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第１節第１節第１節第１節                           AJauRNa ovac 

SaNNYaaSa& k-MaR<aa& k*-Z<a PauNaYaaeRGa& c Xa&SaiSa ) 
YaC^¥eYa  WTaYaaerek&- TaNMae b]Uih SauiNaiêTaMa( )) 1 )) 

 

arjuna uväca 

sannyäsaà karmaëäà kåñëa 

punar yogaà ca çaàsasi 

yac chreya etayor ekaà 

tan me brühi su-niçcitam 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; sannyäsam—放棄; karmaëäm—すべての活動

の; kåñëa—おおクリシュナ; punaù—再び; yogam—献愛奉仕; ca—もまた; çaàsasi—あな

たは讃えている; yat—どちら; çreyaù—より有益; etayoù—これら２つの; ekam—１つ; 

tat—それ; me—私に; brühi—どうか話してください; su-niçcitam—明確に。 
 

訳訳訳訳  アルジュナが言いました。「クリシュナ。あなたは最初、活動を放棄するよう話さ

れました。そしていま、献愛奉仕で活動するよう勧めておられます。どちらが有益なのか、

どうかはっきりと教えてください」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主は『バガヴァッド・ギーター』の第５章で、無味乾燥な推論よりも献愛奉

仕の活動のほうが優れている、と説明しました。奉仕そのものが超越的だからこそ、活動者

を反動から守ってくれるからです。第２章では、魂の予備的知識と、肉体による束縛につい

て説明されました。また、ブッディ・ヨーガ、すなわち献愛奉仕によってこの物質的束縛か

ら抜けだす方法も説明されました。第３章では、知識をそなえる人になすべき義務はない、

 



と説明されています。そして第４章では、犠牲としてなされた活動はすべて、知識の段階で

頂点に達する、と説明されました。ところが第４章の最後で主はアルジュナに、完璧な知識

に立脚し、目をさまし、そして戦え、と激励しています。ですから、献愛奉仕で活動するこ

との大切さ、そして知識にもとづく無活動を同時に説明したことで、クリシュナはアルジュ

ナの決心を混乱させたことになります。アルジュナは、知識にもとづく放棄には、感覚を満

たす活動の放棄も含まれていることを理解しています。しかし、「献愛奉仕をとおして活動

しなくてはならない」と言われても、いったい活動そのものはどうやめるべきなのか。言い

かえると、アルジュナは活動と放棄は相反するものと考え、サンニャーサ（sannyäsa）「知

識にもとづく放棄」とは活動をすべてやめること、と考えていたのです。アルジュナは、「完

全な知識にもとづく活動には反動が伴わない、だからそれは活動していないのと同じであ

る」という点を理解していませんでした。だから、完全に活動をやめてしまえばいいのか、

あるいは完全な知識にもとづいて活動するのがいいのか、尋ねたのです。 

 

第２節第２節第２節第２節 

 
é[q>aGavaNauvac 

SaNNYaaSa"   k-MaRYaaeGaê  iNa"é[eYaSak-ravu>aaE ) 
TaYaaeSTau k-MaRSaNNYaaSaaTk-MaRYaaeGaae iviXaZYaTae )) 2 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

sannyäsaù karma-yogaç ca 

niùçreyasa-karäv ubhau 

tayos tu karma-sannyäsät 

karma-yogo viçiñyate 
 

çré-bhagavän uväca—人格主神が言った; sannyäsaù—活動の放棄; karma-yogaù—献愛

奉仕での活動; ca—もまた; niùçreyasa-karau—解放の道に導いている; ubhau—両方; 

tayoù— ２ つ の ; tu— し か し ; karma-sannyäsät— 果 報 的 活 動 の 放 棄 と 比 較 し て ; 

karma-yogaù—献愛奉仕での活動; viçiñyate—より優れている。 
 

訳訳訳訳  人格主神が答えました。「活動の放棄と献愛奉仕の活動は、どちらも解放に導く優

れた方法である。しかし２つのうち、献愛奉仕で活動するほうが活動を放棄するよりも優れ

ている」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     果報的活動（感覚満足を求める活動）は束縛の原因です。からだが感じる喜

びだけのために行動していれば、多種多様なからだのなかを転生しなくてはならず、その結



果、物質界にいつまでも縛りつけられます。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第５巻・

第５章・第４−６節）がそのことを確証しています。 
 

nünaà pramattaù kurute vikarma 

yad indriya-prétaya äpåëoti 

na sädhu manye yata ätmano 'yam 

asann api kleça-da äsa dehaù 
 

paräbhavas tävad abodha-jäto 

yävan na jijïäsata ätma-tattvam 

yävat kriyäs tävad idaà mano vai 

karmätmakaà yena çaréra-bandhaù 
 

evaà manaù karma-vaçaà prayuìkte 

avidyayätmany upadhéyamäne 

prétir na yävan mayi väsudeve 

na mucyate deha-yogena tävat 
 
 「だれもが感覚満足に狂奔し、いま持っている苦しみだけの肉体が、じつは過去の果報的

活動の結果であることを知らない。肉体は一時的だが、さまざまな苦しみをたえまなく魂に

強いてくる。だから、感覚満足のために行動してはならない。自分の正体について問わない

者の人生は失敗である。自分がだれかを知らなければ、快楽を求めるだけの生活をつづける

ことになり、そのような快楽に心が没頭していれば、からだを変えながら次々と転生をくり

返すだけである。ゆえに、たとえ心が果報的活動に没頭し、無知に影響されているとしても、

ヴァースデーヴァへの奉仕に対する愛情を高めなくてはならない。その境地になってはじめ

て、物質存在の束縛から抜けだす機会が得られるのである」 

ですから、ギャーナ（自分は肉体ではなく精神魂であるという知識）を持っていても解放

は得られません。精神魂として活動しなくてはならないのです。それができなければ、物質

的束縛から逃れられる可能性はありません。しかしクリシュナ意識の活動は、結果にこだわ

る活動ではありません。完全な知識にもとづいて行動すれば、真の知識を高める力もさずか

ります。クリシュナ意識がなければ、物質的な活動をやめても条件づけられた魂の心は純粋

になりません。心が純粋でなければ、物質的な結果を求めて行動するようになります。しか

しクリシュナ意識で行動すれば、おのずと活動の結果にこだわらなくなり、俗な活動という

劣った状態におちいることもありません。ですからクリシュナ意識の活動は、転落する危険

をはらむ活動の放棄よりも優れています。クリシュナ意識と関係のない放棄は不完全で、シ

ュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーも『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』（第１巻・



第２章・第258節）でそのことを確証しています。 
 

präpaïcikatayä buddhyä 

hari-sambandhi-vastunaù 

mumukñubhiù parityägo 

vairägyaà phalgu kathyate 
 

 「解放を求めているのに、最高人格主神にかかわるものごとを物質的と考えて放棄してし

まうのは、不完全な放棄である」。存在するものすべてが主の所有物であり、だれであろう

と、なんにたいしても所有権を主張するべきではない――こう考えていれば正しい放棄がで

きます。なにも、だれのものでもない、という事実をよく理解しなくてはなりません。その

ことがわかっている人に、放棄する・しないという問題はありません。すべてはクリシュナ

のもの、と知っている人は、いつでも放棄されています。すべてはクリシュナのものですか

ら、すべてはクリシュナへの奉仕に使われるべきです。マーヤーヴァーディー学派のサンニ

ャーシーは表面的な放棄しかできませんが、クリシュナ意識の活動のほうが完璧で、はるか

に優っています。 

 
第３節第３節第３節第３節 

 
jeYa" Sa iNaTYaSaNNYaaSaq Yaae Na Üeií Na k-ax(+aiTa ) 
iNaÜRNÜae   ih  Mahabahae  Sau%&  bNDaaTPa[MauCYaTae )) 3 )) 

 

jïeyaù sa nitya-sannyäsé 

yo na dveñöi na käìkñati 

nirdvandvo hi mahä-bäho 

sukhaà bandhät pramucyate 
 

jïeyaù—〜として知られるべき; saù—彼; nitya—いつも; sannyäsé—放棄者; yaù—〜で

ある者; na—決して〜ない; dveñöi—嫌う; na—〜もない; käìkñati—望む; nirdvandvaù—

すべての二元性から自由な; hi—確かに; mahä-bäho—強力無双の者よ; sukham—幸福に; 

bandhät—束縛から; pramucyate—完全に解放されている。 
 

訳訳訳訳  強力無双の者よ。活動の結果を嫌わず、結果を望まない者はいつも放棄の境地にい

る。その人物は、すべての二元性から自由であり、完全に解放されている。 
 

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の人物は、自分のした結果に嫌悪心もなく、結果を望

んでもいないため、いつでも放棄の心境にいます。そのような放棄者は主への崇高な愛情奉



仕にすべてをささげており、クリシュナとの絆という自分本来の立場を悟っているので、完

璧な知識をさずかるにふさわしい人物です。クリシュナが全体者で、自分はクリシュナの部

分体であることをよく知っています。その理解は質的にも量的にも正しく、そして完璧です。

クリシュナと一体になるという考え方はまちがっています。部分と全体は等しくならないか

らです。質的にはクリシュナと同じでも量的には違う、という知識が、正しく超越的な理解

であり、なにも切望せず、なににも嘆かない、という完成の境地に導いてくれます。すべて

をクリシュナのためにする献愛者の心に二元性はありません。二元性に縛られていないため、

解放されています――物質界にいながらにして。 

 
第４節第４節第４節第４節 

 
Saa&:YaYaaeGaaE Pa*QaGbal/a" Pa[vdiNTa Na Pai<@Taa" ) 
Wk-MaPYaaiSQaTa"    SaMYaGau>aYaaeivRNdTae  f-l/Ma( )) 4 )) 

 

säìkhya-yogau påthag bäläù 

pravadanti na paëòitäù 

ekam apy ästhitaù samyag 

ubhayor vindate phalam 
 

säìkhya—物質界の分析研究; yogau—献愛奉仕での活動; påthak—異なる; bäläù—知性

に欠ける者; pravadanti—言う; na—決して〜ない; paëòitäù—博識者; ekam—１つに; 

api—でさえ; ästhitaù—位置されて; samyak—完全な; ubhayoù—両方の; vindate—楽し

む; phalam—その結果。 
 

訳訳訳訳  無知な者だけが、献愛奉仕（カルマ・ヨーガ）は物質界の分析研究（サーンキャ）

とは違っている、と言う。真に博識な者は、どちらかの道を正しく理解する者はどちらの結

果も達成する、と言う。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質界を分析研究する目的は、存在物の魂を見つけることにあります。物質

界の魂はヴィシュヌ、あるいは至高の魂です。主への献愛奉仕には、至高の魂への奉仕も含

まれています。１つの方法は木の根を探すことにあり、もう１つの方法はその根に水を注ぐ

ことにあります。サーンキャ哲学の真の生徒は、物質界の根がヴィシュヌであることをつき

とめ、そして完璧な知識に支えられて主への奉仕に励みます。ですから、本質的にはどちら

もヴィシュヌを目指しているため、違いはありません。最終点を知らない人々は、サーンキ

ャの目的とカルマ・ヨーガの目的は同じではない、と考えますが、博識な人物は、この異な

る方法のなかに同じ目標が含まれていることを知っています。 



 

第５節第５節第５節第５節 

 
YaTSaa&:YaE"  Pa[aPYaTae  SQaaNa&  TaÛaeGaEriPa   GaMYaTae ) 
Wk&- Saa&:Ya& c YaaeGa& c Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 5 )) 

 

yat säìkhyaiù präpyate sthänaà 

tad yogair api gamyate 

ekaà säìkhyaà ca yogaà ca 

yaù paçyati sa paçyati 
 

yat—〜であるもの ; säìkhyaiù—サーンキャ哲学の方法で ; präpyate—達成される; 

sthänam—状態; tat—それ; yogaiù—献愛奉仕によって; api—もまた; gamyate—到達でき

る; ekam—１つ; säìkhyam—分析研究; ca—そして; yogam—献愛奉仕での活動; ca—そし

て; yaù—〜である者; paçyati—見る; saù—彼; paçyati—実際に見る。 
 

訳訳訳訳  分析研究によって到達する境地は献愛奉仕によっても得られる、という事実を知る

者、ゆえに分析研究と献愛奉仕が同じ段階にあると知る者は、ものごとをありのままに見て

いる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        哲学をとおして研究するほんとうの目的は、人生の究極目標を知ることにあ

ります。その究極目標は自己を悟ることであり、この２つの方法によって得られる結論に違

いはありません。サーンキャ哲学の研究によって、生命体は物質界の一部ではなく、至高の

全体魂の一部であるとする結論に達します。ですから、精神魂は物質界とはなんの関係もあ

りません。魂の活動は至高者と結ばれていなくてはなりません。クリシュナ意識で行動すれ

ば、自分本来の境地にいることになります。最初の方法・サーンキャでは、まず物質への無

執着心が求められ、献愛奉仕のヨーガ方法ではクリシュナ意識の活動への執着が求められま

す。片方は無執着、もう片方は執着――しかし、じつはどちらも同じです。物質からの無執

着と、クリシュナへの執着は同じなのです。このことを理解できる人がものごとをありのま

まに見ています。 

 
第６節第６節第６節第６節 

 
SaNNYaaSaSTau Mahabahae du"%MaaáuMaYaaeGaTa" ) 
YaaeGaYau¢-ae  MauiNab]Rø Naicre<aaiDaGaC^iTa )) 6 )) 

 

sannyäsas tu mahä-bäho 



duùkham äptum ayogataù 

yoga-yukto munir brahma 

na cireëädhigacchati 
 

sannyäsaù—放棄階級の生活; tu—しかし; mahä-bäho—強力無双の者よ; duùkham—苦

悩; äptum—〜で人を苦しめる; ayogataù—献愛奉仕なしで; yoga-yuktaù—献愛奉仕に従

事する者; muniù—考える者; brahma—至高者; na cireëa—速やかに; adhigacchati—到達

する。 
 

訳訳訳訳  主への献愛奉仕をせずに、活動をすべて放棄するだけでは幸福になれない。しかし、

献愛奉仕に励む賢い人物は、すみやかに至高者に到達する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        サンニャーシー・放棄階級者には２つの段階があります。マーヤーヴァーデ

ィー哲学者はサーンキャ哲学の研究に、いっぽうヴァイシュナヴァ・サンニャーシーは、『ヴ

ェーダンタ・スートラ』に対する適切な解釈を提供するバーガヴァタ哲学の研究に励んでい

ます。マーヤーヴァーディー・サンニャーシーも『ヴェーダンタ・スートラ』を研究してい

ますが、自分たちの解説書で、シャンカラーチャーリャが書いた『シャーリーラカ・バーッ

シ ャ 』 を 使 っ て い ま す 。 バ ー ガ ヴ ァ タ 学 派 の 生 徒 は パ ー ン チ ャ ラ ー ト ゥ リ キ ー

（päïcarätriké）の原則に従って主への献愛奉仕をしているため、ヴァイシュナヴァ・サン

ニャーシーは主に多彩な超越的奉仕をしています。ヴァイシュナヴァ・サンニャーシーは物

質的な活動にはまったくかかわりませんが、主に仕えるなかでさまざまな活動をしています。

しかしマーヤーヴァーディー・サンニャーシーはサーンキャとヴェーダーンタ、そして推論

に励んではいるものの、主への超越的な奉仕の甘露を味わうことができません。かれらの研

究は退屈きわまりなく、そのうちブラフマンを推論することに疲れ、正しい理解もなくバー

ガヴァタに救いを求めようとします。したがって、かれらが『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』を研究しても、壁に突きあたるばかりです。無味乾燥な推論、不自然な論法による非人

格的解釈に励むマーヤーヴァーディー・サンニャーシーたちは、じつは無益な研究をしてい

るにすぎません。献愛奉仕に励むヴァイシュナヴァ・サンニャーシーは、超越的な義務をは

たしながら幸福を味わっており、やがては神の国に入っていくことが保証されています。マ

ーヤーヴァーディー・サンニャーシーは、自己の悟りの研究をやめて博愛主義や利他主義な

どの物質的な活動にもどることがありますが、本質的にはどれも物質的な活動です。結論と

して、クリシュナ意識の活動をしている人々は、（マーヤーヴァーディーも無数の誕生のあ

とにクリシュナ意識に到達するのですが）なにがブラフマンかブラフマンでないか、という

推論だけに時間を費やしているマーヤーヴァーディー・サンニャーシーたちよりも高い境地

にいる、と言えます。 



 
第７節第７節第７節第７節 

 
YaaeGaYau¢-ae ivéuÖaTMaa iviJaTaaTMaa iJaTaeiNd]Ya" ) 
SavR>aUTaaTMa>aUTaaTMaa  ku-vRàiPa  Na   il/PYaTae )) 7 )) 

 

yoga-yukto viçuddhätmä 

vijitätmä jitendriyaù 

sarva-bhütätma-bhütätmä 

kurvann api na lipyate 
 

yoga-yuktaù—献愛奉仕に従事して; viçuddha-ätmä—浄化された魂; vijita-ätmä—自己

抑制; jita-indriyaù—感覚を征服して; sarva-bhüta—全生命体に; ätma-bhüta-ätmä—哀れ

み深い; kurvan api—活動していても; na—決して〜ない; lipyate—巻き込まれる。 
 

訳訳訳訳  献愛奉仕で活動し、心が純粋で、心と感覚を抑制する者はだれにとっても愛しく、

かれもだれをも愛しく思う。たえず活動しても、決して反動に巻きこまれない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナ意識を修練して解放の道を歩いている人は、すべての生命体にと

って愛しい存在であり、またかれにとってもすべての生命体は愛しい存在です。これは、ク

リシュナ意識ゆえに起こる関係です。献愛者は、だれであってもクリシュナから離れた存在

として見ることはできません。ちょうど、葉や枝が木から離れて存在できないように。そし

て、木の根に水を注げば水はすべての葉や枝に行きわたり、胃に食べ物を送ればおのずとか

らだ全体に力が浸透することをよく知っています。クリシュナ意識で活動している人は万⺠

の召使いですから、だれにとっても愛しい存在です。そして、だれもがその人の仕事に満足

しているため、献愛者は純粋な意識にとどまっています。意識が純粋だから心は完全に抑制

され、心が抑制されているから感覚も抑制され、心がいつもクリシュナに定められているか

ら、クリシュナから逸れる可能性はまったくありません。さらに献愛者は、感覚を主への奉

仕以外の物質的なことに使うこともなく、クリシュナにまつわる話し以外を聞きたいとも思

わず、クリシュナにささげられていないものを食べたいとも思わず、クリシュナと無関係の

場所にも行きたいとは思いません。ですから、献愛者の感覚は抑制されています。感覚が抑

制されていれば、だれかを攻撃する気持ちにはなりません。ある人は「ではなぜアルジュナ

は、（戦場で）人々を攻撃したのか。クリシュナ意識ではなかったのか」と聞くかもしれま

せん。じつは、アルジュナの攻撃は表面的な暴力であり、（第２章で説明されたように）戦

場に集まった兵士たちの魂は殺されないため、それぞれ生きつづけます。ですから、精神的

な視野から見れば、クルクシェートラの戦場ではだれも殺されていません。かれらの衣服だ



けが、クリシュナの命令によって変わっただけです。アルジュナはクルクシェートラの戦場

で戦いましたが、じつはまったく戦ってはいなかったのです。完全なクリシュナ意識でただ

クリシュナの命令を実行していただけです。そのような人物は活動の反動には決して巻きこ

まれません。 

 
第８−９節第８−９節第８−９節第８−９節 

 
NaEv ik-iÄTk-raeMaqiTa Yau¢-ae MaNYaeTa TatvivTa( ) 
PaXYaHXa*<vNSPa*XaiÅga]àénNGaC^NSvPaNìSaNa(  )) 8 )) 
Pa[l/PaiNvSa*JaNGa*õàuiNMaziàiMazàiPa         ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeRzu  vTaRNTa  wiTa  DaarYaNa( )) 9 )) 

 

naiva kiïcit karométi 

yukto manyeta tattva-vit 

paçyaï çåëvan spåçaï jighrann 

açnan gacchan svapan çvasan 
 

pralapan visåjan gåhëann 

unmiñan nimiñann api 

indriyäëéndriyärtheñu 

vartanta iti dhärayan 
 

na—決して〜ない; eva—確かに; kiïcit—何でも; karomi—私はする; iti—このように; 

yuktaù—神聖な意識で従事している ; manyeta—考える ; tattva-vit—真理を知る者 ; 

paçyan—見ること; çåëvan—聞くこと; spåçan—触れること; jighran—嗅ぐこと; açnan—

食べること ; gacchan—行くこと ; svapan—夢を見ること ; çvasan—呼吸をすること ; 

pralapan—話すこと; visåjan—捨て去ること; gåhëan—受け入れること; unmiñan—開け

る こ と ; nimiñan— 閉 じ る こ と ; api— 〜 に か か わ ら ず ; indriyäëi— 諸 感 覚 ; 

indriya-artheñu—感覚満足において; vartante—それらをそのように従事させる; iti—この

ように; dhärayan—考えている。 
 

訳訳訳訳  神聖な意識を持つ人物は、見ること・聞くこと・触れること・嗅ぐこと・食べるこ

と・動きまわること・眠ること・呼吸することなどをしても、じっさいにはなにもしていな

いことを自覚している。なぜなら、話しているあいだ、排泄しているあいだ、なにかを受け

とっているあいだ、目を開いたり閉じたりしているあいだ、物質的な感覚だけがその対象物

に反応しているだけで、自分はその行為とは離れていることを知っているからである。 



 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナ意識の人物は純粋な境地にいるため、５種類の直接・二次的原因、

すなわち行動者・活動・状況・努力・運に依存する活動にはいっさいかかわりません。クリ

シュナに愛情をこめて奉仕をしているからです。からだと感覚にかかわる活動をしているよ

うには見えますが、精神的活動という自分本来の立場をいつでも自覚しています。物質的な

意識にある人は、自分の感覚を満たすために働いていますが、クリシュナ意識の人は、クリ

シュナの感覚を満足させるために働いています。ですからクリシュナ意識の人は、感覚に巻

きこまれて仕事をしているように見えても、いつでも自由に行動しています。見たり聞いた

りする行為は知識を得るための感覚の動きですが、動いたり、話したり、排泄したりする行

為は行動するための感覚の動きです。クリシュナ意識の人は感覚の動きには決して影響され

ません。自分は主の永遠な召使いであることを知っていますから、主への奉仕以外のことは

なにもできないのです。 

 
第１０節第１０節第１０節第１０節 

 
b]ø<YaaDaaYa k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a k-raeiTa Ya" ) 
il/PYaTae   Na   Sa  PaaPaeNa  PaÚPa}aiMavaM>aSaa )) 10 )) 

 

brahmaëy ädhäya karmäëi 

saìgaà tyaktvä karoti yaù 

lipyate na sa päpena 

padma-patram ivämbhasä 
 

brahmaëi— 最 高人格 主神 に ; ädhäya— 放棄 して いる ; karmäëi— すべ ての活 動 ; 

saìgam—執着; tyaktvä—捨てている; karoti—実行する; yaù—〜である者; lipyate—影響

される; na—決して〜ない; saù—彼; päpena—罪によって; padma-patram—蓮華の葉; 

iva—〜のように; ambhasä—水によって。 
 

訳訳訳訳  執着することなく自分の義務をはたす者は、至高主に結果をゆだねており、罪な活

動に影響されない。蓮華の葉が水に触れていないように。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節のbrahmaëi（ブラフマニ）は「クリシュナ意識で」という意味です。物

質界は物質自然界の三様式の全体的な表われであり、専門語でプラダーナ（pradhäna）と

いいます。ヴェーダの聖歌では、sarvaà hy etad brahma（サルヴァンム ヒ エータドゥ ブラフ

マ）（『マーンドゥーカ・ウパニシャッド』第２節）、tasmäd etad brahma näma-rüpam 

annaà ca jäyate（タスマードゥ エータドゥ ブラフマ ナーマ・ルーパンム アンナンム チャ ジャーヤテー）



（『ムンダカ・ウパニシャッド』第１編・第２章・第10節）、そして『バガヴァッド・ギー

ター』（第14章・第３節）では、mama yonir mahad brahma（ママ ヨーニル マハドゥ ブラフ

マ）とあり、これは「物質界にあるすべては、ブラフマンの表われである」という意味です。

そして、その結果はさまざまに表われてはいても、その原因とまったく同じです。『シュリ

ー・イーシャ・ウパニシャッド』では、すべては至高のブラフマン、すなわちクリシュナと

関係があり、すべては主のものである、と述べられています。すべては主クリシュナのもの

であり、主はすべての所有者だからすべては主への奉仕に使われるべきである、という教え

を完璧に知る人は、自分の活動の結果には（それが徳高いものであろうと罪なことであろう

と）かかわっていないのは当然です。肉体でさえ活動するために主から贈られたものですか

ら、クリシュナ意識で使うことができます。その境地にいれば、罪な反動によるけがれを越

えた状態にあり、それは蓮華の葉が水上に浮いていても濡れていない、という状態とまった

く同じです。主は『バガヴァッド・ギーター』（第３章・第30節）でもmayi sarväëi karmäëi 

sannyasya（マイ サルヴァーニ カルマーニ サンニャッシャ）「すべての活動をわたし（クリシュナ）

のためにしなさい」と言っています。結論として、クリシュナ意識でない人は、肉体や感覚

に言われるままに行動しますが、クリシュナ意識の人は、からだはクリシュナの所有物だか

らクリシュナへの奉仕に使うべきもの、という知識にもとづいて行動する、と言えます。 

 
第１１節第１１節第１１節第１１節 

 
k-aYaeNa  MaNaSaa  buÖya   ke-vlE/iriNd]YaEriPa ) 
YaaeiGaNa" k-MaR ku-vRiNTa Sa(r)&  TYa¤-aTMaéuÖYae )) 11 )) 

 

käyena manasä buddhyä 

kevalair indriyair api 

yoginaù karma kurvanti 

saìgaà tyaktvätma-çuddhaye 
 

käyena—肉体を使って; manasä—心を使って; buddhyä—知性を使って; kevalaiù—浄

化されて; indriyaiù—感覚を使って; api—〜でさえ; yoginaù—クリシュナ意識の人物; 

karma—活動; kurvanti—彼らは実行する; saìgam—執着; tyaktvä—捨て去っている; 

ätma—自己の; çuddhaye—浄化を目的に。 
 

訳訳訳訳  ヨーギーたちは執着心を捨て、からだ、心、知性、さらには感覚をさえ使って行動

する。自らを清めるという目的のためだけに。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナの感覚を満足させるためにクリシュナ意識で行動する人は、なに



をしても、からだ・心・知性、あるいは感覚でさえ、物質的な穢れから浄化されます。クリ

シュナ意識の人の活動に物質的な反動はつきまといません。だから、サドゥ・アーチャーラ

（sad-äcära）と呼ばれる浄化された活動は、クリシュナ意識で活動すればたやすく達成さ

れます。シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーは『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』

（第１巻・第２章・第187節）で次のように述べています。 
 

éhä yasya harer däsye 

karmaëä manasä girä 

nikhiläsv apy avasthäsu 

jévan-muktaù sa ucyate 
 

 「クリシュナ意識で（クリシュナへの奉仕のなかで）からだ・心・知性・言葉を使って活

動している人物は、物質界にいながらにして解放されている。どれほどの物質的活動をして

も」。自分はからだである、自分がからだを所有している、などとは思っていないので、偽

の自我もありません。自分はからだではないし、そのからだも自分のものではない、という

ことをよく知っています。自分はクリシュナのもの、からだもクリシュナのものと理解して

います。からだ・心・知性・言葉・命・財産など（自分が所有しているものすべて）から作

られるものすべてをクリシュナへの奉仕に使えば、すぐにクリシュナと結ばれます。クリシ

ュナと一つになり、自分とからだを同一視させる偽の自我も捨てています。これが、完璧な

クリシュナ意識の境地です。 

 
第１２節第１２節第１２節第１２節 

 
Yau¢-" k-MaRf-l&/ TYa¤-a XaaiNTaMaaPanaeiTa NaEiïk-IMa( ) 
AYau¢-"   k-aMak-are<a  f-le/  Sa¢-ae  iNabDYaTae )) 12 )) 

 

yuktaù karma-phalaà tyaktvä 

çäntim äpnoti naiñöhikém 

ayuktaù käma-käreëa 

phale sakto nibadhyate 
 

yuktaù—献愛奉仕に従事する者; karma-phalam—すべての活動の結果; tyaktvä—捨て

去っている; çäntim—完璧な平和; äpnoti—達成する; naiñöhikém—揺るぎない; ayuktaù—

クリシュナ意識にいない者; käma-käreëa—活動の結果を楽しむために; phale—結果にお

いて; saktaù—執着して; nibadhyate—絡まる。 
 



訳訳訳訳  献愛奉仕を着実に遂行する魂は、活動の結果をすべてわたしにささげるため、正真

正銘の平和を達成する。いっぽう、神聖なる者と結ばれていない者、そして働く結果を貪欲

に求めるものは束縛される。 
 

要旨要旨要旨要旨解説解説解説解説        クリシュナ意識にいる人と肉体意識にいる人の違いは、前者はクリシュナに

執着し、後者は活動の結果に執着している点にあります。クリシュナに執着し、クリシュナ

のためだけに働く人は確かに解放された人物といえますし、自分の活動に対する不安はあり

ません。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、活動の結果に対する不安の原因は、二元

性の活動、つまり絶対真理者を知らないことにあると説明されています。クリシュナは最高

絶対真理者、人格主神です。クリシュナ意識に二元性はありません。存在するものすべては

クリシュナの力によって作られ、またクリシュナは完璧に善なる方です。クリシュナ意識の

活動は絶対的境地でなされており、超越的で、また物質的な結果は生じません。クリシュナ

意識でいれば心は平和に満たされています。しかし、感覚を満たすために損得計算をしてい

れば平和でいられるはずがありません。これがクリシュナ意識の秘訣であり、クリシュナの

ほかに存在するものはない、という悟りが平和と恐れのない境地なのです。 

 
第１３節第１３節第１３節第１３節 

 
SavRk-MaaRi<a MaNaSaa SaNNYaSYaaSTae Sau%& vXaq ) 
NavÜare  Paure  dehq  NaEv  ku-vRà   k-arYaNa( )) 13 )) 

 

sarva-karmäëi manasä 

sannyasyäste sukhaà vaçé 

nava-dväre pure dehé 

naiva kurvan na kärayan 
 

sarva—すべて; karmäëi—活動; manasä—心で; sannyasya—捨て去っている; äste—留

まる; sukham—幸福に; vaçé—抑制された者; nava-dväre—９つの門のある場所に; pure—

都市に; dehé—肉体を覆った魂; na—決して〜ない; eva—確かに; kurvan—なんでもしてい

る; na—ではない; kärayan—する原因になっている。 
 

訳訳訳訳     肉体をまとった生命体が自分の心を抑制し、その心を使って活動を放棄すれば、活

動することも活動の原因を作りだすこともなく、９つの門の都（肉体）のなかで幸せに住む

ことができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        肉体をまとった魂は９つの門を持つ都市に住んでいます。肉体の活動、ある



いは肉体という比喩的な都市は、そのからだがかかわっている特定の自然の様式によって動

かされています。魂はからだの条件に影響されてしまうのですが、克服したいと望みさえす

れば、その影響を克服できます。本来の精神的な気質を忘れてしまった魂は、肉体と自分を

同じものと考え、そのために苦しんでいます。魂はクリシュナ意識によって自分本来の立場

をよみがえらせ、その肉体から抜けだすことができます。ですから、クリシュナ意識をはじ

めた人は、すぐに肉体にかかわる活動から完全に解放されます。抑制された生活によって考

え方は変わり、９つの門の都市で幸せに住むようになります。９つの門については以下のよ

うに説明されています。 
 

nava-dväre pure dehé 

haàso leläyate bahiù 

vaçé sarvasya lokasya 

sthävarasya carasya ca 
 

 「最高人格主神は生命体の内に住み、全宇宙に住む生命体すべてを支配している。からだ

は９つの門――２つの目、２つの鼻孔、２つの耳、１つの口、肛門、性器――で構成されて

いる。条件づけられた状態にいる生命体は肉体と自分を同じものと考えているが、自分のう

ちにいる主と同じ存在であることに気づけば、肉体のなかにあっても、主と同じように自由

になれる」（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第３章・第18節） 

クリシュナ意識の人物は、肉体の内側・外側の活動から解放される、ということです。 

 
第１４節第１４節第１４節第１４節 

 
Na k-Ta*RTv& Na k-MaaRi<a l/aek-SYa Sa*JaiTa Pa[>au" ) 
Na  k-MaRf-l/Sa&YaaeGa&   Sv>aavSTau    Pa[vTaRTae )) 14 )) 

 

na kartåtvaà na karmäëi 

lokasya såjati prabhuù 

na karma-phala-saàyogaà 

svabhävas tu pravartate 
 

na—決して〜ない; kartåtvam—所有権; na—〜もない; karmäëi—活動; lokasya—人々

の; såjati—作りだす; prabhuù—肉体という都市の主人; na—〜もない; karma-phala—活

動 の 結 果 と 共 に ; saàyogam— 関 連 ; svabhävaù— 物 質 自 然 界 の 様 式 ; tu— し か し ; 

pravartate—行動。 
 



訳訳訳訳  肉体をまとった魂、すなわち肉体という都市の主人である魂は、活動を作りだして

いるわけでも、人々を活動に仕向けているわけでも、また活動の結果を自分で作りだしてい

るわけでもない。どれも物質自然界の様式によってなされているのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        生命体は、第７章で説明されているように、至高主の力・特質の１つですが、

主の別の力――劣性の力――とは違った存在です。どういうわけか、優性の質である生命体

は、太古の昔から物質自然界とかかわってきました。魂が入った一時的な肉体（物質の居住

地）は、さまざまな活動とその反動を作りだしている原因になっています。この条件づけら

れた環境に住んでいる魂は、自分と肉体を（無知ゆえに）同じものと思っているために、肉

体の活動の結果で苦しんでいます。その苦しみの原因は、太古の昔からかかわってきた「無

知」です。生命体が肉体から出ればその反動からも解放されます。肉体という都市のなかに

いるかぎり、生命体はその主人のようには見えても、じつは所有しているわけでも、活動と

反動を支配しているわけでもありません。生存競争という物質界の海になすすべもなく漂っ

ているだけなのです。海の波にもてあそばれ、その波を乗りこえることさえできない。最善

の解決策は、超越的なクリシュナ意識にすがってその波から抜けだすことです。それだけが、

すべての混乱から魂を救ってくれます。 

 
第１５節第１５節第１５節第１５節 

 
Naadtae k-SYaicTPaaPa& Na cEv Sauk*-Ta& iv>au" ) 
AjaNaeNaav*Ta&  jaNa&  TaeNa MauùiNTa JaNTav" )) 15 )) 

 

nädatte kasyacit päpaà 

na caiva sukåtaà vibhuù 

ajïänenävåtaà jïänaà 

tena muhyanti jantavaù 
 

na—決して〜ない; ädatte—受け入れる; kasyacit—誰のものでも päpam—罪; na—〜

もない; ca—もまた; eva—確かに; su-kåtam—敬虔な活動; vibhuù—至高主; ajïänena—無

知; ävåtam—覆われて; jïänam—知識; tena—それによって; muhyanti—惑わされて; 

jantavaù—生命体達。 
 

訳訳訳訳  また至高主は、生命体の罪なおこない・敬虔なおこないの責任を負うことはない。

しかし肉体をまとった魂は、真の知識を包みこむ無知のために惑わされている。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        サンスクリット語のvibhu（ヴィブフゥ）は「無限の知識・富・力・名声・美・放



棄心で満たされた至高主」という意味です。主はつねにみずからの内で満足し、罪なおこな

い・敬虔なおこないに乱される方ではありません。ある生命体のために特定の状況を作りだ

すことはしませんが、生命体のほうは無知に惑わされているため、特定の生活に入ることを

望み、そのために活動と反動の鎖が始まります。生命体は優性の力の１つですから、知識に

満たされています。しかし、限られた力しか持っていないために、どうしても無知に影響さ

れます。主は全能ですが、生命体はそうではありません。主はヴィブ・全知、生命体はアヌ・

極小です。魂は生きていますから、自由意思を持ち、なにかを望む能力をそなえています。

そしてその望みは全能の主が満たします。生命体が自分の望みに惑わされても、主はその望

みを満たしてあげるのですが、魂が望んだ状況に対する活動と反動の責任は負いません。肉

体をまとった魂は、困惑しているため、肉体と自分を同一視し、一時的な苦しみと幸せな生

活に縛られています。主はパラマートマー・至高の魂として、生命体といつも行動をともに

しているので、その魂がなにを望んでいるのかがよくわかっています――花に近づけばその

香りがわかるように。望みは、生命体を条件づける希薄な要因です。ある魂が望みを持つと、

主は、その魂の資格に応じて望みを満たしてあげます。計画するのは人、成敗をつけるのは

神、ということわざがあります。個々の魂には望みをすべて満たす全能の力はない、という

ことです。しかし主はそれができるし、まただれにも中立ですから、小さな、そして自由な

生命体の望みを妨げもしません。しかし主クリシュナを求める人には、主を手にいれて永遠

に幸せになれるよう特別の力添えをします。ヴェーダ聖歌もそのように宣言します。Eña u 

hy eva sädhu karma kärayati taà yam ebhyo lokebhya unninéñate. eña u eväsädhu 
karma kärayati yam adho ninéñate: 「主は生命体に敬虔なおこないをさせる、高められる

ように。また不敬虔なおこないをさせる、地獄に行くように」（『カウシータキー・ウパニ

シャッド』第３章・第８節）。 
 

ajïo jantur anéço 'yam 

ätmanaù sukha-duùkhayoù 

éçvara-prerito gacchet 

svargaà väçv abhram eva ca 
 
 「生命体は、苦悩と幸福に完全に振りまわされている。至高者の意志しだいで、天国にも

地獄にも行くことができる。雲が風に吹きながされるように」 

肉体をまとった魂は、遠い昔からクリシュナ意識を避けてきました。そのためにいまも困

惑しているのです。もともと永遠で喜びに満ち、認識力をそなえているのに、その小さな存

在ゆえに、主に仕える本来の立場を忘れて無知に陥っています。そして無知の魔力ゆえに、

条件づけられた状態におちいった責任を主に転嫁しようとしています。『ヴェーダンタ・ス

ートラ』（第２編・第１章・第34節）もこのことをvaiñamya-nairghåëye na säpekñatvät tathä 



hi darçayati、「主はだれであろうと嫌うことも好むこともない。そのように見えても」と

確証しています。 

 
第１６節第１６節第１６節第１６節 

 
jaNaeNa  Tau TadjaNa& Yaeza& NaaiXaTaMaaTMaNa" ) 
TaezaMaaidTYavJjaNa& Pa[k-aXaYaiTa TaTParMa( )) 16 )) 

 

jïänena tu tad ajïänaà 

yeñäà näçitam ätmanaù 

teñäm äditya-vaj jïänaà 

prakäçayati tat param 
 

jïänena—知識によって; tu—しかし; tat—それ; ajïänam—無知; yeñäm—〜である者

の; näçitam—破壊される; ätmanaù—生命体の; teñäm—彼らの; äditya-vat—朝日のよう

に; jïänam—知識; prakäçayati—表わす; tat param—クリシュナ意識。 
 

訳訳訳訳  しかし、無知を消しさる知識によって目ざめるとき、その知識がすべてを明らかに

する。日中、太陽がすべてを照らすように。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナを忘れた人々はまちがいなく惑わされていますが、クリシュナ意

識にいる人々は違います。『バガヴァッド・ギーター』には、sarvaà jïäna-plavena（サル

ヴァンム ギャーナ・プラヴェーナ）、jïänägniù sarva-karmäëi（ギャーナーグニヒ サルヴァ・カルマーニ）、

そしてna hi jïänena sadåçam（ナ ヒ ギャーネーナ サドゥリシャンム）とあります。知識はいつ

でも尊ばれるものです。ではその知識とはなんでしょうか。完璧な知識は、クリシュナに身

をゆだねたときに得られるものであり、第７章の第19節で、bahünäà janmanäm ante 

jïänavän mäà prapadyate（バフーナーンム ジャンマナーンム アンテー ギャーナヴァーン マーンム プ

ラパッデャテー）と言われているとおりです。幾度となく誕生をくり返したあと、クリシュナ

に身をゆだねるという知識で完成を達成したとき、すなわちクリシュナ意識に到達したとき、

日中、太陽によってすべてが照らされるようにすべてが明らかにされます。生命体はさまざ

まな混乱におちいります。たとえば、自分と神を思う無分別な考えは、最後の無知の罠です。

生命体が神なら、無知に惑わされるものでしょうか。神が無知に惑わされる？ だとしたら、

無知、すなわちサタンは神より偉大なことになります。ほんとうの知識は完璧なクリシュナ

意識にいる人物から得られます。ですから、そのほんものの精神指導者を探しもとめなくて

はなりませんし、そしてその師のもとでクリシュナ意識の本質を学ばなくてはなりません。

クリシュナ意識は、太陽が暗闇をことごとく消しさるように、すべての無知を取りのぞいて



くれるからです。自分は肉体ではない、肉体を超越している存在である、ということは充分

わかっていても、魂と至高の魂の違いは判断できないかもしれません。しかし、完璧な人物・

ほんもののクリシュナ意識の精神指導者に身をゆだねれば、すべてを知ることができます。

神の代表者に巡りあうとき、神も、神と自分の関係もはっきりと理解できるようになります。

その代表者は神についてよく知っているからこそ、神に向けられる敬意が自分に向けられて

も、自分を神だとは決して思いません。神と生命体の違いをはっきり学ぶ必要があります。

ですから主シュリー・クリシュナは、第２章・第12節で、どの生命体も個々の存在であり、

主も個々の存在である、と述べています。過去において個別の存在であり、現在において個

別の存在であり、そして未来においても、解放を達成したあとでさえ個別の存在でありつづ

けます。夜、すべては闇と混ざって１つの色にしか見えませんが、日中、太陽が昇ればすべ

てを明らかに見ることができます。精神生活においても魂は個別の存在です。そのことを悟

るのが真の知識です。 

 
第１７節第１７節第１７節第１７節 

 
Tad(buÖYaSTadaTMaaNaSTaiàïaSTaTParaYa<aa" 
GaC^NTYaPauNarav*ita&  jaNaiNaDaURTak-LMaza" )) 17 )) 

 

tad-buddhayas tad-ätmänas 

tan-niñöhäs tat-paräyaëäù 

gacchanty apunar-ävåttià 

jïäna-nirdhüta-kalmañäù 
 

tat-buddhayaù—常に知性を至高者の内に定める者; tat-ätmänaù—常に心を至高者の内

に定める者; tat-niñöhäù—常に信念を至高者の内に定める者; tat-paräyaëäù—主に完全に

身 を委ね た者 ; gacchanti— 行 く ; apunaù-ävåttim— 解放に ; jïäna— 知識 によっ て ; 

nirdhüta—洗い流されて; kalmañäù—不安。 
 

訳訳訳訳  知性、心、信念、そして身をゆだねる対象がすべて至高者に定められるとき、完璧

な知識によって疑いはすべて晴れ、解放の道を突きすすんでいく。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        至高超越的真理者は主クリシュナです。『バガヴァッド・ギーター』の教え

そのものが、クリシュナが最高人格主神であるという事実に向けられています。それがすべ

てのヴェーダ経典の見解でもあります。Para-tattva（パラ・タットヴァ）は「至高の真実」とい

う意味で、至高者をブラフマン、パラマートマー、バガヴァーンと悟った人が理解できます。

バガヴァーン・最高人格主神は、絶対者を言いあらわす究極の言葉です。それ以上の悟りは



ありません。主クリシュナは、mattaù parataraà nänyat kiïcid asti dhanaïjaya（マッタハ 

パラタランム ナーニャトゥ キンチドゥ アスティ ダハナンジャヤ）と言っています。さらにbrahmaëo hi 

pratiñöhäham（ブラフマノー ヒ プラティシュタハーハンム）という表現で、「非人格的ブラフマン

はわたしによって支えられている」と宣言しています。クリシュナこそがあらゆる面で至高

の真実の方です。心・知性・信念がいつもクリシュナの内にある人物、言いかえれば完全に

クリシュナ意識の人物は、疑いをことごとく洗いながし、超越性について完璧な知識をそな

えています。クリシュナ意識の人物は、クリシュナのうちには同時に二面性（同時に人格性

と非人格性）があることを完全に理解し、そのような超越的知識に支えられて解放への道を

着実に進むことができます。 

 
第１８節第１８節第１８節第１８節 

 
ivÛaivNaYaSaMPaàe  b]aø<ae  Gaiv  hiSTaiNa ) 
éuiNa cEv ìPaake- c  Pai<@Taa" SaMadiXaRNa" )) 18 )) 

 

vidyä-vinaya-sampanne 

brähmaëe gavi hastini 

çuni caiva çva-päke ca 

paëòitäù sama-darçinaù 
 

vidyä—教養と共に; vinaya—そして穏やかさ; sampanne—充分に備えて; brähmaëe—ブラ

フマーの中に; gavi—牛の中に; hastini—象の中に; çuni—犬の中に; ca—そして; eva—確か

に ; çva-päke— 犬 を 食 べ る 者 （ 賤 ⺠ ） の 中 に ; ca— そ れ ぞ れ に ; paëòitäù— 賢 い 者 ; 

sama-darçinaù—平等の視野で見る者。 
 

訳訳訳訳  謙虚な聖者は真の知識という視力で、博識で心穏やかなブラーフマナ、牛、象、犬、

犬を食べる者（賤⺠）を等しく見ている。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナ意識の人は、生物や階級といった区別した見方はしません。ブラ

ーフマナと賤⺠を比べれば、社会的立場から見れば違いはあるでしょうし、犬、牛、象など

も生物種という面で見れば確かに違いがあります。しかしその違いは、博識な超越主義者の

視点からすれば無意味なことです。生命体と至高者の関係を知る人物には当然の見方です。

どの生物のなかにも至高主の完全分身であるパラマートマーが住んでいるのですから。至高

者に関するこの理解が真の知識です。社会階級や生物種という違いがあっても、主はだれに

も等しく接します。どの生物でも友と見なし、またかれらがどんな状況にいても、主はパラ

マートマーとしての立場を保っているからです。パラマートマーとしての主は、それぞれ違



ったからだを持つ賤⺠とブラーフマナのなかに住んでいます。肉体は物質自然界の様式が作

りだした産物ですが、体内にいる魂と至高の魂は同じ精神的質をそなえています。しかし、

魂と至高の魂の質的に同じという意味は、どちらも量的にも等しいということではありませ

ん。個々の魂はある１つの肉体のなかにしかいませんが、パラマートマーはすべての肉体の

なかにいるからです。クリシュナ意識の人はそのことをよく知っていますから、ほんとうに

博識で、また平等な視野をそなえています。魂と至高の魂に共通した資質は、どちらも意識

であること、永遠で喜びに満ちている、という点にあります。もちろん違いもあり、それは

個々の魂が肉体という限られた領域だけを意識しているのに対し、至高の魂はすべての肉体

を意識している、という点にあります。至高の魂はすべての肉体のなかに、まったく変化す

ることなく存在しているのです。 

 
第１９節第１９節第１９節第１９節 

 
whEv  TaEiJaRTa"  SaGaaeR  Yaeza& SaaMYae iSQaTa& MaNa" ) 
iNadaeRz& ih SaMa& b]ø TaSMaad(b]øi<a Tae iSQaTaa" )) 19 )) 

 

ihaiva tair jitaù sargo 

yeñäà sämye sthitaà manaù 

nirdoñaà hi samaà brahma 

tasmäd brahmaëi te sthitäù 
 

iha—現世で; eva—確かに; taiù—彼らによって; jitaù—征服されて; sargaù—誕生と死; 

yeñäm—〜である者の; sämye—平静に; sthitam—位置されて; manaù—心; nirdoñam—完

全無欠 ; hi—確かに ; samam—平静に ; brahma—至高者のように ; tasmät—ゆえに ; 

brahmaëi—至高者において; te—彼ら; sthitäù—置かれている。 
 

訳訳訳訳  すべてを等しく見ることができ、穏やかな心を持つ者は、すでに誕生と死の束縛を

克服している。ブラフマンのように完璧な気質をそなえているからこそ、すでにブラフマン

の境地にいるのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        心の平静さは、この節で言われているように、自己を悟った証しです。その

境地にほんとうに到達した人は、物質界の逆境、とくに誕生と死を克服したものと考えてし

かるべきです。からだを自分と思いこむのが条件づけられた魂の兆候ですが、自己を悟って

平静な心に到達すれば、条件づけられた生活から解放されます。言いかえれば、もはや物質

界での誕生に縛られることはなく、死んだあとに精神界に入ることができます。主はなにか

に対して魅力も嫌悪も感じないため、完全無欠な方です。同じように、私たち生命体が魅力



や嫌悪に影響されなくなれば、主のような完全無欠の境地に到達し、精神界に入る資格を得

ます。そのような人物はすでに解放されていると考えられるべきで、その兆候がこれから述

べられていきます。 

 
第２０節第２０節第２０節第２０節 

 
Na Pa[ôZYaeiTPa[Ya& Pa[aPYa NaaeiÜJaeTPa[aPYa caiPa[YaMa( ) 
iSQarbuiÖrSaMMaU!ae    b]øivd(b]øi<a  iSQaTa" )) 20 )) 

 

na prahåñyet priyaà präpya 

nodvijet präpya cäpriyam 

sthira-buddhir asammüòho 

brahma-vid brahmaëi sthitaù 
 

na—決して〜ない; prahåñyet—喜ぶ; priyam—喜び; präpya—得ている; na—〜しない; 

udvijet—動揺する; präpya—得ている; ca—もまた; apriyam—不愉快; sthira-buddhiù—自

己 知 性 ; asammüòhaù— 惑 わ さ れ て い な い ; brahma-vit— 至 高 者 を 完 璧 に 知 る 者 ; 

brahmaëi—超越性の中に; sthitaù—位置して。 
 

訳訳訳訳  心地よいものを手にいれても有頂天にならず、不愉快なものがやってきても嘆かず、

自己に立脚した知性をそなえ、惑わされず、また神の科学を知る者は、すでに超越的境地に

いる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        自己を悟った人物の兆候がこの節で述べられています。最初の兆しは、肉体

を自分と思う幻想を持っていない、という点にあります。自分は肉体ではない、最高人格主

神の部分体である、ということを完璧に理解しています。ですから、なにかを手にいれても

有頂天にはなりませんし、からだにかかわるものを失っても嘆きません。このような心の安

定をスティラ・ブッディ（sthira-buddhi）「自己に立脚した知性」といいます。ですから、

肉体を自分と思ったり、肉体が永遠に生きると考えたりはしませんし、魂の存在を無視する

こともありません。この知識が、絶対真理者に関する完全な科学、すなわちブラフマン、パ

ラマートマー、バガヴァーンの状態に私たちを高めてくれます。また自分本来の立場を完全

に理解しているので、至高者と一体化しようとする間違いもおかしません。これがブラフマ

ンの悟り、自己の悟りです。またその安定した意識がクリシュナ意識です。 

 
第２１節第２１節第２１節第２１節 

 



baùSPaXaeRZvSa¢-aTMaa ivNdTYaaTMaiNa YaTSau%Ma( ) 
Sa     b]øYaaeGaYau¢-aTMaa      Sau%Ma+aYaMaénuTae )) 21 )) 

 

bähya-sparçeñv asaktätmä 

vindaty ätmani yat sukham 

sa brahma-yoga-yuktätmä 

sukham akñayam açnute 
 

bähya-sparçeñu—表面上の感覚的喜びに; asakta-ätmä—執着していない者; vindati—

楽 し む ; ätmani— 自 己 の 内 で ; yat— 〜 で あ る も の ; sukham— 幸 福 ; saù— 彼 ; 

brahma-yoga—ブラフマンに集中することで; yukta-ätmä—自己と結びついて; sukham—

幸福; akñayam—無限の; açnute—楽しむ。 
 

訳訳訳訳  解放されたその人物は、感覚の喜びに心を奪われることなく、つねに法悦境にあり、

心の内で喜びを味わっている。自己を悟った人物はこのようにはてしない幸福感に浸ってい

る。心が至高者に集中しているからである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        シュリー・ヤムナーチャーリャというクリシュナ意識の偉大な献愛者の言葉

です。 
 

yad-avadhi mama cetaù kåñëa-pädäravinde 

nava-nava-rasa-dhämany udyataà rantum asset 

tad-avadhi bata näré-saìgame smaryamäne 

bhavati mukha-vikäraù suñöhu niñöhévanaà ca 
 

 「私は主クリシュナへの超越的な愛情奉仕に没頭し、いつも主に新鮮な喜びを感じている

ため、性的な喜びを思い浮かべただけでも、その考えにつばを吐き、唇は嫌悪感でゆがむ」。

ブラフマ・ヨーガ、すなわちクリシュナ意識を修練している人は、主への愛情奉仕に没頭し、

物質的な感覚の楽しみをまったく感じなくなります。物質的な喜びでもっとも高いものは性

の喜びです。全世界がその危険な魅力に動かされ、物質主義者は、その喜びがなければ働く

ことさえできません。しかしクリシュナ意識に励んでいる人は性的喜びをいっさい放棄し、

積極的に働くことができます。それが精神的悟りの結果です。精神的悟りと性的喜びは決し

て共存しません。クリシュナ意識の人物は解放された魂ですから、どのような性的喜びにも

心惹かれることはありません。 

 
第２２節第２２節第２２節第２２節 

 



Yae ih Sa&SPaXaRJaa >aaeGaa du"%YaaeNaYa Wv Tae ) 
AaÛNTavNTa"  k-aENTaeYa  Na Taezu rMaTae buDa" )) 22 )) 

 

ye hi saàsparça-jä bhogä 

duùkha-yonaya eva te 

ädy-antavantaù kaunteya 

na teñu ramate budhaù 
 

ye—それら; hi—確かに; saàsparça-jäù—物質の感覚との接触によって; bhogäù—楽し

み; duùkha—苦しみ; yonayaù—〜の源; eva—確かに; te—それらは〜である; ädi—始まり; 

anta—終わり; vantaù—〜に従属する; kaunteya—クンティーの子よ; na—決して〜ない; 

teñu—それらの中に; ramate—喜びを感じる; budhaù—知的な人物。 
 

訳訳訳訳  知的な者は、感覚との接触から生じる苦しみに巻きこまれない。クンティーの子よ。

そのような喜びには始まりと終わりがあり、賢い者はそのような喜びを味わうつもりはない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        感覚の喜びは感覚が物質に触れることで生じますが、肉体は一時的ですから、

肉体をとおして味わう喜びも一時的です。解放された魂ははかない喜びに関心はありません。

崇高な喜びを知っている人が、ゆがんだ喜びを楽しむものでしょうか？ 『パドマ・プラー

ナ』にある言葉です。 
 

ramante yogino 'nante 

satyänande cid-ätmani 

iti räma-padenäsau 

paraà brahmäbhidhéyate 
（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』マデャ 第９章・第29節 引用） 

 

 「神秘主義者は絶対真理者から計りしれない超越的喜びをさずかっている。ゆえに至高絶

対真理者、人格主神はラーマという名前で知られている」 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』（第５巻・第５章・第１節） 
 

näyaà deho deha-bhäjäà nå-loke 

kañöän kämän arhate viò-bhujäà ye 

tapo divyaà putrakä yena sattvaà 

çuddhyed yasmäd brahma-saukhyaà tv anantam 
 

 「我が子たちよ。人間にはあくせく働いて生きる理由はどこにもない。そのような喜びは



糞を食べる者（豚）でも味わえる。人として生まれたからには、いまこそ、存在そのものを

浄化させられる苦行を修練しなくてはならない。その結果として、無限の超越的な至福を楽

しむことができるのだ」。 

ですから、真のヨーギー、あるいは博識な超越主義者は、魂をいつまでも物質界に縛りつ

ける感覚の喜びに心を奪われません。物質的な喜びに夢中になればなるほど、苦しみは増し

ていくのです。 

 
第２３節第２３節第２３節第２３節 

 
Xa¥-aeTaqhEv  Ya"  Saae!u& Pa[aKXarqrivMaae+a<aaTa( ) 
k-aMa§-aeDaaeÙv&  veGa& Sa Yau¢-" Sa Sau%q Nar" )) 23 )) 

 

çaknotéhaiva yaù soòhuà 

präk çaréra-vimokñaëät 

käma-krodhodbhavaà vegaà 

sa yuktaù sa sukhé naraù 
 

çaknoti—出来る; iha eva—現在の肉体の中で; yaù—〜である者; soòhum—耐えること; 

präk—〜の前; çaréra—肉体; vimokñaëät—捨て去ること; käma—望み; krodha—そして怒

り; udbhavam—〜から作られて; vegam—衝動; saù—彼; yuktaù—法悦境の中で; saù—彼; 

sukhé—幸福な; naraù—人間。 
 

訳訳訳訳  いま持っている肉体を捨てるまえに、感覚の衝動に耐え、望みと怒りの力を止める

ことができたら、安定した幸せな生活をおくることができる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        自己の悟りの道を着実に進むには、感覚の力を抑える努力が必要です。それ

は、話・怒り・心・胃・性器・舌による衝動です。このさまざまな感覚の力、そして心を抑

制できる人をゴースヴァーミー（gosvämé）、あるいはスヴァーミー（svämé）といいます。

ゴースヴァーミーは徹底して抑制された生活をおくり、感覚の衝動をすべて抑えています。

物質的な望みが満たされなければ、つぎに怒りが生じ、そして心、目、胸が乱されます。で

すから、肉体を捨てるまえに、感覚や心を抑制する修練をしなくてはなりません。それがで

きる人を自己を悟った人と呼ぶのであり、その境地に到達した人が幸せに生きることができ

ます。望みや怒りをなんとしても抑えるのが、超越主義者がはたすべき本務です。 

 
第２４節第２４節第２４節第２４節 

 



Yaae_NTa"Sau%ae_NTararaMaSTaQaaNTaJYaaeRiTarev Ya" ) 
Sa YaaeGaq b]øiNavaR<a&  b]ø>aUTaae_iDaGaC^iTa )) 24 )) 

 

yo 'ntaù-sukho 'ntar-ärämas 

tathäntar-jyotir eva yaù 

sa yogé brahma-nirväëaà 

brahma-bhüto 'dhigacchati 
 

yaù—〜である者; antaù-sukhaù—内なる幸福; antaù-ärämaù—心の内で積極的に楽し

んでいる; tathä—〜と同様に; antaù-jyotiù—内側に向かっている; eva—確かに; yaù—誰

で も ; saù— 彼 ; yogé— 神 秘 主 義 者 ; brahma-nirväëam— 至 高 者 の 中 で の 解 放 ; 

brahma-bhütaù—自己を悟っている; adhigacchati—到達する。 
 

訳訳訳訳  心のうちで幸福を味わい、心のうちで活動し、喜びを感じ、そして心の奥に目的を

定める者がほんとうの完璧な神秘主義者である。至高者のうちで解放され、最終的に至高者

に到達するのである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        心のうちで幸福感を味わっていない人が、うわべの幸福を味わうだけの世俗

的生活が捨てられるものでしょうか。解放された人物はほんとうに喜びを味わっています。

だからこそ、どこでも静かに座り、内なる活動を楽しんでいます。解放された人物は見かけ

だけの物質的幸福は求めません。それがブラフマ・ブータ（brahma-bhüta）であり、その

境地を達成すれば、ふるさとへ、神のもとに帰ることが保証されます。 

 
第２５節第２５節第２５節第２５節 

 
l/>aNTae b]øiNavaR<aMa*zYa" +aq<ak-LMaza" ) 
i^àÜEDaa  YaTaaTMaaNa"  SavR>aUTaihTae rTaa" )) 25 )) 

 

labhante brahma-nirväëam 

åñayaù kñéëa-kalmañäù 

chinna-dvaidhä yatätmänaù 

sarva-bhüta-hite ratäù 
 

labhante—達成する; brahma-nirväëam—至高者の内での解放; åñayaù—心の内で活動

的な者 ; kñéëa-kalmañäù—罪の一切ない者 ; chinna—切り離して ; dvaidhäù—二元性 ; 

yata-ätmänaù—自己の悟りに従事して; sarva-bhüta—全生命体のために; hite—福利活動

に; ratäù—従事して。 



 

訳訳訳訳  疑いから生じるすべての二元性を超越し、心のなかで活動し、全生命体の幸福のた

めに忙しく働いている者、そしてどのような罪にもかかわっていない者は、至高者のうちで

解放を達成する。 
 

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の人物だけが全生命体の幸せのために働いている、と

言えます。クリシュナが万物の根源であることを知っているからこそ、万⺠のために働くの

です。人類の苦しみは、クリシュナが至上の享楽者、至上の所有者、至上の友人であること

を忘れたことによるものです。ですから、社会全体にこの意識をよみがえらせるために働く

ことが、もっとも気高い福祉活動です。至高者を悟ることで解放されていなければ、そのよ

うな最上の福祉活動をすることはできません。クリシュナ意識の人物は、クリシュナがもっ

とも優れた方であることを確信しています。疑いのないその心境は、罪な生活をしていない

からであり、また崇高な愛情に包まれた境地です。 

肉体にまつわる幸福だけのために働いている人は、ほんとうはだれも助けることはできま

せん。魂を覆っている肉体や心にその場かぎりの解放を与えても、それはほんとうの満足で

はないのです。厳しい生存競争にある苦しみのほんとうの原因は、至高主との絆を忘れてし

まったことにあります。クリシュナとの絆を自覚している人は、肉体という仮の宿に住んで

いても、ほんとうに解放された魂です。 

 
第２６節第２６節第２６節第２６節 

 
k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa&  YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa( ) 
Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae ividTaaTMaNaaMa( )) 26 )) 

 

käma-krodha-vimuktänäà 

yaténäà yata-cetasäm 

abhito brahma-nirväëaà 

vartate viditätmanäm 
 

käma—望みから; krodha—そして怒り; vimuktänäm—解放された人々の; yaténäm—

神 聖 な 人 物 の ; yata-cetasäm— 心 を 抑 制 し て い る 人 ; abhitaù— 将 来 確 か な ; 

brahma-nirväëam—至高者の中での解放; vartate—〜がある; vidita-ätmanäm—自己を悟

った人々の。 
 

訳訳訳訳  怒りや物欲に縛られず、自己を悟り、自己を抑制し、つねに完成を求めて努力して

いる者たちは、近い将来、かならず至高者を悟って解放される。 
 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        解放に向けて努力しつづけている神聖な人々のなかで、クリシュナ意識の人

がもっとも気高い境地にいます。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第４巻・第22章・

第39節）が次のように確証しています。 
 

yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä 

karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù 

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha- 

sroto-gaëäs tam araëaà bhaja väsudevam 
 

 「献愛奉仕をとおしてヴァースデーヴァ・最高人格主神を崇拝するようつとめよ。偉大な

聖者でさえ、突きあげてくる感覚の力を抑えられないでいる。しかし、主の蓮華の御足に仕

えることで超越的至福を感じている者は、心に深く浸透した果報的活動に対する望みを根こ

そぎにして、至高主を崇拝している」 

条件づけられた魂の心には、活動の結果を楽しもうとする望みが木の根のように深く広が

っており、苦行に励む偉大な聖者でさえ、その望みを抑えることに四苦八苦しています。い

っぽう主の献愛者は、つねにクリシュナ意識のなかで献愛奉仕をすることで、至高者のなか

ですぐに解放を達成することができます。自己の悟りの知識を手にいれたその人物は、いつ

も法悦境を味わっています。よく似た例があります。 
 

darçana-dhyäna-saàsparçair 

matsya-kürma-vihaìgamäù 

sväny apatyäni puñëanti 

tathäham api padma-ja 
 

 「視力によって、瞑想によって、触れることによって、魚、⻲、鳥は子孫を守っている。

パドゥマジャよ。わたしも同じことをしている」 

 魚は自分の子をただ見つめるだけで育てます。⻲は子どもたちを瞑想することで守ってい

ます。⻲の卵は土のうえに置かれ、親⻲は水中にいながら卵を思いつづけています。同じよ

うに、クリシュナ意識の献愛者は、主の住居からはるか遠く離れていても、つねに主のこと

を思うことによって――クリシュナ意識で活動しながら――その住居に自分を高めること

ができます。献愛者は物質的な苦しみを感じることはありません。これがブラフマ・ニルヴ

ァーナ、すなわち至高主に意識を集中することで苦しみが消えていく境地です。 

 
第２７−２８節第２７−２８節第２７−２８節第２７−２８節 

 
SPaXaaRNk*-Tva  bihbaRùa&ê+auêEvaNTare  >a]uvae" ) 



Pa[a<aaPaaNaaE SaMaaE k*-Tva  NaaSaa>YaNTarcair<aaE )) 27 )) 
YaTaeiNd]YaMaNaaebuiÖMauRiNaMaaeR+aParaYa<a"         ) 
ivGaTaeC^a>aYa§-aeDaae Ya" Sada Mau¢- Wv Sa" )) 28 )) 

 

sparçän kåtvä bahir bähyäàç 

cakñuç caiväntare bhruvoù 

präëäpänau samau kåtvä 

näsäbhyantara-cäriëau 
 

yatendriya-mano-buddhir 

munir mokña-paräyaëaù 

vigatecchä-bhaya-krodho 

yaù sadä mukta eva saù 
 

sparçän—音という感覚の対象; kåtvä—留めている; bahiù—外界の; bähyän—不必要な; 

cakñuù—目; ca—もまた; eva—確かに; antare—〜の間; bhruvoù—眉; präëa-apänau—上

下に動く空気; samau—停止させて; kåtvä—留めている; näsa-abhyantara—鼻孔の中に; 

cäriëau—吹いている; yata—制御されて; indriya—感覚; manaù—心; buddhiù—知性; 

muniù— 超越主義者 ; mokña— 解放のために ; paräyaëaù—そのように定められて ; 

vigata—放棄されて ; icchä—望む ; bhaya—恐れ ; krodhaù—怒り ; yaù—〜である者 ; 

sadä—いつも; muktaù—解放されて; eva—確かに; saù—彼は〜である。 
 

訳訳訳訳  外界の感覚対象物を遮断し、目と視覚を眉間に集中させ、呼気と吸気を鼻孔のなか

にとどめて心・感覚・知性を制御しつつ、解放を目指す超越主義者は、望み・恐れ・怒りか

ら解放される。つねにこの境地にある者は、まちがいなく自由の境地にいる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナ意識で行動していれば、やがて自分の精神的正体がわかり、献愛

奉仕をとおして至高主を悟ることができます。献愛奉仕を正しく実践していれば意識は神聖

になり、奉仕をとおして主の存在が感じられるようになります。これが、至高主のなかで解

放されている境地です。 

主はその境地についてこのように説明してきたあと、アシュターンガ・ヨーガの８段階の

神秘的方法（ヤマ、ニヤマ、アーサナ、プラーナーヤーマ、プラテャーハーラ、ダーラナ、

デャーナ、サマーディ）を修練すればその境地に到達できる、とアルジュナに教えました。

第５章の最後でヨーガの対象が予備的に説明され、第６章では明確に述べられています。修

練者は、音・感触・姿・味・香りなどの感覚の対象を、プラテャーハーラのヨーガ法で排除

し、視覚を眉間にとどめ、まぶたを半開きにして、鼻の頂点を凝視します。目を完全に閉じ



ると効果は得られません。眠る可能性があるからです。目を完全に開けてしまうのも、感覚

の対象物に心が惹かれる危険性があり、勧められていません。呼吸の動きは、体内の上昇・

下降の空気を中和させることで制御できます。このヨーガ修練によって、諸感覚の抑制と外

界の対象物から心を逸らせることが可能になり、こうして至高者のなかで解放される準備が

整います。 

このヨーガ法の修練であらゆる恐れや怒りから解放され、超越的境地にある至高の魂の存

在を実感することができます。言いかえれば、クリシュナ意識は、もっともかんたんなヨー

ガ実践法だということです。そのことが次の章で余すところなく説明されます。しかしクリ

シュナ意識の人物は、いつも献愛奉仕をしていても、さまざまな仕事に関する感覚を失って

しまうわけではありません。感覚を抑制する方法としては、クリシュナ意識のほうがアシュ

ターンガ・ヨーガよりも優れています。 

 
第２９節第２９節第２９節第２９節 

 
>aae¢-ar&   YajTaPaSaa&   SavRl/aek-MaheìrMa( ) 
Sauôd& SavR>aUTaaNaa& jaTva Maa& XaaiNTaMa*C^iTa )) 29 )) 

 

bhoktäraà yajïa-tapasäà 

sarva-loka-maheçvaram 

suhådaà sarva-bhütänäà 

jïätvä mäà çäntim åcchati 
 

bhoktäram—受益者; yajïa—儀式の; tapasäm—そして改悛と苦行; sarva-loka—全惑星

とその半神達の; mahä-éçvaram—至高主; su-hådam—恩恵を施す者; sarva—すべての; 

bhütänäm—生命体; jïätvä—そのように知っている; mäm—私（主クリシュナ）; çäntim—

物質的苦悩からの解放; åcchati—到達する。 
 

訳訳訳訳  わたしがあらゆる儀式と犠牲の究極の受益者であり、全生命体に恩恵をほどこし、

かれらの幸福を願う者であることを知ってわたしを完全に意識している人物は、苦しみから

解放されて平和を達成する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        幻想のなかにいる条件づけられた魂たちは、物質界で平和を求めています。

しかし、『バガヴァッド・ギーター』のこの部分で説明されている平和の原則を知りません。

もっともすばらしい原則とは、主クリシュナが全人類の活動の受益者である、という理解で

す。人類はすべてを主への超越的奉仕にささげなくてはなりません――主が全惑星の、そし

てその惑星に住む半神たちすべての所有者だからです。主を凌ぐ者はだれもいません。主は



半神のなかで最大の存在である主シヴァと主ブラフマーよりも偉大な方です。ヴェーダ（『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節）では、至高主についてtam 

éçvaräëäà paramaà maheçvaraà（タンム イーシュヴァラーナーンム パラマンム マヘーシュヴァラン

ム）と述べられています。幻想という魔力によって、生命体は目に見えるものすべての主人

になろうとしていますが、じっさいは主の物質の力に支配されています。主は物質自然界の

主人であり、条件づけられた魂は物質自然界の厳格な規則に縛られています。このありのま

まの事実を理解しなければ、個人にしろ全体にしろ、世界に平和はありません。これがクリ

シュナ意識の考え方です。主クリシュナが最高の支配者であり、偉大な半神たちを含む全生

命体は、主の従属下にあります。完全なクリシュナ意識のなかでこそ、完璧な幸福を達成で

きるのです。 

第５章はクリシュナ意識の実践的な説明であり、一般的にカルマ・ヨーガとして知られて

います。カルマ・ヨーガの実践でどう解放されるか、という心の推論に対する答えが用意さ

れています。クリシュナ意識の活動とは、主を支配者とする完璧な知識で働く､ということ

です。その活動は超越的知識と同じです。クリシュナ意識の実践こそがバクティ・ヨーガで

あり、ギャーナ・ヨーガはバクティ・ヨーガに導いてくれる道です。クリシュナ意識とは、

自分と至高絶対者との絆を知りつくしたうえでの活動であり、この意識の完成がクリシュ

ナ・最高人格主神に関する完璧な知識です。純粋な魂は、神の部分体、そして永遠な召使い

です。マーヤー（幻想）を支配しようとする望みゆえに、マーヤーにあやつられ、それが尽

きることのない苦しみの原因になっています。物質とかかわっているかぎり、生活必需品の

ために働かなくてはなりません。しかしクリシュナ意識は、物質に囲まれている私たちを精

神生活に導いてくれます。物質界での奉仕が私たちを精神的境地に高めてくれるからです。

そして、高められるほどに物質の支配からも自由になっていきます。主はだれをもひいきに

することはありません。すべてはクリシュナ意識での義務の遂行にかかっており、それがで

きれば、感覚をすべて抑制し、望みと怒りの影響を克服することができます。そして、激情

を抑制しながらクリシュナ意識に腰をすえている人は、ブラフマ・ニルヴァーナという超越

的な境地にしっかりととどまることができます。８種類の神秘的ヨーガ法は、クリシュナ意

識をとおして自動的になされます。その究極の目標が達成されるからです。ヤマ、ニヤマ、

アーサナ、プラーナーヤーマ、プラテャーハーラ、ダーラナ、デャーナ、サマーディを修練

すれば、徐々に高められることはできます。しかし、それは献愛奉仕によって得られる完成

の入り口にすぎません。献愛奉仕だけが人類に平和をもたらすことができ、それが私たちに

とって人生の最高完成なのです。 
 

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５

章、「カルマ・ヨーガ、クリシュナ意識での活動」に関する要旨解説を終了します。 


