と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳     抑制され、執着もなく、愛情や嫌悪心もなく、果報の結果を望むことなくおこなわれ抑制され、執着もなく、愛情や嫌悪心もなく、果報の結果を望むことなくおこなわれ抑制され、執着もなく、愛情や嫌悪心もなく、果報の結果を望むことなくおこなわれ抑制され、執着もなく、愛情や嫌悪心もなく、果報の結果を望むことなくおこなわれ

た活動は、徳の様式にあると言われている。た活動は、徳の様式にあると言われている。た活動は、徳の様式にあると言われている。た活動は、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     規則だてられた職務上の義務については、社会のさまざまな階級や区分に関連し

て経典で述べられており、執着や所有権の主張、愛情も嫌悪心もなくおこなわれます。また自

己満足や感覚満足のためではなく、至高者を満足させるためにクリシュナ意識でおこなわれる

活動は、徳の様式の活動と呼ばれています。 
 
第24節         Yatau k-aMaePSauNaa k-MaR Saahªare<a va PauNa" ) 

i§-YaTae   bhul/aYaaSa&  Tad]aJaSaMaudaôTaMa( )) 24 )) 
 

yat tu kämepsunä karma 

sähaìkäreëa vä punaù 

kriyate bahuläyäsaà 

tad räjasam udähåtam 
 

 yat—〜であるもの; tu—しかし; käma-épsunä—結果を望む者によって; karma—活動; 

sa-ahaìkäreëa— 自 我 と 共 に ; vä— あ る い は ; punaù— 再 び ; kriyate— 実 行 さ れ る ; 

bahula-äyäsam—激しい労力で; tat—それ; räjasam—激情の様式の; udähåtam—〜と言われ

ている。 
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訳訳訳訳     望みを満たそうとする者がたいへんな努力で、また偽の自我望みを満たそうとする者がたいへんな努力で、また偽の自我望みを満たそうとする者がたいへんな努力で、また偽の自我望みを満たそうとする者がたいへんな努力で、また偽の自我でおこなうでおこなうでおこなうでおこなう活動は、激情活動は、激情活動は、激情活動は、激情

の様式の活動と呼ばれていの様式の活動と呼ばれていの様式の活動と呼ばれていの様式の活動と呼ばれている。る。る。る。 

 
第25節         ANaubNDa& +aYa& ih&SaaMaNaPae+Ya c PaaEåzMa( ) 

Maaehadar>YaTae   k-MaR   YatataaMaSaMauCYaTae )) 25 )) 
 

anubandhaà kñayaà hiàsäm 

anapekñya ca pauruñam 

mohäd ärabhyate karma 

yat tat tämasam ucyate 
 

 anubandham—将来の束縛の; kñayam—破壊; hiàsäm—そして他人への苦痛; anapekñya—

続いて起こる結果を考慮することなく; ca—もまた; pauruñam—自己認可; mohät—幻想によ

って; ärabhyate—始まる; karma—活動; yat—〜であるもの; tat—それ; tämasam—無知の様

式の; ucyate—〜と言われている。 
 

訳訳訳訳     幻想のなかでおこなわれ、経典の教えを無視し、将来の束縛、他人への暴力や苦痛も幻想のなかでおこなわれ、経典の教えを無視し、将来の束縛、他人への暴力や苦痛も幻想のなかでおこなわれ、経典の教えを無視し、将来の束縛、他人への暴力や苦痛も幻想のなかでおこなわれ、経典の教えを無視し、将来の束縛、他人への暴力や苦痛も

考慮される考慮される考慮される考慮されることなくなされた活動は、無ことなくなされた活動は、無ことなくなされた活動は、無ことなくなされた活動は、無知の様式にあると言われている。知の様式にあると言われている。知の様式にあると言われている。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     国⺠は自分のしたことを国に対して、またときにはヤマドゥータと呼ばれる至高

主の代表者に報告しなくてはなりません。無責任な活動は、経典の教えという定められた原則

に反するため、行動する人を破滅させます。そのほとんどが暴力的で、ほかの生命体を苦しめ

ます。無責任な活動は、自分の経験にもとづいてなされるものです。これは幻想にほかなりま

せん。また幻想の活動は無知の様式の産物です。 
 
第26節         Mau¢-Sa(r)ae_Nah&vadq        Da*TYauTSaahSaMaiNvTa" ) 

iSaÖyiSaÖyaeiNaRivRk-ar" k-TaaR Saaitvk- oCYaTae )) 26 )) 
 

mukta-saìgo 'nahaà-vädé 

dhåty-utsäha-samanvitaù 

siddhy-asiddhyor nirvikäraù 

kartä sättvika ucyate 
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 mukta-saìgaù—すべての物質的関係から解放されて; anaham-vädé—偽の自我がなく; 

dhåti—決意と共に; utsäha—そして強い熱意; samanvitaù—資格のある; siddhi—完璧に; 

asiddhyoù—そして失敗; nirvikäraù—変わることなく; kartä—活動者; sättvikaù—徳の様式

の; ucyate—〜と言われている。 
 

訳訳訳訳     自分の義務を物質自然界の様式に自分の義務を物質自然界の様式に自分の義務を物質自然界の様式に自分の義務を物質自然界の様式に惑わされるずに惑わされるずに惑わされるずに惑わされるずにおこない、偽の自我もなく、強い決おこない、偽の自我もなく、強い決おこない、偽の自我もなく、強い決おこない、偽の自我もなく、強い決

意と熱意で、そして成功や失敗に意と熱意で、そして成功や失敗に意と熱意で、そして成功や失敗に意と熱意で、そして成功や失敗に乱されずに行動する乱されずに行動する乱されずに行動する乱されずに行動する者は、徳の様式にあると言われている。者は、徳の様式にあると言われている。者は、徳の様式にあると言われている。者は、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     クリシュナ意識の人物は、いつでも物質自然界の様式を超越しています。自分に

まかされた活動の結果を期待していません。まちがった自我や自尊心を超えているからです。

しかしなおかつ、その活動を完遂するまで熱意をもちつづけます。ふりかかる苦しみに悩むこ

ともありません。いつでも熱意にみなぎっています。成功や失敗にも動じません。苦しいとき

も幸せなときも心は穏やかです。そのように活動する人は徳の様式に立脚しています。 
 
第27節         raGaq k-MaRf-l/Pa[ePSaulu/RBDaae ih&SaaTMak-ae_éuic" ) 

hzRXaaek-aiNvTa"  k-TaaR  raJaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 27 )) 
 

rägé karma-phala-prepsur 

lubdho hiàsätmako 'çuciù 

harña-çokänvitaù kartä 

räjasaù parikértitaù 
 

 rägé—非常に執着して; karma-phala—活動の結果; prepsuù—望んでいる; lubdhaù—貪欲

な; hiàsä-ätmakaù—いつも嫉妬している; açuciù—不潔な; harña-çoka-anvitaù—楽しみと悲

しみに縛られている; kartä—そのような活動者; räjasaù—激情の様式に; parikértitaù—〜と宣

言される。 
 

訳訳訳訳     活動に、活動に、活動に、活動に、そしてそしてそしてそしてその活動の結果に執着し、その結果を楽しみたいと思い、貪欲で、いその活動の結果に執着し、その結果を楽しみたいと思い、貪欲で、いその活動の結果に執着し、その結果を楽しみたいと思い、貪欲で、いその活動の結果に執着し、その結果を楽しみたいと思い、貪欲で、い

つも人を妬み、不純で、喜びと悲しみに流されている者は、激情の様式にいるとされる。つも人を妬み、不純で、喜びと悲しみに流されている者は、激情の様式にいるとされる。つも人を妬み、不純で、喜びと悲しみに流されている者は、激情の様式にいるとされる。つも人を妬み、不純で、喜びと悲しみに流されている者は、激情の様式にいるとされる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     物質主義、すなわち健康、妻、子どもなどにあまりにも強く執着している人は、

特定の活動に、あるいはその結果に執着しすぎるようになります。生活を高尚にする望みもあ

りません。この世界をできるかぎり快適に暮らせる場所にすることだけを考えています。ひじ

ょうに欲が深く、手に入れたものは永遠で、ぜったいに失わないとも考えています。人を妬み、
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感覚満足のためならどんなことでもするつもりでいます。そのためいつも不潔で、お金を得る

方法が正しかろうと不正であろうと気にしません。仕事が成功すれば有頂天になり、失敗すれ

ば失意のどん底に落ちます。そのような活動者は激情の様式にいます。 
 
第28節        AYau¢-" Pa[ak*-Ta" STaBDa" Xa#=ae NaEZk*-iTak-ae_l/Sa" ) 

ivzadq  dqgaRSaU}aq  c  k-TaaR  TaaMaSa  oCYaTae )) 28 )) 
 

ayuktaù präkåtaù stabdhaù 

çaöho naiñkåtiko 'lasaù 

viñädé dérgha-sütré ca 

kartä tämasa ucyate 
 

 ayuktaù—経典の教えに従わない; präkåtaù—物質主義的; stabdhaù—強情; çaöhaù—嘘つき

の ; naiñkåtikaù—人を侮辱することに⻑けている ; alasaù—怠惰な ; viñädé—不機嫌な ; 

dérgha-sütré—ぐずぐずしている ; ca—もまた ; kartä—活動者 ; tämasaù—無知の様式の ; 

ucyate—〜と言われている。 
 

訳訳訳訳     いつも経典の教えにいつも経典の教えにいつも経典の教えにいつも経典の教えにそむくそむくそむくそむく仕事をし、物質主義で、強情で、嘘をつき、人を侮辱する仕事をし、物質主義で、強情で、嘘をつき、人を侮辱する仕事をし、物質主義で、強情で、嘘をつき、人を侮辱する仕事をし、物質主義で、強情で、嘘をつき、人を侮辱する

ことに⻑け、怠惰で、いつも不機嫌で、優柔不断ことに⻑け、怠惰で、いつも不機嫌で、優柔不断ことに⻑け、怠惰で、いつも不機嫌で、優柔不断ことに⻑け、怠惰で、いつも不機嫌で、優柔不断の者は、無知の様式の活動者と言われていの者は、無知の様式の活動者と言われていの者は、無知の様式の活動者と言われていの者は、無知の様式の活動者と言われてい

る。る。る。る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     経典には、どのような活動をすべきか、すべきでないかが説かれています。その

教えを気にかけない者たちは、すべきではないことをし、一般的に物中心に考えています。経

典の教えではなく、自然の様式に言われるままに行動します。そのような活動者は、穏やかな

性格を持たず、いつもずるく、人を傷つけることに⻑けています。またとても怠惰です。すべ

きことがあっても正しくすることはなく、後回しにします。そのため不機嫌に見えます。優柔

不断という意味は、１時間でできることを１年も先にずるずると先延ばしにする、ということ

です。そのような活動者は無知の様式にいます。 
 
第29節          buÖe>aeRd& Da*TaeêEv Gau<aTaiñivDa& é*<au ) 

Pa[aeCYaMaaNaMaXaeze<a  Pa*Qa¤e-Na DaNaÅYa )) 29 )) 
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buddher bhedaà dhåteç caiva 

guëatas tri-vidhaà çåëu 

procyamänam açeñeëa 

påthaktvena dhanaïjaya 
 

 buddheù—知性の; bhedam—違い; dhåteù—安定さ; ca—もまた; eva—確かに; guëataù—物

質自然界の様式によって; tri-vidham—３種類の; çåëu—よく聞くように; procyamänam—私

によって説明されるとおりに; açeñeëa—詳細に; påthaktvena—様々に; dhanaïjaya—冨の征

服者よ。 
 

訳訳訳訳     冨の征服者よ。物質自然界の三様式にもとづく３種類の理解と決意につい冨の征服者よ。物質自然界の三様式にもとづく３種類の理解と決意につい冨の征服者よ。物質自然界の三様式にもとづく３種類の理解と決意につい冨の征服者よ。物質自然界の三様式にもとづく３種類の理解と決意についてくわしくてくわしくてくわしくてくわしく

説明しよう。よく聞きなさい。説明しよう。よく聞きなさい。説明しよう。よく聞きなさい。説明しよう。よく聞きなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主は、知識、知識の対象、知る者について物質自然界の様式と関連させて説明し

たあと、同じ様式にもとづいて活動者の知性と決意について説明しようとしています。 

 
第30節         Pa[v*ita&   c   iNav*ita&  c  k-aYaaRk-aYaeR  >aYaa>aYae ) 

bNDa& Maae+a& c Yaa veita buiÖ" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 30 )) 
 

pravåttià ca nivåttià ca 

käryäkärye bhayäbhaye 

bandhaà mokñaà ca yä vetti 

buddhiù sä pärtha sättviké 
 

 pravåttim—している; ca—もまた; nivåttim—していない; ca—そして; kärya—すべきこと; 

akärye— そ し て す べ き で な い こ と ; bhaya— 恐 れ ; abhaye— そ し て 恐 れ の な い こ と ; 

bandham—束縛 ; mokñam—解放 ; ca—そして ; yä—〜であるもの ; vetti—知っている ; 

buddhiù—理解; sä—それ; pärtha—プリターの子よ; sättviké—徳の様式の。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。すべきこととすべきでないこと、恐れるべきことと恐れるべきでなプリターの子よ。すべきこととすべきでないこと、恐れるべきことと恐れるべきでなプリターの子よ。すべきこととすべきでないこと、恐れるべきことと恐れるべきでなプリターの子よ。すべきこととすべきでないこと、恐れるべきことと恐れるべきでな

いこと、束縛するものと解放してくれるものを教えてくれる理解は、徳の様式の理解である。いこと、束縛するものと解放してくれるものを教えてくれる理解は、徳の様式の理解である。いこと、束縛するものと解放してくれるものを教えてくれる理解は、徳の様式の理解である。いこと、束縛するものと解放してくれるものを教えてくれる理解は、徳の様式の理解である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     経典の教えにもとづいて行動することをpravåtti（プラヴリッティ）「おこなうにふさ

わしい行動の実行」といいます。そして、そのように指示されていない活動はおこなうべきで
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はありません。経典の指示を知らない人は、活動の動・反動に絡まっていきます。知性を使っ

て判断する理解は徳の様式にあります。 

 
第31節         YaYaa  DaMaRMaDaMa|  c k-aYa| cak-aYaRMaev c ) 

AYaQaavTPa[JaaNaaiTa buiÖ" Saa PaaQaR raJaSaq )) 31 )) 
 

yayä dharmam adharmaà ca 

käryaà cäkäryam eva ca 

ayathävat prajänäti 

buddhiù sä pärtha räjasé 
 

 yayä—〜であるものによって; dharmam—宗教原則; adharmam—非宗教; ca—そして; 

käryam—すべきもの; ca—もまた; akäryam—すべきでないもの; eva—確かに; ca—もまた; 

ayathä-vat—不完全に; prajänäti—知っている; buddhiù—知性; sä—それ; pärtha—プリター

の子よ; räjasé—激情の様式の。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。宗教と非プリターの子よ。宗教と非プリターの子よ。宗教と非プリターの子よ。宗教と非宗教を区別できない理解、すべきものとすべきでないもの宗教を区別できない理解、すべきものとすべきでないもの宗教を区別できない理解、すべきものとすべきでないもの宗教を区別できない理解、すべきものとすべきでないもの

が見分けられない理解は、激情の様式にある。が見分けられない理解は、激情の様式にある。が見分けられない理解は、激情の様式にある。が見分けられない理解は、激情の様式にある。 

 
第32節節節節                                    ADaMa|  DaMaRiMaiTa  Yaa  MaNYaTae  TaMaSaav*Taa ) 

SavaRQaaRiNvParqTaa&ê buiÖ" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 32 )) 
 

adharmaà dharmam iti yä 

manyate tamasävåtä 

sarvärthän viparétäàç ca 

buddhiù sä pärtha tämasé 
 

 adharmam—非宗教; dharmam—宗教; iti—そのように; yä—〜であるもの; manyate—〜と

考える; tamasä—幻想によって; ävåtä—覆う; sarva-arthän—すべての物事; viparétän—間違

った方向に; ca—もまた; buddhiù—知性; sä—それ; pärtha—プリターの子よ; tämasé—無知の

様式の。 
 

訳訳訳訳     パールタよ。幻想と暗闇の魔力に動かされ、宗教でパールタよ。幻想と暗闇の魔力に動かされ、宗教でパールタよ。幻想と暗闇の魔力に動かされ、宗教でパールタよ。幻想と暗闇の魔力に動かされ、宗教ではないものを宗教と考え、まちがはないものを宗教と考え、まちがはないものを宗教と考え、まちがはないものを宗教と考え、まちが

った方向にむかって苦心させる理解は、無知の様式にある。った方向にむかって苦心させる理解は、無知の様式にある。った方向にむかって苦心させる理解は、無知の様式にある。った方向にむかって苦心させる理解は、無知の様式にある。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     無知の知性は、なすべきこととは正反対の活動をさせます。そして宗教とは言え

ないものを宗教と考え、真の宗教を否定しようとします。無知の人間は、偉大な魂を凡人と考

え、凡人を偉大な魂として受けとめます。真実を非真実と、非真実を真実と考えます。なにを

するにしても、まちがった道を選んでしまいます。ですから、そのような知性は無知の様式に

あると言えます。 
 
第33節          Da*TYaa   YaYaa   DaarYaTae  MaNa"Pa[a<aeiNd]Yai§-Yaa" ) 

YaaeGaeNaaVYai>acair<Yaa Da*iTa" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 33 )) 
 

dhåtyä yayä dhärayate 

manaù-präëendriya-kriyäù 

yogenävyabhicäriëyä 

dhåtiù sä pärtha sättviké 
 

 dhåtyä—決意 ; yayä—〜であるものによって ; dhärayate—支えるもの ; manaù—心の; 

präëa— 命 ; indriya— そ し て 感 覚 ; kriyäù— 活 動 ; yogena— ヨ ー ガ 修 練 に よ っ て ; 

avyabhicäriëyä—壊れることのない ; dhåtiù—決意 ; sä—それ ; pärtha—プリターの子よ ; 

sättviké—徳の様式の。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。プリターの子よ。プリターの子よ。プリターの子よ。揺らぐことがなく揺らぐことがなく揺らぐことがなく揺らぐことがなく、、、、ヨーガ修練によヨーガ修練によヨーガ修練によヨーガ修練によって作られた不動のって作られた不動のって作られた不動のって作られた不動の一念に支え一念に支え一念に支え一念に支え

られ、られ、られ、られ、心、命、感覚の動きを抑える決意は、徳の様式心、命、感覚の動きを抑える決意は、徳の様式心、命、感覚の動きを抑える決意は、徳の様式心、命、感覚の動きを抑える決意は、徳の様式ににににある。ある。ある。ある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヨーガは至高の魂を理解するためにあります。心・生命・感覚の活動を至高者に

集中させ、堅い決意とともに至高の魂に心を固定させる人は、クリシュナ意識の活動に励みま

す。それが徳の様式の決意です。このavyabhicäriëyä（アヴャビヒチャーリニャー）はひじょうに重要

です。クリシュナ意識の活動をしている人物はほかの活動によって乱されない、という意味が

あるからです。 

 
第第第第34節節節節                                YaYaa  Tau  DaMaRk-aMaaQaaRNDa*TYaa DaarYaTae_JauRNa ) 

Pa[Sa(r)eNa f-l/ak-a¿q Da*iTa" Saa PaaQaR raJaSaq )) 34 )) 
 

yayä tu dharma-kämärthän 

dhåtyä dhärayate 'rjuna 
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prasaìgena phaläkäìkñé 

dhåtiù sä pärtha räjasé 
 

 yayä—〜であるものによって; tu—しかし; dharma—宗教性; käma—感覚満足; arthän—そ

し て 経 済 発 展 ; dhåtyä— 決 意 に よ っ て ; dhärayate— 支 え る ; arjuna— ア ル ジ ュ ナ よ ; 

prasaìgena—執着のために; phala-äkäìkñé—活動の結果を望んでいる; dhåtiù—決意; sä—そ

れ; pärtha—プリターの子よ; räjasé—激情の様式の。 
 

訳訳訳訳     しかしアルジュナよ。宗教・経済発展・感覚満足を目指す活動に執着させる決意は、しかしアルジュナよ。宗教・経済発展・感覚満足を目指す活動に執着させる決意は、しかしアルジュナよ。宗教・経済発展・感覚満足を目指す活動に執着させる決意は、しかしアルジュナよ。宗教・経済発展・感覚満足を目指す活動に執着させる決意は、

激情の様式にある。激情の様式にある。激情の様式にある。激情の様式にある。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     宗教や経済発展をとおした活動の結果を望み、ただ一つ望んでいることが感覚満

足で、心・生命・感覚をそのために使っている人は、激情の様式にあります。 
 
第35節         YaYaa  SvPan&  >aYa& Xaaek&- ivzad& MadMaev c ) 

Na ivMauÄiTa duMaeRDaa Da*iTa" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 35 )) 
 

yayä svapnaà bhayaà çokaà 

viñädaà madam eva ca 

na vimuïcati durmedhä 

dhåtiù sä pärtha tämasé 
 

 yayä—〜であるものによって ; svapnam—夢見ている ; bhayam—恐れ ; çokam—嘆き ; 

viñädam— 不 機 嫌 さ ; madam— 幻 想 ; eva— 確 か に ; ca— も ま た ; na— 決 し て 〜 な い ; 

vimuïcati—捨てる; durmedhä—知的でない; dhåtiù—決意; sä—それ; pärtha—プリターの子

よ; tämasé—無知の様式の。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。夢想、恐れ、嘆き、落胆、幻想の域から出られない決意プリターの子よ。夢想、恐れ、嘆き、落胆、幻想の域から出られない決意プリターの子よ。夢想、恐れ、嘆き、落胆、幻想の域から出られない決意プリターの子よ。夢想、恐れ、嘆き、落胆、幻想の域から出られない決意――――――――このよこのよこのよこのよ

うな知性に欠ける決意は、暗闇の様式にある。うな知性に欠ける決意は、暗闇の様式にある。うな知性に欠ける決意は、暗闇の様式にある。うな知性に欠ける決意は、暗闇の様式にある。 
 

要旨要旨要旨要旨解説解説解説解説     徳の様式にある人物は夢を見ません。この「夢を見る」とは、眠りすぎることを

指します。夢はだれでも見るものです。徳、激情、無知のいずれにあっても、夢を見るのは自

然な現象ですから。しかし、眠りすぎてしまう人、自分が物質を楽しむ者と考え、プライドを

捨てられない人、物質界を支配しようといつも夢想する人、そして心と感覚がそのように使わ

れている人は無知の様式の決意を持っています。 
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第第第第36節節節節                                    Sau%&  iTvdaNaq&  i}aivDa&  é*<au Mae >arTazR>a ) 
A>YaaSaad]MaTae Ya}a du"%aNTa& c iNaGaC^iTa )) 36 )) 

 

sukhaà tv idänéà tri-vidhaà 

çåëu me bharatarñabha 

abhyäsäd ramate yatra 

duùkhäntaà ca nigacchati 
 

 sukham—幸福; tu—しかし; idäném—今; tri-vidham—３種類の; çåëu—聴く; me—私から; 

bharata-åñabha—バーラタ家の筆頭者よ; abhyäsät—修練によって; ramate—楽しむ; yatra—

〜の場所; duùkha—苦悩の; antam—終わり; ca—もまた; nigacchati—手に入れる。 
 

訳訳訳訳     バーラタ家のバーラタ家のバーラタ家のバーラタ家の第一人者第一人者第一人者第一人者よ。条件づけられた魂が楽しむ３種類の幸福について、またよ。条件づけられた魂が楽しむ３種類の幸福について、またよ。条件づけられた魂が楽しむ３種類の幸福について、またよ。条件づけられた魂が楽しむ３種類の幸福について、またとととと

きに、きに、きに、きに、すべてのすべてのすべてのすべての苦しみを終わらせる幸福についてわたしから苦しみを終わらせる幸福についてわたしから苦しみを終わらせる幸福についてわたしから苦しみを終わらせる幸福についてわたしから聞きなさい聞きなさい聞きなさい聞きなさい。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     条件づけられた魂は、物質的な幸福をなんどもくり返し楽しもうとしています。

それはいわば、一度噛んで味わったものをまた味わおうとする行為です。しかしときには、そ

のような楽しみを味わっているとき、偉大な魂との交流をとおして束縛から解放されることが

あります。言いかえれば、条件づけられた魂はいつもある種の感覚満足を楽しんでいるのです

が、優れた交流に巡りあうことで、同じ楽しみをくり返していることに気づき、自分本来のク

リシュナ意識をよみがえらせ、名ばかりの幸福のくり返しから解放されることがあります。 
 
第37節           YatadGa]e    ivziMav   Pair<aaMae_Ma*TaaePaMaMa( ) 

TaTSau%& Saaitvk&- Pa[ae¢-MaaTMabuiÖPa[SaadJaMa( )) 37 )) 
 

yat tad agre viñam iva 

pariëäme 'måtopamam 

tat sukhaà sättvikaà proktam 

ätma-buddhi-prasäda-jam 
 

 yat—〜であるもの; tat—それ; agre—最初に; viñam iva—毒のような; pariëäme—最後に; 

amåta—甘露; upamam—〜に⽐較される; tat—それ; sukham—幸福; sättvikam—徳の様式の; 

proktam—〜と言われる; ätma—自己の内の; buddhi—知性の; prasäda-jam—満足感から生ま

れる。 
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訳訳訳訳     最初は毒のように思えても、最後には甘露のように感じられ、また自己の悟りに目覚最初は毒のように思えても、最後には甘露のように感じられ、また自己の悟りに目覚最初は毒のように思えても、最後には甘露のように感じられ、また自己の悟りに目覚最初は毒のように思えても、最後には甘露のように感じられ、また自己の悟りに目覚

めさせるものは、徳の様式の幸福と言われている。めさせるものは、徳の様式の幸福と言われている。めさせるものは、徳の様式の幸福と言われている。めさせるものは、徳の様式の幸福と言われている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     自己の悟りを追求するとき、心と感覚を抑制させる数々の規則や原則に従い、心

を自己に集中させてなくてはなりません。どれもひじょうにむずかしく、毒のように思えるか

もしれませんが、その原則に従えるようになって超越的な境地に到達すれば、ほんとうの甘露

を味わい、そして人生を満喫できるようになります。 
 
第38節           ivzYaeiNd]YaSa&YaaeGaaÛtadGa]e_Ma*TaaePaMaMa(     ) 

Pair<aaMae ivziMav TaTSau%& raJaSa& SMa*TaMa( )) 38 )) 
 

viñayendriya-saàyogäd 

yat tad agre 'måtopamam 

pariëäme viñam iva 

tat sukhaà räjasaà småtam 
 

 viñaya—感覚の対象物の; indriya—そして感覚; saàyogät—その結合から; yat—〜であるも

の; tat—それ; agre—最初に; amåta-upamam—甘露のように; pariëäme—最後に; viñam 

iva—毒のように; tat—その; sukham—幸福; räjasam—激情の様式の; småtam—〜と考えられ

る。 
 

訳訳訳訳     感覚の対象と接触することで得られ、最初は甘露のように思えても、最後には毒のよ感覚の対象と接触することで得られ、最初は甘露のように思えても、最後には毒のよ感覚の対象と接触することで得られ、最初は甘露のように思えても、最後には毒のよ感覚の対象と接触することで得られ、最初は甘露のように思えても、最後には毒のよ

うに感じられる幸福は、激情の様式にあると考えられる。うに感じられる幸福は、激情の様式にあると考えられる。うに感じられる幸福は、激情の様式にあると考えられる。うに感じられる幸福は、激情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     若い男女が会うと、男性の感覚はその女性を見つめようとさせ、触れようとさせ、

やがて性的関係に駆りたてられます。最初は甘露に感じるかもしれませんが、しばらくして、

あるいは最後には毒の味に変貌します。結婚しても、別居したり離婚したりして、やがて二人

は悲嘆と悲しみの底に突き落とされます。この種の幸福はいつでも激情の様式です。感覚と感

覚のふれあいをとおして得られる幸福はかならず苦しみの原因となるため、避けなくてはなり

ません。 
 
第39節節節節                                            YadGa]e caNaubNDae c Sau%& MaaehNaMaaTMaNa" ) 

iNad]al/SYaPa[MaadaeTQa&   TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 39 )) 
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yad agre cänubandhe ca 

sukhaà mohanam ätmanaù 

nidrälasya-pramädotthaà 

tat tämasam udähåtam 
 

 yat—〜 であるもの ; agre— 最初に ; ca— もまた ; anubandhe— 最後に ; ca—もまた ; 

sukham—幸福; mohanam—幻想; ätmanaù—自己の; nidrä—眠り; älasya—怠惰; pramäda—

そして幻想; uttham—〜で作られて; tat—それ; tämasam—無知の様式の; udähåtam—〜と言

われている。 
 

訳訳訳訳     そして、自己の悟りに関係がなく、最初から最後まで幻そして、自己の悟りに関係がなく、最初から最後まで幻そして、自己の悟りに関係がなく、最初から最後まで幻そして、自己の悟りに関係がなく、最初から最後まで幻想で、睡眠・怠惰・幻想から想で、睡眠・怠惰・幻想から想で、睡眠・怠惰・幻想から想で、睡眠・怠惰・幻想から

生じる幸福は、無知の質にあると言われている。生じる幸福は、無知の質にあると言われている。生じる幸福は、無知の質にあると言われている。生じる幸福は、無知の質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  怠けたり眠ったりすることに喜びを感じている人は、まちがいなく暗闇の、無知

の様式にあり、どう行動したらいいのか、行動すべきでないのかを知らない人も無知の様式に

います。無知の様式にいる人にとって、すべては幻想です。最初から最後まで幸福感を味わう

ことはありません。激情の様式にいる人は、最初にある種のはかない幸福を味わい、最後には

苦しみを味わいますが、無知の様式にいる人は、始めから終わりまで苦しみつづけます。 

 
第40節          Na TadiSTa Pa*iQaVYaa& va idiv devezu va PauNa" ) 

Satv&  Pa[k*-iTaJaEMauR¢&-  Yadei>a" SYaaiT}ai>aGauR<aE" )) 40 )) 
 

na tad asti påthivyäà vä 

divi deveñu vä punaù 

sattvaà prakåti-jair muktaà 

yad ebhiù syät tribhir guëaiù 
 

 na—〜ではない; tat—それ; asti—〜がある; påthivyäm—地上に; vä—あるいは; divi—高位

の 天 体 系 で ; deveñu— 半 神 達 の 間 で ; vä— あ る い は ; punaù— 再 び ; sattvam— 存 在 ; 

prakåti-jaiù—物質自然界から生じた; muktam—解放されて; yat—それ; ebhiù—これらの影響

から; syät—〜である; tribhiù—３; guëaiù—物質自然界の様式。 
 

訳訳訳訳     物質自然界物質自然界物質自然界物質自然界の三様式から解放されている生物は、この三様式から解放されている生物は、この三様式から解放されている生物は、この三様式から解放されている生物は、こここここにも、高位の天体にも、高位の天体にも、高位の天体にも、高位の天体系に住む半神系に住む半神系に住む半神系に住む半神

たちのなかにもいない。たちのなかにもいない。たちのなかにもいない。たちのなかにもいない。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はこの節で、全宇宙に広がっている物質自然界の三様式の影響について要約し

ています。 

 
第第第第41節          b]aø<a+ai}aYaivXaa& éUd]a<aa& c ParNTaPa ) 

k-MaaRi<a Pa[iv>a¢-aiNa  Sv>aavPa[>avEGauR<aE" )) 41 )) 
 

brähmaëa-kñatriya-viçäà 

çüdräëäà ca parantapa 

karmäëi pravibhaktäni 

svabhäva-prabhavair guëaiù 
 

 brähmaëa— ブラー フマナ の ; kñatriya— クシャトリヤ ; viçäm— そしてヴァイシャ ; 

çüdräëäm— シ ュ ー ド ラ の ; ca— そ し て ; parantapa— 敵 の 征 服 者 よ ; karmäëi— 活 動 ; 

pravibhaktäni—分けられる; svabhäva—彼らの性格; prabhavaiù—〜から生まれて; guëaiù—

物質自然界の様式によって。 
 

訳訳訳訳     敵の懲罰者よ。ブラーフマナ、クシ敵の懲罰者よ。ブラーフマナ、クシ敵の懲罰者よ。ブラーフマナ、クシ敵の懲罰者よ。ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラは、かれらがャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラは、かれらがャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラは、かれらがャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラは、かれらが

物質の三様式とかかわって表わす気質で物質の三様式とかかわって表わす気質で物質の三様式とかかわって表わす気質で物質の三様式とかかわって表わす気質で判断する判断する判断する判断することができる。ことができる。ことができる。ことができる。 

 
第42節         XaMaae  dMaSTaPa"  XaaEc& +aaiNTaraJaRvMaev c ) 

jaNa& ivjaNaMaaiSTaKYa& b]øk-MaR Sv>aavJaMa( )) 42 )) 
 

çamo damas tapaù çaucaà 

kñäntir ärjavam eva ca 

jïänaà vijïänam ästikyaà 

brahma-karma svabhäva-jam 
 

 çamaù—穏やかさ; damaù—自己抑制; tapaù—苦行; çaucam—純粋さ; kñäntiù—忍耐心; 

ärjavam—正直さ; eva—確かに; ca—そして; jïänam—知識; vijïänam—知恵; ästikyam—宗

教心; brahma—ブラーフマナの; karma—義務; svabhäva-jam—彼自身の気性から生じた。 

 

訳訳訳訳     穏やかさ、自己抑制、苦行、純粋さ、忍耐心、正直さ、知識穏やかさ、自己抑制、苦行、純粋さ、忍耐心、正直さ、知識穏やかさ、自己抑制、苦行、純粋さ、忍耐心、正直さ、知識穏やかさ、自己抑制、苦行、純粋さ、忍耐心、正直さ、知識、知恵、宗教心、知恵、宗教心、知恵、宗教心、知恵、宗教心――――――――これこれこれこれ

らが、ブラーフマナが行動するときに表わす自然な気質である。らが、ブラーフマナが行動するときに表わす自然な気質である。らが、ブラーフマナが行動するときに表わす自然な気質である。らが、ブラーフマナが行動するときに表わす自然な気質である。 
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第43節         XaaEYa| TaeJaae Da*iTadaR+Ya& YauÖe caPYaPal/aYaNaMa( ) 
daNaMaqìr>aavê   +aa}a&  k-MaR  Sv>aavJaMa( )) 43 )) 

 

çauryaà tejo dhåtir däkñyaà 

yuddhe cäpy apaläyanam 

dänam éçvara-bhävaç ca 

kñätraà karma svabhäva-jam 
 

 çauryam—英雄的な資質; tejaù—力; dhåtiù—決意; däkñyam—臨機の才; yuddhe—戦場で; 

ca—そして ; api—もまた ; apaläyanam—逃げない ; dänam—寛大さ ; éçvara—指導力の; 

bhävaù—特質; ca—そして; kñätram—クシャトリヤの; karma—義務; svabhäva-jam—彼自身

の気性から生まれた。 
 

訳訳訳訳     英雄的資質、力、決意英雄的資質、力、決意英雄的資質、力、決意英雄的資質、力、決意、臨機の才、戦場での勇気、寛大さ、臨機の才、戦場での勇気、寛大さ、臨機の才、戦場での勇気、寛大さ、臨機の才、戦場での勇気、寛大さ、指導力がクシャトリヤ、指導力がクシャトリヤ、指導力がクシャトリヤ、指導力がクシャトリヤにににに

本来そな本来そな本来そな本来そなわわわわる気質である。る気質である。る気質である。る気質である。 

 
第44節          k*-izGaaer+Yavai<aJYa& vEXYak-MaR Sv>aavJaMa( ) 

PaircYaaRTMak&-  k-MaR éUd]SYaaiPa Sv>aavJaMa( )) 44 )) 
 

kåñi-go-rakñya-väëijyaà 

vaiçya-karma svabhäva-jam 

paricaryätmakaà karma 

çüdrasyäpi svabhäva-jam 
 

 kåñi—農耕; go—牛の; rakñya—保護; väëijyam—商売; vaiçya—ヴァイシャの; karma—義

務; svabhäva-jam—彼自身の気性から生じた; paricaryä—奉仕; ätmakam—〜で構成されてい

る; karma—義務; çüdrasya—シュードラの; api—もまた; svabhäva-jam—彼自身の気性から

生じた。 
 

訳訳訳訳     農耕、牛の保護農耕、牛の保護農耕、牛の保護農耕、牛の保護と商売がヴァイシャの自然な活動であり、シュードラは労働、そしてと商売がヴァイシャの自然な活動であり、シュードラは労働、そしてと商売がヴァイシャの自然な活動であり、シュードラは労働、そしてと商売がヴァイシャの自然な活動であり、シュードラは労働、そして

ほかほかほかほかの人々への奉仕がその義務である。の人々への奉仕がその義務である。の人々への奉仕がその義務である。の人々への奉仕がその義務である。 

 
第45節          Sve  Sve k-MaR<Yai>arTa" Sa&iSaiÖ& l/>aTae Nar" ) 

Svk-MaRiNarTa" iSaiÖ& YaQaa ivNdiTa TaC^*<au )) 45 )) 
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sve sve karmaëy abhirataù 

saàsiddhià labhate naraù 

sva-karma-nirataù siddhià 

yathä vindati tac chåëu 
 

 sve sve—各個人の; karmaëi—活動; abhirataù—従っている; saàsiddhim—完成; labhate—

到達する; naraù—人; sva-karma—自分の義務において; nirataù—従事して; siddhim—完成; 

yathä—〜として; vindati—到達する; tat—それ; çåëu—聞く。 
 

訳訳訳訳     自分の自分の自分の自分の気質に応じた気質に応じた気質に応じた気質に応じた活動活動活動活動をすれをすれをすれをすれば、だれでも完璧な境地に到達する。では、その方法ば、だれでも完璧な境地に到達する。では、その方法ば、だれでも完璧な境地に到達する。では、その方法ば、だれでも完璧な境地に到達する。では、その方法

について聞きなさい。について聞きなさい。について聞きなさい。について聞きなさい。 

 
第46節         YaTa"  Pa[v*ita>aURTaaNaa&  YaeNa  SavRiMad&  TaTaMa(  ) 

Svk-MaR<aa TaMa>YaCYaR iSaiÖ& ivNdiTa MaaNav" )) 46 )) 
 

yataù pravåttir bhütänäà 

yena sarvam idaà tatam 

sva-karmaëä tam abhyarcya 

siddhià vindati mänavaù 
 

 yataù—〜である者から; pravåttiù—放出; bhütänäm—全生命体の; yena—〜である者によ

って; sarvam—すべて; idam—これ; tatam—浸透して; sva-karmaëä—自分の義務によって; 

tam—主を; abhyarcya—崇拝することで; siddhim—完成; vindati—到達する; mänavaù—人。 
 

訳訳訳訳     全生物の源で、また遍在する主を崇拝することで、そして自分の義務を遂行すること全生物の源で、また遍在する主を崇拝することで、そして自分の義務を遂行すること全生物の源で、また遍在する主を崇拝することで、そして自分の義務を遂行すること全生物の源で、また遍在する主を崇拝することで、そして自分の義務を遂行すること

で完成の域に到達できる。で完成の域に到達できる。で完成の域に到達できる。で完成の域に到達できる。 

 

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、生命体はすべて至高主の断片的部分ですから、

至高主は全生命体の起源です。これは『ヴェーダンタ・スートラ』（第１編・第１章・第１節）

で、janmädy asya yataù （ジャンマーディ アッシャ ヤタハ）と確証されています。ゆえに至高主は

生命体の命の起源です。そして第７章で述べられているように、至高主は外的な力と内的な力

という２つの力をとおして遍在しています。ですから私たちは、主のその力とともに至高主を

崇拝しなくてはなりません。ふつう、ヴァイシュナヴァは内的力とともに至高主を崇拝します。

主の外的力は、内的力が倒錯して現われた反射です。外的力・物質界が背景にありますが、至
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高主はパラマートマーという完全部分体によってこの物質界のあらゆる場所に存在しています。

主はすべての半神、人間、動物の至高の魂であり、どこにでも存在します。ですから私たちは、

至高主の部分体として至高者に奉仕をする義務があることをよく理解しておくべきです。だれ

もが完全なクリシュナ意識で、主への献愛奉仕をしなくてはなりません。そのことがこの節で

勧められています。 

 私たちは、フリシーケーシャ・感覚の主のおかげで職務が遂行できる、と考えなくてはなり

ません。そして実行しているその活動の結果をとおして、最高人格主神、シュリー・クリシュ

ナを崇拝すればいいのです。このように、そしていつも完全なクリシュナ意識をとおして考え

ていれば、主の恩寵ですべてを完全に認識する境地に入ります。それが人生の完成です。主は

『バガヴァッド・ギーター』（第12章・第７節）で、teñäm ahaà samuddhartä （テーシャーン

ム アハンム サムッダハルター）と言います。至高主はその献愛者を解放に導いてくれます。それが

人生の最高完成です。どのような職務を持っていても、至高主に仕えていれば最高の完成を達

成することができるのです。 
 
第47節         é[eYaaNSvDaMaaeR  ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( ) 

Sv>aaviNaYaTa& k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 47 )) 
 

çreyän sva-dharmo viguëaù 

para-dharmät sv-anuñöhität 

svabhäva-niyataà karma 

kurvan näpnoti kilbiñam 
 

 çreyän— よ り 良 い ; sva-dharmaù— 自 分 の 職 務 ; viguëaù— 不 完 全 に 実 行 さ れ て ; 

para-dharmät—他人の職務より; su-anuñöhität—完璧に為されて; svabhäva-niyatam—自分

の気質に応じて定められた ; karma—活動 ; kurvan—実行している ; na—決して〜ない ; 

äpnoti—到達する; kilbiñam—罪の反動。 
 

訳訳訳訳     他人の職務を完璧に実行するよりも、たとえ不完全であっても自分の職務をまっとう他人の職務を完璧に実行するよりも、たとえ不完全であっても自分の職務をまっとう他人の職務を完璧に実行するよりも、たとえ不完全であっても自分の職務をまっとう他人の職務を完璧に実行するよりも、たとえ不完全であっても自分の職務をまっとう

したほうがしたほうがしたほうがしたほうが優れている。自分の気質に応じて定められた義務には、決して罪の反動が生じな優れている。自分の気質に応じて定められた義務には、決して罪の反動が生じな優れている。自分の気質に応じて定められた義務には、決して罪の反動が生じな優れている。自分の気質に応じて定められた義務には、決して罪の反動が生じな

い。い。い。い。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     定められた義務について『バガヴァッド・ギーター』が述べています。これまで

の節ですでに説明されたように、ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの義
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務は、それぞれの自然の様式にもとづいて定められています。他人の義務をまねるべきではあ

りません。シュードラの活動に惹かれているのに、ブラーフマナの家庭に生まれてもブラーフ

マナである、というまちがった主張をすべきではありません。自分がそなえた気性にもとづい

て働くべきです。どのような活動でも至高主への奉仕のためになされたのであれば、忌まわし

いものではなくなります。ブラーフマナの義務はたしかに徳の様式にありますが、徳の様式の

気性をそなえていない人はブラーフマナの職務を模倣すべきではありません。クシャトリヤ、

あるいは管理階級者は、ときには非道なことをしなくてはなりません。敵を殺すために暴力を

ふるいますし、外交の駆け引きとして嘘をつかなくてはならないこともあります。暴力や利害

調整は政治の世界にはつきものですが、クシャトリヤは自分の職務を放棄してブラーフマナの

義務を遂行すべきではありません。 

 私たちは至高主の満足のために活動すべきです。アルジュナはクシャトリヤでしたが、敵と

の戦いをためらっていました。しかし、その戦いがクリシュナ・最高人格主神のためになされ

るのであれば、堕落することを恐れる必要はありません。ビジネスの世界でも、実業家は利益

を得るために嘘をつくことがあります。そうしなければ利益が入らないからです。「お客様、

このお取引で弊社は利益を得るつもりはありません」と言ったりしますが、利益がなければ商

売はなりたたないこともよく承知しておくべきです。ですから、もうかっていません、という

営業マンは、見えすいた嘘をついていると考えればいいのです。しかしヴァイシャの人が、「嘘

をつく仕事をするのがいやだから、仕事をやめてブラーフマナの職務を始めたい」と考えるべ

きではなく、勧められてもいません。クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラなど、職務の内

容は問題ではありません。奉仕や活動をとおして最高人格主神に仕えればいいのです。さまざ

まな儀式を執行するブラーフマナでさえ、ときには供儀で動物を殺さなくてはならないときが

あります。同じように、敵を殺すという職務を遂行するクシャトリヤは、その行為のために罪

をこうむることはありません。第３章では、この主題が明確に、そして詳細に述べられました。

だれであっても、ヤギャ、すなわちヴィシュヌ・最高人格主神のために働かなくてはなりませ

ん。感覚満足のためにしたことはかならず束縛の原因になります。結論として、自分とかかわ

っている三様式に応じた職務をまっとうしなくてはならない、そして至高主という最高の原因

のために働く決心をすべきである、と言えます。 

 
第48節         SahJa& k-MaR k-aENTaeYa SadaezMaiPa Na TYaJaeTa( ) 

SavaRrM>aa  ih  daeze<a  DaUMaeNaaiGanirvav*Taa" )) 48 )) 
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saha-jaà karma kaunteya 

sa-doñam api na tyajet 

sarvärambhä hi doñeëa 

dhümenägnir ivävåtäù 
 

 saha-jam—同時に生まれて; karma—活動; kaunteya—クンティーの子よ; sa-doñam—欠点

と共に; api—〜ではあるが; na—決して〜ない; tyajet—放棄すべきである; sarva-ärambhäù—

すべての冒険的企て; hi—確かに; doñeëa—欠点と共に; dhümena—煙りと共に; agniù—火; 

iva—〜のように; ävåtäù—包まれて。 
 

訳訳訳訳     どのような努力にも欠点がつきまとう。火が煙どのような努力にも欠点がつきまとう。火が煙どのような努力にも欠点がつきまとう。火が煙どのような努力にも欠点がつきまとう。火が煙に覆われているように覆われているように覆われているように覆われているようなものであるなものであるなものであるなものである。ゆ。ゆ。ゆ。ゆ

えに、自分の気性から生じた活動を放棄してはならない。クンティーの子よ。たとえその活えに、自分の気性から生じた活動を放棄してはならない。クンティーの子よ。たとえその活えに、自分の気性から生じた活動を放棄してはならない。クンティーの子よ。たとえその活えに、自分の気性から生じた活動を放棄してはならない。クンティーの子よ。たとえその活

動が欠点だらけだとしても。動が欠点だらけだとしても。動が欠点だらけだとしても。動が欠点だらけだとしても。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     条件づけられた生活では、どのような活動も物質自然界の様式によってけがれて

います。ブラーフマナであっても、動物の殺害が必要な場合にはそれを執行しなくてはなりま

せん。クシャトリヤであれば、敬虔な気性をそなえていても、敵と戦わなくてはなりません。

避けることはできないのです。同じように、実業家なら、信心深い気質をそなえていても、仕

事を続けるために利益を隠したり、違法な市場で仕事をせざるをえなかったりします。どうし

ても必要なことであり、避けることはできません。また、非道な主人に仕えているシュードラ

でも、主人の命令なら、すべきではないことでもしなくてはなりません。このような苦境にあ

っても、自分に定められた義務は実行すべきです。自分の気性から生じたものだからです。 

 この節ではひじょうにふさわしい例が挙げられています。火は純粋な物質要素ですが、煙も

発生させます。それでも、その煙が火を不純にすることはありません。火は煙を含んでいます

が、火はあらゆる物質要素のなかでもっとも純粋とされています。クシャトリヤの仕事を捨て

てブラーフマナの職務を遂行するとしても、ブラーフマナの職務に不愉快な仕事がないとはか

ぎりません。この世界にいるかぎりどうしても物質界のけがれに巻きこまれるのです。火と煙

という例はこの関係を的確に説明しています。冬、ストーブで薪を燃やすと、煙が目に入った

りやけどをしたりしますが、そのような不快なことがあっても火を使わなくてはなりません。

同じように、不快なことに直面しても、気性に応じた職務を放棄すべきではありません。むし

ろ、クリシュナ意識で自分の職務を遂行しながら至高主に仕える決意を固めるべきです。それ

が完璧な人間になるための要点です。ある職務を至高主の満足のためにすれば、その活動にと

もなう欠陥はすべて浄化されます。活動の結果が浄化されれば、そして献愛奉仕と関係づけら
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れれば、内なる自己を完璧に見られるようになり、またそれが自己の悟りでもあります。 
 
第49節          ASa¢-buiÖ"  SavR}a iJaTaaTMaa ivGaTaSPa*h" ) 

NaEZk-MYaRiSaiÖ& ParMaa& SaNNYaaSaeNaaiDaGaC^iTa )) 49 )) 
 

asakta-buddhiù sarvatra 

jitätmä vigata-spåhaù 

naiñkarmya-siddhià paramäà 

sannyäsenädhigacchati 
 

 asakta-buddhiù—無執着の知性を持っている; sarvatra—どこにでも; jita-ätmä—心を抑制

している; vigata-spåhaù—物質的な望みがなく; naiñkarmya-siddhim—無反動という完成; 

paramäm—最高の; sannyäsena—放棄階級の生活によって; adhigacchati—達成する。 
 

訳訳訳訳     自己を抑制し、無執着で、物質的な楽しみをすべて捨てられ自己を抑制し、無執着で、物質的な楽しみをすべて捨てられ自己を抑制し、無執着で、物質的な楽しみをすべて捨てられ自己を抑制し、無執着で、物質的な楽しみをすべて捨てられる者は、放棄の修練による者は、放棄の修練による者は、放棄の修練による者は、放棄の修練によ

って、反動からの解放という最高完成の境地に到達する。って、反動からの解放という最高完成の境地に到達する。って、反動からの解放という最高完成の境地に到達する。って、反動からの解放という最高完成の境地に到達する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     真の放棄とは、自分は至高主の部分体であり、だから活動の結果を楽しむ権利は

ない、といつも考えることにあります。至高主の部分体なら、活動の結果は至高主が楽しむべ

きもののはずです。これがほんとうのクリシュナ意識です。クリシュナ意識で活動している人

物が真のサンニャーシー、すなわち放棄階級にある人物であり、そう考えている人がほんとう

の満足感を味わいます。至高者のために活動しているからです。その結果、物質的なものには

いっさい執着しなくなります。主に奉仕をして得られる神聖な幸福以外に喜びを感じなくなる

のです。サンニャーシーは過去の活動の反動から解放されていると言われていますが、クリシ

ュナ意識になりさえすれば放棄階級者にならなくても、その完成境地におのずと到達します。

この心理状態をyogärüòha（ヨーガールーダハ）「ヨーガの完成境地」といいます。第３章でyas tv 

ätma-ratir eva syät（ヤス トゥヴ アートゥマ・ラティル エーヴァ シャーットゥ）と確証されたように、

自己の内で満足している人はどのような活動の反動にも恐れを感じることはありません。 
 
第50節         iSaiÖ& Pa[aáae YaQaa b]ø TaQaaPanaeiTa iNabaeDa Mae ) 

SaMaaSaeNaEv  k-aENTaeYa  iNaïa jaNaSYa Yaa Para )) 50 )) 
 

siddhià präpto yathä brahma 

tathäpnoti nibodha me 
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samäsenaiva kaunteya 

niñöhä jïänasya yä parä 
 

 siddhim—完成; präptaù—到達している; yathä—〜として; brahma—至高者; tathä—その

ように; äpnoti—到達する; nibodha—理解しようとする; me—私から; samäsena—即座に; 

eva—確かに; kaunteya—クンティーの子よ; niñöhä—その段階; jïänasya—知識の; yä—〜で

あるもの; parä—超越的。 
 

訳訳訳訳     クンティーの子よ。わたしがこれから説明する方法に従えば、この完成クンティーの子よ。わたしがこれから説明する方法に従えば、この完成クンティーの子よ。わたしがこれから説明する方法に従えば、この完成クンティーの子よ。わたしがこれから説明する方法に従えば、この完成境地に到達し境地に到達し境地に到達し境地に到達し

てブラフマンという最高の完成境地と知識を得ることができる。そのことをわたしから学びてブラフマンという最高の完成境地と知識を得ることができる。そのことをわたしから学びてブラフマンという最高の完成境地と知識を得ることができる。そのことをわたしから学びてブラフマンという最高の完成境地と知識を得ることができる。そのことをわたしから学び

なさい。なさい。なさい。なさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主は、定められた義務を最高人格主神のためにするだけで最高の完成境地に到達

できる、とアルジュナに説明します。至高主の満足のために活動の結果を放棄すれば、ブラフ

マンというもっとも高い段階に到達します。それが自己を悟る方法です。知識のほんとうの完

成は純粋なクリシュナ意識に到達することであり、それがこれからの節で述べられていきます。 
 
第第第第５１−５３節節節節                 buÖya ivéuÖYaa Yau¢-ae Da*TYaaTMaaNa& iNaYaMYa c ) 

XaBdadqiNvzYaa&STYa¤-a  raGaÜezaE VYaudSYa c )) 51 )) 
iviv¢-Saevq    l/gvaXaq   YaTava¡-aYaMaaNaSa" ) 
DYaaNaYaaeGaParae   iNaTYa&   vEraGYa&   SaMauPaaié[Ta" )) 52 )) 
Ahªar&  bl&/  dPa|  k-aMa&  §-aeDa&  PairGa]hMa( ) 
ivMauCYa  iNaMaRMa"  XaaNTaae  b]ø>aUYaaYa  k-LPaTae )) 53 )) 

 

buddhyä viçuddhayä yukto 

dhåtyätmänaà niyamya ca 

çabdädén viñayäàs tyaktvä 

räga-dveñau vyudasya ca 
 

vivikta-sevé laghv-äçé 

yata-väk-käya-mänasaù 

dhyäna-yoga-paro nityaà 

vairägyaà samupäçritaù 
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ahaìkäraà balaà darpaà 

kämaà krodhaà parigraham 

vimucya nirmamaù çänto 

brahma-bhüyäya kalpate 
 

 buddhyä—知性と共に; viçuddhayä—完全に浄化されて; yuktaù—従事して; dhåtyä—決意

によって; ätmänam—自己; niyamya—抑制している; ca—もまた; çabda-ädén—たとえば音の

ような; viñayän—感覚の対象; tyaktvä—放棄している; räga—執着; dveñau—そして嫌悪; 

vyudasya—捨てている; ca—もまた; vivikta-sevé—人里離れた場所に住んでいる; laghu-äçé—

少量食べている ; yata—抑制している ; väk—語り ; käya—肉体 ; mänasaù—そして心 ; 

dhyäna-yoga-paraù— 法 悦 境 に 没 頭 し て ; nityam— １ 日 24 時 間 y; vairägyam— 無 執 着 ; 

samupäçritaù—〜に身を委ねている; ahaìkäram—偽の自我; balam—偽の力; darpam—偽の

自尊心; kämam—欲情; krodham—怒り; parigraham—そして物質的物事を受けいれること; 

vimucya— 〜 か ら 解 放 さ れ て ; nirmamaù— 所 有 心 が な く ; çäntaù— 平 安 な ; 

brahma-bhüyäya—自己の悟りのために; kalpate—〜の資格がある。 
 

訳訳訳訳     知性によって浄化され、決意知性によって浄化され、決意知性によって浄化され、決意知性によって浄化され、決意とともに心を抑制し、感覚満足の対象を放棄し、執着ととともに心を抑制し、感覚満足の対象を放棄し、執着ととともに心を抑制し、感覚満足の対象を放棄し、執着ととともに心を抑制し、感覚満足の対象を放棄し、執着と

嫌悪心を嫌悪心を嫌悪心を嫌悪心を持たず持たず持たず持たず、人里離れた場所に住み、少なく食べ、肉体・心・話す力を抑制し、いつ、人里離れた場所に住み、少なく食べ、肉体・心・話す力を抑制し、いつ、人里離れた場所に住み、少なく食べ、肉体・心・話す力を抑制し、いつ、人里離れた場所に住み、少なく食べ、肉体・心・話す力を抑制し、いつもももも

法悦心味わい、無執着で、偽の自我・偽の力・偽の自尊心・欲情・法悦心味わい、無執着で、偽の自我・偽の力・偽の自尊心・欲情・法悦心味わい、無執着で、偽の自我・偽の力・偽の自尊心・欲情・法悦心味わい、無執着で、偽の自我・偽の力・偽の自尊心・欲情・怒りを持たず、物質的な怒りを持たず、物質的な怒りを持たず、物質的な怒りを持たず、物質的な

ものごとを受けいれず、偽りの所有心をものごとを受けいれず、偽りの所有心をものごとを受けいれず、偽りの所有心をものごとを受けいれず、偽りの所有心を持たず持たず持たず持たず、平安な心に満たされている、平安な心に満たされている、平安な心に満たされている、平安な心に満たされている――――――――そのようなそのようなそのようなそのような

人物は、まちがいなく自己を悟った境地に高められる。人物は、まちがいなく自己を悟った境地に高められる。人物は、まちがいなく自己を悟った境地に高められる。人物は、まちがいなく自己を悟った境地に高められる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説   知性によって浄化された人は、徳の様式に自分をとどめます。こうして心を抑

え、いつも神聖な喜びを味わうようになります。感覚の対象に心を奪われず、どのような活動

でも執着や嫌悪を感じません。そのような無執着の人は、おのずと人里離れた場所に住むこと

を好むものであり、必要以上には食べず、肉体と心の活動を抑制しようとします。体を自分だ

とは思っていませんから、偽の自我もありません。おいしい料理を食べて太って丈夫になりた

いとも考えません。肉体観念がないので自尊心もありません。主の恩寵でさずかったものだけ

で満足し、感覚が満たせないことに腹をたてることもありません。感覚の対象を得る努力もし

ません。このように偽の自我から完全に解放された人物は、物質的なことにまったく執着しな

くなり、またそれがブラフマンという自己の悟りの境地でもあります。その境地をブラフマ・

ブータ（『シュリーマド・バーガヴァタム』第４編・第30章・第20節）といいます。物質観念

の生活から解放されれば心は穏やかになり、決して乱されません。このことが『バガヴァッド・
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ギーター』（第２章・第70節）で説明されています。 
 

äpüryamäëam acala-pratiñöhaà 

samudram äpaù praviçanti yadvat 

tadvat kämä yaà praviçanti sarve 

sa çäntim äpnoti na käma-kämé 
 

 「絶えまない望みがうねりとなって心に流れてくる――満々と水をたたえ、つねに安定してい

る海に川が流れこむように。しかし、そのような流れに心乱されない者だけが平和を得るので

あり、望みを満たそうと努力する者には到達できない」 
 
第54節         b]ø>aUTa" Pa[SaàaTMaa Na XaaeciTa Na k-a¿iTa ) 

SaMa"  SaveRzu  >aUTaezu  MaÙi¢&- l/>aTae ParaMa( )) 54 )) 
 

brahma-bhütaù prasannätmä 

na çocati na käìkñati 

samaù sarveñu bhüteñu 

mad-bhaktià labhate paräm 
 

 brahma-bhütaù—絶対者と一つになっている; prasanna-ätmä—完全に喜びに浸って; na—

決して〜ない; çocati—嘆く; na—決して〜ない; käìkñati—望む; samaù—等しく対応する; 

sarveñu—誰に対しても; bhüteñu—生命体; mat-bhaktim—私への献愛奉仕; labhate—手に入

れる; paräm—超越的。 
 

訳訳訳訳     この崇高な境地にいる者はすぐに至高のブラフマンを悟り、完全な喜びに浸る。決しこの崇高な境地にいる者はすぐに至高のブラフマンを悟り、完全な喜びに浸る。決しこの崇高な境地にいる者はすぐに至高のブラフマンを悟り、完全な喜びに浸る。決しこの崇高な境地にいる者はすぐに至高のブラフマンを悟り、完全な喜びに浸る。決し

て嘆かず、なにかを得ようとする望みもて嘆かず、なにかを得ようとする望みもて嘆かず、なにかを得ようとする望みもて嘆かず、なにかを得ようとする望みも持たない持たない持たない持たない。すべての生命体に等しく接する。そのよ。すべての生命体に等しく接する。そのよ。すべての生命体に等しく接する。そのよ。すべての生命体に等しく接する。そのよ

うな境地で、わたしへの純粋な献愛奉仕を達成するのである。うな境地で、わたしへの純粋な献愛奉仕を達成するのである。うな境地で、わたしへの純粋な献愛奉仕を達成するのである。うな境地で、わたしへの純粋な献愛奉仕を達成するのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     非人格論者には、ブラフマ・ブータの境地、すなわち絶対者との一体化が最終目

標です。しかし人格論者、純粋な献愛者にとって、純粋な献愛奉仕に辿りつくために、まだ先

に進まなくてはなりません。これは、至高主に純粋な献愛奉仕をしている人物は、すでにブラ

フマ・ブータ（『シュリーマド・バーガヴァタム』第４編・第30章・第20節）「絶対者との一

体化」という解放の境地に達しているということです。至高者・絶対者と一体化していなけれ

ば、主に奉仕をすることはできません。絶対的境地では、奉仕をする側と受ける側に違いはあ
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りません。しかし、さらに高い精神的意味で考えると、やはり違いは存在しています。 

 物質観念の生活では、感覚のために働くとかならず苦しみに襲われますが、絶対的世界では、

純粋な献愛奉仕をしていれば苦しみはありません。クリシュナ意識の献愛者は、嘆いたり望ん

だりしません。神は完全な方ですから、神への奉仕・クリシュナ意識に励んでいる生命体も完

全な存在になります。いわば、よごれた水がすべて流されてきれいになった川です。純粋な献

愛者はクリシュナ以外のことは考えていないため、いつも喜びに浸っています。なにかを失っ

て嘆くことも、なにかを手にいれようと熱望することもありません。主に奉仕をして完全に満

たされているからです。物質的な楽しみを求めることもありません。生命体は至高主の断片的

部分であり、だから永遠に召し使いでありつづけることを知っているからです。物質界にいる

生命体を、高いとか低いという視点で見ることはありません。高い・低いはその場限りのこと

であり、献愛者は一時的な出現と消滅にはまったく頓着しません。石も金も同じ価値と捉える

のです。これがブラフマ・ブータ（『シュリーマド・バーガヴァタム』第４編・第30章・第20

節）の境地であり、純粋な献愛者はその境地をたやすく手にいれます。その段階に到達すれば、

至高のブラフマンと融合して自分の個別性を失うことは地獄にいるのと同じように思え、天国

の惑星に行くことは幻影に思え、また感覚は牙を失った毒蛇になります。牙のない蛇に恐れを

感じないように、自然に抑制されている感覚にはなんの恐れも感じません。けがれている人に

とって世界は苦しみの場所ですが、献愛者にとっては世界がヴァイクンタ、すなわち精神界そ

のものです。献愛者にとって、物質宇宙の最高の人物が蟻のような存在になります。その境地

は、現代人のために純粋な献愛奉仕について説いた主チャイタンニャの慈悲によって達成でき

ます。 
 
第55節         >a¢-ya MaaMai>aJaaNaaiTa YaavaNYaêaiSMa TatvTa" ) 

TaTaae  Maa&  TatvTaae jaTva ivXaTae TadNaNTarMa( )) 55 )) 
 

bhaktyä mäm abhijänäti 

yävän yaç cäsmi tattvataù 

tato mäà tattvato jïätvä 

viçate tad-anantaram 
 

 bhaktyä—純粋な献愛奉仕によって; mäm—私を; abhijänäti—知ることができる; yävän—

〜に等しく; yaù ca asmi—ありのままの私として; tattvataù—真に; tataù—その後; mäm—私

を; tattvataù—真に; jïätvä—知っている; viçate—彼は入る; tat-anantaram—その後。 
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訳訳訳訳     献愛奉仕だけによって、ありのままのわたしを最高人格主神として理解することがで献愛奉仕だけによって、ありのままのわたしを最高人格主神として理解することがで献愛奉仕だけによって、ありのままのわたしを最高人格主神として理解することがで献愛奉仕だけによって、ありのままのわたしを最高人格主神として理解することがで

きる。そのような強い愛情によってわたしを完全に意識するようになるとき、神の国に入るきる。そのような強い愛情によってわたしを完全に意識するようになるとき、神の国に入るきる。そのような強い愛情によってわたしを完全に意識するようになるとき、神の国に入るきる。そのような強い愛情によってわたしを完全に意識するようになるとき、神の国に入る

ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     最高人格主神・クリシュナやその完全分身は、推論では理解できませんし、献愛

者でなければ理解できません。最高人格主神を知りたいのであれば、純粋な献愛者に導かれて

純粋な献愛奉仕をしなくてはなりません。それができなければ、最高人格主神にまつわる真理

は永遠に秘密のベールに覆われています。『バガヴァッド・ギーター』（第７章・第25節）で

nähaà prakäçaù sarvasya （ナーハンム プラカーシャハ サルヴァッシャ）と述べられたように、主は

だれにでもその姿を表わしているわけではありません。学術的資格でも推論でも、神を理解す

ることはできません。クリシュナ意識・献愛奉仕に励んでいる人だけが、クリシュナの正体が

理解できます。大学の称号などなんの役にもたちません。 

 クリシュナの科学に精通している人は、精神的な国、クリシュナの住居に入る資格を手にい

れます。ブラフマンになる、とは自分の個性を失うことではありません。献愛奉仕があり、ま

たその献愛奉仕が存在するかぎり、神、献愛者、そして献愛奉仕の方法も存在します。そのよ

うな知識は、解放を達成したあとでも決してなくなりません。解放とは、物質生活の観念から

自由になることも含まれています。精神生活にも相違性はあります、同じ個別性も存在しつづ

けます、しかし純粋なクリシュナ意識のなかで。この節のviçate（ヴィシャテー）は「わたしの内

に入る」という意味ですが、一元論者が言う、「魂が非人格のブラフマンのなかでまったく同

質の存在になる」という意味ではありません。Viçate（ヴィシャテー）は、自分の個性を保ちつつ

至高主の住居に入り、主とふれあい、主に奉仕をするようになる、という意味です。たとえば、

緑色の鳥が緑色の木に入っていったとしても、木と一体化するためではなく、木の実を楽しむ

ためです。非人格論者は、川が海に流れこみ、海と一体化する、という例を挙げます。それは

非人格論者にとっては幸福の源かもしれませんが、人格論者は、海中の生物のように、自分の

個性を保ちます。海に深くもぐれば、無数の生物がいることがわかります。海の表面を知って

いるだけでは充分ではありません。深い海にも住む生物たちについても充分知っておく必要が

あります。 

 献愛者は、純粋な献愛奉仕をしていますから、至高主の質や冨を正しく理解することができ

ます。第11章で述べられているように、それは献愛奉仕だけをとおして理解できるものです。

同じことがこの節で確証されています。最高人格主神は献愛奉仕をとおして理解でき、そして

主の国に入っていくことができるのです。 

 物質観念から解放されるブラフマ・ブータの境地に到達したあと、主について聞くことで献
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愛奉仕が始まります。至高主について聞けば、おのずとブラフマ・ブータの境地が高まり、物

質的なけがれ――貪欲さ、感覚の楽しみへの欲望――も消えます。欲望や望みが献愛者の心か

ら消えるとき、主への奉仕にさらに強く執着するようになり、その執着によって物質的なけが

れから解放されていきます。そのような境地に入らなければ至高主は理解できません。それが

『シュリーマド・バーガヴァタム』の言葉です。解放されたあとも、バクティの方法、すなわ

ち超越的な方法はつづきます。『ヴェーダンタ・スートラ』（第４編・第１章・第12節）がそ

のことをä-präyaëät taträpi hi dåñöam （アー・プラーヤナートゥ タトゥラーピ ヒ ドゥリシュタンム）と

確証しています。これは、解放されたあとも献愛奉仕の方法はつづく、という意味です。『シ

ュリーマド・バーガヴァタム』では、ほんとうの解放について、生命体の正体あるいは本来の

立場への復帰、と定義されています。本来の立場についてはすでに説明されました。すべての

生命体は至高主の断片的部分であるという事実です。そして、仕えることが本来の立場です。

解放を達成したあともこの奉仕は終わりません。ほんとうの解放とは、まちがった生活観念か

ら解放されることをいいます。 
 
第56節           SavRk-MaaR<YaiPa Sada ku-vaR<aae MaÜyPaaé[Ya" ) 

MaTPa[SaadadvaPanaeiTa  XaaìTa&   PadMaVYaYaMa( )) 56 )) 
 

sarva-karmäëy api sadä 

kurväëo mad-vyapäçrayaù 

mat-prasädäd aväpnoti 

çäçvataà padam avyayam 
 

 sarva—すべての; karmäëi—活動; api—〜ではあるが; sadä—いつも; kurväëaù—実行して

いる; mat-vyapäçrayaù—私の保護下で; mat-prasädät—私の慈悲で; aväpnoti—到達する; 

çäçvatam—永遠; padam—住居; avyayam—不滅の。 
 

訳訳訳訳     わたしの純粋な献愛者は、わたしに守られわたしの純粋な献愛者は、わたしに守られわたしの純粋な献愛者は、わたしに守られわたしの純粋な献愛者は、わたしに守られながらながらながらながらあらゆる活動をしているが、私の恩あらゆる活動をしているが、私の恩あらゆる活動をしているが、私の恩あらゆる活動をしているが、私の恩

寵で永遠で不滅の住居に寵で永遠で不滅の住居に寵で永遠で不滅の住居に寵で永遠で不滅の住居に到達する。到達する。到達する。到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節のmad-vyapäçrayaù（マドゥ・ヴャパーシュラヤハ）は、至高主に守られて、とい

う意味です。物質的なけがれから解放されるため、純粋な献愛者は至高主やその代表者に導か

れながら活動します。純粋な献愛者に時間の制限はありません。いつでも、１日24時間、100％、

至高主に導かれて活動しています。このようにクリシュナ意識に励んでいる献愛者に、主はと
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てもとても親切です。あらゆる困難にみまわれても、やがて超越的な住居クリシュナローカに

帰っていきます。そこに入ることが保証されているのです。至高の住居は不変で、すべては永

遠で、不滅で、そして知識にあふれています。 
 
第57節           ceTaSaa SavRk-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPar" ) 

buiÖYaaeGaMauPaaié[TYa  MaiÀta"  SaTaTa&  >av )) 57 )) 
 

cetasä sarva-karmäëi 

mayi sannyasya mat-paraù 

buddhi-yogam upäçritya 

mac-cittaù satataà bhava 
 

 cetasä—知性によって; sarva-karmäëi—あらゆる種類の活動; mayi—私に; sannyasya—放

棄すること; mat-paraù—私の保護下で; buddhi-yogam—献愛の活動; upäçritya—〜に身を委

ねている; mat-cittaù—私の意識の中で; satatam—１日24時間; bhava—ただ〜になる。 
 

訳訳訳訳     あらゆる活動をしながら、ひたすらわたしに身をゆだね、わたしに守られながあらゆる活動をしながら、ひたすらわたしに身をゆだね、わたしに守られながあらゆる活動をしながら、ひたすらわたしに身をゆだね、わたしに守られながあらゆる活動をしながら、ひたすらわたしに身をゆだね、わたしに守られながらいつらいつらいつらいつ

も活動しなさい。そのような献愛奉仕をしながら、完全にわたしを意識しなさい。も活動しなさい。そのような献愛奉仕をしながら、完全にわたしを意識しなさい。も活動しなさい。そのような献愛奉仕をしながら、完全にわたしを意識しなさい。も活動しなさい。そのような献愛奉仕をしながら、完全にわたしを意識しなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナ意識で働いている人は、世界の主人のような気持ちで行動しているわ

けではありません。召使いのように、至高主の指示に完全に従っています。召使いには、個人

としての自由が与えられていません。自主性のない立場にあり、主人に言われるままに行動し

ます。至高の主人のために行動している召使いは、利益や損失に巻きこまれることはありませ

ん。ただひたすら、主の命令にもとづいて忠実に義務をはたしています。ならば、と尋ねる人

がいるかもしれません。「アルジュナはクリシュナという個人の命令を受けて行動していた、

しかし、クリシュナがいない場合は、どう行動すればいいのか？」。この本にあるクリシュナ

の指示に従って行動すれば、またクリシュナの代表者に導かれて行動すれば、同じ結果が得ら

れます。サンスクリット語のmat-paraù（マトゥ・パラハ）はこの節では重要な意味があります。そ

れは、ただクリシュナを満足させること以外に人生の目標はない、という意味です。そして、

そう活動しながらクリシュナのことだけを考えるべきです。「私はクリシュナに、この義務を

はたすよう命じられている」。そのような気持ちで行動していれば、自然にクリシュナのこと

を考えるようになります。これが完璧なクリシュナ意識です。しかし気をつけるべきことは、

気まぐれにしたことの結果を至高主にささげてはならない、という点です。そのような義務は
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クリシュナ意識の献愛奉仕とは言えません。クリシュナの命令どおりに行動すべきです。これ

はひじょうに重要な点です。クリシュナの命令は、真実の精神指導者から師弟継承をとおして

伝えられます。ですから、精神指導者の命令が生涯の義務である、と考えなくてはなりません。

正しい精神指導者をさずかった人は、そしてその命令に従って生きている人は、クリシュナ意

識の人生をかならず完成させることができます。 
 
第58節         MaiÀta"   SavRduGaaRi<a  MaTPa[SaadatairZYaiSa ) 

AQa cetvMahªaraà é[aeZYaiSa ivNax(+YaiSa )) 58 )) 
 

mac-cittaù sarva-durgäëi 

mat-prasädät tariñyasi 

atha cet tvam ahaìkärän 

na çroñyasi vinaìkñyasi 
 
 mat—私の; cittaù—意識している; sarva—すべての; durgäëi—障害; mat-prasädät—私の

慈悲によって; tariñyasi—あなたは克服するだろう; atha—しかし; cet—もし; tvam—あなた; 

ahaìkärät—偽の自我によって; na çroñyasi—聞かない; vinaìkñyasi—あなたは迷うだろう。 
 

訳訳訳訳     わたしを意識するようになわたしを意識するようになわたしを意識するようになわたしを意識するようになれば、わたしの恩寵によって、条件づけられた生活の障害れば、わたしの恩寵によって、条件づけられた生活の障害れば、わたしの恩寵によって、条件づけられた生活の障害れば、わたしの恩寵によって、条件づけられた生活の障害

をすべて克服することができる。しかしその意識ではなく、わたしの言葉を聞かずにまちがをすべて克服することができる。しかしその意識ではなく、わたしの言葉を聞かずにまちがをすべて克服することができる。しかしその意識ではなく、わたしの言葉を聞かずにまちがをすべて克服することができる。しかしその意識ではなく、わたしの言葉を聞かずにまちが

った自我をとおして行動すれば、道に迷うだろう。った自我をとおして行動すれば、道に迷うだろう。った自我をとおして行動すれば、道に迷うだろう。った自我をとおして行動すれば、道に迷うだろう。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     完全なクリシュナ意識にいる人は、日々の義務をはたすことで心配しすぎること

はありません。愚かな人間は、あらゆる不安から解放されるこの偉大なる自由が理解できませ

ん。クリシュナ意識で活動する人にとって、主クリシュナはもっとも親密な友になります。主

は友人が快適に生きられるようにいつも世話をし、主を喜ばせるために１日24時間献身的に働

くその友に自分自身を与えます。ですから、肉体観念による偽の自我に翻弄されてはなりませ

ん。自分は物質自然界の法則には縛られない、なんでも自由にできる、と考えるべきではあり

ません。クリシュナ意識で行動すれば、すぐに物質的な困惑から解放されます。そうしなけれ

ば、物質界の渦巻きのなかに、誕生と死の海に放りこまれるということを、強く肝に銘じるべ

きです。条件づけられた魂は、なにをすべきか、なにをすべきでないか、ということを理解す

ることはできませんが、クリシュナ意識で行動している人は自由に行動しています。その献愛

者の心の内からクリシュナが導いているであり、またその行動は精神指導者によって確証され

ているからです。 
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第59節         YadhªarMaaié[TYa  Na  YaaeTSYa  wiTa MaNYaSae ) 
iMaQYaEz VYavSaaYaSTae Pa[k*-iTaSTva& iNaYaae+YaiTa )) 59 )) 

 

yad ahaìkäram äçritya 

na yotsya iti manyase 

mithyaiña vyavasäyas te 

prakåtis tväà niyokñyati 
 

 yat—もし; ahaìkäram—偽の自我の; äçritya—身を委ねている; na yotsye—私は戦わない; 

iti—このように ; manyase—あなたは考える ; mithyä eñaù—これは完全に間違っている; 

vyavasäyaù—決意; te—あなたの; prakåtiù—物質自然界; tväm—あなた; niyokñyati—従事す

るだろう。 
 

訳訳訳訳     わたしの命令どおりに行動わたしの命令どおりに行動わたしの命令どおりに行動わたしの命令どおりに行動せせせせず、戦わなければ、あなたはまちがって導かれるだろう。ず、戦わなければ、あなたはまちがって導かれるだろう。ず、戦わなければ、あなたはまちがって導かれるだろう。ず、戦わなければ、あなたはまちがって導かれるだろう。

あなたのあなたのあなたのあなたの気質気質気質気質からして、この戦いに加わらなくてはならないのだ。からして、この戦いに加わらなくてはならないのだ。からして、この戦いに加わらなくてはならないのだ。からして、この戦いに加わらなくてはならないのだ。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナは軍人であり、クシャトリヤの気質をそなえて生まれました。ですか

ら、戦うことがその自然な義務だったのです。しかし偽の自我ゆえに、師、祖父、友人を殺せ

ば罪の反動に巻きこまれるのではないか、と恐れました。それは、自分が活動の主人であると

考えていたからであり、その活動の良い・悪い結果を自分が操っていたように考えていました。

目のまえに最高人格主神がいたことを、そして戦うよう指示していたことを忘れていたのです。

それが条件づけられた魂の忘却です。最高人格者はなにが良いことか悪いことかをしめし、私

たちは、人生の完成を得るためにただクリシュナ意識で活動すればいいのです。至高主ほどに、

私たちの運命を確かめられる方はいません。ですから最善の選択は、至高主の命令を受けいれ

て行動することにあります。最高人格主神の、そして神の代表者である精神指導者の命令を無

視してはなりません。最高人格主神の命令をためらうことなく実践すれば、どのような状況に

置かれても私たちは守られます。 

 
第60節         Sv>aavJaeNa  k-aENTaeYa  iNabÖ"  SveNa k-MaR<aa ) 

k-Tau| NaeC^iSa YaNMaaehaTk-irZYaSYavXaae_iPa TaTa( )) 60 )) 
 

svabhäva-jena kaunteya 

nibaddhaù svena karmaëä 
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kartuà necchasi yan mohät 

kariñyasy avaço 'pi tat 
 

 svabhäva-jena—自分自身の気性から生まれた; kaunteya—クンティーの子よ; nibaddhaù—

条件づけられた; svena—あなた自身によって; karmaëä—活動; kartum—すること; na—〜な

い; icchasi—あなたは好む; yat—〜であるもの; mohät—幻想によって; kariñyasi—あなたはす

るだろう; avaçaù—不本意に; api—〜でさえ; tat—それ。 
 

訳訳訳訳     クンティーの子よ。あなたはいま幻想に囚われて、わたしの命令に逆らおうとしていクンティーの子よ。あなたはいま幻想に囚われて、わたしの命令に逆らおうとしていクンティーの子よ。あなたはいま幻想に囚われて、わたしの命令に逆らおうとしていクンティーの子よ。あなたはいま幻想に囚われて、わたしの命令に逆らおうとしてい

る。しかしいずる。しかしいずる。しかしいずる。しかしいずれにしても、従わなければ自分の気質に強いられた行動をとるはずだ。れにしても、従わなければ自分の気質に強いられた行動をとるはずだ。れにしても、従わなければ自分の気質に強いられた行動をとるはずだ。れにしても、従わなければ自分の気質に強いられた行動をとるはずだ。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     至高主の命令に従って行動することを拒めば、自分が置かれている様式に強いら

れて行動するはずです。だれもが三様式という魔力に動かされて行動しています。しかし、み

ずから進んで至高主の命令に従って奉仕をする人は、誉れ高い人間になります。 
 
第61節           wRìr"  SavR>aUTaaNaa& ôÕeXae_JauRNa iTaïiTa ) 

>a]aMaYaNSavR>aUTaaiNa YaN}aaæ!aiNa MaaYaYaa )) 61 )) 
 

éçvaraù sarva-bhütänäà 

håd-deçe 'rjuna tiñöhati 

bhrämayan sarva-bhütäni 

yanträrüòhäni mäyayä 
 

 éçvaraù—至高主; sarva-bhütänäm—全生命体の; håt-deçe—心臓という場所に; arjuna—ア

ルジ ュナよ ; tiñöhati— 住 む ; bhrämayan— 移動さ せてい る ; sarva-bhütäni— 全生 命体 ; 

yantra—機械の上に; ärüòhani—置かれて; mäyayä—物質の力という魔力によって。 
 

訳訳訳訳     アルジュナよ。至高主はすべての生命体の心臓にアルジュナよ。至高主はすべての生命体の心臓にアルジュナよ。至高主はすべての生命体の心臓にアルジュナよ。至高主はすべての生命体の心臓に住んでいる住んでいる住んでいる住んでいる。そして物質の力で作ら。そして物質の力で作ら。そして物質の力で作ら。そして物質の力で作ら

れた機械に座れた機械に座れた機械に座れた機械に座り、り、り、り、さまよっているかれらを導いている。さまよっているかれらを導いている。さまよっているかれらを導いている。さまよっているかれらを導いている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナはすべてを知る至上の人間ではなかったため、狭い考えにもとづいて

戦うか戦わないかを決断をしようとしていました。主クリシュナは、個々の魂がすべてを決め

ているのではない、と言います。最高人格主神、あるいは主クリシュナ自身が、局所的な至高

の魂として生命体の心臓に座り、そして導いているのです。生命体は肉体を変えると前世でし
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たことを忘れますが、至高の魂は過去・現在・未来を知る者として、かれらがしてきたことを

すべて見ています。すべての生物が至高の魂に導かれている、ということです。生命体は自分

が得るにふさわしいものを得て、至高の魂が管理する物質の力で作られた肉体に動かされてい

ます。生命体はある肉体にいれられ、その肉体の状況という魔力に動かされて行動しなくては

なりません。高速で車を運転している人は、低速で運転している人よりも速く移動しています。

しかし運転者・生命体が動かしているという点では同じです。同じように、生命体が過去の望

みに応じて行動できるように、物質自然界は至高の魂の命令に従い、特定の肉体を特定の生命

体に与えます。生命体は自由ではないのです。自分は最高人格主神から独立している、と考え

るべきではありません。個々の魂はいつでも主に支配されています。ですから、私たちの義務

は主に身をゆだねることにあり、次の節がそのように教えています。 
 

第62節         TaMaev    Xar<a&   GaC^   SavR>aaveNa   >aarTa ) 
TaTPa[SaadaTPara& XaaiNTa& SQaaNa& Pa[aPSYaiSa XaaìTaMa( )) 62 )) 

 

tam eva çaraëaà gaccha 

sarva-bhävena bhärata 

tat-prasädät paräà çäntià 

sthänaà präpsyasi çäçvatam 
 

 tam— 主 に ; eva— 確 か に ; çaraëam gaccha— 服 従 す る ; sarva-bhävena— 全 面 的 に ; 

bhärata—バラタの末裔よ ; tat-prasädät—主の恩寵で ; paräm—超越的 ; çäntim—平和 ; 

sthänam—住居; präpsyasi—あなたは手に入れるだろう; çäçvatam—永遠な。 
 

訳訳訳訳     バラタのバラタのバラタのバラタの子孫子孫子孫子孫よ。すべてを捨てて主に身をゆだねよ。主の慈悲をさずかったあなたは、よ。すべてを捨てて主に身をゆだねよ。主の慈悲をさずかったあなたは、よ。すべてを捨てて主に身をゆだねよ。主の慈悲をさずかったあなたは、よ。すべてを捨てて主に身をゆだねよ。主の慈悲をさずかったあなたは、

超越的な平和を、そして永遠なる至上の住居を手にいれるだろう。超越的な平和を、そして永遠なる至上の住居を手にいれるだろう。超越的な平和を、そして永遠なる至上の住居を手にいれるだろう。超越的な平和を、そして永遠なる至上の住居を手にいれるだろう。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節が説くように、生命体は全生命体のなかにいる最高人格主神に身をゆだね

なくてはなりません。生命体はそうすることでこの世界のあらゆる苦しみから救われます。服

従によって苦しみから解放されるだけではなく、やがて至高の神に到達することができるので

す。超越的な世界はヴェーダ経典（『リグ・ヴェーダ』第１編・第22章・第20節）でviñëoù 

paramaà padam （ヴィュノーホ パラマンム パダンム）と説明されています。創造界はすべて神の国

ですから、物質といわれるものはすべて精神なのですが、paramaà padam（パラマンム パダンム） 

はとくに精神界・ヴァイクンタと呼ばれる永遠な住居を指しています。 



47 

 

 第15章では、sarvasya cähaà hådi sanniviñöaù （サルヴァッシャ チャーハンム フリディ サンニヴィ

シュタハ）と述べられています。主はすべての心臓の内に座っているので、その至高の魂に身を

ゆだねるという助言は、最高人格主神・クリシュナに身をゆだねることを意味しています。ク

リシュナはすでに、アルジュナによって至高者として受けいれられ、第10章では paraà 

brahma paraà dhäma（パランム ブラフマ パランム ダハーマ）と呼ばれています。アルジュナはク

リシュナを最高人格主神として、全生命体にとって至高の住居として受けいれましたが、それ

は自分の体験からだけではなく、ナーラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサという偉大な権威

者に従った結論でした。 
 
第63節          wiTa Tae jaNaMaa:YaaTa& Gauùad(GauùTar& MaYaa ) 

ivMa*XYaETadXaeze<a  YaQaeC^iSa  TaQaa  ku-å )) 63 )) 
 

iti te jïänam äkhyätaà 

guhyäd guhyataraà mayä 

vimåçyaitad açeñeëa 

yathecchasi tathä kuru 
 

 iti—このように; te—あなたに; jïänam—知識; äkhyätam—説明した; guhyät—より秘奥な; 

guhya-taram—さらにより秘奥な; mayä—私によって; vimåçya—熟考している; etat—このこ

とを; açeñeëa—充分に; yathä—〜として; icchasi—あなたが好む; tathä—それ; kuru—実行す

る。 
 

訳訳訳訳     さらに秘奥な知識について説明してきた。さらに秘奥な知識について説明してきた。さらに秘奥な知識について説明してきた。さらに秘奥な知識について説明してきた。よく考えたうえでよく考えたうえでよく考えたうえでよく考えたうえで、、、、望むことをしなさい。望むことをしなさい。望むことをしなさい。望むことをしなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はブラフマ・ブータ（『シュリーマド・バーガヴァタム』第４編・第30章・第

20節）の知識についてすでにアルジュナに説明しています。ブラフマ・ブータの境地にいる人

は、喜びにあふれています。決して嘆かず、なにかを求めようともしません。それは秘奥な知

識から生じるものです。クリシュナは至高の魂に関する知識も説いています。これもブラフマ

ンに関する知識ですが、こちらはさらに優れています。 

 この節のyathecchasi tathä kuru（ヤテヘーッチャシ タタハー クル）「あなたの望むとおりに行動

してもいい」という言葉は、神は生命体が持っているささやかな自主性をじゃましないことを

しめしています。主は『バガヴァッド・ギーター』をとおして、私たちが精神的に高められる

あらゆる教えを説いてきました。アルジュナにしめされた最善策は、心の内にいる至高の魂に
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身をゆだねることでした。正しく判断し、至高の魂の命令に従って行動することに同意しなく

てはなりません。その判断が、クリシュナ意識という人間生活の最高完成を達成することを助

けてくれます。アルジュナは最高人格主神から、戦え、と命じられました。最高人格主神に身

をゆだねることは、生命体にもっともふさわしい恩恵なのです。至高者のための恩恵ではあり

ません。身をゆだねるまえに知性を駆使し、この主題について熟考しなくてはなりません。そ

れが最高人格主神の教えを受けいれる最善策です。またその教えは、精神指導者というクリシ

ュナの正しい代表者からさずけられるものです。 

 
第64節         SavRGauùTaMa&   >aUYa"   é*<au  Mae  ParMa&  vc" ) 

wíae_iSa Mae d*!iMaiTa TaTaae v+YaaiMa Tae ihTaMa( )) 64 )) 
 

sarva-guhyatamaà bhüyaù 

çåëu me paramaà vacaù 

iñöo 'si me dåòham iti 

tato vakñyämi te hitam 
 
 sarva-guhya-tamam—あらゆる知識の中でもっとも秘奥なもの; bhüyaù—再び; çåëu—ひた

すら聞く; me—私から; paramam—至高者; vacaù—教え; iñöaù asi—あなたは愛しい; me—私

に; dåòham—非常に; iti—このように; tataù—ゆえに; vakñyämi—私は語っている; te—あなた

のために; hitam—恩恵。 
 

訳訳訳訳        あなたはわたしにとって愛しい友だから、すべての知識のなかでもっとも高い、そしあなたはわたしにとって愛しい友だから、すべての知識のなかでもっとも高い、そしあなたはわたしにとって愛しい友だから、すべての知識のなかでもっとも高い、そしあなたはわたしにとって愛しい友だから、すべての知識のなかでもっとも高い、そし

てもっとも秘奥な知識を語っている。わたしから聞きなさい、それがあなたにとってなによてもっとも秘奥な知識を語っている。わたしから聞きなさい、それがあなたにとってなによてもっとも秘奥な知識を語っている。わたしから聞きなさい、それがあなたにとってなによてもっとも秘奥な知識を語っている。わたしから聞きなさい、それがあなたにとってなによ

りの恩恵なのだから。りの恩恵なのだから。りの恩恵なのだから。りの恩恵なのだから。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はアルジュナに、秘奥な知識（ブラフマンの知識）について話し、さらに秘奥

な知識（全生命体の心の内にいる至高の魂の知識）について話し、そしていま、もっとも秘奥

な知識を説いています。最高人格主神にひたすら身をゆだねる、という知識です。第９章の終

わりに、主はman-manäù（マン・マナーハ）「いつもわたしのことを考えよ」と言いました。同じ

教えがこの節でくり返され、『バガヴァッド・ギーター』の真髄が強調されています。この真

髄は一般の人には理解できませんが、ほんとうにクリシュナにとって愛しい人物、すなわちク

リシュナの純粋な献愛者だけが理解できます。これは、すべてのヴェーダ経典のなかでもっと

も重要な教えです。クリシュナがこの関係で説いているのはもっとも重要な知識であり、アル

ジュナだけではなく、すべての生命体が実行しなくてはならないものです。 
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第65節         MaNMaNaa  >av  MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å ) 
MaaMaevEZYaiSa SaTYa& Tae Pa[iTaJaaNae iPa[Yaae_iSa Mae )) 65 )) 

 

man-manä bhava mad-bhakto 

mad-yäjé mäà namaskuru 

mäm evaiñyasi satyaà te 

pratijäne priyo 'si me 
 
 mat-manäù—私のことを考えている ; bhava—〜になる ; mat-bhaktaù—私の献愛者 ; 

mat-yäjé—私の崇拝者; mäm—私に; namaskuru—あなたの敬意を捧げる; mäm—私に; eva—

確かに; eñyasi—あなたは来るだろう; satyam—真に; te—あなたに; pratijäne—私は約束する; 

priyaù—愛しい; asi—あなたは〜である; me—私にとって。 
 
訳訳訳訳     いつもわたしのことを考いつもわたしのことを考いつもわたしのことを考いつもわたしのことを考え、わたしの献愛者になり、わたしを崇拝し、わたしに敬意え、わたしの献愛者になり、わたしを崇拝し、わたしに敬意え、わたしの献愛者になり、わたしを崇拝し、わたしに敬意え、わたしの献愛者になり、わたしを崇拝し、わたしに敬意

をささげをささげをささげをささげなさいなさいなさいなさい。そうすれば、まちがいなくわたしのもとに来る。あなたはわたしのとても。そうすれば、まちがいなくわたしのもとに来る。あなたはわたしのとても。そうすれば、まちがいなくわたしのもとに来る。あなたはわたしのとても。そうすれば、まちがいなくわたしのもとに来る。あなたはわたしのとても

愛しい友だから、このことを約束する。愛しい友だから、このことを約束する。愛しい友だから、このことを約束する。愛しい友だから、このことを約束する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     もっとも秘奥な知識は、主クリシュナの純粋な献愛者になること、そしていつも

主のことを思い、主のために行動することです。瞑想で生計をたてる人間になってはいけませ

ん。いつもクリシュナのことを考えられるように、生活を設計すべきです。日々の活動がクリ

シュナとかかわるように行動し、24時間クリシュナのことしか考えられないように、生活を組

み立てるのです。主クリシュナは約束しています、そのような純粋なクリシュナ意識にいる人

はだれでも、かならず主の住居にもどって主と顔を合わせることができる、と。クリシュナの

愛しい友だったアルジュナだからこそ、このもっとも秘奥な知識をさずかったのです。アルジ

ュナの足跡に従う人はだれでも、クリシュナの愛しい友になることができ、そしてアルジュナ

が得た同じ完成境地を手にいれることができます。 

 この節の言葉は、心をクリシュナに集中させることを強調しています――２本の手に横笛を

持ち、美しい顔で、髪に孔雀の羽をつけた⻘い肌の少年です。この説明は『ブラフマ・サムヒ

ター』やほかの経典で述べられています。私たちは、この主神の根源の姿・クリシュナに心を

定めなくてはなりません。そして、主のほかの姿に注意を逸らしてはなりません。主は、ヴィ

シュヌ、ナーラーヤナ、ラーマ、ヴァラーハなど、無数の姿を持っていますが、献愛者は、ア

ルジュナにしめされたこの姿を心で集中させなくてはなりません。心をクリシュナの姿に集中

させることがもっとも秘奥な知識であり、アルジュナがクリシュナのもっとも愛しい友だった

からこそ、その姿がアルジュナにしめされたのです。 
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第66節         SavRDaMaaRNPairTYaJYa   MaaMaek&-   Xar<a&   v]Ja ) 
Ah& Tva& SavRPaaPae>Yaae Maae+aiYaZYaaiMa Maa éuc" )) 66 )) 

 

sarva-dharmän parityajya 

mäm ekaà çaraëaà vraja 

ahaà tväà sarva-päpebhyo 

mokñayiñyämi mä çucaù 
 
 sarva-dharmän—多種多様な宗教; parityajya—捨てること; mäm—私に; ekam—〜だけ; 

çaraëam—服従して; vraja—行く; aham—私; tväm—あなた; sarva—すべて; päpebhyaù—罪

の反動から; mokñayiñyämi—救うだろう; mä—〜しない; çucaù—心配する。 
 

訳訳訳訳     すべての宗教を捨て、ひたすらすべての宗教を捨て、ひたすらすべての宗教を捨て、ひたすらすべての宗教を捨て、ひたすらわたしに身をゆだねよ。そうすればわたしが、罪なおわたしに身をゆだねよ。そうすればわたしが、罪なおわたしに身をゆだねよ。そうすればわたしが、罪なおわたしに身をゆだねよ。そうすればわたしが、罪なお

こないすべての反動からあなたを救う。恐れてはならない。こないすべての反動からあなたを救う。恐れてはならない。こないすべての反動からあなたを救う。恐れてはならない。こないすべての反動からあなたを救う。恐れてはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はさまざまな知識や宗教の道を説きました――至高のブラフマンの知識、至高

の魂の知識、社会生活におけるさまざまな階級や地位、無執着の知識、感覚と心の抑制、瞑想

など。また数多くの宗教形式についても説明しています。そしていま、『バガヴァッド・ギー

ター』を要約しつつ、アルジュナに向かって、これまで説明してきた方法をすべて捨てるよう

語りかけています。ただひたすらクリシュナに身をゆだねるように、と。そう服従することで

アルジュナはあらゆる罪の反動から救われる、そして主みずからかれを守ると約束しているか

らです。 

 第７章では、罪の反動から解放された者だけが主クリシュナの崇拝を始めることができる、

と言われています。この教えを聞いて、罪の反動から解放されていなければ服従できないので

は、と考える人がいるかもしれません。その疑いに対して、この節では、すべての罪の反動か

ら解放されていなくても、ただシュリー・クリシュナに身をゆだねさえすれば自然に解放され

る、と言われています。罪の反動から解放されるために激しい努力をする必要はありません。

すべての生命体の最高の救済者であるクリシュナをためらわずに受けいれればいいのです。信

念と愛情とともに、主に身をゆだねるべきです。 

 クリシュナに身をゆだねるその方法が『ハリ・バクティ・ヴィラーサ』（第11章・第676節）

で述べられています。 
 

änukülyasya saìkalpaù 

prätikülyasya varjanam 
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rakñiñyatéti viçväso 

goptåtve varaëaà tathä 

ätma-nikñepa-kärpaëye 

ñaò-vidhä çaraëägatiù 
 

 献愛奉仕の方法に従い、最終的に主への献愛奉仕に導いてくれる宗教原則に従わなくてはな

りません。社会階級での自分の立場に応じて定められた義務をはたしても、クリシュナ意識の

段階に来なければ、無駄な活動になってしまいます。クリシュナ意識という完璧な境地に導い

てくれないものは避けるべきです。クリシュナはどんな状況や困難にあっても守ってくれる、

という確信を持たなくてはなりません。体や魂をどうやって維持するのか、と思い悩む必要は

ありません。クリシュナが配慮してくれます。自分を無力と思い、精神生活を高めてくれるの

はクリシュナだけであると考えるべきです。完璧なクリシュナ意識で主に献愛奉仕を真剣にす

れば、すぐに物質自然界のけがれから解放されます。さまざまな宗教、知識を高めることによ

る浄化手段、神秘的ヨーガ法の瞑想などがありますが、クリシュナに身をゆだねる人は、その

ような方法を実践する必要はありません。クリシュナに身をゆだねるというかんたんな方法が、

時間の無駄を節約してくれます。こうして、即座に精神生活に高められ、罪な反動すべてから

解放されます。 

 私たちはクリシュナの美しい姿に心を没頭させなくてはなりません。その名前はクリシュナ

――主はすべてをとりこにする方だからです。その美しい、あらゆる力を秘めた、全能のクリ

シュナに魅了された人は幸運です。さまざまな種類の超越主義者がいます――ある人は非人格

のブラフマンの様相に、また至高の魂の姿などに魅了されています。しかし、最高人格主神の

その姿に惹かれた人、とくに最高人格主神クリシュナその方に魅了された人は、もっとも完璧

な超越主義者です。言いかえれば、完全な意識によるクリシュナへの献愛奉仕はもっとも秘奥

な知識であり、それが『バガヴァッド・ギーター』全体の真髄である、ということです。カル

マ・ヨーギー、経験主義哲学者、神秘家、献愛者はすべて超越主義者ではありますが、純粋な

献愛者がそのなかでもっとも優れた神秘家です。この節ではmä çucaù（マー シュチャハ）という

特別の言葉が使われています。それは「恐れるな、ためらうことはない、心配してはいけない」

という意味で、ひじょうに重要な意味がこめられています。どのようにすべての宗教を捨て、

そしてクリシュナだけに身をゆだねられるのか、という心配はなんの意味もありません。 
 
第67節          wd&   Tae  NaaTaPaSk-aYa  Naa>a¢-aYa  k-dacNa ) 

Na caéué[Uzve vaCYa& Na c Maa& Yaae_>YaSaUYaiTa )) 67 )) 
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idaà te nätapaskäya 

näbhaktäya kadäcana 

na cäçuçrüñave väcyaà 

na ca mäà yo 'bhyasüyati 
 

 idam—これ; te—あなたによって; na—決して〜ない; atapaskäya—節制のできない者に; 

na—決して〜ない; abhaktäya—献愛者ではない者に; kadäcana—いつでも; na—決して〜な

い; ca—もまた; açuçrüñave—献愛奉仕に従事していない者に; väcyam—語られる; na—決し

て〜ない; ca—もまた; mäm—私に向かって; yaù—〜である者は誰でも; abhyasüyati—嫉妬深

い。 
 

訳訳訳訳     この秘奥な知識は、みずからをこの秘奥な知識は、みずからをこの秘奥な知識は、みずからをこの秘奥な知識は、みずからを抑える抑える抑える抑えることができない者、信念も熱意もない者、献愛ことができない者、信念も熱意もない者、献愛ことができない者、信念も熱意もない者、献愛ことができない者、信念も熱意もない者、献愛

奉仕をしていない者、またわたしに嫉妬している者には決して説明してはならない。奉仕をしていない者、またわたしに嫉妬している者には決して説明してはならない。奉仕をしていない者、またわたしに嫉妬している者には決して説明してはならない。奉仕をしていない者、またわたしに嫉妬している者には決して説明してはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        宗教原則に定められた節制をしない人、クリシュナ意識で献愛奉仕をしようとし

ない人、純粋な献愛者に仕えようとしない人、とくにクリシュナを歴史上の人物として捉える

人、またクリシュナの偉大さに嫉妬している人たちには、このもっとも秘奥な知識を話すべき

ではありません。クリシュナに嫉妬している邪悪な人間は別の方法でクリシュナを崇拝するこ

とがあり、かれらは『バガヴァッド・ギーター』を商売道具として説明するのですが、クリシ

ュナをほんとうに理解したいのであれば、そのような『バガヴァッド・ギーター』の解説は避

けなくてはなりません。『バガヴァッド・ギーター』の真の目的は、感覚に縛られている人た

ちにはわかりません。また感覚的な人間ではなくても、ヴェーダ経典の原則に厳格に従ってい

る人たちでも、献愛者でなければクリシュナは理解できません。そして、見かけはクリシュナ

の献愛者でも、クリシュナ意識で行動していなければ、やはりクリシュナを理解することはで

きません。クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』を説明し、自分が至高者であり、だれも

自分を凌ぐことができず、自分に等しい者はいない、と明言しているため、そんなクリシュナ

に嫉妬する者たちがいます。信念のない者が『バガヴァッド・ギーター』とクリシュナを理解

できる可能性はありません。純粋な献愛者という権威者から学んでクリシュナを理解していな

ければ、『バガヴァッド・ギーター』を解説すべきではありません。 
 
第68節          Ya  wd&  ParMa&  Gauù& MaÙ¢e-Zvi>aDaaSYaiTa ) 

>ai¢&- MaiYa Para& k*-Tva MaaMaevEZYaTYaSa&XaYa" )) 68 )) 
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ya idaà paramaà guhyaà 

mad-bhakteñv abhidhäsyati 

bhaktià mayi paräà kåtvä 

mäm evaiñyaty asaàçayaù 
 

 yaù—〜である者はだれでも; idam—この; paramam—もっとも; guhyam—奥深い秘密; 

mat—私の; bhakteñu—献愛者の間で; abhidhäsyati—説明する; bhaktim—献愛奉仕; mayi—

私 に ; paräm— 超 越 的 ; kåtvä— し て い る ; mäm— 私 に ; eva— 確 か に ; eñyati— 来 る ; 

asaàçayaù—疑いなく。 
 

訳訳訳訳     この至高の秘密を献愛者に説明する者には純粋な献愛奉仕が保証され、最終的にわたこの至高の秘密を献愛者に説明する者には純粋な献愛奉仕が保証され、最終的にわたこの至高の秘密を献愛者に説明する者には純粋な献愛奉仕が保証され、最終的にわたこの至高の秘密を献愛者に説明する者には純粋な献愛奉仕が保証され、最終的にわた

しのもとに帰ってくる。しのもとに帰ってくる。しのもとに帰ってくる。しのもとに帰ってくる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     『バガヴァッド・ギーター』は献愛者のあいだだけで話し合われるものです。献

愛者でない人にはクリシュナも『バガヴァッド・ギーター』も理解できないからです。クリシ

ュナをありのままに、そして『バガヴァッド・ギーター』をありのままに受けいれない人は、

『バガヴァッド・ギーター』を気まぐれに説明して、この本を冒涜してはいけません。『バガ

ヴァッド・ギーター』は、クリシュナを最高人格主神として受けいれる心の準備ができている

人にだけ説明するものです。献愛者だけが学ぶ主題であり、哲学的推論を好む者のためにある

本ではありません。しかし『バガヴァッド・ギーター』をありのままに説明しようとする人は、

献愛奉仕の質を高めることでき、そして純粋な献愛奉仕の生活をすることができます。そのよ

うな純粋な献愛奉仕の結果、かならずふるさとへ、神のもとへ帰っていきます。 

 
第69節          Na  c TaSMaaNMaNauZYaezu k-iêNMae iPa[Yak*-taMa" ) 

>aivTaa Na c Mae TaSMaadNYa" iPa[YaTarae >auiv )) 69 )) 
 

na ca tasmän manuñyeñu 

kaçcin me priya-kåttamaù 

bhavitä na ca me tasmäd 

anyaù priyataro bhuvi 
 

 na—決して〜ない; ca—そして; tasmät—彼よりも; manuñyeñu—人類の中で; kaçcit—誰で

も; me—私に; priya-kåt-tamaù—もっと愛しい; bhavitä—〜になるだろう; na—どちらもない; 
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ca—そして; me—私に; tasmät—彼よりも; anyaù—他の; priya-taraù—より愛しい; bhuvi—

この世界で。 
 

訳訳訳訳     わたしにとって、かれよりも愛しい召使いはこの世界にいないし、またこれからも、わたしにとって、かれよりも愛しい召使いはこの世界にいないし、またこれからも、わたしにとって、かれよりも愛しい召使いはこの世界にいないし、またこれからも、わたしにとって、かれよりも愛しい召使いはこの世界にいないし、またこれからも、

かれかれかれかれよりもよりもよりもよりも愛しい者は愛しい者は愛しい者は愛しい者はどこにもどこにもどこにもどこにもいない。いない。いない。いない。 

 
第70節          ADYaeZYaTae c Ya wMa& DaMYa| Sa&vadMaavYaae" ) 

jaNaYajeNa  TaeNaahiMaí" SYaaiMaiTa Mae MaiTa" )) 70 )) 
 

adhyeñyate ca ya imaà 

dharmyaà saàvädam ävayoù 

jïäna-yajïena tenäham 

iñöaù syäm iti me matiù 
 

 adhyeñyate—研究するだろう; ca—もまた; yaù—〜である彼; imam—この; dharmyam—神

聖な; saàvädam—会話; ävayoù—私達の; jïäna—知識の; yajïena—儀式によって; tena—彼

によって; aham—私; iñöaù—崇拝して; syäm—〜になるだろう; iti—このように; me—私の; 

matiù—意見。 
 

訳訳訳訳     そしていま、わたしはここに宣言する、わたしとあなたのこの会話を研究するものは、そしていま、わたしはここに宣言する、わたしとあなたのこの会話を研究するものは、そしていま、わたしはここに宣言する、わたしとあなたのこの会話を研究するものは、そしていま、わたしはここに宣言する、わたしとあなたのこの会話を研究するものは、

知性を使ってわたしを崇拝する、ということを。知性を使ってわたしを崇拝する、ということを。知性を使ってわたしを崇拝する、ということを。知性を使ってわたしを崇拝する、ということを。 

 
第71節節節節                                    é[ÖavaNaNaSaUYaê   é*<auYaadiPa   Yaae  Nar" ) 

Saae_iPa Mau¢-" éu>aamçaek-aNPa[aPanuYaaTPau<Yak-MaR<aaMa( )) 71 )) 
 

çraddhävän anasüyaç ca 

çåëuyäd api yo naraù 

so 'pi muktaù çubhäl lokän 

präpnuyät puëya-karmaëäm 
 

 çraddhä-vän—信念の強い; anasüyaù—嫉妬深くない; ca—そして; çåëuyät—聞く; api—確

かに; yaù—〜である者; naraù—人; saù—彼; api—もまた; muktaù—解放されて; çubhän—吉

兆; lokän—惑星; präpnuyät—彼は到達する; puëya-karmaëäm—敬虔な者の。 
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訳訳訳訳     そして、信念とともに、嫉妬心をそして、信念とともに、嫉妬心をそして、信念とともに、嫉妬心をそして、信念とともに、嫉妬心を持たずに持たずに持たずに持たずに耳をかたむける者は、罪の反動から解放さ耳をかたむける者は、罪の反動から解放さ耳をかたむける者は、罪の反動から解放さ耳をかたむける者は、罪の反動から解放さ

れ、敬虔な者たちが住む吉兆な惑星に到達する。れ、敬虔な者たちが住む吉兆な惑星に到達する。れ、敬虔な者たちが住む吉兆な惑星に到達する。れ、敬虔な者たちが住む吉兆な惑星に到達する。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この章の第67節で、主に嫉妬する者たちに『バガヴァッド・ギーター』を話すこ

とははっきりと禁じられています。言いかえれば、『バガヴァッド・ギーター』は献愛者のた

めだけにある、ということです。しかし献愛者はときに公の『バガヴァッド・ギーター』の勉

強会を開くことがありますが、その参加者全員が献愛者であるとは期待できません。ではなぜ

そのような勉強会をするのでしょうか。この節で言われているのは、だれもが献愛者ではない

としても、クリシュナを妬まず、主クリシュナを最高人格主神として信念をいだいている人た

ちも多くいる、という点です。そういう人々がほんものの献愛者から主について聞けば、その

結果として、かれらはすぐに罪の反動から解放され、やがて徳高い人々が住んでいる天体系に

到達します。ですから、純粋な献愛者になるつもりではない人でさえ、ただ『バガヴァッド・

ギーター』の教えを聞くだけで、敬虔なおこないの結果を手にいれます。だからこそ主の純粋

な献愛者は、罪の反動から解放されて献愛者になるチャンスをだれにでも与えているのです。 

 罪の反動から解放されている人々、徳高い人々はかんたんにクリシュナ意識を受けいれるも

のです。この節のpuëya-karmaëäm（プンニャ・カルマナーンム）という言葉はひじょうに重要です。

これは盛大な儀式、たとえばヴェーダ経典で述べられているアシュヴァメーダ供儀祭を指して

います。献愛奉仕を敬虔な思いで実行しても、心が純粋でない人は、北極星、すなわちドゥル

ヴァ・マハーラージャが住んでいるドゥルヴァローカという天体系に到達することができます。

ドゥルヴァ・マハーラージャは主の偉大な献愛者であり、北極星と呼ばれる特別の惑星を所有

しています。 
 
第72節          k-iÀdeTaC^]uTa& PaaQaR TvYaEk-aGa]e<a ceTaSaa ) 

k-iÀdjaNaSaMMaaeh"   Pa[<aíSTae  DaNaÅYa )) 72 )) 
 

kaccid etac chrutaà pärtha 

tvayaikägreëa cetasä 

kaccid ajïäna-sammohaù 

praëañöas te dhanaïjaya 
 
 kaccit—〜かどうか; etat—これ; çrutam—聞いた; pärtha—プリターの子よ; tvayä—あなた

によって; eka-agreëa—完全に集中して; cetasä—心で; kaccit—〜かどうか; ajïäna—無知の; 

sammohaù—幻想; praëañöaù—払拭された; te—あなたの; dhanaïjaya—冨の征服者（アルジ
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ュナ）よ。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ、冨の征服者よ。わたしの教えをプリターの子よ、冨の征服者よ。わたしの教えをプリターの子よ、冨の征服者よ。わたしの教えをプリターの子よ、冨の征服者よ。わたしの教えを傾聴して傾聴して傾聴して傾聴していただろうか。そしていま、いただろうか。そしていま、いただろうか。そしていま、いただろうか。そしていま、

無知と幻想は取りさられただろうか？無知と幻想は取りさられただろうか？無知と幻想は取りさられただろうか？無知と幻想は取りさられただろうか？ 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主は、アルジュナの精神指導者としてふるまっていました。ですから、アルジュ

ナが正しい視野をとおして理解したかどうかを尋ねるのも主の義務でした。もしわかっていな

ければ、どのような点でも、あるいは『バガヴァッド・ギーター』全体をもう一度説明するつ

もりでいました。じっさい、クリシュナやその代表者である真実の精神指導者から『バガヴァ

ッド・ギーター』を聞く人は、無知がことごとく消えさっていくことを実感します。『バガヴ

ァッド・ギーター』は、詩人や小説家が書いたようなありふれた書物ではありません。最高人

格主神によって語られたのです。この教えを、クリシュナやその正しい精神的代表者から聞く

幸運な人は、かならず解放され、無知の暗闇から抜けだすことができます。 
 
第73節               AJauRNa ovac ) 

Naíae Maaeh" SMa*iTalR/BDaa TvTPa[SaadaNMaYaaCYauTa ) 
iSQaTaae_iSMa  GaTaSaNdeh"  k-irZYae vcNa& Tav )) 73 )) 

 

arjuna uväca 

nañöo mohaù småtir labdhä 

tvat-prasädän mayäcyuta 

sthito 'smi gata-sandehaù 

kariñye vacanaà tava 
 

 arjunaù uväca—アルジュナが言った; nañöaù—取り去られた; mohaù—幻想; småtiù—記憶; 

labdhä—蘇った; tvat-prasädät—あなたの慈悲によって; mayä—私によって; acyuta—完全無

欠のクリシュナよ; sthitaù—位置されて; asmi—私は〜である; gata—取り除いた; sandehaù—

すべての疑い; kariñye—私は実行する; vacanam—命令; tava—あなたの。 
 

訳訳訳訳     アルジュナが言いました。「クリシュナアルジュナが言いました。「クリシュナアルジュナが言いました。「クリシュナアルジュナが言いました。「クリシュナ。完全無欠な方よ。いまや、私の幻想は消え。完全無欠な方よ。いまや、私の幻想は消え。完全無欠な方よ。いまや、私の幻想は消え。完全無欠な方よ。いまや、私の幻想は消え

さりまさりまさりまさりました。あなたした。あなたした。あなたした。あなたの慈悲によって、私の記憶はの慈悲によって、私の記憶はの慈悲によって、私の記憶はの慈悲によって、私の記憶はよみがえりました。確信に満ち、疑いはすよみがえりました。確信に満ち、疑いはすよみがえりました。確信に満ち、疑いはすよみがえりました。確信に満ち、疑いはす

べて晴れ、あなたべて晴れ、あなたべて晴れ、あなたべて晴れ、あなたのどのような教えも実行する心の準備ができていますのどのような教えも実行する心の準備ができていますのどのような教えも実行する心の準備ができていますのどのような教えも実行する心の準備ができています」」」」 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナが表現しているように、生命体の本来の立場は、至高主の命令どおり

に従うことにあります。そのためにも、自己を抑制しなくてはなりません。シュリー・チャイ

タンニャ・マハープラブは、生命体のほんとうの立場は至高主の永遠の召使いである、と言い

ました。この原則を忘れてしまった生命体は物質自然界によって条件づけられていますが、至

高主に仕えていれば、解放された神の召使いになります。生命体の本来の立場は、召使いです。

仕える相手が幻想・マーヤーか至高主か、ということなのです。至高主に仕えていれば正常な

状態にありますが、幻想・外的力に仕えることを望めば、かならず束縛されます。生命体は幻

想に惑わされながら物質界のなかで仕えています。欲情や欲望に縛られているのに、自分は世

界の主人である、と思いこんでいます。これが幻想です。しかし、解放されればその幻想は消

え、自分からすすんで至高主に身をゆだね、主の望みどおりに働くようになります。生命体を

捕らえる最後の幻想、最後のマーヤーの罠は、「私は神である」という考えです。生命体は、

自分はもはや条件づけられた魂ではない、神である、と考えることがあります。そう言ってい

る時点で知性はすでに失われ、もし自分が神だとしたら、どうして疑いを持つのか、という矛

盾に気づきません。そこまで考えがおよばないのです。それが最後の幻想の罠です。じつは、

幻想の力から自由になる、とは、クリシュナ・最高人格主神を理解し、そして主の命令に同意

することにあります。 

 この節のmoha（モーハ）は重要です。これは「知識に反すること」という意味です。ほんとう

の知識とは生命体を主の永遠の召使いと理解することなのですが、そう考えずに、自分は召使

いではない、物質界の主人である、と考える人もいます。それは物質自然界を支配したいとい

う意図から生じています。それが幻想です。この幻想は、主の慈悲によって、そして純粋な献

愛者の慈悲によって克服することができます。幻想がなくなれば、クリシュナ意識として行動

することに同意するようになります。 

 クリシュナ意識はクリシュナの命令どおりに機能しています。条件づけられた魂は物質とい

う外的な力に惑わされているため、至高主が完全な知識をそなえていることやすべての所有者

であることを知りません。主は、自分が望んでいることをすべて献愛者にさずけることができ

ます。主はだれにとっても友ですが、とくに自分の献愛者に注意をかたむけます。物質自然界

の、そして全生命体の支配者でもあります。また無尽蔵の「時」の支配者でもあり、完全な冨・

完全な力をそなえる方でもあります。最高人格主神は献愛者に自分そのもの与えることができ

ます。主を知らない者は、幻想の魔力に動かされます。献愛者にならずにマーヤーの召使いに

なるということです。しかしアルジュナは、『バガヴァッド・ギーター』を最高人格主神から

聞いたあと、すべての幻想から解放されました。クリシュナが友であることはもちろん、最高
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人格主神だったことも理解できました。そして、クリシュナを真に理解することができました。

ですから、『バガヴァッド・ギーター』を研究するのは、クリシュナを真に理解する、という

ことです。完全な知識に立脚した人物は、クリシュナにおのずと身をゆだねるものです。不必

要な人口を減らそうとするクリシュナの計画を知ったアルジュナは、クリシュナの望みどおり

に戦うことに同意しました。そしてふたたび武器（弓と矢）を手にとったのです。最高人格主

神の命令に従って戦うために。 
 
第74節               SaÅYa ovac ) 

wTYah& vaSaudevSYa PaaQaRSYa c MahaTMaNa" ) 
Sa&vadiMaMaMaé[aEzMad(>auTa&     raeMahzR<aMa( )) 74 )) 

 

saïjaya uväca 

ity ahaà väsudevasya 

pärthasya ca mahätmanaù 

saàvädam imam açrauñam 

adbhutaà roma-harñaëam 
 

 saïjayaù uväca—サンジャヤが言った; iti—このように; aham—私; väsudevasya—クリシ

ュ ナ の ; pärthasya— そ し て ア ル ジ ュ ナ ; ca— も ま た ; mahä-ätmanaù— 偉 大 な 魂 の ; 

saàvädam— 話 し 合 い ; imam— こ れ ; açrauñam— 聞 い た ; adbhutam— 素 晴 ら し い ; 

roma-harñaëam—髪の毛を逆立たせている。 
 

訳訳訳訳     サンジャヤが言った。「私は、サンジャヤが言った。「私は、サンジャヤが言った。「私は、サンジャヤが言った。「私は、二人の偉大な魂、クリシュナとアルジュナの会話を二人の偉大な魂、クリシュナとアルジュナの会話を二人の偉大な魂、クリシュナとアルジュナの会話を二人の偉大な魂、クリシュナとアルジュナの会話をここここ

のようにのようにのようにのように聞きました。そしてその教えのあまりのすばらしさに、私の髪の毛は逆立っていま聞きました。そしてその教えのあまりのすばらしさに、私の髪の毛は逆立っていま聞きました。そしてその教えのあまりのすばらしさに、私の髪の毛は逆立っていま聞きました。そしてその教えのあまりのすばらしさに、私の髪の毛は逆立っていま

す」す」す」す」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     『バガヴァッド・ギーター』のはじめに、ドゥリタラーシュトラが秘書のサンジ

ャヤに尋ねました。「クルクシェートラの戦場で、なにが起こっているのか？」。そしてすべ

ての教えは、サンジャヤの心に向かって、その精神指導者であるヴャーサの恩寵によって語ら

れました。こうして、戦場で交わされた主題を説明したのです。その内容はすばらしいもので

した、なぜなら二人の偉大な魂の重要なやりとりはこれまで交わされたことがなかったし、ま

たこれからも交わされることがないからです。そして、最高人格主神がみずから自分と自分の

力について、偉大な献愛者であるアルジュナという生命体に説いたことも、そのすばらしさの
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一つです。アルジュナの足跡に従ってクリシュナを理解すれば、私たちの人生は成功し、幸せ

に生きることができます。サンジャヤはそのことを悟り、理解したその内容をドゥリタラーシ

ュトラに伝えたのでした。そしていま、クリシュナとアルジュナがいるところには、かならず

勝利もともなうことが結論づけられたのです。 

 
第75節          VYaaSaPa[SaadaC^]uTavaNaeTad(GauùMah&      ParMa( ) 

YaaeGa& YaaeGaeìraTk*-Z<aaTSaa+aaTk-QaYaTa" SvYaMa( )) 75 )) 
 

vyäsa-prasädäc chrutavän 

etad guhyam ahaà param 

yogaà yogeçvarät kåñëät 

säkñät kathayataù svayam 
 

 vyäsa-prasädät—ヴャーサデーヴァの慈悲によって ; çrutavän— 聞いた ; etat—この ; 

guhyam—秘奥な; aham—私; param—至高者; yogam—神秘主義; yoga-éçvarät—すべての神

秘主義の主; kåñëät—クリシュナから; säkñät—直接; kathayataù—話している; svayam—個人

的に。 
 

訳訳訳訳     私はヴャーサ私はヴャーサ私はヴャーサ私はヴャーサ様様様様の慈悲で、クリシュナというあらゆる神秘力の主の慈悲で、クリシュナというあらゆる神秘力の主の慈悲で、クリシュナというあらゆる神秘力の主の慈悲で、クリシュナというあらゆる神秘力の主（ぬし）（ぬし）（ぬし）（ぬし）が、みずからアが、みずからアが、みずからアが、みずからア

ルジュナに説いている秘奥なルジュナに説いている秘奥なルジュナに説いている秘奥なルジュナに説いている秘奥な教え教え教え教えをををを直接直接直接直接聞くことができました。聞くことができました。聞くことができました。聞くことができました。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヴャーサはサンジャヤの精神指導者であり、またサンジャヤは、自分が最高人格

主神を理解できたのはヴャーサの慈悲であることを認めています。これは、クリシュナを直接

理解するのではなく、精神指導者という媒体をとおさなくてはならない、ということを意味し

ています。確かに弟子は自分で直接体験するものですが、精神指導者は透明な媒体です。これ

が師弟継承の神秘です。精神指導者が本物であれば、アルジュナと同じように、『バガヴァッ

ド・ギーター』を直接聞くことができます。全世界に多くの神秘家やヨーギーがいますが、ク

リシュナはすべてのヨーガ体系の主人です。クリシュナの教えは『バガヴァッド・ギーター』

に明確に説かれています――クリシュナに身をゆだねること。その教えに従う人物が頂点のヨ

ーギーです。これは第６章の最後の節でyoginäm api sarveñäm （ヨーギナーンム アピ サルヴェーシ

ャーンム）と確証されています。 

 ナーラダは主クリシュナの弟子であり、またヴャーサの精神指導者です。ヴャーサも師弟継

承上の人物ですから、アルジュナと同じく真正な人物であり、サンジャヤもヴャーサの弟子で
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す。ですから、ヴャーサの恩寵によってサンジャヤの感覚は清められ、クリシュナをじかに見

て、クリシュナからじかに聞くことができました。クリシュナから直接聞くことのできる人は、

この秘奥な知識が理解できます。師弟継承に近づかなければ、クリシュナの話しを聞くことは

できません。ですから、『バガヴァッド・ギーター』の理解に関しては、師弟継承にいない人々

の知識はいつでも不完全です。 

 『バガヴァッド・ギーター』にはすべてのヨーガ法――カルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、

バクティ・ヨーガ――が説明されています。クリシュナはすべての神秘的力の主人です。しか

し、アルジュナがクリシュナから直接理解できるほど幸運だったように、ヴャーサの恩寵をさ

ずかったサンジャヤもクリシュナから直接聞くことができました。じっさい、クリシュナから

直接聞くことと、ヴャーサのような本物の精神指導者をとおしてクリシュナから聞くことに、

違いはまったくありません。精神指導者はヴャーサデーヴァの代表者だからです。ですから、

ヴェーダの決まりでは、弟子は精神指導者の誕生日にヴャーサ・プージャー（Vyäsa-püjä）と

いう儀式をおこなうことになっています。 
 
第76節          raJaNSa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa Sa&vadiMaMaMad(>auTaMa( ) 

ke-XavaJauRNaYaae" Pau<Ya& ôZYaaiMa  c MauhuMauRhu" )) 76 )) 
 

räjan saàsmåtya saàsmåtya 

saàvädam imam adbhutam 

keçavärjunayoù puëyaà 

håñyämi ca muhur muhuù 
 

 räjan—王よ; saàsmåtya—思い出している; saàsmåtya—思い出している; saàvädam—伝

言; imam—この; adbhutam—素晴らしい; keçava—主クリシュナの; arjunayoù—そしてアル

ジュナ; puëyam—敬虔な; håñyämi—私は喜びを感じている; ca—もまた; muhuù muhuù—繰

り返し。 
 

訳訳訳訳     王よ。私はクリシュナとアルジュナのあいだで交わされたこのすばらしく、そして神王よ。私はクリシュナとアルジュナのあいだで交わされたこのすばらしく、そして神王よ。私はクリシュナとアルジュナのあいだで交わされたこのすばらしく、そして神王よ。私はクリシュナとアルジュナのあいだで交わされたこのすばらしく、そして神

聖な会話をくり返し思いおこしています。そしてそのたびに胸は高鳴り、喜びを味わってい聖な会話をくり返し思いおこしています。そしてそのたびに胸は高鳴り、喜びを味わってい聖な会話をくり返し思いおこしています。そしてそのたびに胸は高鳴り、喜びを味わってい聖な会話をくり返し思いおこしています。そしてそのたびに胸は高鳴り、喜びを味わってい

ます。ます。ます。ます。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     『バガヴァッド・ギーター』の理解はひじょうに超越的で、アルジュナとクリシ

ュナの会話に精通した人は徳高い人となり、その話しあいを忘れることができません。これが
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精神生活という超越的な境地です。言いかえれば、正しい情報源、すなわちクリシュナから直

接『バガヴァッド・ギーター』を聞く人は、完全なクリシュナ意識を手にいれる、ということ

です。クリシュナ意識になればさらに理解は高まり、限られた期間ではなく、毎瞬間、歓喜の

なかで人生を満喫することができます。 

 
第77節         TaÀ  Sa&SMa*TYa  Sa&SMa*TYa  æPaMaTYad(>auTa& hre" ) 

ivSMaYaae Mae MahaNraJaNôZYaaiMa c PauNa" PauNa" )) 77 )) 
 

tac ca saàsmåtya saàsmåtya 

rüpam aty-adbhutaà hareù 

vismayo me mahän räjan 

håñyämi ca punaù punaù 
 

 tat—それ; ca—また; saàsmåtya—思い出している; saàsmåtya—思い出している; rüpam—

姿; ati—大いに; adbhutam—素晴らしい; hareù—主クリシュナの; vismayaù—驚き; me—私

の; mahän—偉大な; räjan—王よ; håñyämi—私は楽しんでいる; ca—また; punaù punaù—繰

り返し。 
 

訳訳訳訳     王よ。主クリシュナのすばらしい姿を思いおこすたびに、王よ。主クリシュナのすばらしい姿を思いおこすたびに、王よ。主クリシュナのすばらしい姿を思いおこすたびに、王よ。主クリシュナのすばらしい姿を思いおこすたびに、私私私私の驚きは増し、なんどもの驚きは増し、なんどもの驚きは増し、なんどもの驚きは増し、なんども

くり返し喜びを味わっています。くり返し喜びを味わっています。くり返し喜びを味わっています。くり返し喜びを味わっています。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     このサンジャヤの言葉から、ヴャーサの恩寵によってサンジャヤ自身も、アルジ

ュナにしめされたクリシュナの宇宙体を見たことがわかります。もちろん、すでに言及された

ように、クリシュナはそれまで宇宙体をだれにも見せていません。アルジュナだけにしめされ

たのですが、偉大な献愛者たちのなかにはその姿を見た人物もいました。ヴャーサもその一人

です。主の偉大な献愛者の一人であり、クリシュナの力をさずけられた化身とされています。

ヴャーサはこのことをサンジャヤに知らせ、サンジャヤはアルジュナにしめされたクリシュナ

のすばらしい姿を思いおこし、くり返し喜びを味わっています。 
 
第78節           a}a YaaeGaeìr" k*-Z<aae Ya}a PaaQaaeR DaNauDaRr" ) 

Ta}a  é[qivRJaYaae  >aUiTaDa]uRva NaqiTaMaRiTaMaRMa )) 78 )) 
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yatra yogeçvaraù kåñëo 

yatra pärtho dhanur-dharaù 

tatra çrér vijayo bhütir 

dhruvä nétir matir mama 
 

 yatra—〜の場所; yoga-éçvaraù—神秘力の主（ぬし）; kåñëaù—主クリシュナ; yatra—〜の場所; 

pärthaù—プリターの子; dhanuù-dharaù—弓と矢を手に持つ者; tatra—そこに; çréù—冨; 

vijayaù—勝利; bhütiù—並外れた力; dhruvä—確かな; nétiù—道徳; matiù mama—私の意見。 
 

訳訳訳訳     あらゆる秘伝を知りつくしたクリシュナ、そして弓術の達人であるアルジュナがいるあらゆる秘伝を知りつくしたクリシュナ、そして弓術の達人であるアルジュナがいるあらゆる秘伝を知りつくしたクリシュナ、そして弓術の達人であるアルジュナがいるあらゆる秘伝を知りつくしたクリシュナ、そして弓術の達人であるアルジュナがいる

ところには、冨、勝利、驚異的な力、そして正義もかならず同時に存在するところには、冨、勝利、驚異的な力、そして正義もかならず同時に存在するところには、冨、勝利、驚異的な力、そして正義もかならず同時に存在するところには、冨、勝利、驚異的な力、そして正義もかならず同時に存在する――――――――それが私のそれが私のそれが私のそれが私の

意見です。意見です。意見です。意見です。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     『バガヴァッド・ギーター』はドゥリタラーシュトラの質問から始まりました。

ドゥリタラーシュトラは、ビーシュマ、ドゥローナ、カルナといった偉大な戦士に守られた我

が子たちの勝利を望んでいました。自分たちに勝利の女神がほほえむことを期待していたので

す。しかしサンジャヤは、戦場の様子を話したあと、「あなたは勝利を望んでおられるようだ

が、私の意見では、クリシュナとアルジュナがいるところ、あらゆる幸運も共にあります」と

言いました。勝利は望めない、と直接ドゥリタラーシュトラに告げたということです。クリシ

ュナがアルジュナ側にいたのですから、アルジュナが勝利を収めることはすでに決まっていた

のです。クリシュナがアルジュナの御者になることを承知したのは、別の冨の表われです。ク

リシュナはあらゆる冨をそなえています、そして放棄の心もその一つです。そのような放棄心

をしめす例がほかにも数多くあります。クリシュナは放棄の主人でもあるからです。 

 この戦争はドゥリョーダナとユディシュティラのあいだで交わされたものです。アルジュナ

は兄のユディシュティラのために戦いました。クリシュナとアルジュナはユディシュティラの

側にいましたから、ユディシュティラの勝利はまちがいありませんでした。世界の統治権をめ

ぐって戦いが始まり、サンジャヤは、その権利はユディシュティラに移ることを予言していま

す。またこの節では、ユディシュティラは勝利を得たあと、さらに繁栄していくことが明らか

にされています。徳高い、そして敬虔な人物であったばかりでなく、厳格に道徳律を守り抜き

ました。生涯、一度も嘘をついたことの人物なのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』のことを、戦場にいる２人の友人の会話とだけ捉える知性のない

人たちがたくさんいます。しかし、ただの友人間の会話だとすれば、経典になるはずがありま

せん。クリシュナがアルジュナをたきつけて戦闘という不道徳なことをさせたのだ、と言う者
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もいますが、真実はここに明らかにされています。『バガヴァッド・ギーター』は最高の道徳

の教えです。その教えが第９章で述べられています。第34節にman-manä bhava mad-bhaktaù 

（マン・マナー バハヴァ マドゥ・バハクタハ）とあります。クリシュナの献愛者になるべきであり、そし

て宗教の真髄はクリシュナに身をゆだねることです。それがsarva-dharmän parityajya mäm 

ekaà çaraëaà vraja （サルヴァ・ダハルマーン パリッテャジャ マーンム エーカンム シャラナンム ヴラジャ）

という言葉で表現されています。『バガヴァッド・ギーター』の教えは宗教と道徳に関する最

高の方法で構成されています。ほかの方法も私たちを浄化し、この方法に導いてくれるかもし

れませんが、『バガヴァッド・ギーター』の最後の教えは、「クリシュナに身をゆだねる」と

いう道徳と宗教の究極の言葉にあります。これが第18章の核心です。 

 『バガヴァッド・ギーター』から理解できるのは、哲学的思索と瞑想で自分を悟ることも一つ

の方法ではあっても、クリシュナに完全に身をゆだねることが最高完成である、という事実で

す。これが『バガヴァッド・ギーター』の教えの真髄です。社会生活の階級、そして宗教上の

さまざまな方法に応じた規定原則も確かに秘奥な知識です。しかし、宗教上の儀式が秘奥では

あっても、瞑想、そして知識の修養はさらに秘奥です。そして、完全なクリシュナ意識のなか

でクリシュナに身をゆだねることは、もっとも秘奥な教えです。それが第18章の真髄です。 

 『バガヴァッド・ギーター』にあるもう一つの特徴は、真実は最高人格主神、すなわちクリシ

ュナである、という点です。絶対真理は、非人格のブラフマン、局所的なパラマートマー、そ

して究極的に最高人格主神・クリシュナ、という３つの様相で悟られます。絶対真理に関する

完璧な知識とは、クリシュナに関する完璧な知識、と言いかえることができます。クリシュナ

を理解すれば、あらゆる知識は、その理解の部分であることがわかります。クリシュナは超越

的な方です。永遠な、そしていつも内的な力の内に存在しているからです。生命体は主の力の

表われであり、永遠に条件づけられた状態と永遠に解放された状態という２種類に分けられま

す。その数はかぎりなく、クリシュナの断片的部分と呼ばれています。物質の力は24に分類さ

れます。創造は永遠の力によっておこなわれ、外的力によって創造され、そして消滅します。

宇宙現象界は出現と消滅をはてしなくくり返していくのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』では５つの主要な主題が話されています。最高人格主神、物質自

然界、生命体、永遠なる時、そしてあらゆる種類の活動です。すべては最高人格主神・クリシ

ュナに支えられています。絶対真理者に関するすべての悟り――非人格のブラフマン、局所的

存在のパラマートマー、そしてほかのすべての悟り――は、最高人格主神に関する理解のなか

に含まれます。表面的には、最高人格主神、生命体、物質自然界、時はそれぞれ別の存在に見

えますが、至高者そのものです。しかし同時に、至高者はいつでもすべてと異なる存在です。
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主チャイタンニャの哲学は「人智では理解できない一体性と相違性」です。この哲学は、絶対

真理者に関する完璧な知識で構成されています。 

 生命体は本来純粋な精神魂です。至高の魂に属する原子ほどの小さな部分体です。このこと

から、主クリシュナは太陽、生命体は太陽光線と⽐較されています。生命体はクリシュナの中

間の力であるため、物質の力あるいは精神的な力のどちらにも関係する特質をそなえています。

言いかえると、生命体は２つの力の中間に位置しているということであり、本来は主の優性の

力に属しているため、限られた自主性をそなえています。その自主性を正しく使う生命体は、

クリシュナの直接の命令に導かれるようになります。その結果「喜びを与える力」という正常

な境地に到達するのです。 

 

 これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』の第18章、
「結論――放棄の完成」に関する要旨解説を終了します。 


