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第２章第２章第２章第２章    

 

『バガヴァッド・ギーター』の内容の要約『バガヴァッド・ギーター』の内容の要約『バガヴァッド・ギーター』の内容の要約『バガヴァッド・ギーター』の内容の要約 

 

第第第第１１１１節節節節               SaÅYa ovac 
Ta&  TaQaa   k*-PaYaaivíMaé[uPaU<aaRku-le/+a<aMa( ) 
ivzqdNTaiMad&  vaKYaMauvac MaDauSaUdNa" )) 1 )) 

 

saïjaya uväca 

taà tathä kåpayäviñöam 

açru-pürëäkulekñaëam 

viñédantam idaà väkyam 

uväca madhusüdanaù 
 

saïjayaù uväca—サンジャヤが言った; tam—アルジュナに; tathä—そのように; kåpayä—同

情心で; äviñöam—圧倒されて; açru-pürëa-äkula—涙あふれて; ékñaëam—目; viñédantam—嘆い

ている; idam—これらの; väkyam—言葉; uväca—言った; madhu-südanaù—マドゥを殺した方。 
 

訳訳訳訳        サンジャヤが言った。「サンジャヤが言った。「サンジャヤが言った。「サンジャヤが言った。「哀れみの情に打ちひしがれ、絶望し、涙にくれる哀れみの情に打ちひしがれ、絶望し、涙にくれる哀れみの情に打ちひしがれ、絶望し、涙にくれる哀れみの情に打ちひしがれ、絶望し、涙にくれるアルジアルジアルジアルジ

ュナを見て、マドゥスーダナ、クリシュナが話しはじめュナを見て、マドゥスーダナ、クリシュナが話しはじめュナを見て、マドゥスーダナ、クリシュナが話しはじめュナを見て、マドゥスーダナ、クリシュナが話しはじめまままました」した」した」した」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  物質的な同情、悲嘆、涙は、本当の自分を知らない証拠です。永遠な魂に向

ける同情心こそが自己の悟りの証しです。この節の「マドゥスーダナ」という言葉には重要

な意味がこめられています。主クリシュナはマドゥという悪魔を殺しましたが、アルジュナ

は今、義務を果たそうとする自分に襲いかかる「誤解」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。なんに対して同情したらいいのかだれも知りません。溺れてい

る人の服を哀れむのは無意味なことです。無知の海に転落した人を覆う衣服、つまり肉体を

助けるだけでは、その人は救えません。この事実を知らずに外側の衣服だけを哀れんでいる

人をシュードラ、つまり不必要に嘆いている人、といいます。アルジュナはクシャトリヤで

すから、このように振る舞うべきではありませんでした。しかし主クリシュナは、無知な人

の嘆きを取りさることができる方ですから、そのために『バガヴァッド・ギーター』を説き

ました。この章は、最高権威者である主シュリー・クリシュナによって説明されているよう
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に、物質の体と精神的な魂を分析研究することで読者を自己の悟りに導いています。この悟

りは、活動の結果に執着せずに行動し、真の自己について確かな理解を得たときに達成でき

ます。 

 

第第第第２２２２節節節節              é[q>aGavaNauvac 
ku-TaSTva k-XMal/iMad& ivzMae SaMauPaiSQaTaMa( ) 
ANaaYaRJauíMaSvGYaRMak-IiTaRk-rMaJauRNa      )) 2 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

kutas tvä kaçmalam idaà 

viñame samupasthitam 

anärya-juñöam asvargyam 

akérti-karam arjuna 
 

çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; kutaù—どこから; tvä—あなたに; kaçmalam—

穢れ; idam—この嘆き; viñame—この危急存亡の時に; samupasthitam—到達した; anärya—人

生の価値を知らない人々; juñöam—〜によって行なわれる; asvargyam—高位の惑星に導かな

いもの; akérti—不名誉; karam—〜の原因; arjuna—おお、アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました最高人格主神が言いました最高人格主神が言いました最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。どうして、そのような。「アルジュナよ。どうして、そのような。「アルジュナよ。どうして、そのような。「アルジュナよ。どうして、そのような穢穢穢穢（けが）（けが）（けが）（けが）れれれれ

た考えが君の心に入りこんでしまったのた考えが君の心に入りこんでしまったのた考えが君の心に入りこんでしまったのた考えが君の心に入りこんでしまったのかかかか。人生の価値を知る。人生の価値を知る。人生の価値を知る。人生の価値を知る者者者者にはまったく似つかわにはまったく似つかわにはまったく似つかわにはまったく似つかわ

しくない。高位の惑星に高めしくない。高位の惑星に高めしくない。高位の惑星に高めしくない。高位の惑星に高められるどころか、られるどころか、られるどころか、られるどころか、汚名をこうむるだけだ」汚名をこうむるだけだ」汚名をこうむるだけだ」汚名をこうむるだけだ」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナと最高人格主神に違いはありません。ですから、主クリシュナは『ギ

ーター』で「バガヴァーン（Bhagavän）」と呼ばれています。バガヴァーンは絶対真理の

悟りにおける究極人物です。絶対真理者は３つの様相、すなわちブラフマンという姿や形の

ない状態での存在、次にパラマートマーという全生物の心臓に住む至高者の局所的な姿、そ

してバガヴァーン・最高人格主神の主クリシュナに分けられます。『シュリーマド・バーガ

ヴァタム』（１編・２章・11節）では、絶対真理者の様相がつぎのように説明されています。 
 

vadanti tat tattva-vidas 

tattvaà yaj jïänam advayam 

brahmeti paramätmeti 

bhagavän iti çabdyate 
 

 「絶対真理者は、その実体を知る者たちによってブラフマン、パラマートマー、バガヴァー
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ンという３つの様相で悟られており、段階こそ違っていてもそれらはすべて同じ悟りである」 

この３つの神聖な様相は太陽を使って説明できます。太陽には、太陽光線、太陽の表面、

そして太陽そのもの、と言う３つの要素があります。太陽光線だけを理解するのが初期の段

階、太陽の表面を理解するのがさらに高められた段階、そして太陽本体の中に入ることので

きる人がもっとも高い段階にあります。宇宙に広がり、姿や形のないまばゆい太陽光線だけ

を研究して満足している研究者は、「絶対真理者のブラフマンの姿」だけを理解している状

態と比較できます。さらに研究を高めた人は太陽球体そのものを理解でき、それは「絶対真

理者のパラマートマーの姿」の知識にたとえられます。そして、太陽の中心部に入ることの

できる研究者は、「最高絶対真理者の人格をそなえた姿」を悟った境地にたとえられます。

ですから、絶対真理者のバガヴァーンの姿を悟ったバクタが（どの研究者も同じ主題をとお

して絶対真理者を理解していますが）頂点の超越主義者です。太陽光線・太陽球体・太陽内

の出来事をそれぞれ切り離すことはできませんが、この３人の研究者の理解は同じではあり

ません。 

サンスクリット語のbhagavän（バガヴァーン）は、ヴャーサデーヴァの父で、偉大な権

威者であるパラーシャラ・ムニによって説明されています。あらゆる富、力、名声、美しさ、

知識、放棄心をそなえる至高の人物がバガヴァーン（Bhagavän）です。ひじょうに裕福で、

力強く、美しく、有名で、博識で、執着心のない人はいくらでもいますが、「私は富や力な

どをすべて持っている」と断言できる人はいません。できるのはクリシュナだけです。最高

人格主神その方だからです。ブラフマー、主シヴァ、ナーラーヤナなどを含むどのような生

物でも、クリシュナほどすべての富を持つことはできません。ゆえに『ブラフマ・サムヒタ

ー』で主ブラフマーが、主クリシュナは最高人格主神である、と結論づけています。だれも

主と等しくなることも、主を凌ぐこともできません。主は根源の主、バガヴァーン、そして

ゴーヴィンダという名前で知られ、あらゆる原因の至高の原因です。 
 

éçvaraù paramaù kåñëaù 

sac-cid-änanda-vigrahaù 

anädir ädir govindaù 

sarva-käraëa-käraëam 
 

 「バガヴァーンの質をそなえた人物はいくらもでいるが、主クリシュナが至高の人物であ

る。主を凌ぐ者はほかにいないからである。主は至高者、その体は永遠、そして知識と喜び

にあふれている。主は根源の主ゴーヴィンダであり、すべての原因の原因である」（『ブラ

フマ・サムヒター』第５章・第１節） 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』にも、最高人格主神のリストが列挙されていますが、

「クリシュナは根源の人格主神」と表現されています。主クリシュナから無数の化身が放出
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されているからです。 
 

ete cäàça-kaläù puàsaù 

kåñëas tu bhagavän svayam 

indräri-vyäkulaà lokaà 

måòayanti yuge yuge 
 

 「これまで挙げてきた人格主神のさまざまな化身は、至高主神の完全拡張体、あるいは完

全拡張体の部分体である。しかし、クリシュナは最高人格主神その方である」 

 （『シュリーマド・バーガヴァタム』第１編・第３章・第28節） 

ですから、クリシュナは根源の最高人格主神、絶対真理者、そして至高の魂と非人格ブラ

フマン両方の源です。 

最高人格主神の前で見せた親族に対する嘆きは、確かにアルジュナには似つかわしいもの

ではありませんでした。クリシュナは、その嘆きについて kutaù（クタハ）「どこから」とい

う言葉で驚きを表現しました。アーリャン（Äryan）という教養ある階級の人物は、その

ような心の穢れに毒されることはありません。アーリャンという言葉は、人生の価値を知り、

精神的悟りにもとづく文化をそなえた人々にあてはまります。物質的な生活観念にふりまわ

されている人々は、人生の目標が絶対真理者・ヴィシュヌ、バガヴァーンを悟るためにある

ことを知らず、物質界のうわべに惹かれ、解放されることにまったく関心がありません。物

質的な束縛からの解放について知らない人々を非アーリャンといいます。アルジュナはクシ

ャトリヤでしたが、戦いを拒むことで、自分に定められた義務をかなぐり捨てようとしてい

ました。この臆病な行為がまさに非アーリャンである、と述べられています。義務を放棄し

て精神生活が高まるわけではありませんし、この世界で名を馳せる機会を与えてもくれませ

ん。主クリシュナは、アルジュナが親族に示したいわゆる同情心など認めませんでした。 

 

第第第第３３３３節節節節           kl)EBYa& Maa SMa GaMa" PaaQaR NaETatvYYauPaPaÛTae ) 
       +aud]&    ôdYadaEbRLYa&  TYa¤-aeitaï  ParNTaPa )) 3 )) 

 

klaibyaà mä sma gamaù pärtha 

naitat tvayy upapadyate 

kñudraà hådaya-daurbalyaà 

tyaktvottiñöha parantapa 
 

klaibyam—無気力; mä sma—してはいけない; gamaù—頼る; pärtha—おお、プリターの子

よ; na—決して〜ない; etat—これ; tvayi—あなたに; upapadyate—ふさわしい; kñudram—情

けない ; hådaya—心の ; daurbalyam—弱さ ; tyaktvä—捨てること ; uttiñöha—立ち上がる ; 
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param-tapa—おお、敵の懲罰者よ。 

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。身を滅ぼす身を滅ぼす身を滅ぼす身を滅ぼす無気力さに屈してはいけない。無気力さに屈してはいけない。無気力さに屈してはいけない。無気力さに屈してはいけない。君にはまったく似つか君にはまったく似つか君にはまったく似つか君にはまったく似つか

わしくないわしくないわしくないわしくない。そのような心の弱さなど捨てて、立ち上がれ、敵の懲罰者よ。。そのような心の弱さなど捨てて、立ち上がれ、敵の懲罰者よ。。そのような心の弱さなど捨てて、立ち上がれ、敵の懲罰者よ。。そのような心の弱さなど捨てて、立ち上がれ、敵の懲罰者よ。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  アルジュナは「プリターの子」と呼ばれていますが、プリターはクリシュナ

の父親であるヴァスデーヴァの妹のことです。アルジュナはクリシュナと血縁関係にあった

のです。クシャトリヤの息子が戦いを拒否するのであれば、彼は名前だけのクシャトリヤで

あり、またブラーフマナの息子が不敬なことをすれば、やはり名前だけのブラーフマナにす

ぎません。正しい資質をそなえていないクシャトリヤやブラーフマナは、彼らの父親にとっ

ては面目をつぶすだけの子どもです。だからこそクリシュナは、アルジュナがクシャトリヤ

の名を汚す息子になることを望みませんでした。二人は無二の親友で、クリシュナはアルジ

ュナの馬車の御者になっています。これほど輝かしい境遇にいるアルジュナが戦場を去るの

は、男を下げる行為にほかなりません。だからクリシュナは、その選択をアルジュナの人格

にふさわしくない、と言ったのです。私は尊いビーシュマや親族への思いやりから戦場を去

るのだ」と言っても、クリシュナに言わせれば「意気地なし」ゆえの選択です。そういった

間違った寛大さはどのような権威者にも認められません。ですから、クリシュナに直接導か

れているアルジュナのような人々は、そのような寛大さ、あるいはいわゆる非暴力を捨てさ

らなくてはなりません。 

 

第第第第４４４４節節節節                AJauRNa ovac 
k-Qa& >aqZMaMah& Sa&:Yae d]ae<a& c MaDauSaUdNa  ) 
wzui>a"  Pa[iTaYaaeTSYaaiMa  PaUJaahaRvirSaUdNa )) 4 )) 

 

arjuna uväca 

kathaà bhéñmam ahaà saìkhye 

droëaà ca madhusüdana 

iñubhiù pratiyotsyämi 

püjärhäv ari-südana 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; katham—どうして; bhéñmam—ビーシュマ; aham—

私; saìkhye—戦いで; droëam—ドゥローナ; ca—もまた; madhu-südana—マドゥを殺した方

よ; iñubhiù—矢で; pratiyotsyämi—反撃する; püjä-arhau—崇拝に値する方たち; ari-südana—

敵を殺戮する者よ。 
 

訳訳訳訳        アルジュナが言いました。「敵の殺戮者よ、マドゥを殺した者よ。崇拝に値するビアルジュナが言いました。「敵の殺戮者よ、マドゥを殺した者よ。崇拝に値するビアルジュナが言いました。「敵の殺戮者よ、マドゥを殺した者よ。崇拝に値するビアルジュナが言いました。「敵の殺戮者よ、マドゥを殺した者よ。崇拝に値するビ
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ーシュマやドゥローナのような方たちにーシュマやドゥローナのような方たちにーシュマやドゥローナのような方たちにーシュマやドゥローナのような方たちに反撃の矢を射る反撃の矢を射る反撃の矢を射る反撃の矢を射ることなどできようか」ことなどできようか」ことなどできようか」ことなどできようか」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  祖父のビーシュマ、教師のドゥローナーチャーリャのような尊い年⻑者は、

つねに崇拝に値します。彼らから攻撃されたとしても、反撃すべきではありません。年⻑者

とは言い争いさえすべきではない、と一般的作法で考えられています。年⻑者から不愉快な

扱いを受けても、仕返しをしてはなりません。それが年⻑者への礼儀だとしたら、アルジュ

ナが年⻑者に刃向かうことはありえませんし、クリシュナも祖父のウグラセーナや、教師の

サーンディーパニ・ムニを攻撃したことはありませんでした。これらが、アルジュナのクリ

シュナに対する言い分でした。 

 

第第第第５５５５節節節節           GauæNahTva ih MahaNau>aavaNa( 
é[eYaae >aae¢u-& >aE+YaMaPaqh l/aeke- ) 

    hTvaQaRk-aMaa&STau GauæiNahEv 
>auÅqYa >aaeGaaNåiDarPa[idGDaaNa( )) 5 )) 

 
gurün ahatvä hi mahänubhävän 

çreyo bhoktuà bhaikñyam apéha loke 

hatvärtha-kämäàs tu gurün ihaiva 

bhuïjéya bhogän rudhira-pradigdhän 
 

gurün—年⻑者たち; ahatvä—殺さない; hi—確かに; mahä-anubhävän—偉大な魂たち; 

çreyaù—〜のほうがいい; bhoktum—人生を楽しむこと; bhaikñyam—物乞いをして; api—で

さえ; iha—現世で; loke—この世界で; hatvä—殺すこと; artha—得る; kämän—望むこと; 

tu—しかし; gurün—年⻑者たち; iha—この世界で; eva—確かに; bhuïjéya—楽しまなくては

ならない; bhogän—楽しめる物事; rudhira—血; pradigdhän—〜で穢（けが）される。 
 

訳訳訳訳        私の師でもある偉大な魂たちの命を犠牲にしてまで生きるよりは、物乞いをして私の師でもある偉大な魂たちの命を犠牲にしてまで生きるよりは、物乞いをして私の師でもある偉大な魂たちの命を犠牲にしてまで生きるよりは、物乞いをして私の師でもある偉大な魂たちの命を犠牲にしてまで生きるよりは、物乞いをして

暮ら暮ら暮ら暮らすすすすほうがいい。ほうがいい。ほうがいい。ほうがいい。世俗の世俗の世俗の世俗の利益を望んでいる利益を望んでいる利益を望んでいる利益を望んでいる方たち方たち方たち方たちかもしれない、しかしやはり年⻑者かもしれない、しかしやはり年⻑者かもしれない、しかしやはり年⻑者かもしれない、しかしやはり年⻑者

だ。あの方たちが殺されでもしたら、だ。あの方たちが殺されでもしたら、だ。あの方たちが殺されでもしたら、だ。あの方たちが殺されでもしたら、私たち私たち私たち私たちが楽しむが楽しむが楽しむが楽しむ物事すべてが物事すべてが物事すべてが物事すべてが血で穢される。血で穢される。血で穢される。血で穢される。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  経典の規則によれば、非道なことをしたり、善悪の判断力を失ったりした教

師は拒絶してもかまわない、と言われています。ビーシュマやドゥローナは、生計を支えて

もらっていたドゥリョーダナ側につく以外に選択はありませんでした。しかし損得ずくで選

択すべきではなかったのですから、現にそういう状況にあった彼らは、すでに教師としての

尊厳を失っています。それでも――とアルジュナは考えます。自分にとっては年⻑者であり、

彼らを殺して物質的利益を楽しむのは、血に染まった戦利品を楽しむことに等しいのではな
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いか、と。 

 

第第第第６６６６節節節節          Na cETaiÜÚ" k-Taràae GarqYaae 
 YaÜa  JaYaeMa Yaid va Naae JaYaeYau"  ) 
YaaNaev hTva Na iJaJaqivzaMa‚ 
  STae_viSQaTaa" Pa[Mau%e DaaTaRraí¥a" )) 6 )) 

 

na caitad vidmaù kataran no garéyo 

yad vä jayema yadi vä no jayeyuù 

yän eva hatvä na jijéviñämas 

te 'vasthitäù pramukhe dhärtaräñöräù 
 

na—どちらも〜ない; ca—もまた; etat—これ; vidmaù—私たちは知っている; katarat—どちら; 

naù—私たちにとって; garéyaù—より良い; yat vä—〜かどうか; jayema—私たちは勝利するかも

しれない; yadi—もし; vä—あるいは; naù—私たち; jayeyuù—彼らが勝利する; yän—〜である

人 ;々 eva—確かに; hatvä—殺すことで; na—決してない; jijéviñämaù—私たちは生きたいと望む; 

te—彼ら全員; avasthitäù—〜に置かれている; pramukhe—先端に; dhärtaräñöräù—ドゥリタラー

シュトラの子息たち。 
 

訳訳訳訳        敵を敵を敵を敵を征服するのか、征服するのか、征服するのか、征服するのか、敵に敵に敵に敵に征服されるのか征服されるのか征服されるのか征服されるのか――――――――どちらがよいのかどちらがよいのかどちらがよいのかどちらがよいのかわからない。ドゥわからない。ドゥわからない。ドゥわからない。ドゥ

リタラーシュトラのリタラーシュトラのリタラーシュトラのリタラーシュトラの息子息子息子息子たちを殺せば、我々は生きることさえ望むべきではない。たちを殺せば、我々は生きることさえ望むべきではない。たちを殺せば、我々は生きることさえ望むべきではない。たちを殺せば、我々は生きることさえ望むべきではない。それそれそれそれ

でもでもでもでも彼らは彼らは彼らは彼らは、この戦場で我々の目前に、この戦場で我々の目前に、この戦場で我々の目前に、この戦場で我々の目前に対峙している。対峙している。対峙している。対峙している。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  戦うことがクシャトリヤの義務であることは知っている、しかし、いらぬ暴

力をふるってまで戦うべきか、あるいは戦わずに物乞いをして生きるべきか――これがアル

ジュナの苦悶です。勝利を逃せば、物乞いしか生きるすべはありません。しかし実は、どち

らにも勝算があったため、勝てるという確信もなかったのです。勝利を収めたとしても（そ

してパーンダヴァ兄弟が正当な継承者と見なされたとしても）、ドゥリタラーシュトラの息

子たちが戦死したあと、彼らを失った生活は多難なものになるはずです。となれば、それは

別の意味での敗北です。このような思いは、アルジュナが偉大な献愛者である証しでもあり、

また高尚な知識をそなえ、心や感覚を抑制していたことを物語っています。王族の世帯者と

いう境遇にあっても、物乞いをして生きようとする望みは無執着の表われでもあります。ア

ルジュナはこのような気質を、精神指導者であるシュリー・クリシュナの教えに対する信念

と調和させることのできる、真に高潔な人物でした。アルジュナこそ、解放されるにふさわ

しい人物です。感覚を抑制しなければ知識は高められず、知識や信仰心がなければ解放され

る可能性もありません。アルジュナは、物質的面でも素晴らしい環境や関係に恵まれていた
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だけではなく、このような美質をすべて満たす資格をそなえた人物だったのです。 

 

第第第第７７７７節節節節           k-aPaR<YadaezaePahTaSv>aav" 
Pa*C^aiMa   Tva&   DaMaRSaMMaU!ceTaa" ) 

   YaC^¥eYa" SYaaiàiêTa& b]Uih TaNMae 
iXaZYaSTae_h& XaaiDa Maa& Tva& Pa[PaàMa( )) 7 )) 

 

kärpaëya-doñopahata-svabhävaù 

påcchämi tväà dharma-sammüòha-cetäù 

yac chreyaù syän niçcitaà brühi tan me 

çiñyas te 'haà çädhi mäà tväà prapannam 
 

kärpaëya—狭い了見の; doña—弱さによって; upahata—苦しめられて; sva-bhävaù—特質; 

påcchämi—私は尋ねている; tväm—あなたに; dharma—宗教; sammüòha—困惑して; cetäù—

心のなかの; yat—なにが; çreyaù—あらゆる面で良いこと; syät—〜であろう; niçcitam—確か

に; brühi—話す; tat—それ; me—私に; çiñyaù—弟子; te—あなたの; aham—私は〜です; 

çädhi—教えてください; mäm—私に; tväm—あなたに; prapannam—身を委ねた。 
 

訳訳訳訳        私は私は私は私はいまいまいまいま、なにをすべきかわからなく、なにをすべきかわからなく、なにをすべきかわからなく、なにをすべきかわからなくなり、つまらぬ心の弱さゆえに冷静さを失なり、つまらぬ心の弱さゆえに冷静さを失なり、つまらぬ心の弱さゆえに冷静さを失なり、つまらぬ心の弱さゆえに冷静さを失

っています。このような状況でお聞きします、なにが私にとって最善なことなのかを。っています。このような状況でお聞きします、なにが私にとって最善なことなのかを。っています。このような状況でお聞きします、なにが私にとって最善なことなのかを。っています。このような状況でお聞きします、なにが私にとって最善なことなのかを。

私はあなたの弟子となり、あなたに身を委ねた魂となります。どうか、教えをお授けく私はあなたの弟子となり、あなたに身を委ねた魂となります。どうか、教えをお授けく私はあなたの弟子となり、あなたに身を委ねた魂となります。どうか、教えをお授けく私はあなたの弟子となり、あなたに身を委ねた魂となります。どうか、教えをお授けく

ださい。ださい。ださい。ださい。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  自然界は独自の完璧な法則で動いており、物質的なことをすればだれでも必

ず困惑します。歩くたびに惑わされる世界なのです。だからこそ私たちは、人生の目標を達

成できる正しい方法を示す本物の精神指導者に近づかなくてはなりません。望んでもいない

のに生じる困惑から解放されるために、正真正銘の精神指導者に救いを求めるよう、すべて

のヴェーダ経典が私たちに勧めています。人生の混乱は、だれかがつけたわけでもないのに

発生する山火事に似ています。同じように、この世界は、望んでいるわけではないのに自然

に人生の困惑に直面するように動いています。だれも火事など求めてはいない、それでも起

こる、そして私たちは混乱します。ですからヴェーダの知識は、人生の困惑を解決させるた

めに、そしてその解決の科学を理解するために師弟継承上にいる精神指導者に近づかなくて

はならない、と助言しています。本物の精神指導者を持つ人はすべてを知っている、とヴェ

ーダで言われています。ですから、物質的な混乱に流されるのではなく、精神指導者に答を

求めなくてはなりません。それがこの節の意味です。 

では、だれが物質的困惑のなかにいるのでしょうか――人生の問題を知らない人です。『ブ
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リハドゥ・アーラニャカ・ウパニシャッド』（３編・８章・10節）では、困惑した人につ

いてこう記されています。Yo vä etad akñaraà gärgy aviditväsmäû lokät praiti sa 

kåpaëaù（ヨー ヴァー エータドゥ アクシャランム ガールギ アヴィディトゥヴァースマール ローカートゥ プ

ライティ サ クリパナハ）「人として生まれたのに人生の問題を解決せず、自己の悟りの科学を

知らずに犬や猫のように生涯を閉じる者が、了見の狭い人間である」。人間だけが人生の問

題を解決できるため、人間生活は生命体にとってまたとない価値ある宝物です。だから、こ

の機会を正しく利用しない人は了見が狭いと表現されているのです。いっぽうで、人生の問

題をすべて解決するために肉体を活用できる頭脳を持つブラーフマナ（brähmaëa）がいま

す。Ya etad akñaraà gärgi viditväsmäû lokät praiti sa brähmaëaù（ヤ エータドゥ アクシャラン

ム ガールギ ヴィディトゥヴァースマール ローカートゥ プライティ サ ブラーフマナハ）。 

クリパナ（kåpaëa）「心の狭い人」は、家族、社会、国などに執着しすぎているため、

物質観念の生活に囚われて時間を無駄にしています。家族生活、つまり妻、子ども、家族た

ちへの執着は、「皮膚の病」にもとづいています。クリパナは、家族を死から救えると考え

ています。あるいは、自分が死にかけていても家族や社会が救ってくれると考えています。

家族へのそのような執着は、子どもを育てる下等な動物にでさえ見られます。賢いアルジュ

ナは、家族への愛着と、彼らを死から救ってあげたいという望みが困惑の原因であることに

気づきました。戦う義務が目前に迫っていることはわかっていたのですが、つまらぬ弱さゆ

えにその義務を避けようとしていました。だからこそ、主クリシュナという至高の精神指導

者に確固たる答えを求め、弟子としてクリシュナに身を委ねたのでした。友人としての会話

もやめたいと思いました。師と弟子の会話は真剣であり、今アルジュナは、正式に認められ

た精神指導者と真剣に話したいと考えています。クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』

の科学を説く根源の精神指導者、アルジュナは『バガヴァッド・ギーター』を理解する最初

の弟子です。アルジュナがどのように『バガヴァッド・ギーター』を理解したかは、『バガ

ヴァッド・ギーター』そのものに述べられています。それでも愚かで通俗な学者は、人とし

てのクリシュナに服従する必要はなく、「生まれることのない内なるクリシュナ」に服従す

ればよいと言います。しかし、クリシュナには内も外もありません。この点を知らずに『バ

ガヴァッド・ギーター』を理解しようとしている者が、最大の愚か者と言えるでしょう。 

 

第第第第８８８８節節節節              Na ih Pa[PaXYaaiMa MaMaaPaNauÛa‚ 
ÛC^aek-MauC^aez<aiMaiNd]Yaa<aaMa( ) 

AvaPYa >aUMaavSaPaÒMa*Ö& 
raJYa& Saura<aaMaiPa  caiDaPaTYaMa( )) 8 )) 

 

na hi prapaçyämi mamäpanudyäd 

yac chokam ucchoñaëam indriyäëäm 
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aväpya bhümäv asapatnam åddhaà 

räjyaà suräëäm api cädhipatyam 

 
na—〜しない; hi—確かに; prapaçyämi—私は見る; mama—私の; apanudyät—追い払うこ

とができる; yat—〜であるもの; çokam—嘆き; ucchoñaëam—乾かしている; indriyäëäm—感

覚の; aväpya—達成すること; bhümau—地上の; asapatnam—競争者のいない; åddham—繁栄

する; räjyam—王国; suräëäm—半神たちの; api—でさえ; ca—もまた; ädhipatyam—至高。 
 

訳訳訳訳        感覚を感覚を感覚を感覚を枯らそう枯らそう枯らそう枯らそうとするこの悲しみをとするこの悲しみをとするこの悲しみをとするこの悲しみを追い払う追い払う追い払う追い払う方法が私には見つかりません。たと方法が私には見つかりません。たと方法が私には見つかりません。たと方法が私には見つかりません。たと

え天国の半神ほどの主権え天国の半神ほどの主権え天国の半神ほどの主権え天国の半神ほどの主権ででででこの地上に繁栄と無敵の王国を築この地上に繁栄と無敵の王国を築この地上に繁栄と無敵の王国を築この地上に繁栄と無敵の王国を築いてもいてもいてもいても、私にはその悲しみ、私にはその悲しみ、私にはその悲しみ、私にはその悲しみ

をををを払いのける払いのける払いのける払いのけることはできません。ことはできません。ことはできません。ことはできません。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  アルジュナは宗教原則や道徳律などを盾に繰りかえし反論していますが、精

神指導者・主シュリー・クリシュナの助けがなければ、本当の問題を解決することはできま

せん。アルジュナは、自身の存在そのものを枯渇させようとする問題を追い払うのに、自分

だけの知識はまったく役にも立たないことがわかりました。主クリシュナのような精神指導

者の助けがなければ、そのような混乱から逃れることはアルジュナにはできなかったのです。

人生の問題を解決させることでは、大学で学んだ知識、学識、高い地位などは無用の⻑物に

すぎません。助けてくれるのはクリシュナのような精神指導者だけです。結論として言える

のは、100パーセントクリシュナ意識の精神指導者が人生の問題を解決してくれるのですか

ら、その人物が正真正銘の精神指導者だということです。主チャイタンニャは、「どのよう

な社会的地位にあっても、クリシュナ意識の科学に精通している人物が本当の精神指導者で

ある」と言っています。 
 

kibä vipra, kibä nyäsé, çüdra kene naya 

yei kåñëa-tattva-vettä, sei 'guru' haya 
 

 「ヴィプラ（ヴェーダ知識に⻑けた博識な学者）であろうと、卑しい家族に生まれようと、

放棄階級であろうと、それは問題ではない。クリシュナの科学に精通していさえすれば、完

璧で本物の精神指導者である」（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』マデャ ８章・

128節）。クリシュナ意識の科学に精通していなければ、真の精神指導者ではないというこ

とです。別のヴェーダ経典でも言われています。 
 

ñaö-karma-nipuëo vipro 

mantra-tantra-viçäradaù 

avaiñëavo gurur na syäd 
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vaiñëavaù çva-paco guruù 
 

 「ヴェーダ知識の主題を知りつくす博識なブラーフマナであっても、ヴァイシュナヴァ、

すなわちクリシュナ意識の科学に精通していなければ、精神指導者としてはふさわしくない。

いっぽう、卑しい地位に生まれようと、クリシュナ意識のヴァイシュナヴァであれば精神指

導者になれる」（『パドゥマ・プラーナ』） 

物質存在の問題――誕生、老年、病気、死――は、どれほど財産を貯めても、経済的に豊

かになっても解決されません。何不自由のない生活ができ、富にあふれ、高い経済力を持つ

国は世界中にありますが、物質存在の問題は必ずあります。人々はさまざまな方法をとおし

て平和を求めていますが、クリシュナに、あるいは（クリシュナの科学である）『バガヴァ

ッド・ギーター』と『シュリーマド・バーガヴァタム』の教えに救いを求めれば、そしてそ

の教えをクリシュナの真の代表者、すなわちクリシュナ意識の人物をとおして学べば、初め

て本当の幸福を得ることができます。 

経済発展や物質的な安定が、家族・社会・世界各地の混乱に対する悲嘆を消してくれるの

であれば、アルジュナの口から「地上に無敵の国家を築いても、天界の惑星の半神ほどの支

配力を得てもこの悲しみを消すことはできない」という言葉は出なかったはずです。だから

アルジュナはクリシュナ意識に救いを求めたのであり、またそれこそが平和と調和を達成す

る正しい道です。経済的な豊かさも世界を支配するほどの力も、天変地異が起これば一瞬に

して消滅します。現代人は月に行こうとしていますが、たとえ高位の天体系に高められても、

それも瞬時に終わります。『バガヴァッド・ギーター』はそのことをkñéëe puëye 

martya-lokaà viçanti（クシーネー プンニェー マルテャ・ローカンム ヴィシャンティ）「敬虔な行ない

の結果が終われば、幸せの頂点から最下等の生活にふたたび転落する」と断言しています。

世界中の多くの政治家も同じ道を辿っています。転落し、さらなる悲しみに落としいれられ

るのです。 

ですから、悲しみから永遠に解放されたいのであれば、アルジュナが今こうして求めてい

るように、クリシュナに身を委ねなくてはなりません。アルジュナはクリシュナに確かな問

題の解決を望んでいます。それがクリシュナ意識が示す道でもあります。 

 

第第第第９９９９節節節節               SaÅYa ovac 
WvMau¤-a   ôzqke-Xa&   Gau@ake-Xa"   ParNTaPa" ) 
Na YaaeTSYa wiTa GaaeivNdMau¤-a TaUZ<aq& b>aUv h )) 9 )) 

 

saïjaya uväca 

evam uktvä håñékeçaà 

guòäkeçaù parantapaù 



 12

na yotsya iti govindam 

uktvä tüñëéà babhüva ha 
 

saïjayaù uväca— サ ン ジ ャ ヤ が 言 っ た ; evam— そ の よ う に ; uktvä— 語 っ て い る ; 

håñékeçam—感覚の主（ぬし）、クリシュナに; guòäkeçaù—無知を抑制する主（ぬし）、アル

ジュナ; parantapaù—敵の懲罰者; na yotsye—私は戦わない; iti—そのように; govindam—感

覚に喜びをもたらす方、クリシュナに; uktvä—言っている; tüñëém—沈黙して; babhüva—〜

になった; ha—確かに。 
 

訳訳訳訳        サンジャヤが言った。「敵の懲罰者アルジュナは、このように語ったあと、クリサンジャヤが言った。「敵の懲罰者アルジュナは、このように語ったあと、クリサンジャヤが言った。「敵の懲罰者アルジュナは、このように語ったあと、クリサンジャヤが言った。「敵の懲罰者アルジュナは、このように語ったあと、クリ

シュナに『ゴーヴィンダ、私は戦いません』と言い、口を閉ざしました」シュナに『ゴーヴィンダ、私は戦いません』と言い、口を閉ざしました」シュナに『ゴーヴィンダ、私は戦いません』と言い、口を閉ざしました」シュナに『ゴーヴィンダ、私は戦いません』と言い、口を閉ざしました」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  戦わずに戦場を離れ、物乞いをして生きたい、とアルジュナが言ったとき、

ドゥリタラーシュトラは内心大いに喜んだはずです。しかしサンジャヤはアルジュナの名を

パランタパ（parantapaù）「敵を殺す能力をそなえる者」と呼んで、ふたたびドゥリタラー

シュトラを失望させました。アルジュナは、家族への愛着のためにしばらく思い悩んでいた

のですが、至上の精神指導者クリシュナに弟子として身を委ねました。そしてついには、家

族への愛着ゆえに生じる偽りの悲しみから解放され、自己を悟るための完璧な知識・クリシ

ュナ意識に目覚め、そして戦う決意を固めます。こうしてドゥリタラーシュトラの期待はぬ

か喜びに終わりました。アルジュナはクリシュナに啓発され、最後まで戦いぬくからです。 

 

第第第第10101010節節節節              TaMauvac  ôzqke-Xa"  Pa[hSaiàv >aarTa ) 
      SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae ivzqdNTaiMad& vc" )) 10 )) 

 

tam uväca håñékeçaù 

prahasann iva bhärata 

senayor ubhayor madhye 

viñédantam idaà vacaù 
 

tam—彼に; uväca—言った; håñékeçaù—感覚の主、クリシュナ; prahasan—微笑んでいる; 

iva—そのように; bhärata—おお、バラタの子孫、ドゥリタラーシュトラよ; senayoù—軍隊の; 

ubhayoù—両陣の ; madhye—〜の間 ; viñédantam—嘆いている者に ; idam—次のような ; 

vacaù—言葉。 
 

訳訳訳訳        おおバラタの子孫よ。そのとき、クリシュナは両陣営の只中にあって微笑み、悲おおバラタの子孫よ。そのとき、クリシュナは両陣営の只中にあって微笑み、悲おおバラタの子孫よ。そのとき、クリシュナは両陣営の只中にあって微笑み、悲おおバラタの子孫よ。そのとき、クリシュナは両陣営の只中にあって微笑み、悲

しみに打ちひしがれたアルジュナに向かって、語りかけました。しみに打ちひしがれたアルジュナに向かって、語りかけました。しみに打ちひしがれたアルジュナに向かって、語りかけました。しみに打ちひしがれたアルジュナに向かって、語りかけました。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  会話は、二人の親友フリシーケーシャ（Håñékeça）とグダーケーシャ（Guòäkeça）

のあいだで交わされていました。友人同士でしたから、最初は二人とも同じ目線で話をして

いたのですが、やがて片方が自分から進んで生徒の立場をとりました。クリシュナは微笑ん

でいます。友だちが弟子になることを選んだからです。主クリシュナは全生命体の主ですか

ら、つねに主人という優位の立場にあるのですが、ときには友だち、そして息子にも恋人に

もなったりします――主にそうなってほしい、と思う献愛者のために。しかしアルジュナか

ら師として求められた主は、すぐにその立場をとり、師に必要な威厳に満ちた態度で弟子に

語りかけました。この主人と弟子の会話は、だれもがその恩恵に浴することができるよう両

軍のすぐ目の前で行なわれています。『バガヴァッド・ギーター』の二人の会話は、特定の

人や国や組織のために交わされたのではありません。この教えを聞く資格はだれにでも用意

されているのであり、友であろうが敵であろうが、公平にその恩恵に浴することができます。 

 

第第第第11111111節節節節               é[q>aGavaNauvac 
AXaaeCYaaNaNvXaaecSTv& Pa[javada&ê >aazSae  ) 
GaTaaSaUNaGaTaaSaU&ê  NaaNauXaaeciNTa Pai<@Taa" )) 11 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

açocyän anvaçocas tvaà 

prajïä-vädäàç ca bhäñase 

gatäsün agatäsüàç ca 

nänuçocanti paëòitäù 
 

çré-bhagavän uväca— 最 高 人 格 主 神 が 言 っ た ; açocyän— 嘆 く に ふ さ わ し く な い ; 

anvaçocaù—あなたは嘆いている; tvam—あなた; prajïä-vädän—学のあるような話; ca—も

また; bhäñase—語っている; gata—失われた; asün—命; agata—通じていない; asün—命; ca—

もまた; na—決して〜ない; anuçocanti—嘆く; paëòitäù—博学者。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「あなたはいかにも学のあるような話しかたをして最高人格主神が言いました。「あなたはいかにも学のあるような話しかたをして最高人格主神が言いました。「あなたはいかにも学のあるような話しかたをして最高人格主神が言いました。「あなたはいかにも学のあるような話しかたをして

いるが、実は、嘆くに値しないことで嘆いている。賢い者は、生者・死者いるが、実は、嘆くに値しないことで嘆いている。賢い者は、生者・死者いるが、実は、嘆くに値しないことで嘆いている。賢い者は、生者・死者いるが、実は、嘆くに値しないことで嘆いている。賢い者は、生者・死者どちらどちらどちらどちらのことのことのことのこと

でも嘆いたりはしない」でも嘆いたりはしない」でも嘆いたりはしない」でも嘆いたりはしない」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主はすぐに教師の立場をとって生徒を叱りました。遠まわしに「愚か者」と

呼んで。主はこう言っているのです――「あなたはさも博識な人間のように話している。し

かし、だれが博識な人間なのかわかっていない。肉体と魂の正体を知っている人物が本当に

博識なのであり、肉体が生きていようと死んでいようと嘆いたりはしないものだ」。これか

らの章で説明されていくことですが、知識とは、物質と精神、そして両方の支配者を知るこ
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とです。アルジュナは、政治や社会学よりも宗教原則のほうが重要だ、と主張していたので

すが、物質・魂・至高主の知識のほうが宗教の規範よりも大切であることを知りませんでし

た。知らないのに知ったかぶりをするべきではありませんし、またそれほどの学者ではなか

ったから、嘆かなくてもいいことで嘆いていたのです。肉体は生まれ、そして今日か明日に

でも死滅していく定めにあります。体は魂ほど重要ではない、ということです。この事実を

知っている人物こそが本当に博識なのであり、そういう人物は、肉体がどういう状況にあっ

ても嘆いたりはしないものです。 

 

第第第第12121212節節節節          NaTvevah& JaaTau NaaSa& Na Tv& NaeMae JaNaaiDaPaa"  ) 
  Na  cEv  Na>aivZYaaMa"  SaveR  vYaMaTa"  ParMa(  )) 12 )) 

 

na tv evähaà jätu näsaà 

na tvaà neme janädhipäù 

na caiva na bhaviñyämaù 

sarve vayam ataù param 
 

na—決して〜ない; tu—しかし; eva—確かに; aham—私; jätu—いつなんどきでも; na—〜しな

かった; äsam—存在する; na—ではない; tvam—あなた; na—ではない; ime—これらすべて; 

jana-adhipäù—王たち; na—決してない; ca—もまた; eva—確かに; na—ではない; bhaviñyämaù—

存在するだろう; sarve vayam—我々すべて; ataù param—今後。 
 

訳訳訳訳        わたし、あなた、そしてここにいる王たちがかつて存在しなかったことはない。わたし、あなた、そしてここにいる王たちがかつて存在しなかったことはない。わたし、あなた、そしてここにいる王たちがかつて存在しなかったことはない。わたし、あなた、そしてここにいる王たちがかつて存在しなかったことはない。

また将来、わたしたちのだれ一人として存在しなくなることはない。また将来、わたしたちのだれ一人として存在しなくなることはない。また将来、わたしたちのだれ一人として存在しなくなることはない。また将来、わたしたちのだれ一人として存在しなくなることはない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  『カタ・ウパニシャッド』や『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッ

ド』などのヴェーダ経典では、「最高人格主神は、特定の活動やその反動のためにさまざま

な状況下に置かれている無数の生命体の維持者である」と言われています。その最高人格主

神は、完全部分体として生命体の心臓にも住んでいます。内にも外にもその至高主を見るこ

とのできる神聖な質を持つ人だけが、完璧で永遠な平和を達成できます。 
 

nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 

eko bahünäà yo vidadhäti kämän 

tam ätma-sthaà ye 'nupaçyanti dhéräs 

teñäà çäntiù çäçvaté netareñäm 
（カタ・ウパニシャッド ２編・２章・13節） 
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アルジュナに授けられたヴェーダの真理は、学者ぶっていても実は貧弱な知識しかない世

界中の人々に向けられています。主はこの節で明言しています――主も、アルジュナも、そ

して戦場に集まったすべての王たちも永遠に個別の存在であり、条件づけられた状態・解放

された状態どちらでも、主によって永遠に維持されている、と。最高人格主神は至高の個別

の人物であり、主の永遠の交流者であるアルジュナも、そして集まった王たちもすべて個別

的で永遠の人物です。過去は個人ではなかった、というわけでも、また未来に永遠の人物で

はなくなる、というわけでもありません。それぞれの個別性は過去にも存在していたし、未

来においてもその個別性は絶えることなく存在し続けます。ですから、だれにとっても悲嘆

する原因はありません。 

マーヤーヴァーディーの理論では、「個別の魂は、マーヤー（幻想）の覆いを取りさった

あと姿のないブラフマンのなかに融合し、個人としての存在ではなくなる」とされています

が、最高の権威者である主クリシュナはその考えを認めていません。また、物質界で条件づ

けられているときにだけ個別性がある、という理論も否定されています。クリシュナが明言

し、またウパニシャッドも確証しているように、将来においても主や他の魂の個別性は永遠

に存続します。クリシュナは幻想におちいることがないため、この言葉には権威があります。

個別性が間違っているとすれば、クリシュナは「将来も個別である」と強調しなかったはず

です。マーヤーヴァーディーはクリシュナが言う個別性は精神的ではなく、物質的な考え方

である、と言います。しかし、その「個別性は物質的な考えである」という主張を認めると

したら、クリシュナの個別性はどうやって区別できるのでしょうか。クリシュナは過去の自

分の個別性を、また未来の個別性も断言しています。主は自分の個別性をさまざまな言い方

で断言し、また非人格のブラフマンも主に従属するもの、と宣言されています。クリシュナ

は精神的個別性を絶えず維持し続けているのです。もしクリシュナが個別の意識を持つふつ

うの条件づけられた魂だとしたら、主が説いた『バガヴァッド・ギーター』は権威ある経典

としての価値を失ってしまいます。人間の弱さである４つの欠陥すべてを持つふつうの人間

は、価値ある教えを説くことはできません。『バガヴァッド・ギーター』は俗的次元を超え

た書物です。一般的な本と『バガヴァッド・ギーター』は比べられません。クリシュナを一

般人として考えるのであれば、『バガヴァッド・ギーター』の重要性はなくなります。マー

ヤーヴァーディーは、この節で言及されている複数性は月並みで、しかも肉体を指している、

と言います。しかし、そういった肉体観念はこれまでの節で否定されています。生命体にま

つわる肉体観念を否定したあとに、クリシュナが月並みな考えをふたたび持ち出すことがあ

りえるでしょうか。ですから、個別性は精神的な視点から理解すべきものであり、シュリー・

ラーマーヌジャや他の聖者や偉大なアーチャーリャもそのように確証しています。『バガヴ

ァッド・ギーター』の多くの箇所ではっきり指摘されているように、精神的個別性は主の献

愛者が正しく理解しています。クリシュナが最高人格主神であることを妬んでいる者たちに
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は、この偉大な書物を味わえる資格はありません。彼らの『バガヴァッド・ギーター』を読

もうとする試みは、蜂蜜の瓶を外からなめているようなものです。蓋をあけなければ蜂蜜は

味わえません。同じように、『バガヴァッド・ギーター』の神秘は献愛者だけが理解できる

のであり、第４章で述べられているように、それ以外のだれも味わうことはできません。ま

た主を妬んでいる者たちは、『バガヴァッド・ギーター』という本にも内容にも触れること

すらできません。ですから、マーヤーヴァーティーによる『バガヴァッド・ギーター』の解

釈は、真理について人々を間違って導いています。主チャイタンニャは、マーヤーヴァーデ

ィーが書いた要旨解説書を読むことを戒め、彼らの哲学の理解を受けいれる者は、『バガヴ

ァッド・ギーター』の神秘を理解する力をすべて失う、と警告しています。個別性は私たち

が住む物質界にだけ存在する、と考えるのであれば、主がそのことについて教える必要はな

くなります。個々の魂の複数性と主の複数性は永遠な事実であり、上記のようにヴェーダで

確証されていることです。 

 

第第第第13131313節節節節           deihNaae_iSMaNYaQaa dehe k-aEMaar& YaaEvNa& Jara ) 
   TaQaa   dehaNTarPa[aiáDasrSTa}a  Na  MauùiTa )) 13 )) 

 

dehino 'smin yathä dehe 

kaumäraà yauvanaà jarä 

tathä dehäntara-präptir 

dhéras tatra na muhyati 
 

dehinaù—肉体をまとった者の; asmin—この中; yathä—〜につれ; dehe—肉体の中で; 

kaumäram—少年期; yauvanam—⻘年; jarä—老年; tathä—同様に; deha-antara—肉体の移り

変わりの; präptiù—達成; dhéraù—冷静な者; tatra—その結果; na—決して〜ない; muhyati—

惑わされる。 
 

訳訳訳訳        肉体をまとった魂が、肉体をまとった魂が、肉体をまとった魂が、肉体をまとった魂が、体体体体のなかをのなかをのなかをのなかを、、、、少年から⻘年、老年へと少年から⻘年、老年へと少年から⻘年、老年へと少年から⻘年、老年へと絶え間なく絶え間なく絶え間なく絶え間なく移り変わ移り変わ移り変わ移り変わ

るように、魂るように、魂るように、魂るように、魂もももも同じように死ぬときに別の同じように死ぬときに別の同じように死ぬときに別の同じように死ぬときに別の体体体体に入っていく。冷静な人物は、そのようなに入っていく。冷静な人物は、そのようなに入っていく。冷静な人物は、そのようなに入っていく。冷静な人物は、そのような

変化に惑わされない。変化に惑わされない。変化に惑わされない。変化に惑わされない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  生命体はすべて個別の魂ですから、体を毎瞬間変えながら、子ども、⻘年、

老人へと変わり続けています。それでもその魂は同じ場所にあり、精神的質を変えることは

ありません。そして最後に、死ぬときに体を変え、次の生で別の体に生まれ変わります。次

の誕生では間違いなく別の体を得るのですから――物質的であろうと精神的であろうと

――アルジュナがひじょうに心配していたビーシュマやドゥローナの死について嘆く理由

はどこにもありませんでした。それどころか、死ねば古い体から新しい体になって新しい力



 17

を手にいれるのですから、喜んでもいいはずです。肉体が変わるということは、前世での活

動をとおして感じたさまざまな楽しみや苦しみが現われた結果です。ですから、高貴な魂で

あるビーシュマやドゥローナの場合、来世では間違いなく精神的な体を得るか、少なくとも

物質界でさらに優れた楽しみを味わえる天界での体を得るはずでした。どちらにしても、嘆

く必要はどこにもなかった、ということです。 

個々の魂と至高の魂、そして物質界と精神界について熟知している人を、ディーラ（dhéra）

「ひじょうに冷静な人物」と呼びます。肉体の変化に惑わされるような人物ではありません。 

精神魂はすべて一つ、とするマーヤーヴァーディーの理論を受けいれることはできません。

精神魂は切りきざんで粉々にすることができないからです。魂を寸断することができるので

あれば、至高者も分解されたり変化したりすることになり、それは至高の魂の不変性の原則

に反しています。『バガヴァッド・ギーター』で確証されているように、至高主の断片的部

分は永遠（sanätana）に存在し続け、クシャラ（kñara）と呼ばれています。これは、物質

自然界に転落する傾向がある、ということです。断片的部分体は永遠にそのような気質を持

っており、個々の魂が解放されたあとでも同じ状態――断片的――であり続けます。しかし

ひとたび解放されると、人格主神との喜びと知識に満ちた永遠の生活を営むようになります。

「反射」という考えで見ると、パラマートマーとしてすべての肉体に住んでいる至高の魂の

関係がわかります。至高の魂と個々の生命体は同じ存在ではありません。空が水面に反射す

れば、太陽、月、星が表面に映ります。無数の星は生命体、太陽と月は至高主に比較できま

す。個々の断片的精神魂はアルジュナに、至高の魂は人格主神シュリー・クリシュナに代表

されます。両者は同じ段階になく、そのことは第４章の始めで説明されます。アルジュナと

クリシュナが同じ段階にいるとしたら、クリシュナがアルジュナより優れた段階にいるとい

う関係はなくなり、「教える者と教わる者」という関係もなくなります。また二人とも幻想

の力（マーヤー）に惑われているのであれば、「教える側と教わる側」という関係もなくな

り、無意味な会話になってしまいます。マーヤーに支配されているかぎり、だれも権威ある

教師にはなれないからです。この事実にもとづき、主クリシュナは至高主であり、マーヤー

に惑わされてすべてを忘れたアルジュナという生命体を超えた境地にいる、と理解しなくて

はなりません。 

 

第第第第14141414節節節節           Maa}aaSPaXaaRSTau k-aENTaeYa XaqTaaeZ<aSau%du"%da" ) 
  AaGaMaaPaaiYaNaae_iNaTYaaSTaa&iSTaiTa+aSv  >aarTa  )) 14 )) 

 

mäträ-sparçäs tu kaunteya 

çétoñëa-sukha-duùkha-däù 

ägamäpäyino 'nityäs 
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täàs titikñasva bhärata 
 

mäträ-sparçäù—感覚による知覚; tu—〜にすぎない; kaunteya—クンティーの子よ; çéta—

冬; uñëa—夏; sukha—幸福; duùkha—そして苦痛; däù—与えている; ägama—現われること; 

apäyinaù—消えること; anityäù—永遠ではない; tän—それらすべて; titikñasva—ただ耐えよ; 

bhärata—バラタ王家の子孫よ。 
 

訳訳訳訳        クンティーの子よ。幸せと苦しみは永遠ではなく、やがて消えさっていく。それクンティーの子よ。幸せと苦しみは永遠ではなく、やがて消えさっていく。それクンティーの子よ。幸せと苦しみは永遠ではなく、やがて消えさっていく。それクンティーの子よ。幸せと苦しみは永遠ではなく、やがて消えさっていく。それ

は、冬と夏という季節の去来に似ている。バラタの子孫よ、幸せも苦しみも感覚との接は、冬と夏という季節の去来に似ている。バラタの子孫よ、幸せも苦しみも感覚との接は、冬と夏という季節の去来に似ている。バラタの子孫よ、幸せも苦しみも感覚との接は、冬と夏という季節の去来に似ている。バラタの子孫よ、幸せも苦しみも感覚との接

触をとおして生じるのであり、触をとおして生じるのであり、触をとおして生じるのであり、触をとおして生じるのであり、心乱され心乱され心乱され心乱されずにずにずにずに耐えることを学ばなくてはならない。耐えることを学ばなくてはならない。耐えることを学ばなくてはならない。耐えることを学ばなくてはならない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  義務を正しく果たすには、幸福と苦悩の一時的な出現と消滅に耐えることを

学ばなくてはなりません。ヴェーダは、マーガ（Mägha）の月（１月−２月）でも早朝に

沐浴することを説いています。ひじょうに寒い時期ではありますが、宗教原則を守る人は、

沐浴をためらってはなりません。同じように女性も、５月と６月というもっとも暑い夏の時

期でも、ためらわずに台所で料理をしなくてはなりません。気候が作りだす厳しい環境に耐

えつつ、義務を果たすということです。同じように、戦うことはクシャトリヤの宗教原則で

あり、友人や親族と戦う苦境に追いこまれても、定められた義務から逸れてはいけません。

確かな知識の段階に高められるためにも、定められた規則や宗教原則の規則に従うべきです。

知識と献愛奉仕だけによって、私たちはマーヤー（幻想）の束縛から解放されるのです。 

この節でクリシュナが呼んでいるアルジュナの２つの名前にも重要な意味があります。カ

ウンテーヤ（Kaunteya）は⺟方の優れた血縁関係を示し、バーラタ（Bhärata）は、父方

の血縁関係によるアルジュナの偉大さを示しています。アルジュナの体には両者の血筋を受

けついだ素晴らしい血が流れているということです。優れた血筋を受け継げば、義務を正し

く果たす責任も要求されます。アルジュナは戦いを避けられない立場にあったのです。 

 

第第第第15151515節節節節          Ya&  ih  Na  VYaQaYaNTYaeTae  Pauåz& PauåzzR>a  ) 
              SaMadu"%Sau%& Daqr& Saae_Ma*TaTvaYa k-LPaTae )) 15 )) 
 

yaà hi na vyathayanty ete 

puruñaà puruñarñabha 

sama-duùkha-sukhaà dhéraà 

so 'måtatväya kalpate 
yam—〜である者に対して; hi—確かに; na—決して〜ない; vyathayanti—苦しんでいる; 

ete—これらすべて; puruñam—ある人物に; puruña-åñabha—人類の筆頭者; sama—不変の; 

duùkha—苦しみのなかで; sukham—そして幸福; dhéram—忍耐強い; saù—彼; amåtatväya—
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解脱に対する; kalpate—ふさわしいと考えられる。 
 
 

訳訳訳訳        人類のなかでもっとも優れた者（アルジュナ）よ。幸福や苦悩に乱されず、どち人類のなかでもっとも優れた者（アルジュナ）よ。幸福や苦悩に乱されず、どち人類のなかでもっとも優れた者（アルジュナ）よ。幸福や苦悩に乱されず、どち人類のなかでもっとも優れた者（アルジュナ）よ。幸福や苦悩に乱されず、どち

らの境遇にあっても動じない者は、らの境遇にあっても動じない者は、らの境遇にあっても動じない者は、らの境遇にあっても動じない者は、確かに確かに確かに確かに解放されるにふさわしい。解放されるにふさわしい。解放されるにふさわしい。解放されるにふさわしい。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  精神的悟りをきわめようとする揺るぎない決意を持ち、苦悩と幸福という攻撃

に等しく耐えられる人は、確かに解放されるにふさわしいといえます。ヴァルナーシュラマ

制度の４段階の生活、すなわち放棄階級（サンニャーサ）には忍耐心が要求されます。しか

し、人生を完成させようとする真剣な人は、どのような困難があっても必ずサンニャーサ階

級を受けいれます。困難は、家族との別れ、妻や子どもとの関係を断ちきることから生じる

ものです。その苦難に耐えられる人は、間違いなく精神的悟りを達成できます。同じように

アルジュナは、家族、また家族ほどに愛する人々との戦いは苦渋の決断だとしても、屈する

ことなく、クシャトリヤとしての義務を遂行するよう助言されました。主チャイタンニャは

24歳のときにサンニャーサ階級になりましたが、主を頼っていた若い妻、老いた⺟親の世話

をする者はだれもいませんでした。それでも主は崇高な目的を満たすためにサンニャーサを

受けいれ、高尚な本務を堅実に実践していました。それが、物質的束縛から解放される方法

です。 

 

第第第第16161616節節節節           NaaSaTaae ivÛTae >aavae Naa>aavae ivÛTae SaTa" ) 
   o>aYaaeriPa  d*íae_NTaSTvNaYaaeSTatvdiXaRi>a" )) 16 )) 

 

näsato vidyate bhävo 

näbhävo vidyate sataù 

ubhayor api dåñöo 'ntas 

tv anayos tattva-darçibhiù 
 

na—決して〜ない; asataù—非存在物の; vidyate—〜がある; bhävaù—存続; na—決して〜

ない; abhävaù—質が変化すること; vidyate—〜がある; sataù—永遠なる者の; ubhayoù—２つ

の; api—確かに; dåñöaù—観察した; antaù—結論; tu—実際に; anayoù—それらの; tattva—真

理の; darçibhiù—見た者によって。 
 

訳訳訳訳        真理を見た人々は、存在しないもの（物質の肉体）は存続せず、永遠なもの（魂）真理を見た人々は、存在しないもの（物質の肉体）は存続せず、永遠なもの（魂）真理を見た人々は、存在しないもの（物質の肉体）は存続せず、永遠なもの（魂）真理を見た人々は、存在しないもの（物質の肉体）は存続せず、永遠なもの（魂）

は変化しないと結論は変化しないと結論は変化しないと結論は変化しないと結論しししした。これは、両者の質をた。これは、両者の質をた。これは、両者の質をた。これは、両者の質を研究したうえでの結論である。研究したうえでの結論である。研究したうえでの結論である。研究したうえでの結論である。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  変化する肉体は存続しません。細胞の新陳代謝によって体が毎瞬間変化して

いることは、現代医学でも認められています。そのために、体内で成⻑と老化が起こってい
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ます。いっぽう、精神魂は永遠に存在しており、体や心が変化しても同じ状態であり続けま

す。それが物体と精神の違いです。体は変わり続ける、しかし魂は永遠である――これは、

非人格論者や人格論者を含め、あらゆる真理の目撃者が到達した結論です。『ヴィシュヌ・

プラーナ』（２編・12章・38節）では、jyotéàñi viñëur bhuvanäni viñëuù（ジョーティーンム

シ ヴィシュヌル ブフヴァナーニ ヴィシュヌフ）、ヴィシュヌやその住居は、自ら光り輝く精神的存

在である、と言われています。「存在」と「非存在」いう言葉は、精神と物体にだけ当ては

まります。それが真理を見ているすべての人々の見解です。 

これが、無知の力に惑わされている生命体への主の最初の教えです。無知を取りさる、と

は、崇拝する者とされる者の永遠な関係を築き、そこで見えてくる部分体としての生命体と

最高人格主神との違いを理解することにあります。自己について徹底的に研究すれば、至高

者の特質がわかり、部分体と全体という関係での「自己と至高の生物の違い」が理解できま

す。『ヴェーダンタ・スートラ』や『シュリーマド・バーガヴァタム』では、至高者はすべ

ての発生物の根源として述べられています。その発生物は、優性の質と劣性の質が接触した

結果です。生命体は優位の質をそなえており、それは第７章で明らかにされます。「エネル

ギーとそのエネルギー源は同じ」と言えますが、エネルギー源を至高主、エネルギーあるい

はその質を従属者と言いかえることができます。ですから、生命体はいつでも至高主に従う

立場にあり、いわば主人と召使い、教える者と教わる者という関係で捉えることができます。

このような明白な知識は、無知の魔力に惑わされていれば理解できるはずがありません。主

はその無知を取りのぞくために、あらゆる時代のあらゆる生命体を啓発させるために『バガ

ヴァッド・ギーター』を説いています。 

 

第第第第17171717節節節節            AivNaaiXa Tau TaiÜiÖ YaeNa SavRiMad& TaTaMa(  ) 
    ivNaaXaMaVYaYaSYaaSYa  Na  k-iêTk-TauRMahRiTa  )) 17 )) 

 

avinäçi tu tad viddhi 

yena sarvam idaà tatam 

vinäçam avyayasyäsya 

na kaçcit kartum arhati 
 

avinäçi—不滅; tu—しかし; tat—その; viddhi—それを知る; yena—〜の人物によって; 

sarvam—体全体; idam—この; tatam—広がっている; vinäçam—破壊; avyayasya—不滅である

者の; asya—それの; na kaçcit—だれも〜ない; kartum—すること; arhati—〜できる。 
 

訳訳訳訳        体全体に広がっているものは不滅であり、だれもその不滅の魂を滅ぼすことはで体全体に広がっているものは不滅であり、だれもその不滅の魂を滅ぼすことはで体全体に広がっているものは不滅であり、だれもその不滅の魂を滅ぼすことはで体全体に広がっているものは不滅であり、だれもその不滅の魂を滅ぼすことはで

きない。このことをよく理解しなくてはならない。きない。このことをよく理解しなくてはならない。きない。このことをよく理解しなくてはならない。きない。このことをよく理解しなくてはならない。 
 



 21

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節は、体全体に広がっている魂の本来の特質をさらにはっきりと説明し

ています。なにが広がっているか、それはだれにでも理解できます。意識です。だれでも、

体の一部あるいは全体で感じられる苦痛や喜びを意識しています。この意識の広がりは、一

人の体のなかだけに限られています。自分の体内の苦痛や喜びは他人にはわかりません。で

すから、それぞれの体は、個々の魂が具体化されたものであり、その魂の存在の兆候は個々

の意識として知覚されます。またその魂の大きさは毛髪の先端の１万分の１であることが、

『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』（第５章・第９節）で確証されています。 
 

bälägra-çata-bhägasya 

çatadhä kalpitasya ca 

bhägo jévaù sa vijïeyaù 

sa cänantyäya kalpate 
 

 「１本の毛髪の先端を100等分し、その各部をさらに100等分した大きさが、精神魂の大

きさである」。さらに同じ見解も述べられています。 
 

keçägra-çata-bhägasya 

çatäàçaù sädåçätmakaù 

jévaù sükñma-svarüpo 'yaà 

saìkhyätéto hi cit-kaëaù 
 

 「精神的原子の数は無数であり、その大きさは毛髪の先端の１万分の１である」 

ですから、精神魂という個別的部分体は原子よりも小さな精神的粒子で、その数は無数で

す。このきわめて微少な精神的火花が肉体の生存原理であり、その精神的火花の影響力は、

薬の有効成分が体内に広がる原理と同じように体全体に浸透しています。精神魂によるこの

流れが「意識」として体全体で知覚され、まさにそれが魂の存在の証拠です。肉体から意識

を取りのぞいたものは死体であることはだれでもわかりますし、この意識はどのような薬を

投与しても体内でよみがえることはありません。ですから意識は物質をいくら組みあわせて

も作りだされるものではなく、精神魂によって生じるものです。『ムンダカ・ウパニシャッ

ド』（３編・１章・９節）では原子サイズの精神魂についてさらに説明されています。 
 

eño 'ëur ätmä cetasä veditavyo 

yasmin präëaù païcadhä saàviveça 

präëaiç cittaà sarvam otaà prajänäà 

yasmin viçuddhe vibhavaty eña ätmä 
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 「魂は原子ほどの大きさであり、完璧な知性を使って物事を知覚することができる。この

魂は５種類の空気（プラーナ・präëa、アパーナ・apäna、ヴャーナ・vyäna、サマーナ・

samäna、ウダーナ・udäna）の中に浮かび、心臓に位置し、その影響力を生命体の体全体

に広げている。魂がこの５種類の物質の空気の穢（けが）れから清められたとき、その精神的

力が表わされる」 

ハタ・ヨーガは、純粋な魂を包む５種類の空気をさまざまな座位で制御する方法です。そ

れは物質的な利益を得るためではなく、極小の魂を物質的束縛から解放させるために修練さ

れるべきものです。 

原子的な魂が存在することはすべてのヴェーダ経典が認めていることで、健全に判断でき

る人なら実際に感じることができます。健全ではない人だけが、この小さな魂を遍在するヴ

ィシュヌ・タットゥヴァとして考えます。 

この原子的魂の影響力は１つの体全体に広がっています。『ムンダカ・ウパニシャッド』

では、「この原子的魂は全生物の心臓に位置している」と述べられているのですが、その魂

の大きさが物質科学者の判断能力を越えているため、魂は存在しない、と断定する愚かな科

学者がいます。極小かつ個別的な魂は至高の魂といっしょに心臓の中に間違いなく存在して

いるからこそ、肉体を動かす全エネルギーが体内のその部分から送りだされています。肺か

ら酸素を運んでいる血球が魂からのエネルギーを吸収しています。しかし魂が体から出てい

けば、血液を生成する融合機能も停止します。現代医学は赤血球の重要性を認めてはいます

が、その力の源が魂にあることを確かめることはできません。しかし、心臓が肉体すべての

力の源であることは認めています。 

全体的な精神魂（至高主）の極小の部分（魂）は、太陽光線の粒子と比較できます。太陽

光線のなかには無数の輝く粒子が含まれています。同じように、至高主の断片的な部分体は、

至高主から放出されている原子的な光であり、プラバー（prabhä）「優性のエネルギー」と

呼ばれています。ヴェーダの知識から見ても、あるいは現代科学の見地から見ても、体内に

ある精神魂の存在はまぎれもない事実であり、人格主神自ら、魂の科学を『バガヴァッド・

ギーター』で鮮やかに説明しています。 

 

第第第第18181818節節節節            ANTavNTa wMae deha iNaTYaSYaae¢-a" Xarqir<a" ) 
    ANaaiXaNaae_Pa[MaeYaSYa   TaSMaaÛuDYaSv  >aarTa  )) 18 )) 

 

antavanta ime dehä 

nityasyoktäù çarériëaù 

anäçino 'prameyasya 

tasmäd yudhyasva bhärata 
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anta-vantaù—滅びる ; ime—これらすべて ; dehäù—物質の体 ; nityasya—永遠な存在 ; 

uktäù—〜と言われる; çarériëaù—肉体をまとった魂の; anäçinaù—決して破壊されない; 

aprameyasya—計り知れない; tasmät—ゆえに; yudhyasva—戦う; bhärata—バラタの子孫よ。 

訳訳訳訳        不滅で計り知れ不滅で計り知れ不滅で計り知れ不滅で計り知れないないないない永遠な生命体がまとった肉体は永遠な生命体がまとった肉体は永遠な生命体がまとった肉体は永遠な生命体がまとった肉体は、、、、必ず終わりを迎える。だか必ず終わりを迎える。だか必ず終わりを迎える。だか必ず終わりを迎える。だか

らバラタの子孫よ、戦うのだ。らバラタの子孫よ、戦うのだ。らバラタの子孫よ、戦うのだ。らバラタの子孫よ、戦うのだ。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  肉体は滅びるものです。その時は今すぐ来るかもしれない、あるいは100年後

に来るかもしれない、でも、それは時間の問題です。私たちは永久に生き続けるわけではあ

りません。しかし精神魂はひじょうに小さく、敵の目に見えませんし、まして殺されること

もありません。前の節で述べられたように、あまりにも小さいためにその寸法さえ測れない。

ですからどちらの視点から見ても魂のことで嘆く必要はありません。生命体は殺されないし、

そして肉体も一定期間救われることも、また永遠にも守られることもないからです。全体魂

の極小の部分体である魂は、自分の活動に応じて肉体を得るものですから、人生を完成させ

るためにも宗教原則を守らなくてはなりません。『ヴェーダンタ・スートラ』では、生命体

は至高の光の部分であるため、「光」として描写されています。太陽光線が宇宙全体を支え

ているように、魂の光が肉体を支えています。精神魂が肉体から出ていけば、その体は腐る

ばかりです。これこそ、肉体を支えているのが精神魂であることの証明です。体そのものは

大して重要なものではありません。だからこそアルジュナは助言されたのです、戦え、そし

て物質的な肉体観念に囚われて宗教原則を破ってはいけない、と。 

 

第第第第19191919節節節節           Ya  WNa&  veita  hNTaar&  YaêENa&  MaNYaTae  hTaMa(  ) 
   o>aaE TaaE Na ivJaaNaqTaae NaaYa& hiNTa Na hNYaTae )) 19 )) 

 

ya enaà vetti hantäraà 

yaç cainaà manyate hatam 

ubhau tau na vijänéto 

näyaà hanti na hanyate 
 

yaù—〜である者はだれでも; enam—これ; vetti—知っている; hantäram—殺害者; yaù—〜

である者はだれでも ; ca—もまた ; enam—これ ; manyate—考える ; hatam—殺されて ; 

ubhau—両方; tau—彼らは; na—決して〜ない; vijänétaù—知識の中にある; na—決して〜な

い; ayam—これ; hanti—殺す; na—〜でもない; hanyate—殺される。 
 

訳訳訳訳        生命体は殺害者では生命体は殺害者では生命体は殺害者では生命体は殺害者ではなくなくなくなく、また殺害されもしない、と考える者は正しい知識を、また殺害されもしない、と考える者は正しい知識を、また殺害されもしない、と考える者は正しい知識を、また殺害されもしない、と考える者は正しい知識を持持持持

ってってってっている。魂は殺しも殺されもしないからである。いる。魂は殺しも殺されもしないからである。いる。魂は殺しも殺されもしないからである。いる。魂は殺しも殺されもしないからである。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  肉体をまとった生命体が武器で致命傷を負っても、体内の生命体は殺されな

い、と理解しなくてはなりません。これから先の節で明らかにされるように、精神魂はひじ

ょうに小さいため、どんな武器を使っても絶対に殺すことはできません。もともと精神的な

存在ですから、殺すことはできないのです。殺されるのは、あるいは殺されると見なされる

のは肉体です。しかし、その考えが肉体の殺害を助⻑しているわけではありません。ヴェー

ダはmä hiàsyät sarvä bhütäni（マー ヒムシャートゥ サルヴァー ブフーターニ）「だれにも暴力を

ふるってはならない」と戒めています。また、生命体は殺されない、という考えが動物を殺

すことを許しているわけでもありません。正統な権威を無視した殺害行為は非道な行為であ

り、国の法律に、そして主の法則によって罰せられます。もちろんアルジュナは、気まぐれ

ではなく、宗教原則にのっとって戦おうとしていました。 

 

第第第第20202020節節節節            Na JaaYaTae iMa]YaTae va k-daic‚ 
      naAyaM >aUTva >aivTaa va Na >aUYa" ) 
 AJaae iNaTYa" XaaìTaae_Ya& Paura<aae 
      Na   hNYaTae   hNYaMaaNae  Xarqre  )) 20 )) 

 

na jäyate mriyate vä kadäcin 

näyaà bhütvä bhavitä vä na bhüyaù 

ajo nityaù çäçvato 'yaà puräëo 

na hanyate hanyamäne çarére 
 

na—決して〜ない; jäyate—誕生する; mriyate—死ぬ; vä—どちらも; kadäcit—いつでも（過

去、現在、未来）; na—決して〜ない; ayam—これ; bhütvä—存在するようになった; bhavitä—

これから存在するようになる; vä—あるいは; na—ではない; bhüyaù—あるいは、再び存在す

るようになる; ajaù—生まれることのない; nityaù—永遠な; çäçvataù—永続する; ayam—こ

の ; puräëaù—最古の ; na—決して〜ない ; hanyate—殺される ; hanyamäne—殺されて ; 

çarére—肉体。 
 

訳訳訳訳        魂は、いつなんどきでも、生まれも死にもしない。過去に存在しはじめたわけで魂は、いつなんどきでも、生まれも死にもしない。過去に存在しはじめたわけで魂は、いつなんどきでも、生まれも死にもしない。過去に存在しはじめたわけで魂は、いつなんどきでも、生まれも死にもしない。過去に存在しはじめたわけで

はなく、はなく、はなく、はなく、今存在するようになったわけではなく、未来に存在するようになるわけでもな今存在するようになったわけではなく、未来に存在するようになるわけでもな今存在するようになったわけではなく、未来に存在するようになるわけでもな今存在するようになったわけではなく、未来に存在するようになるわけでもな

い。生まれることなく、永遠で、つねに存在し、い。生まれることなく、永遠で、つねに存在し、い。生まれることなく、永遠で、つねに存在し、い。生まれることなく、永遠で、つねに存在し、はるかはるかはるかはるか昔から存在している。肉体が殺昔から存在している。肉体が殺昔から存在している。肉体が殺昔から存在している。肉体が殺

されても、魂は殺されない。されても、魂は殺されない。されても、魂は殺されない。されても、魂は殺されない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  「質」から見ると、至高の魂の小さな断片部分は至高者と同じです。魂は肉

体が辿るような変化を経験しません。Küöa-stha（クータ・スタハ）「不変」と呼ばれることも

あります。いっぽう、肉体は６つの変化を通過しなくてはなりません。⺟親の胎内から誕生
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し、しばらくその状態を維持し、成⻑し、何かの結果を生じさせ、やがて縮小し、最後に忘

却の世界に戻っていきます。しかし、魂はそのような変化の影響を受けません。生まれるこ

とはありませんが、物質の体をまとうため、その体が誕生するだけのことです。魂はその肉

体のなかに誕生するのではなく、また死にもしません。誕生したものは必ず死にます。また

魂には誕生がないため、過去・現在・未来も関係ありません。魂は未来永劫にわたって存在

し、そして太古の存在です。それは、魂が歴史上のある時期から存在するようになったわけ

ではない、ということを表わしています。私たちは、肉体という固定観念にもとづいて魂の

誕生の歴史を探そうとしています。肉体は老化しますが、魂は年をとりません。だから老人

になっても、幼かったころや若かったころと同じ心や意識を感じているのです。肉体の変化

は魂にまったく影響を及ぼしません。魂は、たとえば木のような物質の体とは違い、劣化し

ません。なにかを派生させることもありません。肉体の副産物、すなわち子どもも個別的な

魂です。肉体に結びつけて考えてしまうため、ある人の子ども、という見方をします。体は

魂がいるからこそ成⻑しますが、魂そのものはなにかに派生することも変化することもしま

せん。ですから、魂は肉体の６つの変化とは無縁な存在なのです。 

 『カタ・ウパニシャッド』（第１編・第２章・第18節）にも、同じような言葉が見つかり

ます。 
 

na jäyate mriyate vä vipaçcin 

näyaà kutaçcin na babhüva kaçcit 

ajo nityaù çäçvato 'yaà puräëo 

na hanyate hanyamäne çarére 
 

この節の意味は『バガヴァッド・ギーター』のものと同じですが、１つ、特別の言葉が使

われています。それがvipaçcit（ヴィパシュチトゥ）で、博学な、あるいは知識をそなえた、

という意味です。 

魂は知識にあふれている、すなわちつねに意識をそなえています。ですから、意識が魂の

存在の証しです。自分の心臓に位置している魂が理解できないとしても、意識が存在してい

るのですから、魂が存在していることもわかるはずです。空に雲が広がっているために（あ

るいは別の理由で）太陽が見えなくても、その明かりが感じられるから、「今は昼」と判断

できます。夜が明ける前、空にかすかに光が広がっているだけで、太陽が昇りかけているこ

とがわかります。同じように、ある意識が体全体に広がっているのですから（人間であろう

と動物であろうと）、魂がいると判断できます。しかしこの魂の意識は、至高者の意識と同

じではありません。至高の魂はすべてを――過去も現在も未来も――すべて知っているから

です。個々の魂は物忘れをします。自分本来の質を忘れてしまえば、クリシュナから優れた

教えを授かって、啓発されなくてはなりません。しかしクリシュナは違います。もしクリシ
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ュナが、すべてを忘れてしまうふつうの魂と同じだとしたら、『バガヴァッド・ギーター』

にある教えはまったく無意味なものになってしまいます。 

２種類の魂、すなわち極小の部分的魂（aëu-ätmä・アヌ・アートゥマー）と至高の魂

（vibhu-ätmä・ヴィブフ・アートゥマー）がいます。このことも『カタ・ウパニシャッド』

（第１編・第２章・第20節）で明言されています。 
 

aëor aëéyän mahato mahéyän 

ätmäsya jantor nihito guhäyäm 

tam akratuù paçyati véta-çoko 

dhätuù prasädän mahimänam ätmanaù 
 

 「至高の魂・パラマートマーと原子大の魂・ジーヴァートゥマーはどちらも、生命体の肉

体という同じ木、同じ心臓の中に住んでいるが、物質的な嘆きや望みから解放された者だけ

が、至高者の恩恵を授かり、魂の栄光を理解する」。クリシュナは、後の章で述べられるよ

うに至高の魂の源でもあり、いっぽうアルジュナは原子ほど小さな魂で、自分本来の気質を

忘れています。だからこそ、クリシュナから、あるいはクリシュナの本物の代表者（精神指

導者）から知識を授かる必要があるのです。 

 

第第第第21212121節節節節           vedaivNaaiXaNa&   iNaTYa&   Ya  WNaMaJaMaVYaYaMa( ) 
    k-Qa& Sa Pauåz" PaaQaR k&- gaaTaYaiTa hiNTa k-Ma( )) 21 )) 

 

vedävinäçinaà nityaà 

ya enam ajam avyayam 

kathaà sa puruñaù pärtha 

kaà ghätayati hanti kam 
 

veda—知っている; avinäçinam—破壊されない; nityam—常に存在している; yaù—〜である

者; enam—これ（魂）; ajam—生まれない; avyayam—不変の; katham—はたして; saù—それ; 

puruñaù—人物; pärtha—パールタ（アルジュナ）よ; kam—〜である者を; ghätayati—傷つける

原因となる; hanti—殺す; kam—〜である者を。 
 

訳訳訳訳        パールタよ。魂は不滅で、永遠で、生まれパールタよ。魂は不滅で、永遠で、生まれパールタよ。魂は不滅で、永遠で、生まれパールタよ。魂は不滅で、永遠で、生まれずずずず、不変であると知る者が、だれかを、不変であると知る者が、だれかを、不変であると知る者が、だれかを、不変であると知る者が、だれかを

殺すとか、あるいはだれかにだれかを殺させたりできるものだろうか。殺すとか、あるいはだれかにだれかを殺させたりできるものだろうか。殺すとか、あるいはだれかにだれかを殺させたりできるものだろうか。殺すとか、あるいはだれかにだれかを殺させたりできるものだろうか。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  どのようなものにもそれなりの適切な使い道があり、完全な知識をそなえた
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人物は、どこでどうやって活用すべきかを知っています。同じように暴力にも使い道があり、

正しい暴力の使い方は知識をそなえた人物しだいで決まります。裁判官は殺人犯に極刑を言

いわたすこともできますが、それは法律を根拠にして他人に暴力をふるうよう命じているの

ですから、その裁判官が非難されることはありません。人類のための法典『マヌ・サムヒタ

ー』では、「殺人犯には、犯した大罪によって来世で苦しむことがないよう死刑を宣告しな

くてはならない」とあります。ですから、国王による極刑の宣告は、実は殺人犯にとって有

益なことです。同じように、クリシュナが戦いを命じているのであれば、その暴力は至上の

正義のためであり、アルジュナも「その暴力はクリシュナのための戦いであり、暴力ではな

い、なぜなら人間は、いや魂そのものは殺されないのだから」と理解し、その教えに従わな

くてはなりません。司法は暴力を許しています。外科手術は患者を殺すためではなく、治療

するために行なわれます。ですから、クリシュナの教えにもとづいて実行されるアルジュナ

の戦闘行為は完全な知識にもとづいており、罪な反動が起こる可能性はありません。 

 

第第第第22222222節節節節            vaSaa&iSa Jaq<aaRiNa YaQaa ivhaYa 
  NavaiNa  Ga*õaiTa  Narae_Parai<a  ) 
TaQaa Xarqrai<a ivhaYa Jaq<aaR‚ 
  NYaNYaaiNa Sa&YaaiTa NavaiNa dehq )) 22 )) 

 

väsäàsi jérëäni yathä vihäya 

naväni gåhëäti naro 'paräëi 

tathä çaréräëi vihäya jérëäny 

anyäni saàyäti naväni dehé 
 

väsäàsi—衣服; jérëäni—古い、そして使い古した; yathä—ちょうど〜のように; vihäya—捨

て去ること; naväni—新しい衣服; gåhëäti—受け入れる; naraù—男性; aparäëi—他のもの; 

tathä—同じように; çaréräëi—肉体; vihäya—捨て去ること; jirëäni—古くて役に立たない; 

anyäni—異なる; saàyäti—確かに受け入れる; naväni—新しいもの; dehé—肉体をまとった者。 
 

訳訳訳訳        古くなった服を捨てて新しい服を着るように、魂も、古くて役にたたなくなった古くなった服を捨てて新しい服を着るように、魂も、古くて役にたたなくなった古くなった服を捨てて新しい服を着るように、魂も、古くて役にたたなくなった古くなった服を捨てて新しい服を着るように、魂も、古くて役にたたなくなった

肉体を捨てて、新肉体を捨てて、新肉体を捨てて、新肉体を捨てて、新しい肉体をまとう。しい肉体をまとう。しい肉体をまとう。しい肉体をまとう。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  原子の粒ほどの個々の魂が肉体を変えることは、だれにでも理解できる事実

です。現代科学者は魂の存在を信じませんし、また心臓から出ているエネルギーの源につい

ても説明できませんが、そのような彼らでさえ、肉体が幼年から少年へ、少年から⻘年へ、

さらに⻘年から老年期へと変わっていく事実は受けいれるしかありません。老年の体が終わ

れば、新しい別の体への変化が待っています。このことはすでに前の節（２章・13節）で
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説明されました。 

極小の個々の魂が別の体を受けいれることは、至高の魂の恩寵によって可能になります。

友人が別の友人の望みを叶えてあげるように、至高の魂は極小の魂の望みを叶えてあげるの

です。『ムンダカ・ウパニシャッド』や『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』

は、魂と至高の魂を、同じ木に止まった仲のいい２羽の鳥にたとえています。１羽の鳥（個々

の、極小の魂）が木の実を食べ、別の鳥（クリシュナ）はその鳥の様子をじっと見ています。

同じ気質をそなえた２羽の鳥ではあっても、一方は物質の木のくだものに心を奪われ、もう

一方の鳥は友人の行動をただ見つめています。クリシュナが見つめている鳥、アルジュナは

食べている鳥です。友人同士ですが、一方は主人、もう一方は召使いです。極小の魂がその

関係を忘れてしまったことが、一つの木から別の木に移動する、つまり一つの肉体から別の

肉体に移り変わる原因です。ジーヴァ魂は肉体という木の上で苦しんでいますが、もう一方

の鳥を至高の精神指導者として受けいれさえすれば、――アルジュナがクリシュナに身を委

ねて教えを求めたように――従う立場にいる鳥は、すぐに悲しみから解放されます。『ムン

ダカ・ウパニシャッド』（第３編・第１章・第２節）と『シュヴェーターシュヴァタラ・ウ

パニシャッド』（第４章・第７節）がこのことを描写しています。 
 

samäne våkñe puruño nimagno 

'néçayä çocati muhyamänaù 

juñöaà yadä paçyaty anyam éçam 

asya mahimänam iti véta-çokaù 
 

 「２羽の鳥が同じ木に止まっていても、食べているほうの鳥は、その木の実を楽しもうと

しているために不安と不満にさらされている。しかしきっかけがなんであれ、友人であり、

主であり、自らの栄光を知る別の友人に顔を向ければ――すぐに、苦しむ鳥はすべての不安

から解放される」。今アルジュナは、永遠なる友、主クリシュナに顔を向け、主から『バガ

ヴァッド・ギーター』の教えを理解しようとしています。このようにクリシュナから聞くこ

とで、主の至高の栄光を理解し、悲しみから解放されていくのです。 

アルジュナはこの節で、年老いた祖父や教師の体の変化を悲しんではならない、と主に諭

されています。正義の戦いで彼らの肉体を殺害し、その結果としてさまざまな肉体の活動の

反動から完全に清められるのですから、アルジュナは喜ぶべきところです。自分の命を供儀

の祭壇に、あるいは正義のために戦って命を投げだす者は、すぐに肉体の反動から浄化され、

さらに優れた境地に高められていきます。アルジュナには嘆き悲しむ理由はどこにもなかっ

たのです。 

 

第第第第23232323節節節節            NaENa&  i^NdiNTa  Xañai<a NaENa& dhiTa Paavk-"  ) 
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    Na cENa& k lee-dYaNTYaaPaae Na XaaezYaiTa MaaåTa" )) 23 )) 
 
 
 

nainaà chindanti çasträëi 

nainaà dahati pävakaù 

na cainaà kledayanty äpo 

na çoñayati märutaù 
 

na—決して〜ない; enam—この魂; chindanti—切り刻むことができる; çasträëi—武器; 

na—決して〜ない; enam—この魂; dahati—燃える; pävakaù—火; na—決して〜ない; ca—も

また; enam—この魂; kledayanti—濡れる; äpaù—水; na—決して〜ない; çoñayati—乾く; 

märutaù—風。 
 

訳訳訳訳        魂は、どのような武器を使っても切りきざむこと魂は、どのような武器を使っても切りきざむこと魂は、どのような武器を使っても切りきざむこと魂は、どのような武器を使っても切りきざむことはできず、火でも燃えず、水にはできず、火でも燃えず、水にはできず、火でも燃えず、水にはできず、火でも燃えず、水に

も濡れず、風でも乾かない。も濡れず、風でも乾かない。も濡れず、風でも乾かない。も濡れず、風でも乾かない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  あらゆる武器――剣、火の武器、⾬の武器、⻯巻の武器など――を使っても、

精神的な魂を殺すことはできません。現代の重火器のほかにも、土、水、空気、空間などを

使った武器がたくさんあります。核兵器も火の武器ですが、かつては物質要素を使ったあり

とあらゆる武器がありました。火器は水の武器を使えば対抗できますが、その武器は現代科

学にはまったく未知の分野です。また現代科学者は⻯巻が武器として使えることも知りませ

ん。いずれにしても、魂は切りきざむことはできないし、科学的技術を駆使した武器をどれ

ほど使っても殺すことはできません。 

マーヤーヴァーディーは、個々の魂がただ無知ゆえに存在するようになり、そのために幻

想の力に包まれるようになった、という点が説明できません。もともと個々の魂が根源かつ

至高の魂から切り離されるはずもありません。個々の魂は永遠に至高の魂の部分体なのです。

彼らは永遠に（sanätana・サナータナ）小さな魂であるため、幻想の力に包まれる傾向があ

り、至高主との交わりから離れるようになります。いわば、火の粉が、火そのものとは質的

には同じであっても、火から離れていれば消滅してしまう状態に似ています。『ヴァラーハ・

プラーナ』では、生命体は至高者から離れた部分体として述べられています。『バガヴァッ

ド・ギーター』も、魂は永遠にその状態を保つ、と説明しています。生命体は、幻想から解

放されたあとも分離した質を持ち続けており、それは主からアルジュナへの教えで明白です。

アルジュナはクリシュナから教えを授かって解放されましたが、クリシュナと融合してしま

うわけではありません。 
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第第第第24242424節節節節          AC êÛae_YaMadaùae_YaMa(c)e-Ûae_XaaeZYa Wv c ) 
   iNaTYa"  SavRGaTa"  SQaa<aurcl/ae_Ya&  SaNaaTaNa"  )) 24 )) 

 
 

acchedyo 'yam adähyo 'yam 

akledyo 'çoñya eva ca 

nityaù sarva-gataù sthäëur 

acalo 'yaà sanätanaù 
 

acchedyaù—壊すことができない ; ayam—この魂 ; adähyaù—燃やすことができない ; 

ayam—この魂; akledyaù—溶けない; açoñyaù—乾かすことができない; eva—確かに; ca—そ

して; nityaù—永遠に続く; sarva-gataù—遍在している; sthäëuù—不変の; acalaù—不動の; 

ayam—この魂; sanätanaù—永遠に同じ。 
 

訳訳訳訳        この個々の魂は、壊すことも溶かすこともできず、燃やすことも乾かすこともでこの個々の魂は、壊すことも溶かすこともできず、燃やすことも乾かすこともでこの個々の魂は、壊すことも溶かすこともできず、燃やすことも乾かすこともでこの個々の魂は、壊すことも溶かすこともできず、燃やすことも乾かすこともで

きない。永遠に存在し続け、あらゆる場所に存在し、不変・不動で、永遠に同じ質を持きない。永遠に存在し続け、あらゆる場所に存在し、不変・不動で、永遠に同じ質を持きない。永遠に存在し続け、あらゆる場所に存在し、不変・不動で、永遠に同じ質を持きない。永遠に存在し続け、あらゆる場所に存在し、不変・不動で、永遠に同じ質を持

ち続ける。ち続ける。ち続ける。ち続ける。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  原子の粒ほどの魂が持つこの特質は、個々の魂が永遠に全体魂の小さな部分

体であり、変化することなく永遠に極小のまま存在することを明確に証明しています。そう

なると、一元論の考え方は当てはめにくくなります。個々の魂が同じ質をそなえた１つの存

在になることは考えられないからです。小さな魂は物質の穢（けが）れから解放されたあと、

最高人格主神の光のなかに精神的火花としてとどまることもできますが、賢明な魂は人格主

神との交流を求めて精神的惑星の中に入っていきます。 

この節にあるsarva-gata（サルヴァ・ガタ）「遍在する」という言葉は重要です。生命体は神

の創造界のどのような場所にでも存在しているからです。陸上で、水中で、空中で、土のな

かで、火の中でさえ生きています。火の中では生きられない、という考えは間違っています、

この節で「魂は火によって焼かれない」と明言されているからです。ですから、太陽の中に

でさえ、生命体がその場所にふさわしい体で生きていることに疑いの余地はありません。太

陽に生命体は住めない、ということであれば、このsarva-gata「遍在する」という言葉の意

味はなくなります。 

 

第第第第25252525節節節節                                        AVYa¢-ae_YaMaicNTYaae_YaMaivk-aYaaeR_YaMauCYaTae ) 
   TaSMaadev&   ividTvENa&   NaaNauXaaeicTauMahRiSa )) 25 )) 

 

avyakto 'yam acintyo 'yam 
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avikäryo 'yam ucyate 

tasmäd evaà viditvainaà 

nänuçocitum arhasi 
 

avyaktaù—目に見えない ; ayam—この魂 ; acintyaù—人智を絶する ; ayam—この魂 ; 

avikäryaù—不変の; ayam—この魂; ucyate—〜と言われている; tasmät—ゆえに; evam—この

ような; viditvä—そのことをよく知っている; enam—この魂; na—〜しない; anuçocitum—嘆

くこと; arhasi—あなたは〜すべきである。 
 

訳訳訳訳        魂は目に見えず、人智を絶し、不変と言われている。この事実をよく理解し、肉魂は目に見えず、人智を絶し、不変と言われている。この事実をよく理解し、肉魂は目に見えず、人智を絶し、不変と言われている。この事実をよく理解し、肉魂は目に見えず、人智を絶し、不変と言われている。この事実をよく理解し、肉

体のことで嘆いてはならない。体のことで嘆いてはならない。体のことで嘆いてはならない。体のことで嘆いてはならない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  先に述べられたように、魂の大きさは私たちの計算では及ばないほど小さいた

めに、どれほど高性能の顕微鏡を使っても見ることはできません。だから私たちには見えな

いのです。魂の存在については、シュルティ、すなわちヴェーダの知識という証拠を受けい

れなければ、自分の体験では確認できません。この真実をそのまま受けいれなくてはならな

いということです。知覚的に事実であることはわかっていても、魂の存在を理解できる情報

源はほかにはないからです。高い権威にもとづいて受けいれるべき物事はたくさんあります。

父親の存在は、⺟親という権威者に聞くことで確かめることができます。だれが自分の父か

を知るには、⺟親という権威者に聞くしかありません。この例とまったく同じで、魂を理解

する情報源は、ヴェーダを学ぶ以外にありません。言いかえれば、魂は、人間の経験にもと

づく知識では計り知れないということです。魂は意識であり、また意識しているもの――そ

れもヴェーダの言葉であり、受けいれるしかありません。肉体は変化しますが、魂は一切変

化しません。魂は永遠に変わらないため、無限の至高の魂と比較した極小の大きさで存在し

続けます。至高の魂は無限大、極小の魂は無限小です。無限小の魂は変わらないため、無限

の魂、すなわち最高人格主神とは決して同等になりません。この考え方は、魂に関する考え

方を確定させるために、ヴェーダのなかでさまざまな表現で繰りかえされています。なにか

について繰りかえし述べるのは、その主題を、間違いなく完全に理解するために必要なこと

です。 

 

第第第第26262626節節節節           AQa cENa& iNaTYaJaaTa& iNaTYa& va MaNYaSae Ma*TaMa( ) 
    TaQaaiPa  Tv&  Mahabahae  NaENa&   XaaeicTauMahRiSa )) 26 )) 

 

atha cainaà nitya-jätaà 

nityaà vä manyase måtam 

tathäpi tvaà mahä-bäho 
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nainaà çocitum arhasi 
 

atha—もし、しかし; ca—もまた; enam—この魂; nitya-jätam—いつも誕生する; nityam—永

久に; vä—どちらも; manyase—あなたがそう考える; måtam—死んで; tathä api—それでも; 

tvam—あなた ; mahä-bäho—強力無双の者よ ; na—決して〜ない ; enam—魂について ; 

çocitum—嘆くこと; arhasi—〜値する。 
 

訳訳訳訳        しかし、魂は（あるいは命の兆候は）いつも誕生し、永遠に死を繰りかえすと考しかし、魂は（あるいは命の兆候は）いつも誕生し、永遠に死を繰りかえすと考しかし、魂は（あるいは命の兆候は）いつも誕生し、永遠に死を繰りかえすと考しかし、魂は（あるいは命の兆候は）いつも誕生し、永遠に死を繰りかえすと考

えるえるえるえるとしても、嘆く理由はどこにもない。強力無双のアルジュナよ。としても、嘆く理由はどこにもない。強力無双のアルジュナよ。としても、嘆く理由はどこにもない。強力無双のアルジュナよ。としても、嘆く理由はどこにもない。強力無双のアルジュナよ。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  肉体を超えた魂の存在を信じない哲学者はいつの世でもいるものですが、彼

らは仏教徒に似ています。主クリシュナが『バガヴァッド・ギーター』を語った時代にもそ

のような哲学者たちがおり、ローカーヤティカ（lokäyatika）やヴァイバーシカ（vaibhäñika）

と呼ばれていました。彼らは、命の兆候は物質が結びついてなんらかの条件下で発生する、

と考えていました。現代の物質科学者や哲学者たちもそのように考えています。肉体は物質

要素の結合体であり、その物質・化学元素が相互に反応しあっていくうちに命が誕生する、

と考えているのです。現代の人類学はこの考えにもとづいています。最近の多くの偽物宗教

は――今アメリカで流行していますが――虚無主義で神への愛情とは無縁の仏教のように、

この哲学に支えられています。 

たとえアルジュナが魂の存在を信じないとしても――ヴァイバーシカ哲学のように――

嘆く理由はどこにもありません。化学物質をいくらか失ったとしてもだれも嘆きはしません

し、そのために自分に定められた仕事を放棄することもしません。いっぽう、現代科学や化

学戦争では、敵に勝つために何トンもの化学物質が無駄にされています。ヴァイバーシカ哲

学によると、いわゆる魂・アートマーは肉体が死ねば一緒に消滅します。つまり、アルジュ

ナが原子サイズの魂があるとするヴェーダの結論を受けいれようと、あるいは魂の存在を信

じまいと、嘆く理由はどこにもないということです。この理論どおりに考えれば、無数の生

命体が毎瞬間物体から作りだされ、またその多くが毎瞬間破壊されているのですから、この

ような出来事を悲しむ必要はどこにもないことになります。さらに、魂がふたたび誕生しな

いのであれば、アルジュナは「祖父や教師を殺せば罪の反動に巻きこまれるのでは」と怖が

る必要もありません。しかし同時に、クリシュナはアルジュナのことをマハー・バーフ

（mahä-bähu）「強力無双の者」と皮肉たっぷりに呼びかけていますが、それはアルジュ

ナが、少なくともヴェーダの知恵を無視するヴァイバーシカの理論を受けいれていなかった

からです。アルジュナはクシャトリヤでしたから、ヴェーダ文化を尊ぶ立場にあり、その原

則に従い続ける義務がありました。 
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第第第第27272727節節節節                                            JaaTaSYa ih Da]uvae Ma*TYauDa]uRv& JaNMa Ma*TaSYa c  ) 
     TaSMaadPairhaYaeR_QaeR   Na   Tv&  XaaeicTauMahRiSa )) 27 )) 

 

jätasya hi dhruvo måtyur 

dhruvaà janma måtasya ca 

tasmäd aparihärye 'rthe 

na tvaà çocitum arhasi 
 

jätasya—誕生した者の; hi—確かに; dhruvaù—事実; måtyuù—死; dhruvam—それも事実で

ある; janma—誕生; måtasya—死んだ者の; ca—もまた; tasmät—ゆえに; aparihärye—不可避

な物事の; arthe—〜に関して; na—〜しない; tvam—あなた; çocitum—嘆くこと; arhasi—〜

に値する。 
 

訳訳訳訳        誕生した者は必ず死ぬし、死んだ者は必ずふたたび誕生する。だから、どうして誕生した者は必ず死ぬし、死んだ者は必ずふたたび誕生する。だから、どうして誕生した者は必ず死ぬし、死んだ者は必ずふたたび誕生する。だから、どうして誕生した者は必ず死ぬし、死んだ者は必ずふたたび誕生する。だから、どうして

も義務は遂行しなくてはならないのだから、嘆き悲しんでいる場合ではない。も義務は遂行しなくてはならないのだから、嘆き悲しんでいる場合ではない。も義務は遂行しなくてはならないのだから、嘆き悲しんでいる場合ではない。も義務は遂行しなくてはならないのだから、嘆き悲しんでいる場合ではない。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  前世でどのように生き、行動してきたか、という結果にもとづいて誕生が決

まります。生涯の活動がすべて終わり、死んで、そして来世でふたたび誕生します。こうし

て私たちは、解放されることもなく、誕生と死のサイクルを繰りかえしているのです。もち

ろん、誕生と死の循環という考えが不必要な殺人、屠殺、戦争を容認しているわけではあり

ません。しかしなおかつ、法律と秩序を守るには、どうしても暴力や戦争は避けられない場

合もあります。 

クルクシェートラの戦いは至高者の意志だったため、避けられなかったし、正当な理由の

ために戦うこともクシャトリヤの義務でした。正当な義務を履行するのであれば、アルジュ

ナは親族の死を恐れたり悲しんだりする必要はなかったはずです。法を犯すようなことをす

る、そして罪の反動に苦しめられる――というアルジュナの強い恐れは、余計な心配だった

のです。適切に義務を果たさなかったとしても親族の死は止められなかったし、戦わなけれ

ば、間違った活動の道を選択してしまったことで、アルジュナは堕落するしかありませんで

した。 

 

第第第第28282828節節節節                                            AVYa¢-adqiNa >aUTaaiNa VYa¢-MaDYaaiNa >aarTa ) 
    AVYa¢-iNaDaNaaNYaev  Ta}a  k-a  PairdevNaa )) 28 )) 

 

avyaktädéni bhütäni 

vyakta-madhyäni bhärata 

avyakta-nidhanäny eva 



 34

tatra kä paridevanä 
 

avyakta-ädéni—最初は表われていない状態で; bhütäni—創造された物事すべて; vyakta—

表われて ; madhyäni—中間で ; bhärata—バラタの子孫よ ; avyakta—表われていない ; 

nidhanäni—消滅した時; eva—そのようなものである; tatra—ゆえに; kä—何; paridevanä—嘆

き。 

訳訳訳訳        創造された生物はすべて、最初は創造された生物はすべて、最初は創造された生物はすべて、最初は創造された生物はすべて、最初は表われていない表われていない表われていない表われていない状態にあり、途中で表状態にあり、途中で表状態にあり、途中で表状態にあり、途中で表われわれわれわれ、消、消、消、消

滅すればまた滅すればまた滅すればまた滅すればまた表われていない表われていない表われていない表われていない状態に戻る。ならば、嘆く理由はどこにもない。状態に戻る。ならば、嘆く理由はどこにもない。状態に戻る。ならば、嘆く理由はどこにもない。状態に戻る。ならば、嘆く理由はどこにもない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  一方の哲学者は魂の存在を信じ、もう一方の哲学者は信じない――どちらを

受けいれるにしても、悲しむ理由はどこにもありません。ヴェーダ知識の従者は、魂の存在

を信じない人々を無神論者と呼びます。しかし、その無神論の考えを単なる一つの理論とし

て受けいれるとしても、悲しむ理由はありません。魂の存在は別として、物質要素は物質宇

宙が創造される前には表われていない状態にあります。この「表われていない」希薄な状態

から「表われる」状態になります――空間から空気が創られ、空気から火が創られ、火から

水が創られ、水から土が創られるように。土から多種多様な姿や形が表われます。たとえば、

巨大な高層ビルは土から造られます。ビルが解体されれば、表われていた状態は表われてい

ない状態に戻り、最終的には原子としてとどまることになります。エネルギー保存の法則だ

けが残り、やがて時がたつにつれてあるものは表われ、またあるものは表われない――違い

はそこにあります。ならば、表われていようがいまいが、そのようなことを嘆く理由はない

はずです。しかし実は、表われていない状態でも物質そのものはなくなってはいません。始

まりと終わりの段階で、物質要素は表われていない状態にありますが、途中の段階だけに表

われます。しかしどちらの状態でも、物質要素そのものは変化しません。 

そして、『バガヴァッド・ギーター』が説くヴェーダの結論を受けいれるのであれば、つ

まり肉体は時の流れとともに死滅するけれども（antavanta ime dehäù・アンタヴァンタ イメ

ー デーハーハ）、魂は永遠である（nityasyoktäù çarériëaù・ニッテャショークターハ シャリーリナハ）

という結論を受けいれるのであれば、肉体は衣服と同じであることをいつも覚えておかなく

てはなりません。ならば、服を着替えるだけ、ということを悲しむ理由はないはずです。肉

体は、永遠な魂と比較すれば現実には存在していません。いわば、夢です。夢の世界では空

を飛んだり、王様になって馬車に乗ったりしますが、夢からさめれば、空に浮かんでいるわ

けでも馬車に座っているわけでもないことに気づくだけです。ヴェーダの知恵は、肉体は実

在しない、という考えを基盤にして自己の悟りを勧めています。ですから、魂の存在を信じ

ようと信じまいと、どちらの場合でも肉体を失うことで嘆く必要はどこにもありません。 

 

第第第第29292929節節節節                                            AaêYaRvTPaXYaiTa k-iêdeNa‚ 
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MaaêYaRvÜdiTa   TaQaEv  caNYa"  ) 
AaêYaRvÀENaMaNYa" é*<aaeiTa 
   é[uTvaPYaeNa& ved Na cEv k-iêTa( )) 29 )) 

 

äçcarya-vat paçyati kaçcid enam 

äçcarya-vad vadati tathaiva cänyaù 

äçcarya-vac cainam anyaù çåëoti 

çrutväpy enaà veda na caiva kaçcit 
 

äçcarya-vat— 驚く べきもの として ; paçyati— 見る ; kaçcit— 誰 かは ; enam— こ の魂 ; 

äçcarya-vat—驚くべきものとして; vadati—〜のことを語る; tathä—このように; eva—確か

に; ca—もまた; anyaù—別の者; äçcarya-vat—同じように驚いている; ca—もまた; enam—こ

の魂; anyaù—別の者; çåëoti—〜のことを聞く; çrutvä—〜について聞いている; api—〜でさ

え; enam—この魂; veda—知っている; na—決して〜ない; ca—そして; eva—確かに; kaçcit—

誰か。 
 

訳訳訳訳        魂を驚くべきものとして見、驚くべきものとして語り、驚くべきものとして聴く魂を驚くべきものとして見、驚くべきものとして語り、驚くべきものとして聴く魂を驚くべきものとして見、驚くべきものとして語り、驚くべきものとして聴く魂を驚くべきものとして見、驚くべきものとして語り、驚くべきものとして聴く

者たちがいるいっぽうで、この魂について聴いたあとでも、まったく理解できない者も者たちがいるいっぽうで、この魂について聴いたあとでも、まったく理解できない者も者たちがいるいっぽうで、この魂について聴いたあとでも、まったく理解できない者も者たちがいるいっぽうで、この魂について聴いたあとでも、まったく理解できない者も

いる。いる。いる。いる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この『ギートーパニシャッド』がウパニシャッドの主要原則にもとづいてい

るのですから、以下の節が『カタ・ウパニシャッド』（１編・２章・７節）で述べられてい

ても、驚くに値しません。 
 

çravaëayäpi bahubhir yo na labhyaù 

çåëvanto 'pi bahavo yaà na vidyuù 

äçcaryo vaktä kuçalo 'sya labdhä 

äçcaryo 'sya jïätä kuçalänuçiñöaù 
 

小さな魂が巨大な動物の体や巨大な菩提樹のなかに、さらには細菌の中にまで、しかもほ

んの数センチの空間に何億何兆もひしめいている細菌のなかにまで存在しているという事

実は、もちろん驚嘆に値します。知識に乏しく、まじめではない人々には、個々の原子魂の

驚異が理解できませんし、宇宙の最初の生物であるブラフマーに教えを説いたもっとも偉大

な知識の権威者がそう語っていることが理解できません。ほとんどの現代人は貧弱な物質的

観念しかないために、魂というこの極小の部分体が巨大な体を、あるいは目に見えないほど

小さな体を作りだしている事実を想像さえできません。ですから、魂本来の質を見たり魂に
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関する説明を聞いたりした人は、魂を驚くべき者として見つめます。人々は物質のエネルギ

ーに惑わされているために、感覚満足の対象に強く囚われ、自己の理解について問う時間さ

えほとんどありません――本当の自分を知らなければ、なにをしてもやがては生存競争のな

かで挫折するしかないのに。私たちは魂について考え、苦しみから逃れる解決策を見つけな

くてはなりません。しかしほとんどの人々は、おそらくこの考えさえないのでしょう。 

魂について聞きたいと思い、健全な集まりに参加する人たちもいますが、魂についてなに

も知らないために、至高の魂と小さな魂は同じ大きさであるとする間違った考えに導かれる

ことがあります。至高の魂と極小の魂の立場、機能と関係、また魂に関する専門的あるいは

付随的な知識を詳しく、そして完璧に知る人はひじょうに希です。さらに、魂の知識を得て

充分な恩恵を得ている人、ましてさまざまな様相を持つ魂の立場を説明できる人はほとんど

いません。それでも、どうにかして魂に関する主題を理解することができる人は、人生を成

功に導くことができます。 

自己に関する主題がもっとも簡単にわかる方法は、主クリシュナという最高の権威者が語

った『バガヴァッド・ギーター』の言葉を、他の理論に惑わされずに受けいれることです。

とはいえ、クリシュナを最高人格主神として受けいれるには、現世でもこれまでの生涯でも、

たいへんな改悛や苦行が必要です。しかしクリシュナは純粋な献愛者のいわれのない慈悲を

とおして知ることができるのであり、ほかに方法はありません。 

 

第第第第30303030節節節節                                            dehq  iNaTYaMavDYaae_Ya&  dehe  SavRSYa >aarTa  ) 
              TaSMaaTSavaRi<a >aUTaaiNa Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 30 )) 
 

dehé nityam avadhyo 'yaà 

dehe sarvasya bhärata 

tasmät sarväëi bhütäni 

na tvaà çocitum arhasi 
 

dehé—肉体の所有者; nityam—永遠に; avadhyaù—殺されない; ayam—この魂; dehe—体の

中に; sarvasya—全員の; bhärata—バラタの子孫よ; tasmät—ゆえに; sarväëi—すべての; 

bhütäni—生命体（誕生した）; na—決して〜ない; tvam—あなた; çocitum—嘆くこと; arhasi—

〜に値する。 
 

訳訳訳訳        バラタの子孫よ。体の内に住む者は決して殺されない。ゆえに、どのような生命バラタの子孫よ。体の内に住む者は決して殺されない。ゆえに、どのような生命バラタの子孫よ。体の内に住む者は決して殺されない。ゆえに、どのような生命バラタの子孫よ。体の内に住む者は決して殺されない。ゆえに、どのような生命

体に対しても嘆く必要はない。体に対しても嘆く必要はない。体に対しても嘆く必要はない。体に対しても嘆く必要はない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主クリシュナはここで、不変の精神魂を説くこの章の教えを締めくくってい

ます。不滅の魂を多面的に説明したあと、魂は永遠不滅、肉体ははかないもの、と結論づけ



 37

ました。ですからアルジュナはクシャトリヤとして、祖父と教師――ビーシュマとドゥロー

ナ――が戦死することへの恐れから義務を放棄すべきではありませんでした。私たちはシュ

リー・クリシュナの権威を受けいれ、肉体とは異なる魂の存在を信じ、「魂は存在しない」

とか「命の兆候は、化学物質の相互作用が適切な段階に達するときに発生する」などという

情報に惑わされてはなりません。また魂は不滅だとしても、暴力を許すことにはなりません。

しかし同時に、戦争になって暴力が要求されるときに非暴力を訴えるのは間違っています。

暴力の必要性は主の許可という正義にもとづかなくてはならず、気まぐれな判断に頼るべき

ではありません。 

 

第第第第31313131節節節節                                        SvDaMaRMaiPa   cave+Ya   Na   ivk-iMPaTauMahRiSa  ) 
    DaMYaaRiÖ YauÖaC^¥eYaae_NYaT+ai}aYaSYa Na ivÛTae )) 31 )) 

 

sva-dharmam api cävekñya 

na vikampitum arhasi 

dharmyäd dhi yuddhäc chreyo 'nyat 

kñatriyasya na vidyate 
 

sva-dharmam—自分の宗教原則; api—もまた; ca—実に; avekñya—考慮している; na—決し

て〜ない; vikampitum—ためらうこと; arhasi—あなたにはその価値がある; dharmyät—宗教原

則のために; hi—実に; yuddhät—戦うよりも; çreyaù—優れた責務; anyat—他のどれも; 

kñatriyasya—クシャトリヤの; na—〜しない; vidyate—存在する。 
 

訳訳訳訳        クシャトリヤとしての特別のクシャトリヤとしての特別のクシャトリヤとしての特別のクシャトリヤとしての特別の使命使命使命使命を考えれば、あなたにを考えれば、あなたにを考えれば、あなたにを考えれば、あなたにはははは宗教原則にもとづいて宗教原則にもとづいて宗教原則にもとづいて宗教原則にもとづいて

戦うことより優れた選択はない。ためらう必要はどこにもないのだ。戦うことより優れた選択はない。ためらう必要はどこにもないのだ。戦うことより優れた選択はない。ためらう必要はどこにもないのだ。戦うことより優れた選択はない。ためらう必要はどこにもないのだ。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  社会を管理する４つの階級のなかで、優れた管理を担当する２番目の階級を

クシャトリヤ（kñatriya）といいます。Kñat（クシャトゥ） は「傷つける」、という意味

です。危害から人を守る人がクシャトリヤだということです（träyate・トゥラーヤテーは

「守る」の意味）。クシャトリヤは森に入って殺傷の訓練を受けます。剣を手に、⻁と戦う

のです。殺された⻁は宮殿で火葬にされます。この習慣は、ジャイプール県のクシャトリヤ

王によって今日に至るまで続けられています。挑戦と殺傷の訓練を特に受けるのは、ときに

は宗教原則にのっとった暴力が要求されるからです。ですから、クシャトリヤはサンニャー

シーあるいは放棄階級になる立場にはありません。政治家がよく言う非暴力は大義名分にす

ぎず、絶対的でも原則でもはありません。宗教の法典では次のように述べられています。 
 

ähaveñu mitho 'nyonyaà 
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jighäàsanto mahé-kñitaù 

yuddhamänäù paraà çaktyä 

svargaà yänty aparäì-mukhäù 
 

yajïeñu paçavo brahman 

hanyante satataà dvijaiù 

saàskåtäù kila mantraiç ca 

te 'pi svargam aväpnuvan 
 

 「ブラーフマナが供儀の火に動物を捧げることで天界の惑星に到達するように、国王ある

いはクシャトリヤも、自分を憎む敵と戦って戦場で没することで天界に入る」。ですから、

宗教原則にもとづいて殺害することと供儀祭の火に動物を捧げることは、暴力行為とはまっ

たく関係がありません。宗教原則にかかわることで恩恵を授かるからです。捧げられた動物

は、ある生物から別の生物に進化する段階を踏まずに人間の体をすぐに達成することができ、

また戦場で殺されたクシャトリヤも、供儀祭をするブラーフマナと同じように、天国の惑星

に入ることができます。 

各人特有の義務・スヴァ・ダルマ（sva-dharma）には２種類あります。解放されていな

い人は、その解放を達成するために、宗教原則に従いながら自分の体にふさわしい義務を履

行しなくてはなりません。解放されれば、自分のスヴァ・ダルマが精神的なものになり、物

質的な肉体観念から自由になります。ブラーフマナやクシャトリヤであっても、肉体観念を

持っているかぎりそれぞれの本務は遂行しなくてはなりません。スヴァ・ダルマは主が定め

るのであり、そのことは第４章で明確にされます。肉体にもとづく段階のスヴァ・ダルマを

ヴァルナーシュラマ・ダルマといい、これは段階的に精神的理解を得るための方法です。人

間文明はヴァルナーシュラマ・ダルマの段階から、つまり、自分の肉体の様式に合った義務

を遂行することから始まります。どのような活動をするにしても、高い権威が定める命令に

従って各自の義務を遂行すれば、さらに優れた境地に自分を高めることができます。 

 

第第第第32323232節節節節                                            Yad*C^Yaa   caePaPaà&    SvGaRÜarMaPaav*TaMa(  ) 
                          Saui%Na" +ai}aYaa" PaaQaR l/>aNTae YauÖMaqd*XaMa( )) 32 )) 
 

yadåcchayä copapannaà 

svarga-dväram apävåtam 

sukhinaù kñatriyäù pärtha 

labhante yuddham édåçam 
 

yadåcchayä—自然に; ca—もまた; upapannam—〜に到着した; svarga—天界の惑星の; 
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dväram—扉; apävåtam—広く開かれて; sukhinaù—非常に幸福な; kñatriyäù—高貴な階級の

者; pärtha—プリターの子よ; labhante—到達する; yuddham—戦争; édåçam—このような。 
 

訳訳訳訳        パールタよ。天界の惑星の扉をあけ放つこのような戦いの機会を、自ら求めるこパールタよ。天界の惑星の扉をあけ放つこのような戦いの機会を、自ら求めるこパールタよ。天界の惑星の扉をあけ放つこのような戦いの機会を、自ら求めるこパールタよ。天界の惑星の扉をあけ放つこのような戦いの機会を、自ら求めるこ

となく授かるクシャトリヤは幸運である。となく授かるクシャトリヤは幸運である。となく授かるクシャトリヤは幸運である。となく授かるクシャトリヤは幸運である。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  アルジュナは「私はこの戦いにまったく正義を見出すことができません。底

なしの地獄の生活に落としいれられることでしょう」と言いましたが、主クリシュナは世界

最高の教師としてそのような態度を非難しています。アルジュナのような言葉は無知にほか

なりません。自分に定められた義務を遂行しなくてはならないのに、暴力をふるいたくない、

と言っているのです。クシャトリヤのくせに戦場で非暴力を口にするとは、愚か者の哲学以

外のなにものでもありません。偉大な聖者で、ヴャーサデーヴァの父であるパラーシャラが

著した宗教法典『パラーシャラ・スムリティ』では次のように述べられています。 
 

kñatriyo hi prajä rakñan 

çastra-päëiù pradaëòayan 

nirjitya para-sainyädi 

kñitià dharmeëa pälayet 
 

 「クシャトリヤの義務は市⺠をあらゆる困難から守ることにあり、その大義をまっとうする

には、法と秩序に照らして適切な状況下では暴力をふるわなくてはならない。ゆえに、敵意

を燃やす王の兵士を攻略し、宗教原則に従って世界を治めなくてはならない」。 

このような状況を考えると、アルジュナが戦いを拒む理由はどこにもありません。敵を攻

略すれば勝ち得た王国を満喫できるし、仮に戦死するとしても、アルジュナの前には天界の

惑星に入る扉が大きく開かれています。戦いさえすれば、どちらの恩恵にも浴することがで

きたのです。 

 

第第第第33333333節節節節                                        AQa  cetviMaMa&  DaMYa|  Sa°aMa& Na k-irZYaiSa  ) 
    TaTa" SvDaMa| k-IiTa| c ihTva PaaPaMavaPSYaiSa )) 33 )) 

 

atha cet tvam imaà dharmyaà 

saìgrämaà na kariñyasi 

tataù sva-dharmaà kértià ca 

hitvä päpam aväpsyasi 
 

atha—ゆえに; cet—もし; tvam—あなた; imam—この; dharmyam—宗教上の義務として; 
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saìgrämam—戦い; na—〜しない; kariñyasi—実行する; tataù—ならば; sva-dharmam—あな

たの宗教上の義務 ; kértim—名声 ; ca—もまた ; hitvä—失っている ; päpam—罪の反動 ; 

aväpsyasi—手に入れるだろう。 
 

訳訳訳訳        しかし、宗教上のあなたの義務である戦いを遂行しなければ、義務の怠慢ゆえにしかし、宗教上のあなたの義務である戦いを遂行しなければ、義務の怠慢ゆえにしかし、宗教上のあなたの義務である戦いを遂行しなければ、義務の怠慢ゆえにしかし、宗教上のあなたの義務である戦いを遂行しなければ、義務の怠慢ゆえに

必ず罪に巻きこまれ、戦士としての名声を失うだろう必ず罪に巻きこまれ、戦士としての名声を失うだろう必ず罪に巻きこまれ、戦士としての名声を失うだろう必ず罪に巻きこまれ、戦士としての名声を失うだろう。。。。 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説 アルジュナは名高い戦士であり、主シヴァさえ含む多くの半神との戦いでその

名声を勝ち得ています。狩人に変装していた主シヴァと戦って勝利したアルジュナは、主シ

ヴァを大いに満足させ、パーシュパタ・アストラ（päçupata-astra）という武器を授かりま

した。アルジュナが素晴らしい戦士であることはだれにも知られていたのです。ドゥローナ

ーチャーリャでさえアルジュナに恩恵を授け、自分の師でさえ殺すことのできる特別の武器

を与えています。このようにアルジュナは、養父でもあるインドラを含む多くの権威者から

数え切れないほどの免許皆伝を受けて称讃された人物でした。しかし、戦争を放棄したとな

れば、クシャトリヤの義務を無視するばかりでなく、名声も美名もことごとく失い、真っ逆

さまに地獄に転落するばかりです。言葉を変えれば、戦うことではなく、戦わないことで地

獄に堕ちてしまうのです。 

 

第第第第34343434節節節節                                            Ak-IiTa| caiPa >aUTaaiNa k-QaiYaZYaiNTa Tae_VYaYaaMa( ) 
SaM>aaivTaSYa     cak-IiTaRMaRr<aadiTairCYaTae )) 34 )) 

 

akértià cäpi bhütäni 

kathayiñyanti te 'vyayäm 

sambhävitasya cäkértir 

maraëäd atiricyate 
 

akértim—汚名; ca—もまた; api—そのうえ; bhütäni—あらゆる人 ;々 kathayiñyanti—語るだろ

う; te—あなたの; avyayäm—いつまでも; sambhävitasya—人格者にとって; ca—もまた; akértiù—

醜聞; maraëät—死よりも; atiricyate—〜以上になる。 
 

訳訳訳訳        人々はいつも人々はいつも人々はいつも人々はいつもあなたの汚名をあなたの汚名をあなたの汚名をあなたの汚名を口にするだろう。口にするだろう。口にするだろう。口にするだろう。名声を馳せた者にとって、それは名声を馳せた者にとって、それは名声を馳せた者にとって、それは名声を馳せた者にとって、それは

死にもまさる屈辱ではないか。死にもまさる屈辱ではないか。死にもまさる屈辱ではないか。死にもまさる屈辱ではないか。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ここで主クリシュナは友人として、優れた哲学者として、戦いを拒むアルジ

ュナに最終判断を突きつけています。「アルジュナよ。戦いが始まってもいないのに戦場を

立ちされば、世人はあなたを臆病者呼ばわりするに決まっている。そのような酷評を受けて

も命が惜しい、戦場から逃げだしたい、というのであれば、戦って討ち死にするほうがまし
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だとわたしは言いたい。あなたほどの高名な人物にとって、汚名は死に匹敵する恥辱だ。な

らば、殺される恐怖心ゆえに逃げだすのではなく、戦場で散るほうがましではないか。そう

すれば、わたしとの友人関係を間違って使う汚名をかぶることも、人々の心にあるあなたの

名誉が失われることもない」 

逃げるよりはいさぎよく戦死するほうがいい――これが、主クリシュナがアルジュナに突

きつけた最終判断です。 

第第第第35353535節節節節                                            >aYaad]<aaduParTa&   Ma&SYaNTae   Tva&    MaharQaa"  ) 
    Yaeza& c Tv& bhuMaTaae >aUTva YaaSYaiSa l/agavMa( )) 35 )) 

 

bhayäd raëäd uparataà 

maàsyante tväà mahä-rathäù 

yeñäà ca tvaà bahu-mato 

bhütvä yäsyasi läghavam 
 

bhayät—恐怖心から; raëät—戦場から; uparatam—終えた; maàsyante—彼らは考えるだろ

う; tväm—あなた; mahä-rathäù—偉大な将軍達; yeñäm—〜である者にとって; ca—もまた; 

tvam—あなた; bahu-mataù—高い評価で; bhütvä—〜であること; yäsyasi—あなたは行くだろ

う; läghavam—価値が減少して。 
 

訳訳訳訳        あなたの名前と名声をあなたの名前と名声をあなたの名前と名声をあなたの名前と名声を褒めたたえていた褒めたたえていた褒めたたえていた褒めたたえていた大武将たちは、大武将たちは、大武将たちは、大武将たちは、あなたがあなたがあなたがあなたが恐れをなして戦恐れをなして戦恐れをなして戦恐れをなして戦

場から逃げだした場から逃げだした場から逃げだした場から逃げだしたものものものものと考え、小心者とさげすむと考え、小心者とさげすむと考え、小心者とさげすむと考え、小心者とさげすむことことことことだろう。だろう。だろう。だろう。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主クリシュナの糾弾がなおも続いています。「ドゥリョーダナ、カルナ、ま

た彼らの仲間は、あなたが兄弟や祖父を哀れんで戦場から去ったとは思わない。命が惜しか

ったのだ、と考えるだろう。こうして、彼らが抱いていたあなたへの尊敬の念は地に落ちる

のだ」 

 

第第第第36363636節節節節                                        AvaCYavada&ê   bhUNvidZYaiNTa  TavaihTaa"  ) 
     iNaNdNTaSTav SaaMaQYa| TaTaae du"%Tar& Nau ik-Ma( )) 36 )) 

 

aväcya-vädäàç ca bahün 

vadiñyanti tavähitäù 

nindantas tava sämarthyaà 

tato duùkhataraà nu kim 

 

aväcya—冷淡な; vädän—作り話; ca—もまた; bahün—多くの; vadiñyanti—言うだろう; 
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tava—あなたの; ahitäù—敵; nindantaù—中傷しながら; tava—あなたの; sämarthyam—能力; 

tataù—それよりも; duùkha-taram—もっと苦痛な; nu—もちろん; kim—何があるか。 

 

訳訳訳訳        敵は無情な言葉をならべてあなたを愚弄し、あなたの力量をさげすむことだろう。敵は無情な言葉をならべてあなたを愚弄し、あなたの力量をさげすむことだろう。敵は無情な言葉をならべてあなたを愚弄し、あなたの力量をさげすむことだろう。敵は無情な言葉をならべてあなたを愚弄し、あなたの力量をさげすむことだろう。

あなたにとって、これほどつらいことがほかにあると思うか。あなたにとって、これほどつらいことがほかにあると思うか。あなたにとって、これほどつらいことがほかにあると思うか。あなたにとって、これほどつらいことがほかにあると思うか。 

 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主クリシュナはまず、どこからそんな同情心が湧いてきたのだ、と驚き、そ

の同情心を非アーリャンだけが持つもの、と表現しています。そして今、アルジュナの安っ

ぽい同情心に対し、さまざまな言葉を使って自分の意見の正しさを立証しようとしています。 

 

第第第第37373737節節節節                                        hTaae va Pa[aPSYaiSa SvGa| iJaTva va >aae+YaSae MahqMa( ) 
    TaSMaaduitaï    k-aENTaeYa    YauÖaYa    k*-TaiNaêYa" )) 37 )) 

 

hato vä präpsyasi svargaà 

jitvä vä bhokñyase mahém 

tasmäd uttiñöha kaunteya 

yuddhäya kåta-niçcayaù 
 

hataù—殺されること vä—どちらかの; präpsyasi—あなたは手に入れる; svargam—天界の

王国; jitvä—征服することで; vä—あるいは; bhokñyase—あなたは楽しむ; mahém—世界; 

tasmät—ゆえに; uttiñöha—立ち上がる; kaunteya—クンティーの子よ; yuddhäya—戦うこと; 

kåta—決心して; niçcayaù—確実に。 
 

訳訳訳訳        クンティーの子よ。戦場で死んで天界の惑星に入るか、敵を撃破して地上の王国クンティーの子よ。戦場で死んで天界の惑星に入るか、敵を撃破して地上の王国クンティーの子よ。戦場で死んで天界の惑星に入るか、敵を撃破して地上の王国クンティーの子よ。戦場で死んで天界の惑星に入るか、敵を撃破して地上の王国

を手に入れるか、二つの道しかない。ゆえに、覚悟を決めて立ちあがり、戦え。を手に入れるか、二つの道しかない。ゆえに、覚悟を決めて立ちあがり、戦え。を手に入れるか、二つの道しかない。ゆえに、覚悟を決めて立ちあがり、戦え。を手に入れるか、二つの道しかない。ゆえに、覚悟を決めて立ちあがり、戦え。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  アルジュナ側に勝算があるかどうかはわからない、しかし戦わなくてはなら

なかった――なぜなら、その地で殺されたとしても、天界の惑星に行くことができたからで

す。 

 

第第第第38383838節節節節                                                Sau%du"%e SaMae k*-Tva l/a>aal/a>aaE JaYaaJaYaaE ) 
TaTaae  YauÖaYa  YauJYaSv  NaEv& PaaPaMavaPSYaiSa  )) 38 )) 

 

sukha-duùkhe same kåtvä 

läbhäläbhau jayäjayau 
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tato yuddhäya yujyasva 

naivaà päpam aväpsyasi 
 

sukha—幸福; duùkhe—そして苦悩; same—平静に; kåtvä—そうしている; läbha-aläbhau—

利益と損失両方; jaya-ajayau—勝利と敗北両方; tataù—その後; yuddhäya—戦うために; 

yujyasva—従事する（戦う）; na—決して〜ない; evam—このように; päpam—罪の反動; 

aväpsyasi—あなたは手に入れるだろう。 
 
 

訳訳訳訳        幸福も苦悩も、損失も利益も、勝利も敗北も考えることなく幸福も苦悩も、損失も利益も、勝利も敗北も考えることなく幸福も苦悩も、損失も利益も、勝利も敗北も考えることなく幸福も苦悩も、損失も利益も、勝利も敗北も考えることなく、、、、戦いのために戦え。戦いのために戦え。戦いのために戦え。戦いのために戦え。

そうすれば、決して罪をこうむることはない。そうすれば、決して罪をこうむることはない。そうすれば、決して罪をこうむることはない。そうすれば、決して罪をこうむることはない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主クリシュナはこの戦いを望んでいたからこそ、アルジュナに「戦いのため

に戦え」と奮起をうながしています。クリシュナ意識の活動では、幸福や苦悩、利益や損失、

勝利や敗北を考える必要はありません。なにもかもクリシュナのためにする、という考えは

超越的な意識であり、物質的活動の反動はありません。感覚を満たすために行動する人は、

それが徳・激情いずれの様式でも、良いか悪いかの反動に縛られます。しかし、クリシュナ

意識の活動に完全に身を委ねた人は、だれに対しても、ふつうに生きていくうえで発生する

恩義や責任に縛られることはなくなります。次のような言葉があります。 
 

devarñi-bhütäpta-nåëäà pitèëäà 

na kiìkaro näyam åëé ca räjan 

sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaà 

gato mukundaà parihåtya kartam 
 

 「クリシュナ、ムクンダに心から身を委ね、すべての義務を捨てた者はだれでも、だれに

対しても――半神、聖者、大衆、親族、人類、先祖であろうと――恩義はない」（『シュリ

ーマド・バーガヴァタム』11編・５章・41節）。これが、この節でクリシュナからアルジ

ュナに間接的に示された答であり、さらに次の節をとおして明確に説明されていきます。 

 

第第第第39393939節節節節                                            Wza Tae_i>aihTaa Saa&:Yae buiÖYaaeRGae iTvMaa& é*<au  ) 
    buÖya  Yau¢-ae  YaYaa  PaaQaR  k-MaRbNDa& Pa[haSYaiSa )) 39 )) 

 

eñä te 'bhihitä säìkhye 

buddhir yoge tv imäà çåëu 

buddhyä yukto yayä pärtha 

karma-bandhaà prahäsyasi 
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eñä—これらすべて; te—あなたに; abhihitä—説明した; säìkhye—分析研究によって; 

buddhiù—知性; yoge—結果を求めない活動において; tu—しかし; imäm—これ; çåëu—聞きな

さい; buddhyä—知性によって; yuktaù—当てはめる; yayä—それによって; pärtha—プリター

の子よ; karma-bandham—反動という束縛; prahäsyasi—あなたは〜から解放される。 
 

訳訳訳訳        分析的研究をとおしてこの知識を説明してきた。これから、結果分析的研究をとおしてこの知識を説明してきた。これから、結果分析的研究をとおしてこの知識を説明してきた。これから、結果分析的研究をとおしてこの知識を説明してきた。これから、結果を生じさせないを生じさせないを生じさせないを生じさせない

活動について活動について活動について活動について説明するから、よく聞きなさい。プリターの子よ。その知識に従って行動説明するから、よく聞きなさい。プリターの子よ。その知識に従って行動説明するから、よく聞きなさい。プリターの子よ。その知識に従って行動説明するから、よく聞きなさい。プリターの子よ。その知識に従って行動

すれば、なにをするにしてすれば、なにをするにしてすれば、なにをするにしてすれば、なにをするにしてもその結果に縛られない。もその結果に縛られない。もその結果に縛られない。もその結果に縛られない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ヴェーダ辞書『ニルクティ』によると、サンキャー（saìkhyä）は「物事を詳

細に説明すること」、そしてサーンキャ（säìkhya）は「魂の本質を述べる哲学」と定義さ

れています。そしてヨーガ修練には感覚の抑制がともないます。戦わない、というアルジュ

ナの考えは感覚満足にもとづいています。もっとも大切な義務を忘れたアルジュナは、戦い

たくないと考えていました。ドゥリタラーシュトラの息子たちを打ち破って王国を楽しむよ

りも、親族や兄弟を殺さないほうが自分にとっては喜ばしいと、比較していたからです。ど

ちらにしても、その考えを支えているのは感覚満足です。敵に勝って味わう幸福、そして親

族が生きているのを見て味わう幸福は、たとえそのために知恵や義務を犠牲にしたとしても、

どちらも個人的な感覚満足にもとづいています。だからこそクリシュナはアルジュナに、祖

父の肉体を殺害したとしても魂そのものを殺したことにはならないし、主自身をも含む個々

の魂は、永遠に個別の存在であり続ける、と説明しました。だれもが個々の魂として永遠に

存在するのですから、過去においても、現在においても、そして未来においても個別として

存在し続けます。肉体をいろいろな形に変えているだけであり、実は物質の衣服という束縛

から解放されたあとでも、個別性はなくなりません。魂と肉体の分析研究が、主クリシュナ

によって鮮やかに行なわれました。そしてさまざまな角度と視野から魂と肉体を描写するこ

の知識は、『ニルクティ』辞書ではサーンキャとして説明されています。このサーンキャは

無神論のカピラが説いたサーンキャ哲学とはなんの関係もありません。サーンキャ哲学は、

詐欺師のカピラが説く以前に、正真正銘の主クリシュナの化身である主カピラが⺟親のデー

ヴァフーティに説明する形で、『シュリーマド・バーガヴァタム』のなかで正しく要旨解説

されています。そして主によって、「プルシャ（puruña）・至高主は活動的であり、プラ

クリティ（prakåti）を見渡すことで創造した」と明確に説かれています。これは『バガヴ

ァッド・ギーター』を始めとするヴェーダでも受けいれられていることです。ヴェーダの説

明では、主はプラクリティ・自然界を見渡し、そのなかに原子サイズの個々の魂を植えつけ

た、とあります。個々の魂すべては物質界で感覚を楽しむためだけに行動しており、物質エ

ネルギーの魔力に包まれ、「自分が楽しむ者」と考えています。この考え方の行き着くとこ
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ろは、「主と一体化して解放されたい」という心境です。これがマーヤー・感覚満足の幻想

という最後の罠であり、感覚にもてあそばれた生涯を幾度となく繰りかえしたあとに、本当

に偉大な魂はヴァースデーヴァ・主クリシュナに服従し、そのことで究極の真理の追求が完

成します。 

アルジュナは主に身を委ね、çiñyas te 'haà çädhi mäà tväà prapannam（シッシャス テー 

ハンム シャーディ マーンム トゥヴァーンム プラパンナンム）という言葉をで、クリシュナを精神指導

者として受けいれました。そしてクリシュナはこれから、ブッディ・ヨーガあるいはカルマ・

ヨーガをとおした活動について説明しますが、これは、主の感覚を満たすための献愛奉仕に

ついて説明を始めるということです。ブッディ・ヨーガは第10章・第10節で、「全生命体

の心にパラマートマーとして住む主と直接ふれあうこと」と明確に説明されています。しか

しそのようなふれあいは、献愛奉仕なくしては実現されません。ですから献愛奉仕、すなわ

ち主への超越的な愛情奉仕をしている人は、つまりクリシュナ意識の人は、主の特別の恩寵

によってブッディ・ヨーガの境地に到達します。だから主は言います、「崇高な愛情でいつ

も献愛奉仕に没頭している者だけに、愛情をこめた献愛奉仕という純粋な知識を授ける」と。

こうして、献愛者は永遠に喜びに満ちた神の国に容易に入っていくことができます。 

このように、この節で説かれているブッディ・ヨーガは主に献愛奉仕をすることであり、

この節のサーンキャは詐欺師のカピラが説いた無神論のサーンキャ・ヨーガとはまったく関

係がありません。ですから、ここで言われているサーンキャ・ヨーガが無神論サーンキャと

関係があるのでは、と考えるべきではありません。また当時、その無神論哲学が受けいれら

れていたわけでもなく、主クリシュナもそのような無神論の哲学的推論について言及する気

もありません。本当のサーンキャ哲学は、主カピラが『シュリーマド・バーガヴァタム』で

説いていますが、そのサーンキャさえ、今ここで取りあげられている主題とはなんの関係も

ありません。この節のサーンキャは、肉体と魂の分析説明を指しています。主クリシュナは

魂に関する分析説明をアルジュナにしましたが、それはアルジュナをブッディ・ヨーガ、す

なわちバクティ・ヨーガに導くためでした。ですから、主クリシュナのサーンキャと、『シ

ュリーマド・バーガヴァタム』で述べられている主カピラのサーンキャは１つ、そして同じ

です。どちらもバクティ・ヨーガです。ゆえに主クリシュナはsäìkhya-yogau påthag bäläù 

pravadanti na paëòitäù（サーンキャ・ヨーガウ プリタハグ バーラーハ プラヴァダンティ ナ パンディター

ハ）、知性に欠ける者だけがサーンキャ・ヨーガとバクティ・ヨーガを別のものと理解して

いる、と言います。 

無神論のサーンキャ・ヨーガとバクティ・ヨーガは無関係ですが、知性のない人々が無神

論のサーンキャ・ヨーガがバクティ・ヨーガで述べられている、と主張します。 

ですからブッディ・ヨーガとは、クリシュナ意識で修練するもの、献愛奉仕という完全な

喜びと知識のなかで修練するもの、と理解しなくてはなりません。主を喜ばせるためだけに
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行動する人は、どれほど難しい仕事でもブッディ・ヨーガの原則に従って活動し、いつも崇

高な喜びに満たされていることを自覚しています。そのような神聖な活動に励むことで超越

的な理解がおのずと得られるのであり、知識を求める的はずれの努力をすることなく、主の

慈悲によって完璧な解放の境地に到達します。クリシュナ意識の活動と、結果にこだわる活

動、とりわけ家族や物質的な幸福にまつわる満足を得ようとする活動には大きな違いがあり

ます。ですからブッディ・ヨーガは超越的な質をそなえた活動と言えます。 

 

第第第第40404040節節節節                                                Naehai>a§-MaNaaXaae_iSTa  Pa[TYavaYaae Na ivÛTae  ) 
SvLPaMaPYaSYa DaMaRSYa }aaYaTae MahTaae >aYaaTa( )) 40 )) 

 

nehäbhikrama-näço 'sti 

pratyaväyo na vidyate 

sv-alpam apy asya dharmasya 

träyate mahato bhayät 
 

na—〜がない; iha—このヨーガにおいて; abhikrama—努力することにおいて; näçaù—損

失; asti—〜がある; pratyaväyaù—減少; na—決して〜ない; vidyate—〜がある; su-alpam—少

しの; api—〜であるが; asya—これの; dharmasya—職務; träyate—自由にする; mahataù—非

常に大きなものから; bhayät—危険。 
 

訳訳訳訳        この努力この努力この努力この努力をとおして得たものは、失われることも減ることもないをとおして得たものは、失われることも減ることもないをとおして得たものは、失われることも減ることもないをとおして得たものは、失われることも減ることもない。。。。少しでも少しでも少しでも少しでもこのこのこのこの

道で高められれば、もっとも危険な恐れから守られる。道で高められれば、もっとも危険な恐れから守られる。道で高められれば、もっとも危険な恐れから守られる。道で高められれば、もっとも危険な恐れから守られる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識の活動、すなわち快楽を期待せずにクリシュナの利益のため

にする活動は、もっとも崇高な質をそなえています。その活動を始めたばかりの段階でさえ

障害はなく、たとえ小さな１歩だとしても、どの段階でも失うものはありません。物質的な

活動は完成させなくてはならず、達成できなければすべては失敗に終わります。ところが、

クリシュナ意識で始めた活動はなんであれ、たとえやり遂げられなかったとしても、永遠の

結果が伴います。ですからクリシュナ意識の実践者は、最後までやりとげられなくてもなに

も失いません。クリシュナ意識で為された１パーセントの活動は永遠な結果として残り、次

は２パーセントから始められます。いっぽう物質的な活動は100パーセント完遂しなければ

徒労に終わります。アジャーミラはクリシュナ意識を数パーセント実践しましたが、主の慈

悲で最終的に100パーセントの完成を達成しました。このことに関連して『シュリーマド・

バーガヴァタム』（第１編・第５章・第17節）に素晴らしい節があります。 
 

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 
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bhajann apakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 

ko värtha äpto 'bhajatäà sva-dharmataù 
 

 「自分の義務を捨ててクリシュナ意識に励みはしたものの、その活動を完遂できずに逸脱

したとしても、失うものはなにもない。しかし、物質的な活動を完璧に為しても得るものは

なにもない」。キリスト教でも言われています、「全世界を手に入れても、自らの永遠な魂

を失って苦しむのであれば、なにも得ていないのに等しい」と。 

物質的な活動や結果は肉体とともに終わります。しかしクリシュナ意識の活動は、肉体が

なくなっても、その修練者をふたたびクリシュナ意識に戻します。少なくとも、来世でふた

たび人間として生まれる機会に恵まれ、優れた教養を持つブラーフマナの家庭に、あるいは

裕福で高貴な家庭に誕生を授かり、さらに精神的に高められる機会を授かります。それが、

クリシュナ意識で行なわれる活動の素晴らしい特質です。 

 

第第第第41414141節節節節                                            VYavSaaYaaiTMak-a   buiÖreke-h   ku-åNaNdNa  ) 
bhuXaa%a ùNaNTaaê buÖYaae_VYavSaaiYaNaaMa( )) 41 )) 

 

vyavasäyätmikä buddhir 

ekeha kuru-nandana 

bahu-çäkhä hy anantäç ca 

buddhayo 'vyavasäyinäm 
 

vyavasäya-ätmikä—クリシュナ意識における堅い決意; buddhiù—知性; ekä—１つだけ; 

iha—この世界で; kuru-nandana—クル家の愛しい子よ; bahu-çäkhäù—様々な枝を持ってい

る; hi—実に; anantäù—無限の; ca—もまた; buddhayaù—知性; avyavasäyinäm—クリシュナ

意識ではない者達の。 
 

訳訳訳訳        この道を歩く者は堅い決意を持ち、この道を歩く者は堅い決意を持ち、この道を歩く者は堅い決意を持ち、この道を歩く者は堅い決意を持ち、その目的は一つであるその目的は一つであるその目的は一つであるその目的は一つである。クル家の愛し子よ。。クル家の愛し子よ。。クル家の愛し子よ。。クル家の愛し子よ。

決断力のない者の知性は決断力のない者の知性は決断力のない者の知性は決断力のない者の知性は数多く枝分かれしている数多く枝分かれしている数多く枝分かれしている数多く枝分かれしている。。。。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識を修練して人生の最高完成をきわめようとする強い信念を、

vyavasäyätmikä（ヴャヴァサーヤートゥミカー）の知性と言います。『チャイタンニャ・チャリタ

ームリタ』（マデャ・第22章・第62節）の言葉です。 
 

'çraddhä'-çabde—viçväsa kahe sudåòha niçcaya 

 kåñëe bhakti kaile sarva-karma kåta haya 
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信仰とは、神聖な物事に揺るぎない信頼を寄せることをいいます。クリシュナ意識の義務

を為し遂げようとするとき、家族の伝統、人類、国家への責務など、俗世界とのかかわりの

なかで活動する必要はありません。果報的活動は、過去に行なった善悪の活動の結果が現わ

れたものです。クリシュナ意識にめざめた人は良い結果を求めて努力する必要はありません。

クリシュナ意識のなかで安定した人の行動はすべて絶対的境地に到達します。善悪という二

元性にかかわらなくなるからです。クリシュナ意識の最高完成は、物質的な生活観念を捨て

ることにあります。この境地はクリシュナ意識を高めることでおのずと得られるものです。 

クリシュナ意識の人の決然とした目標は知識にもとづいています。Väsudevaù sarvam iti sa 

mahätmä su-durlabhaù（ヴァースデーヴァハ サルヴァンム イティ サ マハートゥマー 

ス・ドゥルラバハハ）「クリシュナ意識の人は美徳をそなえた希な魂であり、ヴァースデー

ヴァ、すなわちクリシュナこそが表われたすべての原因の根源であることを完璧に知ってい

る」。木の根に水を注ぐことで水が自動的に葉や枝に行きわたるように、クリシュナ意識の

活動はだれにでも――自分、家族、社会、国、人類など――もっとも高い奉仕をすることが

できます。クリシュナがある人の活動に満足すれば、ほかのだれもが満足するのです。 

しかしクリシュナ意識をとおした奉仕は、精神指導者の優れた導きがあってこそ最善の結

果が得られるものです。精神指導者はクリシュナの真の代表者であり、弟子の気質をよく知

り、クリシュナ意識の活動ができるよう弟子を導くことができるからです。ですから、クリ

シュナ意識をよく知るためにも、不動の気持ちで活動し、クリシュナの代表者に従い、真摯

な精神指導者の教えを生涯の使命として受けいれなくてはなりません。シュリーラ・ヴィシ

ュヴァナータ・チャクラヴァルティー・タークラが、次の有名な祈りをとおして私たちに教

えています。 
 

yasya prasädäd bhagavat-prasädo 

yasyäprasädän na gatiù kuto 'pi 

dhyäyan stuvaàs tasya yaças tri-sandhyaà 

vande guroù çré-caraëäravindam 
 

「精神指導者が満足すれば最高人格主神も満足する。精神指導者を満足させられなければ、

クリシュナ意識に高められる可能性はない。ゆえに、私は精神指導者の慈悲を授かるために

１日に３回瞑想し、祈り、そして師に敬意を示さなくてはならない」 

しかし、この方法は肉体観念を越えた魂に関する完璧な知識――机上の空論ではない実用

的な知識――にもとづくものであり、その知識があれば、果報的活動をとおして感覚を楽し

もうとは思わなくなります。堅い決意を持たない人の心は、さまざまな果報的活動によって

分散しています。 
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第第第第42424242−−−−43434343節節節節                                YaaiMaMaa&  PauiZPaTaa& vac& Pa[vdNTYaivPaiêTa" ) 
vedvadrTaa"   PaaQaR  NaaNYadSTaqiTa vaidNa" )) 42 )) 
k-aMaaTMaaNa" SvGaRPara JaNMak-MaRf-l/Pa[daMa(  ) 
i§-YaaivXaezbhul/a&   >aaeGaEìYaRGaiTa&   Pa[iTa )) 43 )) 

 
 
 

yäm imäà puñpitäà väcaà 

pravadanty avipaçcitaù 

veda-väda-ratäù pärtha 

nänyad astéti vädinaù 
 

kämätmänaù svarga-parä 

janma-karma-phala-pradäm 

kriyä-viçeña-bahuläà 

bhogaiçvarya-gatià prati 
 

yäm imäm— そ れ ら すべ て ; puñpitäm— 華 や かな ; väcam— 言 葉 ; pravadanti— 言 う ; 

avipaçcitaù—貧弱な知識の人々 ; veda-väda-ratäù—ヴェーダの従者と思われている人々; 

pärtha—プリターの子よ; na—決して〜ない; anyat—他の何か; asti—〜がある; iti—そのよ

うに; vädinaù—主張者; käma-ätmänaù—感覚満足を望んで; svarga- paräù—天界の惑星に行

くことを目指している; janma-karma-phala-pradäm—良い誕生や他の結果としての反動を生

じさせている; kriyä-viçeña—仰々しい儀式; bahuläm—様々な; bhoga—感覚の楽しみにおい

て; aiçvarya—そして富; gatim—進む; prati—〜に向かって。 
 

訳訳訳訳        貧弱な知識貧弱な知識貧弱な知識貧弱な知識しかない者しかない者しかない者しかない者はははは、華麗、華麗、華麗、華麗なヴェーダの言葉に心奪われる。なヴェーダの言葉に心奪われる。なヴェーダの言葉に心奪われる。なヴェーダの言葉に心奪われる。天界の惑星に高天界の惑星に高天界の惑星に高天界の惑星に高

めたり、優れた誕生、力などを授けたりしてくれるめたり、優れた誕生、力などを授けたりしてくれるめたり、優れた誕生、力などを授けたりしてくれるめたり、優れた誕生、力などを授けたりしてくれるさまざまな果報的活動をヴェーダがさまざまな果報的活動をヴェーダがさまざまな果報的活動をヴェーダがさまざまな果報的活動をヴェーダが

勧めているからである。勧めているからである。勧めているからである。勧めているからである。感覚満足と豊かな生活を欲感覚満足と豊かな生活を欲感覚満足と豊かな生活を欲感覚満足と豊かな生活を欲しがる彼らは、しがる彼らは、しがる彼らは、しがる彼らは、これにこれにこれにこれに優る優る優る優るものはほものはほものはほものはほ

かにはないかにはないかにはないかにはない、と、と、と、と言う言う言う言う。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  大衆には優れた知性がなく、無知のためにヴェーダのカルマ・カーンダ

（karma-käëòa）部門にある果報的活動がなによりも大切なものと考えています。酒や女

性が楽しめ、好きなだけ快楽が味わえる天国の惑星に行くことが最高の喜びだと考えている

のです。ヴェーダでは、天界の惑星に高められる数々の儀式（特にジョーティシュトーマ儀

式）が勧められています。実際、天界の惑星に行きたい者にこの儀式は欠かせないと説明さ

れていますから、賢くない人々は、これこそがヴェーダ知識の最終目的だと考えます。そう

いった未熟な人々には、堅い決意でクリシュナ意識を修練するのはひじょうに難しいと言わ
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ざるをえません。愚か者が毒を持つ木の花に魅了される――その結果を知らずに。同じよう

に、真相をを知らない人々は天界の富や感覚の楽しみに心を奪われています。 

ヴェーダのカルマ・カーンダ部門には、apäma somam amåtä abhüma（アパーマ ソーマン

ム アムリター アブフーマ）とakñayyaà ha vai cäturmäsya-yäjinaù sukåtaà bhavati（アクシャ

イヤンム ハ ヴァイ チャートゥルマーッシャ・ヤージナハ スクリタンム バハヴァティ）という言葉がありま

す。これは、４ヶ月の苦行をする者はソーマ・ラサの甘露を飲む資格を得て不死となり、永

遠かつ幸福に生きられる、という意味です。地球にも、ソーマ・ラサを飲んで強靱な体にな

って思う存分楽しもうとする人々がいます。彼らには束縛からの解放に対する信念はなく、

ヴェーダが勧める仰々しい供儀祭に執着しています。快楽のことしか頭になく、天界の喜び

が味わえる生活以上のものはなにもない、と考えているのです。天界にはナンダナ・カーナ

ナと呼ばれる庭園があり、そこに行けば天使、美女、ソーマ・ラサ酒が存分に楽しめると述

べられています。そのような肉体の幸福は確かに官能的です。だからこそ、この世界の主人

になって、物質的ではかない幸福に溺れている人々がいるのです。 

 

第第第第44444444節節節節                                            >aaeGaEìYaRPa[Sa¢-aNaa&     TaYaaPaôTaceTaSaaMa(  ) 
    VYavSaaYaaiTMak-a buiÖ" SaMaaDaaE Na ivDaqYaTae )) 44 )) 

 

bhogaiçvarya-prasaktänäà 

tayäpahåta-cetasäm 

vyavasäyätmikä buddhiù 

samädhau na vidhéyate 
 

bhoga—物質的楽しみに対して; aiçvarya—そして富; prasaktänäm—執着している者達にと

っ て ; tayä— そ の よ う な 物 事 に よ っ て ; apahåta-cetasäm— 心 が 惑 わ さ れ て ; 

vyavasäya-ätmikä—揺るぎない決心を持って; buddhiù—主への献愛奉仕; samädhau—抑制さ

れた心に; na—決して〜ない; vidhéyate—起こる。 
 

訳訳訳訳        感覚の楽しみや物質的富に執着感覚の楽しみや物質的富に執着感覚の楽しみや物質的富に執着感覚の楽しみや物質的富に執着しすぎているしすぎているしすぎているしすぎているために混乱している者の心のなかに、ために混乱している者の心のなかに、ために混乱している者の心のなかに、ために混乱している者の心のなかに、

至高主への献愛奉仕に対する確固たる決心は起こらない。至高主への献愛奉仕に対する確固たる決心は起こらない。至高主への献愛奉仕に対する確固たる決心は起こらない。至高主への献愛奉仕に対する確固たる決心は起こらない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  サマーディ（Samädhi）は「動じない心」という意味です。 ヴェーダの辞書

『ニルクティ』にはsamyag ädhéyate 'sminn ätma-tattva-yäthätmyam（サミャグ アーデヒィー

ヤテー スミンー アートゥマ・タットゥヴァ・ヤータハートゥミャンム）という言葉があります。これは、

「心が自己の理解に固定している境地、それがサマーディである」という意味です。サマー

ディは、物欲に強い関心があったり、そのようなはかない物事に心乱されていたりする人の

心には起こりません。彼らのほとんどは、物質エネルギーに縛られているのです。 
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第第第第45454545節節節節                                                }aEGau<YaivzYaa   veda   iNañEGau<Yaae  >avaJauRNa  ) 
     iNaÜRNÜae iNaTYaSatvSQaae iNaYaaeRGa+aeMa AaTMavaNa( )) 45 )) 

 

trai-guëya-viñayä vedä 

nistrai-guëyo bhavärjuna 

nirdvandvo nitya-sattva-stho 

niryoga-kñema ätmavän 
 

trai-guëya—物質自然界の三性質に関連している; viñayäù—その主題について; vedäù—ヴ

ェーダ経典; nistrai-guëyaù—物質自然界の三性質を超越する; bhava—〜になる; arjuna—ア

ルジュナよ; nirdvandvaù—二元性のない; nitya-sattva-sthaù—精神的存在という純粋な状態

に; niryoga-kñemaù—利益や保身という考えから解放される; ätma-vän—自己に立脚して。 
 

訳訳訳訳        ヴェーダはおもに物質自然界の三様式という主題を扱っている。アルジュナよヴェーダはおもに物質自然界の三様式という主題を扱っている。アルジュナよヴェーダはおもに物質自然界の三様式という主題を扱っている。アルジュナよヴェーダはおもに物質自然界の三様式という主題を扱っている。アルジュナよ、、、、

その三様式を超越その三様式を超越その三様式を超越その三様式を超越せよせよせよせよ。二元性、利益や安全への不安に心惑わされず、自己に。二元性、利益や安全への不安に心惑わされず、自己に。二元性、利益や安全への不安に心惑わされず、自己に。二元性、利益や安全への不安に心惑わされず、自己に確立する確立する確立する確立する

のだのだのだのだ。。。。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  物質的な活動をすれば、物質自然界の三様式の活動・反動に巻きこまれます。

物質的な活動は結果を求めてなされ、ますます物質界に縛られる原因になります。ヴェーダ

の主題はおもにこの果報的活動にあり、そして大衆を感覚満足から超越的境地に段階的に高

めます。アルジュナは主クリシュナの弟子、そして友人でしたから、ヴェーダーンタ哲学と

いう超越的段階に自らを高めるよう助言を受けました。ヴェーダーンタ哲学を学ぶにはまず

ブラフマ・ジギャーサー、すなわち至高の超越性について問わなくてはなりません。物質界

ではどの生命体も生存競争にあえいでいます。主はそんな彼らのために、物質界を作ったあ

とにヴェーダ知識を用意し、どのように生き、どのように束縛から解放されるかについて助

言を与えました。物欲を満たす活動、すなわちカルマ・カーンダの段階が終ったあと、さま

ざまなヴェーダの部分であるウパニシャッドという形で精神的悟りの機会が与えられます。

これは、『バガヴァッド・ギーター』が第五のヴェーダ、すなわち『マハーバーラタ』の一

部と言われるようなものです。ウパニシャッドは超越的な生活を歩く始めの道しるべとなっ

ています。 

体を持っているかぎり、三様式にもとづく活動と反動に巻きこまれます。幸せや苦しみ、

寒さや暑さといった二元性に耐えることを学び、その忍耐心によって利益や損失にかかわる

不安から解放されます。クリシュナの意志に身も心も委ねるとき、完全なクリシュナ意識の

なかでこの崇高な境地に到達できるのです。 
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第第第第46464646節節節節                                                YaavaNaQaR  odPaaNae SavRTa" SaMPl/uTaaedke- ) 
    TaavaNSaveRzu vedezu b]aø<aSYa ivJaaNaTa" )) 46 )) 

 

yävän artha udapäne 

sarvataù samplutodake 

 

tävän sarveñu vedeñu 

brähmaëasya vijänataù 
 

yävän—〜であるものすべて; arthaù—〜のためにある; uda-päne—井戸の中の; sarvataù—

あらゆる面で; sampluta-udake—広大な水源で; tävän—同様に; sarveñu—すべてにおいて; 

vedeñu—ヴェーダ経典; brähmaëasya—至高のブラフマンを知る者の; vijänataù—完璧な知識

を備えた人物。 
 

訳訳訳訳        小さな井戸小さな井戸小さな井戸小さな井戸で叶う目的で叶う目的で叶う目的で叶う目的は、巨大なは、巨大なは、巨大なは、巨大な水源水源水源水源の水での水での水での水で容易に容易に容易に容易に事足りる。同じように、事足りる。同じように、事足りる。同じように、事足りる。同じように、ヴェヴェヴェヴェ

ーダの全目的は、ーダの全目的は、ーダの全目的は、ーダの全目的は、ヴェーダヴェーダヴェーダヴェーダの背後にある目的を知る者によって達成される。の背後にある目的を知る者によって達成される。の背後にある目的を知る者によって達成される。の背後にある目的を知る者によって達成される。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ヴェーダ経典のカルマ・カーンダ部門で述べられている儀式は、自己を悟る

道に段階的に高められるよう用意されています。また自己を悟る目的は『バガヴァッド・ギ

ーター』の第15章（第15節）で明確に述べられています。ヴェーダを学ぶ目的は、万物の

根源である主クリシュナを知ることです。ですから自己の悟りとは主クリシュナを理解する

こと、そして主との永遠な絆を理解することにあります。生命体とクリシュナの絆について

も『バガヴァッド・ギーター』（第15章・第７節）で述べられています。生命体はクリシ

ュナの部分体です。ですから、個々の生命体がクリシュナ意識をよみがえらせることが、ヴ

ェーダ知識の最高の完成段階です。このことは『シュリーマド・バーガヴァタム』（第３編・

第33章・第７節）で次のように断言されています。 
 

aho bata çva-paco 'to garéyän 

yaj-jihvägre vartate näma tubhyam 

tepus tapas te juhuvuù sasnur äryä 

brahmänücur näma gåëanti ye te 
 

 「主よ。あなたの聖なる名前を唱えている者は、身分の低いチャンダーラ（犬を食べる者）

の家に生まれても、もっとも高い自己の悟りの境地にいます。すべての聖なる巡礼地で沐浴

を繰りかえしたあとに、ヴェーダの儀式に従って苦行を修練し、ヴェーダ経典を幾度となく

研究したに違いないそのような人物こそが、アーリャンの家族の第一人者です」 



 53

ですから私たちは儀式だけにこだわるのではなく、ヴェーダの目標を理解できる知性をそ

なえなくてはなりませんし、高い快楽のために天界に行く望みを持つべきではありません。

現代の一般人がヴェーダ儀式の規則や原則すべてに従えるわけがありませんし、ヴェーダー

ンタやウパニシャッドを研究しつくすこともできません。ヴェーダの目標を満たすには、膨

大な時間、行動力、知識、財源が必要であり、今の時代にできることではありません。しか

し、ヴェーダ文明のもっとも大切な目標は、堕落した魂を救う方、主チャイタンニャが勧め

た主の聖なる名前の唱名です。主チャイタンニャはヴェーダの大家プラカーシャーナンダ・

サラスヴァティーに、「あなたはなぜヴェーダーンタ哲学を学ばずに、感傷的に神の名前を

唱えているのか」と聞かれたとき、「わたしは精神指導者に『あなたは大馬鹿者だから、た

だひたすら主クリシュナの名前を唱えなさい』と命じられました」と答えます。主はその命

令に従い、やがて狂ったように法悦境に浸りました。カリに住む現代人はほとんどが愚か者

で、ヴェーダーンタ哲学を理解できる正しい教育は受けていません。ヴェーダーンタ哲学の

目標は、主の聖なる名前を冒涜せずに唱えれば達成できます。ヴェーダーンタはヴェーダ知

識の最後の言葉であり、ヴェーダーンタ哲学を著わし、そして理解しているのは主クリシュ

ナです。そして至上のヴェーダーンタ学者とは、主の聖なる名前の唱名に喜びを感じる偉大

な魂のことです。それがあらゆるヴェーダの神秘の究極目的です。 

 

第第第第47474747節節節節                                k-MaR<YaevaiDak-arSTae Maa f-le/zu k-dacNa  ) 
Maa k-MaRf-l/heTau>aURMaaR Tae Sa(r)ae_STvk-MaRi<a )) 47 )) 

 

karmaëy evädhikäras te 

mä phaleñu kadäcana 

mä karma-phala-hetur bhür 

mä te saìgo 'stv akarmaëi 
 

karmaëi—定められた義務で; eva—確かに; adhikäraù—権利; te—あなたの; mä—決して〜

ない; phaleñu—結果において; kadäcana—いつでも; mä—決して〜ない; karma-phala—活動

の結果において; hetuù—原因; bhüù—〜になる; mä—決して〜ない; te—あなたの; saìgaù—

執着; astu—〜であるべき; akarmaëi—定められた義務を遂行しないことに。 
 

訳訳訳訳        あなたには定められた義務をあなたには定められた義務をあなたには定められた義務をあなたには定められた義務を果たす果たす果たす果たす権利はあるが、活動の結果権利はあるが、活動の結果権利はあるが、活動の結果権利はあるが、活動の結果を楽しむを楽しむを楽しむを楽しむ権利権利権利権利は与は与は与は与

えられていえられていえられていえられていない。自分が活動の結果ない。自分が活動の結果ない。自分が活動の結果ない。自分が活動の結果を作ったを作ったを作ったを作ったとは決して思わず、また義務とは決して思わず、また義務とは決して思わず、また義務とは決して思わず、また義務の遂行を怠っの遂行を怠っの遂行を怠っの遂行を怠っ

てはならないてはならないてはならないてはならない。。。。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節には考慮すべき点が３つあります。定められた義務、気まぐれな活動、

無活動です。定められた義務とは、自分がかかわっている様式に応じて決められる活動のこ
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とです。気まぐれな活動とは、権威者に認められていない活動、そして無活動とは自分に定

められた義務を遂行しないことを指します。主はアルジュナに、無活動になってはいけない、

そして結果にこだわらずに定められた義務を遂行するように助言しました。したことの結果

にこだわる人は、次に自分がその活動の原因になります。こうして、自分の活動の結果を楽

しむか、あるいはその結果によって苦しむのです。 

定められた義務は、日常の活動、緊急の活動、望ましい活動の３つに分けられます。日常

の活動は、経典の教えにもとづく義務として結果にこだわらずにすれば、徳の様式の活動で

す。結果を期待して行動すれば束縛されますから、吉兆な活動とは言えません。だれでも自

分の義務を果たす権利を持っていますが、結果に囚われずに活動すべきです。こだわりのな

い活動は、間違いなく私たちを解放の道に導いてくれます。 

ですからアルジュナは主から、結果にこだわらずに義務として戦うよう助言を受けました。

戦いに加わらない、というアルジュナの選択は別の意味での執着です。そのような執着は私

たちを自由にはしてくれません。肯定的であろうと否定的であろうと、執着は私たちを必ず

縛りつけます。そして無活動は罪です。ですからアルジュナにとって、義務として戦うこと

が、解放につながる唯一の幸運な道でした。 

 

第第第第48484848節節節節                                YaaeGaSQa"  ku-å  k-MaaRi<a  Sa(r)& TYa¤-a DaNaÅYa  ) 
  iSaÖyiSaÖyae" SaMaae >aUTva SaMaTv& YaaeGa oCYaTae )) 48 )) 

 

yoga-sthaù kuru karmäëi 

saìgaà tyaktvä dhanaïjaya 

siddhy-asiddhyoù samo bhütvä 

samatvaà yoga ucyate 
 

yoga-sthaù—平衡心; kuru—実行する; karmäëi—あなたの義務; saìgam—執着; tyaktvä—捨

て去っている; dhanaïjaya—アルジュナよ; siddhi-asiddhyoù—成功や失敗において; samaù—

平衡心; bhütvä—〜になっている; samatvam—平静さ; yogaù—ヨーガ; ucyate—〜と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ、成功や失敗にアルジュナよ、成功や失敗にアルジュナよ、成功や失敗にアルジュナよ、成功や失敗に囚われず囚われず囚われず囚われず、安定した、安定した、安定した、安定した心心心心で義務を遂行で義務を遂行で義務を遂行で義務を遂行せよせよせよせよ。そのよう。そのよう。そのよう。そのよう

な冷静さがヨーガと呼ばれる。な冷静さがヨーガと呼ばれる。な冷静さがヨーガと呼ばれる。な冷静さがヨーガと呼ばれる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナはアルジュナに、ヨーガのなかで活動するよう説いています。で

はヨーガとはなんでしょうか。それは、いつも私たちを乱そうとする感覚を抑えながら、思

いを至高者に集中させることです。ではその至高者とは？ 至高者は主です。そして主自ら

がアルジュナに「戦え」と言っているのですから、アルジュナに戦いの結果の責任はありま

せん。利益も勝利もクリシュナにかかわることであり、アルジュナはただクリシュナの命令
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を忠実に実行するよう助言されています。クリシュナの命令に従うのが本当のヨーガであり、

クリシュナ意識をとおして実践できます。所有心という感覚は、クリシュナ意識だけで捨て

ることができます。私たちが目指すのはクリシュナの召使い、あるいはクリシュナの召使い

の召使いです（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』マデャ第13章・第80節）。それが

クリシュナ意識で義務を遂行する正しい方法であり、またその方法だけが、ヨーガにもとづ

いて行動することを助けてくれます。 

アルジュナはクシャトリヤでしたから、ヴァルナーシュラマ・ダルマ制度に従って行動し

ていました。『ヴィシュヌ・プラーナ』は、ヴァルナーシュラマ・ダルマの目的はヴィシュ

ヌを満足させることにある、と説いています。だれであっても、物質界の決まり事である「自

分の満足」を求めるのではなく、クリシュナを満足させなくてはなりません。つまり、クリ

シュナを満足させられなければ、ヴァルナーシュラマ・ダルマの原則に正しく従っていない

ことになります。アルジュナは間接的にクリシュナから「わたしの言うとおりに行動しなさ

い」、と助言を受けていたのです。 

 

第第第第49494949節節節節                                    dUre<a   ùvr&  k-MaR  buiÖYaaeGaaÖNaÅYa  ) 
 buÖaE Xar<aMaiNvC^ k*-Pa<aa" f-l/heTav" )) 49 )) 

 

düreëa hy avaraà karma 

buddhi-yogäd dhanaïjaya 

buddhau çaraëam anviccha 

kåpaëäù phala-hetavaù 
 

düreëa—それを遠い場所に捨てる ; hi—確かに ; avaram—忌まわしい ; karma—活動 ; 

buddhi-yogät—クリシュナ意識の力で; dhanaïjaya—富の征服者よ; buddhau—そのような意

識 で ; çaraëam— 完 全 な 服 従 ; anviccha— 〜 を 試 し て い る ; kåpaëäù— け ち な 人 間 ; 

phala-hetavaù—活動の結果を望んでいる者達。 
 

訳訳訳訳        ダナンジャヤよ。献愛奉仕をすることで、忌まわしい行動をすべて遠ざけ、そのダナンジャヤよ。献愛奉仕をすることで、忌まわしい行動をすべて遠ざけ、そのダナンジャヤよ。献愛奉仕をすることで、忌まわしい行動をすべて遠ざけ、そのダナンジャヤよ。献愛奉仕をすることで、忌まわしい行動をすべて遠ざけ、その

意識をとおして主に身を委ねよ。行動の結果を楽しみたいと思っている者は意識をとおして主に身を委ねよ。行動の結果を楽しみたいと思っている者は意識をとおして主に身を委ねよ。行動の結果を楽しみたいと思っている者は意識をとおして主に身を委ねよ。行動の結果を楽しみたいと思っている者はけちなけちなけちなけちな人間人間人間人間

だ。だ。だ。だ。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  「主の永遠な召使い」という自分本来の立場を本当に理解した人は、クリシ

ュナ意識以外の活動は放棄します。すでに説明したように、ブッディ・ヨーガは主への超越

的な愛情奉仕のことを指しており、生命体の正しい行動です。けちな人間だけが活動の結果

を楽しみたいと思っているのですが、実は、その結果のためにさらに縛られていきます。ク

リシュナ意識で行動しなければ、なにをしても忌まわしい結果に終わります。活動する人を
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誕生と死の循環に束縛し続けるからです。ですから、活動の原因になろうと思ってはなりま

せん。なにをするにしても、クリシュナ意識で、クリシュナの満足のために為されるべきで

す。けちな人間は、幸運によって、あるいは一生懸命に働いて手にいれた富をどう使ったら

いいのか知りません。得たものはすべてクリシュナ意識のために使うべきであり、それが人

生を成功に導いてくれます。しかし不運な人は、けちな人間と同じで、人間として授かった

力を主への奉仕に向けようとしません。 

第第第第50505050節節節節                                    buiÖYau¢-ae   JahaTaqh   o>ae   Sauk*-TaduZk*-Tae  ) 
  TaSMaaÛaeGaaYa YauJYaSv YaaeGa" k-MaRSau k-aEXal/Ma( )) 50 )) 

 

buddhi-yukto jahätéha 

ubhe sukåta-duñkåte 

tasmäd yogäya yujyasva 

yogaù karmasu kauçalam 
 

buddhi-yuktaù—献愛奉仕に従事している者; jahäti—取り除くことが出来る; iha—現世で; 

ubhe—両方; sukåta-duñkåte—良い、そして悪い結果; tasmät—ゆえに; yogäya—献愛奉仕のた

めに; yujyasva—そのように従事すること; yogaù—クリシュナ意識; karmasu—すべての活動

において; kauçalam—技術。 
 

訳訳訳訳        献愛奉仕をしている者は、現世でさえ、善悪どちらの反動も献愛奉仕をしている者は、現世でさえ、善悪どちらの反動も献愛奉仕をしている者は、現世でさえ、善悪どちらの反動も献愛奉仕をしている者は、現世でさえ、善悪どちらの反動も避ける避ける避ける避けることができる。ことができる。ことができる。ことができる。

だから、あらゆる活動の芸術ともいうべきヨーガに励め。だから、あらゆる活動の芸術ともいうべきヨーガに励め。だから、あらゆる活動の芸術ともいうべきヨーガに励め。だから、あらゆる活動の芸術ともいうべきヨーガに励め。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  太古の昔から、生命体は善悪の活動によるさまざまな反動を積みかさねてき

ました。そのため、本当の自分を知らずに生き続けています。その無知は『バガヴァッド・

ギーター』の教えが取りのぞいてくれます。主シュリー・クリシュナになにもかも委ね、無

数の誕生をとおして繰りかえされる活動と反動の鎖を断ちきる方法を教えているからです。

だからこそアルジュナは、反動の結果を清めてくれるクリシュナ意識で行動するよう助言さ

れたのでした。 

 

第第第第51515151節節節節                                k-MaRJa& buiÖYau¢-a ih f-l&/ TYa¤-a MaNaqiz<a" ) 
 JaNMabNDaiviNaMauR¢-a"  Pad& GaC^NTYaNaaMaYaMa(  )) 51 )) 

 

karma-jaà buddhi-yuktä hi 

phalaà tyaktvä manéñiëaù 

janma-bandha-vinirmuktäù 

padaà gacchanty anämayam 
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karma-jam—果報的活動のために ; buddhi-yuktäù—献愛奉仕に従事して ; hi—確かに ; 

phalam— 結 果 ; tyaktvä— 捨 て 去 っ て い る ; manéñiëaù— 偉 大 な 聖 者 や 献 愛 者 達 ; 

janma-bandha—誕生と死の束縛から; vinirmuktäù—解放されて; padam—立場; gacchanti—彼

らは到達する; anämayam—苦しみのない。 
 

訳訳訳訳        このように主に献愛奉仕をすることで、偉大な聖者やこのように主に献愛奉仕をすることで、偉大な聖者やこのように主に献愛奉仕をすることで、偉大な聖者やこのように主に献愛奉仕をすることで、偉大な聖者や献愛者たちは、物質界での献愛者たちは、物質界での献愛者たちは、物質界での献愛者たちは、物質界での

活動の反動から解放される。こうして、誕生と死の循環から活動の反動から解放される。こうして、誕生と死の循環から活動の反動から解放される。こうして、誕生と死の循環から活動の反動から解放される。こうして、誕生と死の循環から解放され解放され解放され解放され、（神の、（神の、（神の、（神の元元元元に帰るに帰るに帰るに帰る

ことで）あらゆる苦しみを越えた境地に到達するのである。ことで）あらゆる苦しみを越えた境地に到達するのである。ことで）あらゆる苦しみを越えた境地に到達するのである。ことで）あらゆる苦しみを越えた境地に到達するのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  解放された生命体は苦しみのない世界に住んでいます。『シュリーマド・バ

ーガヴァタム』（第10編・第14章・第58節）の言葉です。 
 

samäçritä ye pada-pallava-plavaà 

mahat-padaà puëya-yaço muräreù 

bhavämbudhir vatsa-padaà paraà padaà 

padaà padaà yad vipadäà na teñäm 
 

 「ムクンダ、すなわちムクティを与える人物としてあまねく知られ、宇宙現象界の庇護地

でもある主の蓮華の御足という船に乗った者には、物質界の大海は子牛の足跡にたまった水

にすぎない。Paraà padam（パランム パダンム）、苦しみのない場所、すなわちヴァイクンタ

が彼らの目的地であり、生活のなかに毎瞬間危険が潜んでいる場所とは無縁である」 

人々は無知のために、この物質界が毎瞬間危険に満ちた苦しい場所であることを知りませ

ん。知性に欠ける人々は、ただ無知ゆえに結果を求めて働き、身の回りの状況をなんとか改

善しようとしています。働いて得たものが自分を幸せにしてくれる、と期待しているからで

す。そして物質宇宙では、どのような場所にいても、どのような肉体を持っていても必ず苦

しみに悩まされることを知りません。誕生・死・老年・病気という苦しみの生活は、物質界

のどこに行ってもつきまとうのです。しかし、自分は主の永遠の召使いであることを悟り、

その結果として主の立場が理解できる人は、主への超越的な愛情奉仕に励みます。そして、

物質界とは無縁で、苦しみもなく、時間や死に影響されないヴァイクンタの世界に入る資格

を得ます。自分本来の立場を知ることには、主の崇高な立場を知ることも含まれます。生命

体と主は同じ境地にいると誤解している人は暗闇に閉じこめられており、主への献愛奉仕を

始めることはできません。自分が主人になり、誕生と死の繰りかえしの道を進むのです。し

かし、自分は仕える立場にいることを理解し、主への奉仕を始める人は、すぐにヴァイクン

タに入る資格を得ます。主のための奉仕をカルマ・ヨーガ、ブッディ・ヨーガ、あるいは簡

潔な言葉では主への献愛奉仕と言います。 
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第第第第52525252節節節節                                Yada  Tae  Maaehk-il/l&/  buiÖVYaRiTaTairZYaiTa ) 
 Tada GaNTaaiSa iNaveRd& é[aeTaVYaSYa é[uTaSYa c )) 52 )) 

 

yadä te moha-kalilaà 

buddhir vyatitariñyati 

tadä gantäsi nirvedaà 

çrotavyasya çrutasya ca 
 

yadä—〜のとき; te—あなたの; moha—幻想の; kalilam—密林; buddhiù—知性を使った超

越的奉仕; vyatitariñyati—越える; tadä—その時; gantä asi—あなたは行くだろう; nirvedam—

平然として; çrotavyasya—これから聞くことすべてに; çrutasya—すでに聞いたことすべて; 

ca—もまた。 
 

訳訳訳訳        あなたの知性が幻想という密林をあなたの知性が幻想という密林をあなたの知性が幻想という密林をあなたの知性が幻想という密林を抜けだすとき抜けだすとき抜けだすとき抜けだすとき、これまで聞いたこと、これから、これまで聞いたこと、これから、これまで聞いたこと、これから、これまで聞いたこと、これから

聞くことに聞くことに聞くことに聞くことに頓着しなく頓着しなく頓着しなく頓着しなくなるだろう。なるだろう。なるだろう。なるだろう。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  偉大な献愛者たちの生涯には、主に献愛奉仕をすることでヴェーダの儀式に

こだわらなくなった素晴らしい例がたくさんあります。クリシュナについて、そして自分と

クリシュナとの絆を本当に理解した人物は、ヴェーダ儀式の経験を積んだブラーフマナでも、

果報的活動への関心を失います。シュリー・マーダヴェーンドラ・プリーという献愛者の継

承上にいる偉大な献愛者、アーチャーリャは言っています。 
 

sandhyä-vandana bhadram astu bhavato bhoù snäna tubhyaà namo 

bho deväù pitaraç ca tarpaëa-vidhau nähaà kñamaù kñamyatäm 

yatra kväpi niñadya yädava-kulottaàsasya kaàsa-dviñaù 

smäraà smäram aghaà harämi tad alaà manye kim anyena me 
 

 「１日３回の祈りよ。あなたにすべての栄光あれ。おお、沐浴よ。あなたに敬意を表しま

す。半神たち、祖先たちよ。あなたがたに敬意を捧げられないことをお許しください。今私

は、どこに座っていても、カムサの敵でヤドゥ王家の偉大な子孫・クリシュナを思うことが

でき、そしてすべての罪の束縛から解放されます。私はそのことで心満ちたりています」 

ヴェーダの儀式や慣習は初心者には欠かせないものです。そのなかには、１日３回捧げる

さまざまな祈りの意味を把握し、早朝に沐浴し、先祖に敬意を捧げることなどが含まれます。

しかし、完全にクリシュナ意識になって主への崇高な愛情奉仕に没頭している人物は、この

ような規定原則すべてに無頓着になります。すでに完成の境地に到達しているからです。至
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高主クリシュナへの奉仕をとおしてすべてを理解すれば、啓示経典で勧められている多種多

様な苦行や儀式を履行する必要はなくなります。いっぽう、ヴェーダの目的はクリシュナに

到達することだという事実を知らず、ただ儀式を繰りかえしているのであれば、時間と労力

を無駄にしているにすぎません。クリシュナ意識の人物は、シャブダ・ブラフマ

（çabda-brahma）の限界、すなわちヴェーダやウパニシャッドの境界を超越するのです。 

 

第第第第53535353節節節節                                    é[uiTaivPa[iTaPaàa Tae Yada SQaaSYaiTa iNaêl/a ) 
 SaMaaDaavcl/a  buiÖSTada  YaaeGaMavaPSYaiSa  )) 53 )) 

 

çruti-vipratipannä te 

yadä sthäsyati niçcalä 

samädhäv acalä buddhis 

tadä yogam aväpsyasi 
 

çruti—ヴェーダが説く真実; vipratipannä—活動の結果に影響されることなく; te—あなた

の; yadä—〜の時; sthäsyati—留まる; niçcalä—動かない; samädhau—超越的意識、すなわちク

リシュナ意識で; acalä—揺るぎない; buddhiù—知性; tadä—その時; yogam—自己の悟り; 

aväpsyasi—あなたは達成するだろう。 
 

訳訳訳訳        ヴェーダの華やかな言葉を聞いても心が乱されなくなったとき、そして自己の悟ヴェーダの華やかな言葉を聞いても心が乱されなくなったとき、そして自己の悟ヴェーダの華やかな言葉を聞いても心が乱されなくなったとき、そして自己の悟ヴェーダの華やかな言葉を聞いても心が乱されなくなったとき、そして自己の悟

りという法悦境のなかにりという法悦境のなかにりという法悦境のなかにりという法悦境のなかに安定するとき安定するとき安定するとき安定するとき、あなたは神聖な意識に到達している。、あなたは神聖な意識に到達している。、あなたは神聖な意識に到達している。、あなたは神聖な意識に到達している。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  サマーディにいる、という意味は、クリシュナ意識を完全に悟っているとい

う言い方と同じです。すなわち、完全なサマーディにいる人物はブラフマン、パラマートマ

ー、バガヴァーンを悟っているということです。自己の悟りの最高完成は、「私は永遠にク

リシュナの召使いである。ただ一つなすべきことは、クリシュナ意識で義務を遂行すること

だ」と悟る境地です。クリシュナ意識の人、すなわち主の揺るぎない献愛者は、ヴェーダの

華やかな言葉に乱されてはならず、また天国に高められるための果報的活動をすべきでもあ

りません。クリシュナ意識ではクリシュナと直接ふれあうことができ、その崇高な境地でク

リシュナが与える指示を理解することができます。そのような活動をとおして必ず結果が授

かり、最終的な知識に到達します。私たちは、ただクリシュナの、あるいはクリシュナの代

表者である精神指導者の命令を実行しさえすればいいのです。 

 

第第第第54545454節節節節                                                        AJauRNa ovac 
   iSQaTaPa[jSYa  k-a  >aaza SaMaaiDaSQaSYa ke-Xav  ) 
   iSQaTaDaq" ik&- Pa[>aazeTa ik-MaaSaqTa v]JaeTa ik-Ma( )) 54 )) 
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arjuna uväca 

sthita-prajïasya kä bhäñä 

samädhi-sthasya keçava 

sthita-dhéù kià prabhäñeta 

kim äséta vrajeta kim 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; sthita-prajïasya—堅固なクリシュナ意識に位置され

ている者の; kä—何; bhäñä—言葉; samädhi-sthasya—法悦境にいる者の; keçava—クリシュナ

よ; sthita-dhéù—クリシュナ意識に立脚した者; kim—何; prabhäñeta—語る; kim—どのように; 

äséta—静止している; vrajeta—歩く; kim—どのように。 
 

訳訳訳訳        アルジュナが言いました。「主クリシュナアルジュナが言いました。「主クリシュナアルジュナが言いました。「主クリシュナアルジュナが言いました。「主クリシュナよよよよ。超越的な。超越的な。超越的な。超越的な意識にいる意識にいる意識にいる意識にいる人物は、どの人物は、どの人物は、どの人物は、どの

ようなようなようなような表情表情表情表情を見せるのでしょうか。どのようを見せるのでしょうか。どのようを見せるのでしょうか。どのようを見せるのでしょうか。どのように語り、どのような言葉を話すのでしょうに語り、どのような言葉を話すのでしょうに語り、どのような言葉を話すのでしょうに語り、どのような言葉を話すのでしょう

か。どのように座り、またどのように歩くのでしょうか」か。どのように座り、またどのように歩くのでしょうか」か。どのように座り、またどのように歩くのでしょうか」か。どのように座り、またどのように歩くのでしょうか」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  だれでも、置かれている生活環境にふさわしい行動をとるように、クリシュナ

意識の人も、話す、歩く、考える、感じることなどで独自の気質を見せます。裕福な人が一

目見て裕福とわかる雰囲気を見せ、病人がその病の症状を見せ、博識な人がその兆候をしめ

すように、クリシュナ意識という超越的境地にいる人も独自の行動をとります。その独特の

兆しを『バガヴァッド・ギーター』から学ぶことができます。なぜなら、会話こそが人とな

りを見定めるもっとも重要な要素だからです。大切なことは、クリシュナ意識の人物はなに

を話すかという点にあります。愚か者は黙っていればだれも見抜けませんし、立派な身なり

をした愚か者も話さなければ素性はわかりませんが、口を開いたとたんにボロを出すもので

す。クリシュナ意識の人が見せる最初の兆候は、クリシュナ、あるいはクリシュナにかかわ

ることしか話さない、という点にあります。他の兆候もおのずと出てくるものであり、これ

から説明されていきます。 

 

第第第第55555555節節節節                                                        é[q>aGavaNauvac 
      Pa[JahaiTa Yada k-aMaaNSavaRNPaaQaR MaNaaeGaTaaNa( ) 
      AaTMaNYaevaTMaNaa  Tauí" iSQaTaPa[jSTadaeCYaTae )) 55 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

prajahäti yadä kämän 

sarvän pärtha mano-gatän 

ätmany evätmanä tuñöaù 
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sthita-prajïas tadocyate 
 

çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; prajahäti—捨て去る; yadä—〜の時; kämän—

感 覚 満 足 に 対 す る 望 み ; sarvän— あ ら ゆ る 多 様 性 の ; pärtha— プ リ タ ー の 子 よ ; 

manaù-gatän—心で作られたものの ; ätmani—魂の純粋な境地において ; eva—確かに ; 

ätmanä—浄化された心で; tuñöaù—満足して; sthita-prajïaù—超越的に位置されて; tadä—そ

の時; ucyate—〜と言われる。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「パールタよ。心が勝手に作最高人格主神が言いました。「パールタよ。心が勝手に作最高人格主神が言いました。「パールタよ。心が勝手に作最高人格主神が言いました。「パールタよ。心が勝手に作るるるる感覚満足に対する望感覚満足に対する望感覚満足に対する望感覚満足に対する望

みをすみをすみをすみをすべて捨て、その結果として心が清められ、自己の内だけに喜びを見いだす境地がべて捨て、その結果として心が清められ、自己の内だけに喜びを見いだす境地がべて捨て、その結果として心が清められ、自己の内だけに喜びを見いだす境地がべて捨て、その結果として心が清められ、自己の内だけに喜びを見いだす境地が

超越的な意識である」超越的な意識である」超越的な意識である」超越的な意識である」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説   『シュリーマド・バーガヴァタム』は、「完全にクリシュナ意識で主に献愛

奉仕をしている者は、偉大な聖者たちの美質をすべてそなえている。いっぽう、超越的な境

地にいない人物にそのような美質はない。心が作りあげた自分の考えに頼ろうとするからで

ある」と述べています。ですから、この節でもはっきりと述べられているように、心がでっ

ちあげた感覚の望みを捨てなくてはなりません。うわべだけの努力では物欲は捨てられませ

ん。しかしクリシュナ意識で行動すれば、ひとりでに、特別の努力をせずに抑えられます。

献愛奉仕が私たちをすぐに超越的意識に高めてくれるのですから、ためらうことなくクリシ

ュナ意識を実践すべきです。高い境地にいる魂は、自分が至高主の召使いであることを知っ

ていますから、いつも心満たされています。この超越的な境地にいる人は、無価値な物質主

義が作りだす物欲は相手にしません。至高主に永遠に仕える自然な境地でいつも幸福感を味

わっているのです。 

 

第第第第56565656節節節節                                    du"%eZvNauiÜGanMaNaa" Sau%ezu ivGaTaSPa*h" ) 
 vqTaraGa>aYa§-aeDa"  iSQaTaDaqMauRiNaåCYaTae )) 56 )) 

 

duùkheñv anudvigna-manäù 

sukheñu vigata-spåhaù 

véta-räga-bhaya-krodhaù 

sthita-dhér munir ucyate 
 

duùkheñu—三重の苦しみの中で; anudvigna-manäù—心が動揺しない; sukheñu—幸福な時; 

vigata-spåhaù—興味がなく; véta—〜から自由な; räga—執着; bhaya—恐れ; krodhaù—そして

怒り; sthita-dhéù—〜の心は安定して; muniù—聖者; ucyate—〜と呼ばれる。 
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訳訳訳訳        三重の苦しみのただなかにあっても心乱されず、幸福になっても浮かれず、執着、三重の苦しみのただなかにあっても心乱されず、幸福になっても浮かれず、執着、三重の苦しみのただなかにあっても心乱されず、幸福になっても浮かれず、執着、三重の苦しみのただなかにあっても心乱されず、幸福になっても浮かれず、執着、

恐れ、怒り恐れ、怒り恐れ、怒り恐れ、怒りから解放されているから解放されているから解放されているから解放されている者は、安定した心を持つ聖者と呼ばれる。者は、安定した心を持つ聖者と呼ばれる。者は、安定した心を持つ聖者と呼ばれる。者は、安定した心を持つ聖者と呼ばれる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ムニ（muni）という言葉は、特に最終的な結論を出さずに、推論をしながら

意識をさまざまに刺激できる人を指します。どのムニも独自の見方を持っており、言葉の定

義からすれば、他のムニとは違う意見を持たない人物はムニとは呼べません。Näsäv åñir 

yasya mataà na bhinnam（ナーサーヴ リシル ヤッシャ マタンム ナ ビヒンナンム）（『マハーバー

ラタ』 ヴァナ・パルヴァ第313章・第117節）。しかし、この節で主が言うスティタ・デ

ィール・ムニはふつうのムニとは違います。スティタ・ディール・ムニは、独創的な推論を

しつくしているため、すでにクリシュナ意識になっているからです。このムニを

praçänta-niùçeña-mano-rathäntara（プラシャーンタ・ニフシェーシャ・マノー・ラタハーンタラ）（『ス

トートゥラ・ラトゥナ』 第43節）、すなわち「空論の域を超越し、主シュリー・クリシュ

ナあるいはヴァースデーヴァがすべてである、väsudevaù sarvam iti sa mahätmä 

su-durlabhaù（ヴァースデーヴァハ・サルヴァンム イティ サ マハートゥマー ス・ドゥルラバハハ）という

結論に到達した人物」と言います。揺るがぬ心を持つムニなのです。そのような完全なクリ

シュナ意識の人物は、三重の苦しみに襲われても絶対に動じません。すべての苦しみは主か

らの慈悲である、これまで間違ったことをしていたから本当はもっと苦しんでいるはずだ、

と考えているからです。「主の慈悲で、私の苦しみは最低限度に抑えられた」と考えます。

そして幸せなときは、「これも主の恩寵である、自分はその幸福を得るにふさわしい人間で

はないのだから」と考えます。快適に暮らしていられるのは主のおかげで、これでもっとい

い奉仕ができる、と考えます。そして、大胆で積極的に行動し、執着や嫌悪心に動かされる

こともありません。執着とは、感覚満足が目的でなにかをすることであり、無執着とはその

ような執着がない心境を指します。しかしクリシュナ意識に安定している人には執着も無執

着もありません、なぜなら一生を主への奉仕に捧げているからです。したがって、したこと

が成功しなくても怒りません。成功しようとしまいと、クリシュナ意識の人物はいつも揺る

ぎない決意を持っているのです。 

 

第第第第57575757節節節節                                    Ya"  SavR}aaNai>aòehSTataTPa[aPYa  éu>aaéu>aMa(  ) 
  Naai>aNaNdiTa Na Üeií TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 57 )) 

 

yaù sarvatränabhisnehas 

tat tat präpya çubhäçubham 

näbhinandati na dveñöi 

tasya prajïä pratiñöhitä 
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yaù—〜である者; sarvatra—どこでも; anabhisnehaù—愛着がない; tat—それ; tat—それ; 

präpya— 達成している ; çubha— 良いこと ; açubham—悪いこと ; na—決して〜ない ; 

abhinandati—讃える; na—決して〜ない; dveñöi—妬む; tasya—彼の; prajïä—完璧な知識; 

pratiñöhitä—立脚して。 
 
 
 

訳訳訳訳        良いことでも悪いことでも、自分になにが起こってもうろたえず、良いことでも悪いことでも、自分になにが起こってもうろたえず、良いことでも悪いことでも、自分になにが起こってもうろたえず、良いことでも悪いことでも、自分になにが起こってもうろたえず、そのことをそのことをそのことをそのことを讃讃讃讃

えもえもえもえも嫌悪嫌悪嫌悪嫌悪もしない者は、この物質界で完璧な知識にもしない者は、この物質界で完璧な知識にもしない者は、この物質界で完璧な知識にもしない者は、この物質界で完璧な知識に安定して安定して安定して安定している。いる。いる。いる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  物質界には、良きにしろ悪しきにしろ、いつでも混乱が生じます。そのような

混乱に乱されず、良いことにも悪いことにも冷静に対応する人は、クリシュナ意識に安定し

ています。物質界にいれば必ず善悪どちらかに遭遇します。この世界がそのような二元性に

満ちているからです。しかしクリシュナ意識に安定している人は、あらゆる面で絶対的なク

リシュナのことだけにかかわっているため、善悪には影響されません。クリシュナに固定し

たその意識が、私たちを専門用語でサマーディと呼ばれる完璧で超越的な境地に導いてくれ

ます。 

 

第第第第58585858節節節節                                    Yada  Sa&hrTae  caYa&  kU-MaaeR_(r)aNaqv SavRXa" ) 
 wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 58 )) 

 

yadä saàharate cäyaà 

kürmo 'ìgänéva sarvaçaù 

indriyäëéndriyärthebhyas 

tasya prajïä pratiñöhitä 
 

yadä—〜の時; saàharate—引き込める; ca—もまた; ayam—彼; kürmaù—⻲; aìgäni—手

足; iva—〜のように; sarvaçaù—すべて一緒に; indriyäëi—諸感覚; indriya-arthebhyaù—感覚

の対象物から; tasya—彼の; prajïä—意識; pratiñöhitä—固定されて。 
 

訳訳訳訳        ⻲が手足を甲羅のなかに引⻲が手足を甲羅のなかに引⻲が手足を甲羅のなかに引⻲が手足を甲羅のなかに引きこめるように、感覚をその対象物から引きはなすこきこめるように、感覚をその対象物から引きはなすこきこめるように、感覚をその対象物から引きはなすこきこめるように、感覚をその対象物から引きはなすこ

とができる者は、とができる者は、とができる者は、とができる者は、完璧な完璧な完璧な完璧な意識意識意識意識にしっかりと固定されているにしっかりと固定されているにしっかりと固定されているにしっかりと固定されている。。。。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ヨーギー、献愛者、あるいは自己を悟った魂である証しは、思うままに感覚

を抑制できることにあります。しかしほとんどの人々は感覚の召使いになり、感覚の言われ

るままに動いています。これが、「ヨーギーはどのような境地にいるのか」という質問の答

です。感覚は毒蛇に似ています。気ままに、そしてなににも縛られずに動こうとするからで



 64

す。ヨーギーや献愛者は、その蛇を支配できるほどの精神力をそなえなくてはなりません。

蛇使いがその力を持っています。蛇が勝手に動くことを許さないのです。啓示経典にはさま

ざまな教えが用意され、してもいいこと、してはいけないこと、などが定められています。

感覚の楽しみを自制し、「してもいいこと」「してはいけないこと」が守れなければ、絶対

にクリシュナ意識にとどまることはできません。この節には、その一番ふさわしいたとえと

して、「⻲」の特質が挙げられています。⻲は状況に応じて、感覚を引きこめたり出したり

することができます。この⻲のように、クリシュナ意識の人の感覚は主への奉仕に使われ、

それ以外は引きこめられています。ここでアルジュナは、感覚を自分の満足のためにではな

く、主への奉仕のために使うよう諭されています。感覚をいつも主への奉仕に使うことが、

感覚を内にとどめている⻲の例をとおして説明されています。 

 

第第第第59595959節節節節                                                ivzYaa iviNavTaRNTae iNaraharSYa deihNa" ) 
    rSavJa|  rSaae_PYaSYa Par& d*îa iNavTaRTae )) 59 )) 

 

viñayä vinivartante 

nirähärasya dehinaù 

rasa-varjaà raso 'py asya 

paraà dåñövä nivartate 
 

viñayäù—感覚の楽しみの対象物; vinivartante—〜を絶つために訓練される; nirähärasya—

不自然に抑えることで; dehinaù—肉体を持つ者にとって; rasa-varjam—その味わいを捨て去

ること; rasaù—楽しもうとする感覚; api—〜ではあるが; asya—彼の; param—遙かに優れた

物事; dåñövä—経験することで; nivartate—〜を止める。 
 

訳訳訳訳        肉体をまとった魂は、感覚の対象肉体をまとった魂は、感覚の対象肉体をまとった魂は、感覚の対象肉体をまとった魂は、感覚の対象に対するに対するに対するに対する魅力を隠したまま、楽しむ心を抑える魅力を隠したまま、楽しむ心を抑える魅力を隠したまま、楽しむ心を抑える魅力を隠したまま、楽しむ心を抑える

ことはできる。しかしそのような不自然な努力をしなくても、よりことはできる。しかしそのような不自然な努力をしなくても、よりことはできる。しかしそのような不自然な努力をしなくても、よりことはできる。しかしそのような不自然な努力をしなくても、より高い味わい高い味わい高い味わい高い味わいをををを経験す経験す経験す経験す

ればればればれば確かな意識を築くことができる。確かな意識を築くことができる。確かな意識を築くことができる。確かな意識を築くことができる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  超越的な境地にいなければ、感覚の楽しみを抑えることはできません。規則

や原則に従って感覚を抑制する方法は、病人が食事制限を受けるようなものです。しかし病

人は制限されることは好みませんし、好きだった食べ物を嫌いになったわけでもありません。

同じように、アシュターンガ・ヨーガのように、ヤマ、ニヤマ、アーサナ、プラーナーヤー

マ、プラテャーハーラ、ダーラナー、デャーナなどの特定の精神的な手段で感覚を抑制する

方法は、もっと優れた知識があることを知らない知性に欠ける人に勧められています。しか

し、至高の主クリシュナの美しさを味わった人は、クリシュナ意識に高められていくにつれ、

味も素っ気もない物質的な物事には魅力を感じなくなります。ですから、「制限する方法」
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は、精神生活をまだ高めていない初心の人に用意されていますが、クリシュナ意識の味わい

を実際に得られるのであれば優れた方法と言えます。本当にクリシュナ意識になれば、価値

のないことには関心を失うものです。 

 

第第第第60606060節節節節                                        YaTaTaae ùiPa k-aENTaeYa PauåzSYa ivPaiêTa"  ) 
  wiNd]Yaai<a Pa[MaaQaqiNa hriNTa Pa[Sa>a& MaNa" )) 60 )) 

 

yatato hy api kaunteya 

puruñasya vipaçcitaù 

indriyäëi pramäthéni 

haranti prasabhaà manaù 
 

yatataù—努力している間に; hi—確かに; api—〜にもかかわらず; kaunteya—クンティー

の子よ; puruñasya—人の; vipaçcitaù—識別できる知識を充分に持っている; indriyäëi—諸感

覚; pramäthéni—刺激している; haranti—投げる; prasabham—強制的に; manaù—その心。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。感覚はアルジュナよ。感覚はアルジュナよ。感覚はアルジュナよ。感覚はひじょうに強く、激しいためひじょうに強く、激しいためひじょうに強く、激しいためひじょうに強く、激しいため、感覚を抑えようと、感覚を抑えようと、感覚を抑えようと、感覚を抑えようと努力して努力して努力して努力して

いるいるいるいる判断力判断力判断力判断力あああある者の心でさえ強引にる者の心でさえ強引にる者の心でさえ強引にる者の心でさえ強引に奪いさる奪いさる奪いさる奪いさる。。。。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  感覚を克服しようとする博学な聖者、哲学者、超越主義者は数多くいますが、

偉人と仰がれる人物でさえも心が刺激されたため、それまでの努力のかいもなく快楽の犠牲

になることがあります。偉大な聖者で完璧なヨーギーだったヴィシュヴァーミトゥラも、厳

しい苦行やヨーガの修練をして感覚の抑制に励んでいたのですが、メーナカーの誘惑に負け

てしまいました。世界中の歴史にはほかにも同じような例がたくさん残されています。です

から、充分にクリシュナ意識でなければ、心や感覚を支配することはひじょうに難しいと言

わざるをえません。心をクリシュナのために使わなければ、物欲を満たそうとする活動を捨

てることはできません。偉大な聖者で献愛者だったシュリー・ヤームナーチャーリャが次の

ように言っています。 
 

yad-avadhi mama cetaù kåñëa-pädäravinde 

nava-nava-rasa-dhämany udyataà rantum äsét 

tad-avadhi bata näré-saìgame smaryamäne 

bhavati mukha-vikäraù suñöhu niñöhévanaà ca 
 

 「私の心は主クリシュナの蓮華の御足への奉仕に没頭し、いつも新鮮で崇高な感情を味わ

っている。そのため、女性との性的交わりを思い浮かべるだけで、私はその思いから顔をそ
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むけ、その思いに唾を吐くのである」 

クリシュナ意識はこれほど崇高で素晴らしいため、物質的な楽しみはおのずから不愉快に

感じるようになります。それは、おなかをすかした人がおいしいものを心ゆくまで食べて飢

えを満たす状態に似ています。マハーラージャ・アンバリーシャも、偉大なヨーギーと仰が

れ て い た ド ゥ ル ヴ ァ ー サ ー ・ ム ニ に 襲 わ れ た の で す が 、 sa vai manaù 

kåñëa-padäravindayor vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane（サ ヴァイ マナハ クリシュナ・パ

ダーラヴィンダヨール ヴァーチャーンムシ ヴァイクンタハ・グナーヌヴァルナネー）、ただ心がクリシュナ意

識に没頭していたため、ムニに打ち勝つことができました。 

 

第第第第61616161節節節節                                            TaaiNa  SavaRi<a Sa&YaMYa Yau¢- AaSaqTa MaTPar" ) 
    vXae ih YaSYaeiNd]Yaai<a TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 61 )) 

 

täni sarväëi saàyamya 

yukta äséta mat-paraù 

vaçe hi yasyendriyäëi 

tasya prajïä pratiñöhitä 
 

täni—それらの感覚; sarväëi—すべて; saàyamya—支配し続けている; yuktaù—従事して; 

äséta—位置されているはずである; mat-paraù—わたしとの関係の中で; vaçe—完全な従属の

中で; hi—確かに; yasya—〜である者の; indriyäëi—諸感覚; tasya—彼の; prajïä—意識; 

pratiñöhitä—固定されて。 
 

訳訳訳訳        感覚を抑感覚を抑感覚を抑感覚を抑えてえてえてえて完全に支配下に置き、意識をわたしに完全に支配下に置き、意識をわたしに完全に支配下に置き、意識をわたしに完全に支配下に置き、意識をわたしに固定させる固定させる固定させる固定させる者は、不動の知性者は、不動の知性者は、不動の知性者は、不動の知性

を持つ者、と呼ばれる。を持つ者、と呼ばれる。を持つ者、と呼ばれる。を持つ者、と呼ばれる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ヨーガを頂点まできわめた境地がクリシュナ意識であるという事実が、この

節にはっきりと述べられています。そして、クリシュナ意識でなければ感覚を抑えることは

絶対にできません。前節で要旨解説したように、偉大な聖者ドゥルヴァーサー・ムニはマハ

ーラージャ・アンバリーシャに争いを仕掛けましたが、それは自尊心から生じた不必要な怒

りだったため、感覚が抑えられなかったのです。いっぽうアンバリーシャ王は、対抗できる

ほどの力をそなえたヨーギーではありませんでしたが、主の献愛者として静かに聖者の冒涜

に耐え、その争いを克服することがことができました。王は感覚を抑えることができました

が、それは『シュリーマド・バーガヴァタム』（第９編・第４章・第18−20節）が述べて

いる次のような特質をそなえていたからです。 
 

sa vai manaù kåñëa-padäravindayor 
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vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane 

karau harer mandira-märjanädiñu 

çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye 
 

mukunda-liìgälaya-darçane dåçau 

tad-bhåtya-gätra-sparçe 'ìga-saìgamam 

ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabhe 

çrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite 
 

pädau hareù kñetra-padänusarpaëe 

çiro håñékeça-padäbhivandane 

kämaà ca däsye na tu käma-kämyayä 

yathottama-çloka-janäçrayä ratiù 
 

 「アンバリーシャ王は、心を主クリシュナの蓮華の御足に定め、言葉を主の住居を説明す

るために使い、手を主の寺院をそうじするために使い、耳を主の崇高な娯楽を聞くために使

い、目を主の姿を見るために使い、体を献愛者の体を触れるために使い、鼻を主の蓮華の御

足に捧げられた花の香りを嗅ぐことに使い、舌を主に捧げられたトゥラシーを味わうために

使い、足を主の寺院がある聖地の巡礼に使い、頭を主に敬意を表わすために使い、望みを主

の望みを満たすために使った――このような特質をすべてそなえる王こそが、主のマトゥ・

パラ献愛者となるにふさわしいのである」 

 マトゥ・パラ（mat-para）という言葉は、このことに関連してひじょうに重要です。マ

トゥ・パラになる方法がマハーラージャ・アンバリーシャの生涯で説明されています。マト

ゥ・パラの継承上にいる偉大な学者・アーチャーリャであるシュリーラ・バラデーヴァ・ヴ

ィデャーブーシャナはmad-bhakti-prabhävena sarvendriya- vijaya-pürvikä svätma - 

dåñöiùsulabheti bhävaù「感覚は、クリシュナへの献愛奉仕という力によって完全に支配す

ることができる」と言っています。また、火に例えて説明されることがあります。「燃えさ

かる火が部屋にあるものすべてを焼きつくすように、ヨーギーの心にいる主ヴィシュヌが、

不純なものをすべて焼きつくす」。『ヨーガ・スートラ』も、瞑想の対象は「無」ではなく

ヴィシュヌである、と定めています。ヴィシュヌの姿以外の対象を瞑想しているヨーギーた

ちは、幻影を求めて時間を無駄にしているにすぎません。 

私たちはクリシュナ意識にならなくてはなりません――人格主神に生涯を捧げて。それが

本当のヨーガの目的です。 

 

第第第第62626262節節節節                                    DYaaYaTaae    ivzYaaNPau&Sa"   Sa(r)STaezUPaJaaYaTae  ) 
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  Sa(r)aTSaÅaYaTae k-aMa" k-aMaaT§-aeDaae_i>aJaaYaTae )) 62 )) 
 

dhyäyato viñayän puàsaù 

saìgas teñüpajäyate 

saìgät saïjäyate kämaù 

kämät krodho 'bhijäyate 
 

dhyäyataù—熟考しているあいだ; viñayän—感覚の対象物; puàsaù—人物の; saìgaù—執着; 

teñu—感覚の対象物の内に ; upajäyate—高まる ; saìgät—執着から ; saïjäyate—高まる ; 

kämaù—望む; kämät—望みから; krodhaù—怒り; abhijäyate—表わされる。 
 

訳訳訳訳        感覚の対象物を見つめるうちに感覚の対象物を見つめるうちに感覚の対象物を見つめるうちに感覚の対象物を見つめるうちに、、、、やがてやがてやがてやがてその対象物に対するその対象物に対するその対象物に対するその対象物に対する執着が高まり、その執着が高まり、その執着が高まり、その執着が高まり、その

執着から欲望が高まり、欲望から怒りが現われる。執着から欲望が高まり、欲望から怒りが現われる。執着から欲望が高まり、欲望から怒りが現われる。執着から欲望が高まり、欲望から怒りが現われる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識でない人は、感覚の対象物を見つめているうちに物質的な望

みに駆られるようになります。感覚は正しい対象物に向けるべきものですが、主への超越的

愛情奉仕に使われていなければ、物質的な奉仕を求めるようになります。物質界では、主シ

ヴァや主ブラフマー、さらには天界の惑星に住む半神たちを含むすべての生命体が、感覚の

対象物に惹かれており、物質存在というこのパズルから抜けだす唯一の方法はクリシュナ意

識しかありません。深い瞑想に入っていた主シヴァはパールヴァティーの誘惑に負け、その

結果としてカールティケーヤが生まれました。いっぽう若いハリダーサ・タークラはマーヤ

ー・デーヴィーの化身に誘惑されましたが、主クリシュナへの純粋な愛情に包まれていた彼

は、その試練を簡単に乗りこえました。先に述べたシュリー・ヤームナーチャーリャの節で

表現されているように、誠実な献愛者は主と交流することで精神的な楽しみという高い喜び

を味わっているために、どのような物質的な快楽でも退けることができます。それが成功の

秘訣です。ですから、クリシュナ意識でない人は不自然な方法で感覚をある程度は抑えられ

ても、結局は失敗します。感覚の喜びをほんの少し思うだけでも、それを満たそうとする刺

激に負けてしまうのです。 

 

第第第第63636363節節節節                                    §-aeDaaÙviTa SaMMaaeh" SaMMaaehaTSMa*iTaiv>a]Ma"  ) 
  SMa*iTa>a]&Xaad(buiÖNaaXaae buiÖNaaXaaTPa[<aXYaiTa )) 63 )) 

 

krodhäd bhavati sammohaù 

sammohät småti-vibhramaù 

småti-bhraàçäd buddhi-näço 

buddhi-näçät praëaçyati 
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krodhät—怒りから; bhavati—〜が生じる; sammohaù—完璧な幻想; sammohät—幻想から; 

småti—記憶の; vibhramaù—混乱; småti-bhraàçät—記憶の混乱の後; buddhi-näçaù—知性の喪

失; buddhi-näçät—そして知性の喪失から; praëaçyati—転落する。 
 

訳訳訳訳        怒りから怒りから怒りから怒りから完璧な妄想完璧な妄想完璧な妄想完璧な妄想が生じ、が生じ、が生じ、が生じ、妄想のために妄想のために妄想のために妄想のために記憶が混乱する。記憶が混乱すれば知記憶が混乱する。記憶が混乱すれば知記憶が混乱する。記憶が混乱すれば知記憶が混乱する。記憶が混乱すれば知

性が失われ、知性が失われ性が失われ、知性が失われ性が失われ、知性が失われ性が失われ、知性が失われた結果た結果た結果た結果、ふたたび物質界の海に転落する。、ふたたび物質界の海に転落する。、ふたたび物質界の海に転落する。、ふたたび物質界の海に転落する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーが説いています。 

 

präpaïcikatayä buddhyä 

hari-sambandhi-vastunaù 

mumukñubhiù parityägo 

vairägyaà phalgu kathyate 
（『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』第１編・第２章・第258節） 

 

クリシュナ意識を高めれば、すべてが主への奉仕に使えることがわかります。そのことを

知らない人は、ただ物質的なものを捨てればいいと考え、その結果、束縛から解放されたく

ても完璧な放棄の心境に入れません。彼らが求める放棄はphalgu（パハルグ）、つまり、それ

ほど大切なものではないのです。しかしクリシュナ意識の人は、すべてをクリシュナのため

に使う方法を知っています。ですから、物質的な意識に乱されません。たとえば非人格論者

は、主、つまり絶対真理は姿も人格もない存在ですから、主がものを食べることはできない

と考えます。ですから彼らはおいしい料理を味わおうとしませんが、献愛者はクリシュナが

最高の享楽者であり、愛情をこめて捧げればなんでも食べてくださることを知っています。

だから主に美味な料理を捧げ、その残り物・プラサーダム（prasädam）をいただきます。

こうしてすべてが精神的になり、堕落する危険性はなくなります。献愛者はクリシュナ意識

でプラサーダムを味わいますが、献愛者ではない人たちはそれを物質的な食べ物と考え、食

べようとはしません。だから、非人格論者は生活を楽しめません。うわべだけの放棄心しか

ないからです。またそのために、気持ちがほんの少しでも刺激されれば、物質存在という大

海にふたたび転落します。そのような魂は、解放の境地にまで高められたとしても、献愛奉

仕にかかわっていないため、ふたたび転落するのです。 

 

第第第第64646464節節節節                                        raGaÜezivMau¢E-STau   ivzYaaiNaiNd]YaEêrNa( ) 
  AaTMavXYaEivRDaeYaaTMaa Pa[SaadMaiDaGaC^iTa )) 64 )) 
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räga-dveña-vimuktais tu 

viñayän indriyaiç caran 

ätma-vaçyair vidheyätmä 

prasädam adhigacchati 
 

räga—執着; dveña—そして無執着; vimuktaiù—〜から自由になった者によって; tu—しか

し; viñayän—感覚の対象物; indriyaiù—諸感覚によって; caran—〜に基づいて行動している; 

ätma-vaçyaiù—自分の支配下; vidheya-ätmä—規則だてられた自由に従う者; prasädam—主の

慈悲; adhigacchati—達成する。 
 

訳訳訳訳        しかし、執着、嫌悪すべてから解放され、自由になるための規定原則しかし、執着、嫌悪すべてから解放され、自由になるための規定原則しかし、執着、嫌悪すべてから解放され、自由になるための規定原則しかし、執着、嫌悪すべてから解放され、自由になるための規定原則に従いながに従いながに従いながに従いなが

らららら感覚が感覚が感覚が感覚が抑えられる抑えられる抑えられる抑えられる者は、主の者は、主の者は、主の者は、主の完璧な完璧な完璧な完璧な慈悲を慈悲を慈悲を慈悲を授かる授かる授かる授かることができる。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  できそうもない方法で感覚をうわべだけ抑えても、その感覚が主への超越的

奉仕に使われていなければ、道から逸れる危険性はたえずつきまとっている――これまでそ

う説明されてきました。クリシュナ意識で行動する人は、はた目には感覚を楽しんでいるよ

うには見えるのですが、クリシュナ意識ですから、しているそのことに心まで奪われている

わけではありません。クリシュナ意識の人は、とにかくクリシュナに喜んでもらいたいと思

っていますから、ほかのものには一切興味がありません。だから執着・無執着を超越してい

るのです。献愛者はクリシュナが望んでいることなら、常識に照らせば違うのではないか、

と思われることでも実行します。またクリシュナが望んでいなければ、ふつうでは自分の満

足のためにすることでも一切かかわりません。ですから、活動するかしないかは献愛者の判

断にかかっています。クリシュナに言われるとおりに行動するからです。この意識こそが主

のいわれのない慈悲であり、献愛者は感覚的なことに執着していても、主の慈悲を得ること

ができます。 

 

第第第第65656565節節節節                                    Pa[Saade SavRdu"%aNaa& haiNarSYaaePaJaaYaTae  ) 
 Pa[SaàceTaSaae  ùaéu buiÖ" PaYaRviTaïTae  )) 65 )) 

 

prasäde sarva-duùkhänäà 

hänir asyopajäyate 

prasanna-cetaso hy äçu 

buddhiù paryavatiñöhate 
 

prasäde—主のいわれない慈悲を得て ; sarva—すべての ; duùkhänäm—物質的苦しみ ; 

häniù—破壊; asya—彼の; upajäyate—起こる; prasanna-cetasaù—幸福な心の人物の; hi—確か
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に; äçu—まもなく; buddhiù—知性; pari—充分に; avatiñöhate—確立される。 
 

訳訳訳訳        このように（クリシュナ意識このように（クリシュナ意識このように（クリシュナ意識このように（クリシュナ意識にににに）満足している）満足している）満足している）満足している者者者者ににににはははは物質界の三重の苦しみは消物質界の三重の苦しみは消物質界の三重の苦しみは消物質界の三重の苦しみは消

え、満たされたその意識のなかで、やがて知性は不動の境地に到達する。え、満たされたその意識のなかで、やがて知性は不動の境地に到達する。え、満たされたその意識のなかで、やがて知性は不動の境地に到達する。え、満たされたその意識のなかで、やがて知性は不動の境地に到達する。 

 

第第第第66666666節節節節                                    NaaiSTa  buiÖrYau¢-SYa  Na caYau¢-SYa >aavNaa  ) 
  Na ca>aavYaTa" XaaiNTarXaaNTaSYa ku-Ta" Sau%Ma( )) 66 )) 

 

nästi buddhir ayuktasya 

na cäyuktasya bhävanä 

na cäbhävayataù çäntir 

açäntasya kutaù sukham 
 

na asti—ありえない; buddhiù—超越的な知性; ayuktasya—（クリシュナ意識と）結ばれて

いない者の ; na—ではない ; ca—そして ; ayuktasya—クリシュナ意識に欠ける者の ; 

bhävanä—安定した心（幸福の中で）; na—ではない; ca—そして; abhävayataù—安定してい

ない者の; çäntiù—平安; açäntasya—平安ではない者の; kutaù—どこにあるか; sukham—幸福。 
 

訳訳訳訳        至高者と（クリシュナ意識をとおして）結ばれていない者は、超越的な知性も安至高者と（クリシュナ意識をとおして）結ばれていない者は、超越的な知性も安至高者と（クリシュナ意識をとおして）結ばれていない者は、超越的な知性も安至高者と（クリシュナ意識をとおして）結ばれていない者は、超越的な知性も安

定した心も得ることはできない。定した心も得ることはできない。定した心も得ることはできない。定した心も得ることはできない。どちらもも平安な心には欠かせないものであり、平安どちらもも平安な心には欠かせないものであり、平安どちらもも平安な心には欠かせないものであり、平安どちらもも平安な心には欠かせないものであり、平安

な心でなくしてな心でなくしてな心でなくしてな心でなくして幸福になれる幸福になれる幸福になれる幸福になれるだろうか？だろうか？だろうか？だろうか？ 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識でなければ穏やかな心にはなれません。第５章（第29節）で

確かめられたように、クリシュナだけがすべての犠牲や苦行の優れた結果を楽しみ、宇宙の

一切万物を所有する方であり、全生命体の真の友であることを理解するときこそ、本当の平

和な心が達成できます。ですから、クリシュナ意識にならなければ、心の最終的な目標は達

成できません。心が乱されるのは究極の目標を知らないからであり、クリシュナこそが楽し

む方、所有者、すべての魂の友であると確信すれば、着実な心で穏やかな心境に到達します。

ですから、クリシュナと結ばれずに生きている人は、どれほど穏やかなふりをしても、精神

的に高められているふりをしても、実はいつも苦しみ、平安な心境でいるわけでもありませ

ん。クリシュナ意識は自然に現われる平和な境地であり、クリシュナとの関係を築いたとき

にだけ得られます。 

 

第第第第67676767節節節節                                        wiNd]Yaa<aa& ih crTaa& YaNMaNaae_NauivDaqYaTae ) 
  TadSYa  hriTa  Pa[ja& vaYauNaaRviMavaM>aiSa )) 67 )) 
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indriyäëäà hi caratäà 

yan mano 'nuvidhéyate 

tad asya harati prajïäà 

väyur nävam ivämbhasi 
 

indriyäëäm—感覚の; hi—確かに; caratäm—さまよっている間; yat—〜と共に; manaù—心; 

anuvidhéyate—常に従事するようになる; tat—それ; asya—彼の; harati—取り去る; prajïäm—

知性; väyuù—風; nävam—舟; iva—〜のような; ambhasi—水面の。 

訳訳訳訳        強風が水面に浮かぶ舟を吹き強風が水面に浮かぶ舟を吹き強風が水面に浮かぶ舟を吹き強風が水面に浮かぶ舟を吹き流す流す流す流すように、ように、ように、ように、さまよっている諸感覚の一つにでさえさまよっている諸感覚の一つにでさえさまよっている諸感覚の一つにでさえさまよっている諸感覚の一つにでさえ

心が集中すれば心が集中すれば心が集中すれば心が集中すれば、、、、その感覚は人のその感覚は人のその感覚は人のその感覚は人の知性を知性を知性を知性を奪いさる。奪いさる。奪いさる。奪いさる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  感覚のすべてが主への奉仕に使われていなければ、快楽を求めようとする諸

感覚の１つでさえ、超越的な発達を目ざす献愛者を惑わせることができます。マハーラージ

ャ・アンバリーシャの生き方を見ればわかるように、感覚がすべてクリシュナ意識で使われ

ていることが心を抑制する正しい技術と言えます。 

 

第第第第68686868節節節節                            TaSMaaÛSYa  Mahabahae  iNaGa*hqTaaiNa  SavRXa" ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 68 )) 

 

tasmäd yasya mahä-bäho 

nigåhétäni sarvaçaù 

indriyäëéndriyärthebhyas 

tasya prajïä pratiñöhitä 
 

tasmät—ゆえに; yasya—〜である者の; mahä-bäho—強力無双の者よ; nigåhétäni—そのよう

に押さえつけられて; sarvaçaù—全面的に; indriyäëi—諸感覚; indriya-arthebhyaù—感覚の対

象物から; tasya—彼の; prajïä—知性; pratiñöhitä—固定されて。 
 

訳訳訳訳        強力無双なる者よ。ゆえに、感覚強力無双なる者よ。ゆえに、感覚強力無双なる者よ。ゆえに、感覚強力無双なる者よ。ゆえに、感覚がががが対象物対象物対象物対象物に引きこまれないよう努力しているに引きこまれないよう努力しているに引きこまれないよう努力しているに引きこまれないよう努力している者者者者

は、間違いなく安定した知性をそなえている。は、間違いなく安定した知性をそなえている。は、間違いなく安定した知性をそなえている。は、間違いなく安定した知性をそなえている。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  感覚満足の力を抑える方法はただ一つ、すべての感覚を主への崇高な愛情奉

仕に使うクリシュナ意識しかありません。敵を凌ぐ力があればその敵を制圧できるように、

感覚も同じように抑えることができます。しかも独自の努力ではなく、感覚を主への奉仕に

使うことで。この点をよく理解した人、すなわちクリシュナ意識だけによって知性は確立さ

れ、しかもそれは正しい精神指導者に導かれて修練しなくてはならないと理解した人が、サ
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ーダカ（sädhaka）「解放されるにふさわしい候補者」と呼ばれます。 

 

第第第第69696969節節節節                                Yaa  iNaXaa  SavR>aUTaaNaa&  TaSYaa& JaaGaiTaR Sa&YaMaq ) 
  YaSYaa&  JaaGa]iTa >aUTaaiNa Saa iNaXaa PaXYaTaae MauNae" )) 69 )) 

 

yä niçä sarva-bhütänäà 

tasyäà jägarti saàyamé 

yasyäà jägrati bhütäni 

sä niçä paçyato muneù 
 

yä—〜であるもの; niçä—夜である; sarva—すべて; bhütänäm—生命体達の; tasyäm—〜に

おける; jägarti—目覚めている; saàyamé—自己制御者; yasyäm—〜における; jägrati—目覚め

ている; bhütäni—すべての生物; sä—それが; niçä—夜; paçyataù—内省的な人物にとって; 

muneù—聖者。 
 

訳訳訳訳        全生物が眠る夜は、自己を抑制する者が目覚めている時間である。全生物が起き全生物が眠る夜は、自己を抑制する者が目覚めている時間である。全生物が起き全生物が眠る夜は、自己を抑制する者が目覚めている時間である。全生物が起き全生物が眠る夜は、自己を抑制する者が目覚めている時間である。全生物が起き

ている時間は、思慮深い聖者にとって夜である。ている時間は、思慮深い聖者にとって夜である。ている時間は、思慮深い聖者にとって夜である。ている時間は、思慮深い聖者にとって夜である。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  知性ある人には２種類います。物欲を満たすことで賢い人、そして思慮深く、

自己を悟ることに目覚めている人です。頭脳明晰な聖者や思慮深い人物がすることは、物質

的なことに没頭している人々には夜です。物質主義者はそのような「夜」に、自己の悟りに

ついてなにも知らないため眠りこけています。思慮深い聖者は物質的な人々の「夜」には目

ざめています。聖者は悟りが徐々に高まっていくことに気高い喜びを感じますが、物質的な

活動に没頭している人は自己の悟りについては眠った状態にあり、雑多な感覚の楽しみを妄

想しているため、眠りのなかで喜び、時には苦しんでいます。思慮深い人は物質的な幸福や

苦しみには関心がありません。物質的な活動の反動に乱されず、自己を悟るために生きてい

るのです。 

 

第第第第70707070節節節節                                    AaPaUYaRMaa<aMacl/Pa[iTaï& 
  SaMaud]MaaPa"  Pa[ivXaiNTa  YaÜTa( ) 
TaÜTk-aMaa Ya& Pa[ivXaiNTa SaveR 
   Sa XaaiNTaMaaPanaeiTa Na k-aMak-aMaq )) 70 )) 

 

äpüryamäëam acala-pratiñöhaà 

samudram äpaù praviçanti yadvat 

tadvat kämä yaà praviçanti sarve 
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sa çäntim äpnoti na käma-kämé 
 

äpüryamäëam— い つ も 満 た さ れ て い る ; acala-pratiñöham— 安定 し て 位 置 さ れ て い る ; 

samudram—海 ; äpaù—水 ; praviçanti—入る ; yadvat—〜のように ; tadvat—そのように ; 

kämäù—望み; yam—〜に; praviçanti—入る; sarve—すべて; saù—その人物; çäntim—平和; 

äpnoti—達成する; na—ではない; käma-kämé—望みを満たそうと望む者。 
 

訳訳訳訳        絶えまない望みがうねりとなって心に流れてくる絶えまない望みがうねりとなって心に流れてくる絶えまない望みがうねりとなって心に流れてくる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、つねに満々と水をたたえ、つねに満々と水をたたえ、つねに満々と水をたたえ、つねに

安定している海に川が流れこむように。しかし安定している海に川が流れこむように。しかし安定している海に川が流れこむように。しかし安定している海に川が流れこむように。しかし平安な心は平安な心は平安な心は平安な心は、望みを満たそうとする者、望みを満たそうとする者、望みを満たそうとする者、望みを満たそうとする者でででで

はなく、はなく、はなく、はなく、その流れに心乱されない者だけが得るのであその流れに心乱されない者だけが得るのであその流れに心乱されない者だけが得るのであその流れに心乱されない者だけが得るのであるるるる。。。。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  広大な海はつねに水で満たされ、特に⾬期には膨大な水で満たされます。し

かし同じです――安定しているのです。動揺することもなく、水際を越えることもありませ

ん。この海の様子がクリシュナ意識に安定した人にあてはまります。体を持っているかぎり、

体はいつまでも物欲を満たそうとします。しかし献愛者は心が満たされているため、その望

みに乱されない。クリシュナ意識の人は特になにかを欲しがったりしません。主がすべてを

用意してくれるからです。だからこそ献愛者は海のように、つねに自らの内で満たされてい

ます。海に流れる川の水のように望みは起こっても、やるべきことをやり、物欲に対する望

みに少しも乱されません。それがクリシュナ意識の人の証しです――望みはある、が、物欲

を捨てさっている。主への崇高な愛情奉仕で満たされているため、穏やかで、海のような心

境で完全な平和を楽しんでいます。いっぽう、物質的な成功はいうまでもなく、最後には解

放の境地を求めている人は穏やかな心は得られません。結果にこだわり、また救済を求めて

働く人、神秘的な力を欲しがっているヨーギーは、望みが満たされないため、心のなかに幸

せな思いはありません。しかしクリシュナ意識の人は主に仕えながら幸福感を感じ、満たし

たい望みもない。物質的な束縛という苦しみからの救済も望まないのです。クリシュナの献

愛者は物質的な望みを持っていないため、完璧な平和を味わっています。 

 

第第第第71717171節節節節                                ivhaYa k-aMaaNYa" SavaRNPauMaa&êriTa iNa"SPa*h" ) 
iNaMaRMaae  iNarhªar"  Sa XaaiNTaMaiDaGaC^iTa )) 71 )) 

 

vihäya kämän yaù sarvän 

pumäàç carati niùspåhaù 

nirmamo nirahaìkäraù 

sa çäntim adhigacchati 
 

vihäya—捨て去っている ; kämän—感覚満足に対する物質的望み ; yaù—〜である者 ; 
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sarvän—すべての; pumän—人物; carati—生きている; niùspåhaù—望みがない; nirmamaù—

所 有 心 が な い ; nirahaìkäraù— 偽 の 自 我 が な い ; saù— 彼 は ; çäntim— 完 璧 な 平 和 ; 

adhigacchati—到達する。 
 

訳訳訳訳        感覚満足に対する望みをすべて捨て感覚満足に対する望みをすべて捨て感覚満足に対する望みをすべて捨て感覚満足に対する望みをすべて捨て、、、、望みに縛られ望みに縛られ望みに縛られ望みに縛られずずずず、所有心をすべて捨て、偽、所有心をすべて捨て、偽、所有心をすべて捨て、偽、所有心をすべて捨て、偽

りりりりの自我のないの自我のないの自我のないの自我のない者者者者だけがだけがだけがだけが、正真正銘の、正真正銘の、正真正銘の、正真正銘の平安な境地に到達する。平安な境地に到達する。平安な境地に到達する。平安な境地に到達する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  望みのない心境になる、とは、感覚を満たす望みがないということです。言

いかえれば、クリシュナ意識になろうとする望みが「望みのない境地」です。クリシュナの

永遠な召使いという自分の本当の立場を理解し、肉体を自分と思いこまず、世界に存在する

ものに対して所有権を主張しない――これがクリシュナ意識という完璧な境地です。この完

璧な境地にいる人は、すべてはクリシュナのものだからクリシュナを喜ばせるために使われ

るべきである、と理解しています。アルジュナは自分の感覚を満たすために働くつもりはあ

りませんでしたが、完璧なクリシュナ意識になり、クリシュナが戦うことを望んでいること

に気づき、そして戦いました。戦う望みはなかったけれども、クリシュナのためにあらんか

ぎりの力をつくして戦ったのです。望みのない境地とは、クリシュナを喜ばせる望みを持つ

ことであり、望みを捨てる、という不自然な試みではありません。生命体が望みや感覚を捨

てられるわけがなく、要は、望みの質さえ変えればいいのです。物質的な望みを捨てた人は、

すべてはクリシュナのものであること（éçäväsyam idaà sarvam・イーシャーヴァーッシャンム イ

ダンム サルヴァンム）（『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』マントラ１）を確信してい

ますから、何に対しても、これは自分のもの、と主張することはしません。この超越的な知

識は自己を悟ることで得られます。すなわち、生命体は精神的境地ではもともとクリシュナ

の永遠な部分体であり、その永遠な境地では主と同じ立場にも主を凌ぐ立場にもならないこ

とがよくわかっています。このクリシュナ意識の理解が、真の平和の基本原則です。 

 

第第第第72727272節節節節                                    Wza b]aøq iSQaiTa" PaaQaR NaENaa& Pa[aPYa ivMauùiTa ) 
  iSQaTvaSYaaMaNTak-ale/_iPa   b]øiNavaR<aMa*C^iTa )) 72 )) 

 

eñä brähmé sthitiù pärtha 

nainäà präpya vimuhyati 

sthitväsyäm anta-käle 'pi 

brahma-nirväëam åcchati 
 

 eñä—これ; brähmé—精神的な; sthitiù—状態; pärtha—プリターの子よ; na—決して〜ない; 

enäm—これ; präpya—到達している; vimuhyati—惑わされる; sthitvä—位置されて; asyäm—

この中に; anta-käle—生涯の終わりに; api—もまた; brahma-nirväëam—神の精神的な王国; 
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åcchati—到達する。 
 

訳訳訳訳        それが精神的で神聖な生き方であり、その境地にそれが精神的で神聖な生き方であり、その境地にそれが精神的で神聖な生き方であり、その境地にそれが精神的で神聖な生き方であり、その境地になったなったなったなった者は惑わされなくなる。者は惑わされなくなる。者は惑わされなくなる。者は惑わされなくなる。

死ぬときにその境地に死ぬときにその境地に死ぬときにその境地に死ぬときにその境地にいればいればいればいれば、神の国に入っていくことができる。、神の国に入っていくことができる。、神の国に入っていくことができる。、神の国に入っていくことができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識、あるいは神聖な生活にあっというまに到達できる人もいれ

ば、何百万年ものあいだ誕生を繰りかえしてもできない人がいます。それは、真実を理解し、

受けいれるかどうかにかかっています。カトゥヴァーンガ・マハーラージャはクリシュナに

身を委ね、死ぬ数分前にその境遇に到達しました。ニルヴァーナ（nirväëa）とは、「物質

的な生活の繰りかえしを終わらせる」という意味です。仏教哲学は、物質生活を完成させれ

ば無の境地になる、と説いていますが、『バガヴァッド・ギーター』はそうは教えません。

真実の生活は物質生活が終わったあとから始まるのです。徹底した物質主義者には、「物質

生活を終えなくてはならない」という教えで充分でしょうが、精神的に高められた人には、

物質生活のあとに次の生涯が待っています。現世を終えるまえに、幸運にもクリシュナ意識

になることができれば、すぐにブラフマ・ニルヴァーナ（brahma-nirväëa）の境地に到達

します。神の国と主への献愛奉仕に違いはありません。どちらも絶対的な存在ですから、主

への崇高な愛情奉仕に励むことは、精神的な国に到達したことにほかなりません。物質界に

は感覚を満たすための活動が、そして精神界にはクリシュナ意識の活動があります。現世で

クリシュナ意識に到達するのは、ブラフマンの境地に到達したということであり、クリシュ

ナ意識になった人がすでに神の国に入っていることは明らかです。 

ブラフマンは、物体とは正反対のものを指します。ですから、brähmé sthiti（ブラーフミー ス

ティティ）とは「物質的な活動をしていない」という意味です。主への献愛奉仕は『バガヴァッ

ド・ギーター』で、sa guëän samatétyaitän brahma-bhüyäya kalpate（サ グナーン サマティー

テャイターン ブラフマ・ブフーヤーヤ カルパテー）「解放された境地」として述べられています。で

すから、brähmé sthiti（ブラーフミー スティティ）とは物質的束縛からの解放のことです。 

シュリーラ・バクティヴィノーダ・タークラは、第２章を『バガヴァッド・ギーター』の

要旨として要旨解説しています。『バガヴァッド・ギーター』の主題は、カルマ・ヨーガ、

ギャーナ・ヨーガ、バクティ・ヨーガです。第２章ではカルマ・ヨーガとギャーナ・ヨーガ

が明確に説かれ、バクティ・ヨーガの主旨の一端も説明されています。 

 

これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマドゥ・バガヴァッド・ギーター』、第

２章「『バガヴァッド・ギーター』の内容の要約」に関する要旨要旨解説を終了します。 


