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第４章第４章第４章第４章    

 

超越的知識超越的知識超越的知識超越的知識 

 

第１節第１節第１節第１節                                                      é[q>aGavaNauvac 
wMa&  ivvSvTae  YaaeGa& Pa[ae¢-vaNahMaVYaYaMa( ) 
ivvSvaNMaNave  Pa[ah MaNauir+vak-ve_b]vqTa( )) 1 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

imaà vivasvate yoga 

proktavän aham avyayam 

vivasvän manave präha 

manur ikñväkave 'bravét 
 

çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; imam—これ; vivasvate—太陽神に; yogam—自

分と至高者との関係の科学; proktavän—教えた; aham—私; avyayam—不滅の; vivasvän—ヴ

ィヴァスヴァーン（太陽神の名前）; manave—人類の父親（ヴァイヴァスヴァタという名前）

に; präha—語った; manuù—人類の父親; ikñväkave—イクシュヴァーク王に; abravét—言った。 
 

訳訳訳訳        人格主神、主シュリー・クリシュナが言い人格主神、主シュリー・クリシュナが言い人格主神、主シュリー・クリシュナが言い人格主神、主シュリー・クリシュナが言いました。「わたしは、この不滅のヨーました。「わたしは、この不滅のヨーました。「わたしは、この不滅のヨーました。「わたしは、この不滅のヨー

ガの科学を太陽神ヴィヴァスヴァーンに教え、ヴィヴァスヴァーンは人類の父親マヌにガの科学を太陽神ヴィヴァスヴァーンに教え、ヴィヴァスヴァーンは人類の父親マヌにガの科学を太陽神ヴィヴァスヴァーンに教え、ヴィヴァスヴァーンは人類の父親マヌにガの科学を太陽神ヴィヴァスヴァーンに教え、ヴィヴァスヴァーンは人類の父親マヌに

教えた。そしてマヌは次にイクシュヴァークに教えた」教えた。そしてマヌは次にイクシュヴァークに教えた」教えた。そしてマヌは次にイクシュヴァークに教えた」教えた。そしてマヌは次にイクシュヴァークに教えた」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節から『バガヴァッド・ギーター』の由緒がわかります。『バガヴァッ

ド・ギーター』は、遠い昔、太陽や他の惑星を含むすべての惑星にいる王たちに伝えられ

ました。惑星の王には自分の住⺠を守る責任があり、『バガヴァッド・ギーター』の科学

をよく理解し、市⺠を治め、物質的束縛や欲望から彼らを守らなくてはなりませんでした。

人間生活は、私たちと最高人格主神との永遠な絆にまつわる精神的知識を理解するために

あり、すべての国や惑星の指導者は、教育・⽂化・献愛奉仕をとおして市⺠にこの教えを
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伝えなくてはなりません。言葉を変えれば、国の指導者はクリシュナ意識の科学を世に広

め、人々がこの偉大な科学を活用し、人間生活という絶好の機会を利用して成功の道を追

求できるよう導く立場にある、ということです。 

いまの創造期の太陽神をヴィヴァスヴァーン（Vivasvän）「太陽の王」といい、この太

陽が太陽系内の全惑星の発生源です。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第52節）で述

べられています。 
 

yac-cakñur eña savitä sakala-grahäëäà 

räjä samasta-sura-mürtir açeña-tejäù 

yasyäjïayä bhramati sambhåta-käla-cakro 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
 

主ブラフマーが言っています。「私は最高人格主神、ゴーヴィンダ（クリシュナ）を崇

拝する。主は根源の人物であり、この方の命令のもと、全惑星の王である太陽が計りしれ

ない力と熱を放出している。太陽は主の目を象徴し、主の指示に従って独自の軌道を移動

している」 

太陽はすべての惑星の王で、太陽神（いまの太陽はヴィヴァスヴァーンという名前）が

太陽を統治しており、熱と光を放出することで他の惑星を支配しています。太陽神はクリ

シュナの命令に従って軌道を回り、主クリシュナは最初にヴィヴァスヴァーンを、『バガ

ヴァッド・ギーター』の科学を理解させる最初の弟子としました。ですから、『バガヴァ

ッド・ギーター』は二流の学者のためにある推論哲学ではなく、はるかな昔から継承され

てきた知識の基本的書物です。 

 『マハーバーラタ』（シャーンティ・パルヴァ 第348章・第51−52節）で『バガヴァッ

ド・ギーター』の歴史を辿ることができます。 
 

tretä-yugädau ca tato 

vivasvän manave dadau 

manuç ca loka-bhåty-arthaà 

sutäyekñväkave dadau 

ikñväkuëä ca kathito 

vyäpya lokän avasthitaù 
 

 「トゥレーター・ユガという名の創造期の始めに、至高主との関係を説く科学がヴィヴァ
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スヴァーンからマヌに伝えられた。人類の父マヌは、その科学を息子のマハーラージャ・

イクシュヴァークに伝えた。マハーラージャ・イクシュヴァークは地球の王であり、主ラ

ーマチャンドラが誕生したラグ王家の祖先である」。この記述から、『バガヴァッド・ギ

ーター』がマハーラージャ・イクシュヴァークの時代から人間社会にあったことがわかり

ます。 

いまはカリ・ユガ（43万2,000年存続）で、すでに5,000年が経過しています。この時代

のまえはドゥヴァーパラ・ユガ（80万年存続）、そのまえがトゥレーター・ユガ（120万年

存続）です。このように、200万5,000年前に、マヌが自分の弟子で息子でもあるマハーラ

ージャ・イクシュヴァークという地球の王に『バガヴァッド・ギーター』を語ったことに

なります。現在のマヌの時代は３億530万年存続しますが、すでに１億2,040万年が経過し

ています。マヌが誕生するまえに『バガヴァッド・ギーター』が主から弟子の太陽神ヴィ

ヴァスヴァーンに語られたことが事実だとすれば、『バガヴァッド・ギーター』が語られ

たのは概算で１億2,040万年前、そして人間社会には200万年現存していることになります。

そしてふたたび、5,000年前に主はアルジュナに語りました。これが、『バガヴァッド・ギ

ーター』そのものから理解できる、また語り手の主シュリー・クリシュナの説明から計算

できる『バガヴァッド・ギーター』の年代史です。太陽神ヴィヴァスヴァーンに語られた

理由は、かれもクシャトリヤで、スーリャ・ヴァンシャ・クシャトリヤ（sürya-vaàça kñatriya）

と呼ばれる太陽神の子孫である全シャトリヤの父親だったからです。『バガヴァッド・ギ

ーター』は最高人格主神が語ったためヴェーダと同じであり、収められている知識はアパ

ウルシェーヤ（apauruñeya）、人智を絶していまです。ヴェーダの教えは、人間の解釈を

さしはさむことなくありのままに受けいれなくてはならないため、俗な注釈を加えずに『バ

ガヴァッド・ギーター』を受けいれなくてはなりません。俗な論争者は自分勝手に『バガ

ヴァッド・ギーター』を推測していますが、それは本来の『バガヴァッド・ギーター』で

はありません。この本は、師弟継承をとおしてそのまま受けつぐべきものであり、ここで

も主が太陽神に語り、太陽神が息子のマヌに語り、そしてマヌが息子のイクシュヴァーク

に語った経緯が説明されています。 

 

第２節第２節第２節第２節                               Wv& ParMParaPa[aáiMaMa&   raJazRYaae   ivdu" ) 
Sa k-ale/Naeh MahTaa YaaeGaae Naí" ParNTaPa )) 2 )) 
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evaà paramparä-präptam 

imaà räjarñayo viduù 

sa käleneha mahatä 

yogo nañöaù parantapa 
 

evam—このように; paramparä—師弟継承によって; präptam—受け入れられた; imam—こ

の科学; räja-åñayaù—聖なる王達; viduù—理解した; saù—その知識; kälena—やがて; iha—こ

の世界で; mahatä—偉大な; yogaù—至高主と自分の関係に関する科学; nañöaù—四散した; 

parantapa—敵の征服者、アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳        この至高の科学は師弟継承をとおして受けつがれ、聖なる王たちはその方法に従この至高の科学は師弟継承をとおして受けつがれ、聖なる王たちはその方法に従この至高の科学は師弟継承をとおして受けつがれ、聖なる王たちはその方法に従この至高の科学は師弟継承をとおして受けつがれ、聖なる王たちはその方法に従

って内容を理解してきた。しかしやがてその継承は途絶え、この科学はって内容を理解してきた。しかしやがてその継承は途絶え、この科学はって内容を理解してきた。しかしやがてその継承は途絶え、この科学はって内容を理解してきた。しかしやがてその継承は途絶え、この科学は失われた失われた失われた失われたようにようにようにように

見える。見える。見える。見える。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  ここで明記されているのは、『バガヴァッド・ギーター』は聖なる王たちの

ためにあったということです。王には市⺠を統治する責任があったからです。もちろん『バ

ガヴァッド・ギーター』は、だれのためにもならない勝手な解釈を加えてこの本の価値を

おとしめるような、邪悪な人間たちのためにあるわけではありません。無節操な解説者の

ために本来の目的が台無しにされるときに、師弟継承を再確立させる必要が生じます。

5,000年前、その師弟継承が途絶えたことに主自身が気づき、『バガヴァッド・ギーター』

の目的が失われたように思われる、と宣言しました。同じように、いまは数多くの『バガ

ヴァッド・ギーター』が（特に英語で）作られていますが、ほとんどは権威ある師弟継承

に従っているものではありません。通俗な学者たちが書いた解説書は掃いて捨てるほどあ

りますが、そのほとんどが最高人格主神クリシュナを受けいれていません。ところが、シ

ュリー・クリシュナの言葉を使って金儲けをしている。神を信じていないのに神の財産を

楽しむ彼らの生き方は悪魔的です。いま英語版の『バガヴァッド・ギーター』が必要とさ

れ、そしてその要求に応えるため、パランパラー（師弟継承）の伝承方法に従ってこの『バ

ガヴァッド・ギーター ありのままの教え』が出版されました。『バガヴァッド・ギーター』

は――ありのままに受けいれれば――人類にとって素晴らしい恩恵となります。しかし、

単なる哲学的推論として受けいれられるのであれば、時間の無駄にすぎません。 
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第第第第３３３３節節節節                              Sa WvaYa& MaYaa Tae_Û YaaeGa" Pa[ae¢-"  PauraTaNa" ) 
>a¢-ae_iSa Mae Sa%a ceiTa rhSYa& ùeTadutaMaMa( )) 3 )) 

 

sa eväyaà mayä te 'dya 

yogaù proktaù purätanaù 

bhakto 'si me sakhä ceti 

rahasyaà hy etad uttamam 
 

saù—同じこと; eva—確かに; ayam—これ; mayä—私によって; te—あなたに; adya—今日; 

yogaù—ヨーガの科学; proktaù—語られて; purätanaù—非常に古い; bhaktaù—献愛者; asi—

あなたは〜である; me—私の; sakhä—友人; ca—もまた; iti—ゆえに; rahasyam—神秘; hi—

確かに; etat—これ; uttamam—超越的。 
 

訳訳訳訳        至高者との絆を説く太古の科学が、きょう、わたしからあなたに伝えられる。あ至高者との絆を説く太古の科学が、きょう、わたしからあなたに伝えられる。あ至高者との絆を説く太古の科学が、きょう、わたしからあなたに伝えられる。あ至高者との絆を説く太古の科学が、きょう、わたしからあなたに伝えられる。あ

なたはわたしの献愛者、そして友だから、この科学なたはわたしの献愛者、そして友だから、この科学なたはわたしの献愛者、そして友だから、この科学なたはわたしの献愛者、そして友だから、この科学のののの神秘が理解できるのである。神秘が理解できるのである。神秘が理解できるのである。神秘が理解できるのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  人間は、献愛者と悪魔の２種類に分けられます。主は、献愛者のアルジュナ

をこの偉大な科学を授かる者として選びましたが、邪悪な者たちにはこの神秘的な科学を

理解できる可能性はまったくありません。この偉大なる知識の書には無数の解説書があり、

献愛者が書いたものもあれば、邪悪な心を持つ者たちが書いたものもあります。献愛者の

解説はもちろん真実で、悪魔による解説は無用の⻑物です。アルジュナはシュリー・クリ

シュナを最高人格主神として受けいれていますから、アルジュナの足跡に従った『バガヴ

ァッド・ギーター』は、この偉大な科学の根源者に対する真の献愛奉仕です。いっぽう、

邪悪なきもちを持つ者たちは主クリシュナをありのままに受けいれていません。受けいれ

るのではなく、クリシュナについてなにかを勝手に作りあげ、一般読者の心をクリシュナ

の教えの道から逸らしています。この節は、人をまちがった方向に逸らす道について警告

を鳴らしています。アルジュナからの師弟継承に従えば、『シュリーマド・バガヴァッド・

ギーター』という偉大な科学の恩恵に浴することができます。 

 

第第第第４４４４節節節節                                                        AJauRNa ovac 
APar&  >avTaae JaNMa Par& JaNMa ivvSvTa" ) 
k-QaMaeTaiÜJaaNaqYaa& TvMaadaE Pa[ae¢-vaiNaiTa )) 4 )) 
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arjuna uväca 

aparaà bhavato janma 

paraà janma vivasvataù 

katham etad vijänéyäà 

tvam ädau proktavän iti 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; aparam—年少; bhavataù—あなたの; janma—誕生; 

param—年⻑ ; janma—誕生 ; vivasvataù—太陽神の ; katham—どのように ; etat—これ ; 

vijänéyäm—私は理解するだろう; tvam—あなた; ädau—最初に; proktavän—教えた; iti—その

ように。 
 

訳訳訳訳        アルジュナが言いました。「太陽神ヴィヴァスヴァーンは、あなたよりも先に誕アルジュナが言いました。「太陽神ヴィヴァスヴァーンは、あなたよりも先に誕アルジュナが言いました。「太陽神ヴィヴァスヴァーンは、あなたよりも先に誕アルジュナが言いました。「太陽神ヴィヴァスヴァーンは、あなたよりも先に誕

生しています。最初にこの科生しています。最初にこの科生しています。最初にこの科生しています。最初にこの科学を太陽神に教えたという、あなたの言葉をどう理解した学を太陽神に教えたという、あなたの言葉をどう理解した学を太陽神に教えたという、あなたの言葉をどう理解した学を太陽神に教えたという、あなたの言葉をどう理解した

らいいのでしょうか」らいいのでしょうか」らいいのでしょうか」らいいのでしょうか」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  アルジュナは主の献愛者です。では、なぜクリシュナの言葉が信じられなか

ったのでしょうか。じつは、アルジュナは自分のためではなく、神を信じない人々、ある

いはクリシュナが最高人格主神であるという考えを拒絶する邪悪な人間たちのために尋ね

ています。あたかも人格主神・クリシュナのことを知らないかのように、彼らのためだけ

に聞いているのです。第10章ではっきりすることですが、アルジュナはクリシュナが最高

人格主神であり、万物の根源の方であり、そして超越性を表わす決定的な方であることを

完璧に知っていました。もちろん、デーヴァキーの子として地球に降誕したクリシュナを

最高人格主神として、すなわち永遠の根源の人物として受けいれることは、一般人には理

解できません。しかしだからこそ、その点をはっきりさせるために権威者としてのクリシ

ュナに尋ね、そして答を引きだそうとしたのです。クリシュナが最高権威者であることは

全世界の人々が認めており、それはいまにかぎらず、はるか昔から受けつがれています。

受けいれないのは邪悪な心を持つ者たちだけです。いつもクリシュナの正体をゆがめて説

明しようとしている輩です。いずれにしてもアルジュナは、クリシュナが権威者としてだ

れにでも認められているからこそ、こう尋ねることで、そういった悪魔的な人間やその従

者たちにもわかるように、クリシュナみずから自分について説明してほしかったのです。

だれでもクリシュナの科学を知らなくてはならない、そしてそれはだれのためでもない、

ほかならぬ自分のためです。ですからクリシュナが自分自身について話せば、それは全世



 

7 

 

界の人々にとって吉兆なことです。邪悪な人間は自分の視点でクリシュナを研究している

ので、クリシュナの説明は奇妙な話に聞こえるかもしれませんが、献愛者は、クリシュナ

の一言一句を心から迎えいれます。主についてもっと知りたいと熱望するから、クリシュ

ナのそのような権威ある言葉を崇めもします。こうして、クリシュナをふつうの人間と考

えている無神論者でさえ、クリシュナが超人的存在であること、sac-cid-änanda-vigraha

（サチ・チドゥ・アーナンダ・ヴィグラハ）（『ブラフマ・サムヒター』第５章・第１節）「至福と知

識に満ちた永遠な姿を持つ方」であること、超越的な方であること、三様式の支配を超越

した方であること、時と空間の影響を越えた方であることを理解できるようになります。

アルジュナほどの献愛者が、クリシュナの超越的な立場を誤解しているわけがありません。

この質問をしたのは、無神論の態度をとる人々に対するアルジュナの挑戦です。彼らがク

リシュナのことを、物質自然界の様式に操られているふつうの人間と考えているからです。 

 

第第第第５５５５節節節節                                                     é[q>aGavaNauvac 
       bhUiNa Mae VYaTaqTaaiNa JaNMaaiNa Tav caJauRNa ) 

    TaaNYah&   ved SavaRi<a Na Tv& veTQa ParNTaPa )) 5 )) 
 

    çré-bhagavän uväca 

 bahüni me vyatétäni 

janmäni tava cärjuna 

täny ahaà veda sarväëi 

na tvaà vettha parantapa 
 

çré-bhagavän uväca—人格主神が言った; bahüni—多くの; me—私のものの; vyatétäni—経過

した; janmäni—誕生; tava—あなたのものの; ca—そしてまた; arjuna—アルジュナよ; täni—

それら; aham—私; veda—知っている; sarväëi—すべて; na—〜ではない; tvam—あなた; 

vettha—知っている; parantapa—敵の征服者よ。 
 

訳訳訳訳        人格主神が答えました。「数えきれないほどの誕生を、わたしも、そしてあなた人格主神が答えました。「数えきれないほどの誕生を、わたしも、そしてあなた人格主神が答えました。「数えきれないほどの誕生を、わたしも、そしてあなた人格主神が答えました。「数えきれないほどの誕生を、わたしも、そしてあなた

も経てきた。わたしはそのすべてを思いだすことができる、しかし敵の征服者よ、あなも経てきた。わたしはそのすべてを思いだすことができる、しかし敵の征服者よ、あなも経てきた。わたしはそのすべてを思いだすことができる、しかし敵の征服者よ、あなも経てきた。わたしはそのすべてを思いだすことができる、しかし敵の征服者よ、あな

たにはそれができない」たにはそれができない」たにはそれができない」たにはそれができない」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第33節）には、無数の主の化身について

説明されています。 
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 advaitam acyutam anädim ananta-rüpam 

ädyaà puräëa-puruñaà nava-yauvanaà ca 

vedeñu durlabham adurlabham ätma-bhaktau 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
 

 「私は最高人格主神ゴーヴィンダ（クリシュナ）を崇拝する。主は根源の人物、すなわち

絶対的、完全無欠、始まりのない方である。無数の姿に分身させつつ、まったく同じで根

源の、最古の、しかもつねにみずみずしい若さを保っている方である。そのような主の永

遠で、至福に満ち、すべてを知る姿は、もっとも優れたヴェーダ学者でさえ理解できない。

しかしその姿は、つねに純粋無垢な献愛者に示されるのである」 

 『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第39節）でも以下のように描写されています。 
 

 rämädi-mürtiñu kalä-niyamena tiñöhan 

nänävatäram akarod bhuvaneñu kintu 

kåñëaù svayaà samabhavat paramaù pumän yo 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
 

 「私は最高人格主神ゴーヴィンダ（クリシュナ）を崇拝する。主は、ラーマ、ヌリシンハ

などさまざまな化身、さらに多くの二次化身として存在するが、クリシュナの名で知られ

る姿が根源の人格主神であり、またみずから降誕される」 

ほかのヴェーダ経典にも、主は唯一絶対の方であっても無数の姿で現われる、と言われ

ています。そして多彩な色に変色しても１個の存在であり続けるヴァイドゥーリャ

（vaidürya）の石とも比較されます。この無数の姿は、純粋無垢な献愛者だけが理解するの

ですが、ただヴェーダを学ぶだけで理解できるものではありません（vedeñu durlabham 

adurlabham ätma-bhaktau ヴェーデーシュ ドゥルラバハンム アドゥルラバハンム アートゥマ・バハクタ

ウ）。アルジュナのような献愛者はいつも主と行動をともにし、主が降誕すれば、主の交流

者である献愛者も、それぞれの能力で主に仕えるためにともに降誕します。アルジュナも

その一人で、この節からは、主クリシュナが数百万年前に太陽神ヴィヴァスヴァーンに『バ

ガヴァッド・ギーター』を語ったとき、アルジュナもその場にいたことがわかります。し

かし二人のあいだには違いがあります――主はその出来事を思いだせるけれども、アルジ

ュナにはできないのです。それが至高主と至高主の部分体の違いです。アルジュナはこの

節で強力無双の英雄のように呼ばれていますが、過去のさまざまな誕生で体験したことが
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思いだせません。ですから、生命体は物質的基準に照らしてどれほどの偉人と呼ばれても、

至高主と同等の立場にはなれません。主とたえず行動する魂はもちろん解放された境地に

いますが、それでも主と肩を並べる存在にはなれないのです。主は『ブラフマ・サムヒタ

ー』で「完全無欠」（アチュタ・acyuta）と描写されていますが、その言葉には、主は物

質とかかわっても決して自分を忘れない、という意味が含まれています。ですから、主と

生命体がすべてにおいて同等になるのは――アルジュナほどの解放された人物であっても

――ありえません。アルジュナは主の献愛者ですが、主の特質を忘れることがあります。

しかし、神聖な恩寵を授かる献愛者はすぐに主の完全無欠の境地を理解しますが、献愛者

ではない、あるいは邪悪な心の人間はこの超越的な質は理解できません。したがって、『バ

ガヴァッド・ギーター』のこの説明は悪魔的な頭脳を持つ人には理解できません。クリシ

ュナは数百万年まえにしたことを忘れませんが、クリシュナとアルジュナは永遠な存在で

はあっても、アルジュナは思いだせなかった。ここで言えるのは、生命体は肉体を変えた

とたんにすべてを忘れてしまう、が、主はみずからのsac-cid-änanda（サチ・チドゥ・アーナンダ）

の体を変えないためすべてを覚えている、ということです。主はadvaita（アドヴァイタ）、す

なわち主の体と主自身のあいだに違いはありません。主にまつわるものすべては精神的で

すが、条件づけられた魂は、自分が持っている体とは別の存在です。主の体と自己は同じ

ですから、たとえ主が物質界に降誕しても、主の立場とふつうの生命体の立場はまったく

異なります。悪魔たちは主のこの超越的な特質がどうしても理解できませんが、主みずか

ら、次の節でそのことについて説明します。 

 

第第第第６６６６節節節節                                   AJaae_iPa SaàVYaYaaTMaa >aUTaaNaaMaqìrae_iPa SaNa( ) 
Pa[k*-iTa&    SvaMaiDaïaYa   SaM>avaMYaaTMaMaaYaYaa )) 6 )) 

 

ajo 'pi sann avyayätmä 

bhütänäm éçvaro 'pi san 

prakåtià sväm adhiñöhäya 

sambhavämy ätma-mäyayä 
 

ajaù—生まれない; api—〜であるが; san—そうであるため; avyaya—劣化することなく; 

ätmä—体; bhütänäm—生まれた者達全員の; éçvaraù—至高主; api—〜であるが; san—そうであ

るため; prakåtim—超越的な姿の中に; sväm—私自身の; adhiñöhäya—そのように位置して; 

sambhavämi—私は化身する; ätma-mäyayä—私の永遠な力によって。 
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訳訳訳訳        わたしは生まれることなく、この超越的な体は決して衰えず、また全生命体の主わたしは生まれることなく、この超越的な体は決して衰えず、また全生命体の主わたしは生まれることなく、この超越的な体は決して衰えず、また全生命体の主わたしは生まれることなく、この超越的な体は決して衰えず、また全生命体の主

ではあるが、ではあるが、ではあるが、ではあるが、わたし本来の超越的な姿でどの創造期にも現われる。わたし本来の超越的な姿でどの創造期にも現われる。わたし本来の超越的な姿でどの創造期にも現われる。わたし本来の超越的な姿でどの創造期にも現われる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主は、自分の誕生の特異性について説明しています。ふつうの人間のように

現われ、数えきれない過去の「誕生」を覚えていますが、ふつうの人間は数時間前にした

ことさえ思いだせません。前日の同時間になにをしていたか、と聞かれても、即答できな

い。なにをしていたのか記憶を辿らなくてはならない。それでも、私は神だ、クリシュナ

だと言う。そういったでたらめの主張に惑わされてはなりません。主は次にプラクリティ

（prakåti）「自分の姿」について説明します。プラクリティは「自然」という意味もあり

ますが、スヴァルーパ（svarüpa）「自分自身の姿」という意味もあります。主は「自分本

来の姿で現われる」と言っています。ふつうの生命体は自分の体を別の体に変えますが、

主の体は変わりません。条件づけられた魂はいま特定の体を持っていますが、来世では別

の体を受けいれます。物質界にいる生命体は一つの体を持ちつづけることはなく、体を変

えながら転生していきます。しかし主は違います。主は自分の内的力で、同一かつ根源の

体で現われます。つまり、本来の永遠の体、すなわち２本の腕に横笛を持つ姿で現われる、

ということです。物質界に穢されない、本来の永遠な姿で現われるのです。変わることの

ない超越的体で現われ、宇宙の主であり続けるのに、その誕生の様子はふつうの生命体と

変わらないように見えます。また、主の体は物質の肉体のように衰えなくても、子どもか

ら少年、少年から⻘年に成⻑しているように見えます。ところが驚くべきことに、⻘年か

らそれ以上年をとりません。クルクシェートラの戦いのとき、主にはたくさんの孫がいま

した。つまり地球上の計算でもそれ相応の年をとっていた、ということです。それでもそ

の姿は、二十歳から25歳ぐらいの⻘年に見えました。全創造界、すなわち過去・現在・未

来をとおして最古の人物ではあっても、私たちのように年をとらないため、老人のクリシ

ュナの絵はだれも見たことがありません。主の体も知性も劣化したり変化したりすること

はありません。ですから物質界に降誕しても、生まれることのない喜びと知識にあふれた

永遠な姿を持ち、その崇高な体も知性も不変の方なのです。主の降誕と消失は、目のまえ

に昇り、やがて視界から消えていく太陽の動きに似ています。太陽が視界から消えると、

「日が沈んだ」と私たちは考え、目のまえに現われると、「地平線から太陽が昇った」と

考えます。ほんとうは一箇所にとどまっているのに、不完全な感覚を持つ私たちは「太陽

が空に現われる・消える」などと思ってしまうのです。そして、主クリシュナの降誕と消



 

11 

 

失はふつうの生命体のそれとはまったく違いますから、主が永遠で、内的力に支えられた

喜びに満ちた知識をそなえた方であることは明白です――そして物質自然界に穢されるこ

ともありません。ヴェーダも、「最高人格主神は生まれない、それでも無数の姿となって

誕生する」と確証しています。ヴェーダを補足する経典も、主は誕生し、現われているよ

うに見えるが、その体は変わらない、と断言しています。『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』には、「主が⺟親のまえにナーラーヤナ（Näräyaëa）の４本腕の姿で、６種類の完璧

な富に飾られて現われた」と説明されています。根源の永遠な姿で現われたのは、主のい

われのない慈悲が私たち生命体に注がれたということです。その慈悲によって、私たちは

至高主のありのままの姿にきもちを集中させることができ、非人格論者の推論や捏造に惑

わされずにすみます。『ヴィシュヴァ・コーシャ』辞書によると、マーヤー（mäyä）ある

いはアートマ・マーヤー（ätma-mäyä）という言葉は、主のいわれのない慈悲を指します。

主は過去の出現と他界をすべて記憶していますが、ふつうの生命体は新しい体に入ったと

たん、過去の体をすべて忘れてしまいます。主は全生命体の主人です。地球にいたとき、

素晴らしい、そして超人的な活動を見せたからです。主はいつでも絶対真理者であり、そ

の姿と自己、あるいは質と体に違いはありません。では、なぜ主はこの世界に現われたり、

また去っていったりするのか――次の節でその答が述べられています。 

 

第第第第７７７７節節節節                                    Yada Yada ih DaMaRSYa Gl/aiNa>aRviTa >aarTa ) 
A>YauTQaaNaMaDaMaRSYa  TadaTMaaNa& Sa*JaaMYahMa( )) 7 )) 

 

 yadä yadä hi dharmasya 

glänir bhavati bhärata 

abhyutthänam adharmasya 

tadätmänaà såjämy aham 
 

yadä yadä—いつでも、どこでも; hi—確かに; dharmasya—宗教の; gläniù—矛盾; bhavati—

表われる; bhärata—バラタの子孫よ; abhyutthänam—台頭; adharmasya—無宗教の; tadä—そ

の時; ätmänam—自己; såjämi—表われる; aham—私。 

 

訳訳訳訳        バラタの子孫よ。宗教活動が衰退するとき、また無宗教がバラタの子孫よ。宗教活動が衰退するとき、また無宗教がバラタの子孫よ。宗教活動が衰退するとき、また無宗教がバラタの子孫よ。宗教活動が衰退するとき、また無宗教が勢力を増す勢力を増す勢力を増す勢力を増すときはいつときはいつときはいつときはいつ

でも、そしてどこでもでも、そしてどこでもでも、そしてどこでもでも、そしてどこでも、わたしは、わたしは、わたしは、わたしは自ら自ら自ら自ら降誕する。降誕する。降誕する。降誕する。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節のsåjämi（スリジャーミ）には重要な意味があります。スリジャーミは「創

造」の意味では使えません。まえの節からわかるように、主の姿や体はすべて永遠に存在

し、創造されることはないからです。ですからスリジャーミは、「主がそのまま姿を現わ

した」ことを指しています。主は、「ブラフマーの１日の、７番目のマヌの28番目の創造

期のドゥヴァーパラ・ユガの末期」という決まった時期に降誕しますが、そのような規則

や原則にこだわる必要もありません。思うとおりに、自由に行動できる方だからです。で

すから、無宗教がはびこり、真の宗教がなくなれば、いつでもみずからの意志で降誕しま

す。宗教原則はヴェーダに定められており、ヴェーダの決まりに背く人間は無宗教になり

ます。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、その原則が主の法則である、と述べられ

ています。主だけが宗教原則を作ることができるのです。ヴェーダについても、「最初に

ブラフマーの心のうちから主によって語られたもの」として受けいれられています。です

から、ダルマ（dharma）・宗教原則は最高人格主神の直接の命令です（dharmaà tu säkñäd 

bhagavat-praëétam（ダハルマーンム トゥ サークシャードゥ バハガヴァトゥ・プラニーターンム）（『シュ

リーマド・バーガヴァタム』第６編・第３章・第19節）。この原則は『バガヴァッド・ギ

ーター』をとおして明言されています。ヴェーダの目的は、至高主の命令のもとでその原

則を確立させることにあり、主も『バガヴァッド・ギーター』の最後で、「最高の宗教原

則とは、主だけに身を委ねることであり、それ以外にはない」と断言しています。ヴェー

ダ原則は、私たちが主に完全に身を委ねられるよう導いてくれます。そしてその原則が邪

悪な者たちに乱されるとき、主が現われます。『シュリーマド・バーガヴァタム』を読む

と、主仏陀はクリシュナの化身であり、物質主義がはびこり、物質主義者たちがヴェーダ

の権威を悪用していたときに降誕した、ということがわかります。ヴェーダには、ある目

的のために動物を捧げる限定的な規則や原則があるのですが、邪悪な人間たちはヴェーダ

原則に従わずに動物の供儀を始めました。主仏陀はこの愚かな習慣を止めるために現われ、

非暴力というヴェーダの原則を確立させました。ですから、主のすべての化身・アヴァタ

ーラ（avatära）は特定の使命を持ち、そのことはすべてヴェーダ経典に述べられています。

経典が言及する気質をそなえていない者はアヴァターラではありません。主はインドだけ

に現われる、と考えるのもまちがっています。どんな場所でも、好きな場所に現われるこ

とができます。主はさまざまな化身となって現われ、特定の環境にいる特定の人々のため

に宗教について説明します。しかし、使命は同じです――人々を神の意識に導き、宗教原

則に従うよう導くのです。ときには自ら現われ、またときには主の子や召使いという正し

い代表者として、あるいは姿を変えて現われることがあります。 
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 『バガヴァッド・ギーター』の原則がアルジュナに語られ、そして同時に、高尚な人々に

も語られました。アルジュナが世界のほかの場所に住むふつうの人々よりはるかに高貴な

人物だったからです。２＋２＝４という数式は数学の定理であり、算数を習いはじめた人

にも高等数学を学ぶ人にも変わらぬ真実です。それでも、初等と高等という違いがありま

す。ですから、主の化身はすべて同じ原則を説くのですが、いろいろな状況に応じて高い

あるいは低い姿で降誕します。高等な宗教原則は、４つの社会階級と４つの精神生活の階

級を受けいれることから始まり、そのことがのちの章で説明されます。化身の使命は、す

べての場所でクリシュナ意識を築くことにあります。この意識は、さまざまな状況に応じ

て表わされたり、ときには表わされなかったりするだけにすぎません。 

 

第第第第８８８８節節節節                                  Pair}aa<aaYa SaaDaUNaa& ivNaaXaaYa c duZk*-TaaMa( ) 
             DaMaRSa&SQaaPaNaaQaaRYa  SaM>avaiMa   YauGae  YauGae )) 8 )) 
 

pariträëäya sädhünäà 

vinäçäya ca duñkåtäm 

dharma-saàsthäpanärthäya 

sambhavämi yuge yuge 
 

pariträëäya—救済のために; sädhünäm—献愛者達の; vinäçäya—滅ぼすために; ca—そし

て; duñkåtäm—邪悪な者達の; dharma—宗教の原則; saàsthäpana-arthäya—再確立させるた

めに; sambhavämi—私は現われる; yuge—創造期; yuge—その創造期の後に。 
 

訳訳訳訳        敬虔な敬虔な敬虔な敬虔な者を救い、邪悪な人間を滅ぼすために、また宗教原則を再確立させるため者を救い、邪悪な人間を滅ぼすために、また宗教原則を再確立させるため者を救い、邪悪な人間を滅ぼすために、また宗教原則を再確立させるため者を救い、邪悪な人間を滅ぼすために、また宗教原則を再確立させるため

に、わたしはに、わたしはに、わたしはに、わたしはいつどのようないつどのようないつどのようないつどのような創造期創造期創造期創造期にでもにでもにでもにでも降誕する。降誕する。降誕する。降誕する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  『バガヴァッド・ギーター』の定義では、サードゥ（sädhu）「聖なる人」と

はクリシュナ意識の人物を指します。およそ宗教人らしくなくても、クリシュナ意識の資

質を充分に、申し分なくそなえていれば、その人こそサードゥです。そしてドゥシュクリ

ティーナ（duñkåtäm）は、クリシュナ意識を好まない人を指します。邪悪な心を持つ人間・

ドゥシュクリティーナは、どれほどの高等教育を受けても、それは俗な教育という飾り物

にすぎず、、、、愚かで最低の人間と表現されています。いっぽう、100パーセントクリシュナ意

識で活動している人は、たとえ学識や教養がなくてもサードゥと呼ぶにふさわしい。無神

論者を至高主がわざわざ自分の手で抹殺する必要はありません。ラーヴァナやカムサとい
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った悪魔には手をくだしましたが、それはわけがあってのこと。主には、悪魔たちを倒せ

る力を持つ代理者がいくらでも控えています。しかし特に、悪魔たちに苦しめられている

純粋な献愛者を救うために降誕するのです。悪魔は、献愛者にたいしては、相手がたとえ

自分の家族でも苦しめようとします。プラフラーダ・マハーラージャはヒラニャカシプの

子でしたが、父親であるそのヒラニャカシプから虐待されました。クリシュナの⺟、デー

ヴァキーはカムサの妹でしたが、彼女も夫のヴァスデーヴァも、二人のあいだにクリシュ

ナが生まれたばかりにカムサから迫害を受けました。やがて主クリシュナは降誕するので

すが、じつはカムサを殺すよりもデーヴァキーを救うことが目的でした。そして、献愛者

を守ることと悪魔を倒すことを同時に遂行しました。だからこそこの節では「献愛者を救

い、邪悪な悪魔を滅ぼすためにさまざまな化身となって現われる」と述べられているので

す。 

クリシュナダース・カヴィラージャの『チャイタンニャ・チャリタームリタ』（マデャ 第

20章・第263−264節）で、化身に関する原則が次のように述べられています。 
 

 såñöi-hetu yei mürti prapaïce avatare 

sei éçvara-mürti 'avatära' näma dhare 

mäyätéta paravyome sabära avasthäna 

viçve avatari' dhare 'avatära' näma 
 

 「神の化身・アヴァターラ（atära）は神の国から物質現象界に降りてくる。物質界に降

誕する人格主神の姿をアヴァターラという。その化身は神の国・精神界に存在している。

物質界に降りてくるときに、アヴァターラという名前をとるのである」 

アヴァターラにはさまざまな種類があり、プルシャーヴァターラ（puruñävatära）、グ

ナーヴァターラ（guëävatära）、リーラーヴァターラ（lélävatära）、シャクティ・アーヴ

ェーシャ・アヴァターラ（çakty-äveça avatära）、マンヴァンタラ・アヴァターラ

（manvantara-avatära）、ユガーヴァターラ（yugävatära）と呼ばれ、すべて計画どおり

に宇宙に現われます。しかし主クリシュナがその根源の主であり、すべてのアヴァターラ

の源です。ヴリンダーヴァナで崇高な娯楽を楽しんでいる主を見たいと熱望する純粋な献

愛者のために、そして彼らの不安を和らげるために降誕します。ですから、クリシュナ・

アヴァターラの第一の使命は純粋無垢な献愛者を満足させることにあります。 

主は「どの創造期にも化身する」と言います。これは、カリ時代にも化身となって現わ

れることも含まれています。『シュリーマド・バーガヴァタム』で言われているように、
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カリ時代の化身は主チャイタンニャ・マハープラブで、サンキールタン運動（聖なる名前

を集まって合唱すること）でクリシュナの崇拝をとおしてクリシュナ意識をインド全土に

広めました。そして主チャイタンニャは、このサンキールタン運動が全世界の町や村に広

がっていく、と予言しました。主チャイタンニャがクリシュナ・人格主神の化身であるこ

とは、ウパニシャッド、『マハーバーラタ』、『シュリーマド・バーガヴァタム』などの

啓示経典で、直接的ではなく秘密裏に表現されています。主クリシュナの献愛者は、主チ

ャイタンニャのサンキールタン運動に心から魅了されています。主のこのアヴァターラは

悪魔を殺すことはしません――いわれなき慈悲をとおして彼らを救っているのです。 

 

第９節第９節第９節第９節                            JaNMa k-MaR c Mae idVYaMaev& Yaae veita TatvTa" ) 
TYa¤-a  deh&  PauNaJaRNMa NaEiTa MaaMaeiTa Saae_JauRNa )) 9 )) 

 

janma karma ca me divyam 

evaà yo vetti tattvataù 

tyaktvä dehaà punar janma 

naiti mäm eti so 'rjuna 
 

janma—誕生; karma—活動; ca—もまた; me—私のものの; divyam—超越的; evam—このよ

うな; yaù—〜である者はだれでも; vetti—知っている; tattvataù—真に; tyaktvä—〜から離れ

る; deham—この肉体; punaù—再び; janma—誕生; na—決して〜ない; eti—到達する; mäm—

私に; eti—到達する; saù—彼; arjuna—アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。わたしの降誕と活動の超越的なアルジュナよ。わたしの降誕と活動の超越的なアルジュナよ。わたしの降誕と活動の超越的なアルジュナよ。わたしの降誕と活動の超越的な質を知る者は、肉体を去ったあと質を知る者は、肉体を去ったあと質を知る者は、肉体を去ったあと質を知る者は、肉体を去ったあと

に物質界に戻に物質界に戻に物質界に戻に物質界に戻らずらずらずらず、わたしの永遠なる住居に到達する。、わたしの永遠なる住居に到達する。、わたしの永遠なる住居に到達する。、わたしの永遠なる住居に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主が超越的住居から降誕することについては、第６節で説明されました。人

格主神の降誕を正しく理解できる人はすでに物質的束縛から解放されており、いまの肉体

を終えたあとすぐに神のもとに帰っていきます。しかし、だれでもそのように解放される

というわけではありません。非人格論者やヨーギーはたいへんな苦労をして、また幾多の

誕生をとおしてやっと達成できます。彼らが達成したその解放――主の非人格のブラフマ

ジョーティとの融合――にしても、部分的な解放でしかなく、ふたたび物質界に戻る危険

性をはらんでいます。しかし献愛者は、ただ主の体と活動の超越性がわかれば、肉体を捨

てたあとに主の住居に到達し、物質界に戻る危険をおかすことはありません。『ブラフマ・
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サムヒター』（第５章・第33節）は「主は無数の姿と化身の姿を持っている」と言います

（advaitam acyutam anädim ananta - rüpam アドゥヴァイタンム アチュタンム アナーディンム 

アナンタ・ルーパンム）。その無数の超越的な姿はどれも最高人格主神と同じです。この事実は、

俗的通念しかない経験主義の哲学者にはわかりませんが、私たち献愛者は強い信念ととも

に理解しなくてはなりません。ヴェーダ（『プルシャ・ボーディニー・ウパニシャッド』）

が述べています。 
 

eko devo nitya-lélänurakto 

bhakta-vyäpé hådy antar-ätmä 
 

 「唯一の存在である最高人格主神は、純粋無垢な献愛者たちの関係をとおして無数の超越

的姿で活動している」。このヴェーダの言葉は、主自身が『バガヴァッド・ギーター』の

この節で確証しています。ヴェーダと最高人格主神の権威という力をよりどころにしてこ

の真理を受けいれ、哲学的推論という時間の無駄をしない人は、もっとも高い解放の境地

に到達します。堅い信念とともにこの真理を受けいれるだけで、間違いなく解放を手にい

れるのです。ヴェーダのtat tvam asi（タトゥ トゥヴァンム アシ）という言葉は、実はこの場合

に当てはまります。主クリシュナが至高者であると確信した人は、あるいは主に向かって

「あなたは至高のブラフマン、人格主神です」と語りかける人は、間違いなくたちどころ

に解放され、主との崇高なふれあいが保証されます。言いかえれば、主の忠実な献愛者は

完璧な境地に到達するということであり、ヴェーダも次のように確証しています。 
 

tam eva viditväti måtyum eti 

nänyaù panthä vidyate 'yanäya 
 

 「主を、最高人格主神を知るだけで、誕生と死から完璧に解放される。これ以外に、この

完成を達成する方法はない」（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』 第３章・

第８節）。ほかの方法はないという意味は、主クリシュナが最高人格主神であることが理

解できない人は、間違いなく無知の様式にいるため、蜂蜜の瓶を外からなめる行為のよう

に、俗な学識に頼って『バガヴァッド・ギーター』を解釈するだけでは解放は達成できま

せん。そのような経験主義哲学者はたいそうもてはやされているかもしれませんが、解放

される見込みはありません。横柄な俗学者は主の献愛者のいわれのない慈悲を待つしかあ

りません。ですから、信念と知識とともにクリシュナ意識を修養しなくてはならず、それ

ができてこそ完成を達成することができます。 
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第第第第10101010節節節節                                vqTaraGa>aYa§-aeDaa MaNMaYaa MaaMauPaaié[Taa" ) 
bhvae  jaNaTaPaSaa  PaUTaa  MaÙavMaaGaTaa" )) 10 )) 

 

véta-räga-bhaya-krodhä 

man-mayä mäm upäçritäù 

bahavo jïäna-tapasä 

pütä mad-bhävam ägatäù 
 

véta—〜から自由な; räga—執着; bhaya—恐れ; krodhäù—そして怒り; mat-mayä—完全に

私の内に; mäm—私の内に; upäçritäù—完全に位置して; bahavaù—多くの; jïäna—知識の; 

tapasä—苦行によって; pütäù—浄化されて; mat-bhävam—私への超越的な愛情; ägatäù—達

成した。 
 

訳訳訳訳        恐れ、怒りから解放され、一心不乱にわたしを思い、わたしに救いを求めること恐れ、怒りから解放され、一心不乱にわたしを思い、わたしに救いを求めること恐れ、怒りから解放され、一心不乱にわたしを思い、わたしに救いを求めること恐れ、怒りから解放され、一心不乱にわたしを思い、わたしに救いを求めること

で、数えきれないほどの人々がわたしの知識によって純粋になったで、数えきれないほどの人々がわたしの知識によって純粋になったで、数えきれないほどの人々がわたしの知識によって純粋になったで、数えきれないほどの人々がわたしの知識によって純粋になった――――――――こうして、わたこうして、わたこうして、わたこうして、わた

しへの超越的な愛情を達成したのである。しへの超越的な愛情を達成したのである。しへの超越的な愛情を達成したのである。しへの超越的な愛情を達成したのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  先に述べたように、あまりにも物質的なものごとに乱されている人には、最

高人格主神の個人的特質を理解するのはむずかしいものです。ふつう、肉体観念の生活を

している人は物中心に考えがちで、そのような心境では至高者が人物であることはほとん

で理解できません。物質主義者にとって、不滅で、知識にあふれ、永遠な喜びに満ちた崇

高な体は想像さえできません。物質として見る肉体は、死ねばやがて腐敗し、無知だらけ

で、苦しみの元凶です。このため一般の人々は、主には体がある、と聞くと、どうしても

物質的視野にもとづく肉体しか思い浮かべられません。巨大な物質現象界こそが最高の世

界だと考えるのです。そのため、至高者を非人格、つまり姿も形もない存在として捉えて

います。また、物以外のことは考えられないため、物質から解放されたあとも個別性を持

ち続けるという考えに恐れを感じます。そのため、「精神生活では、個別性と人格性を持

ち続ける」と言われると、ふたたび人物になることを恐れ、姿や形のない「無」のなかに

融合するほうがいい、と考えるようになります。彼らは生命体を「海に戻る泡」と比較し

ます。それが、個別的な人格を持たずに得られる最高の完成です。しかしこれは、完璧な

知識も精神的存在もない恐ろしい状態です。また、精神的存在についてまったく理解でき

ない人々もいます。多種多様な理論や哲学的推論に矛盾を感じて行きづまった結果、幻滅
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し、あるいは怒り、そして愚かなことに、至上の存在はない、究極的にすべては「無」だ

と結論します。そのような人々は病に冒された状態にいます。あまりにも物質的なものご

とに執着している人々は精神生活に関心を向けず、なかには至高の精神的存在と一体化し

たがったり、すべてに絶望して精神的推論を嫌悪したあげく、なにもかも信じられなくな

る人たちもいます。この最後の段階の人たちは陶酔物にすがり、そこで得られる心の妄想

を精神的なものと考える人もいます。物質界に対するこのような３種類の執着――精神生

活を無視すること、精神的個別性を恐れること、人生に挫折してすべてを無と考えるよう

になること――を捨てなくてはなりません。このような物質的概念から解放されるには、

正しい精神指導者に導かれ、主にすべてを委ねて献愛奉仕の訓練、規定原則に従わなくて

はなりません。献愛奉仕の究極の境地をバーヴァ（bhäva）、すなわち神への超越的愛情、

といいます。 

 『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』（第１編・第４章・第15−16節）に、献愛奉仕の

科学が述べられています。 
 

ädau çraddhä tataù sädhu- 

saìgo 'tha bhajana-kriyä 

tato 'nartha-nivåttiù syät 

tato niñöhä rucis tataù 
 

athäsaktis tato bhävas 

tataù premäbhyudaïcati 

sädhakänäm ayaà premëaù 

prädurbhäve bhavet kramaù 
 

 「まず、自己を悟ろうとする望みをあらかじめ持たなくてはならない。その段階から、精

神的に高められた人々と交流する段階に入る。次に、高尚な精神指導者から入門式を授か

り、初心の献愛者として師の教えのもとで献愛奉仕の生活を始める。精神指導者に導かれ

て献愛奉仕を実践することで、物質的な執着すべてから解放され、自己を悟った安定した

状況に入り、そして絶対人格主神シュリー・クリシュナについて聞く味わいを感じるよう

になる。この味わいによって、クリシュナ意識に対する執着に向かってさらに進み、それ

が神への超越的愛情の予備段階・バーヴァとなって円熟する。神への真の愛情をプレーマ

（prema）といい、それこそが最高完成の生活である」。プレーマの境地では、主への超越
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的な愛情奉仕としてすべき仕事がいくらでもあります。ですから、真実の精神指導者に導

かれながら献愛奉仕を徐々に高めることで、すべての物質的執着、個々の精神的人格性へ

の恐れ、そして虚無的哲学から生じる挫折感から解放され、最高の境地に到達することが

できます。そして、至高主の住居に最終的に到達することができるのです。 

 

第第第第11111111節節節節                            Yae YaQaa Maa& Pa[PaÛNTae Taa&STaQaEv >aJaaMYahMa( ) 
MaMa  vTMaaRNauvTaRNTae   MaNauZYaa"  PaaQaR SavRXa" )) 11 )) 

 

ye yathä mäà prapadyante 

täàs tathaiva bhajämy aham 

mama vartmänuvartante 

manuñyäù pärtha sarvaçaù 
 

ye—〜である者達すべて; yathä—〜と同じ程度に; mäm—私に; prapadyante—服従する; 

tän—彼らに; tathä—そのように; eva—確かに; bhajämi—報いる; aham—私; mama—私の; 

vartma—道; anuvartante—従う; manuñyäù—全員; pärtha—プリターの子よ; sarvaçaù—あら

ゆる面で。 
 

訳訳訳訳        わたしに身を委ねる程度に応じて、わたしはすべての人々に報いる。プリターのわたしに身を委ねる程度に応じて、わたしはすべての人々に報いる。プリターのわたしに身を委ねる程度に応じて、わたしはすべての人々に報いる。プリターのわたしに身を委ねる程度に応じて、わたしはすべての人々に報いる。プリターの

子よ、だれもが、あらゆる面でわたしの道に従っている。子よ、だれもが、あらゆる面でわたしの道に従っている。子よ、だれもが、あらゆる面でわたしの道に従っている。子よ、だれもが、あらゆる面でわたしの道に従っている。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主が作りだした世界のなかで、だれもがクリシュナを探しています。私たち

はクリシュナ、最高人格主神を、姿のない様相・ブラフマジョーティの輝きとして、そし

て万物の内に遍在する至高の魂として部分的に悟ることができます。しかしクリシュナは、

純粋な献愛者だけが完全に悟ります。これは、クリシュナがだれにとっても悟りの対象者

であり、だれもが、主を達成しようとする望みに応じて満足できる、ということです。精

神界でも、クリシュナは神々しい活動をとおして、純粋な献愛者たちと（彼らが主を求め

るからこそ）愛情の交換をしています。さまざまな献愛者がクリシュナを、最高の主人と

して、友人として、我が子として、また愛人として求めており、クリシュナも自分への愛

情の強さに応じてさまざまな献愛者に等しく報います。それは物質界でも同じで、主はさ

まざまな崇拝者に応じて彼らと等しく愛情を交わしています。純粋な献愛者は、この世界

でも超越的な住居でも主と個人的にふれあい、主に個人的な奉仕を捧げ、愛情あふれる奉

仕をとおして崇高な喜びを味わっています。クリシュナは非人格論者も、そして個別的存
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在を失うことで精神的自殺をする人も助けています。光のなかに融合しようとする彼らの

望みを満たしているのです。そのような非人格論者たちは、永遠で至福に満ちた人格主神

を受けいれません。そのために、主に個人的に超越的な奉仕をして得られる喜びも味わえ

ません。なかには、非人格的存在を達成しても不安定な状況に置かれているため、活動し

たいという心に秘めた望みを満たすために物質界に戻ってくる魂がいます。精神界の惑星

に入ることが許されず、物質界でふたたび活動する機会が与えられるのです。主はヤゲー

シュヴァラ（yajïeçvara）として、義務を遂行してその結果を楽しもうとする果報的活動者

の望みを満たしています。神秘的な力を求めているヨーギーも、望んでいるその力を実際

に授かっています。言いかえれば、彼らの成功は主の慈悲だけにかかっているのであり、

達成した成功は、同じ精神的な道におけるさまざまな悟りの段階にすぎないということで

す。ですから、クリシュナ意識という最高の完成の境地に達しなければ、なにをしても完

全な成功とは言えないのであり、それは『シュリーマド・バーガヴァタム』（第２編・第

３章・第10節）で述べられています。 
 

akämaù sarva-kämo vä 

mokña-käma udära-dhéù 

tévreëa bhakti-yogena 

yajeta puruñaà param 
 

 「望みがなくても（献愛者がそうであるように）、あらゆる活動の結果を求めていても、あ

るいは解放を求めていても、クリシュナ意識のなかで頂点に到達する完璧な境地を得るため

に、努力のかぎりをつくして最高人格主神を崇拝しなくてはならない」 

 

第第第第12121212節節節節                        k-a¿NTa" k-MaR<aa& iSaiÖ& YaJaNTa wh devTaa" ) 
i+aPa[&  ih MaaNauze l/aeke- iSaiÖ>aRviTa k-MaRJaa )) 12 )) 

 

käìkñantaù karmaëäà siddhià 

yajanta iha devatäù 

kñipraà hi mänuñe loke 

siddhir bhavati karma-jä 
 

käìkñantaù—望んでいる; karmaëäm—果報的活動の; siddhim—完成; yajante—彼らは儀式

によって崇拝する; iha—物質界で; devatäù—半神達; kñipram—非常に速く; hi—確かに; 
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mänuñe— 人 間 社 会 におい て ; loke— こ の 世 界の 中 で ; siddhiù— 成 功 ; bhavati— 来 る ; 

karma-jä—果報的活動から。 

 

訳訳訳訳        物質界にいる人間は、果報を得る活動が成功するよう半神を崇拝する。もちろん、物質界にいる人間は、果報を得る活動が成功するよう半神を崇拝する。もちろん、物質界にいる人間は、果報を得る活動が成功するよう半神を崇拝する。もちろん、物質界にいる人間は、果報を得る活動が成功するよう半神を崇拝する。もちろん、

そうすることでそうすることでそうすることでそうすることでそそそそのののの結果をすぐに手に結果をすぐに手に結果をすぐに手に結果をすぐに手にいいいいれる。れる。れる。れる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  物質界にいる神々、あるいは半神については大きな誤解があり、知性に欠け

る人々は、偉大な学者で通用していても、半神たちのことを至高主の姿だと考えています。

しかし実は、神の姿そのものではなく「神の部分体」です。神は一人、そして部分体は無

数です。ヴェーダはnityo nityänäm（ニッテョー ニッテャーナーンム）と言います。神は一人で

す。Éçvaraù paramaù kåñëaù（イーシュヴァラハ パラマハ クリシュナハ）。至高主は一人――クリ

シュナ――で、半神たちは物質界を管理する力を託されています。彼らはどれも生命体

（nityänäm・ニッテャーナーンム）で、さまざまな段階の物質的力をそなえています。しか

し至高の神――ナーラーヤナ、ヴィシュヌ、クリシュナと同じ段階にいるわけではありま

せん。神と半神を同じものとして考える人は無神論者、すなわちパーシャンディー（päñaëòé）

と呼ばれています。ブラフマーやシヴァほどの偉大な半神でさえ、その力は至高主とは比

べものになりません。事実、主はブラフマーやシヴァたちにでさえ崇拝されているのです

（çiva-viriïci-nutam・シヴァ・ヴィリンチ・ヌタンム）（『シュリーマド・バーガヴァタム』第

11編・第５章・第33節）。しかし不思議なことに、多くの指導者が、擬人観や獣形神観と

いう誤解を持つ愚かな人々に崇拝されています。この節のiha devatäù（イハ デーヴァター

ハ）は、物質界にいる力をそなえた人間や半神を指します。しかし、ナーラーヤナ、ヴィ

シュヌ、あるいは最高人格主神はこの世界に属する存在ではありません。主は物質創造界

を超越した方です。しかし、愚かな人々（フリタ・ギャーナ håta-jïäna）（第７章・第20

節）は、できるだけ早く活動の結果が欲しいため、半神を崇拝します。そしてその結果を

得るのですが、それは一時的で、賢くない人のためにあることを知りません。賢い人物は

クリシュナ意識ですから、一時的な恩恵を求めるあまり、その力のない半神を崇拝する必

要はありません。物質界にいる半神たちは、また半神を崇拝する人々たちのどちらも、物

質界が破壊されればともに滅びます。半神から得られる恩恵は物質的ではかないものです。

物質界とその住人たち、すなわち半神とその崇拝者も宇宙という海に浮かぶ泡にすぎませ

ん。それでもこの世界に住む人間たちは、土地、家族、快楽のための道具など、物質的な

富をまるで狂ってしまったかのように追いもとめています。はかないことにしがみつき、



 

22 

 

半神を、そして自分よりも権力のある人間を崇拝しているのです。政治指導者に忠誠を誓

って大臣の職を得た人は、それが素晴らしい幸運のように考えます。ですから彼らは､はか

ない恩恵を得るために指導者とされる「大物」にへつらい、念願の結果を手にいれます。

愚かなそのような人々は、物質界の苦しみをすべて解決する究極の答えであるクリシュナ

意識には関心がありません。快楽を追いかけ、ささやかなその楽しみを得るために、力を

授かった生命体である半神をとりつかれたように崇拝しています。この節は、クリシュナ

意識に関心を寄せる人はめったにいないことを示しています。彼らの関心は物欲を満たす

ことにしか向けられていないため、ある程度の力を授かった生命体を崇拝しようとするの

です。 

 

第第第第13131313節節節節                             caTauvR<Ya|  MaYaa  Sa*í& Gau<ak-MaRiv>aaGaXa" ) 
 TaSYa k-TaaRrMaiPa Maa& ivÖyk-TaaRrMaVYaYaMa( )) 13 )) 

 

cätur-varëyaà mayä såñöaà 

guëa-karma-vibhägaçaù 

tasya kartäram api mäà 

viddhy akartäram avyayam 
 

cätuù-varëyam—人間社会の４つの区分; mayä—私によって; såñöam—創造された; guëa—

質の; karma—そして活動; vibhägaçaù—区分に関して; tasya—それの; kartäram—父親; api—

〜ではあるが; mäm—私を; viddhi—あなたは知っている; akartäram—非行動者として; 

avyayam—不変の。 
 

訳訳訳訳        物質自然界の三様式、またその様式とかかわる活動にもとづいて、わたしは人間物質自然界の三様式、またその様式とかかわる活動にもとづいて、わたしは人間物質自然界の三様式、またその様式とかかわる活動にもとづいて、わたしは人間物質自然界の三様式、またその様式とかかわる活動にもとづいて、わたしは人間

社会を４つに区分した。４つの区分を作りはしたが、不変の存在であるわたしは活動す社会を４つに区分した。４つの区分を作りはしたが、不変の存在であるわたしは活動す社会を４つに区分した。４つの区分を作りはしたが、不変の存在であるわたしは活動す社会を４つに区分した。４つの区分を作りはしたが、不変の存在であるわたしは活動す

る者ではないる者ではないる者ではないる者ではない。そのことをよく心得ておくべきである。。そのことをよく心得ておくべきである。。そのことをよく心得ておくべきである。。そのことをよく心得ておくべきである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主は万物の創造者です。すべては主から生まれ、主によって養われ、そして

破壊されたあと主の内に入り、表わされていない状態にもどります。ですから、主は社会

階級という４つの区分の創造者です。最初の区分が知的階級者で、徳の様式にいる彼らは

サンスクリット語でブラーフマナ（brähmaëa）と呼ばれています。次が管理者階級で、激

情の様式にいる彼らは、サンスクリット語でクシャトリヤ（kñatriya）と呼ばれています。

商業者階級は激情と徳が混ざった状況にいるヴァイシャ（vaiçya）、そして労働者はシュー
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ドラ（çüdra）で、無知の様式のなかにいます。主クリシュナがこの４区分を作ったのです

が、主はどの区分にも属しません。人間社会の４区分を構成している条件づけられた魂の

一人ではないからです。人間と動物の社会構成に大差はありませんが、人間を動物の状態

からを高めるために、クリシュナ意識が系統的にはぐくまれるように４つの区分が主によ

って創造されました。人がどのような活動をするのかは、その人がかかわる物質自然の様

式で決まります。さまざまな様式に応じたその傾向については第18章で説明されています。

しかし、クリシュナ意識の人物はブラーフマナさえも越えています。ブラーフマナはブラ

フマンや至高絶対真理者を知っていますが、そのほとんどは、主クリシュナの非人格的ブ

ラフマンだけを求めようとします。そのようなブラーフマナの限られた知識を越え、最高

人格主神・主シュリー・クリシュナの知識に到達した人物は、クリシュナ意識になります。

ヴァイシュナヴァになるのです。クリシュナ意識の人物は、ラーマ、ヌリシンハ、ヴァラ

ーハなどクリシュナのさまざまな完全分身を理解しています。そしてクリシュナが人間社

会の４区分を超越しているように、クリシュナ意識の人物も、社会、国、生物を含めたあ

らゆる概念を超越しています。 

 

第第第第14141414節節節節                            Na Maa& k-MaaRi<a il/MPaiNTa Na Mae k-MaRf-le/ SPa*ha ) 
wiTa  Maa&  Yaae_i>aJaaNaaiTa k-MaRi>aNaR Sa bDYaTae )) 14 )) 

 

na mäà karmäëi limpanti 

na me karma-phale spåhä 

iti mäà yo 'bhijänäti 

karmabhir na sa badhyate 
 

na—決して〜ない; mäm—私を; karmäëi—あらゆる種類の活動; limpanti—影響を及ぼす; 

na—どちらも〜ない; me—私の; karma-phale—果報的活動において; spåhä—切望; iti—その

ように; mäm—私に; yaù—〜である者; abhijänäti—知っている; karmabhiù—そのような活動

の反動によって; na—決して〜ない; saù—彼; badhyate—巻き込まれる。 
 

訳訳訳訳        わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、なにをしても自分の活動に縛られない。また結果を求めてなにかをすなにをしても自分の活動に縛られない。また結果を求めてなにかをすなにをしても自分の活動に縛られない。また結果を求めてなにかをすなにをしても自分の活動に縛られない。また結果を求めてなにかをす

ることもない。わたしに関するこの真実を知る者も、果報的活動の反動に巻きこまれなることもない。わたしに関するこの真実を知る者も、果報的活動の反動に巻きこまれなることもない。わたしに関するこの真実を知る者も、果報的活動の反動に巻きこまれなることもない。わたしに関するこの真実を知る者も、果報的活動の反動に巻きこまれな

い。い。い。い。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  物質界に法律があり、国王がすることに間違いはない、つまり国王は国家の
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法律に縛られない、と言われているように、主も物質界の創造者ではありますが、物質界

の活動の影響は受けません。物質界を創造してもその物質界から離れている――主はその

ような存在ですが、生命体は物質界の資源を自分のものにしようとするため、活動の結果

に縛られています。工場の所有者は、従業員が良いことをしても悪いことをしてもその責

任を負いませんが、従業員には責任があります。生命体は快楽を求めていろいろなことを

しますが、主がそうするよう指示しているわけではありません。彼らは最大限の満足を得

るために物質界で活動し、死んだあとも天国で幸せになりたいと思っています。主は完全

無欠な方ですから、天国での幸福には魅了されません。天国の半神は主に仕える召使です。

会社の所有者は、従業員が求めるありふれた幸福に心を動かすことはありません。主は物

質的な活動と反動を超越しています。たとえば、雨が降って地面にさまざまな野菜が育ち

ますが、どんな野菜が育とうと雨にはなんの責任もありません。ヴェーダのスムリティ

（småti）がこの事実を次のように確証しています。 
 

nimitta-mätram eväsau 

såjyänäà sarga-karmaëi 

pradhäna-käraëé-bhütä 

yato vai såjya-çaktayaù 
 

 「物質創造界に関しては、主が唯一の至高の原因である。主の次の原因が物質自然界であ

り、この物質自然界が宇宙現象界を表わす」。創造された生物には、半神、人類、下等な

動物など無数の種類があり、そのすべてが過去の善悪の活動に縛られています。主は、そ

のような活動ができるように適切な便宜をはかり、三様式という制約を設けているだけで

すが、彼らの過去と現在の活動の責任を負うことはありません。『ヴェーダンタ・スート

ラ』（第２編・第１章・第34節）でそのことが確証されています。Vaiñamya-nairghåëye na 

säpekñatvät（ヴァイシャミャ・ナイルグフリニェー ナ サーペークシャトゥヴァートゥ）。主はどの生命体

も特別扱いをすることはありません。生命体が自分の活動の責任を負っているのです。主

は、外的力という物質自然界をとおして活動の便宜を与えているにすぎません。このカル

マの法則、あるいは果報的活動の複雑さがよくわかっている人は、活動の結果には影響さ

れません。主の超越的な質を理解する人がクリシュナ意識の経験を積んだ人物であり、カ

ルマの法則には決して縛られません。主の崇高な質を知らない人、また主は（ふつうの生

命体のように）結果のために活動していると考える人は、活動の結果に確実に縛られます。

しかし、至高の真理者を知る人は、クリシュナ意識に立脚した解放された魂です。 
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第第第第15151515節節節節                                Wv&  jaTva  k*-Ta& k-MaR PaUvŒriPa MauMau+aui>a" ) 
ku-å k-MaŒv TaSMaatv& PaUvŒ" PaUvRTar& k*-TaMa( )) 15 )) 

 

evaà jïätvä kåtaà karma 

pürvair api mumukñubhiù 

kuru karmaiva tasmät tvaà 

pürvaiù pürvataraà kåtam 
 

evam—このように; jïätvä—よく知って; kåtam—実行された; karma—活動; pürvaiù—過去

の権威者達によって; api—実に; mumukñubhiù—解放を達成した者; kuru—ただ行なう; 

karma—定められた義務; eva—確かに; tasmät—ゆえに; tvam—あなた; pürvaiù—前任者達に

よって; pürva-taram—古代の; kåtam—行なったように。 
 

訳訳訳訳 解放されていた過去の魂たちは、わたしの超越的な特質をよく理解したうえで行動して

いた。だからあなたも、彼らの足跡に従って自分の義務を遂行しなくてはならない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  人間には２種類います。心のなかに物質的なけがれが詰まっている人、そし

て物質的なことに一切かかわらない人です。クリシュナ意識はどちらにも有益です。けが

れている人でも、献愛奉仕という規定原則に従ってクリシュナ意識を始め、徐々に浄化さ

れていきます。すでにけがれを洗い流した人でもクリシュナ意識の生活を続けることで、

その模範的活動に従う人たちが恩恵に浴することができます。愚かな、あるいはクリシュ

ナ意識を始めたばかりの初心者は、クリシュナ意識の知識がよくわかっていないのに活動

そのものを捨てることがあります。アルジュナは戦場で戦いたくないと思いましたが、主

は認めませんでした。アルジュナは行動の仕方を知りさえすればよかったのです。クリシ

ュナ意識の活動をやめ、それでいてクリシュナ意識のふりをするのは、クリシュナのため

に活動の場で行動することよりも劣っています。ここでアルジュナは、先に述べられたよ

うに、太陽神ヴィヴァスヴァーンのような主の先代の弟子たちの足跡に従ってクリシュナ

意識で行動するよう助言を受けています。至高主は自分が昔したことをすべて覚えており、

また昔のクリシュナ意識の人々がなにをしていたかをすべて知っています。だからこそ主

は、数百万年前にこの知恵を学んだ太陽神の行動に従うよう助言したのです。主クリシュ

ナのそのような生徒はこの節で、クリシュナが定めた義務をなしとげた「過去の解放され

た人物」と述べられています。 
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第第第第16161616節節節節                            ik&-  k-MaR  ik-Mak-MaeRiTa  k-vYaae_PYa}a MaaeihTaa" ) 
Tatae k-MaR Pa[v+YaaiMa YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 16 )) 

 

kià karma kim akarmeti 

kavayo 'py atra mohitäù 

tat te karma pravakñyämi 

yaj jïätvä mokñyase 'çubhät 
 

kim—〜とは何か; karma—活動; kim—〜とは何か; akarma—非活動; iti—このように; 

kavayaù—知的人物; api—もまた; atra—この問題において; mohitäù—惑わされて; tat—それ; 

te—あなたに; karma—活動; pravakñyämi—私が説明しよう; yat—〜であるもの; jïätvä—知っ

ている; mokñyase—あなたは解放される; açubhät—不運から。 
 

訳訳訳訳        賢い者でさえ、活動と非活動を定義賢い者でさえ、活動と非活動を定義賢い者でさえ、活動と非活動を定義賢い者でさえ、活動と非活動を定義することができずにすることができずにすることができずにすることができずに迷っている。これからわ迷っている。これからわ迷っている。これからわ迷っている。これからわ

たしが活動について説明する。そたしが活動について説明する。そたしが活動について説明する。そたしが活動について説明する。それれれれが理解できれば、あなたはあらゆる不運から解放さが理解できれば、あなたはあらゆる不運から解放さが理解できれば、あなたはあらゆる不運から解放さが理解できれば、あなたはあらゆる不運から解放さ

れる。れる。れる。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は、先代の誠実な献愛者の模範に従って実行すべきで

す。このことは第15節で勧められました。その活動を自分勝手におこなうべきではない理

由を述べていきます。 

クリシュナ意識で行動するには、この章の始めに説明されたように、師弟継承の線上に

いる権威ある人物の指導に従わなくてはなりません。クリシュナ意識の実践方法は、最初

に太陽神に伝えられ、太陽神は息子のマヌに、マヌはさらに息子のイクシュヴァークに伝

えました。こうしてその方法は、地球で古代から現代に伝えられています。ですから、師

弟継承の線上にいる先代の権威者の足跡に従わなくてはなりません。それができなければ、

聡明な人でもクリシュナ意識でなにをしたらいいのかわからなくなります。この理由で、

主はアルジュナにクリシュナ意識をじかに教えることにしたのです。主からアルジュナに

直接伝えられた教えだからこそ、アルジュナの足跡に従えう人はだれも惑わされません。 

経験に頼る不完全な知識では正しい宗教の道は確かめられません。宗教原則は主自身が

定めたものです。Dharmaà tu säkñäd bhagavat-praëétam（ダハルマンム トゥ サークシャードゥ 

バハガヴァトゥ・プラニータンム）（『シュリーマド・バーガヴァタム』第６編・第３章・第19節）。

不完全な推論で宗教原則を作ることはできません。ブラフマー、シヴァ、ナーラダ、マヌ、
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クマーラたち、カピラ、プラフラーダ、ビーシュマ、シュカデーヴァ・ゴースヴァーミー、

ヤマラージャ、ジャナカ、バリ・マハーラージャという偉大な権威者の足跡に従わなくて

はならないのです。心で推論しても、なにが宗教か宗教ではないのかは確かめられません。

ですから主は、献愛者へのいわれのない慈悲心から、活動や不活動についてアルジュナに

直接説明しました。クリシュナ意識のなかでなされた活動だけが、物質存在の束縛から私

たちを解放させてくれます。 

 

第第第第17171717節節節節                            k-MaR<aae ùiPa baeÖVYa& baeÖVYa& c ivk-MaR<a" ) 
Ak-MaR<aê  baeÖVYa&  GahNaa  k-MaR<aae GaiTa" )) 17 )) 

 

karmaëo hy api boddhavyaà 

boddhavyaà ca vikarmaëaù 

akarmaëaç ca boddhavyaà 

gahanä karmaëo gatiù 
 

karmaëaù—活動の ; hi—確かに ; api—もまた ; boddhavyam—理解されるべきである ; 

boddhavyam—理解されるべきである ; ca—もまた ; vikarmaëaù—禁止された活動の ; 

akarmaëaù—非活動の; ca—もまた; boddhavyam—理解されるべきである; gahanä—非常に

難しい; karmaëaù—活動の; gatiù—入り口。 

 

訳訳訳訳        活動の複雑さはひじょうにわかりにくい。だから、なにが活動なのか、なにが禁活動の複雑さはひじょうにわかりにくい。だから、なにが活動なのか、なにが禁活動の複雑さはひじょうにわかりにくい。だから、なにが活動なのか、なにが禁活動の複雑さはひじょうにわかりにくい。だから、なにが活動なのか、なにが禁

止された活動なのか、そしてなにが非活動な止された活動なのか、そしてなにが非活動な止された活動なのか、そしてなにが非活動な止された活動なのか、そしてなにが非活動なのかを正しく理解しなくてはならない。のかを正しく理解しなくてはならない。のかを正しく理解しなくてはならない。のかを正しく理解しなくてはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  物質的束縛からの解放を真剣に望む人は、活動・非活動・認められていない

活動の違いをよく理解しなくてはなりません。難解な主題だからこそ、活動・反動・間違

った活動について注意深く分析する必要があるということです。クリシュナ意識やその方

法に沿った活動を理解するには、自分と至高者の関係を学ばなくてはなりません。完璧に

学んだ人は、だれもが主の永遠な召使いであり、だからこそクリシュナ意識で活動しなく

てはならないことを完璧に理解しています。『バガヴァッド・ギーター』そのものが読者

をこの結論に導いています。この意識に反する結論や活動を、ヴィカルマ（vikarma）、禁

止された活動といいます。この点を理解するには、クリシュナ意識の権威者と交流し、そ

の秘密を学ばなくてはなりません。これは主からじかに学ぶことと同じです。それができ
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なければ、どれほど知的な人でも惑わされてしまうのです。 

 

第第第第18181818節節節節                            k-MaR<Yak-MaR  Ya"  PaXYaedk-MaRi<a c k-MaR Ya" ) 
Sa buiÖMaaNMaNauZYaezu Sa Yau¢-" k*-Tòk-MaRk*-Ta( )) 18 )) 

 

karmaëy akarma yaù paçyed 

akarmaëi ca karma yaù 

sa buddhimän manuñyeñu 

sa yuktaù kåtsna-karma-kåt 
 

karmaëi—活動の中に; akarma—無活動; yaù—〜である者; paçyet—見る; akarmaëi—無活

動の中に; ca—もまた; karma—果報的活動; yaù—〜である者; saù—彼; buddhi-män—知的で

あ る ; manuñyeñu— 人 間 社 会 に お い て ; saù— 彼 ; yuktaù— 超 越 的 な 境 地 に い る ; 

kåtsna-karma-kåt—あらゆる活動をしていても。 
 

訳訳訳訳        活動のなかに無活動を見、無活動のなかに活動を見る者は、人類のなかでもっと活動のなかに無活動を見、無活動のなかに活動を見る者は、人類のなかでもっと活動のなかに無活動を見、無活動のなかに活動を見る者は、人類のなかでもっと活動のなかに無活動を見、無活動のなかに活動を見る者は、人類のなかでもっと

も知的な者であり、どのようなことをしても超越的な境地に位置されている。も知的な者であり、どのようなことをしても超越的な境地に位置されている。も知的な者であり、どのようなことをしても超越的な境地に位置されている。も知的な者であり、どのようなことをしても超越的な境地に位置されている。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識で活動している人は、おのずとカルマの束縛から解放されま

す。なすべきことすべてがクリシュナのためにおこなわれており、そのため、活動の結果

で楽しんだり苦しんだりもしません。ですから、クリシュナのためにどのような活動をし

ていても、社会では知的な人物とされます。アカルマ（akarma）は、活動の反動がないこ

とを指す言葉です。非人格論者は反動を恐れているために活動することをやめ、そうすれ

ば反動として生じた活動が自己の悟りの障害にならないと考えます。いっぽう人格主義者

は、自分が最高人格主神の永遠な召使いであることを正しく理解しています。だからこそ

クリシュナ意識の活動に励むのです。すべてをクリシュナのためにしますから、その奉仕

をしながら超越的な幸福だけを満喫しています。この方法に従う人々は、個人的な快楽を

満たす望みはありません。クリシュナの永遠な召使いという意識が、活動から生じる反動

すべてから解放してくれるのです。 

 

第第第第19191919節節節節                             YaSYa  SaveR  SaMaarM>aa" k-aMaSaªLPaviJaRTaa" ) 
 jaNaaiGandGDak-MaaR<a& TaMaahu" Pai<@Ta& buDaa" )) 19 )) 
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yasya sarve samärambhäù 

käma-saìkalpa-varjitäù 

jïänägni-dagdha-karmäëaà 

tam ähuù paëòitaà budhäù 
 

yasya—〜である者の; sarve—あらゆる種類の; samärambhäù—試み; käma—感覚満足への

望みにもとづいて; saìkalpa—決意; varjitäù—〜がない; jïäna—完璧な知識の; agni—火によ

って; dagdha—焼かれて; karmäëam—〜の活動; tam—彼を; ähuù—宣言する; paëòitam—博

識な; budhäù—知る者達。 

 

訳訳訳訳        努力のかぎりをつくしても、感覚満足努力のかぎりをつくしても、感覚満足努力のかぎりをつくしても、感覚満足努力のかぎりをつくしても、感覚満足のための努力ではないのための努力ではないのための努力ではないのための努力ではない者は、完璧な知識を者は、完璧な知識を者は、完璧な知識を者は、完璧な知識を

持っている。聖者たち持っている。聖者たち持っている。聖者たち持っている。聖者たちはその人物を、完璧な知識の火で活動の反動をはその人物を、完璧な知識の火で活動の反動をはその人物を、完璧な知識の火で活動の反動をはその人物を、完璧な知識の火で活動の反動を焼きつくした焼きつくした焼きつくした焼きつくした活動活動活動活動

者者者者、、、、と呼ぶ。と呼ぶ。と呼ぶ。と呼ぶ。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  完全な知識を持つ人物だけが、クリシュナ意識で行動する人物を理解するこ

とができます。クリシュナ意識の人物は感覚を満たすつもりはなく、最高人格主神の永遠

な召使いという本来の境地に関連する知識で、活動の反動を焼きつくしています。その人

物こそが完璧な知識を達成した本当の博識者です。主との永遠な絆にかかわる知識は燃え

さかる火と比較されます。その火はひとたび燃えだすと、活動の反動をすべて焼きつくす

ことができます。 

 

第第第第20202020節節節節                            TYa¤-a  k-MaRf-l/aSa(r)&  iNaTYaTa*áae iNaraé[Ya" ) 
k-MaR<Yai>aPa[v*taae_iPa NaEv ik-iÄTk-raeiTa Sa" )) 20 )) 

 

tyaktvä karma-phaläsaìgaà 

nitya-tåpto niräçrayaù 

karmaëy abhipravåtto 'pi 

naiva kiïcit karoti saù 
 

tyaktvä—捨て去っている; karma-phala-äsaìgam—活動の結果への執着; nitya—いつも; 

tåptaù—満足して; niräçrayaù—まったく保護されずに; karmaëi—活動で; abhipravåttaù—完

全に従事して; api—〜にもかかわらず; na—〜しない; eva—確かに; kiïcit—何でも; karoti—

する; saù—彼。 
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訳訳訳訳        かれは、活動の結果かれは、活動の結果かれは、活動の結果かれは、活動の結果へのへのへのへの執着をすべて捨て、つねに満たされ、縛られず、どのよ執着をすべて捨て、つねに満たされ、縛られず、どのよ執着をすべて捨て、つねに満たされ、縛られず、どのよ執着をすべて捨て、つねに満たされ、縛られず、どのよ

うな仕事をしていても、結果にこだわる活動はしない。うな仕事をしていても、結果にこだわる活動はしない。うな仕事をしていても、結果にこだわる活動はしない。うな仕事をしていても、結果にこだわる活動はしない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  活動の束縛からの解放は、すべてをクリシュナのためにするクリシュナ意識

だけによって可能になります。クリシュナ意識の人物は、最高人格主神への純粋な愛情か

ら行動していますから、なにかをしてその結果を得ようとは思っていません。自分の生活

にでさえ執着していない。すべてはクリシュナに託されているからです。なにかを絶対に

手にいれるとか、すでに持っているものを守ろうとも思いません。持てる力を出しきって

義務をはたし、あとはすべてをクリシュナにまかせています。そのような無執着な人物は、

反動の善し悪しに縛られることはありません――なにもしていないかのように。これがア

カルマの兆し、すなわち結果としての反動に乱されない境地です。それ以外の活動、すな

わちクリシュナ意識ではない活動は活動する人を縛ります。先に説明したように、その状

態をヴィカルマといいます。 

 

第第第第21212121節節節節                             iNaraXaqYaRTaictaaTMaa    TYa¢-SavRPairGa]h" ) 
 Xaarqr& ke-vl&/ k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 21 )) 

 

niräçér yata-cittätmä 

tyakta-sarva-parigrahaù 

çäréraà kevalaà karma 

kurvan näpnoti kilbiñam 
 

niräçéù—結果を切望することなく; yata—抑制されて; citta-ätmä—心と知性; tyakta—捨て

去っている; sarva—すべて; parigrahaù—財産に対する所有権の感覚; çäréram—体と魂を共

に保つことで; kevalam—〜だけ; karma—活動; kurvan—している; na—決して〜ない; 

äpnoti—獲得する; kilbiñam—罪な反動。 
 

訳訳訳訳        そのように理解している者は、心と知性そのように理解している者は、心と知性そのように理解している者は、心と知性そのように理解している者は、心と知性を完璧に抑えて行動し、財産に対する所を完璧に抑えて行動し、財産に対する所を完璧に抑えて行動し、財産に対する所を完璧に抑えて行動し、財産に対する所

有権を放棄し、生活に必要なものだけのために行動する。そのように有権を放棄し、生活に必要なものだけのために行動する。そのように有権を放棄し、生活に必要なものだけのために行動する。そのように有権を放棄し、生活に必要なものだけのために行動する。そのように行動行動行動行動すれば、罪のすれば、罪のすれば、罪のすれば、罪の

反動の影響を受けることはない。反動の影響を受けることはない。反動の影響を受けることはない。反動の影響を受けることはない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識の人は、いい結果や悪い結果を期待して行動するわけではあ
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りません。心も知性も完全に抑制されています。自分が至高者の部分体であること、そし

て全体者の部分であるというきもちでした活動は、自分がしたことではなく、自分をとお

して至高者がしたことを知っています。手はひとりでに動いているのではなく、体の各部

分の努力で動いています。クリシュナ意識の人は物欲を満たそうとは思っていないので、

かれの望みはいつも至高者の望みと一致しています。機械の一部品のように行動している

のです。部品は油をさしたりそうじをしたりして維持する必要があるように、クリシュナ

意識の人は、主への崇高な愛情奉仕を続けるために、自分の活動で自分を養っています。

そうすることで、反動すべてから守られています。飼われている動物のように、体の所有

権さえ主張しない。心ない飼い主は飼っている動物を殺すことがありますが、その動物は

抵抗さえしません。実は、その動物に自由はありません。クリシュナ意識の人は自己を悟

ったうえで努力しており、自分のものではないものに対する所有権を主張する時間さえあ

りません。献愛者は体と魂を維持するために不正な手段で金銭を集める必要もないので、

そのような罪にけがれる可能性もありません。なにをしても反動に縛られていないのです。 

 

第第第第22222222節節節節                             Yad*C^al/a>aSaNTauíae   ÜNÜaTaqTaae  ivMaTSar" ) 
 SaMa" iSaÖaviSaÖaE c k*-TvaiPa Na iNabDYaTae )) 22 )) 

 

yadåcchä-läbha-santuñöo 

dvandvätéto vimatsaraù 

samaù siddhäv asiddhau ca 

kåtväpi na nibadhyate 
 

yadåcchä—自然に; läbha—利益と共に; santuñöaù—満足して; dvandva—二元性; atétaù—凌

いで; vimatsaraù—嫉妬心がなく; samaù—安定した; siddhau—成功して; asiddhau—失敗; 

ca—もまた; kåtvä—〜している; api—〜ではあるが; na—決して〜ない; nibadhyate—影響さ

れる。 
 

訳訳訳訳        自然に入ってきた利益で満足し、二元性に惑わされず、だれをも嫉妬することな自然に入ってきた利益で満足し、二元性に惑わされず、だれをも嫉妬することな自然に入ってきた利益で満足し、二元性に惑わされず、だれをも嫉妬することな自然に入ってきた利益で満足し、二元性に惑わされず、だれをも嫉妬することな

く、成功しても失敗しても心が安定している者は、活動の結果に束縛されない。く、成功しても失敗しても心が安定している者は、活動の結果に束縛されない。く、成功しても失敗しても心が安定している者は、活動の結果に束縛されない。く、成功しても失敗しても心が安定している者は、活動の結果に束縛されない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識の人物は、体を維持するためにたいへんな努力をすることは

ありません。自然に手にいれた利益で満足します。乞うことも借りることもせず、力の及

ぶかぎり正直に働き、その努力の結果として得たものに満足しています。人に頼って生活
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しているわけではありません。まただれかの奉仕が、自分のクリシュナ意識の奉仕を妨げ

ることは許しません。しかし主に仕えるためなら、物質界の二元性に乱されずにどのよう

な仕事でもできます。物質界の二元性は、暑さや寒さ、苦しみや幸福などの形で感じられ

ます。クリシュナ意識の人物は、クリシュナを満足させるためならどんな仕事でもためら

うことなく実行するため、二元性を越えています。ですから、成功しても失敗しても心は

安定しています。このような特質が、超越的な知識に完全に立脚している人物に見られま

す。 

 

第第第第23232323節節節節                                GaTaSa(r)SYa Mau¢-SYa jaNaaviSQaTaceTaSa" ) 
 YajaYaacrTa"  k-MaR  SaMaGa]& Pa[ivl/IYaTae )) 23 )) 

 

gata-saìgasya muktasya 

jïänävasthita-cetasaù 

yajïäyäcarataù karma 

samagraà praviléyate 
 

gata-saìgasya— 物 質 自 然 界 の 様 式 に 無 執 着 な 者 の ; muktasya— 解 放 さ れ た 者 の ; 

jïäna-avasthita—超越性に位置されて; cetasaù—〜である者の知恵; yajïäya—ヤギャ（クリシ

ュナ）のために; äcarataù—活動している; karma—活動; samagram—全体に; praviléyate—完

全に一体になる。 

 

訳訳訳訳        物質自然界の様式に物質自然界の様式に物質自然界の様式に物質自然界の様式に執着することなく、超越的な知識に立脚している者の活動は、執着することなく、超越的な知識に立脚している者の活動は、執着することなく、超越的な知識に立脚している者の活動は、執着することなく、超越的な知識に立脚している者の活動は、

完全に完全に完全に完全に超越的境地のなかにある。超越的境地のなかにある。超越的境地のなかにある。超越的境地のなかにある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  完全にクリシュナ意識になることですべての二元性から自由になり、三様式

のけがれからも解放されます。クリシュナと自分の関係を知っているため、解放され、心

がクリシュナ意識から離れることはありません。したがって、なにをするにしても、目的

は根源のヴィシュヌに向けられています。そしてすることすべてが身の犠牲となります。

犠牲は至高の人物ヴィシュヌ、クリシュナを満足させるためにあるからです。その活動の

反動は超越性と調和しているため、クリシュナ意識の活動者は物質的な影響に苦しむこと

はありません。 
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第第第第24242424節節節節                            b]øaPaR<a& b]ø hivb]RøaGanaE b]ø<aa huTaMa( ) 
b]øEv  TaeNa  GaNTaVYa& b]øk-MaRSaMaaiDaNaa )) 24 )) 

 

brahmärpaëaà brahma havir 

brahmägnau brahmaëä hutam 

brahmaiva tena gantavyaà 

brahma-karma-samädhinä 
 

brahma—精神的な質; arpaëam—貢献; brahma—至高者; haviù—バター; brahma—精神的な; 

agnau—達成という火の中で; brahmaëä—精神魂によって; hutam—捧げられて; brahma—精

神的王国; eva—確かに; tena—彼によって; gantavyam—到達されること; brahma—精神的な; 

karma—活動において; samädhinä—完全な吸収によって。 

 

訳訳訳訳        クリシュナ意識に完全に没頭している者はクリシュナ意識に完全に没頭している者はクリシュナ意識に完全に没頭している者はクリシュナ意識に完全に没頭している者は必ず必ず必ず必ず精神界に到達する。なぜなら、精精神界に到達する。なぜなら、精精神界に到達する。なぜなら、精精神界に到達する。なぜなら、精

神的活動に専心し、そして達成したものは絶対的で、捧げられた奉仕そのものも精神的神的活動に専心し、そして達成したものは絶対的で、捧げられた奉仕そのものも精神的神的活動に専心し、そして達成したものは絶対的で、捧げられた奉仕そのものも精神的神的活動に専心し、そして達成したものは絶対的で、捧げられた奉仕そのものも精神的

特質に満たされているからである。特質に満たされているからである。特質に満たされているからである。特質に満たされているからである。 

 

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がやがて精神的ゴールに行きつくことが、この節で説

明されています。さまざまなクリシュナ意識の活動があり、そのすべてがこれから述べら

れます。しかしいまここでは、クリシュナ意識の原則が説明されています。物質的なけが

れに巻きこまれている条件づけられた魂は、物質的な状況で活動することは避けられませ

んが、それでもそこら抜けださなくてはなりません。条件づけられた魂が物質的状況から

抜けだす方法がクリシュナ意識です。たとえば、乳製品を食べ過ぎて腸障害で苦しんでい

る患者は、別の乳製品である凝乳で治すことができます。物質的なことに没頭している条

件づけられた魂は、『バガヴァッド・ギーター』が明らかにしているように、クリシュナ

意識で物質的な病を治すことができます。その方法は一般的にヤギャ（yajïa）、すなわち

ヴィシュヌあるいはクリシュナを満足させるための活動（身の犠牲）として知られていま

す。物質界での活動がクリシュナ意識で、すなわちヴィシュヌのためだけになされるほど

に、世界はクリシュナ意識と完璧に調和して精神化していきます。この節のbrahma・ブラ

フマ（あるいはBrahman）の意味は「精神的」です。主は精神的であり、主の超越的な体

から放たれる光をブラフマジョーティ「主の精神的な光輝」といいます。存在するものす

べてはブラフマジョーティのなかにありますが、そのジョーティが幻想（マーヤー）ある
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いは感覚満足に包まれると、それが「物質的なもの」になります。この物質的なベールは

クリシュナ意識によってすぐに取りさることができます。こうして、クリシュナ意識のた

めの捧げ物、あるいは寄付の消費の過程、寄付者、そしてその結果は――すべてが結合し

て――ブラフマンあるいは絶対真理者になります。マーヤーに包まれている絶対真理が物

質です。そして絶対真理者のために使われる物質は、その精神的質を取りもどします。ク

リシュナ意識は、幻想に包まれた意識をブラフマン、すなわち至高者にもどす方法です。

心がクリシュナ意識に完全に没頭するとき、それがサマーディ（samädhi）・法悦境と呼ば

れます。そのような超越的な意識でなされたことはすべてヤギャ、すなわち絶対者への捧

げ物です。精神的意識の境地でなされれば、寄付者、寄付、消費、実行する者、実行を指

導する者、そして結果・究極の利益――すべて――が、絶対者、至高のブラフマンと調和

します。それがクリシュナ意識の方法です。 

 

第第第第25252525節節節節                                dEvMaevaPare Yaj& YaaeiGaNa" PaYauRPaaSaTae ) 
b]øaGanavPare  Yaj& YajeNaEvaePaJauûiTa )) 25 )) 

 

daivam eväpare yajïaà 

yoginaù paryupäsate 

brahmägnäv apare yajïaà 

yajïenaivopajuhvati 
 

daivam—半神達を崇拝することで; eva—このように; apare—他の者達; yajïam—儀式; 

yoginaù—神秘家達; paryupäsate—完璧に崇拝する; brahma—絶対真理者の; agnau—火の中

に; apare—他の者達; yajïam—儀式; yajïena—儀式によって; eva—そのように; upajuhvati—

捧げる。 
 

訳訳訳訳        さまざまな儀式をさまざまな儀式をさまざまな儀式をさまざまな儀式を捧げる捧げる捧げる捧げることで半神を完璧に崇拝するヨーギーがおり、また至高ことで半神を完璧に崇拝するヨーギーがおり、また至高ことで半神を完璧に崇拝するヨーギーがおり、また至高ことで半神を完璧に崇拝するヨーギーがおり、また至高

のブラフマンの火のなかに儀式をのブラフマンの火のなかに儀式をのブラフマンの火のなかに儀式をのブラフマンの火のなかに儀式を捧げる捧げる捧げる捧げる者もいる。者もいる。者もいる。者もいる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  上記したように、クリシュナ意識で義務を遂行している人は、完璧なヨーギ

ー、あるいは一流の神秘家とも呼ばれます。しかしほかにも、半神を崇拝して同じ儀式を

する人も、さらに至高のブラフマン（至高主の非人格的様相）に儀式を捧げる人もいます。

このように、さまざまな概念にもとづく多種多様な儀式があります。さまざまな執行者が

おこなうそれぞれの儀式の概念は、多種多様な儀式を表面的に区分しているにすぎません。
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犠牲の本当の意義は、ヤギャの名でも知られる至高主・ヴィシュヌを満足させることにあ

ります。各儀式は２つの主要部に分けられます。俗な財産を求めるための儀式、そして超

越的知識を得るための儀式です。クリシュナ意識にいる人々は持てる財産すべてを至高主

の満足のために犠牲にしますが、はかない物質的幸福を求め、インドラや太陽神たちを満

足させるために財産を犠牲にする人々もいます。さらに非人格論者のなかは、自分たちの

存在そのものを非人格ブラフマンのなかに融合させようとする人もいます。半神は、宇宙

内の熱、水の供給、照明といった物質的機能の維持や管理のために至高主から任命された

力強い生命体です。物質的な利益に関心がある人々はヴェーダ儀式をとおして半神を崇拝

します。そのような人々をbahv-éçvara-vädé（バフヴ・イーシュヴァラ・ヴァーディー）「多くの神々

を信じる者」といいます。しかしほかにも、絶対真理者の非人格的様相を崇拝し、半神の

姿を一時的なものと見なし、自らを至高の火に捧捧げ、こうして至高者のなかに融合して

個人としての存在を終わらせる人もいます。非人格論者は、至高者の超越的な特質を理解

するために哲学的推論に時間を使っています。言いかえれば、結果を求める活動者は物質

的楽しみのために財産を犠牲にし、非人格論者は至高者と融合するために自分そのものを

犠牲にする、ということです。非人格論者にとっては儀式の火の祭壇が至高のブラフマン

であり、その供物はブラフマンの火によって消耗される自分自身です。しかし、アルジュ

ナのようなクリシュナ意識の人物は、クリシュナの満足のためにすべてを捧げ、こうして

財産も自分自身も――すべてが――クリシュナのために犠牲にされます。だからこそ、そ

のような人物は一流のヨーギーといえます。しかしそれでも、個人としての存在を失うわ

けではありません。 

 

第第第第26262626節節節節                                é[ae}aadqNaqiNd]Yaa<YaNYae Sa&YaMaaiGanzu JauûiTa ) 
XaBdadqiNvzYaaNaNYa wiNd]YaaiGanzu JauûiTa )) 26 )) 

 

çroträdénéndriyäëy anye 

saàyamägniñu juhvati 

çabdädén viñayän anya 

indriyägniñu juhvati 
 

çrotra-ädéni—聞くという手段 ; indriyäëi—感覚 ; anye—他の者達 ; saàyama—抑制の ; 

agniñu—火の中に; juhvati—捧げる; çabda-ädén—音の響きなど; viñayän—感覚満足の対象物; 

anye—他の者達; indriya—感覚器官の; agniñu—火の中に; juhvati—彼らは犠牲にする。 
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訳訳訳訳        ある者（純粋な心のブラフマチャーリー）は心の抑制という火のなかに「聴くとある者（純粋な心のブラフマチャーリー）は心の抑制という火のなかに「聴くとある者（純粋な心のブラフマチャーリー）は心の抑制という火のなかに「聴くとある者（純粋な心のブラフマチャーリー）は心の抑制という火のなかに「聴くと

いう手段」と「感覚」を捧げ、さらに他の者（いう手段」と「感覚」を捧げ、さらに他の者（いう手段」と「感覚」を捧げ、さらに他の者（いう手段」と「感覚」を捧げ、さらに他の者（自ら自ら自ら自らを抑制する世帯者）は、感覚の対象を抑制する世帯者）は、感覚の対象を抑制する世帯者）は、感覚の対象を抑制する世帯者）は、感覚の対象

を感覚の火のなかに捧げる。を感覚の火のなかに捧げる。を感覚の火のなかに捧げる。を感覚の火のなかに捧げる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  人間生活の４区分の人々、すなわちブラフマチャーリー、グリハスタ、ヴァ

ーナプラスタ、サンニャーシーは、やがて完璧なヨーギー・超越主義者にならなくてはな

りません。人間生活は動物のように感覚を楽しむためだけにあるのではないため、この４

つの区分は精神生活をきわめられるよう用意されています。真正な精神指導者に導かれな

がら修練するブラフマチャーリー・学習者は、感覚満足を避けることで心を抑制します。

ブラフマチャーリーはクリシュナ意識にかかわる言葉だけを聞きます。聞くことは理解す

るための基本的な原則ですから、純粋なブラフマチャーリーはharer nämänukértanam（ハ

レール ナーマーヌキールタナンム）「主の栄光を唱えることと聞くこと」に没頭します。物質的な

音を聞かないよう心がけ、聴覚はハレー・クリシュナ、ハレー・クリシュナという超越的

な音に使われます。同じように、ある程度の感覚満足が許されている世帯者は、きびしい

制限に従って生活します。性生活、陶酔物、肉食は人間社会であたりまえのようにおこな

われていることですが、自らを抑制する世帯者は無制限の性生活やほかの感覚満足におぼ

れることはありません。ですから宗教原則に沿った結婚生活は、⽂化的人間社会に見られ

るものです。それが真の抑制された性生活だからです。このような無執着の性生活もヤギ

ャです。自らを抑制する世帯者は感覚満足に対する思いを、より高い超越的な生活のため

に犠牲にしているからです。 

 

第第第第27272727節節節節                                SavaR<aqiNd]Yak-MaaRi<a Pa[a<ak-MaaRi<a caPare ) 
AaTMaSa&YaMaYaaeGaaGanaE  JauûiTa  jaNadqiPaTae )) 27 )) 

 

sarväëéndriya-karmäëi 

präëa-karmäëi cäpare 

ätma-saàyama-yogägnau 

juhvati jïäna-dépite 
 

sarväëi—すべての; indriya—感覚; karmäëi—機能; präëa-karmäëi—呼吸の機能; ca—もまた; 

apare—他の者達; ätma-saàyama—心の抑制の; yoga—結合させる方法; agnau—〜の火の中に; 

juhvati—捧げる; jïäna-dépite—自己の悟りへの衝動のために。 
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訳訳訳訳        さらに、心と感覚を抑制して自己のさらに、心と感覚を抑制して自己のさらに、心と感覚を抑制して自己のさらに、心と感覚を抑制して自己の悟りに到達しようとする悟りに到達しようとする悟りに到達しようとする悟りに到達しようとするほかほかほかほかの者は、すべての者は、すべての者は、すべての者は、すべて

の感覚や呼吸の機能を、抑制された心という火のなかに供物として捧げる。の感覚や呼吸の機能を、抑制された心という火のなかに供物として捧げる。の感覚や呼吸の機能を、抑制された心という火のなかに供物として捧げる。の感覚や呼吸の機能を、抑制された心という火のなかに供物として捧げる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この節にはパタンジャリが始めたヨーガ体系が述べられています。パタンジ

ャリの『ヨーガ・スートラ』では、魂をpratyag-ätmä（プラテャグ・アートゥマー）とparäg-ätmä

（パラーグ・アートゥマー）と呼んでいます。感覚の楽しみを求めている魂をパラーグ・アートゥ

マーといいますが、その楽しみを放棄しようとする魂をプラテャグ・アートゥマーといい

ます。魂は体内の10種類の空気の流れに動かされており、これは呼吸機能をとおして知覚

されます。パタンジャリのヨーガ体系が説いているのは、特定の技術を使って体内の空気

を抑制することで、やがて体内の空気の機能すべてが、魂の物質的執着を清めるられる方

法です。このヨーガ体系ではプラテャグ・アートゥマーになることが最終的な目標です。

プラテャグ・アートゥマーになって物質的活動を捨てるのです。感覚器官は感覚の対象に

反応します。聞くための耳、見るための目、嗅ぐための鼻、味わうための舌、触れるため

の手などがそうで、そのすべてが自己の外側で機能します。これがプラーナ・ヴァーユ

（präëa-väyu）の機能です。プラーナ・ヴァーユは下方へ流れ、ヴャーナ・ヴァーユ

（vyäna-väyu）は縮小・拡張するために機能し、サマーナ・ヴァーユ（samäna-väyu）は

均衡を調整し、ウダーナ・ヴァーユ（udäna-väyu）は上方へ流れます。そして啓発された

修練者はそれらすべてを自己の悟りのために使います。 

 

第第第第28282828節節節節                                d]VYaYajaSTaPaaeYaja   YaaeGaYajaSTaQaaPare  ) 
SvaDYaaYajaNaYajaê YaTaYa" Sa&iXaTav]Taa" )) 28 )) 

 

dravya-yajïäs tapo-yajïä 

yoga-yajïäs tathäpare 

svädhyäya-jïäna-yajïäç ca 

yatayaù saàçita-vratäù 
 

dravya-yajïäù—自分の財産を犠牲にする; tapaù-yajïäù—苦行における犠牲; yoga-yajïäù—

８種類の神秘主義における犠牲; tathä—このように; apare—他の者達; svädhyäya—ヴェーダ

の研究における犠牲; jïäna-yajïäù—超越的知識の発達における犠牲; ca—もまた; yatayaù—

啓発された人々; saàçita-vratäù—厳格な誓いをして。 
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訳訳訳訳        あああある者は厳格な誓いをたて、所有物を犠牲にすることで啓発される。また厳しいる者は厳格な誓いをたて、所有物を犠牲にすることで啓発される。また厳しいる者は厳格な誓いをたて、所有物を犠牲にすることで啓発される。また厳しいる者は厳格な誓いをたて、所有物を犠牲にすることで啓発される。また厳しい

苦行をしたり、８種類の神秘的ヨーガを修練したり、超越的知識を高めるためにヴェー苦行をしたり、８種類の神秘的ヨーガを修練したり、超越的知識を高めるためにヴェー苦行をしたり、８種類の神秘的ヨーガを修練したり、超越的知識を高めるためにヴェー苦行をしたり、８種類の神秘的ヨーガを修練したり、超越的知識を高めるためにヴェー

ダを研究したりして啓発される者たちもいる。ダを研究したりして啓発される者たちもいる。ダを研究したりして啓発される者たちもいる。ダを研究したりして啓発される者たちもいる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  このような犠牲はさまざまに分類されます。慈善という形で自分の財産を犠

牲にする人たちがいます。インドでは、裕福な実業家や王宮階級の人々がダルマ・シャー

ラー、アンナ・クシェートラ、アティティ・クシェートラ、アナーターラヤ、ヴィデャー・

ピタなど、さまざまな慈善事業を運営しています。ほかの国々でも、病院、老人ホーム、

また貧しい人々のために食糧・教育・医療を提供する同様の慈善基金が設けられています。

このような慈善事業をドゥラヴャ・ヤギャといいます。また、暮らしを良くしたり、宇宙

の高位の惑星に高められたりするように、チャンドラーヤナやチャートゥルマーッシャの

ような苦行を進んで実践する人々もいます。この方法には、厳格な規則に従って生活する

誓いが含まれます。たとえば、チャートゥルマーッシャの誓いをたてた人は、１年の４ヶ

月間（７月から10月まで）髪を剃らず、ある種の食物を食べず、１日に２回は食事をせず、

家から外に出ない、などの規則を守ります。快適な生活を犠牲にするその抑制をタポーマ

ヤ・ヤギャといいます。また、パタンジャリ体系のようなさまざまな神秘的ヨーガ（絶対

真理者の存在への融合）、ハタ・ヨーガ、アシュターンガ・ヨーガ（特定の完成境地）に

励む人々もいます。また神聖な巡礼地を旅する人々もいます。このような修練をヨーガ・

ヤギャ、すなわち物質界で特定の完成を得るための犠牲、といいます。また、さまざまな

ヴェーダ経典、特にウパニシャッドや『ヴェーダンタ・スートラ』、あるいはサーンキャ

哲学の研究に打ちこむ人々もいます。これらをスヴァーデャーナ・ヤギャ、すなわち学究

における犠牲といいます。このヨーギーはさまざまな犠牲を誠実に修練し、より高い生活

段階に高められることを目指しています。しかしクリシュナ意識は、このような犠牲によ

って完成できるものではなく、主の慈悲や主の真正な献愛者の慈悲だけによって得られる

ものです。このため、クリシュナ意識は超越的だと言われています。 

 

第第第第29292929節節節節                                APaaNae  JauûiTa Pa[a<a& Pa[a<ae_PaaNa& TaQaaPare  ) 
Pa[a<aaPaaNaGaTaq åd(ßa Pa[a<aaYaaMaParaYa<aa"  ) 
APare  iNaYaTaahara" Pa[a<aaNPa[a<aezu JauûiTa   )) 29 )) 
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apäne juhvati präëaà 

präëe 'pänaà tathäpare 

präëäpäna-gaté ruddhvä 

präëäyäma-paräyaëäù 

apare niyatähäräù 

präëän präëeñu juhvati 
 

apäne—下方に動く空気の中で; juhvati—捧げる; präëam—外側に動く空気; präëe—外側に

動く空気の中で; apänam—下方に動く空気; tathä—もまた; apare—他の者達; präëa—外側に

動く空気の; apäna—そして下方に動く空気; gaté—動き; ruddhvä—止めている; präëa-äyäma—

すべての呼吸を止めることで起こされる法悦境; paräyaëäù—そうしたいと思う; apare—他の

者達; niyata—制御して; ähäräù—食べている; präëän—外側に動く空気; präëeñu—外側に動く

空気の中に; juhvati—犠牲。 
 

訳訳訳訳        さらに、呼吸制御法で法悦境にとどまろうとする修行者は、外側に向かう呼吸をさらに、呼吸制御法で法悦境にとどまろうとする修行者は、外側に向かう呼吸をさらに、呼吸制御法で法悦境にとどまろうとする修行者は、外側に向かう呼吸をさらに、呼吸制御法で法悦境にとどまろうとする修行者は、外側に向かう呼吸を

内側へ、内側に向かう呼吸を外側へ捧げ、最後にはすべての呼吸を停止して法悦境にと内側へ、内側に向かう呼吸を外側へ捧げ、最後にはすべての呼吸を停止して法悦境にと内側へ、内側に向かう呼吸を外側へ捧げ、最後にはすべての呼吸を停止して法悦境にと内側へ、内側に向かう呼吸を外側へ捧げ、最後にはすべての呼吸を停止して法悦境にと

どまる。どまる。どまる。どまる。ほかほかほかほかにも、食事を制限したり、外側に向かう呼吸を儀式として体内に捧げたりにも、食事を制限したり、外側に向かう呼吸を儀式として体内に捧げたりにも、食事を制限したり、外側に向かう呼吸を儀式として体内に捧げたりにも、食事を制限したり、外側に向かう呼吸を儀式として体内に捧げたり

する者もいる。する者もいる。する者もいる。する者もいる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  呼吸を抑制するこのヨーガ法をプラーナーヤーマといい、最初はハタ・ヨー

ガでさまざまな座法をとおして修練されます。感覚の抑制のために、また精神的悟りに高

められるために勧められている方法です。この修練には、体内の空気を制御して空気の通

過方向を逆流させるという技術が含まれます。アパーナの空気は下方に流れ、プラーナの

空気は上方に流れます。プラーナーヤーマ・ヨーギーは空気の流れが平衡状態（プーラカ）

になるまで呼吸を逆流させる修練をします。呼気を吸気に捧げる方法をレーチャカと呼び、

両方の空気が完全に停止したとき、クンバカ・ヨーガ（kumbhaka-yoga）状態に入ります。

クンバカ・ヨーガを修練する修練者は、精神的悟りを得るために寿命を延ばすことができ

ます。知性あるヨーギーは来世を待つことなく、１回の生涯で完成の境地に辿りつこうと

するものです。たしかにクンバカ・ヨーガの修練で寿命は相当延ばせますが、クリシュナ

意識の人物はいつも超越的な愛情奉仕に浸っているので、自然に感覚の抑制ができます。

感覚はクリシュナへの奉仕に使われており、ほかのために使われることはありません。そ

して生涯を終えるとき、主クリシュナのもとへ移されるのです。ですから献愛者は寿命を
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延ばすことなど考えません。『バガヴァッド・ギーター』（第14章・第26節）で述べられ

ているように、献愛者はすぐに解放の境地に高められます。 
 

mäà ca yo 'vyabhicäreëa 

bhakti-yogena sevate 

sa guëän samatétyaitän 

brahma-bhüyäya kalpate 
 

 「主への無垢な愛情奉仕に励んでいる者は、物質自然界の様式を超越し、すぐに精神的境

地に高められる」。クリシュナ意識の人はすでに超越的な段階から修練を始め、そしてい

つもその意識にとどまっています。ですから、その境地から逸脱することはなく、最終的

に、そして速やかに主の住居に入っていきます。食べる量を減らす修練は、クリシュナ・

プラサーダム（kåñëa-prasädam）「主に最初に捧げられた食べ物」を食べれば、おのずと

達成できます。食事の減量は感覚を抑えるうえでひじょうに役立ちます。そして、感覚を

抑えなければ物質的束縛から抜けだす可能性はまったくありません。 

 

第第第第30303030節節節節                            SaveR_PYaeTae  Yajivdae  Yaj+aiPaTak-LMaza" ) 
YajiXaíaMa*Ta>auJaae YaaiNTa b]ø SaNaaTaNaMa( )) 30 )) 

 

sarve 'py ete yajïa-vido 

yajïa-kñapita-kalmañäù 

yajïa-çiñöämåta-bhujo 

yänti brahma sanätanam 
 

sarve—すべて; api—見かけは違ってはいても; ete—これら; yajïa-vidaù—犠牲を行なう目的

に精通して ; yajïa-kñapita—そのような実行の結果浄化されて ; kalmañäù—罪の反動の; 

yajïa-çiñöa—そのようなヤギャの実行の結果の; amåta-bhujaù—そのような甘露を味わった者

達; yänti—近づく; brahma—至高者; sanätanam—永遠の世界。 

 

訳訳訳訳        犠牲の真意を知るこの実践者たちは罪の反動から清められ、そして、その犠牲の犠牲の真意を知るこの実践者たちは罪の反動から清められ、そして、その犠牲の犠牲の真意を知るこの実践者たちは罪の反動から清められ、そして、その犠牲の犠牲の真意を知るこの実践者たちは罪の反動から清められ、そして、その犠牲の

結果の甘露を味わうことで、至上かつ永遠な世界に向かって高められていく。結果の甘露を味わうことで、至上かつ永遠な世界に向かって高められていく。結果の甘露を味わうことで、至上かつ永遠な世界に向かって高められていく。結果の甘露を味わうことで、至上かつ永遠な世界に向かって高められていく。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  さまざまなタイプの犠牲（財産の犠牲、ヴェーダあるいは哲学的理論研究の
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犠牲、ヨーガ法実践の犠牲）に関する先の説明から、そのすべての方法に共通しているの

は感覚の抑制であることがわかります。感覚満足は物質存在の根幹であり、感覚満足を超

えた心境に立脚していなければ、完全な知識と喜びに満ちた状態には高められません。こ

れが永遠な世界・ブラフマンの世界です。上記した犠牲は、私たちが物質存在の罪な反動

を洗いきよめるのを助けてくれます。こうして高められた生活によって、幸福かつ裕福に

なるだけではなく、生涯を終えるときに神の永遠な国に入り、非人格的ブラフマンに融合

するか、あるいは最高人格主神クリシュナとふれあうことができるようになります。 

 

第第第第31313131節節節節                        NaaYa& l/aek-ae_STYaYajSYa ku-Taae_NYa" ku-åSataMa )) 31 )) 
 

 näyaà loko 'sty ayajïasya 

  kuto 'nyaù kuru-sattama 
 

na—決して〜ない; ayam—この; lokaù—惑星; asti—〜がある; ayajïasya—犠牲を修練しない者

にとって; kutaù—どこに; anyaù—他の者; kuru-sat-tama—クル家の筆頭者よ。 

 

訳訳訳訳        クル王家のクル王家のクル王家のクル王家の筆頭者筆頭者筆頭者筆頭者よ。犠牲を修練しない者は、この惑星でも現世でも決して幸よ。犠牲を修練しない者は、この惑星でも現世でも決して幸よ。犠牲を修練しない者は、この惑星でも現世でも決して幸よ。犠牲を修練しない者は、この惑星でも現世でも決して幸せせせせ

にはなれない。ならば、来世のことは言うまでもない。にはなれない。ならば、来世のことは言うまでもない。にはなれない。ならば、来世のことは言うまでもない。にはなれない。ならば、来世のことは言うまでもない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  どのような姿であっても、物質界に生きている生命体は自分の本当の立場を

知りません。言いかえれば、生命体が物質界にいるのは、数多くの罪な生涯の反動の結果

だということです。無知が罪な生活の原因であり、罪な生活が私たちを物質界のなかで引

きずりまわします。人間生活はこの束縛から逃れられる唯一の抜け穴です。だからこそヴ

ェーダは私たちに、宗教・経済的快適・抑制された感覚満足､そして最後に苦境から完全に

抜けだす方法を示しているのです。宗教の道、あるいは勧められてきたさまざまな犠牲を

実践すれば、私たちの経済的な問題は自然に解決されます。ヤギャを執行すれば充分な食

糧や牛乳などが供給され、その時点で人口増加の問題はなくなります。体が適切に維持さ

れていれば、次に満たすのは感覚です。ですからヴェーダは、規則だてられた感覚満足の

ための神聖な結婚を定めています。このヴェーダの教えに導かれて徐々に束縛から解放さ

れ、そして至高主と交流する崇高で解放された生活に到達します。完成は、上記したよう

にヤギャ（犠牲）の修練によって達成できます。ならば、ヴェーダが示すヤギャをするつ

もりのない人が、いまこの世界で幸せになる可能性はありませんし、まして別の体で別の
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惑星に住んでも幸せになれないのは当然ではないでしょうか。さまざまな天国の惑星では

多種多様な物質的快楽を味わうことができ、さまざまなヤギャを執行した人にはこのうえ

ない幸せが用意されています。しかし人間が達成できる最高の幸福は、クリシュナ意識を

修練することで到達できる精神的惑星での生活です。だからこそ、クリシュナ意識の生活

は物質界のすべての問題を解決してくれるのです。 

 

第第第第32323232節節節節                         Wv&  bhuivDaa  Yaja  ivTaTaa b]ø<aae Mau%e ) 
 k-MaRJaaiNviÖ TaaNSavaRNaev& jaTva ivMaae+YaSae )) 32 )) 

 

evaà bahu-vidhä yajïä 

vitatä brahmaëo mukhe 

karma-jän viddhi tän sarvän 

evaà jïätvä vimokñyase 
 

evam—そのように; bahu-vidhäù—さまざまな種類の; yajïäù—犠牲; vitatäù—広められる; 

brahmaëaù—ヴェーダの; mukhe—口を通して; karma-jän—活動から生まれた; viddhi—あな

たは知るべきである; tän—それら; sarvän—すべて; evam—そのように; jïätvä—知っている; 

vimokñyase—あなたは解放されるだろう。 

訳訳訳訳        多岐にわたるこの犠牲はヴェーダによって認められ、またさまざまな種類の活動多岐にわたるこの犠牲はヴェーダによって認められ、またさまざまな種類の活動多岐にわたるこの犠牲はヴェーダによって認められ、またさまざまな種類の活動多岐にわたるこの犠牲はヴェーダによって認められ、またさまざまな種類の活動

から生じるものである。このように理解すれば、あなたは解放される。から生じるものである。このように理解すれば、あなたは解放される。から生じるものである。このように理解すれば、あなたは解放される。から生じるものである。このように理解すれば、あなたは解放される。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  これまで説明されてきたように、さまざまなタイプの活動者にふさわしい犠

牲がヴェーダで述べられています。私たちはあまりにも肉体観念に凝り固まっているため、

その犠牲が体・心・知性を使ってできるよう配慮されています。しかしそのどれも、最終

的には肉体から解放されるために勧められています。このことが、主の口をとおして確証

されているのです。 

 

第第第第33333333節節節節                             é[eYaaNd]VYaMaYaaÛjaJjaNaYaj"   ParNTaPa ) 
 Sav| k-MaaRi%l&/ PaaQaR jaNae PairSaMaaPYaTae )) 33 )) 

 
 

çreyän dravya-mayäd yajïäj 

jïäna-yajïaù parantapa 
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sarvaà karmäkhilaà pärtha 

jïäne parisamäpyate 
 

çreyän— よ り 優 れ て ; dravya-mayät— 物 質 的 所 有 物 の ; yajïät— そ の 犠 牲 よ り も ; 

jïäna-yajïaù—知識における犠牲; parantapa—敵の懲罰者よ; sarvam—すべて; karma—活動; 

akhilam—全体に; pärtha—プリターの子よ; jïäne—知識における; parisamäpyate—終わる。 

 

訳訳訳訳        敵の懲罰者よ。知識を犠牲にするほうがただ物質的財産を犠牲にするよりも優れ敵の懲罰者よ。知識を犠牲にするほうがただ物質的財産を犠牲にするよりも優れ敵の懲罰者よ。知識を犠牲にするほうがただ物質的財産を犠牲にするよりも優れ敵の懲罰者よ。知識を犠牲にするほうがただ物質的財産を犠牲にするよりも優れ

ている。プリターている。プリターている。プリターている。プリターの子よ。の子よ。の子よ。の子よ。すべてのすべてのすべてのすべての犠牲犠牲犠牲犠牲はははは、結局、超越的知識で頂点に達するのである。、結局、超越的知識で頂点に達するのである。、結局、超越的知識で頂点に達するのである。、結局、超越的知識で頂点に達するのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  犠牲の目的は、完全な知識という境地に到達することにあり、そして物質的

な苦しみから解放され、やがて至高主に愛情のこもった超越的奉仕（クリシュナ意識）を

することにあります。それでも、犠牲という活動には不可思議な面が秘められており、私

たちはその神秘を知らなくてはなりません。犠牲の形は、その実行者の信念に応じて異な

ることがあります。超越的知識を信頼して犠牲を実行する人は、なんの知識もなく財産を

犠牲にする人よりも高い段階にあります。知識がなければ、犠牲をしても物質的な段階に

とどまり、精神的な恩恵は得られないからです。真の知識は、クリシュナ意識という超越

的知識を理解して頂点に達します。知識に支えられていない犠牲は物質的活動でしかあり

ません。しかし、超越的知識の段階に高められると、犠牲の活動は精神的境地に入ります。

さまざまな心理状態に応じて、犠牲の活動はカルマ・カーンダ（karma-käëòa・果報的活

動）、あるいはギャーナ・カーンダ（jïäna-käëòa・真理を追究するための知識）と呼ば

れます。ですから、犠牲の最終目的を知識とするほうが優れています。 

 

第第第第34343434節節節節                                TaiÜiÖ   Pa[i<aPaaTaeNa  PairPa[éneNa  SaevYaa ) 
oPade+YaiNTa Tae jaNa& jaiNaNaSTatvdiXaRNa" )) 34 )) 

 

tad viddhi praëipätena 

paripraçnena sevayä 

upadekñyanti te jïänaà 

jïäninas tattva-darçinaù 
 

tat—さまざまな犠牲に関するその知識; viddhi—理解しようとする; praëipätena—精神指導

者に近づくことで ; paripraçnena—従順な質問によって ; sevayä— 奉仕をすることで ; 
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upadekñyanti—彼らは授けるだろう; te—あなた; jïänam—知識に; jïäninaù—自己を悟った

人物; tattva—真理の; darçinaù—見た者達。 
 

訳訳訳訳        精神指導者に近づ精神指導者に近づ精神指導者に近づ精神指導者に近づいていていていて真理を学ぶよう心がけよ。その人物に従順なきもちで尋ね、真理を学ぶよう心がけよ。その人物に従順なきもちで尋ね、真理を学ぶよう心がけよ。その人物に従順なきもちで尋ね、真理を学ぶよう心がけよ。その人物に従順なきもちで尋ね、

仕えよ。自己を悟った魂たちは、真理を見たからこそ、あなたに知識を授けることがで仕えよ。自己を悟った魂たちは、真理を見たからこそ、あなたに知識を授けることがで仕えよ。自己を悟った魂たちは、真理を見たからこそ、あなたに知識を授けることがで仕えよ。自己を悟った魂たちは、真理を見たからこそ、あなたに知識を授けることがで

きる。きる。きる。きる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  精神的悟りの道には必ず困難がつきまとうものです。だからこそ主は、主自

身から伝わる師弟継承上にいる真正な精神指導者に近づくよう、私たちに助言をしていま

す。この師弟継承の原則に従わなければ、だれであっても正しい精神指導者にはなれませ

ん。主が根源の精神指導者であり、師弟継承にいる人物は、弟子に主の言葉をありのまま

伝えることができます。自分勝手な方法では精神的な悟りを得ることはできません。いま、

愚かな詐欺師たちがそのような風潮を作りだしていますが。『シュリーマド・バーガヴァ

タム』（第６巻・第３章・第19節）で、dharmaà tu säkñäd bhagavat-praëétam（ダハルマ

ンム トゥ サークシャードゥ バハガヴァトゥ・プラニータンム）と言われています。宗教の道は主が自ら

宣言したものである、という意味です。ですから、推論や無味乾燥な議論は正しい道には

導いてくれません。精神的知識が書かれている本を独学するだけでは精神生活を高めるこ

とはできません。真正な精神指導者に近づいて知識を授からなくてはならないのです。そ

のような精神指導者には、なにもかも受けいれる心で近づき、偽りのプライドを捨て、つ

つましい召使いのように仕えなくてはなりません。自己を悟った精神指導者を満足させる

ことが、精神生活に高められる秘訣です。質問と従順さがあいまって、精神的理解が深ま

ります。従順になり、奉仕をしなければ、博識な精神指導者に尋ねても精神的な高まりは

得られません。また精神指導者が求めるテストに合格しなくてはなりませんし、弟子の純

粋な望みを確認した師が正しい精神的理解で弟子を祝福するのは当たりまえです。この節

では、盲目的に従ったり愚かな質問をしたりすることが戒められています。精神指導者に

従順なきもちで聞くことはもちろんですが、従順な奉仕と質問をとおして師から確かな答

えを授からなくてはなりません。本物の精神指導者は弟子に優しいものです。ですから、

弟子が謙虚で、いつでも仕える準備がととのっているのであれば、知識と質問の交換は完

璧におこなわれます。 

 

第第第第35353535節節節節                            YaJjaTva  Na PauNaMaaeRhMaev& YaaSYaiSa Paa<@v ) 
YaeNa >aUTaaNYaXaezai<a d]+YaSYaaTMaNYaQaae  MaiYa )) 35 )) 
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yaj jïätvä na punar moham 

evaà yäsyasi päëòava 

yena bhütäny açeñäëi 

drakñyasy ätmany atho mayi 
 

yat—〜であるもの; jïätvä—知っている; na—決して〜ない; punaù—再び; moham—幻想

に; evam—このような; yäsyasi—あなたは行くだろう; päëòava—パーンドゥの子よ; yena—

それによって ; bhütäni—生命体達 ; açeñäëi—すべて ; drakñyasi—あなたは見るだろう ; 

ätmani—至高の魂の中に; atha u—あるいは言いかえれば; mayi—私の中に。 
 

訳訳訳訳        自己を悟った魂から真の知識を授かれば、決して幻想には自己を悟った魂から真の知識を授かれば、決して幻想には自己を悟った魂から真の知識を授かれば、決して幻想には自己を悟った魂から真の知識を授かれば、決して幻想にはおちいらおちいらおちいらおちいらない。この知ない。この知ない。この知ない。この知

識をとおして、全生命体が至高者の一部であることをまのあたりにする。言いかえれば、識をとおして、全生命体が至高者の一部であることをまのあたりにする。言いかえれば、識をとおして、全生命体が至高者の一部であることをまのあたりにする。言いかえれば、識をとおして、全生命体が至高者の一部であることをまのあたりにする。言いかえれば、

すべての生命体がわたしのものだということである。すべての生命体がわたしのものだということである。すべての生命体がわたしのものだということである。すべての生命体がわたしのものだということである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  自己を悟った魂、すなわちものごとをありのままに知っている人物から知識

を授かれば、全生命体が最高人格主神主シュリー・クリシュナの部分体であることが理解

できます。クリシュナから離れている存在はマーヤー（mä−ではない、yä−これ）です。

自分はクリシュナとはなにも関係がない、クリシュナは歴史上の偉人にすぎない、絶対真

理は非人格のブラフマンである、といった考え方をする人たちがいます。しかし『バガヴ

ァッド・ギーター』が述べているように、非人格のブラフマンはクリシュナの体から放た

れている光です。クリシュナは最高人格主神ですから、すべての原因です。『ブラフマ・

サムヒター』でも、クリシュナが最高人格主神であること、すべての原因の原因であるこ

とがはっきりと述べられています。何百万もの化身も、主のさまざまな拡張体にすぎませ

ん。同じように、生命体もクリシュナの拡張体です。マーヤーヴァーディー哲学者は、主

クリシュナが無数の拡張体になると、分かれたその化身は本来の主とは違ったものになる、

と誤解しています。これは物質的な考え方です。ある物体が本体から１個の部分として切

り離されると、その部分はもとの物体と違ったものになることは、だれにでもわかります。

しかしマーヤーヴァーディー哲学者には、「絶対的」が本当に意味するのは、１＋１＝１、

また１−１＝１である、という点が理解できません。それが絶対的世界での公式なのです。 

絶対的科学について充分な知識がない私たちは、いま幻想に包まれ、そのため自分はク

リシュナから離れている、と考えてしまいます。確かにクリシュナから離れた部分体では

ありますが、なおかつ主と別の存在になったわけではありません。生命体がさまざまな肉
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体をそなえているのはマーヤーであり、真実ではありません。本当はだれもがクリシュナ

を満足させるために存在しています。マーヤーの力が、アルジュナをして「自分の親族と

の一時的な血のつながりのほうが、クリシュナとの永遠で精神的な関係よりも重要だ」と

考えさせました。『バガヴァッド・ギーター』の教えはこの点に絞られています。すなわ

ち生命体はクリシュナの永遠の召使いであり、クリシュナから離れることはできない、そ

して、クリシュナから離れているという考え方をマーヤーと呼ぶ、という点にあります。

生命体には、至高者と離れた部分体としてはたすべき目的があります。遠い昔から今にい

たるまで、その目的を忘れ続けているため、人間、動物、半神などのさまざまな体に覆わ

れています。そのような身体上の違いは、主への超越的奉仕を忘れたために生じたもので

す。しかし、クリシュナ意識をとおして超越的な奉仕を始めれば、その幻想からすぐに解

放されます。その純粋な知識がほんものの精神指導者から得られ、その知識によって「ク

リシュナと生命体は等しい」という妄想を捨てることができます。完璧な知識とは、「至

高の魂・クリシュナが全生命体の最高の庇護者であり、その庇護者との絆を断ち切ったた

めに、物質の力に惑わされ、自分を分離した存在として見ていた」という理解です。こう

して、さまざまな段階にもとづく物質的な見方のために、生命体はクリシュナを忘れてし

まいました。しかし、そのような惑わされた生命体たちがクリシュナ意識になれば、解放

への道を歩きはじめ、そのことが『シュリーマド・バーガヴァタム』（第２巻・第10章・

第６節）でもmuktir hitvänyathä-rüpaà svarüpeëa vyavasthitiù（ムクティル ヒトゥヴァーニャ

タハー・ルーパンム スヴァルーペーナ ヴャヴァスヒィティヒ）と確証されています。解放とは、クリシ

ュナの永遠な召使いという本来の境地（クリシュナ意識）に確立されることなのです。 

 

第第第第36363636節節節節                                AiPa cediSa PaaPae>Ya" SaveR>Ya" PaaPak*-taMa" ) 
Sav|   jaNaâveNaEv  v*iJaNa&  SaNTairZYaiSa )) 36 )) 

 

api ced asi päpebhyaù 

sarvebhyaù päpa-kåt-tamaù 

sarvaà jïäna-plavenaiva 

våjinaà santariñyasi 
 

api—〜でさえ; cet—もし; asi—あなたは〜である; päpebhyaù—罪人達の; sarvebhyaù—す

べての; päpa-kåt-tamaù—最悪の罪人; sarvam—そのような罪の反動すべて; jïäna-plavena—

超越的知識という舟によって; eva—確かに; våjinam—苦しみの海; santariñyasi—あなたは完
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全に渡りきるだろう。 
 

訳訳訳訳        罪人のなかの最悪の罪人でも、超越的知識という舟に乗っていれば、苦しみの海罪人のなかの最悪の罪人でも、超越的知識という舟に乗っていれば、苦しみの海罪人のなかの最悪の罪人でも、超越的知識という舟に乗っていれば、苦しみの海罪人のなかの最悪の罪人でも、超越的知識という舟に乗っていれば、苦しみの海

を渡りきることができる。を渡りきることができる。を渡りきることができる。を渡りきることができる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナとの本来の立場を正しく理解している人は、無知の海での生存競

争からすぐに救われます。物質界は、無知の海や燃えさかる森と表現されることがありま

す。海に転落すれば、どれほど泳ぎが上手でも、溺れないように必死に泳がなくてはなり

ません。だれかが近づき、もがいているその人を海から引きあげてくれたとしたら、まさ

に命の恩人です。最高人格主神から授かる完璧な知識が、解放への道です。クリシュナ意

識の舟には簡単に乗れます。同時に、もっとも崇高な舟でもあります。 

 

第第第第37373737節節節節                            YaQaEDaa&iSa  SaiMaÖae_iGan>aRSMaSaaTku-åTae_JauRNa  ) 
jaNaaiGan" SavRk-MaaRi<a >aSMaSaaTku-åTae TaQaa )) 37 )) 

 

yathaidhäàsi samiddho 'gnir 

bhasma-sät kurute 'rjuna 

jïänägniù sarva-karmäëi 

bhasma-sät kurute tathä 
 

yathä—ちょうど〜のように; edhäàsi—薪; samiddhaù—燃え盛る; agniù—火; bhasma-sät—

灰 ; kurute— 〜 に 変 え る ; arjuna— ア ル ジ ュ ナ よ ; jïäna-agniù— 知 識 と い う 火 ; 

sarva-karmäëi—物質的活動のすべての反動 ; bhasma-sät—灰に ; kurute—それは変える ; 

tathä—同じように。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。燃えさかる火が薪を灰に変えるように、知識とアルジュナよ。燃えさかる火が薪を灰に変えるように、知識とアルジュナよ。燃えさかる火が薪を灰に変えるように、知識とアルジュナよ。燃えさかる火が薪を灰に変えるように、知識という火が、物質的いう火が、物質的いう火が、物質的いう火が、物質的

活動の反動すべてを燃やしつくして灰にする。活動の反動すべてを燃やしつくして灰にする。活動の反動すべてを燃やしつくして灰にする。活動の反動すべてを燃やしつくして灰にする。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  自己と至高の自己、そしてその絆に関する完璧な知識が、ここで火と比較さ

れています。この火は、不敬虔な活動の反動を燃やしつくすだけではなく、敬虔な活動の

反動もすべて灰にします。反動には多くの段階があります。いま作っている反動、現われ

かけている反動、すでに現われた反動、前世で作った反動です。しかし、生命体の本来の

立場を説く知識は、すべての反動を灰にします。完璧な知識を持てば、反動は、先天的で
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も後天的でも、すべて消えさっていきます。ヴェーダ（『ブリハドゥ・アーラニャカ・ウ

パニシャッド』第４巻・第４章・第22節）では、ubhe uhaivaiña ete taraty amåtaù 

sädhv-asädhüné（ウベヘー ウハイヴァイシャ エーテー タラティ アムリタハ サードフゥヴ・アサードフゥ

ーニー）「敬虔・不敬虔いずれの活動の反動でも克服することができる」と言われています。 

 

第第第第38383838節節節節                            Na  ih  jaNaeNa  Sad*Xa&  Paiv}aiMah  ivÛTae ) 
TaTSvYa& YaaeGaSa&iSaÖ" k-ale/NaaTMaiNa ivNdiTa )) 38 )) 

 

na hi jïänena sadåçaà 

pavitram iha vidyate 

tat svayaà yoga-saàsiddhaù 

kälenätmani vindati 
 

na—なにもない; hi—確かに; jïänena—知識で; sadåçam—比較して; pavitram—清められ

た; iha—この世界で; vidyate—存在する; tat—それ; svayam—彼自身; yoga—献愛奉仕で; 

saàsiddhaù—円熟した者; kälena—やがて; ätmani—彼自身の内に; vindati—楽しむ。 
 

訳訳訳訳        この世界で、超越的知識ほど崇高で純粋なものはない。その知識はあらゆる神秘この世界で、超越的知識ほど崇高で純粋なものはない。その知識はあらゆる神秘この世界で、超越的知識ほど崇高で純粋なものはない。その知識はあらゆる神秘この世界で、超越的知識ほど崇高で純粋なものはない。その知識はあらゆる神秘

主義の熟した果実である。そして、献愛奉仕の修練を完成させた者は、やがてこの知識主義の熟した果実である。そして、献愛奉仕の修練を完成させた者は、やがてこの知識主義の熟した果実である。そして、献愛奉仕の修練を完成させた者は、やがてこの知識主義の熟した果実である。そして、献愛奉仕の修練を完成させた者は、やがてこの知識

をををを自分自分自分自分の内で楽しむようになる。の内で楽しむようになる。の内で楽しむようになる。の内で楽しむようになる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  献愛者が超越的知識と言う場合、それは精神的な理解のことを指しています。

ですから、超越的な知識ほど崇高で純粋なものはありません。無知が束縛の原因であり、知

識が解放の原因です。この知識は献愛奉仕の熟した果実であり、超越的な知識に立脚した人

は、平和を求めて別の場所を探す必要はありません。自分の内で平和を楽しんでいるのです

から。言いかえれば、この知識と平和はクリシュナ意識で頂点に達するということです。そ

れが『バガヴァッド・ギーター』の最後の言葉でもあります。 

 

第第第第39393939節節節節                         é[Öavamç>aTae   jaNa&  TaTPar"  Sa&YaTaeiNd]Ya" ) 
jaNa& l/Bßa Para& XaaiNTaMaicre<aaiDaGaC^iTa )) 39 )) 

 

çraddhäväl labhate jïänaà 

tat-paraù saàyatendriyaù 
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jïänaà labdhvä paräà çäntim 

acireëädhigacchati 
 

çraddhä-vän—誠実な者; labhate—達成する; jïänam—知識; tat-paraù—それに非常に執着

して; saàyata—抑制して; indriyaù—感覚; jïänam—知識; labdhvä—到達して; paräm—超越

的; çäntim—平和; acireëa—すぐに; adhigacchati—到達する。 
 

訳訳訳訳        超越的超越的超越的超越的知識に生涯を捧げた堅い信念を持つ者、自分の感覚を抑制する者はそのよ知識に生涯を捧げた堅い信念を持つ者、自分の感覚を抑制する者はそのよ知識に生涯を捧げた堅い信念を持つ者、自分の感覚を抑制する者はそのよ知識に生涯を捧げた堅い信念を持つ者、自分の感覚を抑制する者はそのよ

うな知識を達成するにふさわしく、そしてその知識を得たあと、すぐに至高の精神的幸うな知識を達成するにふさわしく、そしてその知識を得たあと、すぐに至高の精神的幸うな知識を達成するにふさわしく、そしてその知識を得たあと、すぐに至高の精神的幸うな知識を達成するにふさわしく、そしてその知識を得たあと、すぐに至高の精神的幸

福を達成する。福を達成する。福を達成する。福を達成する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識の知識は、クリシュナを堅く信じて疑わない信念の厚い人物

が手にいれるものです。クリシュナ意識で活動しさえすれば最高完成の境地に到達する、

と考える人物が信念の堅い人物です。この信念は献愛奉仕を実行することで、そして心か

らあらゆるけがれを洗い流してくれるハレー クリシュナ、ハレー クリシュナ、クリシュ

ナ クリシュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、ラーマ ラーマ、ハレー 

ハレーを唱えることで達成できます。さらに、感覚を抑制することも必要です。クリシュ

ナに信念を持ち、感覚を抑制する人は、簡単に、そしてすぐにクリシュナ意識の知識を得

て完成の境地に到達します。 

 

第第第第40404040節節節節                            Ajêaé[ÕDaaNaê    Sa&XaYaaTMaa   ivNaXYaiTa  ) 
NaaYa& l/aek-ae_iSTa Na Parae Na Sau%& Sa&XaYaaTMaNa" )) 40 )) 

 

ajïaç cäçraddadhänaç ca 

saàçayätmä vinaçyati 

näyaà loko 'sti na paro 

na sukhaà saàçayätmanaù 
 

ajïaù—基準となる経典の知識を持たない愚か者; ca—そして; açraddadhänaù—啓示経典

に信念がなく; ca—もまた; saàçaya—疑いの; ätmä—人物; vinaçyati—逆戻りする; na—決し

て〜ない; ayam—この中に; lokaù—世界; asti—〜がある; na—〜もない; paraù—来世で; 

na—〜ではない; sukham—幸福; saàçaya—疑い深い; ätmanaù—その人物の。 
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訳訳訳訳        しかし、啓示経典に疑いを持つ無知な者と信念のない者は神の意識には到達できしかし、啓示経典に疑いを持つ無知な者と信念のない者は神の意識には到達できしかし、啓示経典に疑いを持つ無知な者と信念のない者は神の意識には到達できしかし、啓示経典に疑いを持つ無知な者と信念のない者は神の意識には到達でき

ない。ない。ない。ない。正しい正しい正しい正しい道から転落するのである。道から転落するのである。道から転落するのである。道から転落するのである。疑りぶかい疑りぶかい疑りぶかい疑りぶかい魂は、現世でも来世でも幸福は得ら魂は、現世でも来世でも幸福は得ら魂は、現世でも来世でも幸福は得ら魂は、現世でも来世でも幸福は得ら

れない。れない。れない。れない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  数多くの基準的、あるいは権威ある啓示経典のなかで、『バガヴァッド・ギ

ーター』がもっとも優れた書物です。動物のような人々は、基準となる啓示経典に信念も

なく、その経典の知識もありません。また、啓示経典の知識はあっても、あるいはそのな

かから言葉を引用できるとしても、実はその言葉にはまったく信念を持っていません。そ

して、『バガヴァッド・ギーター』のような経典に信念は持っているのに、人格主神シュ

リー・クリシュナを信じることも崇拝することもありません。彼らはクリシュナ意識に立

脚しているわけではありません。いつか転落します。このような人々のなかで、信念もな

く、いつも疑りぶかい人はほとんど先に進むことはできません。神に対して、そして神が

啓示した言葉に信念のない人々は、この世界でも来世でも不運な境遇に縛られます。幸せ

にはなれないのです。ですから、信念とともに啓示経典の原則に従い、知識の段階に高め

られなくてはなりません。この知識だけが、私たちを精神的理解という崇高な境地に高め

てくれます。言いかえると、疑りぶかい人々には精神的解放を達成する可能性はまったく

ない、ということです。ですから私たちは、師弟継承上にいる偉大なアーチャーリャたち

の足跡に従うべきであり、そうしてこそ成功を手に入いれることができます。 

 

第第第第41414141節節節節                            YaaeGaSaNNYaSTak-MaaR<a&  jaNaSaiH^àSa&XaYaMa( ) 
AaTMavNTa& Na k-MaaRi<a iNabDaniNTa DaNaÅYa )) 41 )) 

 

yoga-sannyasta-karmäëaà 

jïäna-saïchinna-saàçayam 

ätmavantaà na karmäëi 

nibadhnanti dhanaïjaya 
 

yoga—カルマ・ヨーガにおける献愛奉仕によって; sannyasta—そのように放棄した者; 

karmäëam— 活 動 の 結 果 ; jïäna— 知 識 に よ っ て ; saïchinna— 切 る ; saàçayam— 疑 い ; 

ätma-vantam—自己の内に位置されて; na—決して〜ない; karmäëi—活動; nibadhnanti—縛

る; dhanaïjaya—富の征服者よ。 
 

訳訳訳訳        献愛奉仕として行動し、活動の結果を放棄し、超越的知識によって疑いをすべて献愛奉仕として行動し、活動の結果を放棄し、超越的知識によって疑いをすべて献愛奉仕として行動し、活動の結果を放棄し、超越的知識によって疑いをすべて献愛奉仕として行動し、活動の結果を放棄し、超越的知識によって疑いをすべて
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取りさった者は、自己のうちに堅く立脚している。富の征服者よ。取りさった者は、自己のうちに堅く立脚している。富の征服者よ。取りさった者は、自己のうちに堅く立脚している。富の征服者よ。取りさった者は、自己のうちに堅く立脚している。富の征服者よ。だからだからだからだからその人物は、その人物は、その人物は、その人物は、

活動の反動に縛られることはない。活動の反動に縛られることはない。活動の反動に縛られることはない。活動の反動に縛られることはない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  主によって、すなわち人格主神自身によって授けられた『バガヴァッド・ギ

ーター』の教えに従う人は、超越的知識という恩寵を得てあらゆる疑いから解放されてい

ます。かれは主の部分体として、完全なクリシュナ意識のなかですでに自己の知識に堅く

立脚しています。ですから、活動の束縛から解放されていることに疑いの余地はありませ

ん。 

 

第第第第42424242節節節節                            TaSMaadjaNaSaM>aUTa& ôTSQa& jaNaaiSaNaaTMaNa" ) 
i^tvENa&  Sa&XaYa&  YaaeGaMaaiTaïaeitaï  >aarTa )) 42 )) 

 

tasmäd ajïäna-sambhütaà 

håt-sthaà jïänäsinätmanaù 

chittvainaà saàçayaà yogam 

ätiñöhottiñöha bhärata 
 

tasmät—ゆえに; ajïäna-sambhütam—無知から生まれた; håt-stham—心の内に位置されて; 

jïäna—知識の; asinä—武器によって; ätmanaù—自己の; chittvä—切り落とす; enam—この; 

saàçayam—疑い; yogam—ヨーガにおいて; ätiñöha—位置されて; uttiñöha—立ちあがり、戦う; 

bhärata—バラタの子孫よ。 
 

訳訳訳訳 だから、無知ゆえにあなたの心に生じた疑いは、知だから、無知ゆえにあなたの心に生じた疑いは、知だから、無知ゆえにあなたの心に生じた疑いは、知だから、無知ゆえにあなたの心に生じた疑いは、知識という武器によって打ち識という武器によって打ち識という武器によって打ち識という武器によって打ち砕か砕か砕か砕か

なくてはなくてはなくてはなくてはならない。バーラタよ。ヨーガで武装し、ならない。バーラタよ。ヨーガで武装し、ならない。バーラタよ。ヨーガで武装し、ならない。バーラタよ。ヨーガで武装し、すぐさますぐさますぐさますぐさま立ちあがり、戦え。立ちあがり、戦え。立ちあがり、戦え。立ちあがり、戦え。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  この章で説かれているヨーガ法はサナータナ・ヨーガ、すなわち生命体が遂

行すべき永遠な活動、と呼ばれています。このヨーガは犠牲的活動として２つに分けられ

ます。物質的所有物の犠牲、そして自己に関する知識の犠牲であり、後者のほうが純粋な

精神的活動です。自分の所有物を犠牲にしても、それが精神的悟りと結びついていなけれ

ば、それは物質的です。しかし、その犠牲を精神的な悟りのためにおこなう人は、完璧な

犠牲を遂行しています。精神的な活動も２つに分けられます。自分自身（あるいは自分本

来の立場）を理解すること、そして最高人格主神に関する真理を理解するです。ありのま

まの『バガヴァッド・ギーター』の道に従う人は、この重要な２つの分類が簡単に理解で
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きます。そのような人は、主の部分体としての自己にかかわる完璧な知識を苦もなく達成

できます。このように悟っている人は主の崇高な活動がたやすく理解できるため、ひじょ

うに有益です。この章の始めでは至高主自ら、主の超越的な活動について説明しました。

『バガヴァッド・ギーター』の教えが理解できないのは信念が足らないためであり、主が

与えたささやかな自主性を間違って使っていると見なされます。『バガヴァッド・ギータ

ー』の教えを聞いても、永遠で、喜びに満ち、すべてを知る人格主神の特質が理解できな

い人は、一番の愚か者です。無知は、クリシュナ意識の原則を徐々に受けいれることで取

りのぞけます。クリシュナ意識はさまざまな儀式や犠牲をとおして目覚めさせることがで

きます。犠牲の対象として、半神、ブラフマン、独身としての生活、世帯者としての生活、

感覚の抑制、神秘的ヨーガの実践、苦行、物質的所有物の放棄、ヴェーダの研究、ヴァル

ナーシュラマ・ダルマと呼ばれる社会的制度などが挙げられます。どれも犠牲の対象であ

り、規則だてられた活動にもとづいておこなわれるものです。しかし、とりわけ重要と言

えるのが自己の悟りです。この犠牲の対象を求める人は、『バガヴァッド・ギーター』の

真の生徒ですが、クリシュナの権威を疑う人は精神的悟りの道を逆戻りします。ですから、

『バガヴァッド・ギーター』を、あるいはほかの経典であっても、本物の精神指導者に仕

え、従順なきもちで学ばなくてはなりません。正しい精神指導者は太古から受けつがれて

きた師弟継承上にあり、至高主の教えからほんの少しでも逸れることはありません。その

教えは数百万年に太陽神に、そして太陽神から地球の王国に手渡されたものです。ですか

ら私たちは、『バガヴァッド・ギーター』のなかで説明されている教えをありのままに理

解し、正しい道から人々を逸らせるような、名声目的の自己中心的な解説者に気をつけな

くてはなりません。主は間違いなく至高の人物であり、主の活動も超越的です。この事実

を理解する人は、『バガヴァッド・ギーター』を学び始めた時点で解放されているのです。 
 

 これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』の第

４章、「超越的知識」に関する要旨解説を終了します。 


