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第６章第６章第６章第６章 

 

デャーナ・ヨーガデャーナ・ヨーガデャーナ・ヨーガデャーナ・ヨーガ 

 

第１節第１節第１節第１節                                                    é[q>aGavaNauvac 
ANaaié[Ta"  k-MaRf-l&/  k-aYa|  k-MaR  k-raeiTa Ya" ) 
Sa SaNNYaaSaq c YaaeGaq c Na iNariGanNaR cai§-Ya" )) 1 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

anäçritaù karma-phalaà 

käryaà karma karoti yaù 

sa sannyäsé ca yogé ca 

na niragnir na cäkriyaù 
 

çré-bhagavän uväca—主が言った; anäçritaù—身を委ねることなく; karma-phalam—

活動の結果の; käryam—義務として; karma—活動; karoti—実行する; yaù—〜である者; 

saù—彼; sannyäsé—放棄階級の; ca—もまた; yogé—神秘主義者; ca—もまた; na—〜では

ない; niù—〜のない; agniù—火; na—〜もない; ca—もまた; akriyaù—義務がない。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「最高人格主神が言いました。「最高人格主神が言いました。「最高人格主神が言いました。「活動活動活動活動の結果にの結果にの結果にの結果にこだわらずこだわらずこだわらずこだわらず、、、、自分の自分の自分の自分の義務として義務として義務として義務として活動活動活動活動

する者はする者はする者はする者は放棄階級放棄階級放棄階級放棄階級者者者者のののの境地に境地に境地に境地にありありありあり、、、、真の神秘主義者で真の神秘主義者で真の神秘主義者で真の神秘主義者でももももある。しかしある。しかしある。しかしある。しかし、儀式の火も焚か、儀式の火も焚か、儀式の火も焚か、儀式の火も焚か

ず、またず、またず、またず、また自分の自分の自分の自分の義務義務義務義務を遂行しないを遂行しないを遂行しないを遂行しない者者者者はそうではない」はそうではない」はそうではない」はそうではない」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主はこの章で、８種類のヨーガ法は心と感覚を抑制する方法である、と説明

しています。しかし一般人が修練するには、とくにカリ時代では大きな困難が伴います。確

かに、この章でも８種類のヨーガ法は勧められてはいるのですが、主は、カルマ・ヨーガ、

すなわちクリシュナ意識で活動するほうが優れている、と強調しています。だれでも家族や

生活環境を維持するために活動しますが、自分の興味や感覚満足を抜きにして（個人のため、

または他人のためであろうと）行動する人はいません。自分の活動が完成しているかどうか
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の基準はクリシュナ意識にあり、活動の結果を楽しむことに置かれるべきではありません。

クリシュナ意識で行動することは、すべての生命体の義務です。だれでも至高者の部分体な

のですから。体の一部は体全体の満足のために働きます。手足は、自分の満足ではなく体全

体の満足のためにあります。同じように、個人の満足ではなく最高の全体者の満足のために

働く人は、完璧なサンニャーシー、完璧なヨーギーです。 

サンニャーシーになれば物質的義務すべてから解放される、と誤解し、アグニホートゥ

ラ・ヤギャ（火の儀式）の執行をやめる人たちがいますが、それは、非人格のブラフマンと

融合しようとする望みであり、自分の興味にすぎません。またその望みはどのような物質的

望みより強いのですが、やはり自分の興味の域を出ていません。同じように、目を半開きに

し、俗な活動を放棄してヨーガに没頭している神秘主義者は、自分が満たされたいと考えて

います。しかしクリシュナ意識の人は、自分ではなく、全体者（神）の満足のために行動し

ます。自分の満足を考えていないのです。その成功の基準はクリシュナの満足にありますか

ら、完璧なサンニャーシー、あるいは完璧なヨーギーといえます。放棄者の理想像である主

チャイタンニャは『シクシャーシュタカ』第４節）で次のように祈っています。 
 

na dhanaà na janaà na sundaréà 

kavitäà vä jagad-éça kämaye 

mama janmani janmanéçvare 

bhavatäd bhaktir ahaituké tvayi 
 

（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』アンテャ 第20章・第29節 引用） 
 

 「全能の主よ。わたしには、富を蓄える望みも、美しい女性を楽しむ望みもありません。

従者を持ちたいとも思いません。ただ一つの望みは、誕生をなんどくり返しても、あなたへ

の献愛奉仕といういわれのない慈悲です」 

 

第２節第２節第２節第２節                                    Ya& SaNNYaaSaiMaiTa Pa[ahuYaaeRGa& Ta& iviÖ Paa<@v ) 
Na ùSaNNYaSTaSaªLPaae  YaaeGaq  >aviTa k-êNa )) 2 )) 

 

yaà sannyäsam iti prähur 

yogaà taà viddhi päëòava 

na hy asannyasta-saìkalpo 

yogé bhavati kaçcana 
 

yam—〜であるもの ; sannyäsam—放棄 ; iti—そのように ; prähuù—彼らは言う ; 
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yogam—至高者と結ばれている; tam—それ; viddhi—あなたは知らなくてはならない; 

päëòava—パーンドゥの子よ; na—決して〜ない; hi—確かに; asannyasta—捨て去ること

なく ; saìkalpaù—自己満足への望み ; yogé—神秘的超越主義者 ; bhavati—〜になる ; 

kaçcana—誰でも。 
 

訳訳訳訳        パーンドゥの子よ。放棄とは、自分を至高者と結びつけるヨーガと同じである。パーンドゥの子よ。放棄とは、自分を至高者と結びつけるヨーガと同じである。パーンドゥの子よ。放棄とは、自分を至高者と結びつけるヨーガと同じである。パーンドゥの子よ。放棄とは、自分を至高者と結びつけるヨーガと同じである。

感覚を満たそうとする望みを捨てなければ、決してヨーギーにはなれないからである。感覚を満たそうとする望みを捨てなければ、決してヨーギーにはなれないからである。感覚を満たそうとする望みを捨てなければ、決してヨーギーにはなれないからである。感覚を満たそうとする望みを捨てなければ、決してヨーギーにはなれないからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        真のサンニャーサ・ヨーガ、すなわちバクティの真意は、生命体の本来の立

場を理解し、その理解にもとづいて行動することにあります。生命体には好き勝手に行動す

る自由は与えられていません。生命体は至高者の中間の力です。物質の力に捕らえられてい

る魂は条件づけられていますが、クリシュナ意識になれば、つまり精神的力という自分の本

性が理解できれば、ほんとうに自然な生活ができるようになります。完璧な知識を得れば、

感覚満足を、あるいはそのような活動をすべて放棄します。これが、感覚を物質的執着から

逸らそうとするヨーギーの修練です。しかしクリシュナ意識の人は、感覚をクリシュナに関

係ないものに使う機会はありません。ですから、かれらはサンニャーシーであり、またヨー

ギーでもあります。知識の目的と感覚の抑制の目的はギャーナとヨーガで達成できますが、

クリシュナ意識を実践すればおのずと実現されます。利己中心の活動がやめられなければ、

ギャーナとヨーガを修練しても役にはたちません。ほんとうの目的は、利己的満足をすべて

捨て、至高者を満足させようとする心がまえにあります。クリシュナ意識の人は、自分だけ

の楽しみを望みません。いつも至高者の楽しみのために働きます。至高者のことを知らない

人は、自分の満足のために行動するものです。なにもしないでいられる人はだれもいないの

ですから。すべての目的が、クリシュナ意識を修練することで完璧に満たされるのです。 
 
第３節第３節第３節第３節                                    Aaåå+aaeMauRNaeYaaeRGa&  k-MaR  k-ar<aMauCYaTae  ) 

YaaeGaaæ!SYa TaSYaEv XaMa" k-ar<aMauCYaTae )) 3 )) 
 

ärurukñor muner yogaà 

karma käraëam ucyate 

yogärüòhasya tasyaiva 

çamaù käraëam ucyate 
 

ärurukñoù—ヨーガを始めたばかりの者; muneù—聖者の; yogam—８段階のヨーガ法; 

karma—活動 ; käraëam—方法 ; ucyate—〜と言われている ; yoga—８段階のヨーガ; 

ärüòhasya—到達した者の; tasya—彼の; eva—確かに; çamaù—すべての物質的活動の停
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止; käraëam—方法; ucyate—〜と言われている。 
 

訳訳訳訳        ８段階のヨーガ８段階のヨーガ８段階のヨーガ８段階のヨーガのののの初心者には活動初心者には活動初心者には活動初心者には活動することすることすることすることがががが修練修練修練修練法であり、すでにヨーガをきわ法であり、すでにヨーガをきわ法であり、すでにヨーガをきわ法であり、すでにヨーガをきわ

めている者にはすべての物質的活動めている者にはすべての物質的活動めている者にはすべての物質的活動めている者にはすべての物質的活動をををを停止停止停止停止することすることすることすることががががそのそのそのその方法方法方法方法であであであである。る。る。る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        至高者と自分を結びつける方法をヨーガといいます。頂点の精神的悟りを得

るための階段とも言えます。この階段は、生命体のもっとも低い物質的状態から始まり、純

粋な精神生活における完璧な自己の悟りまでつづいています。それぞれの高まりの位置に応

じて、階段の各位置がさまざまな名称で呼ばれています。しかし階段全体がヨーガであり、

３つの部分、すなわちギャーナ・ヨーガ、デャーナ・ヨーガ、バクティ・ヨーガに分けるこ

とができます。階段の最初をヨーガールルクシュ（yogärurukñu）、最上段をヨーガールー

ダ（yogärüòha）といいます。 

その８段階のヨーガ法では、最初に規定原則に従った瞑想、次に（身体の体操に近い）多

様な座法の実践があり、どちらも果報にこだわる活動です。これを実践すれば、感覚が抑制

できる心の均衡状態に到達します。瞑想の修練をきわめた人は、自分を混乱させる心の動き

をすべて停止させます。 

しかしクリシュナ意識の人はいつもクリシュナのことを考えているため、瞑想の段階から

始まります。クリシュナにいつも仕えているため、物質的活動をまったくしていないと言え

るのです。 
 
第４節第４節第４節第４節                                    Yada  ih NaeiNd]YaaQaeRzu Na k-MaRSvNauzÂTae ) 

SavRSaªLPaSaNNYaaSaq YaaeGaaæ!STadaeCYaTae )) 4 )) 
 

yadä hi nendriyärtheñu 

na karmasv anuñajjate 

sarva-saìkalpa-sannyäsé 

yogärüòhas tadocyate 
 

yadä—〜の時; hi—確かに; na—〜ではない; indriya-artheñu—感覚満足において; na—

決 し て 〜 な い ; karmasu— 果 報 的 活 動 に お い て ; anuñajjate— 必 然 的 に 従 事 す る ; 

sarva-saìkalpa—すべての物質的望みの; sannyäsé—放棄者; yoga-ärüòhaù—ヨーガに高

められて; tadä—その時; ucyate—〜と言われる。 
 

訳訳訳訳        物質的望みをすべて捨て、感覚満足や果報的活動のために行動しなくなった者が、物質的望みをすべて捨て、感覚満足や果報的活動のために行動しなくなった者が、物質的望みをすべて捨て、感覚満足や果報的活動のために行動しなくなった者が、物質的望みをすべて捨て、感覚満足や果報的活動のために行動しなくなった者が、

ヨーガをきわめた、と言われる。ヨーガをきわめた、と言われる。ヨーガをきわめた、と言われる。ヨーガをきわめた、と言われる。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主への超越的な愛情奉仕に没頭する人は、内なる喜びを感じているため、感

覚満足や果報的活動にはかかわらなくなります。この境地にならなければ、だれもなにもせ

ずに生きられないことから、かならず物欲を満たそうとするものです。クリシュナ意識でな

ければ、自己中心、あるいは自己満足の延⻑ともいうべき活動を求めるはずです。しかし、

クリシュナ意識の人はクリシュナの満足のためならなんでもできますし、そうすることで、

感覚満足を完全に捨てることができます。その悟りのない人は、ヨーガの階段の最上段まで

辿りつくまえに、機械的に物欲を避けなくてはなりません。 
 
第５節第５節第５節第５節                                    oÖredaTMaNaaTMaaNa&   NaaTMaaNaMavSaadYaeTa( ) 

AaTMaEv ùaTMaNaae bNDauraTMaEv irPauraTMaNa" )) 5 )) 
 

uddhared ätmanätmänaà 

nätmänam avasädayet 

ätmaiva hy ätmano bandhur 

ätmaiva ripur ätmanaù 
 

uddharet—救わなくてはならない; ätmanä—心によって; ätmänam—条件づけられた

魂; na—決して〜ない; ätmänam—条件づけられた魂; avasädayet—堕落させる; ätmä—

心; eva—確かに; hi—実に; ätmanaù—条件づけられた魂の; bandhuù—友人; ätmä—心; 

eva—確かに; ripuù—敵; ätmanaù—条件づけられた魂の。 
 

訳訳訳訳        心心心心にににに助け助け助け助けられてられてられてられて自分を救わなくてはならないし、決して自分を堕落させてはなら自分を救わなくてはならないし、決して自分を堕落させてはなら自分を救わなくてはならないし、決して自分を堕落させてはなら自分を救わなくてはならないし、決して自分を堕落させてはなら

ない。心は条件づけられた魂の友であり、また敵でもある。ない。心は条件づけられた魂の友であり、また敵でもある。ない。心は条件づけられた魂の友であり、また敵でもある。ない。心は条件づけられた魂の友であり、また敵でもある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        アートマー（ätmä）は、状況に応じて肉体・心・魂を指します。ヨーガを実

践するうえで、心と条件づけられた魂はとくに重要な要素になります。心は実践の核心の対

象になるので、ここでは心を指しています。ヨーガの目的は心を抑制すること、また感覚の

対象物から心を引きはなすことにあります。この節では、心は条件づけられた魂を無知の泥

沼から救うために訓練しなくてはならない、と強調されています。物質に縛られて生きてい

る人は、心と感覚の影響を受けています。純粋な魂は物質自然界で束縛されていますが、そ

れは心が、自然界を支配しようとする偽の自我とかかわっているからです。ですから、心は

物質界のきらめきに惹かれないように訓練しなくてはなりません。そうすることで、条件づ

けられた魂は救われます。感覚の対象物に惹かれて堕落してはなりません。心が感覚の対象

に惹かれれば惹かれるほど、さらに物質存在のなかに引きこまれていくのです。自分を解放

させる最善の方法は、心をいつもクリシュナ意識に使うことにあります。この節のhi（ヒ）
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という言葉がこの点を強調しています。すなわち、絶対にそうしなくてはならない、という

ことです。ヴェーダでこう言われています。 
 

mana eva manuñyäëäà 

käraëaà bandha-mokñayoù 

bandhäya viñayäsaìgo 

muktyai nirviñayaà manaù 
 
 「人間にとって、心は束縛の原因であり、また心は解放の原因でもある。感覚の対象に没

頭している心は束縛の原因であり、感覚の対象から離れている心は解放の原因である」（『ア

ムリタ・ビンドゥ・ウパニシャッド』第２節）。ですから、クリシュナ意識にいつも没頭し

ている心が、最高の解放を得る第一条件です。 
 
第７節第７節第７節第７節                                    iJaTaaTMaNa" Pa[XaaNTaSYa ParMaaTMaa SaMaaihTa" ) 

XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu  TaQaa  MaaNaaPaMaaNaYaae" )) 7 )) 
 

jitätmanaù praçäntasya 

paramätmä samähitaù 

çétoñëa-sukha-duùkheñu 

tathä mänäpamänayoù 
 

jita-ätmanaù—心を征服した者の; praçäntasya—心をそのように征服して平静さを達成

した者; parama-ätmä—至高の魂; samähitaù—完全に近づいて; çéta—寒さに; uñëa—熱; 

sukha— 幸 福 ; duùkheñu— そ し て 苦 悩 ; tathä— も ま た ; mäna— 名 誉 に お い て ; 

apamänayoù—そして不名誉。 
 

訳訳訳訳        心を征服した者はすでに至高の魂に辿りついている。平安な境地を得たからであ心を征服した者はすでに至高の魂に辿りついている。平安な境地を得たからであ心を征服した者はすでに至高の魂に辿りついている。平安な境地を得たからであ心を征服した者はすでに至高の魂に辿りついている。平安な境地を得たからであ

る。かれは、幸福や苦しみる。かれは、幸福や苦しみる。かれは、幸福や苦しみる。かれは、幸福や苦しみ、暑さや寒さ、栄誉や不名誉をどれも等しく見、暑さや寒さ、栄誉や不名誉をどれも等しく見、暑さや寒さ、栄誉や不名誉をどれも等しく見、暑さや寒さ、栄誉や不名誉をどれも等しく見るようになる。るようになる。るようになる。るようになる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        生命体は、心のなかにパラマートマーとして住む最高人格主神の命令に従う

ために存在しています。心が外界の、幻想の力にまちがって導かれると、物質的活動に縛ら

れます。ですから、心がヨーガ法をとおして抑制されると、その時点ですでに目的地に辿り

ついています。自分よりも優れた相手の命令に従わなくてはなりません。心が優れた気質を

高めて安定すると、至高者の命令に従う以外の選択をしなくなります。心は優れた命令を受

けいれ、そして従わなくてはなりません。心を抑制すれば、おのずとパラマートマー・至高
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の魂に従うようになる、という自然な効果が現われます。超越的なこの境地はクリシュナ意

識にいる人がすぐに到達するため、主の献愛者は苦しみや幸福、暑さ寒さといった物質存在

の二元性に影響されません。この境地がほんとうのサマーディ、至高者への没頭です。 
 
第８節第８節第８節第８節                                    jaNaivjaNaTa*áaTMaa  kU-$=SQaae  iviJaTaeiNd]Ya" ) 

Yau¢- wTYauCYaTae YaaeGaq SaMal/aeí¥aXMak-aÄNa" )) 8 )) 
 

jïäna-vijïäna-tåptätmä 

küöa-stho vijitendriyaù 

yukta ity ucyate yogé 

sama-loñöräçma-käïcanaù 
 

jïäna—得た知識で; vijïäna—そして悟った知識; tåpta—満足して; ätmä—生命体; 

küöa-sthaù—精神的に位置されて; vijita-indriyaù—感覚的に制御されて; yuktaù—自己を

悟る資格がある; iti—そのように; ucyate—〜と言われている; yogé—神秘主義者; sama—

均衡がとれて; loñöra—小石; açma—石; käïcanaù—金（きん）。 
 

訳訳訳訳        得た知識と悟った知識で満足しきっている者は、自己の悟りに立脚し、ヨーギー得た知識と悟った知識で満足しきっている者は、自己の悟りに立脚し、ヨーギー得た知識と悟った知識で満足しきっている者は、自己の悟りに立脚し、ヨーギー得た知識と悟った知識で満足しきっている者は、自己の悟りに立脚し、ヨーギー

［神秘主義者］と呼ばれる。［神秘主義者］と呼ばれる。［神秘主義者］と呼ばれる。［神秘主義者］と呼ばれる。超越的境地にあり、自己を抑制し超越的境地にあり、自己を抑制し超越的境地にあり、自己を抑制し超越的境地にあり、自己を抑制し、、、、なにを見てもなにを見てもなにを見てもなにを見ても――――――――小石小石小石小石

でも金でもでも金でもでも金でもでも金でも――――――――同じものとして見る。同じものとして見る。同じものとして見る。同じものとして見る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高絶対者をほんとうに悟っていない本を読んだだけの知識は無用の⻑物で

す。そのことが次の節で説明されています。 
 

ataù çré-kåñëa-nämädi 

na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 

svayam eva sphuraty adaù 
（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』マデャ 第17章・第136節 引用） 

 

 「物質的にけがれた感覚ではシュリー・クリシュナの名前・姿・質・崇高な娯楽は理解で

きない。主への献愛奉仕によって精神的に満たされた人物だけに、主の超越的な名前・姿・

質・娯楽がしめされるのである」（『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』第１巻・第２章・

第234節） 

 『バガヴァッド・ギーター』はクリシュナ意識の科学です。俗な学識では、だれもクリシ
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ュナ意識にはなれません。純粋な意識を持つ人物とのふれあいができる幸運に恵まれなくて

はならないのです。クリシュナ意識の人物は純粋な献愛奉仕で満足しているため、クリシュ

ナの恩寵で悟った知識をそなえています。悟った知識を得て、私たちは完璧な境地に到達で

きます。そして超越的な知識があってこそ確信に満ちた境地にとどまれるのですが、単なる

学術的な知識だけでは、明らかな矛盾にもかんたんに惑わされ、混乱させられます。ほんと

うに自己が抑制できる人物が悟った魂です。クリシュナに身をゆだねているからです。俗な

学識とはまったく無縁ですから、超越的境地にいます。俗な学識も心の推論も、ふつうの人

には⻩金ほどの価値があるように見えても、超越的境地にいる魂には、石ころと同じ価値で

しかありません。 

 
第９節第９節第９節第９節                                        SauôiNMa}aaYauRdaSaqNaMaDYaSQaÜeZYabNDauzu   ) 

SaaDauZviPa c PaaPaezu SaMabuiÖivRiXaZYaTae )) 9 )) 
 

suhån-miträry-udäséna- 

madhyastha-dveñya-bandhuñu 

sädhuñv api ca päpeñu 

sama-buddhir viçiñyate 
 

su-håt—ほんとうに幸福を願う者に ; mitra—愛情と共に恩恵を施す者 ; ari—敵 ; 

udäséna—交戦者間の中立者; madhya-stha—交戦者間の仲裁者; dveñya—嫉妬している者; 

bandhuñu—そして親族あるいは幸福を願う者; sädhuñu—敬虔な者に; api—〜同様に; 

ca—そして; päpeñu—罪人達に; sama-buddhiù—平等な知性を持ち; viçiñyate—〜は遙かに

高尚である。 
 

訳訳訳訳        だれに対してもだれに対してもだれに対してもだれに対しても――――――――素直に自分の幸福を願ってくれる者・愛情深い恩素直に自分の幸福を願ってくれる者・愛情深い恩素直に自分の幸福を願ってくれる者・愛情深い恩素直に自分の幸福を願ってくれる者・愛情深い恩人・中立な人・中立な人・中立な人・中立な

者・仲裁者・嫉妬する者・友・敵・敬虔な者・罪人など者・仲裁者・嫉妬する者・友・敵・敬虔な者・罪人など者・仲裁者・嫉妬する者・友・敵・敬虔な者・罪人など者・仲裁者・嫉妬する者・友・敵・敬虔な者・罪人などにににに――――――――同じ心で接する者は高尚同じ心で接する者は高尚同じ心で接する者は高尚同じ心で接する者は高尚

な境地にいると考えられる。な境地にいると考えられる。な境地にいると考えられる。な境地にいると考えられる。 

 
第第第第10節節節節                                        YaaeGaq YauÅqTa SaTaTaMaaTMaaNa& rhiSa iSQaTa" ) 

Wk-ak-I  YaTaictaaTMaa  iNaraXaqrPairGa]h" )) 10 )) 
 

yogé yuïjéta satatam 

ätmänaà rahasi sthitaù 

ekäké yata-cittätmä 

niräçér aparigrahaù 
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yogé—超越主義者; yuïjéta—クリシュナ意識の中で集中しなくてはならない; satatam—

絶えず; ätmänam—彼自身（体・心・自己によって）; rahasi—人里離れた場所で; sthitaù—

位置されて; ekäké—一人で; yata-citta-ätmä—心の中で常に注意深く; niräçéù—ほかの一

切のものに魅了されずに; aparigrahaù—所有欲の感情を持たずに。 
 

訳訳訳訳        超越主義者は、超越主義者は、超越主義者は、超越主義者は、体体体体・心・自己を至高者への奉仕に・心・自己を至高者への奉仕に・心・自己を至高者への奉仕に・心・自己を至高者への奉仕に使わなくては使わなくては使わなくては使わなくてはならない。人里離ならない。人里離ならない。人里離ならない。人里離

れた場所に一人で住み、絶えず細心の注れた場所に一人で住み、絶えず細心の注れた場所に一人で住み、絶えず細心の注れた場所に一人で住み、絶えず細心の注意で心を抑制しなくてはならない。さらに、欲意で心を抑制しなくてはならない。さらに、欲意で心を抑制しなくてはならない。さらに、欲意で心を抑制しなくてはならない。さらに、欲

望や所有欲に動かされてはならない。望や所有欲に動かされてはならない。望や所有欲に動かされてはならない。望や所有欲に動かされてはならない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナは、ブラフマン、パラマートマー、至高人格主神という様相で悟

られます。クリシュナ意識とは、簡潔に言えば、いつも主への超越的愛情奉仕をすること、

と表現できます。しかし、非人格的ブラフマンや局所的至高の魂はクリシュナ意識の部分的

な悟りです。非人格のブラフマンはクリシュナから放たれている精神的な光であり、至高の

魂はクリシュナの遍在する部分的な拡張体だからです。このように、非人格論者や瞑想者は

間接的にクリシュナ意識だと言えます。クリシュナ意識の人は、ブラフマンとパラマートマ

ーの意味を悟っているため、頂点の超越主義者です。いっぽう、絶対真理者に関する知識を

完璧にそなえていても、非人格論者や瞑想ヨーギーはクリシュナ意識ではありません。 

それでもこの節には、かれらがやがては最高の完成境地に達成できるよう、各自それぞれ

の探求に専念するよう教えられています。超越主義者の本務は、心をいつもクリシュナに集

中させることにあります。いつもクリシュナのことを思い、一瞬たりとも主を忘れてはなり

ません。心を至高者に集中させることをサマーディ・法悦境といいます。心を集中させるた

めには、いつも人里離れた場所に住み、騒がしい外界を避ける必要があります。注意深く判

断し、自分の悟りにとって好ましいことを受けいれ、好ましくないことを拒否しなくてはな

りません。そして揺るぎない決意を胸に、所有欲に駆られて自分を堕落させる不必要なもの

ごとを捨てるべきです。 

クリシュナ意識を修練すれば、最高完成を達成でき、またその完成を邪魔する要素から守

られます。なぜなら、直接のクリシュナ意識とは自己を犠牲にすることであり、その心境に

あれば所有欲が高まる可能性はほとんどないからです。シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァー

ミーがクリシュナ意識の特徴を次のように描写しています。 
 

anäsaktasya viñayän 

yathärham upayuïjataù 

nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

yuktaà vairägyam ucyate 
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präpaïcikatayä buddhyä 

hari-sambandhi-vastunaù 

mumukñubhiù parityägo 

vairägyaà phalgu kathyate 
 

 「なににも執着せず、同時にクリシュナかかわるものすべてを受けいれる者は、所有欲を

超えた境地にいる。いっぽう、クリシュナとの関係を知らずになんでも拒否している者は、

完全な放棄心をそなえているとは言えない」（『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』第１

巻・第２章・第255−256節）。 

クリシュナ意識の人は、すべてがクリシュナのものであることをよく知っており、ゆえに

個人的な所有欲はありません。そのため、個人的な理由でなにかを欲しがることはありませ

ん。クリシュナ意識に都合のいいものを受けいれ、都合のよくないものを拒否する方法を知

っているのです。また物質的なものごとにもかかわりません。なぜなら、いつも超越的な立

場にあり、いつも単独で行動し、クリシュナ意識ではない人々とかかわりがないからです。

このため、クリシュナ意識の人物は完璧なヨーギーと言えます。 
 
第第第第11-12節節節節                        éucaE  deXae   Pa[iTaïaPYa  iSQarMaaSaNaMaaTMaNa" ) 

NaaTYauiC^¥Ta& NaaiTaNaqc& cEl/aiJaNaku-XaaetarMa( )) 11 )) 
Ta}aEk-aGa]&  MaNa"  k*-Tva  YaTaictaeiNd]Yai§-Ya" ) 
oPaivXYaaSaNae    YauHJYaaÛaeGaMaaTMaivéuÖYae )) 12 )) 

 

çucau deçe pratiñöhäpya 

sthiram äsanam ätmanaù 

näty-ucchritaà näti-nécaà 

cailäjina-kuçottaram 
 

tatraikägraà manaù kåtvä 

yata-cittendriya-kriyaù 

upaviçyäsane yuïjyäd 

yogam ätma-viçuddhaye 
 

çucau— 神 聖 な 場 所 で ; deçe— 場 所 ; pratiñöhäpya— 置 い て い る ; sthiram— 固 く ; 

äsanam—席; ätmanaù—自分自身の; na—〜ではない; ati—〜過ぎる; ucchritam—高い; 

na—〜もない; ati—〜過ぎる; nécam—低い; caila-ajina—柔らかい布と鹿皮; kuça—そし

てクシャの草 ; uttaram—覆っている ; tatra—その上に ; eka-agram—１点集中して ; 
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manaù—心; kåtvä—している; yata-citta—心を抑制している; indriya—感覚; kriyaù—そ

して活動 ; upaviçya—座っている ; äsane—その席に ; yuïjyät—実行すべきである ; 

yogam—ヨーガの修練; ätma—心; viçuddhaye—浄化のために。 
 

訳訳訳訳        ヨーガを修練するには、人里離れた場所に行かなくてはならない。そこで地面にヨーガを修練するには、人里離れた場所に行かなくてはならない。そこで地面にヨーガを修練するには、人里離れた場所に行かなくてはならない。そこで地面にヨーガを修練するには、人里離れた場所に行かなくてはならない。そこで地面に

クシャの草を敷き、その上に鹿皮と柔らかい布を敷かなくてはならない。座は高からずクシャの草を敷き、その上に鹿皮と柔らかい布を敷かなくてはならない。座は高からずクシャの草を敷き、その上に鹿皮と柔らかい布を敷かなくてはならない。座は高からずクシャの草を敷き、その上に鹿皮と柔らかい布を敷かなくてはならない。座は高からず

低からず、また神聖な場所でなくてはならない。次に、その座にしっかりと端座し、心低からず、また神聖な場所でなくてはならない。次に、その座にしっかりと端座し、心低からず、また神聖な場所でなくてはならない。次に、その座にしっかりと端座し、心低からず、また神聖な場所でなくてはならない。次に、その座にしっかりと端座し、心

を清めるためにを清めるためにを清めるためにを清めるために心と感覚と活動を抑制し、心を１点に集中させてヨーガを修練しなくて心と感覚と活動を抑制し、心を１点に集中させてヨーガを修練しなくて心と感覚と活動を抑制し、心を１点に集中させてヨーガを修練しなくて心と感覚と活動を抑制し、心を１点に集中させてヨーガを修練しなくて

はならないはならないはならないはならない 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         「神聖な場所」とは、巡礼地を指します。インドでは、ヨーギー・超越主義

者・献愛者たちは家を出て、プラヤーガ、マトゥラー、ヴリンダーヴァン、ハリドワールの

ような神聖な場所に住み、ヤムナー川やガンジス川が流れている静かな場所でヨーガを修練

します。しかし、これはとくにインド以外の国に住む人にはできません。大都市にあるいわ

ゆるヨーガのグループは、利益をあげる手段としては成功しているかもしれませんが、ほん

とうのヨーガ修練にはまったく不向きな場所です。自分が抑えられない、あるいは心が乱さ

れている人に瞑想はできません。ですから、『ブリハン・ナーラディーヤ・プラーナ』では、

人々が短命で、精神的悟りに鈍感で、さまざまな不安に乱されているカリ・ユガ（現在のユ

ガ・時代）では、精神的悟りを得る最善の方法は「主の聖なる名前を唱えること」と述べら

れています。 
 

harer näma harer näma 

harer nämaiva kevalam 

kalau nästy eva nästy eva 

nästy eva gatir anyathä 
 （『チャイタンニャ・チャリタームリタ』アーディ 第17章・第21節 引用） 

 

 「争いと偽善の現代で救われる唯一の方法は、主の聖なる名前の唱名である。ほかに方法

はない。ほかに方法はない。ほかに方法はない」。 
 
第第第第13-14節節節節             SaMa&   k-aYaiXaraeGa]qv&  DaarYaàcl&/  iSQar" ) 

SaMPa[e+Ya NaaiSak-aGa]& Sv& idXaêaNavl/aek-YaNa( )) 13 )) 
Pa[XaaNTaaTMaa   ivGaTa>aqb]Røcairv]Tae  iSQaTa" ) 
MaNa"  Sa&YaMYa MaiÀtaae Yau¢- AaSaqTa MaTPar" )) 14 )) 
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samaà käya-çiro-grévaà 

dhärayann acalaà sthiraù 

samprekñya näsikägraà svaà 

diçaç cänavalokayan 
 

praçäntätmä vigata-bhér 

brahmacäri-vrate sthitaù 

manaù saàyamya mac-citto 

yukta äséta mat-paraù 
 

samam—まっすぐ; käya—体; çiraù—頭; grévam—そして首; dhärayan—支えている; 

acalam—動いていない; sthiraù—静止して; samprekñya—見つめている; näsikä—鼻の; 

agram—頂点を; svam—自分の; diçaù—あらゆる方向に; ca—もまた; anavalokayan—見

て い な い ; praçänta— 乱 さ れ て い な い ; ätmä— 心 ; vigata-bhéù— 恐 れ が な い ; 

brahmacäri-vrate—独身の誓いで; sthitaù—位置されて; manaù—心; saàyamya—完全に

克服している; mat—私（クリシュナ）に; cittaù—心に集中している; yuktaù—真実のヨー

ギー; äséta—座るべきである; mat—私を; paraù—究極の目標。 
 

訳訳訳訳        体体体体・首・頭をまっすぐにして座り、鼻の頂点を凝視する。こうして、恐れのない、・首・頭をまっすぐにして座り、鼻の頂点を凝視する。こうして、恐れのない、・首・頭をまっすぐにして座り、鼻の頂点を凝視する。こうして、恐れのない、・首・頭をまっすぐにして座り、鼻の頂点を凝視する。こうして、恐れのない、

乱れていない、抑制された心をたもち、完全に性生活から離れ、心のなかでわたしを瞑乱れていない、抑制された心をたもち、完全に性生活から離れ、心のなかでわたしを瞑乱れていない、抑制された心をたもち、完全に性生活から離れ、心のなかでわたしを瞑乱れていない、抑制された心をたもち、完全に性生活から離れ、心のなかでわたしを瞑

想し、わたしを究極の目標と定めなくてはならない。想し、わたしを究極の目標と定めなくてはならない。想し、わたしを究極の目標と定めなくてはならない。想し、わたしを究極の目標と定めなくてはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        人生の目標は、すべての心にパラマートマー、すなわち４本腕のヴィシュヌ

の姿として座っているクリシュナを知ることにあります。ヨーガの目標はこの局所的なヴィ

シュヌの姿を見いだすためにあるもので、それ以外にはありません。局所的なヴィシュヌ・

ムールティ（viñëu-mürti）は、だれもの心に住んでいるクリシュナの完全な代表者です。

このヴィシュヌ・ムールティの悟りを目指していない人は、ヨーガのまねごとをして時間を

無駄にしているにすぎません。クリシュナが人生の究極ゴールであり、心のなかにいるヴィ

シュヌ・ムールティがヨーガ修練の対象です。そしてヴィシュヌ・ムールティを悟るために、

性生活を完全に断たなくてはなりません。ですから、家を離れ、人里離れた場所で一人住み、

上記のような場所で座りつづけなくてはなりません。自宅で毎日性生活を楽しみ、いわゆる

ヨーガのクラスに参加し、そしてヨーギーになる――これはありえないことです。まず心の

抑制を修練し、あらゆる感覚満足を、そしてその中心になっている性生活を捨てなくてはな

りません。偉大な聖者ヤーギャヴァルキャは、独身生活の規則について次のように書いてい

ます。 
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karmaëä manasä väcä 

sarvävasthäsu sarvadä 

sarvatra maithuna-tyägo 

brahmacaryaà pracakñate 
 

 「ブラフマチャーリーの誓いは、活動・言葉・性的な楽しみを、どのような状況や場所で

も完全に捨てるためにあります。性的な楽しみをつづけながら正しいヨーガ修練をすること

はだれにもできません。ですからブラフマチャーリーは、性生活についてなにも知らない子

どものときから学ばなくてはなりません。５歳になると子どもはグル・クラ（guru-kula）

「精神指導者の場所」にかよい、そして師は少年たちがブラフマチャーリーになれるよう、

厳しく訓練します。その修練がなければ、だれも、どのようなヨーガ（デャーナ、ギャーナ、

バクティ）においても高められることはできません。しかしいっぽうで、結婚生活にある規

則や原則に従い、妻だけとの性的関係を（それも規則に従いつつ）持てば、それもブラフマ

チャーリーと変わりありません。抑制された世帯者ブラフマチャーリーは、バクティの道で

は認められていますが、ギャーナとデャーナでは世帯者ブラフマチャーリーはありえないこ

とです。妥協のない完全な禁欲生活が要求されるのです。バクティ学派では、世帯者ブラフ

マチャーリーの抑制された性生活は許されていますが、それはバクティ・ヨーガの信仰に従

っていれば、主への優れた奉仕に励んでいるからこそ、おのずと性的魅力を失うからです。

『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第59節） に次の言葉があります。 
 

viñayä vinivartante 

nirähärasya dehinaù 

rasa-varjaà raso 'py asya 

paraà dåñövä nivartate 
 

バクティ以外のヨーガ修練者は感覚満足の抑制を強いられるのですが、主の献愛者は高い

喜びを味わっているため、感覚を自然に抑えることができます。献愛者でない人々は、その

ような高尚な味わいについてはなにも知りません。 

Vigata-bhéù（ヴィガタ・ビヒーヒ）。完全なクリシュナ意識でなければ、恐れのない境地

にはなれません。条件づけられた魂は歪んだ記憶を持っているために、そして自分とクリシ

ュナの永遠な絆を忘れているために、いつも恐れています。『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』（第11編・第２章・第37節）は bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd éçäd apetasya 

viparyayo 'småtiù（バハヤンム ドゥヴィティーヤービヒニヴェーシャタハ シャードゥ イーシャードゥ アペータ

ッシャ ヴィパリャヨー スムリティヒ） と言います。クリシュナ意識だけが恐れのない状態にいら
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れる基本です。ですから、完璧な修練はクリシュナ意識の人だけができます。ヨーガ修練の

究極目標は心のうちにいる主に出会うことにありますから、クリシュナ意識の人はすでにす

べてのヨーギーを凌ぐ境地にいます。この節で言われているヨーガ法の原則は、いまもては

やされているヨーガ団体が教えているものとは異なります。 
 
第第第第15節節節節                YauÅàev&  SadaTMaaNa&  YaaeGaq  iNaYaTaMaaNaSa" ) 

XaaiNTa& iNavaR<aParMaa& MaTSa&SQaaMaiDaGaC^iTa )) 15 )) 
 

yuïjann evaà sadätmänaà 

yogé niyata-mänasaù 

çäntià nirväëa-paramäà 

mat-saàsthäm adhigacchati 
 

yuïjan—修練している; evam—先に述べたように; sadä—常に; ätmänam—体、心、そ

して魂 ; yogé—神秘的超越主義者 ; niyata-mänasaù—抑制された心で ; çäntim—平和 ; 

nirväëa-paramäm—物質存在の停止; mat-saàsthäm—精神界（神の国）; adhigacchati—

到達する。 
 

訳訳訳訳        このようにこのようにこのようにこのように、、、、体体体体・心・活動を抑制しつづける神秘的超越主義者は、その抑制され・心・活動を抑制しつづける神秘的超越主義者は、その抑制され・心・活動を抑制しつづける神秘的超越主義者は、その抑制され・心・活動を抑制しつづける神秘的超越主義者は、その抑制され

た心で、物質存在を終わらせて神の国（あるいはクリシュナの住居）に到達する。た心で、物質存在を終わらせて神の国（あるいはクリシュナの住居）に到達する。た心で、物質存在を終わらせて神の国（あるいはクリシュナの住居）に到達する。た心で、物質存在を終わらせて神の国（あるいはクリシュナの住居）に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ヨーガを修練する究極目標がこの節ではっきりと説明されています。ヨーガ

の修練は、物質的な恩恵を手にいれるためにするものではありません。物質存在を完全に絶

つためにあるのです。健康や物質的完成を求める人たちは、『バガヴァッド・ギーター』に

よれば、ヨーギーではありません。また物質存在を絶つ、というのは「無」というありもし

ない境地を指しているわけでもありません。主が創造した世界に「無」などはないのです。

そうではなく、物質存在を終える、とは、主の住居である精神界に入る、ということです。

主の住居についても『バガヴァッド・ギーター』が、「太陽、月、電気がいらない世界」と

明言しています。精神界にあるすべての惑星は、物質界の太陽のように自ら輝いています。

神の国はどこにでもありますが、精神界、そしてそこにある惑星をparaà dhäma（パランム 

ダハーマ）、優れた住居といいます。 

主クリシュナを理解して完成をきわめたヨーギーは、主がこの節で（mat-cittaù マトゥ・チ

ッタハ、 mat-paraù マトゥ・パラハ、 mat-sthänam マトゥ・スタハーナンム）と述べているように、

真の平和を達成し、最終的に、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンとして知られる主の至高の住

居クリシュナローカに入ることができます。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第37節）
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でも、goloka eva nivasaty akhilätma-bhütaù（ゴーローカ エーヴァ ニヴァサッティ アキヒラート

ゥマ・ブフータハ）と述べられています。主はゴーローカという自分の住居に住んでいるのです

が、優性の精神的力によって、遍在するブラフマンとしても、また局所的なパラマートマー

としても存在しています。クリシュナを、あるいはクリシュナの完全拡張体であるヴィシュ

ヌを正しく理解していなければ、主の永遠な住居（ゴーローカ・ヴリンダーヴァン）はおろ

か、精神界（ヴァイクンタ）に入ることさえできません。ですから、クリシュナ意識で活動

している人は完璧なヨーギーです。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第９編・第４章・

第18節）でsa vai manaù kåñëa-pädäravindayoù（サ ヴァイ マナハ クリシュナ・パーダーラヴィ

ンダヨーホ）と言われているように、心がいつもクリシュナの崇高な活動に没頭しているから

です。また別のヴェーダ（『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第３章・第８

節） でも tam eva viditväti måtyum eti（タンム エーヴァ ヴィディトゥヴァーティ ムリテュンム エ

ーティ）「最高人格主神クリシュナを理解するだけで、誕生と死の道を克服することができ

る」と言われています。これは、ヨーガの完成によって得られるのは物質界からの解放であ

り、手品を見せたり曲芸じみた体操を見せたりしてなにも知らない人々をたぶらかすことで

はない、ということです。 
 
第第第第16節節節節                                    NaaTYaénTaSTau YaaeGaae_iSTa Na cEk-aNTaMaNaénTa" ) 

Na  caiTaSvPanXaql/SYa JaaGa]Taae NaEv caJauRNa )) 16 )) 
 

näty-açnatas 'tu yogo 'sti 

na caikäntam anaçnataù 

na cäti-svapna-çélasya 

jägrato naiva cärjuna 
 

na—決して〜ない; ati—〜過ぎる; açnataù—食べる者の; tu—しかし; yogaù—至高者と

結 ば れ て い る ; asti— 〜 が あ る ; na— 〜 も な い ; ca— も ま た ; ekäntam— 過 ぎ る ; 

anaçnataù—食べることを控えること ; na—〜もない ; ca—もまた ; ati—〜過ぎる ; 

svapna-çélasya—眠る者の; jägrataù—あるいは、夜更かしをし過ぎる者; na—ではない; 

eva—決して; ca—そして; arjuna—アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。食べすぎたり食べなさすぎたり、眠りすぎたり充分な睡眠をとらアルジュナよ。食べすぎたり食べなさすぎたり、眠りすぎたり充分な睡眠をとらアルジュナよ。食べすぎたり食べなさすぎたり、眠りすぎたり充分な睡眠をとらアルジュナよ。食べすぎたり食べなさすぎたり、眠りすぎたり充分な睡眠をとら

なかったりすれば、ヨーギーになれる可能性はない。なかったりすれば、ヨーギーになれる可能性はない。なかったりすれば、ヨーギーになれる可能性はない。なかったりすれば、ヨーギーになれる可能性はない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節では、ヨーギーのために食事や睡眠の抑制が勧められています。食べ

すぎるというのは、体と魂を維持するのに必要以上に食べている、ということです。人間に
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は充分な穀物、野菜、くだもの、ミルクが用意されているのですから、動物を食べる必要は

ありません。『バガヴァッド・ギーター』はこのような質素な食べ物を徳の様式と説明して

います。動物の肉は、無知の様式にいる人たちのためにあります。ですから、肉食、飲酒、

喫煙、最初にクリシュナにささげられていないものを食べることは、ただけがれたものを食

べているだけであり、罪の反動で苦しまなくてはなりません。Bhuïjate te tv aghaà päpä 

ye pacanty ätma-käraëät。感覚の喜びのために食べる、あるいはクリシュナのためではな

く自分のために料理して食べるのは、じつは罪を食べているにすぎないのです。罪を食べ、

必要以上に食べる人は、完璧なヨーガは実践できません。クリシュナにささげた料理の残り

物だけを食べるのが最善の食事です。クリシュナ意識の献愛者はそれ以外の料理は食べませ

ん。ですから、献愛者だけがヨーガ修練をきわめることができます。また、無理に食べ物を

控えたり、自分勝手な絶食法を修練したりすることは正しいヨーガとは言えません。クリシ

ュナ意識の人は経典が勧める絶食日に従います。不自然な絶食をせず、必要以上に食べない

人がヨーガの修練ができます。食べすぎる人は睡眠中に夢を見すぎ、その結果、必要以上に

眠るようになります。１日６時間以上の睡眠は控えるべきです。24時間の６時間以上眠る

人は、かならず無知の様式の影響を受けます。無知の様式にいる人は、怠惰で、惰眠をむさ

ぼるよういなります。そのような人はヨーガを修練することはできません。 
 
第第第第17節節節節                                        Yau¢-aharivharSYa   Yau¢-ceíSYa   k-MaRSau ) 

Yau¢-SvPanavbaeDaSYa YaaeGaae >aviTa du"%ha )) 17 )) 
 

yuktähära-vihärasya 

yukta-ceñöasya karmasu 

yukta-svapnävabodhasya 

yogo bhavati duùkha-hä 
 

yukta—制御されて ; ähära—食べること ; vihärasya—休養 ; yukta—制御されて ; 

ceñöasya—維持のために働く者の; karmasu—義務を遂行することで; yukta—制御されて; 

svapna-avabodhasya—睡眠と目覚めていること; yogaù—ヨーガの修練; bhavati—〜にな

る; duùkha-hä—苦痛を減少させている。 
 

訳訳訳訳        食事、睡眠、休養、仕事を制御している者は、ヨーガを修練してあらゆる物質的食事、睡眠、休養、仕事を制御している者は、ヨーガを修練してあらゆる物質的食事、睡眠、休養、仕事を制御している者は、ヨーガを修練してあらゆる物質的食事、睡眠、休養、仕事を制御している者は、ヨーガを修練してあらゆる物質的

苦痛を和らげることができる。苦痛を和らげることができる。苦痛を和らげることができる。苦痛を和らげることができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        食べること、眠ること、身を守ること、性生活を営むことなど、体の要求を

節制しなければ、ヨーガ修練を高める障害になります。食事については、プラサーダムとい
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う浄化された食べ物を食べる習慣で規則だてられるようになります。『バガヴァッド・ギー

ター』（第９章・第26節）に従って、主クリシュナに野菜・くだもの・穀物・ミルクなど

をささげることができます。そうすればクリシュナ意識の人は、人間が食べるにふさわしく

ない、あるいは徳の様式ではない食物を食べないことで自然に規則だてられていきます。睡

眠については、クリシュナ意識の義務をはたそうと心がけているので、不要な睡眠時間は大

きな損失と考えます。Avyartha-kälatvam（アヴャルタハ・カーラトゥヴァンム）（『チャイタンニ

ャ・チャリタームリタ』マデャ 第23章・第18−19節）。クリシュナ意識の人は、主に奉

仕をしていなければ、一生のたとえ１分でも無駄にすることに耐えられません。ですから、

献愛者は睡眠時間を最小限にとどめることができます。シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァー

ミーその模範と言える人物です。いつもクリシュナの奉仕に専念し、１日２時間以上眠るこ

とはなく、ときにはそれより少ないときもありました。タークラ・ハリダーサも、主の名前

を数珠で１日30万回唱え終えなければ、プラサーダムを食べることも、眠ることもありま

せんでした。仕事に関して、献愛者はクリシュナの興味に無関係のことはしないため、活動

はいつも制御され、感覚満足にけがれたこともしません。物欲を満たすつもりがないため、

通俗な休養を楽しむこともありません。活動や言葉、眠っているときも起きているときも、

またなにをするにしても規則だてられているため、献愛者は物質的な苦しみを感じません。 

 
第第第第18節節節節                                    Yada   iviNaYaTa&    ictaMaaTMaNYaevaviTaïTae ) 

iNaSPa*h" SavRk-aMae>Yaae Yau¢- wTYauCYaTae Tada )) 18 )) 
 

yadä viniyataà cittam 

ätmany evävatiñöhate 

nispåhaù sarva-kämebhyo 

yukta ity ucyate tadä 
 

yadä—〜の時; viniyatam—とくに抑制して; cittam—心とその動き; ätmani—超越性の

中に; eva—確かに; avatiñöhate—位置される; nispåhaù—望みのない; sarva—あらゆる種類

の; kämebhyaù—物質的な感覚満足; yuktaù—ヨーガに正しく位置されて; iti—そのように; 

ucyate—〜だと言われている; tadä—その時。 
 

訳訳訳訳        ヨーガを修練することで心の動きを抑制し、物質的な望みをいっさい捨てて超越ヨーガを修練することで心の動きを抑制し、物質的な望みをいっさい捨てて超越ヨーガを修練することで心の動きを抑制し、物質的な望みをいっさい捨てて超越ヨーガを修練することで心の動きを抑制し、物質的な望みをいっさい捨てて超越

的境的境的境的境地のなかに住むヨーギーは、ヨーガのなかに正しく位置づけられている。地のなかに住むヨーギーは、ヨーガのなかに正しく位置づけられている。地のなかに住むヨーギーは、ヨーガのなかに正しく位置づけられている。地のなかに住むヨーギーは、ヨーガのなかに正しく位置づけられている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ヨーギーの活動は、あらゆる物質的な望み（とりわけ性的関係）を捨てたか

らこそ、一般の人とはまったく違います。完璧なヨーギーは心の動きを巧みに抑制しており、
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どのような物質的望みにも乱されなくなります。この完璧な境地はクリシュナ意識にいる人

物が自然に得るものであり、『シュリーマド・バーガヴァタム』（第９編・第４章・第18

−20節）にもその説明があります。 
 

sa vai manaù kåñëa-padäravindayor 

vacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane 

karau harer mandira-märjanädiñu 

çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye 
 

mukunda-liìgälaya-darçane dåçau 

tad-bhåtya-gätra-sparçe 'ìga-saìgamam 

ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabhe 

çrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite 
 

pädau hareù kñetra-padänusarpaëe 

çiro håñékeça-padäbhivandane 

kämaà ca däsye na tu käma-kämyayä 

yathottama-çloka-janäçrayä ratio 
 

 「アンバリーシャ王は、まず心を主クリシュナの蓮華の御足に集中させた。そして順に、

言葉を主の超越的な質を説明することに、手は主の寺院をそうじすることに、耳は主の活動

に耳を傾けることに、目は主の超越的な姿を見ることに、体は献愛者の体に触れることに、

嗅覚は主にささげられた蓮華の花の香りを嗅ぐことに、舌は主の蓮華の御足にささげられた

トゥラシーの葉を味わうことに、足は巡礼地や主の寺院へ行くことに、頭は主にひれ伏すた

めに、望みは主の使命を実行することに使った。このような超越的な活動こそが純粋な献愛

者にふさわしいのである」 

この超越的な境地は、非人格論の道を歩く従者には理解できないでしょうが、クリシュナ

意識の人には、上記のマハーラージャ・アンバリーシャの説明そのままに、とてもかんたん

で実践しやすいものです。思いつづけることで心を主の蓮華の御足に定めていなければ、そ

のような超越的な活動は実践できるものではありません。献愛奉仕では、このような着実な

活動をアルチャナ（arcana）、すなわち主への奉仕にすべての感覚を使うこと、と呼ばれ

ています。感覚と心にはなにかの活動が必要です。放棄するだけでは修練していることには

なりません。ですから、一般大衆にとって――とくに放棄階級にいない人にとって――上記

の感覚と心の超越的な活動は崇高な境地を得る完璧な方法であり、それが『バガヴァッド・

ギーター』ではユクタ（yukta）と言われています。 
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第第第第19節節節節                                YaQaa dqPaae iNavaTaSQaae Nae(r)Tae SaaePaMaa SMa*Taa ) 

YaaeiGaNaae  YaTaictaSYa  YauÅTaae  YaaeGaMaaTMaNa" )) 19 )) 
 

yathä dépo niväta-stho 

neìgate sopamä småtä 

yogino yata-cittasya 

yuïjato yogam ätmanaù 
 

yathä—〜のように; dépaù—灯もし火; niväta-sthaù—風のない場所に; na—〜しない; 

iìgate—揺れる; sä—これ; upamä—比較; småtä—〜と考慮される; yoginaù—ヨーギーの; 

yata-cittasya—その心は制御されて ; yuïjataù—常に従事している ; yogam—瞑想で ; 

ätmanaù—超越性において。 
 

訳訳訳訳        真に真に真に真にクリシュナ意識の者は、つねに超越的意識に浸り、乱れることのない瞑想のクリシュナ意識の者は、つねに超越的意識に浸り、乱れることのない瞑想のクリシュナ意識の者は、つねに超越的意識に浸り、乱れることのない瞑想のクリシュナ意識の者は、つねに超越的意識に浸り、乱れることのない瞑想の

なかで主を思いつづけている。風のない場所に立つランプの火が揺れないように。なかで主を思いつづけている。風のない場所に立つランプの火が揺れないように。なかで主を思いつづけている。風のない場所に立つランプの火が揺れないように。なかで主を思いつづけている。風のない場所に立つランプの火が揺れないように。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        真にクリシュナ意識の人は、いつも超越的境地に浸り、乱されない瞑想のな

かでつねに主を崇拝しています。風のない場所にあるランプの炎が揺らぐことなく燃えてい

るように。 
 

第第第第20-23節節節節                      Ya}aaeParMaTae  icta&   iNaåÖ&  YaaeGaSaevYaa ) 
Ya}a  cEvaTMaNaaTMaaNa&  PaXYaàaTMaiNa   TauZYaiTa )) 20 )) 
Sau%MaaTYaiNTak&-   Yatad(buiÖGa]aùMaTaqiNd]YaMa( ) 
veita  Ya}a  Na  cEvaYa& iSQaTaêl/iTa TatvTa" )) 21 )) 
Ya&  l/Bßa caPar& l/a>a& MaNYaTae NaaiDak&- TaTa" ) 
YaiSMaiNSQaTaae Na du"%eNa Gauå<aaiPa ivcaLYaTae )) 22 )) 
Ta&   ivÛaÕu"%Sa&YaaeGaivYaaeGa&   YaaeGaSa&ijTaMa( )) 23 )) 

 

yatroparamate cittaà 

niruddhaà yoga-sevayä 

yatra caivätmanätmänaà 

paçyann ätmani tuñyati 
 

sukham ätyantikaà yat tad 
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buddhi-grähyam aténdriyam 

vetti yatra na caiväyaà 

sthitaç calati tattvataù 
 

yaà labdhvä cäparaà läbhaà 

manyate nädhikaà tataù 

yasmin sthito na duùkhena 

guruëäpi vicälyate 
 

taà vidyäd duùkha-saàyoga- 

viyogaà yoga-saàjïitam 
 

yatra—〜の状況下で; uparamate—終える（超越的な幸福を感じているため）; cittam—

心の動き; niruddham—物質との接触を抑制して; yoga-sevayä—ヨーガの修練で; yatra—

〜であるものの中に; ca—もまた; eva—確かに; ätmanä—純粋な心で; ätmänam—自己; 

paçyan—〜の立場を悟ること; ätmani—自己の内で; tuñyati—満足する; sukham—幸福; 

ätyantikam—至高の; yat—〜であるもの; tat—それ; buddhi—知性で; grähyam—理解し

やすい; aténdriyam—超越的; vetti—知っている; yatra—その中で; na—決して〜ない; 

ca—もまた; eva—確かに; ayam—彼; sthitaù—位置されて; calati—動く; tattvataù—真理

から; yam—〜であるもの; labdhvä—到達することで; ca—もまた; aparam—ほかのどれ

も; läbham—利益; manyate—考慮する; na—決して〜ない; adhikam—もっと; tataù—そ

れよりも ; yasmin—〜であるものの中で ; sthitaù—位置されて ; na—決して〜ない ; 

duùkhena—苦しみによって; guruëä api—非常に困難であっても; vicälyate—動揺する; 

tam—それ; vidyät—あなたは知る必要がある; duùkha-saàyoga—物質的接触による苦し

み; viyogam—根絶; yoga-saàjïitam—ヨーガにおける法悦境と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳        心は、法悦境・サマーディと呼ばれる完成境地において、ヨーガの修練によって心は、法悦境・サマーディと呼ばれる完成境地において、ヨーガの修練によって心は、法悦境・サマーディと呼ばれる完成境地において、ヨーガの修練によって心は、法悦境・サマーディと呼ばれる完成境地において、ヨーガの修練によって

物質的な動きをしなくなる。この完成は、純粋な心をとおして自己を見つめ、自己のう物質的な動きをしなくなる。この完成は、純粋な心をとおして自己を見つめ、自己のう物質的な動きをしなくなる。この完成は、純粋な心をとおして自己を見つめ、自己のう物質的な動きをしなくなる。この完成は、純粋な心をとおして自己を見つめ、自己のう

ちで喜びを味わう能力として特徴づけられる。この歓喜の境地で、超越的な感覚をとおちで喜びを味わう能力として特徴づけられる。この歓喜の境地で、超越的な感覚をとおちで喜びを味わう能力として特徴づけられる。この歓喜の境地で、超越的な感覚をとおちで喜びを味わう能力として特徴づけられる。この歓喜の境地で、超越的な感覚をとお

して尽きることのない崇高な幸福感に満たされる。この境地に辿りついた者は真理からして尽きることのない崇高な幸福感に満たされる。この境地に辿りついた者は真理からして尽きることのない崇高な幸福感に満たされる。この境地に辿りついた者は真理からして尽きることのない崇高な幸福感に満たされる。この境地に辿りついた者は真理から

決して逸れず、これ以上の恩恵はないと考える。決して逸れず、これ以上の恩恵はないと考える。決して逸れず、これ以上の恩恵はないと考える。決して逸れず、これ以上の恩恵はないと考える。さらに、苦境の只中にあっても決してさらに、苦境の只中にあっても決してさらに、苦境の只中にあっても決してさらに、苦境の只中にあっても決して

動揺しない。これこそが、物質との接触から生じるあらゆる苦しみからの自由である。動揺しない。これこそが、物質との接触から生じるあらゆる苦しみからの自由である。動揺しない。これこそが、物質との接触から生じるあらゆる苦しみからの自由である。動揺しない。これこそが、物質との接触から生じるあらゆる苦しみからの自由である。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ヨーガの修練によって、徐々に物質的な観念を捨てることができます。これ

が、ヨーガ原則のおもな特質です。そのあとヨーギーは、超越的な心と知性で、自分と至高
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の魂とを同一視することなく、至高の魂を悟る法悦境・サマーディに入ります。ヨーガ修練

は、パタンジャリ体系の原則にもとづいています。なんの権威もない者たちが個々の魂と至

高の魂を同じものと解釈し、一元論者はそれを解放の境地と考えますが、パタンジャリが説

いたヨーガの目的を知りません。パタンジャリの方法では超越的な喜びがあることを認めて

いますが、一元論者はかれらのいう「同一性」の理論の基盤が危うくなることを恐れ、超越

的な喜びがあることを認めません。非二元論者は「知識」と「知る者」という二元性を受け

いれませんが、この節では超越的喜び――超越的感覚をとおして悟られる喜び――が受けい

れられています。そしてまたパタンジャリ・ムニという名高いヨーガの解説者によっても確

証されています。この偉大な聖者は、『ヨーガ・スートラ』（第３章・第34節）で

puruñärtha-çünyänäà guëänäà pratiprasavaù kaivalyaà svarüpa-pratiñöhä vä 
citi-çaktir itiと宣言しています。 

この節のチティ・シャクティ（citi-çakti）「内的力」は超越的です。プルシャールタ

（puruñärtha）は、物質的宗教・経済発展・感覚満足、そして最終的に至高者と一体にな

ろうとする試みを指しています。一元論者はこの「至高者との一体化」をkaivalyam（カイヴ

ァリャンム）と呼びます。しかしパタンジャリは、このカイヴァリャを内的な、あるいは超越

的な力と考え、この力によって生命体が自分本来の立場に気づくことのできるもの、と解釈

しています。主チャイタンニャの言葉（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』アンテャ 第

20章・第12節）のなかに、この境地についてceto-darpaëa-märjanam（チェートー・ダルパナ・

マールジャナンム）、すなわち「心の鏡に積もったけがれを取りさること」という表現がありま

す。この「取りさること」がほんとうの解放であり、bhava-mahä-dävägni-nirväpaëam（バ

ハヴァ・マハー・ダーヴァーグニ・ニルヴァーパナンム）と表現されています。ニルヴァーナ（nirväëa）

の理論――予備的な悟り――もこの原則と一致しています。『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』（第２編・第10章・第６節）では、これがsvarüpeëa vyavasthitiù（スヴァルーペーナ ヴ

ャヴァスティティヒ）と呼ばれています。『バガヴァッド・ギーター』も、この節でこの境地を

確証しています。 

ニルヴァーナ・物質的活動の停止のあと、純粋な活動であるクリシュナ意識という主への

献愛奉仕が現われます。『シュリーマド・バーガヴァタム』にあるsvarüpeëa vyavasthitiù

は、「生命体の真の生活」という意味です。マーヤー・幻想は、物質の影響にけがされた精

神生活の状態です。物質的な感染から解放されるといっても、生命体の本来の永遠な立場が

なくなるわけではありません。パタンジャリは、kaivalyaà svarüpa-pratiñöhä vä citi-çaktir 

itiという言葉でこの考え方を受けいれています。このチティ・シャクティが超越的な喜び、

そして真実の生活なのです。このことは『ヴェーダンタ・スートラ』（第１編・第２章・第

12節）でänanda-mayo 'bhyäsät（アーナンダ・マヨー ビャーサートゥ）と確証されています。この
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自然で超越的な喜びがヨーガの究極の目標であり、献愛奉仕・バクティ・ヨーガの修練によ

ってかんたんに達成できるのです。バクティ・ヨーガは『バガヴァッド・ギーター』の第７

章で鮮明に説明されています。 

ヨーガ法では、この章で述べられているように、サンプラギャータ・サマーディ

（samprajïäta-samädhi）とアサンプラギャータ・サマーディ（asamprajïäta-samädhi）

という２種類のサマーディがあります。さまざまな哲学的研究をとおして超越的な境地に入

った人物は、サンプラギャータ・サマーディに到達します。アサンプラギャータ・サマーデ

ィは物質的な喜びとはいっさい関係がありません。感覚をとおして感じられる幸福をすべて

超越しているからです。ひとたびその超越的な境地に入ったヨーギーは、そこから転落する

ことはありません。この境地に到達できなければ、修行を成功させていないということです。

いま流行しているヨーガ実践にはさまざまな感覚の喜びが認められており、本来のヨーガと

は矛盾しています。性生活や陶酔物を楽しんでいるヨーギーは猿芝居を演じているにすぎま

せん。ヨーガのシッディ（完成）に魅了されているヨーギーも不完全な状態にいます。ヨー

ギーがヨーガの副産物に気をとられると、この節が述べるように、完成の境地には到達でき

ません。ですから、アクロバットまがいのヨーガ体操を得意げにひけらかして人々は、その

行為によってヨーガの目標が失われていることを思い知らなくてはなりません。 

現代にできる最高のヨーガはクリシュナ意識であり、だれでも完遂できます。クリシュナ

意識の人は幸せに義務をはたしていますから、ほかの幸福を望む必要はありません。ハタ・

ヨーガ、デャーナ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガなどを学ぼうとすると、偽善に満ちた現代で

は数多くの障害に遭遇しますが、カルマ・ヨーガ、あるいはバクティ・ヨーガにそのような

問題はありません。 

体を持っていれば、食べたり、眠ったり、身を守ったり、結婚生活を営んだりする身体の

要求を満たす必要があります。しかし、純粋なバクティ・ヨーガ、すなわちクリシュナ意識

を修練している人は、体の要求を満たしても感覚は刺激されません。それどころか、必要最

低限度の生活で満足し、災い転じて福とし、クリシュナ意識のなかで超越的な幸福感を味わ

っています。偶発的な出来事、たとえば事故・病気・不足、あるいは愛する親族の死に直面

しても動揺することはなく、クリシュナ意識、バクティ・ヨーガの修練という義務にいつも

細心の注意をはらっています。事故に遭遇しても義務をまっとうするのです。『バガヴァッ

ド・ギーター』（第２章・第14節）では ägamäpäyino 'nityäs täàs titikñasva bhärata（ア

ーガマーパーイノー ニッテャース ターンムス ティティクシャスヴァ バハーラタ）と言われています。献

愛者は偶発的な出来事に耐えることができます。それは来ては去っていくものであり、義務

をまっとうする障害にはならないことをよく知っているからです。こうして献愛者は、ヨー

ガ修練の最高完成に到達するのです。 
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第第第第24節節節節                  Sa iNaêYaeNa Yaae¢-VYaae YaaeGaae_iNaivR<aceTaSaa ) 
SaªLPaPa[>avaNk-aMaa&STYa¤-a  SavaRNaXaezTa" ) 
MaNaSaEveiNd]YaGa]aMa&   iviNaYaMYa    SaMaNTaTa" )) 24 )) 

 

sa niçcayena yoktavyo 

yogo 'nirviëëa-cetasä 

saìkalpa-prabhavän kämäàs 

tyaktvä sarvän açeñataù 

manasaivendriya-grämaà 

viniyamya samantataù 
 

saù—それ; niçcayena—堅い決意で; yoktavyaù—修練しなくてはならない; yogaù—ヨ

ーガ法; anirviëëa-cetasä—逸れることなく; saìkalpa—心の推論; prabhavän—〜から生

まれた; kämän—物質的望み; tyaktvä—捨て去ること; sarvän—すべて; açeñataù—完全に; 

manasä—心によって; eva—確かに; indriya-grämam—感覚のすべて; viniyamya—抑制す

ること; samantataù—あらゆる面から。 
 

訳訳訳訳        堅い決意と信念とともにヨーガの修練に励み、決してその道から逸れてはならな堅い決意と信念とともにヨーガの修練に励み、決してその道から逸れてはならな堅い決意と信念とともにヨーガの修練に励み、決してその道から逸れてはならな堅い決意と信念とともにヨーガの修練に励み、決してその道から逸れてはならな

い。そして例外なく、心が作りあげる物質的望みをすべて捨て、あらゆる面において感い。そして例外なく、心が作りあげる物質的望みをすべて捨て、あらゆる面において感い。そして例外なく、心が作りあげる物質的望みをすべて捨て、あらゆる面において感い。そして例外なく、心が作りあげる物質的望みをすべて捨て、あらゆる面において感

覚を抑制しなくてはならない。覚を抑制しなくてはならない。覚を抑制しなくてはならない。覚を抑制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        ヨーガ修練者は決意を固め、忍耐強く、逸れることなく修練をつづけなくて

はなりません。最後にはかならず成功することを確信し、少しぐらいの遅れに失望せず、強

い忍耐心でこの道を追求しなくてはなりません。徹底した修練をする人物はかならず成功を

達成します。バクティ・ヨーガについて、ルーパ・ゴースヴァーミーが説いています。 
 

utsähän niçcayäd dhairyät 

tat-tat-karma-pravartanät 

saìga-tyägät sato våtteù 

ñaòbhir bhaktiù prasidhyati 
 

 「献愛者との交流のなかで規定原則に従い、徳の様式で奉仕に没頭すれば、全霊をこめた

熱意・忍耐心・決意とともにバクティ・ヨーガを遂行することができる」（『ウパデーシャ

ームリタ』第３節）。 

堅い決意を持つには、海の波に卵をさらわれたスズメの勇気に従わなくてはなりません。
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スズメが波打ちぎわに卵を産みおとしましが、波がその卵を持ちさってしまいます。スズメ

は怒り、卵を返してくれるよう頼むのですが、海は見むきもしません。スズメは海を干上が

らせる決心をしました。そして小さなくちばしで水をついばみはじめたのです。見ていただ

れもが、叶うはずのない決意を笑いました。この話はたちまち広まり、やがて主ヴィシュヌ

を運ぶ巨大な鳥・ガルダの耳に入りました。ガルダは小さな妹のようなスズメを哀れに思い、

海にむかって飛び立ちます。ガルダは小さなスズメの決意を大いに喜び、そしてかならず助

けることを約束しました。ガルダは海に命じます、すぐに卵を返せ、さもなくば自分がスズ

メに変わって海を干上がらせる、と。海はガルダの言葉に震えあがり、卵をスズメに返しま

した。こうしてスズメはガルダの慈悲で幸せになったのです。 

私たちにとっても、ヨーガ修練、とくにクリシュナ意識でのバクティ・ヨーガ修練は、確

かに困難を伴うことでしょう。しかし強い決意さえあれば、主はかならず救いの手をさしの

べてくれます。神は自らを助くる者を助く、ということわざのように。 
 
第第第第25節節節節              XaNaE"     XaNaEåParMaed(buÖya     Da*iTaGa*hqTaYaa ) 

AaTMaSa&SQa& MaNa" k*-Tva Na ik-iÄdiPa icNTaYaeTa( )) 25 )) 
 

çanaiù çanair uparamed 

buddhyä dhåti-gåhétayä 

ätma-saàsthaà manaù kåtvä 

na kiïcid api cintayet 
 

çanaiù—徐々に; çanaiù—一歩一歩; uparamet—抑制すべきである; buddhyä—知性によ

って; dhåti-gåhétayä—確信と共に実行されて; ätma-saàstham—超越性に位置されて; 

manaù—心; kåtvä—〜にすること; na—ではない; kiïcit—他の何か; api—〜でさえ; 

cintayet—〜について考えるべきである。 
 

訳訳訳訳        徐々徐々徐々徐々に、一歩一歩、完全な確信にに、一歩一歩、完全な確信にに、一歩一歩、完全な確信にに、一歩一歩、完全な確信に支え支え支え支えられた知性を使って法悦境に到達しなくてられた知性を使って法悦境に到達しなくてられた知性を使って法悦境に到達しなくてられた知性を使って法悦境に到達しなくて

はならない、そして心を自己に一点集中させ、それ以外はならない、そして心を自己に一点集中させ、それ以外はならない、そして心を自己に一点集中させ、それ以外はならない、そして心を自己に一点集中させ、それ以外ののののなにも考えてはならない。なにも考えてはならない。なにも考えてはならない。なにも考えてはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        適切な確信と知性を使い、感覚的な活動を徐々にやめなくてはなりません。

これをプラテャーハーラ（pratyähära）といいます。心は、確信・瞑想・感覚満足の放棄

によって法悦境・サマーディのなかに安定させなくてはなりません。それができれば、物質

観念の生活に心が奪われる危険性はなくなります。言いかえれば、体が存在するかぎり物質

との接触はつづきますが、感覚満足のことを考えてはいけないということです。考えるのは、

至高の自己の喜びだけです。この境地はクリシュナ意識だけを修練することでかんたんに手
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にいれることができます。 
 
第第第第26節節節節                   YaTaae  YaTaae iNaêl/iTa MaNaêÄl/MaiSQarMa( ) 

TaTaSTaTaae iNaYaMYaETadaTMaNYaev vXa&  NaYaeTa( )) 26 )) 
 

yato yato niçcalati 

manaç caïcalam asthiram 

tatas tato niyamyaitad 

ätmany eva vaçaà nayet 
 

yataù yataù—〜はどこでも; niçcalati—確かに刺激されて; manaù—心; caïcalam—揺

れ動いている; asthiram—安定していない; tataù tataù—そこから; niyamya—制御してい

る; etat—これ; ätmani—自己の中で; eva—確かに; vaçam—支配する; nayet—抑制しなく

てはならない。 
 

訳訳訳訳        絶えず揺れうご絶えず揺れうご絶えず揺れうご絶えず揺れうごくくくく不安定な心が、たとえどこからさまよい始めようとも、不安定な心が、たとえどこからさまよい始めようとも、不安定な心が、たとえどこからさまよい始めようとも、不安定な心が、たとえどこからさまよい始めようとも、かならかならかならかなら

ずずずずその心を止め、自己の抑制の力で引きもどさなくてはならない。その心を止め、自己の抑制の力で引きもどさなくてはならない。その心を止め、自己の抑制の力で引きもどさなくてはならない。その心を止め、自己の抑制の力で引きもどさなくてはならない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        心は、揺れ動き、安定していない、という質をそなえています。しかし、自

己を悟ったヨーギーは心を抑制しなくてはなりません。心に魂を支配されてはならないので

す。心を抑制する（ゆえに感覚も抑制する）人物をゴースヴァーミー（svämé）、あるいは

スヴァーミーといい、心に支配される人をゴー・ダーサ（go-däsa）、つまり感覚の召使い、

といいます。ゴースヴァーミーは感覚から得られる幸福がどういうものかを知っています。

超越的な感覚の喜びを味わっているとき、その感覚はフリシーケーシャ・感覚の至高の所有

者、つまりクリシュナへの奉仕に使われています。清められた感覚をとおしてクリシュナに

仕えることがクリシュナ意識です。それが感覚を完全に支配する方法です。またそれこそが、

ヨーガ修練の最高完成でもあります。 
 
第第第第27節節節節                  Pa[XaaNTaMaNaSa& ùeNa& YaaeiGaNa& Sau%MautaMaMa( ) 

oPaEiTa  XaaNTarJaSa&  b]ø>aUTaMak-LMazMa( )) 27 )) 
 

praçänta-manasaà hy enaà 

yoginaà sukham uttamam 

upaiti çänta-rajasaà 

brahma-bhütam akalmañam 
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praçänta—クリシュナの蓮華の御足に心を定めた安らかな心境; manasam—〜である者

の心; hi—確かに; enam—この; yoginam—ヨーギー; sukham—幸福; uttamam—最高の状

態; upaiti—到達する; çänta-rajasam—彼の激情は静められて; brahma-bhütam—絶対者

との同一視による解放; akalmañam—過去の罪な活動の反動すべてから解放されて。 
 

訳訳訳訳        わたしに心を集中させているヨーギーは、超越的な幸福という最高完成にまちがわたしに心を集中させているヨーギーは、超越的な幸福という最高完成にまちがわたしに心を集中させているヨーギーは、超越的な幸福という最高完成にまちがわたしに心を集中させているヨーギーは、超越的な幸福という最高完成にまちが

いなく到達する。激情の様式を越え、自分と至高者が質的に同じ存在であることを悟り、いなく到達する。激情の様式を越え、自分と至高者が質的に同じ存在であることを悟り、いなく到達する。激情の様式を越え、自分と至高者が質的に同じ存在であることを悟り、いなく到達する。激情の様式を越え、自分と至高者が質的に同じ存在であることを悟り、

過去のおこないの反動すべてから解放されるのである。過去のおこないの反動すべてから解放されるのである。過去のおこないの反動すべてから解放されるのである。過去のおこないの反動すべてから解放されるのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ブラフマ・ブータ（brahma-bhüta）は、けがれのない、そして主への超越的

な奉仕に立脚した境地です。Mad-bhaktià labhate paräm（マドゥ・バハクティンム ラバハテー パ

ラーンム）（『バガヴァッド・ギーター』第18章・第54節）。心を主の蓮華の御足に定めな

ければ、ブラフマンのなかにいつづけることはできません。Sa vai manaù 

kåñëa-pädäravindayoù（サ ヴァイ マナハ クリシュナ・パーダーラヴィンダヨーホ）（『シュリーマド・

バーガヴァタム』第９編・第４章・第18節）。主への超越的な奉仕にいつも没頭している

こと、すなわちいつもクリシュナ意識でいることが、激情の様式からの、あるいは物質的な

けがれからのほんとうの解放です。 
 
第第第第28節節節節                  YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq ivGaTak-LMaz" ) 

Sau%eNa  b]øSa&SPaXaRMaTYaNTa&   Sau%MaénuTae )) 28 )) 
 

yuïjann evaà sadätmänaà 

yogé vigata-kalmañaù 

sukhena brahma-saàsparçam 

atyantaà sukham açnute 
 

yuïjan—ヨーガ修練に従事して; evam—そのように; sadä—いつも; ätmänam—自己; 

yogé—至高の自己と接触している者; vigata—〜から自由な; kalmañaù—あらゆる物質的け

がれ ; sukhena—超越的な幸福の中で ; brahma-saàsparçam—至高者と常に接触して; 

atyantam—最高の境地; sukham—幸福; açnute—到達する。 
 

訳訳訳訳        このように自己を抑制するヨーギーは、たえまなくヨーガ修練に励み、完全にこのように自己を抑制するヨーギーは、たえまなくヨーガ修練に励み、完全にこのように自己を抑制するヨーギーは、たえまなくヨーガ修練に励み、完全にこのように自己を抑制するヨーギーは、たえまなくヨーガ修練に励み、完全にけけけけ

ががががれを洗いながし、主への超越的な愛情奉仕をするなかで完璧な幸福という最高完成境れを洗いながし、主への超越的な愛情奉仕をするなかで完璧な幸福という最高完成境れを洗いながし、主への超越的な愛情奉仕をするなかで完璧な幸福という最高完成境れを洗いながし、主への超越的な愛情奉仕をするなかで完璧な幸福という最高完成境

地に到達する。地に到達する。地に到達する。地に到達する。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        自己を悟る、とは、至高者との関係のなかで自分本来の立場を知ることです。

個々の魂は至高者の部分体であり、その立場は、主に超越的な奉仕をすることにあります。

至高者とのこの超越的な接触を、brahma-saàsparça（ブラフマ・サンムスパルシャ）といいます。 
 

第第第第29節節節節                                    SavR>aUTaSQaMaaTMaaNa& SavR>aUTaaiNa caTMaiNa ) 
wR+aTae  YaaeGaYau¢-aTMaa  SavR}a SaMadXaRNa" )) 29 )) 

 

sarva-bhüta-stham ätmänaà 

sarva-bhütäni cätmani 

ékñate yoga-yuktätmä 

sarvatra sama-darçanaù 
 

sarva-bhüta-stham—全生物の内に位置して ; ätmänam—至高の魂 ; sarva—すべて ; 

bhütäni—生物; ca—もまた; ätmani—自己の内に; ékñate—見る; yoga-yukta-ätmä—クリ

シュナ意識の中で結ばれている者; sarvatra—どこにでも; sama-darçanaù—同じように見

ている。 
 

訳訳訳訳        真のヨーギーは、あらゆる生物のうちにわたしを見て、またわたしのうちにすべ真のヨーギーは、あらゆる生物のうちにわたしを見て、またわたしのうちにすべ真のヨーギーは、あらゆる生物のうちにわたしを見て、またわたしのうちにすべ真のヨーギーは、あらゆる生物のうちにわたしを見て、またわたしのうちにすべ

てを見ている。まさに、自てを見ている。まさに、自てを見ている。まさに、自てを見ている。まさに、自己を悟った人物は、至高主であるわたしをどこにでも見てい己を悟った人物は、至高主であるわたしをどこにでも見てい己を悟った人物は、至高主であるわたしをどこにでも見てい己を悟った人物は、至高主であるわたしをどこにでも見てい

る。る。る。る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  クリシュナ意識のヨーギーはものごとを完璧に見ています。すべての生物のう

ちに至高の魂（パラマートマー）として住んでいるクリシュナ・至高者を見ているからです。

Éçvaraù sarva-bhütänäà håd-deçe 'rjuna tiñöhati（イーシュヴァラハ サルヴァ・ブフーターナーンム 

フリドゥ・デーシェー ルジュナ ティシュタハティ）。パラマートマーの姿の主は、犬の心のなかにも、

ブラーフマナの心のなかにもいます。完璧なヨーギーは、主が永遠に超越的な存在であるこ

と、そして犬やブラーフマナの体内にいても物質的な影響は受けないことを知っています。

それが主の至高の中立性です。個々の魂は特定の心のなかに住んでいますが、すべての心の

なかにいるわけではありません。それが個々の魂と至高の魂の違いです。ヨーガの修練を正

しく実践していない人に、この事実ははっきり見られません。クリシュナ意識の人は、信じ

る者と信じない者どちらの心にもクリシュナを見ることができます。スムリティではこのこ

とがätatatväc ca mätåtväc ca ätmä hi paramo hariù（アータタトゥヴァーチ チャ マートゥリトゥ

ヴァーチ チャ アートゥマー ヒ パラモー ハリヒ）という言葉で確証されています。主は全生物の

源ですから、⺟親、あるいは保護者のような存在と言えます。⺟親は我が子のだれにでもか

たよらない中立の気持ちを持っており、それは至高の⽗親（あるいは⺟親）でも同じことで
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す。したがって、至高の魂はあらゆる生物のうちにいます。 

外的に見ても、全生物は主の力のなかに存在しています。第７章で説明されるように、主

はおもに２つの力――精神的（優性）と物質的（劣性）――の力を持っています。生命体は

優性の力に属するのに、劣性の力に条件づけられています。生命体はいつも主の力のうちに

います。結局、どのような全生命体も主のうちに存在している、ということです。 

ヨーギーはものごとを平等に見ます。すべての生命体が過去の活動によって生じた環境に

いても、じつはあらゆる面で神の召使いであることを知っているからです。物質の力のなか

では物質的感覚に仕え、精神的力のなかにあるときは直接至高主に仕えています。どちらの

場合でも、生命体が神の召使いであることに変わりありません。この等しい視野は、クリシ

ュナ意識の人物のうちで完璧にそなわっています。 

 
第第第第30節節節節                Yaae Maa& PaXYaiTa SavR}a  Sav| c MaiYa PaXYaiTa ) 

TaSYaah& Na Pa[<aXYaaiMa Sa c Mae Na Pa[<aXYaiTa )) 30 )) 
 

yo mäà paçyati sarvatra 

sarvaà ca mayi paçyati 

tasyähaà na praëaçyämi 

sa ca me na praëaçyati 
 

yaù—誰でも; mäm—私を; paçyati—見る; sarvatra—どこにも; sarvam—すべて; ca—

そして; mayi—私の中に; paçyati—見る; tasya—彼にとって; aham—私; na—ではない; 

praëaçyämi— 失 わ れ る ; saù— 彼 ; ca— も ま た ; me— 私 に と っ て ; na— 〜 も な い ; 

praëaçyati—失われる。 
 

訳訳訳訳        わたしをあらゆる場所に見て、すべてをわたしの内に見る者は、わたしを決してわたしをあらゆる場所に見て、すべてをわたしの内に見る者は、わたしを決してわたしをあらゆる場所に見て、すべてをわたしの内に見る者は、わたしを決してわたしをあらゆる場所に見て、すべてをわたしの内に見る者は、わたしを決して

見失わず、わたしもかれを見失わない。見失わず、わたしもかれを見失わない。見失わず、わたしもかれを見失わない。見失わず、わたしもかれを見失わない。 

 

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、まちがいなく主をどこにでも見ており、またすべてを

クリシュナのうちに見ています。そして物質自然界の多彩な現象を別々に見ているように見

えますが、すべてがクリシュナの力の表われであることを知っているので、なにを見てもク

リシュナを見ています。どんなものでもクリシュナと離れて存在することはできず、クリシ

ュナがすべての主である――これがクリシュナ意識の基本的な考え方です。クリシュナ意識

はクリシュナへの愛情の高まりであり、それは物質的解放さえ超越した境地です。自己の悟

りさえ越えたこのクリシュナ意識の境地では、「献愛者にとってクリシュナがすべてになり、

クリシュナを愛する思いに完全に満たされる」という意味で献愛者はクリシュナと一つにな
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ります。そのとき、主と献愛者の親密な関係が現われるようになります。その境地に入ると、

生命体は決して滅びず、また人格主神も決して献愛者の視界から見失われることはありませ

ん。クリシュナのなかに融合することは精神的な破滅です。献愛者はそのような危険は犯し

ません。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第38節）で次のように言われています。 
 

premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena 

santaù sadaiva hådayeñu vilokayanti 

yaà çyämasundaram acintya-guëa-svarüpaà 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
 

 「私は根源の主、ゴーヴィンダを崇拝する。主は、愛情という香油で塗られた目を持つ献

愛者によって見つめられている。献愛者の心に、シャーマスンダラという永遠な姿として見

られるのである」 

この境地において、主クリシュナは献愛者の視界から決して消えず、献愛者も主の視界か

ら消えることはありません。心の内にいるパラマートマーとして主を見るヨーギーにも、同

じことが言えます。そのヨーギーはやがて純粋な献愛者に変貌し、一瞬たりとも主を見ずに

生きることはできなくなります。 
 
第第第第31節節節節                                SavR>aUTaiSQaTa& Yaae Maa& >aJaTYaek-TvMaaiSQaTa" ) 

SavRQaa  vTaRMaaNaae_iPa Sa YaaeGaq MaiYa vTaRTae )) 31 )) 
 

sarva-bhüta-sthitaà yo mäà 

bhajaty ekatvam ästhitaù 

sarvathä vartamäno 'pi 

sa yogé mayi vartate 
 

sarva-bhüta-sthitam— す べ て の 心 に 位 置 し て ; yaù— 〜 で あ る 彼 ; mäm— 私 を ; 

bhajati—献愛奉仕をして; ekatvam—同一性; ästhitaù—位置して; sarvathä—あらゆる面

で; varta-mänaù—位置されて; api—〜にもかかわらず; saù—彼; yogé—超越主義者; 

mayi—私の内に; vartate—留まる。 
 

訳訳訳訳        至高の魂を崇めるそのようなヨーギーは、わた至高の魂を崇めるそのようなヨーギーは、わた至高の魂を崇めるそのようなヨーギーは、わた至高の魂を崇めるそのようなヨーギーは、わたしと至高の魂が同じであることをしと至高の魂が同じであることをしと至高の魂が同じであることをしと至高の魂が同じであることを

理解しており、いつでもわたしのうちに理解しており、いつでもわたしのうちに理解しており、いつでもわたしのうちに理解しており、いつでもわたしのうちに住み住み住み住みつづける。つづける。つづける。つづける。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        至高の魂を瞑想するヨーギーは自分の内に、４本の腕に法螺貝、チャクラ、
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矛、蓮華を持つヴィシュヌとしてのクリシュナ、すなわち完全部分体を見ています。ヨーギ

ーはヴィシュヌとクリシュナが異なる存在ではないことを知らなくてはなりません。至高の

魂としてのクリシュナはすべての心に住んでいます。また、無数の生命体の心のなかにいる

無数の至高の魂もすべて同じです。また、クリシュナへの超越的愛情奉仕をしているクリシ

ュナ意識の人物と、至高の魂を瞑想しているヨーギーとのあいだにも違いはありません。ク

リシュナ意識のヨーギーは――物質界のなかでさまざまな活動をしていても――いつもク

リシュナのなかにいます。これはシュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーが著した『バクテ

ィ・ラサームリタ・シンドゥ』（第１編・第２章・第187節）でもnikhiläsv apy avasthäsu 

jévan-muktaù sa ucyate（ニキヒラースヴ アピ アヴァスタハース ジーヴァン・ムクタハ サ ウッチャテー）

と述べられています。主の献愛者は、いつもクリシュナ意識のなかで行動しているため、自

然に解放された境地にいます。『ナーラダ・パンチャラートゥラ』では、そのことが次のよ

うに確証されています。 
 

dik-kälädy-anavacchinne 

kåñëe ceto vidhäya ca 

tan-mayo bhavati kñipraà 

jévo brahmaëi yojayet 
 

「遍在し、時と空間を超越したクリシュナの崇高な姿に心を集中させれば、クリシュナの

思いに没頭し、そして主との超越的な交流という幸福な境地に到達する」 

クリシュナ意識はヨーガ修練における最高の法悦境です。クリシュナは、パラマートマー

としてすべての生命体の心にいることを知っているヨーギーを、完全な境地に高めてくれま

す。ヴェーダ（『ゴーパーラ・ターパニー・ウパニシャッド』第３章・第２節）が、この主

の人智を絶する力を確証しています。Eko 'pi san bahudhä yo 'vabhäti（エーコー ピ サン バ

フダハー ヨー ヴァバハーティ）「主は一人だが、無数の姿で、無数の心のなかにいる」。同じよ

うに、スムリティ・シャーストラでも次のように言われています。 
 

eka eva paro viñëuù 

sarva-vyäpé na saàçayaù 

aiçvaryäd rüpam ekaà ca 

sürya-vat bahudheyate 
 

 「ヴィシュヌは一人で、しかもまちがいなく遍在している。主は一つの姿を持っているが、

人智を絶した力によって、どこにでもいる。太陽が一度に多くの場所に現われるように」 
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第第第第32節節節節                                AaTMaaEPaMYaeNa  SavR}a  SaMa&  PaXYaiTa  Yaae_JauRNa ) 
Sau%& va Yaid  va du"%& Sa YaaeGaq ParMaae MaTa" )) 32 )) 

 

ätmaupamyena sarvatra 

samaà paçyati yo 'rjuna 

sukhaà vä yadi vä duùkhaà 

sa yogé paramo mataù 
 

ätma—自己と; aupamyena—比較によって; sarvatra—どこでも; samam—同じように; 

paçyati—見る; yaù—〜である彼; arjuna—アルジュナよ; sukham—幸福; vä—または; 

yadi—もし ; vä—または ; duùkham—苦しみ ; saù—そのような ; yogé—超越主義者 ; 

paramaù—完璧な; mataù—〜と考えられる。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ！アルジュナよ！アルジュナよ！アルジュナよ！    その者その者その者その者こそが完璧なヨーギーであるこそが完璧なヨーギーであるこそが完璧なヨーギーであるこそが完璧なヨーギーである――――――――すべての生物と自分をすべての生物と自分をすべての生物と自分をすべての生物と自分を

見比べ、見比べ、見比べ、見比べ、かれらがかれらがかれらがかれらが幸福・苦悩どちらの幸福・苦悩どちらの幸福・苦悩どちらの幸福・苦悩どちらの境遇にい境遇にい境遇にい境遇にいても、自分とまったく同じ質をそなえてても、自分とまったく同じ質をそなえてても、自分とまったく同じ質をそなえてても、自分とまったく同じ質をそなえて

いると確信する者が。いると確信する者が。いると確信する者が。いると確信する者が。 

 

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完璧なヨーギーです。すべての人々の幸せや苦しみを、

自分の経験の力をとおして知っています。生命体が苦しんでいるほんとうの原因は、神との

絆を忘れてしまったことにあります。そして幸福の原因は、クリシュナが人間の活動の結果

を楽しむ方、クリシュナが全生命体のもっとも誠実な友であると理解していることにありま

す。だれもが三様式にあやつられ、クリシュナとの絆を忘れて三重の苦しみを味わっている

――完璧なヨーギーはこのことをよく知っています。そして、クリシュナ意識の人はほんと

うに幸せだからこそ、クリシュナの知識をあらゆる場所に広めようとします。完璧なヨーギ

ーはクリシュナ意識になることの大切さ伝えようとしますから、世界でもっともすばらしい

博愛主義者であり、主にとっても一番大切な召使いです。Na ca tasmän manuñyeñu kaçcin 

me priya-kåttamaù（ナ チャ タスマーン マヌッシェーシュ カシュチン メー プリヤ・クリッタマハ）。

（『バガヴァッド・ギーター』第18章・第69節）。言いかえれば、主の献愛者はいつも全

生命体の幸せを願っているため、だれにとってもほんとうの友です。献愛者は最善のヨーギ

ーでもあります。自分だけではなく、ほかの人々の幸せのためにヨーガをきわめようとして

いるからです。だれもが自分の友と思っていますから、かれらに嫉妬するわけがありません。

この節を読めば、主の純粋な献愛者と、自分だけの精神的高まりを考えているヨーギーとの

違いがわかります。完璧な瞑想をしたいがために人里離れた場所に引きこむヨーギーは、だ

れをもクリシュナ意識に変えたいと願う献愛者に比べれば、完璧な人物とは言えません。 
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第第第第33節節節節                                                        AJauRNa ovac 
Yaae_Ya&  YaaeGaSTvYaa  Pa[ae¢-"  SaaMYaeNa  MaDauSaUdNa ) 
WTaSYaah& Na PaXYaaiMa cÄl/TvaiTSQaiTa&  iSQaraMa( )) 33 )) 

 

arjuna uväca 

yo 'yaà yogas tvayä proktaù 

sämyena madhusüdana 

etasyähaà na paçyämi 

caïcalatvät sthitià sthiräm 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; yaù ayam—この方法; yogaù—神秘主義; tvayä—

あなたによって; proktaù—説明された; sämyena—一般的に; madhu-südana—悪魔マドゥ

を殺した者よ; etasya—これの; aham—私; na—〜しない; paçyämi—見る; caïcalatvät—

落ち着かないために; sthitim—状況; sthiräm—安定した。 
 

訳訳訳訳        アルジュナが言いました。「マドゥスーダナよ。アルジュナが言いました。「マドゥスーダナよ。アルジュナが言いました。「マドゥスーダナよ。アルジュナが言いました。「マドゥスーダナよ。あなたあなたあなたあなたが要約してくださったヨが要約してくださったヨが要約してくださったヨが要約してくださったヨ

ーガ法は、私にはとうてい実行することも耐えることもできません。心は一瞬たりともーガ法は、私にはとうてい実行することも耐えることもできません。心は一瞬たりともーガ法は、私にはとうてい実行することも耐えることもできません。心は一瞬たりともーガ法は、私にはとうてい実行することも耐えることもできません。心は一瞬たりとも

落ちつかず、不安定だからです」落ちつかず、不安定だからです」落ちつかず、不安定だからです」落ちつかず、不安定だからです」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        Çucau deçe（シュチャウ デーシェー）から始まり yogé paramaù（ヨーギー パラマハ）

で終わった主クリシュナからアルジュナに説明された神秘的修行は、アルジュナにはとても

できるものではなく、拒否さえしています。一般人が家を出て、僻地や密林に入って閉じこ

もってヨーガを修練するのはいまのカリ時代ではできません。現代は「短い生涯のために悪

戦苦闘する時代」と描写されています。人々は、かんたんに自己を悟る方法でさえ見向きも

しないのですから、生き方・座法・場所の選択・物質的な活動からの無執着などを説くヨー

ガを拒むのは当然です。アルジュナは現実的に判断する人物ですから、多くの優れた質をそ

なえていましたが、この方法にはどうしても従えないと考えました。王家に生まれ、無数の

美質に恵まれた貴人でもあります。さらに、偉大な戦⼠であり、⻑寿に恵まれ、とりわけ、

最高人格主神・主クリシュナの親友でもありました。5,000年前、アルジュナには私たちよ

りはるかに優れた便宜を与えられていたのですが、このヨーガ法を拒否しています。じっさ

い、アルジュナがこの方法を修練した記録はどこにもありません。ですから、この方法は現

代のカリ時代ではできないもの、と判断すべきです。もちろん、実行する人が希にいるかも

しれませんが、一般人には不可能な要求と言えるでしょう。5,000年前でさえそうだったの

なら、現代にできるものでしょうか？ いろいろな学派や社会でこのヨーガ法をまねている

人たちは、自分は満足しているかもしれませんが、はっきり言えば時間の無駄です。なにを
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ヨーガから望むべきなのか、かれらはなにも知りません。 
 
第第第第34節節節節                                cÄl&/ ih MaNa" k*-Z<a Pa[MaaiQa bl/vÕ*!Ma( ) 

TaSYaah&  iNaGa]h& MaNYae vaYaaeirv  SauduZk-rMa( )) 34 )) 
 

caïcalaà hi manaù kåñëa 

pramäthi balavad dåòham 

tasyähaà nigrahaà manye 

väyor iva su-duñkaram 
 

caïcalam— 揺 れ 動 い て い る ; hi— 確 か に ; manaù— 心 ; kåñëa— ク リ シ ュ ナ よ ; 

pramäthi—動揺している; bala-vat—強い; dåòham—頑固な; tasya—その; aham—私; 

nigraham— 征 服 す る こ と ; manye— 考 え る ; väyoù— 風 の ; iva— 〜 の よ う な ; 

su-duñkaram—困難な。 
 

訳訳訳訳        主クリシュナ。心は落ちつきがなく、荒れ狂い、頑固で、そしてひじ主クリシュナ。心は落ちつきがなく、荒れ狂い、頑固で、そしてひじ主クリシュナ。心は落ちつきがなく、荒れ狂い、頑固で、そしてひじ主クリシュナ。心は落ちつきがなく、荒れ狂い、頑固で、そしてひじょうに強烈ょうに強烈ょうに強烈ょうに強烈

です。私には、風を止めることよりもむずかしく思えます。です。私には、風を止めることよりもむずかしく思えます。です。私には、風を止めることよりもむずかしく思えます。です。私には、風を止めることよりもむずかしく思えます。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        心はひじょうに強くて頑固なため、本来は知性に従うべき心が、ときには知

性に勝つことがあります。現実世界に生き、さまざまな敵対者と戦わなくてはならない人に

とって、心を抑えるのは確かにむずかしいことです。友人にも敵にも、うわべで心の平静を

つくろうことはできても、結局それはふつうの人にできることではありません。荒れ狂う風

を止めることより難しいのですから。ヴェーダ経典（『カタ・ウパニシャッド』第１編・第

３章・第３−４節）でも言われています。 
 

ätmänaà rathinaà viddhi 

çaréraà ratham eva ca 

buddhià tu särathià viddhi 

manaù pragraham eva ca 
 

indriyäëi hayän ähur 

viñayäàs teñu gocarän 

ätmendriya-mano-yuktaà 

bhoktety ähur manéñiëaù 
 

 「個々の魂は肉体という馬車の乗客であり、知性は御者である。心は運転用の道具、諸感
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覚は馬である。自己は心と感覚とのかかわるなかで楽しんだり苦しんだりしている――偉大

な思想家はこのように理解している」。知性は心を導かなくてはなりませんが、心はひじょ

うに強くて頑固なため、強い感染力が薬の効き目に勝るように、ときには知性さえも打ち負

かすことがあります。強力な心はヨーガ修練で抑えられますが、アルジュナのような凡人に

はそのような修練は非実践的です。ならば、いまの人間ができるわけがありません。この節

で使われている比喩は的を射ています。吹いている風はだれもつかまえられません。そして、

荒れ狂う心を捕らえることは、もっとむずかしい。心を抑制するもっともかんたんな方法は、

主チャイタンニャが提唱しているように、「ハレー・クリシュナ」という全人類を救う偉大

なマントラを唱えることです。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第９編・第４章・第

18節）がその方法をしめしています。Sa vai manaù kåñëa-pädäravindayoù（サ ヴァイ マ

ナハ クリシュナ・パーダーラヴィンダヨーホ）。心をクリシュナに完全に没頭させるのです。そのと

き初めて、心を動揺させる活動を捨てさることができます。 
 
第第第第35節節節節                                                    é[q>aGavaNauvac 

ASa&XaYa&  Mahabahae  MaNaae duiNaRGa]h& cl/Ma( ) 
A>YaaSaeNa  Tau k-aENTaeYa vEraGYae<a c Ga*ùTae )) 35 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

asaàçayaà mahä-bäho 

mano durnigrahaà calam 

abhyäsena tu kaunteya 

vairägyeëa ca gåhyate 
 

çré-bhagavän uväca—人格主神が言った; asaàçayam—疑いなく; mahä-bäho—強力無

双 の 者 よ ; manaù— 心 ; durnigraham— 抑 制 し が た い ; calam— 揺 れ 動 い て い る ; 

abhyäsena—練習によって; tu—しかし; kaunteya—クンティーの子よ; vairägyeëa—無執

着によって; ca—もまた; gåhyate—そのように支配できる。 
 

訳訳訳訳        主シュリー・クリシュナが言いました。「クンティーの強力無双の子よ。落ちつ主シュリー・クリシュナが言いました。「クンティーの強力無双の子よ。落ちつ主シュリー・クリシュナが言いました。「クンティーの強力無双の子よ。落ちつ主シュリー・クリシュナが言いました。「クンティーの強力無双の子よ。落ちつ

きのない心を抑制するのはむずかしい、しかし、適切な修練と無執着によってできる」きのない心を抑制するのはむずかしい、しかし、適切な修練と無執着によってできる」きのない心を抑制するのはむずかしい、しかし、適切な修練と無執着によってできる」きのない心を抑制するのはむずかしい、しかし、適切な修練と無執着によってできる」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        頑固な心を抑制することのむずかしさは、アルジュナも口にしましたが、人

格主神も「確かにそうだ」と言います。しかし同時に、修練と無執着で可能だとも言ってい

ます。その修練とは？ 現代では、神聖な場所で静かに座し、心を至高の魂に集中させ、感

覚や心を抑制し、独身を貫き、一人で修行する、などという厳格な規則や原則を守ることは
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できません。しかし、クリシュナ意識を修練によって、９種類の献愛奉仕を実践することが

できます。その献愛奉仕で真っ先にするのが、クリシュナについて聞くということです。こ

れは、心から疑いを取りさって清める強力かつ超越的な方法です。クリシュナについて聞け

ば聞くほど理解は深まり、心をクリシュナから引きはなそうとする考えに囚われなくなりま

す。主と無関係の活動に心が向かないようにすることで、かんたんにヴァイラーギャ

（vairägya）を学ぶことができます。ヴァイラーギャは物質からの無執着、精神的なことに

心を使う、という意味です。非人格論者が言う「精神的無執着」は、心をクリシュナの活動

に執着させる修練よりもむずかしいことです。クリシュナについて聞けば自然に至高の魂に

執着するようになるのですから、だれでもできます。この執着をpareçänubhava（パレーシャ

ーヌバハヴァ）「精神的満足」といいます。それは、空腹だった人が一口食べるごとに感じる

満足感と同じです。なにもなかった胃に食べ物を入れていくうちに、満足と力を感じるよう

になります。同じように、献愛奉仕をすれば心が物質的な対象物から離れていき、神聖な満

足を感じるようになります。巧みな治療と適切な食事療法によって病気を治していく様子に

似ています。ですから、主クリシュナの超越的な活動を聞くことは、狂った心のための熟達

した治療法であり、クリシュナにささげられた食べ物を食べることは、苦しんでいる患者に

用意された適切な食事療法です。これがクリシュナ意識の治療法です。 
 
第第第第36節節節節                                    ASa&YaTaaTMaNaa YaaeGaae duZPa[aPa wiTa Mae MaiTa" ) 

vXYaaTMaNaa  Tau YaTaTaa  XaKYaae_vaáuMauPaaYaTa" )) 36 )) 
 

asaàyatätmanä yogo 

duñpräpa iti me matiù 

vaçyätmanä tu yatatä 

çakyo 'väptum upäyataù 
 

asaàyata— 抑 制 さ れ て い な い ; ätmanä— 心 に よ っ て ; yogaù— 自 己 の 悟 り ; 

duñpräpaù—得がたい ; iti—こうして ; me—私の ; matiù—意見 ; vaçya—支配されて ; 

ätmanä—心によって; tu—しかし; yatatä—努力している間; çakyaù—実践的; aväptum—

到達すること; upäyataù—適切な方法によって。 
 

訳訳訳訳        抑制されていない心を持つ者にとって、自己の悟りはきわめてむずかしい。しか抑制されていない心を持つ者にとって、自己の悟りはきわめてむずかしい。しか抑制されていない心を持つ者にとって、自己の悟りはきわめてむずかしい。しか抑制されていない心を持つ者にとって、自己の悟りはきわめてむずかしい。しか

し、心を抑制し、適切な方法をとおして努力する者に、成功はし、心を抑制し、適切な方法をとおして努力する者に、成功はし、心を抑制し、適切な方法をとおして努力する者に、成功はし、心を抑制し、適切な方法をとおして努力する者に、成功はかならずかならずかならずかならず訪れる。それが訪れる。それが訪れる。それが訪れる。それが

わたしの意見である。わたしの意見である。わたしの意見である。わたしの意見である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高人格主神は、心を物質的活動から無執着にする適切な治療を受けいれな
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い者は、自己を悟る可能性はほとんどない、と断言しています。物質的なことに心を没頭さ

せながらヨーガを修練しようとするのは、水をかけながら火をおこそうとしているようなも

のです。心を抑えずにヨーガ修練をするのは時間の無駄です。これ見よがしのヨーガは、い

い商売にはなっても、精神的な悟りは得られない無用の⻑物です。ですから、心を主への超

越的愛情奉仕に使って抑制しなくてはなりません。クリシュナ意識を実践していなければ、

心を着実に抑制するのは不可能です。クリシュナ意識の人物は特別の努力をしなくてもヨー

ガ修練の結果をかんたんに得ますが、クリシュナ意識でなければ、ヨーガに励むだけでは成

功しません。 
 
第第第第37節節節節                                                        AJauRNa ovac 

AYaiTa"    é[ÖYaaePaeTaae     YaaeGaaÀil/TaMaaNaSa" ) 
APa[aPYa YaaeGaSa&iSaiÖ& k-a& GaiTa& k*-Z<a GaC^iTa )) 37 )) 

 

arjuna uväca 

ayatiù çraddhayopeto 

yogäc calita-mänasaù 

apräpya yoga-saàsiddhià 

käà gatià kåñëa gacchati 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った; ayatiù—不成功の超越主義者; çraddhayä—信念

と共に; upetaù—従事して; yogät—神秘的結合から; calita—逸れて; mänasaù—そのよう

な心を持つ者; apräpya—到達することに失敗して; yoga-saàsiddhim—神秘主義での最高

完成; käm—〜であるもの; gatim—目的地; kåñëa—クリシュナよ; gacchati—到達する。 
 

訳訳訳訳        アルジュナが尋ねました。「主クリシュナ。最初は信念をいだいて自己の悟りのアルジュナが尋ねました。「主クリシュナ。最初は信念をいだいて自己の悟りのアルジュナが尋ねました。「主クリシュナ。最初は信念をいだいて自己の悟りのアルジュナが尋ねました。「主クリシュナ。最初は信念をいだいて自己の悟りの

方法を修練はしたものの、俗念に負けて修練をやめ、神秘的完成の境地に入れなかった方法を修練はしたものの、俗念に負けて修練をやめ、神秘的完成の境地に入れなかった方法を修練はしたものの、俗念に負けて修練をやめ、神秘的完成の境地に入れなかった方法を修練はしたものの、俗念に負けて修練をやめ、神秘的完成の境地に入れなかった

不成功の超越主義者は、どこに不成功の超越主義者は、どこに不成功の超越主義者は、どこに不成功の超越主義者は、どこに行きつく行きつく行きつく行きつくのでしょうか」のでしょうか」のでしょうか」のでしょうか」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        自己の悟りや神秘的境地の道は、『バガヴァッド・ギーター』で説明されて

います。自己を悟る基本原則は、「生命体は肉体ではなく、肉体とは無縁の存在である。生

命体の幸福は喜びと知識に満ちた永遠な生活にある」という知識です。それは肉体と心を超

越した境地です。自己の悟りは、知識の道、８段階の修練、そしてバクティ・ヨーガで得ら

れます。どの方法を選ぶにしても、生命体の本来の立場、失われた神との絆、クリシュナ意

識という最高完成に到達できる活動を理解しなくてはなりません。３つの方法のどれかに従

うことで、遅かれ早かれ至高の目標にかならず到達できます。これが第２章で主によって断
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言されています。超越的な道でどれほどささやかな努力をしても、救われる大きな希望が与

えられます。この３つの方法のなかで、バクティ・ヨーガの道が神を悟るもっとも直接的な

方法であるため、現代には一番ふさわしいと言えます。アルジュナは再確認の意味で、主が

先に言った言葉をもう一度断言してほしいと思っています。自己の悟りの道を真剣に始める

ことはできますが、知識を高める方法や８段階のヨーガ法の修練は、いまではそうかんたん

にできるものではありません。着実に修練しても、いろいろなわけがあって失敗しないとも

かぎらない。ひょっとしたら最初から挑む真剣さが足らないかもしれない。超越的な道を歩

きはじめるのは、幻想の力に対する挑戦です。幻想の力から逃げようとする人に、幻想はい

ろいろな誘惑をしかけて失敗させようとします。条件づけられた魂は、すでに三様式に魅了

されていますから、超越的な規則に従っていてもふたたび足をふみはずすチャンスはいくら

でもあります。これを、yogäc calita-mänasaù（ヨーガーチ チャリタ・マーナサハ）、すなわち「超

越的な道からの逸脱」といいます。アルジュナは自己の悟りの道から逸れたらどうなるのか、

知りたがっていたのです。 
 
第第第第38節節節節                                    k-iÀàae>aYaiv>a]íiX^àa>a]iMav  NaXYaiTa ) 

APa[iTaïae Mahabahae ivMaU!ae b]ø<a" PaiQa )) 38 )) 
 

kaccin nobhaya-vibhrañöaç 

chinnäbhram iva naçyati 

apratiñöho mahä-bäho 

vimüòho brahmaëaù pathi 
 

kaccit— 〜かどうか ; na— ではない ; ubhaya— 両方 ; vibhrañöaù— 〜から逸れて ; 

chinna—分散した; abhram—雲; iva—〜のように; naçyati—消滅する; apratiñöhaù—まっ

たく場所を持たずに; mahä-bäho—強力無双の主クリシュナよ; vimüòhaù—当惑して; 

brahmaëaù—超越性の; pathi—その道で。 
 

訳訳訳訳        強力無双の主クリシュナよ。超越的悟りを得る道から迷って逸れてしまった人物強力無双の主クリシュナよ。超越的悟りを得る道から迷って逸れてしまった人物強力無双の主クリシュナよ。超越的悟りを得る道から迷って逸れてしまった人物強力無双の主クリシュナよ。超越的悟りを得る道から迷って逸れてしまった人物

は、精神・物質どちらの成功も得られず、ちぎれた雲がいずこともなく消えていくようは、精神・物質どちらの成功も得られず、ちぎれた雲がいずこともなく消えていくようは、精神・物質どちらの成功も得られず、ちぎれた雲がいずこともなく消えていくようは、精神・物質どちらの成功も得られず、ちぎれた雲がいずこともなく消えていくよう

に、朽ち果てていくのでしょうか。に、朽ち果てていくのでしょうか。に、朽ち果てていくのでしょうか。に、朽ち果てていくのでしょうか。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ２方向の「発達」があります。物質主義者は超越性には無関心なため、経済

を発展させて豊かになったり、あるいは定められた義務をはたして高位の天体系に高められ

たりすることに興味を持ちます。超越性の道を選ぶと、物質的に幸福になれる活動や儀式を

すべて捨てなくてはなりません。高い目標を目指す超越主義者がその道から逸脱すると、ど
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ちらの道も失ったかのように見えます。物質的な幸福も楽しめず、精神的な成功も得られな

い、という状態です。ちぎれてしまった雲のように、自分の存在そのものが失われるのです。

空に浮かぶ小さな雲が大きな雲に引き寄せられることがあります。しかし、大きな雲に合体

できなければ、風に吹きながされ、広大な空のなかで消えていってしまいます。Brahmaëaù 

pathi（ブラフマナハ パティ）という言葉は、自分の本質は精神的であると知ること、またブラ

フマン、パラマートマー、バガヴァーンとして表わされる至高主の部分体である、と知って

超越的な悟りを得る生き方です。主シュリー・クリシュナは最高の絶対真理者を完璧にそな

える方ですから、至高の人物に身をゆだねる人が成功を達成した超越主義者です。ブラフマ

ンとパラマートマーの悟りを得て人生の目標に到達するには、『バガヴァッド・ギーター』

（第７章・第19節）でbahünäà janmanäm ante（バフーナーンム ジャンマナーンム アンテー）と

言われているように、数知れない誕生をくり返さなくてはなりません。ですから、超越的な

悟りを得るもっともすばらしい道はバクティ・ヨーガ、すなわちクリシュナ意識という直接

の方法です。 
 
第第第第39節節節節                                    WTaNMae  Sa&XaYa&  k*-Z<a  ^etauMahRSYaXaezTa" ) 

TvdNYa" Sa&XaYaSYaaSYa ^etaa Na ùuPaPaÛTae )) 39 )) 
 

etan me saàçayaà kåñëa 

chettum arhasy açeñataù 

tvad-anyaù saàçayasyäsya 

chettä na hy upapadyate 
 

etat— こ れ が 〜 で あ る ; me— 私 の ; saàçayam— 疑 い ; kåñëa— お お ク リ シ ュ ナ ; 

chettum—晴らすこと; arhasi—あなたは求められている; açeñataù—完全に; tvat—あなた

以外に; anyaù—他の者; saàçayasya—その疑いの; asya—これ; chettä—取り除く者; na—

決して〜ない; hi—確かに; upapadyate—見つけられる。 
 

訳訳訳訳        主クリシュナ、主クリシュナ、主クリシュナ、主クリシュナ、これが私の疑いです。どうかこれを完全に晴らしてくだこれが私の疑いです。どうかこれを完全に晴らしてくだこれが私の疑いです。どうかこれを完全に晴らしてくだこれが私の疑いです。どうかこれを完全に晴らしてください。あさい。あさい。あさい。あ

なたなたなたなた以外に、この疑いを打ちくだくことのできる方はいません。以外に、この疑いを打ちくだくことのできる方はいません。以外に、この疑いを打ちくだくことのできる方はいません。以外に、この疑いを打ちくだくことのできる方はいません。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナは、過去・現在・未来を知りつくした方です。『バガヴァッド・

ギーター』の最初で、主は、すべての生命体が過去に個人として存在し、いまも存在し、そ

して将来も個人として存在しつづける、たとえ物質的束縛から解放されたあとでも、と説明

しました。ですから、主は個々の生命体の未来についてすでに明確にしています。いまアル

ジュナが知りたがっているのは、成功できなかった超越主義者の未来です。クリシュナに等
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しく、クリシュナを凌ぐ者はだれもいませんから、物質自然界に翻弄されているいわゆる大

聖者や哲学者など、主と等しくなれるわけがありません。ですから、過去・現在・未来を知

りつくす方であるクリシュナの見解は、あらゆる疑いに対する最終的かつ完璧な回答です

――ところが、だれも主のことを知りません。クリシュナとクリシュナ意識の献愛者だけに、

なにがどうなっているのかが理解できるのです。 
 
第第第第40節節節節                                                    é[q>aGavaNauvac 

PaaQaR  NaEveh  NaaMau}a   ivNaaXaSTaSYa  ivÛTae ) 
Na ih k-LYaa<ak*-Tk-iêÕuGaRiTa&  TaaTa GaC^iTa )) 40 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

pärtha naiveha nämutra 

vinäças tasya vidyate 

na hi kalyäëa-kåt kaçcid 

durgatià täta gacchati 
 

çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; pärtha—プリターの子よ; na eva—決し

て〜そうではない; iha—この物質界で; na—決して〜ない; amutra—来世で; vinäçaù—破

滅; tasya—彼の; vidyate—存在する; na—決して〜ない; hi—確かに; kalyäëa-kåt—吉兆な

活動をする者; kaçcit—誰でも; durgatim—堕落に向かって; täta—私の友人; gacchati—行

く。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が答えました。「プリターの子よ。吉兆なおこないをする超越主義最高人格主神が答えました。「プリターの子よ。吉兆なおこないをする超越主義最高人格主神が答えました。「プリターの子よ。吉兆なおこないをする超越主義最高人格主神が答えました。「プリターの子よ。吉兆なおこないをする超越主義

者は、この世界でも精神界でも決して滅びない。友よ、正義をなす者は悪に倒されない者は、この世界でも精神界でも決して滅びない。友よ、正義をなす者は悪に倒されない者は、この世界でも精神界でも決して滅びない。友よ、正義をなす者は悪に倒されない者は、この世界でも精神界でも決して滅びない。友よ、正義をなす者は悪に倒されない

のだ」のだ」のだ」のだ」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第５章・第17節）で、シュリ

ー・ナーラダ・ムニがヴャーサデーヴァに説いています。 
 

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 

bhajann apakvo 'tha patet tato yadi 

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 

ko värtha äpto 'bhajatäà sva-dharmataù 
 
 「物質的な希望をすべて捨て、最高人格主神に身も心もゆだねた者は、なにも失わず、堕
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落もしない。いっぽう献愛者ではない者が、定められた義務を完全にはたしても、なにも得

られない」。物質的な希望を満たす活動として、経典にもとづく活動と慣習上の活動があり

ます。超越主義者は、クリシュナ意識という精神生活に高められるために物質的活動をすべ

て捨てます。「クリシュナ意識の道をきわめたら最高完成は得られるだろう、しかし、それ

が達成できなければ、物質的なことも精神的なことも失うのではないか」、と反論する人が

いるかもしれません。経典では、定められた義務を遂行できなければその反動で苦しむ、と

教えられています。ですから、超越的な活動を適切に遂行できない場合も、その反動に縛ら

れてしまいます。『シュリーマド・バーガヴァタム』は不成功の超越主義者に「心配するに

およばない」と断言しています。義務がはたせなかった反動に縛られるとしても、なにも失

いません。吉兆なクリシュナ意識は決して忘れられることはなく、その活動をした人は、来

世で劣悪な環境に誕生しても、吉兆な生活が続行できます。いっぽう義務を１から10まで

やりとおしても、クリシュナ意識の活動でなければ、吉兆な結果を得るとはかぎりません。 

この節の意味は次のように理解すべきです。人類は、規則に従う人と規則を無視する人の

２種類に分けられます。来世のことも精神的な解放のことも知らずに動物のように感覚満足

のことしか考えていない人々は、規則を無視した種類に入ります。そして、経典で定められ

た義務という原則に従う人々は、規則に従う種類に入ります。規則を無視する人たちは、文

化的だろうと非文化的だろうと、教養があろうと無教養であろうと、強かろうと弱かろうと、

動物と同じ気質をそなえています。かれらの活動は決して吉兆ではありません。食べる、眠

る、身を守る、性の営みをする、といった動物特有の生活をし、苦しみに満ちた物質存在に

はてしなく縛られているからです。いっぽう、経典の教えどおりに抑制された生活をし、そ

して徐々にクリシュナ意識へ高められる人々はまちがいなく高尚な道を進んでいます。 

吉兆な道に従っている人々は３つに分類できます。すなわち(1) 経典の規則や原則に従っ

て物質的傾向を楽しんでいる人々、(2)物質存在からの窮極の解放を探している人々、(3)ク

リシュナ意識の献愛者たち。物質的な幸福のために経典が定めた規則や原則に従っている人

は、さらに２種類に分けられます。活動の結果を求める人、そして感覚満足をまったく求め

ていない人です。感覚を満たすために果報的活動をする人々は、高い生活水準に――高位の

惑星にでさえ――高められるのですが、物質存在から完全に解放されたわけではないため、

ほんとうに吉兆な道を歩いているとは言えません。吉兆な活動とは、解放に導いてくれる活

動のはずです。窮極の自己の悟りも与えず、物質的な肉体観念の生活からも解放させてくれ

ない活動は、吉兆とは言えません。クリシュナ意識での活動だけが吉兆であり、クリシュナ

意識の道を高めるために身体上不便なことでも進んで受けいれる人は、厳しい苦行に励む完

璧な超越主義者と呼ぶことができます。そして、８段階のヨーガ法はやがてクリシュナ意識

という窮極の悟りに導いてくれますからその修練も吉兆であり、ベストをつくしてその道を



 

41 

 

歩く人は堕落を恐れる必要はありません。 
 
第第第第41節節節節                                Pa[aPYa Pau<Yak*-Taa& l/aek-aNauizTva XaaìTaq" SaMaa" ) 

éucqNaa&   é[qMaTaa&   Gaehe  YaaeGa>a]íae_i>aJaaYaTae )) 41 )) 
 

präpya puëya-kåtäà lokän 

uñitvä çäçvatéù samäù 

çucénäà çrématäà gehe 

yoga-bhrañöo 'bhijäyate 
 

präpya—達成した後; puëya-kåtäm—敬虔な活動をした人々の; lokän—惑星; uñitvä—

住んだ後; çäçvatéù—多くの; samäù—年; çucénäm—敬虔な者の; çré-matäm—裕福な者の; 

gehe—家の中に; yoga-bhrañöaù—自己の悟りの道から逸脱した者; abhijäyate—誕生を得

る。 
 

訳訳訳訳        成功できなかったヨーギーは、敬虔な生命体が住む惑星で⻑い⻑い年月を楽しん成功できなかったヨーギーは、敬虔な生命体が住む惑星で⻑い⻑い年月を楽しん成功できなかったヨーギーは、敬虔な生命体が住む惑星で⻑い⻑い年月を楽しん成功できなかったヨーギーは、敬虔な生命体が住む惑星で⻑い⻑い年月を楽しん

だあと、徳高いだあと、徳高いだあと、徳高いだあと、徳高い家庭や裕福な貴族の家庭に生まれる。家庭や裕福な貴族の家庭に生まれる。家庭や裕福な貴族の家庭に生まれる。家庭や裕福な貴族の家庭に生まれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        不成功に終わったヨーギーは２種類います。ほとんど高められずに逸脱した

者と⻑くヨーガを修練した者です。短期間修練を積んだあとに逸脱したヨーギーは、敬虔な

生命体だけが入ることを許される高位の惑星に到達します。そこで⻑寿を楽しんだあと、ふ

たたび地球に生まれ、徳高いブラーフマナ・ヴァイシャ、あるいは高貴な商人の家庭に生ま

れます。 

ヨーガ修練のほんとうの目的は、クリシュナ意識という最高完成を達成することにあり、

それがこの章の最後の節で説明されています。しかしそこまで耐えることができず、誘惑に

負けて失敗した人でも、主の恩寵で、物質的な思いを充分に満たすことができます。そして

そのあと、徳高い、あるいは高貴な家族に生まれて裕福な生活をする機会が与えられます。

そのような家族に生まれた人々は、自分の置かれた境遇を活かし、完全なクリシュナ意識に

むかって高められる努力を再開するのです。 
 
第第第第42節節節節                                    AQava YaaeiGaNaaMaev ku-le/ >aviTa DaqMaTaaMa( ) 

WTaiÖ  dulR/>aTar& l/aeke- JaNMa  Yadqd*XaMa( )) 42 )) 
 

atha vä yoginäm eva 

kule bhavati dhématäm 
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etad dhi durlabhataraà 

loke janma yad édåçam 
 

atha vä—または; yoginäm—博識な超越主義者達の; eva—確かに; kule—家族の中に; 

bhavati—誕生する; dhé-matäm—高い知識を授けられた者達の; etat—これ; hi—確かに; 

durlabha-taram—非常に希である; loke—この世界で; janma—誕生; yat—〜であるもの; 

édåçam—このような。 
 

訳訳訳訳        あるいは（⻑くヨーガを修練したあとに失敗しても）、優れた知識をそなえた超あるいは（⻑くヨーガを修練したあとに失敗しても）、優れた知識をそなえた超あるいは（⻑くヨーガを修練したあとに失敗しても）、優れた知識をそなえた超あるいは（⻑くヨーガを修練したあとに失敗しても）、優れた知識をそなえた超

越主義者の家族に誕生する。確かに、そのような誕生はこの世界ではきわめてまれ越主義者の家族に誕生する。確かに、そのような誕生はこの世界ではきわめてまれ越主義者の家族に誕生する。確かに、そのような誕生はこの世界ではきわめてまれ越主義者の家族に誕生する。確かに、そのような誕生はこの世界ではきわめてまれなこなこなこなこ

ととととである。である。である。である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ヨーギー、すなわち超越主義者――豊富な知恵に恵まれた人物――の家庭に

生まれる利点がこの節で讃えられています。その家庭に生まれた子どもは、幼いころから精

神的な刺激を受けるからです。とくにアーチャーリャやゴースヴァーミーの場合に言えます。

ひじょうに博識な家庭であるため、伝統と訓練に専心し、やがて精神指導者になります。イ

ンドではアーチャーリャの家族が多数あるのですが、いまでは教育や訓練が行きとどいてい

ないため、ほとんどが堕落してしまっています。それでも主の恩寵で、いまも幾世代にわた

って超越主義者を育てる家庭が残っています。そのような家庭に生まれるのは、もちろん吉

兆なことです。幸運なことに、オーム・ヴィシュヌパーダ・シュリー・シュリーマドゥ・バ

クティシッダーンタ・サラスヴァティー・ゴースヴァーミー・マハーラージャも、そして筆

者も、主の恩寵でそのような家庭に誕生する幸運に恵まれ、どちらも幼いときから主への献

愛奉仕の訓練を受けることができました。やがて両者が、神の摂理のもと、巡りあうことが

できたのです。 
 
第第第第43節節節節                                    Ta}a  Ta& buiÖSa&YaaeGa& l/>aTae PaaEvRdeihk-Ma( ) 

YaTaTae  c TaTaae >aUYa" Sa&iSaÖaE ku-åNaNdNa )) 43 )) 
 

tatra taà buddhi-saàyogaà 

labhate paurva-dehikam 

yatate ca tato bhüyaù 

saàsiddhau kuru-nandana 
 

tatra— そ こ で ; tam— そ れ ; buddhi-saàyogam— 意 識 の 復 活 ; labhate— 得 る ; 

paurva-dehikam—前世の肉体から; yatate—彼は努力する; ca—もまた; tataù—その後; 
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bhüyaù—再び; saàsiddhau—完璧を求めて; kuru-nandana—クルの子よ。 
 

訳訳訳訳        クルの子よ。そのような誕生をしたあと、前世で育てた神聖な意識をよみがえらクルの子よ。そのような誕生をしたあと、前世で育てた神聖な意識をよみがえらクルの子よ。そのような誕生をしたあと、前世で育てた神聖な意識をよみがえらクルの子よ。そのような誕生をしたあと、前世で育てた神聖な意識をよみがえら

せ、完全な成功を収めるためにさらなる努力を再開する。せ、完全な成功を収めるためにさらなる努力を再開する。せ、完全な成功を収めるためにさらなる努力を再開する。せ、完全な成功を収めるためにさらなる努力を再開する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ３度目に優れたブラーフマナの家庭に生まれたバラタ王は、前世の超越的な

意識をよみがえらせた誕生の見本です。バラタ王は世界の皇帝で、その統治以来、地球は半

神のあいだでバーラタ・ヴァルシャ（Bhärata-varña）と呼ばれていました。それ以前はイ

ラーヴリタ・ヴァルシャ（Ilävåta-varña）と呼ばれています。皇帝は、若くして精神的完

成を目指して修行生活に入ったのですが、まっとうすることができませんでした。来世で優

れたブラーフマナの家庭に生まれたかれは、ジャダ・バラタという名前で知られるようにな

りました。いつもだれもいない場所にいて、だれとも話さなかったからです。やがてラフー

ガナ王が、この人物がもっとも偉大な超越主義者であるに気づきました。バラタ王の生涯を

研究すると、超越的な努力、あるいはヨーガの修練は決して無駄にはならないことがわかり

ます。主の恩寵をさずかった超越主義者は、クリシュナ意識の完成を得るまで、くり返し機

会が与えられるのです。 
 

第第第第44節節節節                                    PaUvaR>YaaSaeNa TaeNaEv ih YaTae ùvXaae_iPa Sa" ) 
iJajaSauriPa  YaaeGaSYa  XaBdb]øaiTavTaRTae )) 44 ) 

 

pürväbhyäsena tenaiva 

hriyate hy avaço 'pi saù 

jijïäsur api yogasya 

çabda-brahmätivartate 
 

pürva— 以前の ; abhyäsena— 修練によって ; tena— それによって ; eva— 確かに ; 

hriyate—惹かれる; hi—確かに; avaçaù—自動的に; api—もまた; saù—彼; jijïäsuù—探求

的; api—でさせ; yogasya—ヨーガについて; çabda-brahma—経典の儀式の; ativartate—

超越する。 
 

訳訳訳訳        前世の神聖な意識のおかげで、前世の神聖な意識のおかげで、前世の神聖な意識のおかげで、前世の神聖な意識のおかげで、探しもと探しもと探しもと探しもとめたわけでもないのに、知らないうちにめたわけでもないのに、知らないうちにめたわけでもないのに、知らないうちにめたわけでもないのに、知らないうちに

ヨーガ原則に心惹かれるようになる。探求心旺盛なその超越主義者は、経典にある儀式ヨーガ原則に心惹かれるようになる。探求心旺盛なその超越主義者は、経典にある儀式ヨーガ原則に心惹かれるようになる。探求心旺盛なその超越主義者は、経典にある儀式ヨーガ原則に心惹かれるようになる。探求心旺盛なその超越主義者は、経典にある儀式

的原則をつねに超えた境地にいる。的原則をつねに超えた境地にいる。的原則をつねに超えた境地にいる。的原則をつねに超えた境地にいる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        精神的に高められたヨーギーは、経典が述べる儀式にとくに関心はありませ
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んが、最高のヨーガ完成である完全なクリシュナ意識に導くヨーガの原則に自然に惹かれま

す。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第３編・第33章・第７節）には、高尚な超越主

義者がヴェーダ儀式に頓着しないその様子を次のように説明しています。 
 

aho bata çva-paco 'to garéyän 

yaj-jihvägre vartate näma tubhyam 

tepus tapas te juhuvuù sasnur äryä 

brahmänücur näma gåëanti ye te 
 

 「主よ！ あなたの聖なる名前を唱える人々は、犬を食べるような家庭に生まれても、気

高い精神生活をしています。かれらはあらゆる苦行や儀式を遂行し、すべての聖地で沐浴し、

経典の研究を完結させた違いありません」 

このことでよく知られた人物は、タークラ・ハリダーサをもっとも重要な弟子の一人とし

た主チャイタンニャです。タークラ・ハリダーサはイスラム教の家庭に生まれたのですが、

主チャイタンニャによってナーマーチャーリャ（nämäcärya）の地位に高められました。

それは毎日ハレー 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30万回唱えるという厳

格な誓いを貫いたからです。主の聖なる名前を絶えず唱えていたため、前世では、シャブダ・

ブラフマ（çabda-brahma）というヴェーダ儀式の方法すべてを習得していたと考えられま

す。浄化されていなければクリシュナ意識の原則を受けいれることはできませんし、ハレ

ー・クリシュナという主の聖なる名前を唱えることもできません。 

 
第第第第45節節節節                                    Pa[YaÒaÛTaMaaNaSTau  YaaeGaq  Sa&éuÖik-iLbz" ) 

ANaek-JaNMaSa&iSaÖSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 45 )) 
 

prayatnäd yatamänas tu 

yogé saàçuddha-kilbiñaù 

aneka-janma-saàsiddhas 

tato yäti paräà gatim 
 

prayatnät—厳格な修練によって; yatamänaù—努力している; tu—そして; yogé—その

ような超越主義者; saàçuddha—洗い流して; kilbiñaù—〜のすべての罪の; aneka—多くの

後; janma—誕生; saàsiddhaù—完成に到達して; tataù—その後; yäti—到達する; paräm—

最高の境地; gatim—目的地。 
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訳訳訳訳        そして、さらに道をきわめようと誠実に努力するヨーギーは、あらゆるそして、さらに道をきわめようと誠実に努力するヨーギーは、あらゆるそして、さらに道をきわめようと誠実に努力するヨーギーは、あらゆるそして、さらに道をきわめようと誠実に努力するヨーギーは、あらゆるけがけがけがけがれをれをれをれを

洗いながし、求道生涯を洗いながし、求道生涯を洗いながし、求道生涯を洗いながし、求道生涯をなんどなんどなんどなんどもくり返したはてに完成の域に達し、最高の目標を達成もくり返したはてに完成の域に達し、最高の目標を達成もくり返したはてに完成の域に達し、最高の目標を達成もくり返したはてに完成の域に達し、最高の目標を達成

する。する。する。する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        徳高く、高貴な、あるいは神聖な家族に生まれた人は、ヨーガ修練に適した

環境を自覚するようになります。そして決意を胸に、未完成に終わった自分の本務を再開し、

すべての物質的けがれから自分を徹底的に清めます。やがてあらゆるけがれを洗い清めたあ

と、最高完成、すなわちクリシュナ意識に到達します。クリシュナ意識は、いっさいのけが

れから自由な完璧な境地です。これは『バガヴァッド・ギーター』（第７章・第28節）で

確証されていることです。 
 

yeñäà tv anta-gataà päpaà 

janänäà puëya-karmaëäm 

te dvandva-moha-nirmuktä 

bhajante mäà dåòha-vratäù 
 

 「敬虔なおこないをする生涯をなんどもくり返したあと、すべてのけがれや幻想の二元性

から完全に自由になった人物は、主への超越的な愛情奉仕に励むようになる」 
 

第第第第46節節節節                                TaPaiSv>Yaae_iDak-ae YaaeGaq jaiNa>Yaae_iPa MaTaae_iDak-" ) 
k-iMaR>YaêaiDak-ae   YaaeGaq   TaSMaaÛaeGaq  >avaJauRNa )) 46 )) 

 

tapasvibhyo 'dhiko yogé 

jïänibhyo 'pi mato 'dhikaù 

karmibhyaç cädhiko yogé 

tasmäd yogé bhavärjuna 
 

tapasvibhyaù— 苦 行 者 よ り も ; adhikaù— よ り 偉 大 な ; yogé— そ の ヨ ー ギ ー ; 

jïänibhyaù—賢者よりも ; api—もまた ; mataù—考慮される ; adhikaù—より偉大な ; 

karmibhyaù—果報的活動者よりも; ca—もまた; adhikaù—より偉大な; yogé—そのヨーギ

ー; tasmät—ゆえに; yogé—超越主義者; bhava—そうなれ; arjuna—アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳        ヨーギーは苦行者よりも優れ、経験主義者よりも優れ、果報的活動者よりも優れヨーギーは苦行者よりも優れ、経験主義者よりも優れ、果報的活動者よりも優れヨーギーは苦行者よりも優れ、経験主義者よりも優れ、果報的活動者よりも優れヨーギーは苦行者よりも優れ、経験主義者よりも優れ、果報的活動者よりも優れ

ている。ゆえにアルジュナよ、どのような状況にあっても、ヨーギーであれ。ている。ゆえにアルジュナよ、どのような状況にあっても、ヨーギーであれ。ている。ゆえにアルジュナよ、どのような状況にあっても、ヨーギーであれ。ている。ゆえにアルジュナよ、どのような状況にあっても、ヨーギーであれ。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ヨーガとはすなわち、意識を最高絶対真理者と結びつけることです。その方
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法は、受けいれる特定の方法に応じてさまざまな名前で呼ばれます。結果だけに囚われる（果

報的）活動であればカルマ・ヨーガ、経験にもとづく方法であればギャーナ・ヨーガ、そし

て至高主と献愛奉仕の関係であればバクティ・ヨーガと呼ばれます。バクティ・ヨーガ、す

なわちクリシュナ意識はすべてのヨーガの窮極完成であり、次の節で説明されます。主はこ

の節でヨーガの優越性を確証しているのですが、それがバクティ・ヨーガよりも優れている

とは言っていません。バクティ・ヨーガは精神的知識にあふれているため、ほかの方法はバ

クティ・ヨーガを凌ぐことはできません。自己の知識のない苦行生活は不完全です。至高主

に服従しない経験上の知識もしかり。そして、クリシュナ意識ではない果報的活動は時間の

無駄にすぎません。ですから、この節がしめすもっとも称讃に値するヨーガ修練はバクテ

ィ・ヨーガであり、その事実が次の節でさらに明確に述べられます。 
 
第第第第47節節節節                                    YaaeiGaNaaMaiPa    SaveRza&   MaÓTaeNaaNTaraTMaNaa ) 

é[ÖavaN>aJaTae Yaae  Maa& Sa Mae Yau¢-TaMaae MaTa" )) 47 )) 
 

yoginäm api sarveñäà 

mad-gatenäntar-ätmanä 

çraddhävän bhajate yo mäà 

sa me yuktatamo mataù 
 

 yoginäm—ヨーギーの; api—もまた; sarveñäm—すべての方法の; mat-gatena—私のこ

とをいつも考え、私の内に住んでいる; antaù-ätmanä—自分の中で; çraddhä-vän—完全な

信念で; bhajate—超越的な愛情奉仕をする; yaù—〜である者; mäm—私（最高主）に; saù—

彼; me—私によって; yukta-tamaù—もっとも偉大なヨーギー; mataù—〜と考えられる。 
 

訳訳訳訳        すべてのヨーギーのなかで、心のなかでいつもわたしのことを考え、わたしのうすべてのヨーギーのなかで、心のなかでいつもわたしのことを考え、わたしのうすべてのヨーギーのなかで、心のなかでいつもわたしのことを考え、わたしのうすべてのヨーギーのなかで、心のなかでいつもわたしのことを考え、わたしのう

ちに住み、わたしに超越的な愛情奉仕をしている者が、ヨーガをとおしてわたしともっちに住み、わたしに超越的な愛情奉仕をしている者が、ヨーガをとおしてわたしともっちに住み、わたしに超越的な愛情奉仕をしている者が、ヨーガをとおしてわたしともっちに住み、わたしに超越的な愛情奉仕をしている者が、ヨーガをとおしてわたしともっ

とも親密に結ばれ、すべてのヨーギーのなかでもっとも高い境地にいる。それがわたしとも親密に結ばれ、すべてのヨーギーのなかでもっとも高い境地にいる。それがわたしとも親密に結ばれ、すべてのヨーギーのなかでもっとも高い境地にいる。それがわたしとも親密に結ばれ、すべてのヨーギーのなかでもっとも高い境地にいる。それがわたし

の意見である。の意見である。の意見である。の意見である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節のbhajate（バハジャテー）は重要です。その語源は動詞のbhaj（バハジ）で、

奉仕が必要なときに使われます。英語の「worship・崇拝」はバジと同じ意味では使えませ

ん。崇拝とは、その崇拝に値する人物を崇め、敬意を表わし、讃えることを指します。しか

し、愛情と信念をこめてする奉仕は、とくに最高人格主神のためにあります。立派な人物や

半神の崇拝は避けられますし、無礼者呼ばわりされるだけですみますが、至高主への奉仕を

無視すればそれだけではすまされません。その反動に苦しめられるからです。すべての生命
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体が最高人格主神の部分体であり、至高主に仕えることが全生命体の本務です。これができ

なければ、本来あるべき位置から転落するしかありません。『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』（第11編・第５章・第３節）で次のように確証されています。 
 

ya eñäà puruñaà säkñäd 

ätma-prabhavam éçvaram 

na bhajanty avajänanti 

sthänäd bhrañöäù patanty adhaù 
 

 「全生命体の源である根源の主に仕えず、また定められた主への義務をはたさなければ、

かならず自分本来の立場から転落する」 

この節でもbhajanti（バハジャンティ）という言葉が使われています。ですから、バジャンテ

ィは至高主だけに適用され、いっぽう「崇拝」は半神、あるいはほかの一般の生命体に適用

される言葉です。『シュリーマド・バーガヴァタム』のこの節のavajänanti（アヴァジャー

ナンティ）は、『バガヴァッド・ギーター』にもあります。Avajänanti mäà müòhäù（ア

ヴァジャーナンティ マーンム ムーダハーハ）（『バガヴァッド・ギーター』第９章・第11節）「愚

か者、悪人だけが最高人格主神、主クリシュナを嘲笑する」。そのような愚か者が、主に奉

仕をする気持ちを持たずに『バガヴァッド・ギーター』の解説書を書いたりするのですが、

よくわかっていないかれらは、バジャンティと「崇拝」の意味が正しく判断できません。 

全ヨーガ修練の頂点はバクティ・ヨーガにあります。それ以外のヨーガは、バクティ・ヨ

ーガという究極の境地に辿りつくためにあります。ヨーガとは、じつはバクティ・ヨーガを

指しているのです｡その他のヨーガすべては、バクティ・ヨーガに辿りつく途中段階です。

カルマ・ヨーガから始まってバクティ・ヨーガに終わる⻑い修練が、自己の悟りの⻑い道の

りです。活動の結果に囚われないカルマ・ヨーガが、その道の始まりです。カルマ・ヨーガ

が知識と放棄心によって高まればギャーナ・ヨーガに進みます。ギャーナ・ヨーガがさまざ

まな身体的方法をとおして至高の魂の瞑想が深まればアシュターンガ・ヨーガになります。

アシュターンガ・ヨーガさえ越え、最高人格主神クリシュナの境地まで高められれば、それ

がバクティ・ヨーガ、すなわち頂点です。じっさい、バクティ・ヨーガが窮極目標なのです

が、バクティ・ヨーガを詳細に分析するには、ほかのヨーガも理解しておく必要があります。

ですから進歩的なヨーギーは、永遠で高尚な幸運につながる真の道を歩いています。ある地

点にとどまり、それ以上進まなければ、カルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、デャーナ・ヨ

ーガ、ラージャ・ヨーガ、ハタ・ヨーガなど、特定の名前で呼ばれます。バクティ・ヨーガ

まで来られる幸運な人は、ほかのヨーガをすべて卒業しています。ですから、クリシュナ意

識になることがヨーガの最高境地であり、それは、ヒマラヤ山脈と言えば世界最高の山々を
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指してはいても、そのなかの最高峰のエベレスト山をとくに指しているのと同じです。 

ヴェーダがしめす高尚な境地に入るためにバクティ・ヨーガ、すなわちクリシュナ意識が

受けいれられるのはすばらしい幸運というほかはありません。理想的なヨーギーがひたむき

に心を寄せる相手は、雲の色のように美しい肌を持ち、太陽のように光り輝く蓮華のような

顔を持ち、宝石に飾られた衣服をまとい、体が花輪で飾られているシャーマスンダラと呼ば

れるクリシュナです。あらゆる場所を照らしているのが、ブラフマジョーティと呼ばれる主

の体の華麗な輝ききです。主はラーマ、ヌリシンハ、ヴァラーハ、そして最高人格主神クリ

シュナなどのさまざまな姿で化身し、⺟親のヤショーダーの子として、あたかも人間のよう

に降誕し、そしてクリシュナ、ゴーヴィンダ、ヴァースデーヴァなどの名前で知られていま

す。主は申し分のない子ども、夫、友人、主人であり、あらゆる富と超越的な質に包まれて

います。主のこのような特質を思いつづけている人物が最高のヨーギーです。 

このヨーガの最高完成はバクティ・ヨーガだけによって達成でき、そのことがすべてのヴ

ェーダ経典で確証されています。 
 

yasya deve parä bhaktir 

yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù 

prakäçante mahätmanaù 
 

 「主と精神指導者に絶対的な信念を持つ偉大な魂だけに、ヴェーダ知識のあらゆる意義が

おのずとしめされる」 

Bhaktir asya bhajanaà tad ihämutropädhi-nairäsyenämuñmin manaù-kalpanam, 
etad eva naiñkarmyam「バクティとは、現世でも来世でも物質的富を求めることのない主

への献愛奉仕を指す。そのような物質的な望みをことごとく捨てさり、心を至高主に没頭さ

せなくてはならない。それがナイシュカルミャ（naiñkarmya）の意味である」（『ゴーパ

ーラ・ターパニー・ウパニシャッド』第１章・第15節）。 

これがバクティという最高完成のヨーガ法、すなわちクリシュナ意識を修練する方法です。 

 

 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６

章、「デャーナ・ヨーガ」に関する要旨解説を終了します。 


