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第３章第３章第３章第３章    

 

    カルマ・ヨーガカルマ・ヨーガカルマ・ヨーガカルマ・ヨーガ 

 
第１節第１節第１節第１節                                                        AJauRNa ovac 

JYaaYaSaq  ceTk-MaR<aSTae  MaTaa buiÖJaRNaadRNa ) 
TaiTk&-  k-MaRi<a gaaere Maa& iNaYaaeJaYaiSa ke-Xav )) 1 )) 

 
arjuna uväca 

jyäyasé cet karmaëas te 

matä buddhir janärdana 

tat kià karmaëi ghore mäà 

niyojayasi keçava 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; jyäyasé—より良い; cet—もし; karmaëaù—果報的な

活動よりも; te—あなたによって; matä—考慮される; buddhiù—知性; janärdana—おお、クリ

シュナ; tat—ゆえに; kim—なぜ; karmaëi—活動において; ghore—恐ろしい; mäm—私を; 

niyojayasi—あなたは従事している; keçava—おお、クリシュナ。 
 
訳訳訳訳        アルジュナが言いました。「ジャナールダナよ。ケーシャヴァアルジュナが言いました。「ジャナールダナよ。ケーシャヴァアルジュナが言いました。「ジャナールダナよ。ケーシャヴァアルジュナが言いました。「ジャナールダナよ。ケーシャヴァよ。どうしてこのよ。どうしてこのよ。どうしてこのよ。どうしてこの

ような恐ろしい戦争に私を巻きこもうとなさるのでしょうか。知性のほうが果報的活動ような恐ろしい戦争に私を巻きこもうとなさるのでしょうか。知性のほうが果報的活動ような恐ろしい戦争に私を巻きこもうとなさるのでしょうか。知性のほうが果報的活動ような恐ろしい戦争に私を巻きこもうとなさるのでしょうか。知性のほうが果報的活動

よりも優れている、と考えておられるのに」よりも優れている、と考えておられるのに」よりも優れている、と考えておられるのに」よりも優れている、と考えておられるのに」 
 
解解解解 説説説説  最高人格主神シュリー・クリシュナは、親友のアルジュナを悲しみの海から救い

だすために、魂の質について前の章で詳細に説明しました。そして悟りの道が勧められまし

た。それがブッディ・ヨーガ（buddhi-yoga）、すなわちクリシュナ意識です。クリシュナ

意識は無活動になることだと誤解されることがあり、そう誤解している人が主クリシュナの

聖なる名前をとなえて完全にクリシュナ意識になるために、人里離れた場所に引きこもるこ

とがよくあります。しかし、まずクリシュナ意識の哲学について訓練を受けなければ、その

ような場所で聖なる名前を唱えるのは勧められたことではありません。なにも知らない一般

大衆からは安っぽい賞賛の言葉をもらえるかもしれませんが。アルジュナも、クリシュナ意

識、すなわち精神的知識で高められた知性であるブッディ・ヨーガを、活動的生活から離れ
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て人里離れた場所で改悛や苦行に励むもの、と考えていました。つまりかれは、クリシュナ

意識を口実にして、ことば巧みに戦いを避けたがっていたのです。しかし正直な学習者とし

て、自分にとって最善の行動を知るために、師であるクリシュナに疑問をなげかけました。

主クリシュナはそのようなアルジュナに答えるために、この第３章でカルマ・ヨーガ、すな

わちクリシュナ意識の活動について詳しく説明します。 

第第第第２２２２節節節節                                  VYaaiMaé[e<aev  vaKYaeNa buiÖ& MaaehYaSaqv Mae ) 
  Tadek&-  vd iNaiêTYa YaeNa é[eYaae_hMaaPanuYaaMa( )) 2 )) 

 
vyämiçreëeva väkyena 

buddhià mohayaséva me 

tad ekaà vada niçcitya 

yena çreyo 'ham äpnuyäm 
 

vyämiçreëa—あいまいな表現で; iva—確かに; väkyena—言葉; buddhim—知性; mohayasi—

あなたは惑わしている; iva—確かに; me—私の; tat—ゆえに; ekam—１つだけ; vada—どう

か話してください; niçcitya—確かめている; yena—〜によって; çreyaù—真の恩恵; aham—私; 

äpnuyäm—持つことができる。 
 
訳訳訳訳        私の知性はあなたのあいまいな教えのために混乱しています。ですから、私にと私の知性はあなたのあいまいな教えのために混乱しています。ですから、私にと私の知性はあなたのあいまいな教えのために混乱しています。ですから、私にと私の知性はあなたのあいまいな教えのために混乱しています。ですから、私にと

ってもっとも有益な教えをってもっとも有益な教えをってもっとも有益な教えをってもっとも有益な教えを明確に明確に明確に明確にご説明ください。ご説明ください。ご説明ください。ご説明ください。 
 
解解解解 説説説説 『バガヴァッド・ギーター』の導入部であもる第２章では、サーンキャ・ヨーガ、

知性で感覚を抑制するブッディ・ヨーガ、結果を期待しない活動、初心者の立場など、さま

ざまな道が説明されました。しかし、それが順不同で示されています。正しい行動と理解の

ためには、もっと系統的に説明されなくてはなりません。ですからアルジュナは、混乱して

いるように見える各項目を、一般人が誤解せずに把握できるよう明確にしてほしいと考えま

した。いっぽうクリシュナは、あいまいな言葉でアルジュナを混乱させるつもりはありませ

んでしたが、アルジュナは、無活動にしろ積極的な活動にしろ、クリシュナ意識の教えに従

うことができませんでした。言いかえればアルジュナは、質問をすることで『バガヴァッド・

ギーター』の神秘を理解したいと願う真剣な学習者たちに、クリシュナ意識の道をはっきり

させようとしているのです。 

 

第第第第３３３３節節節節                                                    é[q>aGavaNauvac 
l/aeke-_iSMaiNÜivDaa iNaïa Paura Pa[ae¢-a MaYaaNaga ) 
jaNaYaaeGaeNa  Saa&:YaaNaa&  k-MaRYaaeGaeNa  YaaeiGaNaaMa( )) 3 )) 
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çré-bhagavän uväca 

loke 'smin dvi-vidhä niñöhä 

purä proktä mayänagha 

jïäna-yogena säìkhyänäà 

karma-yogena yoginäm 
çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; loke—世界で; asmin—この; dvi-vidhä—２種

類の; niñöhä—信念; purä—以前は; proktä—〜と言われた; mayä—私によって; anagha—罪な

き 者 よ ; jïäna-yogena— 知 識 を 結 合 さ せ る 方 法 で ; säìkhyänäm— 経 験 的 哲 学 の ; 

karma-yogena—献愛奉仕という結合させる方法で; yoginäm—献愛者達の。 
 
訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「罪なきアルジュナよ。自己を悟ろうとする者最高人格主神が言いました。「罪なきアルジュナよ。自己を悟ろうとする者最高人格主神が言いました。「罪なきアルジュナよ。自己を悟ろうとする者最高人格主神が言いました。「罪なきアルジュナよ。自己を悟ろうとする者にはにはにはには

２種類いることをすでに２種類いることをすでに２種類いることをすでに２種類いることをすでに説明した。ある者は経験や哲学説明した。ある者は経験や哲学説明した。ある者は経験や哲学説明した。ある者は経験や哲学的推論をとおして、またある者的推論をとおして、またある者的推論をとおして、またある者的推論をとおして、またある者

は献愛奉仕をとおして自己を悟ろうとする」は献愛奉仕をとおして自己を悟ろうとする」は献愛奉仕をとおして自己を悟ろうとする」は献愛奉仕をとおして自己を悟ろうとする」 
 
解解解解 説説説説  主は第２章の第39節で、サーンキャ・ヨーガとカルマ・ヨーガ、すなわちブッデ

ィ・ヨーガという２種類の方法を説明しました。この節では、同じポイントをさらに明確に

説明しています。サーンキャ・ヨーガ、つまり精神と物質の特性を分析研究する方法は、推

論を好み、経験上の知識と哲学をとおして物事を理解しようとする人々の主題です。ほかに

も、クリシュナ意識をとおして活動する人がおり、そのことは第２章の第61節で説明され

ました。主は第39節でも、ブッディ・ヨーガすなわちクリシュナ意識の原則にもとづいて

活動すれば活動の束縛から解放され、またその方法に欠陥はない、と説明しました。同じ原

則が第61節でさらに明確に説かれています――このブッディ・ヨーガはすべてを至高主に

（もっとはっきりと言えばクリシュナに）身をゆだねる方法であり、こうしてすべての感覚

をかんたんに自分の支配下に置くことができます。ですから、どちらのヨーガも宗教と哲学

という形で相互に関連しています。哲学に支えられていない宗教は感傷にすぎず（ときには

狂信的であり）、また宗教を無視した哲学は推論にすぎません。究極目標はクリシュナです

――誠実に絶対真理者を求めている哲学者は最後にはクリシュナ意識に辿りつくからです。

このことも『バガヴァッド・ギーター』で説明されています。すべては、自己と「至高の自

己」の真の関係を理解することにあります。その間接的な方法が哲学による推論であり、そ

の方法に従って徐々にクリシュナ意識の境地に到達することができます。そしてもう一つ、

クリシュナ意識をとおしてクリシュナと直接、すべてにおいて結ばれる方法があります。２

つを比べれば、クリシュナ意識のほうが優れています。哲学だけに頼って感覚を純粋にする

わけではないからです。クリシュナ意識そのものが浄化の手段であり、そして献愛奉仕とい

う直接の方法に従うのはかんたんで崇高な方法です。 
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第第第第４４４４節節節節                                Na k-MaR<aaMaNaarM>aaàEZk-MYa|    Pauåzae_énuTae ) 
                               Na c SaNNYaSaNaadev iSaiÖ& SaMaiDaGaC^iTa )) 4 )) 
 

na karmaëäm anärambhän 

naiñkarmyaà puruño 'çnute 

na ca sannyasanäd eva 

siddhià samadhigacchati 
 

na— で は な い ; karmaëäm— 定 め ら れ た 義 務 の ; anärambhät— 非 活 動 に よ っ て ; 

naiñkarmyam—反動から自由である; puruñaù—男性; açnute—到達する; na—〜も…ない; ca—

もまた; sannyasanät—放棄によって; eva—単に; siddhim—成功; samadhigacchati—到達する。 
 
訳訳訳訳        活動をやめても反動から解放され活動をやめても反動から解放され活動をやめても反動から解放され活動をやめても反動から解放されるわけでもないし、るわけでもないし、るわけでもないし、るわけでもないし、ただただただただ放棄するだけで完璧な放棄するだけで完璧な放棄するだけで完璧な放棄するだけで完璧な

境地に到達するわけでもない。境地に到達するわけでもない。境地に到達するわけでもない。境地に到達するわけでもない。 

 
解解解解 説説説説 放棄階級の生活は、物質主義者の心を清めるためにある義務に従って純粋になった

人が受けいれられます。純粋にならなければ、４番目の生活階級（サンニャーサ）をいきな

り受けいれても成功の二文字を手に入れることはできまん。経験主義哲学者は、ただサンニ

ャーサを受けいれれば、つまり活動の結果を放棄すればすぐにナーラーヤナそのものになる、

と考えています。しかし主クリシュナはそのような主義は認めていません。純粋な心のない

サンニャーサは社会階級を混乱させるだけです。しかし主への超越的奉仕をはじめ、精神的

に高めてくれる方法を実行すれば、自分に定められた義務を遂行しなくても、主はすべて受

けいれてくれます（ブッディ・ヨーガ）。Sv-alpam apy asya dharmasya träyate mahato 

bhayät（スヴ・アルパンム アピ アッシャ ダハルマッシャ トゥラーヤテー マハトー バハヤートゥ）。その

原則を少しでも実行できれば、大きな困難を乗りこえることができます。  

 

第第第第５５５５節節節節                                   Na ih k-iêT+a<aMaiPa JaaTau iTaïTYak-MaRk*-Ta( ) 
       k-aYaRTae  ùvXa"  k-MaR SavR" Pa[k*-iTaJaEGauR<aE" )) 5 )) 

 
na hi kaçcit kñaëam api 

jätu tiñöhaty akarma-kåt 

käryate hy avaçaù karma 

sarvaù prakåti-jair guëaiù 
 

na—〜もない; hi—確かに; kaçcit—誰でも; kñaëam—一瞬; api—もまた; jätu—いつでも; 

tiñöhati—留まる; akarma-kåt—なにかをしないでいる; käryate—することを強いられる; hi—

確かに; avaçaù—どうすることもできずに; karma—活動; sarvaù—すべて; prakåti-jaiù—物質
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自然界の様式から生じた; guëaiù—その気質によって。 
 
訳訳訳訳        だれであろうと、物質自然界の様式と接触して得た性格によって、なすすべもなだれであろうと、物質自然界の様式と接触して得た性格によって、なすすべもなだれであろうと、物質自然界の様式と接触して得た性格によって、なすすべもなだれであろうと、物質自然界の様式と接触して得た性格によって、なすすべもな

く動かされている。だからたとえほんの一瞬たりとも、なにもしないでいることはできく動かされている。だからたとえほんの一瞬たりとも、なにもしないでいることはできく動かされている。だからたとえほんの一瞬たりとも、なにもしないでいることはできく動かされている。だからたとえほんの一瞬たりとも、なにもしないでいることはでき

ない。ない。ない。ない。 

解解解解 説説説説  活動しつづけるのは、体を持っているかどうかという問題ではなく、魂が本来そ

なえている気質によるものです。精神魂がいなければ体は動けません。肉体は精神魂に動か

されている命のない乗り物です。いつでも活動的で、一瞬たりとも静止することのない魂に

動かされているのです。だからこそ精神魂は、クリシュナ意識という優れた活動に没頭しな

くてはなりません。それができなければ、幻想の力に命じられるままに動くばかりです。精

神魂は、物質の力とかかわることで特定の様式に影響されています。そして、魂をそのよう

な密接な関係から清めるために、シャーストラが定める義務を実行しなくてはなりません。

しかし魂がクリシュナ意識という本来の機能をよみがえらせれば、することすべてが優れた

結果となって現われます。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第５章・第17節）

がそう確証しています。 
 

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 

bhajann apakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 

ko värtha äpto 'bhajatäà sva-dharmataù 
 
 「クリシュナ意識をはじめた者は、シャーストラが定める規定原則に従わなくても、献愛

奉仕を適切に実践できなくても、また基本的な奉仕ができなくても、失うものはなにもない。

いっぽう、シャーストラにある浄化手段の教えに完璧に従ったとしても、クリシュナ意識で

なければなんの役にもたたない」。これは、浄化手段というものはクリシュナ意識に到達す

るためにあるということです。ですから、サンニャーサ、あるいはどのような浄化手段でも、

クリシュナ意識という究極の目標に到達する助けなのであり、それが達成できなければすべ

ては失敗に終わります。 

 

第第第第６６６６節節節節                                k-MaeRiNd]Yaai<a Sa&YaMYa Ya AaSTae MaNaSaa SMarNa( ) 
     wiNd]YaaQaaRiNvMaU!aTMaa  iMaQYaacar" Sa oCYaTae )) 6 )) 

 
karmendriyäëi saàyamya 

ya äste manasä smaran 

indriyärthän vimüòhätmä 

mithyäcäraù sa ucyate 
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karma-indriyäëi—機能する５つの感覚; saàyamya—抑制している; yaù—〜である者は誰で

も; äste—留まる; manasä—心によって; smaran—〜を考えている; indriya-arthän—感覚の対象

物; vimüòha—愚かな; ätmä—魂; mithyä-äcäraù—見せかけ; saù—彼; ucyate—〜と呼ばれる。 
 
訳訳訳訳        感覚の動きを抑えても、心が感覚の対象に囚われているのであれば、自分自身を感覚の動きを抑えても、心が感覚の対象に囚われているのであれば、自分自身を感覚の動きを抑えても、心が感覚の対象に囚われているのであれば、自分自身を感覚の動きを抑えても、心が感覚の対象に囚われているのであれば、自分自身を

惑わしているはずであり、うわべだけの惑わしているはずであり、うわべだけの惑わしているはずであり、うわべだけの惑わしているはずであり、うわべだけの人人人人間と呼ばれる。間と呼ばれる。間と呼ばれる。間と呼ばれる。 
 
解解解解 説説説説  クリシュナ意識で活動することを拒み、そのいっぽうで瞑想をしているように見

せかけ、実は心が感覚の楽しみに向けられているうわべだけの人間がたくさんいます。その

ような見せかけの人間は、味気ない哲学を教養ある従者に聞かせて騙すことはできるでしょ

うが、この節から判断すれば、最大級の詐欺師です。どの社会階級にあっても自分の能力を

使って感覚を満たすことはできますが、その階級に用意された規則や原則に従えば、徐々に

自分を浄化させることができます。ところが、ヨーギーを自称しつつ、実は物欲の対象を追

いかけている人間は、（哲学をひけらかしても）救いようのない詐欺師です。そのような罪

な人間の知識は主の幻想の力で骨抜きにされていますから、なんの価値もありません。詐欺

師の心はいつも不純で、ヨーギーの瞑想ショーは虚飾にすぎません。 

 

第第第第７７７７節節節節                                    YaiSTviNd]Yaai<a  MaNaSaa iNaYaMYaar>aTae_JauRNa ) 
     k-MaeRiNd]YaE" k-MaRYaaeGaMaSa¢-" Sa iviXaZYaTae )) 7 )) 

 
yas tv indriyäëi manasä 

niyamyärabhate 'rjuna 

karmendriyaiù karma-yogam 

asaktaù sa viçiñyate 
 

yaù—〜である者; tu—しかし; indriyäëi—感覚; manasä—心で; niyamya—制御している; 

ärabhate—はじめる; arjuna—アルジュナよ; karma-indriyaiù—活動する感覚器官によって; 

karma-yogam—献愛奉仕; asaktaù—執着することなく; saù—彼; viçiñyate—遙かに優れている。 
 
訳訳訳訳        いっぽう、誠実な者が心を使って活動的な感覚をいっぽう、誠実な者が心を使って活動的な感覚をいっぽう、誠実な者が心を使って活動的な感覚をいっぽう、誠実な者が心を使って活動的な感覚を抑え、抑え、抑え、抑え、執着心を持たずに執着心を持たずに執着心を持たずに執着心を持たずにカルマ・カルマ・カルマ・カルマ・

ヨーガを（クリシュナ意識で）修練するほうが、はるかに優れている。ヨーガを（クリシュナ意識で）修練するほうが、はるかに優れている。ヨーガを（クリシュナ意識で）修練するほうが、はるかに優れている。ヨーガを（クリシュナ意識で）修練するほうが、はるかに優れている。 
 
解解解解 説説説説  みだらな生活と快楽のためににせもの超越主義者になるよりも、果たすべきこと

を果たし、束縛から解放されて神の国に入るという人生の目的を追求するほうがはるかに立

派です。もっとも重要なsvärtha-gati（スヴァールタハ・ガティ）「自己の興味の目標」は、ヴィ

シュヌに到達することです。ヴァルナとアーシュラマ制度は、私たちが人生の目標を実現で
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きるように用意されています。世帯者であっても、クリシュナ意識の規則に従って奉仕をす

ることで、その目的地に辿りつくことができます。自己を悟るために、私たちはシャースト

ラが定める抑制生活に従うことができ、執着を捨てて本務をまっとうすれば精神生活を高め

ることができます。この方法に従う誠実な人物は、見せ物スピリチュアリストになって無知

な大衆を騙す詐欺師よりもはるかに優れています。ひたむきに道路を掃除する人のほうが、

生計のために瞑想をひけらかすにせもの瞑想家よりもはるかに優れています。 

 

第第第第８８８８節節節節                                 iNaYaTa& ku-å k-MaR Tv& k-MaR JYaaYaae ùk-MaR<a" ) 
    XarqrYaa}aaiPa  c  Tae  Na  Pa[iSaÖyedk-MaR<a" )) 8 )) 

 
niyataà kuru karma tvaà 

karma jyäyo hy akarmaëaù 

çaréra-yäträpi ca te 

na prasiddhyed akarmaëaù 
 

niyatam—定められた; kuru—する; karma—義務; tvam—あなた; karma—働く; jyäyaù—〜

より優れている; hi—確かに; akarmaëaù—活動しないよりも; çaréra—肉体の; yäträ—維持; 

api—〜でさえ; ca—もまた; te—あなたの; na—決して〜ない; prasiddhyet—行なわれて; 

akarmaëaù—活動することなく。 
 
訳訳訳訳        自分に定められた義務を遂行しなさい。そのほうが、活動しないことよりも優れ自分に定められた義務を遂行しなさい。そのほうが、活動しないことよりも優れ自分に定められた義務を遂行しなさい。そのほうが、活動しないことよりも優れ自分に定められた義務を遂行しなさい。そのほうが、活動しないことよりも優れ

ているからである。働かなければ、自分の体を維持することさえできない。ているからである。働かなければ、自分の体を維持することさえできない。ているからである。働かなければ、自分の体を維持することさえできない。ているからである。働かなければ、自分の体を維持することさえできない。 

 
解解解解 説説説説  良い家柄を鼻にかける偽物瞑想家や、すべてを犠牲にして精神生活を完成させよ

うとしているふりをする有名な職業神秘主義者がたくさんいます。主クリシュナはアルジュ

ナにそのような見せかけの人間になってほしくありませんでした。クシャトリヤに定められ

た義務をはたしてほしいと思っていたのです。アルジュナは世帯者で、また武将でもありま

したから、世帯者のクシャトリヤに定められている宗教義務を忠実に守るべきでした。その

ような活動が一般人の心を清め、物質的な穢れから解放させてくれるのです。生計をたてる

ために名前だけの放棄階級者になるのは、主も経典も認めていません。仕事をして体や魂を

維持するのはだれでも同じです。物質的な気持ちが浄化できていないうちに、気まぐれに仕

事を放棄すべきではありません。物質界に住む人は物質自然界を支配しようとする不純な気

持ち、つまり物質的欲望を持っているものです。そのような穢れた気持ちを洗い清めなくて

はなりません。定められた義務を遂行しながら正しい仕事ができないのであれば、活動を放

棄したり、他人の犠牲に頼って生活したりする偽物超越主義者になるのはまちがっています。 
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第第第第９９９９節節節節                                  YajaQaaRTk-MaR<aae_NYa}a l/aek-ae_Ya& k-MaRbNDaNa" ) 
  TadQa|  k-MaR  k-aENTaeYa  Mau¢-Sa(r)"  SaMaacr )) 9 )) 

 
yajïärthät karmaëo 'nyatra 

loko 'yaà karma-bandhanaù 

tad-arthaà karma kaunteya 

mukta-saìgaù samäcara 
 

yajïa-arthät—ヤギャ、すなわちヴィシュヌのためだけにする; karmaëaù—働くよりも; 

anyatra—さもなければ; lokaù—世界; ayam—この; karma-bandhanaù—活動による束縛; 

tat— 主 の ; artham— 〜 の た め に ; karma— 仕 事 ; kaunteya— ク ン テ ィ ー の 子 よ ; 

mukta-saìgaù—かかわりから解放されて; samäcara—完璧に行なう。 
 
訳訳訳訳        ヴィシュヌへの犠牲として活動ヴィシュヌへの犠牲として活動ヴィシュヌへの犠牲として活動ヴィシュヌへの犠牲として活動せよせよせよせよ。さもなければ、。さもなければ、。さもなければ、。さもなければ、なにをしても物質界に縛りなにをしても物質界に縛りなにをしても物質界に縛りなにをしても物質界に縛り

つけらつけらつけらつけられてしまうれてしまうれてしまうれてしまう。だからクンティーの子よ。主。だからクンティーの子よ。主。だからクンティーの子よ。主。だからクンティーの子よ。主がががが満足満足満足満足することを願ってすることを願ってすることを願ってすることを願って働くのだ。そ働くのだ。そ働くのだ。そ働くのだ。そ

うすることで、束縛されていない状態にいうすることで、束縛されていない状態にいうすることで、束縛されていない状態にいうすることで、束縛されていない状態にいつづつづつづつづけることができる。けることができる。けることができる。けることができる。 

 
解解解解 説説説説  体を維持するためだけでも働かなくてはならないのですから、特定の社会的地位

のための義務や特質は、その目的が叶うよう用意されています。Yajïa（ヤギャ）とは主ヴィ

シュヌ、あるいは儀式の執行を指します。儀式の執行も、すべて主ヴィシュヌを満足させる

ためにあります。ヴェーダはyajïo vai viñëuù（ヤギョー ヴァイ ヴィシュヌフ）と命じています。

言いかえれば、定められたヤギャをしても、あるいは直接主ヴィシュヌに仕えても同じ目的

が叶うということです。ですからクリシュナ意識とは、この節が説いているように、ヤギャ

を執行することでもあります。ヴァルナーシュラマ・ダルマ制度も主ヴィシュヌを満足させ

ることが目的です。Varëäçramäcäravatä puruñeëa paraù pumän/ viñëur ärädhyate（ヴァ

ルナーシュマーチャーラヴァター プルシェーナ パラハ プマーン／ヴィシュヌル アーラーデャテー）（『ヴィ

シュヌ・プラーナ』第３編・第８章・第８節 引用『チャイタンニャ・チャリタームリタ』 

マデャ 第８章・第58節）。 

ですから、私たちはヴィシュヌに満足してもらうために行動しなくてはなりません。物質

界ではなにをしても束縛される原因になります。良いことをしようと悪いことをしようと、

かならず反動がつきまとい、その反動は行動者を束縛します。だからこそ、クリシュナ（ま

たはヴィシュヌ）を満足させるためにクリシュナ意識で仕事をしなくてはなりません。そう

すれば、そのように活動しているあいだは解放された状態にあります。それが活動を成功さ

せる偉大なる奥義であり、はじめは熟達した案内者が必要です。ですから、主クリシュナの

献愛者でもある熟達した指導者のもとで、あるいは（アルジュナのように）主クリシュナに

直接導かれながら根気よく行動しなくてはなりません。なにをするにしても、目的は感覚満
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足のためではなく、クリシュナの満足とすべきです。この修練を続けることで活動の反動か

ら解放され、主への超越的な愛情奉仕という崇高な境地に徐々に高められていきます。その

方法だけが私たちを神の王国に高めてくれるのです。 

第第第第10101010節節節節                                  SahYaja"  Pa[Jaa" Sa*îa Pauraevac Pa[JaaPaiTa" ) 
                    ANaeNa Pa[SaivZYaßMaez vae_iSTvík-aMaDauk(- )) 10 )) 
 

saha-yajïäù prajäù såñövä 

puroväca prajäpatiù 

anena prasaviñyadhvam 

eña vo 'stv iñöa-käma-dhuk 
 

saha—〜と共に ; yajïäù—儀式 ; prajäù—世代 ; såñövä—創造している ; purä—古代に ; 

uväca—言った; prajä-patiù—生物達の主; anena—これによって; prasaviñyadhvam—さらに繁

栄して; eñaù—これ; vaù—あなた達の; astu—そうなるように; iñöa—すべての望ましい物事

の; käma-dhuk—授ける者。 
 
訳訳訳訳        創造の創造の創造の創造のはじはじはじはじめに、めに、めに、めに、全生命体の主は全生命体の主は全生命体の主は全生命体の主はヴィシュヌへの儀式とともに人間と半ヴィシュヌへの儀式とともに人間と半ヴィシュヌへの儀式とともに人間と半ヴィシュヌへの儀式とともに人間と半神を神を神を神を世界世界世界世界

に送りだした。「このヤギャに送りだした。「このヤギャに送りだした。「このヤギャに送りだした。「このヤギャ（（（（儀式儀式儀式儀式））））によって幸せになによって幸せになによって幸せになによって幸せになれれれれ。儀式。儀式。儀式。儀式をををを執行執行執行執行することですることですることですることで、幸、幸、幸、幸

せな生活に望ましいものすべてせな生活に望ましいものすべてせな生活に望ましいものすべてせな生活に望ましいものすべてを授かり、を授かり、を授かり、を授かり、解放解放解放解放されるされるされるされるからである」と祝福して。からである」と祝福して。からである」と祝福して。からである」と祝福して。 
 
解解解解 説説説説  生物たちの主（ヴィシュヌ）による物質界の創造は、条件づけられた魂がふるさ

とへ、神のもとへ帰るために用意された機会です。物質創造界にいる生命体はすべて物質自

然界のために条件づけられています。ヴィシュヌ、すなわち最高人格主神クリシュナとの絆

を忘れてしまったからです。ヴェーダ原則は、この永遠の絆を理解できるよう助けてくれる

もので、そのことが『バガヴァッド・ギーター』でvedaiç ca sarvair aham eva vedyaù（ヴ

ェーダイシュ チャ サルヴァイル アハンム エーヴァ ヴェーデャハ）と言われています。主は「ヴェー

ダの目的はわたしを理解するためにある」と明言しています。ヴェーダの聖歌にpatià 

viçvasyätmeçvaram（パティンム ヴィシュヴァッシャートゥメーシュヴァランム）という言葉があります。

ですから、生命体の主は最高人格主神ヴィシュヌです。『シュリーマド・バーガヴァタム』

（第２編・第４章・第20節）では、シュリーラ・シュカデーヴァ・ゴースヴァーミーがパ

ティ（pati）という言葉を使い、さまざまな意味で主を描写しています。 
 

çriyaù patir yajïa-patiù prajä-patir 

dhiyäà patir loka-patir dharä-patiù 

patir gatiç cändhaka-våñëi-sätvatäà 

prasédatäà me bhagavän satäà patiù 
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プラジャー・パティは主ヴィシュヌのことで、全生命体の、全世界の、あらゆる美しいも

のの主、そして万⺠を守る方です。主は、条件づけられた魂がヴィシュヌを満足させるヤギ

ャ（儀式）を学べるよう物質界を創造しました。その方法に従えば、物質界で不安なく快適

に暮らし、肉体を捨てたあとに神の国に入ることができるのです。それが条件づけられた魂

に用意された計画です。条件づけられた魂は、ヤギャをすることで徐々にクリシュナ意識に

高められ、あらゆる面で神聖な気質をそなえるようになります。カリ時代ではサンキールタ

ナ・ヤギャ（神の名前を唱えること）がヴェーダ経典で勧められており、この超越的な方法

が、現代人を救うために主チャイタンニャによって導入されました。サンキールタナ・ヤギ

ャとクリシュナ意識はよく調和しています。献愛者の姿（主チャイタンニャ）として現われ

た主クリシュナのことは、『シュリーマド・バーガヴァタム』（第11章・第５章・第32節）

で言及され、サンキールタナ・ヤギャに関して特に引用されています。 
 

kåñëa-varëaà tviñäkåñëaà 

säìgopäìgästra-pärñadam 

yajïaiù saìkértana-präyair 

yajanti hi su-medhasaù 
 
 「このカリ時代で、充分に知性をそなえた人々はサンキールタナ・ヤギャを実践すること

で、仲間たちを伴った主を崇拝するだろう」。ヴェーダ経典が説くほかのヤギャは、カリ時

代ではかんたんにできるものではありませんが、サンキールタナ・ヤギャはだれでも実践で

き、目的をすべて叶える崇高な方法であり、『バガヴァッド・ギーター』（第９章・第14

節）でも勧められています。 

 

第第第第11111111節節節節            devaN>aavYaTaaNaeNa Tae deva >aavYaNTau v" ) 
        ParSPar&  >aavYaNTa"  é[eYa" ParMavaPSYaQa )) 11 )) 

 
devän bhävayatänena 

te devä bhävayantu vaù 

parasparaà bhävayantaù 

çreyaù param aväpsyatha 
 
 devän—半神達; bhävayatä—喜んで; anena—この儀式によって; te—それら; deväù—半神

達; bhävayantu—喜ぶだろう; vaù—あなた; parasparam—互いに; bhävayantaù—互いに喜ん

でいる; çreyaù—恩恵; param—至高者; aväpsyatha—あなたは到達するだろう。 
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訳訳訳訳        半神たちは儀式に喜び、あなたたちをも喜ばせる。人間と半神がこのように協力半神たちは儀式に喜び、あなたたちをも喜ばせる。人間と半神がこのように協力半神たちは儀式に喜び、あなたたちをも喜ばせる。人間と半神がこのように協力半神たちは儀式に喜び、あなたたちをも喜ばせる。人間と半神がこのように協力

しあうことで、万⺠に繁栄がもたらされるのである。しあうことで、万⺠に繁栄がもたらされるのである。しあうことで、万⺠に繁栄がもたらされるのである。しあうことで、万⺠に繁栄がもたらされるのである。 
 
解解解解    説説説説  半神は、物質的な環境を管理する力を授かっています。生物の体と魂の維持に必

要な空気、光、水、そのほかの恩恵の供給は、最高人格主神の体の各部分を表わす無数の補

佐役・半神たちにゆだねられています。かれらの喜びや不満は人類がおこなうヤギャにかか

っています。ヤギャのなかには特定の半神を満足させるものもありますが、実行するにして

も、主ヴィシュヌがあらゆるヤギャで主要な受益者として崇拝されます。『バガヴァッド・

ギーター』でも、bhoktäraà yajïa-tapasäm（ボホークターランム ヤギャ・タパサーンム）、「どの

ようなヤギャでも、その受益者はわたしである」、とクリシュナ自身が述べています。です

から、ヤギャ・パティ（yajïa-pati）を満足させることがヤギャの主要な目的です。ヤギャ

が正しく遂行されれば、さまざまな供給部門を担当している半神たちも喜び、自然産物に不

足が生じることはありません。 

 ヤギャの執行によって数多くの効果が現われ、やがては私たちを物質的な束縛から解放し

てくれます。ヴェーダは、ähära-çuddhau sattva-çuddhiù sattva-çuddhau dhruvä småtiù 

småti-lambhe sarvagranthénäà vipramokñaù と述べ、ヤギャをすることですべての活動

が浄化されると説いています。ヤギャによって食べるものが浄化され、浄化された食べ物を

食べることで存在そのものが浄化されます。存在が浄化されれば記憶のなかの繊細な組織が

浄化され、記憶が清められれば解放の道について考えられるようになり、そしてこのような

条件がすべて整えられれば、現代社会になによりも必要とされるクリシュナ意識に人々は導

かれるのです。 

 

第第第第12121212節節節節                                            wíaN>aaeGaaiNh vae deva daSYaNTae Yaj>aaivTaa" ) 
                          TaEdRtaaNaPa[daYaE>Yaae  Yaae  >au»e  STaeNa  Wv Sa" )) 12 )) 
 

iñöän bhogän hi vo devä 

däsyante yajïa-bhävitäù 

tair dattän apradäyaibhyo 

yo bhuìkte stena eva saù 
 

iñöän—望まれる ; bhogän—生活必需品 ; hi—確かに ; vaù—あなたに ; deväù—半神達 ; 

däsyante—与えるだろう; yajïa-bhävitäù—儀式の執行に満足して; taiù—それらによって; 

dattän—与えられる物; apradäya—捧げないで; ebhyaù—これらの半神達に; yaù—〜である彼; 

bhuìkte—楽しむ; stenaù—泥棒; eva—確かに; saù—彼。 
 
訳訳訳訳        さまざまな生活必需品を管理している半神さまざまな生活必需品を管理している半神さまざまな生活必需品を管理している半神さまざまな生活必需品を管理している半神は、ヤギャ（儀式）の執行に満足し、は、ヤギャ（儀式）の執行に満足し、は、ヤギャ（儀式）の執行に満足し、は、ヤギャ（儀式）の執行に満足し、
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あなたたちに必要なものをすべてあなたたちに必要なものをすべてあなたたちに必要なものをすべてあなたたちに必要なものをすべて供給する供給する供給する供給する。しかし、半神に返礼をすることなくそのよ。しかし、半神に返礼をすることなくそのよ。しかし、半神に返礼をすることなくそのよ。しかし、半神に返礼をすることなくそのよ

うな贈り物を楽しんでいる者たちは泥棒である。うな贈り物を楽しんでいる者たちは泥棒である。うな贈り物を楽しんでいる者たちは泥棒である。うな贈り物を楽しんでいる者たちは泥棒である。 

解解解解 説説説説  半神は最高人格主神ヴィシュヌに代わる供給者であり、定められたヤギャをとお

して満足させなくてはなりません。ヴェーダでは、多様な半神たちに応じたさまざまなヤギ

ャが用意されているのですが、捧げる供物はどれも最高人格主神のためにあります。人格主

神のことが理解できない人は、半神に儀式をするよう勧められています。ヴェーダは各人が

そなえる物質的気質に応じたヤギャを勧めているのです。どのような半神崇拝も同じ原則に

もとづいています――各人の気質次第、ということです。肉を食べる人には、物質自然界の

おぞましい姿であるカーリー女神のまえでの動物の供儀祭が勧められ、いっぽう徳の様式に

いる人々にはヴィシュヌへの超越的崇拝が勧められています。いずれにしても、ヤギャは超

越的な境地に徐々に高められるためにあります。一般人にパンチャ・マハー・ヤギャ

（païca-mahä-yajïa）という５種類のヤギャが必要とされています。 

しかし、生活必需品は主の代表者である半神たちが供給していることはよく知っておくべ

きです。だれも、なにも作りだすことはできません。この世にある食べ物について考えてみ

てください。穀物・くだもの・野菜・牛乳・砂糖などが徳の様式の人たちに用意され、また

菜食ではない人たちは肉を食べますが、どんな食べ物であっても人間が作りだせるものはひ

とつもありません。熱・光・水・空気なども生きていくうえで欠かせないものです。しかし、

これらも人間には作れない。至高主がいなければ、降りそそぐ太陽の光、月の光、雨、風な

どはありえないし、またそれらがなければだれも生きてはいけない。だれの目にも明らかな

のは、私たちの生活は主からの供給に依存している、ということです。製造業には金属、硫

⻩、水銀、マンガンなどの原料が必要で、そのすべてが主の代表者たちによって供給されて

います。私たちは自己を悟るために、この物資を正しく使って健康な体を維持し、生存競争

からの解放という人生の究極目標に到達しなくてはなりません。その目標がヤギャをするこ

とで実現できます。人間生活の目標を忘れ、ただ快楽を味わうために主の代表者たちから物

資を授かり、創造の目的に反した物質存在に絡まっていけば、私たちは泥棒になって物質自

然界の法則に罰せられます。泥棒の社会は幸せになれません。愚かな物質主義者という泥棒

に人生の窮極目標はありません。楽しむことしか考えず、またヤギャをする知識もありませ

ん。しかし主チャイタンニャはもっともかんたんなヤギャを教えました。それがサンキール

タナ・ヤギャであり、クリシュナ意識の原則を受けいれさえすれば世界中のだれでもできる

ヤギャです。 

 

第第第第13131313節節節節              YajiXaíaiXaNa" SaNTaae MauCYaNTae SavRik-iLbzE" 
       >auÅTae Tae Tvga& PaaPaa Yae PacNTYaaTMak-ar<aaTa( )) 13 )) 
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yajïa-çiñöäçinaù santo 

mucyante sarva-kilbiñaiù 

bhuïjate te tv aghaà päpä 

ye pacanty ätma-käraëät 
 

yajïa-çiñöa—ヤギャの執行後に得られる食べ物; açinaù—食べる者達; santaù—献愛者達; 

mucyante—救われる; sarva—あらゆる種類の; kilbiñaiù—罪から; bhuïjate—楽しむ; te—彼ら; 

tu—しかし; agham—重大な罪; päpäù—罪深い者達; ye—〜である者; pacanti—食べ物を用意

する; ätma-käraëät—感覚の楽しみのために。 
 
訳訳訳訳        主の献愛者は主の献愛者は主の献愛者は主の献愛者はあらゆる罪から解放されている。あらゆる罪から解放されている。あらゆる罪から解放されている。あらゆる罪から解放されている。最初に最初に最初に最初に儀式として捧げられた食べ儀式として捧げられた食べ儀式として捧げられた食べ儀式として捧げられた食べ

物を食べるからである。感覚の楽しみのためだけに食べものを用意する者たちは、まさ物を食べるからである。感覚の楽しみのためだけに食べものを用意する者たちは、まさ物を食べるからである。感覚の楽しみのためだけに食べものを用意する者たちは、まさ物を食べるからである。感覚の楽しみのためだけに食べものを用意する者たちは、まさ

に罪だけを食べている。に罪だけを食べている。に罪だけを食べている。に罪だけを食べている。 
 
解解解解 説説説説  至高主の献愛者、すなわちクリシュナ意識の人物はサンタ（santa）と呼ばれ、

『ブラフマ・サムヒター』でpremäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaù sadaiva 

hådayeñu vilokayanti（プレーマーンジャナ・チュリタ・バハクティ・ヴィローチャネーナ サンタハ サダイヴ

ァ フリダイェーシュ ヴィローカヤンティ）（第５章・第38節）と述べられているように、いつも

主に愛情をそそいでいます。サンタは、いつも最高人格主神ゴーヴィンダ（すべての喜びを

与える方）、あるいはムクンダ（解放を授ける方）、あるいはクリシュナ（すべてを魅了す

る方）への愛情に包まれているため、最初に至高者に捧げられていないものはいっさい受け

いれません。ですから献愛者はいつもシュラヴァナン（çravaëam）、キールタナン

（kértanam）、スマラナン（smaraëam）、アルチャナン（arcanam）など、献愛奉仕の

さまざまな方法（『シュリーマド・バーガヴァタム』第７編・第５章・第23節）をとおし

てヤギャをしています。そのヤギャが、献愛者を物質界での罪という穢れから引きはなして

くれます。そうでない人々は、自分のためだけに、あるいは感覚満足のために食べ物を用意

しており、泥棒であることはもちろん、あらゆる罪を口にしています。泥棒で罪深い人が幸

福になれるでしょうか。もちろんそれはありえない。ですから、100％幸せになるためにも、

だれでもできるサンキールタナ・ヤギャを完全なクリシュナ意識で実践できるよう教わるべ

きです。それができなければ、世界は平和にも幸福にもなれません。 

 

第第第第14141414節節節節             AàaÙviNTa >aUTaaiNa PaJaRNYaadàSaM>av" ) 
     YajaÙviTa PaJaRNYaae   Yaj" k-MaRSaMauÙv" )) 14 )) 

 
annäd bhavanti bhütäni 

parjanyäd anna-sambhavaù 



14 

 

yajïäd bhavati parjanyo 

yajïaù karma-samudbhavaù 
annät—穀物から; bhavanti—育つ; bhütäni—物質の体; parjanyät—雨から; anna—食糧の; 

sambhavaù—生産; yajïät—儀式の執行から; bhavati—可能になる; parjanyaù—雨; yajïaù—ヤ

ギャの執行; karma—定められた義務; samudbhavaù—〜から生まれる。 
 
訳訳訳訳        どのどのどのどの肉体肉体肉体肉体もももも食糧によって存在食糧によって存在食糧によって存在食糧によって存在し、食糧は雨によって生産される。雨はヤギャ（儀し、食糧は雨によって生産される。雨はヤギャ（儀し、食糧は雨によって生産される。雨はヤギャ（儀し、食糧は雨によって生産される。雨はヤギャ（儀

式）の執行によっ式）の執行によっ式）の執行によっ式）の執行によって降りて降りて降りて降り、ヤギャは定められた義務から生じる。、ヤギャは定められた義務から生じる。、ヤギャは定められた義務から生じる。、ヤギャは定められた義務から生じる。 
 
解解解解  説説説説  Ye indrädy-aìgatayävasthitaà yajïaà sarveçvaraà viñëum abhyarcya 

tac-cheñam açnanti tena tad deha-yäträà sampädayanti, te santaù sarveçvarasya 

yajïa-puruñasya bhaktäù sarva-kilbiñair anädi-käla-vivåddhair ätmänubhava-prati 
bandhakair nikhilaiù päpair vimucyante。これは、『バガヴァッド・ギーター』の偉大な

解説者シュリーラ・バラデーヴァ・ヴィデャーブーシャナの言葉です。ヤギャ・プルシャ

（yajïa-puruña）「あらゆる儀式の受益者」とも呼ばれる至高主は、全体者（主）に手足

となって仕える半神の主人です。インドラ、チャンドラ、ヴァルナなどの半神は、物質界の

環境管理をまかされた幹部の立場にあり、ヴェーダはその半神を満足させる儀式を勧めてい

ます。儀式に喜んだ彼らが、空気や光、水などを豊富に供給し、食糧が生産できるようにな

るからです。しかし主クリシュナが崇拝されれば、主の手足でもある半神たちも同時に崇拝

されることになります。ですから、半神だけを特に崇拝する必要はありません。この考えに

もとづいて、クリシュナ意識の献愛者はクリシュナに食べ物を捧げ、その残り物を食べます

――これが体を精神的に養う方法です。そのような生活をすれば、体に残されている過去の

罪の反動は消え、体も物質自然界の穢れ（けがれ）からまぬがれます。伝染病が発生しても、

ワクチンを摂取していれば感染しません。同じように、主ヴィシュヌに食べ物を捧げ、食べ

ることで物質的な病に対する抵抗力がつきますが、その習慣を身につけているのが主の献愛

者です。ですから、クリシュナに捧げたものだけを食べるクリシュナ意識の人たちは、自己

の悟りをさまたげる過去の物質的反動をすべて取りさることができます。それができない人

は罪を繰りかえすために、来世に豚や犬に生まれる準備をしていることになり、あらゆる罪

の反動に苦しまなくてはなりません。物質界は穢れで満たされています。主のプラサーダム

（ヴィシュヌに捧げられた食べ物）を食べる人は物質界の攻撃から救われますが、そうしな

い人たちはさまざまな穢れに巻きこまれていきます。 

穀物や野菜こそ、私たちにふさわしい食べ物です。人間はさまざまな穀物・野菜・くだも

のを食べ、動物は捨てられた穀物・野菜・草・植物などを食べます。肉食の習慣がある人た

ちでも、動物を食べるために野菜を作らなくてはなりません。結局、私たちが頼るべきもの

は大地から作られるものであり、大工場で作られる製品ではありません。空から豊富な雨が
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降るからこそ畑で野菜を作ることができ、その雨は主の召使いであるインドラ、太陽、月な

どによって管理されています。主は私たちの儀式に満足します。ですから、儀式をしない人々

はそのうち食料不足に追いこまれます――それが自然の法則です。ヤギャ、特にサンキール

タナ・ヤギャは現代のために用意されており、少なくとも食料不足を解消するためにも、か

ならず実践しなくてはなりません。 

 

第第第第15151515節節節節           k-MaR  b]øaeÙv&  iviÖ  b]øa+arSaMauÙvMa( ) 
    TaSMaaTSavRGaTa& b]ø iNaTYa& Yaje Pa[iTaiïTaMa( )) 15 )) 

 
karma brahmodbhavaà viddhi 

brahmäkñara-samudbhavam 

tasmät sarva-gataà brahma 

nityaà yajïe pratiñöhitam 
 

karma—活動; brahma—ヴェーダから; udbhavam—作られた; viddhi—あなたは知るべきで

ある; brahma—ヴェーダ; akñara—至高のブラフマン（人格主神）から; samudbhavam—直接

表わされた; tasmät—ゆえに; sarva-gatam—遍在する; brahma—超越性; nityam—永遠に; 

yajïe—儀式の中に; pratiñöhitam—位置されて。 
 
訳訳訳訳        規則だてられた活動規則だてられた活動規則だてられた活動規則だてられた活動がヴェーダでがヴェーダでがヴェーダでがヴェーダで定められ定められ定められ定められ、、、、そのそのそのそのヴェーダは最高ヴェーダは最高ヴェーダは最高ヴェーダは最高人格主神から直接人格主神から直接人格主神から直接人格主神から直接

表表表表わされた。ゆえに、遍在する超越わされた。ゆえに、遍在する超越わされた。ゆえに、遍在する超越わされた。ゆえに、遍在する超越者者者者は儀式は儀式は儀式は儀式のののの活動のなかに永遠に存在する。活動のなかに永遠に存在する。活動のなかに永遠に存在する。活動のなかに永遠に存在する。 
 
解解解解 説説説説  Yajïärtha-karma（ヤギャールタハ・カルマ）、すなわちクリシュナだけを満足させる

のに必要な活動について、この節がさらに明確に説明しています。ヤギャ・プルシャ（ヴィ

シュヌ）を満足させるために働く必要があるのなら、ブラフマン・超越的なヴェーダに活動

の指示を見つけなくてはなりません。ですからヴェーダは、活動の指針と言えます。ヴェー

ダの指示に従っていない活動をヴィカルマ（vikarma）・認められていない、あるいは罪な

活動といいます。ですから、活動の反動から救われるためにはかならずヴェーダの指示に従

わなくてはなりません。日々暮らしていくなかでも国の指示に従うように、至高主の国の指

示に従って活動しなくてはなりません。ヴェーダの指示は最高人格主神の呼吸から直接放出

されました。それがヴェーダ経典の言葉です。Asya mahato bhütasya niçvasitam etad yad 

åg-vedo yajur-vedaù sämavedo 'tharväìgirasaù。「４つのヴェーダ、すなわちリグ・ヴェ

ーダ、ヤジュル・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダはどれも偉大なる人

格主神の呼吸から作りだされた」（『ブリハドゥ・アーラニャカ・ウパニシャッド』第４編・

第５章・第11節）。主は全能ですから呼吸で話すことができ、それは『ブラフマ・サムヒ

ター』でも確証されています。主は１つの感覚器官を別の器官として機能させることができ
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ます。呼吸で話したり、目で受胎させたりできるのです。じっさい、主は物質界を見渡して

全生命体の父親になった、と言われています。条件づけられた魂を創造し、そして物質自然

界に受胎させたあと、彼らがふるさとへ、神のもとへ帰っていく方法をヴェーダ知識のなか

に授けました。いつも覚えておくべきことは、物質自然界にいる条件づけられた魂はいつも

物質的な楽しみを求めている、ということです。しかしヴェーダの教えには、その歪んだ望

みを満たしながらも、楽しんだあと、やがて神のもとに帰っていける配慮がなされています。

解放される機会が条件づけられた魂に用意されているのですから、クリシュナ意識になって

ヤギャの原則に従うべきです。ヴェーダの教えに従っていない人でも、クリシュナ意識の原

則は受けいれられます。それはヴェーダのヤギャ執行に代わるものであり、またカルマを清

めてくれるものです。 

 

第第第第16161616節節節節         Wv&  Pa[viTaRTa&  c§&-  NaaNauvTaRYaTaqh   Ya" ) 
  AgaaYauiriNd]YaaraMaae Maaega& PaaQaR Sa JaqviTa )) 16 )) 

 
evaà pravartitaà cakraà 

nänuvartayatéha yaù 

aghäyur indriyärämo 

moghaà pärtha sa jévati 
 

evam—そのように; pravartitam—ヴェーダで確立されて; cakram—循環; na—〜しない; 

anuvartayati—採用する; iha—現世で; yaù—〜である者; agha-äyuù—罪だらけの生活をする

者の; indriya-ärämaù—感覚満足で満ち足りて; mogham—無益に; pärtha—プリターの子（ア

ルジュナ）よ; saù—彼; jévati—生きる。 
 
訳訳訳訳        アルジュナよ。人として生まれたのに、ヴェーダが定めている儀式を行なわないアルジュナよ。人として生まれたのに、ヴェーダが定めている儀式を行なわないアルジュナよ。人として生まれたのに、ヴェーダが定めている儀式を行なわないアルジュナよ。人として生まれたのに、ヴェーダが定めている儀式を行なわない

者は、者は、者は、者は、かならずかならずかならずかならず罪にまみれた生涯をおくる。感覚を満たす罪にまみれた生涯をおくる。感覚を満たす罪にまみれた生涯をおくる。感覚を満たす罪にまみれた生涯をおくる。感覚を満たすためだけに生きる者は、むなためだけに生きる者は、むなためだけに生きる者は、むなためだけに生きる者は、むな

しく生涯を終えるのである。しく生涯を終えるのである。しく生涯を終えるのである。しく生涯を終えるのである。 

 
解解解解 説説説説  拝金主義者の「ひたすら働いて、感覚満足を楽しむ」という哲学は、この節で主

によって非難されています。ですから、この世界で楽しみたいと思っている人たちは、この

節で述べられているヤギャをぜったいに行なわなくてはなりません。その原則に従わなけれ

ば、ひじょうに危険な生活をしていることになり、さらに悪しき運命を辿ることになります。

人間生活は、カルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、バクティ・ヨーガのどれかをとおして自

己を悟るためにある特別の機会であり、それが自然の法則でもあります。善悪を越えた超越

主義者はヤギャの執行を厳格に行なう必要はありませんが、感覚を満たすだけの生活をして

いる人はヤギャをして生活を清めなくてはなりません。さまざまな活動があり、クリシュナ
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意識でない人はまちがいなく物欲を満たすために生きています。だからこそ、信心深い行な

いをする必要があるのです。ヤギャは、感覚意識の人々が望みを満たしつつ、その反動に縛

られずに暮らせるよう計画されています。世界の繁栄は私たち人間の努力にかかっているの

ではなく、至高主の計画を直接実行する半神たちの存在が背景にあることを忘れてはなりま

せん。ですからヤギャは、ヴェーダが述べる特定の半神に直接捧げられています。間接的に、

そのヤギャはクリシュナ意識を実践していることになります。ヤギャの執行に精通すればか

ならずクリシュナ意識になれるからです。しかしヤギャをしてもクリシュナ意識にならなけ

れば、その原則は単なる道徳律にすぎません。ですから、道徳律の段階に到達して満足する

のではなく、その段階を超えてクリシュナ意識に到達しなくてはなりません。 

 

第第第第17171717節節節節         YaSTvaTMariTarev  SYaadaTMaTa*áê   MaaNav" ) 
             AaTMaNYaev c SaNTauíSTaSYa k-aYa| Na ivÛTae )) 17 )) 
 

yas tv ätma-ratir eva syäd 

ätma-tåptaç ca mänavaù 

ätmany eva ca santuñöas 

tasya käryaà na vidyate 
 

yaù—〜である者; tu—しかし; ätma-ratiù—自己の内に喜びを感じている; eva—確かに; 

syät—留まる; ätma-tåptaù—みずから輝いている; ca—そして; mänavaù—人; ätmani—彼自

身の内に; eva—〜だけ; ca—そして; santuñöaù—完璧に満足して; tasya—彼の; käryam—義

務; na—〜しない; vidyate—存在する。 
 
訳訳訳訳        しかし、自己の内に喜びを見いだし、自己を悟るためしかし、自己の内に喜びを見いだし、自己を悟るためしかし、自己の内に喜びを見いだし、自己を悟るためしかし、自己の内に喜びを見いだし、自己を悟るためにににに生き、自己の内だけで満生き、自己の内だけで満生き、自己の内だけで満生き、自己の内だけで満

足している人物には足している人物には足している人物には足している人物には、、、、なすべき義務はなすべき義務はなすべき義務はなすべき義務はなにもなにもなにもなにもない。ない。ない。ない。 
 
解解解解 説説説説  完全にクリシュナ意識で、クリシュナ意識の活動に心から満足している人物には、

なすべき義務はなにもありません。クリシュナ意識になれば、心の内にある邪悪な思いはす

ぐに洗い流され、無数のヤギャ執行の効果も達成されます。そのような明晰な意識をとおし

て、至高者とかかわる自分の永遠な立場を確信することができます。こうして、みずからの

義務は主の恩寵によってはっきりとし、ヴェーダの教えに対する責務からすべて解放されま

す。そのようなクリシュナ意識の人は俗な活動に対する興味をすべて失い、酒や女性といっ

た快楽には喜びを感じなくなります。 

 

第第第第18181818節節節節          NaEv TaSYa k*-TaeNaaQaaeR Naak*-TaeNaeh k-êNa  ) 
  Na caSYa SavR>aUTaezu k-iêdQaRVYaPaaé[Ya" )) 18 )) 
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naiva tasya kåtenärtho 

näkåteneha kaçcana 

na cäsya sarva-bhüteñu 

kaçcid artha-vyapäçrayaù 
 

na—決して〜ない; eva—確かに; tasya—彼の; kåtena—義務を遂行することで; arthaù—目

的; na—〜もない; akåtena—義務を遂行しないで; iha—この世界で; kaçcana—なんであって

も; na—決して〜ない; ca—そして; asya—彼の; sarva-bhüteñu—全生命体の中で; kaçcit—ど

の; artha—目的; vyapäçrayaù—〜に保護を求めて。 
 
訳訳訳訳        自己を悟った自己を悟った自己を悟った自己を悟った者者者者には、には、には、には、定められた義務をして目的を達成する定められた義務をして目的を達成する定められた義務をして目的を達成する定められた義務をして目的を達成する必要はないし、必要はないし、必要はないし、必要はないし、そのそのそのその

ようなようなようなような活動活動活動活動ををををしない理由もない。またしない理由もない。またしない理由もない。またしない理由もない。またほかほかほかほかの生物にの生物にの生物にの生物に頼る頼る頼る頼る必要もない。必要もない。必要もない。必要もない。 
 

解解解解    説説説説  自己を悟った人は、ぜがひでも定められた義務を遂行しなくてはならない、とい

うわけではありません――クリシュナ意識の活動を除いて。クリシュナ意識になるといって

も、活動しなくなることではありませんし、そのことはこれから説明されていきます。クリ

シュナ意識の人は、だれにも――人であろうと半神であろうと――頼りません。クリシュナ

意識で行動しさえすれば、責務を充分にはたしていることになります。 

 

第第第第19191919節節節節           TaSMaadSa¢-" SaTaTa& k-aYa| k-MaR SaMaacr ) 
   ASa¢-ae  ùacrNk-MaR ParMaaPanaeiTa PaUåz" )) 19 )) 

 
tasmäd asaktaù satataà 

käryaà karma samäcara 

asakto hy äcaran karma 

param äpnoti püruñaù 
 

tasmät—ゆえに ; asaktaù—執着することなく ; satatam—常に ; käryam—義務として ; 

karma—働く; samäcara—遂行する; asaktaù—無執着で; hi—確かに; äcaran—遂行している; 

karma—働く; param—至高者; äpnoti—到達する; püruñaù—人。 
 
訳訳訳訳        ゆえに、活動の結果にこだわらず、義務としゆえに、活動の結果にこだわらず、義務としゆえに、活動の結果にこだわらず、義務としゆえに、活動の結果にこだわらず、義務としてててて行なわな行なわな行なわな行なわなくてはならない。無執着くてはならない。無執着くてはならない。無執着くてはならない。無執着

で行動すれば至高者に到達するからである。で行動すれば至高者に到達するからである。で行動すれば至高者に到達するからである。で行動すれば至高者に到達するからである。 
 
解解解解 説説説説  至高者とは、献愛者には最高人格主神、非人格論者には解放を指します。ですか
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ら、クリシュナのために活動し、正しい導きのもとで結果にこだわらずにクリシュナ意識で

活動している人は、人生の究極目標にむかって確実に進んでいます。アルジュナはクルクシ

ェートラの戦場で、クリシュナが戦いを望んでいるからクリシュナのために戦うよう促され

ています。善人でありたい、あるいは非暴力でありたいと思うのは個人的な執着ですが、至

高者のために行動すれば、結果に囚われずに活動していることになります。それが最高人格

主神シュリー・クリシュナも勧めている最高の境地での行動です。 

ヴェーダが定める儀式は、感覚を満たす目的でなされた不敬虔な活動を清めるためにあり

ます。いっぽうクリシュナ意識の活動は、良い活動・悪い活動の反動を越えています。クリ

シュナ意識の人は結果にこだわらず、クリシュナのためだけに活動します。できることはな

んでもします――完全に無執着の境地で。 

 

第第第第20202020節節節節        k-MaR<aEv ih Sa&iSaiÖMaaiSQaTaa JaNak-adYa" ) 
l/aek-Sa°hMaevaiPa    SaMPaXYaNk-TauRMahRiSa )) 20 )) 

 
karmaëaiva hi saàsiddhim 

ästhitä janakädayaù 

loka-saìgraham eväpi 

sampaçyan kartum arhasi 
 

karmaëä—活動によって; eva—〜でさえ; hi—確かに; saàsiddhim—完璧に; ästhitäù—位置

して; janaka-ädayaù—ジャナカやほかの王達; loka-saìgraham—一般大衆; eva api—もまた; 

sampaçyan—考慮している; kartum—行動すること; arhasi—あなたはその価値がある。 
 
訳訳訳訳        ジャナカをはじめとする王たちは、定められた義務を遂行しただけで完成の境地ジャナカをはじめとする王たちは、定められた義務を遂行しただけで完成の境地ジャナカをはじめとする王たちは、定められた義務を遂行しただけで完成の境地ジャナカをはじめとする王たちは、定められた義務を遂行しただけで完成の境地

に到達した。だからあなたも、に到達した。だからあなたも、に到達した。だからあなたも、に到達した。だからあなたも、人々人々人々人々に道を示すためだけに自分の仕事を遂行しなさい。に道を示すためだけに自分の仕事を遂行しなさい。に道を示すためだけに自分の仕事を遂行しなさい。に道を示すためだけに自分の仕事を遂行しなさい。 
 
解解解解    説説説説  ジャナカを筆頭とする王たちはすべて自己を悟った魂です。ですから、かならず

しもヴェーダに定められた義務をはたす必要はありませんでした。それでも、大衆に模範を

示すためだけに定められた義務をまっとうしました。ジャナカはシーターの父、そして主シ

ュリー・ラーマの義理の父にあたる人物です。主の偉大な献愛者でしたから超越的な境地に

いたのですが、ミティラーの国（インドのビハール州の一部）の国王として、定められた義

務を遂行する方法を臣下に示す立場にありました。主クリシュナも、そして主の永遠なる友

アルジュナも、クルクシェートラの戦場で戦う必要はなかったのですが、正統な主張が通じ

ないときには暴力も必要であることを大衆に教えるために戦いました。最高人格主神まで加

わって戦争を回避する努力がなされたのですが、敵方は戦う決意を固めていました。このよ

うな正統な理由があったからこそ戦いが必要になったのです。クリシュナ意識の人は世界の
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動向には無関心ですが、どのように生き、どのように行動するかを教えるために行動します。

クリシュナ意識をとおして経験を積んできた人は、ほかの人たちが従えるように行動できる

し、次の節がそのことを述べています。 

 

第第第第21212121節節節節         YaÛdacriTa  é[eïSTatadeveTarae  JaNa" ) 
             Sa YaTPa[Maa<a& ku-åTae l/aek-STadNauvTaRTae )) 21 )) 
 

yad yad äcarati çreñöhas 

tat tad evetaro janaù 

sa yat pramäëaà kurute 

lokas tad anuvartate 
 

yat yat—何でも; äcarati—彼がする; çreñöhaù—立派な指導者; tat—それ; tat—そしてそれ

だけ; eva—確かに; itaraù—普通の; janaù—人物; saù—彼; yat—何でも; pramäëam—例; 

kurute—実行する; lokaù—全世界; tat—それ; anuvartate—その足跡に従う。 
 
訳訳訳訳        偉大な人物がすることに一般人も従う。また偉人が模範的な行動をとおして示す偉大な人物がすることに一般人も従う。また偉人が模範的な行動をとおして示す偉大な人物がすることに一般人も従う。また偉人が模範的な行動をとおして示す偉大な人物がすることに一般人も従う。また偉人が模範的な行動をとおして示す

基準に、世界も従おうとする。基準に、世界も従おうとする。基準に、世界も従おうとする。基準に、世界も従おうとする。 
 
解解解解    説説説説  大衆には、実践的な行動をとおして道を示す指導者が必要です。喫煙している指

導者が大衆に禁煙を命じられるわけがありません。主チャイタンニャは、教師たる者、教え

を垂れるまえに正しい見本を示さなくてはならない、と説きました。そのように教える人物

をアーチャーリャ（äcärya）「理想的な教師」といいます。ですから、教師はシャースト

ラ（çästra）の原則に従って一般の人々を教化しなくてはなりません。教師が啓示経典の原

則に反する規則を勝手に作ることは許されないのです。『マヌ・サムヒター』のような啓示

経典は、人間社会が従うべき規範の書物と考えられています。指導者の教えは規範となるシ

ャーストラの原則にもとづいているべきです。自分を改めたいのであれば、偉大な教師たち

が示した規範に従わなくてはなりません。『シュリーマド・バーガヴァタム』も、偉大な献

愛者の足跡に従わなくてはならない、と説いており、またそれが精神的悟りを高めていく方

法でもあります。国王や国の頂点に立つ人物、父親、学校の教師は、善良な一般大衆にとっ

て自然な指導者です。自然な指導者は、自分を頼りにしている人々に大きな責任があります

から、道徳的・精神的規則を示す標準的な書物に精通していなくてはなりません。 

 

第第第第22222222節節節節          Na Mae PaaQaaRiSTa k-TaRVYa& i}azu l/aeke-zu ik-ÄNa ) 
   NaaNavaáMavaáVYa&    vTaR   Wv  c  k-MaRi<a )) 22 )) 
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na me pärthästi kartavyaà 

triñu lokeñu kiïcana 

nänaväptam aväptavyaà 

varta eva ca karmaëi 
 

na—〜ではない; me—私のもの; pärtha—プリターの子よ; asti—〜がある; kartavyam—定

められた義務 ; triñu—３つの中で ; lokeñu—天体系 ; kiïcana—どの ; na—なにもない ; 

anaväptam—求めて; aväptavyam—得るべきもの; varte—私は従事している; eva—確かに; 

ca—もまた; karmaëi—定められた義務において。 
 
訳訳訳訳        プリターの子よ。三天体系のなかで、わたしに定められた仕事は特にない。また、プリターの子よ。三天体系のなかで、わたしに定められた仕事は特にない。また、プリターの子よ。三天体系のなかで、わたしに定められた仕事は特にない。また、プリターの子よ。三天体系のなかで、わたしに定められた仕事は特にない。また、

なにかが足りないとか、なにかを必要としているわけでもないなにかが足りないとか、なにかを必要としているわけでもないなにかが足りないとか、なにかを必要としているわけでもないなにかが足りないとか、なにかを必要としているわけでもない――――――――それでも、わたしはそれでも、わたしはそれでも、わたしはそれでも、わたしは

定められた義務を定められた義務を定められた義務を定められた義務をまっとうしてまっとうしてまっとうしてまっとうしている。いる。いる。いる。 
 
解解解解 説説説説  最高人格主神について、ヴェーダ経典で次のように言われています。 
 

tam éçvaräëäà paramaà maheçvaraà 

taà devatänäà paramaà ca daivatam 

patià paténäà paramaà parastäd 

vidäma devaà bhuvaneçam éòyam 
 

na tasya käryaà karaëaà ca vidyate 

na tat-samaç cäbhyadhikaç ca dåçyate 

paräsya çaktir vividhaiva çrüyate 

sväbhäviké jïäna-bala-kriyä ca 
 
 「至高主はすべての支配者を支配する方であり、さまざまな天体系の全指導者の筆頭者で

ある。だれもが主の支配下にある。全生命体は至高主によって特定の力を与えられているの

であって、至高の存在ではない。主はすべての半神に崇められ、すべての指揮者の最高指揮

者である。ゆえに主は、物質的な指導者や支配者すべてを凌ぎ、全生命体に崇拝される方で

ある。主に優る者はなく、あらゆる原因の最高の原因の方である。 

 主はふつうの生命体のような体をしていない。主の体と魂に違いはない。主は絶対的な方

である。主の感覚すべてが超越的である。どの感覚もほかの感覚の機能をはたすことができ

る。ゆえに、だれも主を凌ぎ、主と等しい者はいない。主の力は多岐にわたり、こうして主

の行動は、連鎖反応のように自動的になされるのである」（『シュヴェーターシュヴァタラ・

ウパニシャッド』第６章・第７−８節） 
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人格主神の内にあるものはすべて完璧な富として、また完全な真理として存在しているた

め、最高人格主神がはたすべき義務はありません。活動の結果を得なくてはならない人には、

定められた義務がありますが、三界のなかでなにも得る必要のない人にはたすべき義務はも

ちろんありません。しかし主クリシュナは、クシャトリヤの指導者としてクルクシェートラ

の戦いに加わりました。苦しむ者を守るのがクシャトリヤの義務だからです。主は啓示経典

の原則をすべて超越した方ですが、経典の教えを破ることはしません。 

 

第第第第23232323節節節節           Yaid ùh& Na vTaeRYa& JaaTau k-MaR<YaTaiNd]Ta" ) 
                         MaMa  vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 23 )) 
 

yadi hy ahaà na varteyaà 

jätu karmaëy atandritaù 

mama vartmänuvartante 

manuñyäù pärtha sarvaçaù 
 

yadi—もし; hi—確かに; aham—私; na—〜しない; varteyam—そのように従事する; jätu—

いつも; karmaëi—定められた義務の遂行において; atandritaù—ひじょうに慎重に; mama—

私の; vartma—道; anuvartante—従うだろう; manuñyäù—全員; pärtha—プリターの子よ; 

sarvaçaù—あらゆる面で。 
 
訳訳訳訳        パールタよ。わたしが定められた義務を注意深くはたさなければ、だれもがわたパールタよ。わたしが定められた義務を注意深くはたさなければ、だれもがわたパールタよ。わたしが定められた義務を注意深くはたさなければ、だれもがわたパールタよ。わたしが定められた義務を注意深くはたさなければ、だれもがわた

しのすることに従うはずである。しのすることに従うはずである。しのすることに従うはずである。しのすることに従うはずである。 
 
解解解解    説説説説  精神生活を高めるのに必要な社会の平安が保たれるよう、伝統的な家族の慣習が

文化人に用意されています。その規則や原則は、主クリシュナではなく条件づけられた魂が

守るべきものですが、主は宗教原則を確立させるために降誕したのですから、自分も義務に

従いました。そうしなければ、主は最高の権威者ですから、一般人も主の足跡に従うことで

しょう。『シュリーマド・バーガヴァタム』には、主クリシュナが家庭のなかでも外でも、

世帯者に要求される宗教上の義務を遂行していたことが述べられています。 

 

第第第第24242424節節節節             oTSaqdeYauirMae l/aek-a Na ku-Yaa| k-MaR cedhMa( ) 
                           SaªrSYa c k-TaaR SYaaMauPahNYaaiMaMaa" Pa[Jaa" )) 24 )) 
 

utsédeyur ime lokä 

na kuryäà karma ced aham 

saìkarasya ca kartä syäm 

upahanyäm imäù prajäù 
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utsédeyuù—荒廃するだろう; ime—これらすべて; lokäù—世界; na—〜ではない; kuryäm—

私は遂行する; karma—定められた義務; cet—もし; aham—私; saìkarasya—望ましくない

人々の; ca—そして; kartä—創造者; syäm—〜になるだろう; upahanyäm—破壊するだろう; 

imäù—これらすべて; prajäù—生命体達。 
 
訳訳訳訳        わたしが定められた義務をはたわたしが定められた義務をはたわたしが定められた義務をはたわたしが定められた義務をはたなさければ、全世界は破滅するだろう。わたしがなさければ、全世界は破滅するだろう。わたしがなさければ、全世界は破滅するだろう。わたしがなさければ、全世界は破滅するだろう。わたしが

望ましくない人間望ましくない人間望ましくない人間望ましくない人間を作りだす元凶となり、を作りだす元凶となり、を作りだす元凶となり、を作りだす元凶となり、そしてそしてそしてそして全生命体の平和全生命体の平和全生命体の平和全生命体の平和をををを奪いさ奪いさ奪いさ奪いさることになるることになるることになるることになる。。。。 

 

解解解解 説説説説  ヴァルナ・サンカラ（varëa-saìkara）とは、一般社会の平和を乱す望ましくな

い人を指します。この社会の混乱を止めるために定められた規則や原則があり、それらに従

う人はおのずと平和になり、精神生活を高められるようになります。主クリシュナは地上に

降誕すると、当然のことながら、決まりごとに従うことの威厳さや必要性を保つために、そ

のような規則や原則に従います。主は全生命体の父親ですから、生命体が道をまちがえるよ

うなことがあれば、責任は主にあることになります。ですから、だれもが規定原則を無視す

るにようになると、主はみずから降誕して社会の秩序を正そうとします。しかしここで忘れ

てはならないのは、たとえ主の足跡に従わなくてはならないとしても、主をまねることはで

きないという事実です。従うこととまねることは同じではありません。主は幼少期にゴーヴ

ァルダンの丘を持ちあげましたが、それが私たちにできるでしょうか。だれにもできません。

主の教えに従わなくてはならない、しかしなにがあっても主をまねることはできない。『シ

ュリーマド・バーガヴァタム』（第10編・第33章・第30−31節）がそのことを確証してい

ます。 
 

naitat samäcarej jätu 

manasäpi hy anéçvaraù 

vinaçyaty äcaran mauòhyäd 

yathä 'rudro 'bdhi-jaà viñam 
 

éçvaräëäà vacaù satyaà 

tathaiväcaritaà kvacit 

teñäà yat sva-vaco-yuktaà 

buddhimäàs tat samäcaret 
 
 「ひたすら主の教えに従い、主に力を授かっている召使いに従え。その教えはどれも私た

ちに益をもたらすのだから、賢い者なら授かったその教えを実践する。しかし、彼らの行動

をまねてはいけない。主シヴァをまねて毒の海を飲もうとしてはならないように」 
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私たちは、太陽や月の動きを確実に操ることのできるイーシュヴァラ（éçvara）たちを、

自分たちに優る存在として自覚しておくべきです。その力もない私たちが、超人的な力をそ

なえたイーシュヴァラをまねることはできません。主シヴァは毒の海を飲み干すほどの力を

そなえていましたが、凡人がその毒の１滴でも飲めば即死です。主シヴァの従者には多くの

にせものがいて、ガンジャ（マリファナ）のようなドラッグにふけっていますが、主シヴァ

がしたことをまねて、じつは死神を招いていることを知りません。同じように、主クリシュ

ナのにせもの信奉者たちも、主のラーサ・リーラー（räsa-lélä）・愛の踊りをまねています。

ゴーヴァルダナの丘を持ちあげる力はないのに。ですから、ほんとうの従者は力ある者をま

ねるのではなく、彼らの教えに従います。また、充分な資格もないのに、彼らの地位を得よ

うとも考えてはなりません。ちまたには、最高主神の力もない「イミテーションの神」がは

びこっています。 

 

第第第第25252525節節節節        Sa¢-a" k-MaR<YaivÜa&Saae YaQaa ku-vRiNTa >aarTa ) 
            ku-YaaRiÜÜa&STaQaaSa¢-iêk-IzuRl/aeRk-Sa°hMa(   )) 25 )) 
 

saktäù karmaëy avidväàso 

yathä kurvanti bhärata 

kuryäd vidväàs tathäsaktaç 

cikérñur loka-saìgraham 
 

saktäù—執着して; karmaëi—定められた義務において; avidväàsaù—無知な者; yathä—〜

と同じほど; kurvanti—彼らはする; bhärata—バラタの子孫よ; kuryät—しなくてはならない; 

vidvän—博識な者; tathä—このように; asaktaù—執着することなく; cikérñuù—導くことを望

んでいる; loka-saìgraham—一般大衆。 
 
訳訳訳訳        無知な者が結果にこだわって義務をはたそうとするように、博識な人物も行動す無知な者が結果にこだわって義務をはたそうとするように、博識な人物も行動す無知な者が結果にこだわって義務をはたそうとするように、博識な人物も行動す無知な者が結果にこだわって義務をはたそうとするように、博識な人物も行動す

る。しかし結果る。しかし結果る。しかし結果る。しかし結果にこだわるのではなく、にこだわるのではなく、にこだわるのではなく、にこだわるのではなく、人々を正しい道に導くため人々を正しい道に導くため人々を正しい道に導くため人々を正しい道に導くために行動するのであるに行動するのであるに行動するのであるに行動するのである。。。。 
 
解解解解    説説説説  クリシュナ意識の人とそうではない人の違いは、どのような望みを持っているか

でわかります。クリシュナ意識の人は、クリシュナ意識を高めてくれないことはしません。

物質的なことに集中している無知な人間のようなことをしても、いっぽうは感覚満足を満た

すため、もういっぽうはクリシュナを満足させるため。ですから、クリシュナ意識の人は、

クリシュナ意識のためにどう活動するか、その活動の結果をどう使うべきかを人々にしめさ

なくてはなりません。 
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第第第第26262626節節節節         Na  buiÖ>aed&  JaNaYaedjaNaa& k-MaRSai(r)NaaMa( ) 
                        JaaezYaeTSavRk-MaaRi<a ivÜaNYau¢-" SaMaacrNa( )) 26 )) 
 

na buddhi-bhedaà janayed 

ajïänäà karma-saìginäm 

joñayet sarva-karmäëi 

vidvän yuktaù samäcaran 
 

na—〜ではない ; buddhi-bhedam—知性の混乱 ; janayet—彼は〜させるべきである ; 

ajïänäm—愚か者の; karma-saìginäm—果報的な活動に執着している者; joñayet—彼は一致

させるべきである; sarva—すべて; karmäëi—活動; vidvän—博識な人物; yuktaù—従事して; 

samäcaran—修練している。 
 
訳訳訳訳        賢者は、結果賢者は、結果賢者は、結果賢者は、結果を求めてを求めてを求めてを求めて義務をはた義務をはた義務をはた義務をはたすすすす無知な者の心を乱してはいけないし、活動を無知な者の心を乱してはいけないし、活動を無知な者の心を乱してはいけないし、活動を無知な者の心を乱してはいけないし、活動を

やめるやめるやめるやめることをことをことをことを教えるべきでもない。彼らがなにをするにしても（クリシュナ意識に徐々教えるべきでもない。彼らがなにをするにしても（クリシュナ意識に徐々教えるべきでもない。彼らがなにをするにしても（クリシュナ意識に徐々教えるべきでもない。彼らがなにをするにしても（クリシュナ意識に徐々

に高められるよう）献愛奉仕の精神で働くよう導くべきである。に高められるよう）献愛奉仕の精神で働くよう導くべきである。に高められるよう）献愛奉仕の精神で働くよう導くべきである。に高められるよう）献愛奉仕の精神で働くよう導くべきである。 
 
解解解解    説説説説  Vedaiç ca sarvair aham eva vedyaù（ヴェーダイシュ チャ サルヴァイル アハンム エーヴ

ァ ヴェーデャハ）。これがヴェーダの儀式の究極点です。儀式や苦行を勧めたり物質的活動に

ついて教えたりしていても、ヴェーダの教えはどれも人生の究極目標であるクリシュナを悟

るためにあります。しかし、条件づけられた魂は感覚を満たすことしかわからないため、そ

れが最終目的と考えてヴェーダを学びます。しかし同時に、ヴェーダの儀式が説いている果

報的活動や感覚満足に従えば、少しずつクリシュナ意識に高められます。ですから、クリシ

ュナ意識の悟った魂は人がしていることや考えていることを混乱させずに、活動の結果をす

べてクリシュナに捧げられることをみずから示しながら行動すべきです。博識なクリシュナ

意識の人は、物欲のために働いている無知な人がどう行動すべきかを学べるよう手本を示す

ことができます。無知な人の活動を邪魔してはいけませんが、少しでもクリシュナ意識を高

めている人は、ヴェーダの決まりに囚われることなく直接主に奉仕ができます。クリシュナ

意識になりさえすれば定められた義務から得られる結果すべてを授かれるのですから、この

ような幸運な人はヴェーダの儀式に従う必要はありません。 

 

第第第第27272727節節節節          Pa[k*-Tae" i§-YaMaa<aaiNa Gau<aE" k-MaaRi<a SavRXa" ) 
                         AhªarivMaU!aTMaa  k-TaaRhiMaiTa    MaNYaTae  )) 27 )) 
 

prakåteù kriyamäëäni 

guëaiù karmäëi sarvaçaù 
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ahaìkära-vimüòhätmä 

kartäham iti manyate 
 

prakåteù—物質自然界の; kriyamäëäni—為されて; guëaiù—様式によって; karmäëi—活動; 

sarvaçaù—あらゆる種類の; ahaìkära-vimüòha—偽の自我に惑わされて; ätmä—精神魂; kartä—

活動者; aham—私; iti—このように; manyate—彼は考える。 
 
訳訳訳訳        偽偽偽偽の自我に惑わされている精神魂は、自分の自我に惑わされている精神魂は、自分の自我に惑わされている精神魂は、自分の自我に惑わされている精神魂は、自分がががが行動者であると考えるが、行動者であると考えるが、行動者であると考えるが、行動者であると考えるが、その行動その行動その行動その行動

ははははじつはじつはじつはじつは物質自然界の三性質によって物質自然界の三性質によって物質自然界の三性質によって物質自然界の三性質によってななななされている。されている。されている。されている。 
 
解解解解    説説説説  クリシュナ意識の人と物質的意識の人は、同じように活動しているように見えて

も、両者の立場を考えると大きな違いがあります。物質的な意識の人は、偽の自我に影響さ

れているため、自分が行動者だと思いこんでいます。肉体の機能は物質自然が作りだしたこ

と、またそれが至高主に動かされていることを知りません。また、すべてはクリシュナの指

揮下で動いているという知識を聞いたこともありません。偽の自我をとおして考える人は、

自分がしたことはすべて自分がしたものと考えますが、それが無知の証です。濃密・希薄な

体は、最高人格主神の指揮で物質自然界が作ったという事実、だからその体も心もクリシュ

ナへの奉仕、すなわちクリシュナ意識で使うべきもの、ということを知りません。無知な人

は、最高人格主神がフリシーケーシャ（Håñékeça）「肉体の感覚の主人」という名で知ら

れていることを忘れています。⻑いあいだ感覚を満たすためだけに使ってきたために偽の自

我に惑わされ、またそのことがクリシュナとの永遠な絆を忘れさせているのです。 

 

第第第第28282828節節節節          Tatvivtau  Mahabahae  Gau<ak-MaRiv>aaGaYaae" ) 
                         Gau<aa Gau<aezu vTaRNTa wiTa MaTva Na SaÂTae )) 28 )) 
 

tattva-vit tu mahä-bäho 

guëa-karma-vibhägayoù 

guëä guëeñu vartanta 

iti matvä na sajjate 
 

tattva-vit—絶対真理を知る者; tu—しかし; mahä-bäho—強力無双の者よ; guëa-karma—物質

的影響を受けた活動の; vibhägayoù—違い; guëäù—感覚; guëeñu—感覚満足で; vartante—従事

している; iti—このように; matvä—考えている; na—決して〜ない; sajjate—執着する。 
 
訳訳訳訳        強力無双のアルジュナよ。強力無双のアルジュナよ。強力無双のアルジュナよ。強力無双のアルジュナよ。絶対絶対絶対絶対真理者を知る者は真理者を知る者は真理者を知る者は真理者を知る者は、、、、感覚を満たすために感覚を満たすために感覚を満たすために感覚を満たすために行動行動行動行動しなしなしなしな

いいいい。献愛奉仕の活動と結果にこだわる活動の違いを。献愛奉仕の活動と結果にこだわる活動の違いを。献愛奉仕の活動と結果にこだわる活動の違いを。献愛奉仕の活動と結果にこだわる活動の違いをよくよくよくよく知っているからである。知っているからである。知っているからである。知っているからである。 
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解解解解    説説説説  絶対真理者を知る人は、物質とかかわっている自分の苦境がよくわかっています。

自分が最高人格主神クリシュナの部分体であり、物質創造界にいるべきではないことも知っ

ています。永遠な喜びと知識に満ちた至高者の部分体という自分の正体も、そしていつのま

にか物質的観念の生活に転落したこともわかっています。本来の純粋な境地にいる生命体は、

すべてを最高人格主神クリシュナへの献愛奉仕として実行します。クリシュナ意識の活動に

励み、その場かぎりではかない物質的感覚の動きに囚われなくなります。物質的生活は主の

至高の力に操られていることも知っているので、どんな反動を受けても心乱されることなく、

その心境を主の慈悲と考えます。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、絶対真理者をブ

ラフマン、パラマートマー、最高人格主神という３つの様相として理解している人物が、

tattva-vit（タットゥヴァ・ヴィトゥ）と呼ばれています。至高主との関係にある自分の本当の立場

を知っているからです。 

 

第第第第29292929節節節節         Pa[k*-TaeGauR<aSaMMaU!a"  SaÂNTae   Gau<ak-MaRSau ) 
                        TaaNak*-Tòivdae MaNdaNk*-Tòivà ivcal/YaeTa( )) 29 )) 
 

prakåter guëa-sammüòhäù 

sajjante guëa-karmasu 

tän akåtsna-vido mandän 

kåtsna-vin na vicälayet 
 

prakåteù—物質自然の; guëa—様式によって; sammüòhäù—物質との同一視によって騙さ

れて ; sajjante—彼らは従事する ; guëa-karmasu—物質的活動において ; tän—それら ; 

akåtsna-vidaù—貧弱な知識しかない人々; mandän—自己の悟りの理解に怠惰な; kåtsna-vit—

真実の知識を持つ者; na—ではない; vicälayet—刺激させようとすべきである。 
 
訳訳訳訳        物質自然界の様式に惑わされている無知な者は、俗な活動物質自然界の様式に惑わされている無知な者は、俗な活動物質自然界の様式に惑わされている無知な者は、俗な活動物質自然界の様式に惑わされている無知な者は、俗な活動に没頭し、そに没頭し、そに没頭し、そに没頭し、その活動の活動の活動の活動にににに

執着している。彼ら執着している。彼ら執着している。彼ら執着している。彼らのののの義務義務義務義務の遂行の遂行の遂行の遂行は無知ゆえに質的に劣ってはいるが、賢者は彼らの心は無知ゆえに質的に劣ってはいるが、賢者は彼らの心は無知ゆえに質的に劣ってはいるが、賢者は彼らの心は無知ゆえに質的に劣ってはいるが、賢者は彼らの心

を乱してはならない。を乱してはならない。を乱してはならない。を乱してはならない。 
 
解解解解 説説説説  理解力の乏しい人は、鈍感な物質的意識と自分を同じものと見ているために、物

質的な名前や肩書きに縛られています。体は物質自然界が与えた贈り物であり、肉体意識に

囚われすぎている人をマンダ（manda）「精神魂に関する理解のない怠惰な者」といいま

す。無知な人は体を自分と思いこみ、その体とかかわりのある人たちを親族と考え、体が誕

生した場所を崇拝の対象とし、宗教上の慣習に従いさえすればいいと考えています。福祉事

業、国家主義、利他主義は、物質的な肩書きに囚われた人々のためにある活動です。名前や

肩書きに魅了されている彼らは、物質的環境のなかで走りまわっています。そういう人たち
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にとって精神的悟りは作り話の世界であり、興味さえわきません。しかし精神生活をしなが

ら啓発されている人々は、俗なことに没頭している彼らを刺激すべきではありません。黙々

と、自分の精神的活動をまっとうすべきです。混乱した彼らは、非暴力、またそれに類した

博愛主義をなによりも尊い道徳律として行動します。 

無知な人々にはクリシュナ意識の活動の真価がわからないため、主クリシュナは、彼らを

混乱させて貴重な時間を無駄にしないよう助言しています。しかし献愛者は主よりも優しい

心を持っています。主の思いをよく知っているからです。だからこそ危険を承知で活動し、

無知な人々をクリシュナ意識に導くため彼らに近づきます。クリシュナ意識の活動こそ、人

類にとって欠かせないものなのです。 

 

第第第第30303030節節節節          MaiYa SavaRi<a k-MaaRi<a SaNNYaSYaaDYaaTMaceTaSaa ) 
   iNaraXaqiNaRMaRMaae  >aUTva  YauDYaSv ivGaTaJvr" )) 30 )) 

 
mayi sarväëi karmäëi 

sannyasyädhyätma-cetasä 

niräçér nirmamo bhütvä 

yudhyasva vigata-jvaraù 
 

mayi—私に; sarväëi—あらゆる種類の; karmäëi—活動; sannyasya—完全に捨て去ってい

る; adhyätma—自己に関する完全な知識と共に; cetasä—意識によって; niräçéù—利益を望ま

ず ; nirmamaù— 所 有 権 を 主 張 せ ず ; bhütvä— そ の よ う に い る ; yudhyasva— 戦 う ; 

vigata-jvaraù—無気力にならずに。 
 
訳訳訳訳        だからだからだからだからアルジュナよ。なにをするにしてもわたしのためにして、わたしに関する完アルジュナよ。なにをするにしてもわたしのためにして、わたしに関する完アルジュナよ。なにをするにしてもわたしのためにして、わたしに関する完アルジュナよ。なにをするにしてもわたしのためにして、わたしに関する完

全な知識をそなえ、利益を求めず､所有権を主張せず、無気力から脱して戦え。全な知識をそなえ、利益を求めず､所有権を主張せず、無気力から脱して戦え。全な知識をそなえ、利益を求めず､所有権を主張せず、無気力から脱して戦え。全な知識をそなえ、利益を求めず､所有権を主張せず、無気力から脱して戦え。 
 
解解解解    説説説説        この節は『バガヴァッド・ギーター』の目的をはっきり示しています。主は、軍

紀に従うように完全にクリシュナ意識になって義務をまっとうせよ、と教えています。その

教えに従うには多少の困難がともなうかもしれませんが、それでも、それが生命体の本来の

立場ですから、クリシュナに完全に身をゆだねて義務をはたさなくてはなりません。生命体

は至高主と協力しなければ、一人では幸せになれません。主の望みに従うことが生命体の永

遠で本来の立場だからです。だからアルジュナは、あたかも指揮官としてふるまう主クリシ

ュナから戦うよう命じられたのです。至高主の神聖な意志のためにすべてを犠牲にし、同時

に、所有権を主張せずに定められた義務をはたさなくてはなりません。アルジュナは主の命

令を自分なりに解釈する必要はありませんでした。その命令を実行しさえすればよかったの

です。至高主はすべての魂の魂です。個人的な思いにこだわらずに至高の魂に身をゆだねる
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人、つまり完全にクリシュナ意識の人は adhyätma-cetas（アデャートゥマ・チェータス）と呼ばれ

ます。Niräçéù（ニラーシーヒ）は、主人の命令どおりに行動しなくてはならない、しかし、そ

の結果を期待してはいけない、という意味です。会社の経理担当者は社⻑のために巨額の金

を扱いますが、１円たりとも自分のものとは思いません。同じように、この世にあるものす

べては個人のものではなく、至高主のものであることを肝に銘じておかなくてはなりません。

それが mayi（マイ）「わたしに」という言葉の本当の意味です。そのように理解してクリシ

ュナ意識で行動すれば、どのようなものでも自分の財産であると主張しなくなるのは当然で

す。この意識を nirmama（ニルマナ）（なにも自分のものではない、の意味）と呼ばれます。

そして、身体的なつながりを持つ親族に囚われないその厳格な教えに従えないのなら、その

ためらいは捨てなくてはなりません。そうすればやがて vigata-jvara（ヴィガタ・ジヴァラ）に、

すなわち「熱病や怠惰に冒されていない人物」になります。だれでも自分の気質や地位にふ

さわしい仕事をしており、またそのような義務はどれも、これまで述べたように、クリシュ

ナ意識のなかで実行することができます。それが私たちを解放への道に導いてくれるのです。 

 

第第第第31313131節節節節        Yae  Mae  MaTaiMad&  iNaTYaMaNauiTaïiNTa  MaaNava" ) 
 é[ÖavNTaae_NaSaUYaNTaae MauCYaNTae Tae_iPa  k-MaRi>a" )) 31 )) 

 
ye me matam idaà nityam 

anutiñöhanti mänaväù 

çraddhävanto 'nasüyanto 

mucyante te 'pi karmabhiù 
 
 ye—〜である者達; me—私の; matam—教え; idam—これら; nityam—永遠の役目として; 

anutiñöhanti—定期的に実行する ; mänaväù—人類 ; çraddhä-vantaù—信念と献愛の心で ; 

anasüyantaù—嫉妬することなく; mucyante—自由になる; te—それらすべて; api—〜でさえ; 

karmabhiù—果報的活動の法則による束縛から。 
 
訳訳訳訳        わたしの命令に従って義務をわたしの命令に従って義務をわたしの命令に従って義務をわたしの命令に従って義務をまっとうしまっとうしまっとうしまっとうし、嫉妬、嫉妬、嫉妬、嫉妬せずにせずにせずにせずにこの教えに忠実に従う者は、この教えに忠実に従う者は、この教えに忠実に従う者は、この教えに忠実に従う者は、

活動の結果に縛られなくなる。活動の結果に縛られなくなる。活動の結果に縛られなくなる。活動の結果に縛られなくなる。 
 
解解解解    説説説説  最高人格主神クリシュナの命令は全ヴェーダ知識の真髄ですから、例外なく、永

遠に真実です。ヴェーダが永遠であるように、クリシュナ意識という真理も永遠です。私た

ちは、主を妬むことなく、この教えに堅い信念を持たなくてはなりません。『バガヴァッド・

ギーター』の解説書を書く哲学者はたくさんいますが、じつはそのだれ一人としてクリシュ

ナに信念がありません。彼らは物質的な活動から決して解放されません。いっぽう、たとえ

凡人でも主の永遠な命令に堅い信念がありさえすれば、その命令が実行できなくても、カル
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マの法則の束縛から解放されます。クリシュナ意識をはじめたばかりでは、主の命令を正し

くやりとおせないかもしれませんが、この原則に反感を感じずに、また挫折や絶望にくじけ

ずに誠実に修練する人は、かならず純粋なクリシュナ意識の境地に高められていきます。 

 

第第第第32323232節節節節         Yae TveTad>YaSaUYaNTaae NaaNauiTaïiNTa Mae MaTaMa( ) 
 SavRjaNaivMaU!a&STaaiNviÖ   NaíaNaceTaSa" )) 32 )) 

 
ye tv etad abhyasüyanto 

nänutiñöhanti me matam 

sarva-jïäna-vimüòhäàs tän 

viddhi nañöän acetasaù 
 

ye—〜である者達; tu—しかし; etat—これ; abhyasüyantaù—嫉妬心から; na—〜しない; 

anutiñöhanti—定期的に実行する; me—私の; matam—命令; sarva-jïäna—あらゆる種類の知

識; vimüòhän—完全に騙されて; tän—彼らは; viddhi—それをよく知る; nañöän—すべて破滅

して; acetasaù—クリシュナ意識無しで。 
 
訳訳訳訳        しかし、しかし、しかし、しかし、ねたみねたみねたみねたみ心のためにこ心のためにこ心のためにこ心のためにこの教えをの教えをの教えをの教えを軽んじ軽んじ軽んじ軽んじ、規則正しく従わない者たちは知識、規則正しく従わない者たちは知識、規則正しく従わない者たちは知識、規則正しく従わない者たちは知識

ををををすべてすべてすべてすべて奪奪奪奪われわれわれわれ、騙され、完成を、騙され、完成を、騙され、完成を、騙され、完成を求める求める求める求める努力は努力は努力は努力はくじかれるくじかれるくじかれるくじかれる。。。。 
 
解解解解    説説説説  クリシュナ意識ではないことの欠点がここで明言されています。最高幹部の命令

に従わなければ罰せられるように、最高人格主神の命令に従わなければかならず罰せられま

す。従わない人は、どれほどの権力者であっても、頭脳が空っぽのため、自分のことはおろ

か、至高のブラフマン、パラマートマー、人格主神のことも知りません。そのような人が完

成を達成する見こみはまったくありません。 

 

第第第第33333333節節節節        Sad*Xa&   ceíTae   SvSYaa"  Pa[k*-TaejaRNavaNaiPa ) 
 Pa[k*-iTa& YaaiNTa >aUTaaiNa iNaGa]h" ik&- k-irZYaiTa )) 33 )) 

 
sadåçaà ceñöate svasyäù 

prakåter jïänavän api 

prakåtià yänti bhütäni 

nigrahaù kià kariñyati 
 

sadåçam—〜に応じて ; ceñöate—試みる ; svasyäù—自分自身で ; prakåteù—自然の様式 ; 

jïäna-vän—博識な; api—〜ではあるが; prakåtim—自然; yänti—経験する; bhütäni—全生命

体; nigrahaù—抑圧; kim—何; kariñyati—出来る。 
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訳訳訳訳        知識知識知識知識あるあるあるある者でさえ自分の性格のままに行動する。だれであっても、三様式をとお者でさえ自分の性格のままに行動する。だれであっても、三様式をとお者でさえ自分の性格のままに行動する。だれであっても、三様式をとお者でさえ自分の性格のままに行動する。だれであっても、三様式をとお

してしてしてして得た得た得た得た性格性格性格性格にににに従う従う従う従うからである。抑圧からなにが得られるだろうか。からである。抑圧からなにが得られるだろうか。からである。抑圧からなにが得られるだろうか。からである。抑圧からなにが得られるだろうか。 
 
解解解解    説説説説  主が第８章（第 14 節）で確証しているように、クリシュナ意識という超越的な

境地にいなければ、物質自然界の様式の影響から逃れることはできません。ですから、どれ

ほどの高等教育を受けようと、俗な考えにこだわっていれば、理論上の知識に頼っても、肉

体と魂を切りはなして考えてもマーヤーの束縛からは逃れられません。科学を知っているふ

りをするいわゆるスピリチュアリストはたくさんいますが、心のなか、あるいは私生活では

自然の様式に完全に縛られ、自力で抜けだすことはできません。学術的に博識でも、物質自

然界と⻑くかかわってきたために束縛されているのです。クリシュナ意識は、たとえ私たち

が物質界で自分の義務をはたしても、解放できるよう助けてくれます。ですから、完全にク

リシュナ意識にならないかぎり定められた義務を放棄してはなりませんし、なすべき義務を

唐突に放棄し、ヨーギーや見せかけの超越主義者になるべきでもありません。自分の立場を

変えずに、優れた指導者の訓練を受けつつクリシュナ意識に到達する努力を続けるほうがい

いのです。そうすることで、クリシュナのマーヤーの支配から解放されます。 

 

第第第第34343434節節節節         wiNd]YaSYaeiNd]YaSYaaQaeR raGaÜezaE VYaviSQaTaaE ) 
             TaYaaeNaR  vXaMaaGaC êtaaE  ùSYa PairPaiNQaNaaE )) 34 )) 
 

indriyasyendriyasyärthe 

räga-dveñau vyavasthitau 

tayor na vaçam ägacchet 

tau hy asya paripanthinau 
 

indriyasya—感覚の ; indriyasya arthe—感覚の対象物に; räga—執着 ; dveñau—無執着も ; 

vyavasthitau—制御する; tayoù—それらの; na—決して〜ない; vaçam—支配; ägacchet—来るべ

きである; tau—それら; hi—確かに; asya—彼の; paripanthinau—障害。 
 
訳訳訳訳        感覚と感覚の対象物に対する執着や嫌悪心を抑制する原則がある。執着や嫌悪心感覚と感覚の対象物に対する執着や嫌悪心を抑制する原則がある。執着や嫌悪心感覚と感覚の対象物に対する執着や嫌悪心を抑制する原則がある。執着や嫌悪心感覚と感覚の対象物に対する執着や嫌悪心を抑制する原則がある。執着や嫌悪心

に動かされてはならない。自己の悟りの道をに動かされてはならない。自己の悟りの道をに動かされてはならない。自己の悟りの道をに動かされてはならない。自己の悟りの道をさまたげさまたげさまたげさまたげるからである。るからである。るからである。るからである。 
 
解解解解    説説説説  クリシュナ意識の人は、物質的な感覚満足にかかわることをいやがります。しか

しクリシュナ意識ではない人でも、啓示経典にある規則や原則に従わなくてはなりません。

感覚を好きなだけ楽しめば物質的な束縛を受けることになりますが、啓示経典の規則や原則

に従う人は感覚の対象物に縛られません。性的な楽しみは条件づけられた魂にとって必要で、

結婚のちぎりをとおして許されています。経典は妻以外との性的関係を禁止しています。妻
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以外の女性は自分の⺟親として見なくてはなりません。しかしその教えがあるのに、妻以外

の女性と性的関係を結ぶ男性がいます。その気持ちは抑えなくてはなりません。抑えられな

ければ自己を悟る道の障害になります。体を持っているかぎり、その体が必要とするものは

許されるべきですが、それも規則に従っていなくてはなりません。しかしその規則に頼るの

もよくありません。規則や原則には執着することなく従うべきです。抑制しながら感覚を満

たすことでも堕落しかねないからです――楽な道だから事故にあわない、とは言えません。

入念に整備されていても、いちばん安全な道だから危険がないとは保証できません。感覚を

楽しむ気持ちは、物質とのかかわりのために遠い昔から⻑く私たちのなかに居座っています。

抑制しつつ感覚を楽しんでも堕落するおそれはいくらでもあります。ですから、たとえ抑制

したうえでの感覚の楽しみであっても、それらに執着するのはなんとしても避けなくてはな

りません。しかしクリシュナ意識への執着は、すなわちクリシュナへの愛情奉仕での活動は、

すべての感覚的活動から私たちを引きはなしてくれます。ですから、どのような生活をして

いてもクリシュナ意識から離れてはなりません。感覚への執着から解放される目的は、最終

的にクリシュナ意識に固定されることにあります。 

 

第第第第35353535節節節節         é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( ) 
             SvDaMaeR  iNaDaNa&  é[eYa"   ParDaMaaeR >aYaavh" )) 35 )) 
 

çreyän sva-dharmo viguëaù 

para-dharmät sv-anuñöhität 

sva-dharme nidhanaà çreyaù 

para-dharmo bhayävahaù 
 

çreyän—遙かに優れている; sva-dharmaù—自分に定められた義務; viguëaù—不完全であっ

ても; para-dharmät—他人のために定められた義務よりも; su-anuñöhität—完璧に為されて; 

sva-dharme—自分に定められた義務において; nidhanam—破滅 ; çreyaù—〜より優れて ; 

para-dharmaù—他人のために定められた義務; bhaya-ävahaù—危険な。 
 
訳訳訳訳        他人の義務を他人の義務を他人の義務を他人の義務を完璧に完璧に完璧に完璧にはたすよりも、たとえ不完全でも自分の義務をまっとうするはたすよりも、たとえ不完全でも自分の義務をまっとうするはたすよりも、たとえ不完全でも自分の義務をまっとうするはたすよりも、たとえ不完全でも自分の義務をまっとうする

ほうがはるかにほうがはるかにほうがはるかにほうがはるかにいいいいいいいい。他人。他人。他人。他人のののの義務義務義務義務をはたしてをはたしてをはたしてをはたして滅びる滅びる滅びる滅びるよりは、自分がなすべき義務をまよりは、自分がなすべき義務をまよりは、自分がなすべき義務をまよりは、自分がなすべき義務をまっっっっ

とうしとうしとうしとうしてててて滅びる滅びる滅びる滅びるほうがはるかに優れている。他人の道を歩くのは危険だからである。ほうがはるかに優れている。他人の道を歩くのは危険だからである。ほうがはるかに優れている。他人の道を歩くのは危険だからである。ほうがはるかに優れている。他人の道を歩くのは危険だからである。 
 
解解解解    説説説説  他人の義務を遂行するのではなく、完全なクリシュナ意識で自分の義務をはたす

べきです。ふつう「定められた義務」とは、物質自然界の様式という魔力が作りだす心理状

態に応じた義務を指します。いっぽう精神的義務とは、精神指導者が命じたクリシュナへの

超越的奉仕を指します。しかし物質・精神どちらでも、他人のためにある義務を遂行するよ
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りは、最期を迎えるまで、自分に定められた義務はまっとうしなくてはなりません。義務そ

のものは精神生活と物質生活では違うかもしれませんが、権威ある指示に従う原則は、いつ

でも優れた結果をもたらすものです。物質自然界の様式に惑わされているうちは、状況に応

じて自分に用意された規則に従うべきであり、他人をまねるのはまちがっています。たとえ

ば、徳の様式にいるブラーフマナは暴力をふるいませんが、激情の様式にいるクシャトリヤ

はそれが許されています。クシャトリヤにとって、非暴力の原則に従うブラーフマナをまね

るよりは、暴力の原則に従って死ぬほうが優れている、ということです。だれでも徐々に（唐

突にではなく）心を純粋にしなくてはなりません。しかし、物質自然界の様式を超え、クリ

シュナ意識に没頭している人は、ほんものの精神指導者に導かれてなんでもします。そのよ

うな完璧なクリシュナ意識にいれば、クシャトリヤがブラーフマナとして、あるいはブラー

フマナがクシャトリヤとして行動することもできます。超越的な境地にいれば、物質界にあ

る違いは適用されません。たとえば、ヴィシュヴァーミトゥラ（Viçvämitra）はもともと

クシャトリヤでしたが、のちにブラーフマナとして行動し、またパラシュラーマ

（Paraçuräma）はブラーフマナだったけれどものちにクシャトリヤとして行動しています。

どちらも超越的な境地にいたからこそありえたことです。しかし、物質的な段階にいる人は、

物質自然界の様式のなかで自分の義務をまっとうしなくてはなりません。そして同時に、完

全なクリシュナ意識の感覚を身につけるのです。 

 

第第第第36363636節節節節              AJauRNa ovac 
    AQa  ke-Na  Pa[Yau¢-ae_Ya& PaaPa& criTa PaUåz" ) 
    AiNaC^àiPa vaZ<aeRYa bl/aidv iNaYaaeiJaTa" )) 36 )) 

 
arjuna uväca 

atha kena prayukto 'yaà 

päpaà carati püruñaù 

anicchann api värñëeya 

baläd iva niyojitaù 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; atha—では; kena—何によって; prayuktaù—駆られ

て; ayam—人; päpam—罪; carati—する; püruñaù—人; anicchan—望んでいない; api—〜では

あるが; värñëeya—ヴリシュニの子孫よ; balät—力ずくで; iva—〜のように; niyojitaù—従事

して。 
 
訳訳訳訳        アルジュナが尋ねます。「ヴリシュニの子孫よ。人はなんに駆られて罪なことをアルジュナが尋ねます。「ヴリシュニの子孫よ。人はなんに駆られて罪なことをアルジュナが尋ねます。「ヴリシュニの子孫よ。人はなんに駆られて罪なことをアルジュナが尋ねます。「ヴリシュニの子孫よ。人はなんに駆られて罪なことを

してしまうのでしょうか。望んでもいないのに、またなにかに強いられるように」してしまうのでしょうか。望んでもいないのに、またなにかに強いられるように」してしまうのでしょうか。望んでもいないのに、またなにかに強いられるように」してしまうのでしょうか。望んでもいないのに、またなにかに強いられるように」 
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解解解解    説説説説  生命体は至高者の部分体ですから、本来は精神的で、純粋で、物質的な穢（けが）

れはいっさいありません。魂はもともと物質界の罪にはまみれていないのです。ところが、

物質自然界にかかわると、ためらうことなくどんな罪でも犯し、ときには望んでもいないの

に悪事を働くこともあります。アルジュナがクリシュナに向けた生命体の歪んだ性質に関す

る質問には、悲観的に見るのではなく、楽観視しているきもちがうかがえます。生命体自身

は罪なことはしたくないと思っている、それでも強いられて罪を犯してしまう、というわけ

ですから。しかし罪な活動は私たちの心にいる至高の魂が仕向けているのではありません。

次の節で主が説明するように、別の原因があるのです。 

 

第第第第37373737節節節節               é[q>aGavaNauvac 
   k-aMa  Wz  §-aeDa  Wz rJaaeGau<aSaMauÙv" ) 
   MahaXaNaae MahaPaaPMaa ivÖyeNaiMah vEir<aMa( )) 37 )) 

 
 çré-bhagavän uväca 

käma eña krodha eña 

rajo-guëa-samudbhavaù 

mahäçano mahä-päpmä 

viddhy enam iha vairiëam 
 

çri-bhagavän uväca—人格主神が言った; kämaù—欲望; eñaù—これ; krodhaù—強い怒り; 

eñaù—これ; rajaù-guëa—激情の様式; samudbhavaù—〜から生まれて; mahä-açanaù—すべて

を食い尽くす; mahä-päpmä—ひじょうに罪深い; viddhi—知る; enam—これ; iha—物質界で; 

vairiëam—最大の敵。 
 
訳訳訳訳        最高人格主神が答えました。「アルジュナよ。そ最高人格主神が答えました。「アルジュナよ。そ最高人格主神が答えました。「アルジュナよ。そ最高人格主神が答えました。「アルジュナよ。それはれはれはれは欲望欲望欲望欲望のしわざのしわざのしわざのしわざである。激情である。激情である。激情である。激情

の様式とかかわることで生じ、のちに激しい怒りの様式とかかわることで生じ、のちに激しい怒りの様式とかかわることで生じ、のちに激しい怒りの様式とかかわることで生じ、のちに激しい怒りへと変貌しへと変貌しへと変貌しへと変貌し、この世界のすべてを食い、この世界のすべてを食い、この世界のすべてを食い、この世界のすべてを食い

つくす罪深い敵である」つくす罪深い敵である」つくす罪深い敵である」つくす罪深い敵である」 
 
解解解解 説説説説  生命体が物質創造界とかかわる、つまり激情の様式とかかわると、クリシュナへ

の永遠な愛情が欲望に変わります。神への愛情が欲望に変わるのは、酸味のあるタマリンド

と混ざったミルクがヨーグルトに変質する様子に似ています。そしてさらに、欲望が満たさ

れなければ激しい怒りに変わり、怒りは幻想へと姿を変え、幻想が魂を物質存在にさらに縛

りつけます。このように、欲望は生命体にとって最大の敵であり、純粋な生命体を物質界に

縛りつける要因はただ一つ、欲望です。激しい怒りは無知の様式の表われです。これらの様

式は激しい怒りや別の結果となって表われます。ですから、激情の様式を無知の様式に堕落

させるのではなく、定められた生活や行動の仕方に従って徳の様式に高められれば、精神的
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な執着をとおして激しい怒りによる堕落から救われます。 

最高人格主神は、無限に高まる精神的喜びを味わうためにみずからを分身させましたが、

生命体もその喜びの部分体です。生命体にもかぎられた自主性がそなわっていますが、その

自主性をまちがって使うと、つまり仕える心が感覚を満たす方向に向けられると、欲望に操

られるようになります。物質創造界は、条件づけられた魂が欲望を満たせるよう主によって

作られましたが、はてしない欲望に駆られた活動に挫折した生命体は、自分の本来の立場に

ついて問うようになります。 

その質問が『ヴェーダンタ・スートラ』のはじめに athäto brahma jijïäsä（アタハートー ブ

ラフマ ジギャーサー）「至高者について問わなくてはならない」という言葉で表現されていま

す。その至高者は『シュリーマド・バーガヴァタム』で、janmädy asya yato 'nvayäd itarataç 

ca（ジャンマーディ アッシャ ヤトー ンヴァヤードゥ イタラタシュ チャ）、すなわち「万物の根源は

至高のブラフマンである」と定義されています。ですから元をたどれば欲望の源も至高者で

す。欲望が至高者への愛情に変化したら、つまりクリシュナ意識に変化したら――さらに言

葉を変えれば、すべてをクリシュナのために望めば――欲望も怒りも精神化します。主ラー

マの偉大な召使いハヌマーン（Hanumän）は、その怒りを発散してラーヴァナの⻩金の都

市を焼きつくし、そして主の偉大な献愛者になりました。『バガヴァッド・ギーター』でも

主はアルジュナに、主の満足のために怒りを敵にぶつけるよう促しています。ですから、欲

望も怒りもクリシュナ意識のために使われれば、敵ではなく、友人になるのです。 

 

第第第第38383838節節節節          DaUMaeNaaiv]YaTae  viöYaRQaadXaaeR  Male/Na c  ) 
  YaQaaeLbeNaav*Taae Ga>aRSTaQaa TaeNaedMaav*TaMa( )) 38 )) 

 
dhümenävriyate vahnir 

yathädarço malena ca 

yatholbenävåto garbhas 

tathä tenedam ävåtam 
 

dhümena— 煙 に よっ て ; ävriyate— 覆 われ て い る ; vahniù— 火 ; yathä— 〜の よ う に ; 

ädarçaù—鏡; malena—埃によって; ca—もまた; yathä—〜のように; ulbena—子宮によって; 

ävåtaù—覆われている; garbhaù—胎児; tathä—そのように; tena—欲望によって; idam—この; 

ävåtam—覆われている。 
 
訳訳訳訳        火が煙に包まれているように、鏡が埃に覆われているように、胎児が子宮に包ま火が煙に包まれているように、鏡が埃に覆われているように、胎児が子宮に包ま火が煙に包まれているように、鏡が埃に覆われているように、胎児が子宮に包ま火が煙に包まれているように、鏡が埃に覆われているように、胎児が子宮に包ま

れているように、生命体はさまざまな程度の欲望によって覆われているれているように、生命体はさまざまな程度の欲望によって覆われているれているように、生命体はさまざまな程度の欲望によって覆われているれているように、生命体はさまざまな程度の欲望によって覆われている。 
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解解解解    説説説説  生命体の純粋な意識を曇らせる３つの段階の覆いがあります。それは、火のなか

の煙、鏡のうえの埃、胎児を包む子宮といった、さまざまな形で表われている欲望です。欲

望が火と比較されるのは、生命体の火花がかすかに見られる状態です。言いかえると、生命

体が少しでもクリシュナ意識を表わすとき、それは煙に包まれている火に例えられる、とい

うことです。煙があるところには火もありますが、最初は火をはっきり見ることができませ

ん。これがクリシュナ意識の始まりです。鏡のうえの埃は、多くの方法をとおして心の鏡を

きれいにする手段を指しています。もっとも優れた方法は主の聖なる名前を唱えることです。

子宮に包まれている胎児は、自分では動けないほど無力のため、どうすることもできない状

態を表わしています。これは木とも比較されます。木も生命体ですが、激しい欲望ゆえにそ

の状態に入れられ、無意識に近い状態になっています。覆われた鏡は鳥や動物、煙に包まれ

た火は人間と比較できます。人間になった生命体はわずかにクリシュナ意識をよみがえらせ

ることができ、さらに意識が高まれば、精神生活の火をさらに高く燃えあがらせることがで

きます。火のなかの煙を注意深く取りされば、火の勢いは増します。人間生活は、生命体が

物質存在の束縛から逃れられる絶好の機会だということです。有能な先導者に導かれてクリ

シュナ意識をはぐくみ、敵を、すなわち欲望を克服することができるのです。 

 

第第第第39393939節節節節         Aav*Ta& jaNaMaeTaeNa jaiNaNaae iNaTYavEir<aa ) 
k-aMaæPae<a  k-aENTaeYa duZPaUre<aaNale/Na c )) 39 )) 

 
ävåtaà jïänam etena 

jïänino nitya-vairiëä 

käma-rüpeëa kaunteya 

duñpüreëänalena ca 
 

ävåtam—覆われて ; jïänam—純粋な意識 ; etena—これによって ; jïäninaù—知る者の ; 

nitya-vairiëä—永遠の敵によって; käma-rüpeëa—欲望という姿で; kaunteya—クンティーの子よ; 

duñpüreëa—決して満足させられない; analena—火によって; ca—もまた。 
 
訳訳訳訳        このように、賢い生命体の純粋な意識は、欲望という姿の永遠の敵によって覆わこのように、賢い生命体の純粋な意識は、欲望という姿の永遠の敵によって覆わこのように、賢い生命体の純粋な意識は、欲望という姿の永遠の敵によって覆わこのように、賢い生命体の純粋な意識は、欲望という姿の永遠の敵によって覆わ

れている。決して満足せず、火のように燃えさかる欲望によって。れている。決して満足せず、火のように燃えさかる欲望によって。れている。決して満足せず、火のように燃えさかる欲望によって。れている。決して満足せず、火のように燃えさかる欲望によって。 
 
解解解解    説説説説  『マヌ・スムリティ』は、「どれほどの快楽を与えても欲望は決して満足しない、

燃える火に燃料を注げばその火はぜったいに消えないように」と表現しています。物質界の

すべての活動の中心はセックスで、このことから物質界は maithunya-ägära（マイトゥニャ・

アーガーラ）「性生活という足かせ」と呼ばれています。刑務所では囚人たちが檻のなかに閉

じこめられています。同じように、主の法則に従わない罪人たちは性生活という足かせで縛
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りつけられています。感覚満足を基盤にした物質文明の発展は、生命体をさらに物質存在に

縛りつけているということです。ですから、この欲望は生命体を物質界に閉じこめる無知の

象徴です。快楽を満たしているときは幸せだと思っているのですが、じつは、楽しんでいる

本人にはその幸福感は究極の敵なのです。 

 

第第第第40404040節節節節         wiNd]Yaai<a MaNaae buiÖrSYaaiDaïaNaMauCYaTae ) 
             WTaEivRMaaehYaTYaez  jaNaMaav*TYa  deihNaMa( )) 40 )) 
 

indriyäëi mano buddhir 

asyädhiñöhänam ucyate 

etair vimohayaty eña 

jïänam ävåtya dehinam 
 

indriyäëi—諸感覚; manaù—心; buddhiù—知性; asya—この欲望の; adhiñöhänam—位

置する場所; ucyate—〜と呼ばれる; etaiù—これらすべてによって; vimohayati—惑わ

せる; eñaù—この欲望; jïänam—知識; ävåtya—覆っている; dehinam—肉体に覆われた

者の。  
 
訳訳訳訳        感覚、心、知性が、欲望の居場所である。欲望はこれらをとおし感覚、心、知性が、欲望の居場所である。欲望はこれらをとおし感覚、心、知性が、欲望の居場所である。欲望はこれらをとおし感覚、心、知性が、欲望の居場所である。欲望はこれらをとおして生命体の真のて生命体の真のて生命体の真のて生命体の真の

知識を覆いかくし、惑わせている。知識を覆いかくし、惑わせている。知識を覆いかくし、惑わせている。知識を覆いかくし、惑わせている。 
 
解解解解 説説説説  敵は、条件づけられた魂の体内の各部を戦略の要所として居座っており、だから

主クリシュナはその要所を私たちに教えています。その教えに従えば敵の居所を突きとめ、

取りもどすことができます。心は感覚の活動の中心ですから、感覚の話題を聞けば聞くほど

心のなかに快楽の情報がたまっていき、心と感覚が欲望の収納庫になっていきます。次に、

知性が、欲望を満たす願望をかなえる中枢になります。知性は精神魂と並ぶ隣人です。欲望

に影響された知性は、精神魂に偽の自我を植えつけて物質と自分を同一視させようとします。

その結果、精神魂は心と感覚が自分だと思いこみ、感覚を楽しみ、それが本当の幸福だと思

うようになります。精神魂のまちがったこの同一視が、『シュリーマド・バーガヴァタム』

（第10編・第84章・第13節）で巧みに説明されています。 
 

yasyätma-buddhiù kuëape tri-dhätuke 

sva-dhéù kalaträdiñu bhauma ijya-dhéù 

yat-tértha-buddhiù salile na karhicij 

janeñv abhijïeñu sa eva go-kharaù 
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 「３つの物質要素で作られた肉体を自分自身とみなし、肉体の副産物を自分の親族と見な

し、自分が生まれた場所を崇拝できるものと見なし、巡礼地に住む超越的知識を持つ人物に

会うのではなく、沐浴するためだけに聖地を訪ねる者は、ロバや牛のような人間と見なされ

る」 

 

第第第第41414141節節節節         TaSMaatviMaiNd]Yaa<YaadaE iNaYaMYa >arTazR>a ) 
 PaaPMaaNa&  Pa[Jaih ùeNa& jaNaivjaNaNaaXaNaMa( )) 41 )) 

 
tasmät tvam indriyäëy ädau 

niyamya bharatarñabha 

päpmänaà prajahi hy enaà 

jïäna-vijïäna-näçanam 
 

tasmät—ゆえに; tvam—あなた; indriyäëi—感覚; ädau—最初に; niyamya—制御すること

で; bharata-åñabha—バラタの子孫の筆頭者よ; päpmänam—罪という大きな象徴; prajahi—抑

制する; hi—確かに; enam—これ; jïäna—知識の; vijïäna—そして純粋な魂に関する科学的

知識; näçanam—破壊者。 
 
訳訳訳訳        ゆえにバーラタ家の第一人者、アルジュナよ。まずゆえにバーラタ家の第一人者、アルジュナよ。まずゆえにバーラタ家の第一人者、アルジュナよ。まずゆえにバーラタ家の第一人者、アルジュナよ。まず最初に、最初に、最初に、最初に、感覚を感覚を感覚を感覚を調整すること調整すること調整すること調整すること

で罪というこの頑強なで罪というこの頑強なで罪というこの頑強なで罪というこの頑強な象徴象徴象徴象徴（欲望）（欲望）（欲望）（欲望）をををを抑制せ抑制せ抑制せ抑制せよ。そして、よ。そして、よ。そして、よ。そして、このこのこのこの知識と自己の悟りの破壊知識と自己の悟りの破壊知識と自己の悟りの破壊知識と自己の悟りの破壊

者を抹殺するのだ。者を抹殺するのだ。者を抹殺するのだ。者を抹殺するのだ。 
 
解解解解 説説説説     主はアルジュナに、まず感覚を抑制するよう説いています。そうすれば、自己を

悟る意欲と自己に関する特別の知識を破壊する最強で罪深い敵・欲望を征服できるからです。

ギャーナ（jïäna）は、自己ではないものと区別される自己の知識、つまり「精神魂は体で

はない」という知識を指します。そしてヴィギャーナ（vijïäna）は、精神魂の本来の立場

と至高の魂との絆に関する知識を指します。それは『シュリーマド・バーガヴァタム』（第

２編・第９章・第31節）で説明されています。 
 

jïänaà parama-guhyaà me 

yad vijïäna-samanvitam 

sa-rahasyaà tad-aìgaà ca 

gåhäëa gaditaà mayä 
 
 「自己と至高の自己に関する知識はひじょうに奥深く神秘的であるが、その知識と特別の

悟りは、主みずからがさまざまな観点をとおして説明することで達成される」。『バガヴァ
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ッド・ギーター』は、自己に関する一般的な、そして詳細な知識を説いています。生命体は

主の部分体ですから、主に仕えるためだけに存在しています。この考え方がクリシュナ意識

です。ですから、若いころからクリシュナ意識を学ばなくてはなりませんし、そうすること

で完全なクリシュナ意識になり、その理解にもとづいて行動できるようになります。 

欲望は、生命体にもともとそなわっている神への愛情が倒錯して現われているにすぎませ

ん。しかし、幼いころからクリシュナ意識の教育を受ければ、その神への自然な愛情が欲望

に劣化することはありません。神への愛情が欲望に堕落すれば、正常な状態に戻るのはとて

も難しくなります。それでも、クリシュナ意識の修練には強い力がこめられていますから、

晩年からはじめたとしても、献愛奉仕の決まりに従いさえすれば神を愛する人間に変われま

す。ですから、どの年代の人でも、あるいはすぐにはじめたいと自覚した人でも、クリシュ

ナ意識を修練して感覚を抑えることができ、欲望を神への愛情に――人間生活での最高完成

の境地――に変化させることができます。 

 

第第第第42424242節節節節           wiNd]Yaai<a Para<YaahuiriNd]Yae>Ya" Par& MaNa" ) 
                          MaNaSaSTau  Para buiÖYaaeR buÖe" ParTaSTau Sa" )) 42 )) 
 

indriyäëi paräëy ähur 

indriyebhyaù paraà manaù 

manasas tu parä buddhir 

yo buddheù paratas tu saù 
 

indriyäëi—感覚; paräëi—優れて; ähuù—〜と言われている; indriyebhyaù—感覚よりも; 

param—優れて; manaù—心; manasaù—心よりも; tu—もまた; parä—優れて; buddhiù—知性; 

yaù—〜である者; buddheù—知性よりも; parataù—優れて; tu—しかし; saù—彼。 
 
訳訳訳訳        活動している活動している活動している活動している感覚は感覚は感覚は感覚は鈍い鈍い鈍い鈍い物質よりも優れている。心は感覚よりも優れている。知物質よりも優れている。心は感覚よりも優れている。知物質よりも優れている。心は感覚よりも優れている。知物質よりも優れている。心は感覚よりも優れている。知

性は心よりも優れている。そして彼（魂）は、知性よりもさらに優れている。性は心よりも優れている。そして彼（魂）は、知性よりもさらに優れている。性は心よりも優れている。そして彼（魂）は、知性よりもさらに優れている。性は心よりも優れている。そして彼（魂）は、知性よりもさらに優れている。 
 
解解解解 説説説説  感覚は、欲望が放出される器官です。欲望は体内に蓄えられ、やがてさまざまな

感覚をとおして外に吐きだされます。ですから、感覚は体よりも優れていると言えます。こ

の吐きだし口は、より高い意識・クリシュナ意識があるときには使われません。魂はクリシ

ュナ意識でいれば最高人格主神とじかに結ばれています。ですから、体が機能する最終的な

原因は、この節で述べられているように、元をたどれば至高の魂に行きつきます。体の活動

とはじつは感覚の機能を指しているのであり、感覚を止める、とは体のすべての活動を止め

る、ということになります。しかし心はいつも動いているものですから、体が動いていない、

あるいは休んでいても活動しつづけています――夢がそうであるように。しかし心の上には



40 

 

知性による判断があり、知性の上には魂がいます。ですから、魂が至高者のために働いてい

るのであれば、ほかの従属的要素、つまり知性・心・諸感覚も、自然に機能します。『カタ・

ウパニシャッド』にも似た表現があり、そこでは、感覚満足の対象物は感覚よりも優れ、心

は感覚の対象物よりも優れている、と述べられています。ですから、心がいつも主への奉仕

に使われているのであれば、感覚が別のことで機能することはありません。この心の動きに

ついて、paraà dåñövä nivartate（パランム ドゥリシュトゥヴァー ニヴァルタテー）と説明されてい

ます。心が主への崇高な奉仕に使われていれば、低い対象物に向けられる可能性はありませ

ん。『カタ・ウパニシャッド』は、魂をmahän（マハーン）、偉大なる者、と表現しています。

魂はすべてを、すなわち感覚の対象物、感覚、心、知性を越えた存在です。ですから、魂の

本来の立場を理解しさえすれば、すべての問題を解決することができます。 

知性を使って魂の本来の境地を見つけ、ひとたびその答を見つけたら、心をいつもクリシ

ュナ意識に専念させなくてはなりません。それがすべての問題を解決する方法です。初心の

修練者は、感覚の対象物から心を逸らせるように、と教えられますが、それだけではなく、

知性を使って心を強くしなくてはなりません。最高人格主神にすべてをゆだね、知性を働か

せて心をクリシュナ意識に没頭させれば、心は強くなり、ヘビのような強い感覚も、毒牙の

折れたヘビ同然になります。しかし、たとえ魂が知性や心や感覚の主人だとしても、クリシ

ュナ意識のなかでクリシュナとふれあって強くならなければ、心が少しでも刺激を受ければ、

正しい道から逸れる危険性はいつでもあります。 

 

第第第第43434343節節節節        Wv& buÖe" Par& bud(ßa Sa&STa>YaaTMaaNaMaaTMaNaa ) 
 Jaih  Xa}au&  Mahabahae  k-aMaæPa&  duraSadMa( )) 43 )) 

 
evaà buddheù paraà buddhvä 

saàstabhyätmänam ätmanä 

jahi çatruà mahä-bäho 

käma-rüpaà duräsadam 
 

evam—こうして; buddheù—知性に; param—優れた; buddhvä—知っている; saàstabhya—

固定させることで ; ätmänam—心 ; ätmanä—思慮深い知性によって ; jahi—征服する ; 

çatrum—敵; mahä-bäho—強力無双の者よ; käma-rüpam—欲望という姿で; duräsadam—恐る

べき。 
 
訳訳訳訳        強力無双のアルジュナよ。このように、自分が物質的感覚・心・知性を超越して強力無双のアルジュナよ。このように、自分が物質的感覚・心・知性を超越して強力無双のアルジュナよ。このように、自分が物質的感覚・心・知性を超越して強力無双のアルジュナよ。このように、自分が物質的感覚・心・知性を超越して

いる存在いる存在いる存在いる存在であることを知ったうえで、思慮深い精神的知性（クリシュナ意識）であることを知ったうえで、思慮深い精神的知性（クリシュナ意識）であることを知ったうえで、思慮深い精神的知性（クリシュナ意識）であることを知ったうえで、思慮深い精神的知性（クリシュナ意識）によってによってによってによって

心を安定させ、精神的力によって欲望というこの飽心を安定させ、精神的力によって欲望というこの飽心を安定させ、精神的力によって欲望というこの飽心を安定させ、精神的力によって欲望というこの飽くことのない敵を征服せよ。くことのない敵を征服せよ。くことのない敵を征服せよ。くことのない敵を征服せよ。 
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解解解解 説説説説 結論として『バガヴァッド・ギーター』のこの第３章は、私たちは最終的には姿も

形もない無ではなく、最高人格主神の永遠な召使いであると理解させることで私たちをクリ

シュナ意識に導いています。物質界にいる人は、欲望や物質自然界の資源を支配しようとす

る望みにかならず影響されます。支配欲や感覚満足への望みは条件づけられた魂にとって最

大の敵です。しかし、クリシュナ意識の力によって、物質的な感覚・心・知性を抑えること

ができます。唐突に仕事や義務を捨てることはできませんが、クリシュナ意識を徐々に高め

れば、物質的な感覚や心に影響されずに、すなわち自分本来の純粋な正体に向けられた着実

な知性によって、超越的な境地に入ることができます。これがこの章の要旨です。物質的な

未熟な段階にいるかぎり、哲学的推論や、はやりのヨーガのポーズをきわめて感覚を抑制し

ようとするうわべだけの試みは、精神生活を目指す人にはなんの助けにもなりません。高い

知性をとおしてクリシュナ意識で訓練を受けなくてはならないのです。 
 

これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』の第３

章、「カルマ・ヨーガ、すなわちクリシュナ意識における定められた義務の遂行」に関する

要旨解説を終了します。 


