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序序序序    章章章章    
 

oà ajïäna-timirändhasya 

jïänäïjana-çaläkayä 

cakñur unmélitaà yena 

tasmai çré-gurave namaù 
 

çré-caitanya-mano-'bhéñöaà 

sthäpitaà yena bhü-tale 

svayaà rüpaù kadä mahyaà 

dadäti sva-padäntikam 
 

 無知の暗闇のなかに生まれた私を、精神指導者は知識という明かりで私の目を開けてくだ

さいました。そのような師に心からの敬意を表します。主チャイタンニャの望みを満たす使

命を物質界に確立されたシュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミー・プラブパーダは、いつ私

をその蓮華の御足のもとで守ってくださるのでしょうか。 
 

vande 'haà çré-guroù çré-yuta-pada-kamalaà çré-gurün vaiñëaväàç ca 

çré-rüpaà sägrajätaà saha-gaëa-raghunäthänvitaà taà sa-jévam 

sädvaitaà sävadhütaà parijana-sahitaà kåñëa-caitanya-devaà 

çré-rädhä-kåñëa-pädän saha-gaëa-lalitä-çré-viçäkhänvitäàç ca 
 

 私は、精神指導者とすべてのヴァイシュナヴァの蓮華の御足に尊敬の礼を捧げます。また、

シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーの蓮華の御足に、その兄のサナータナ・ゴースヴァ

ーミーに、またラグナータ・ダーサとラグナータ・バッタ、ゴーパーラ・バッタ、シュリー

ラ・ジーヴァ・ゴースヴァーミーに尊敬の礼を捧げます。私は、主クリシュナ・チャイタン

ニャと主ニッテャーナンダに、そしてアドゥヴァイタ・アーチャーリャ、ガダーダラ、シュ

リーヴァーサ、他の交流者に尊敬の礼を捧げます。私は、シュリーマティー・ラーダーラー

ニーとシュリー・クリシュナ、お二人のそばづかえであるシュリー・ラリターとヴィシャー

カーに尊敬の礼を捧げます。 
 

he kåñëa karuëä-sindho 

déna-bandho jagat-pate 

gopeça gopikä-känta 

rädhä-känta namo 'stu te 
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 いとしいクリシュナよ。あなたは苦しむ者の友、創造の源です。ゴーピーたちの主人、そ

してラーダーラーニーがこよなく愛するお方です。心からあなたに敬意を捧げます。 
 

tapta-käïcana-gauräìgi 

rädhe våndävaneçvari 

våñabhänu-sute devi 

praëamämi hari-priye 
 

 溶けた⻩⾦のような肌⾊をし、ヴリンダーヴァナの⼥王であるラーダーラーニーに敬意を

捧げます。あなたはヴリシャバーヌ王の令嬢であり、また主クリシュナが心から愛されてい

るお方です。 
 

väïchä-kalpatarubhyaç ca 

kåpä-sindhubhya eva ca 

patitänäà pävanebhyo 

vaiñëavebhyo namo namaù 
 

 主のすべてのヴァイシュナヴァの献愛者に尊敬の礼を捧げます。彼らは望みの木のように、

だれもの望みを叶え、堕落した魂たちにかぎりない哀れみの心をお持ちです。 
 

çré-kåñëa-caitanya 

prabhu-nityänanda 

çré-advaita gadädhara 

çréväsädi-gaura-bhakta-vånda 
 

 シュリー・クリシュナ・チャイタンニャ、プラブ・ニッテャーナンダ、シュリー・アドゥ

ヴァイタ、ガダーダラ、シュリーヴァーサ、そして献愛奉仕に励むすべての献愛者に尊敬の

礼を捧げます。 

hare kåñëa hare kåñëa 

kåñëa kåñëa hare hare 

hare räma hare räma 

räma räma hare hare 
 

 『バガヴァッド・ギーター』は『ギートーパニシャッド』という名前でも知られています。

ヴェーダ知識の真髄であり、ヴェーダ経典のなかでもっとも重要なウパニシャッドの一つで

す。『バガヴァッド・ギーター』の英語の解説書は数知れずあるのだから、新しいものを作

る必要性があるのだろうか、と疑問を呈する人がいるかもしれません。今回の出版にはきっ
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かけがあります。先日、アメリカ人の⼥性から、どの『バガヴァッド・ギーター』を読めば

いいのでしょうか、と尋ねられました。アメリカには英語版の『バガヴァッド・ギーター』

はいくらでもあるのですが、見てきたかぎり、アメリカ版でもインド版でも同じで、正しい

典拠にもとづいていると太鼓判を押せるものは一つもありません。なぜなら、『バガヴァッ

ド・ギーター』をありのままに伝えるという真髄に徹することなく、自分の意見を表現して

いるものしかないからです。 

 『バガヴァッド・ギーター』の真意は『バガヴァッド・ギーター』そのもののなかに表現

されています。それはこのように表現できるでしょう――薬を飲むとき、まず、ラベルに書

いてある指示に従わなくてはならない、と。自分の思いこみで、あるいは友人の指示に従っ

て飲むべきではありません。ラベルや医師の処方箋どおりに飲むのが正しい方法です。同じ

ように、『バガヴァッド・ギーター』は、その語り手である主自身が示しているとおりに受

けいれなくてはならないのです。『バガヴァッド・ギーター』の語り手は主シュリー・クリ

シュナです。主はこの本の全頁をとおして、最高人格主神・バガヴァーン（bhagavän）と

して表現されています。もちろん、バガヴァーンという言葉は、力を持つ人物、あるいは力

を持つ半神を指すこともありますが、この本で使われているバガヴァーンは主シュリー・ク

リシュナを「偉大な人物」として特定していると同時に、最高人格主神として理解しなくて

はなりません。それは、シャンカラーチャーリャ、ラーマーヌジャーチャーリャ、マドゥヴ

ァーチャーリャ、ニンバールカ・スヴァーミー、シュリー・チャイタンニャ・マハープラブ

という偉大なアーチャーリャ（精神指導者）たちがこぞって、そしてインドのヴェーダ知識

の権威者たちがこぞって確証していることです。主自ら、この『バガヴァッド・ギーター』

で自分を最高人格主神であることを立証していますし、『ブラフマ・サムヒター』やすべて

のプラーナ、特に『バーガヴァタ・プラーナ』とも呼ばれる『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』は kåñëas tu bhagavän svayam（クリシュナス トゥ バハガヴァーン スヴァヤンム）（第１編・

第３章・第 28 節） という言葉で確証しています。ですから私たちは、最高人格主神が自

ら説いているように『バガヴァッド・ギーター』を受けいれなくてはなりません。第４章の

第１−３節で主は次のように述べています。 
 

imaà vivasvate yogaà 

proktavän aham avyayam 

vivasvän manave präha 

manur ikñväkave 'bravét 
 （BG 第４章・第１節） 

 

evaà paramparä-präptam 

imaà räjarñayo viduù 
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sa käleneha mahatä 

yogo nañöaù parantapa 
 （BG 第４章・第２節） 

 

sa eväyaà mayä te 'dya 

yogaù proktaù purätanaù 

bhakto 'si me sakhä ceti 

rahasyaà hy etad uttamam 
（BG 第４章・第３節） 

 

 これらの節で主はアルジュナに、このヨーガ法、すなわち『バガヴァッド・ギーター』は

最初に太陽神に語られ、太陽神はマヌに、マヌはイクシュヴァークに伝え、このようにして、

すなわち師弟継承をとおして、一人の語り手から次の語り手へと受けつがれてきた、と教え

ています。しかし、時がたつにつれてその継承は絶たれ、ふたたび話す必要があったため、

主はクルクシェートラという戦場でアルジュナに語ったのです。 

 主はアルジュナに、「あなたは献愛者で、わたしの友人だからこの至高の秘密を説いてい

る」と言います。この言葉の意味は、『バガヴァッド・ギーター』は特に主の献愛者のため

に用意されている文献であることを指しています。超越主義者には３種類、すなわちギャー

ニー（jïäné・非人格論者）、ヨーギー（yogé・瞑想者）、バクタ（bhakta・献愛者）がい

ます。そして主はアルジュナに向かって、かつての継承は途絶えているために、あなたをこ

の新しいパランパラー（paramparä・師弟継承）の最初の受けとり人とする、と宣言して

います。ですから、太陽神から次の後継者に伝えられてきた同じ思考のパランパラーに、別

の継承を確立させるのは主の意志だったのです。そして主の教えがアルジュナによって新し

く次の世代に伝えられることも、主の意志でした。主はアルジュナを『バガヴァッド・ギー

ター』を理解する権威者にしたかったのです。ですから、『バガヴァッド・ギーター』がア

ルジュナに説かれたのは、特にアルジュナが主の献愛者であり、直接の生徒であり、そして

親友だったからという背景がありました。『バガヴァッド・ギーター』は、アルジュナのよ

うな気質をそなえた人物から聞くことで正しい理解が得られます。それはすなわち、教える

者は主と結ばれた献愛者でなければならない、ということです。献愛者になれば主とのあい

だに直接の関係が築かれる、ということでもあります。これは充分な説明が必要になる主題

であり、献愛者は次の５つの形のどれかで最高人格主神と関係を持っている、と要約できま

す。 
 

  1.  神への畏怖の念はあっても特に奉仕はしていない献愛者 

  2.  積極的に奉仕をする献愛者 
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  3.  友人としての献愛者 

  4.  両親としての献愛者 

  5.  恋人としての献愛者 
 

 アルジュナは主と友人関係にありました。ここで心得ておくべきことは、この友人関係と、

物質界の友人関係には大きな違いがあるという点です。クリシュナとアルジュナは超越的な

友人関係にあり、だれでも手にいれられるわけではありません。もちろんだれでも主と特定

の関係を持っており、その関係は、献愛奉仕を完成させることでよみがえります。しかし今

の私たちは、至高主のことは言うまでもなく、至高主との永遠な絆も忘れています。無数の

生物すべてが主と永遠に、特定の関係を持っています。それをスヴァルーパ（svarüpa）と

いいます。献愛奉仕をとおして、そのスヴァルーパをよみがえらせることができ、その境地

をスヴァルーパ・シッディ（svarüpa-siddhi）「自分本来の境地の完成」といいます。アル

ジュナは献愛者でしたし、至高主と友人関係として結ばれていました。 

 アルジュナが『バガヴァッド・ギーター』を受けいれたことを特筆しなくてはなりません。

その言葉は第 10 章（第 12−14 節）にあります。 
 

arjuna uväca 

paraà brahma paraà dhäma 

pavitraà paramaà bhavän 

puruñaà çäçvataà divyam 

ädi-devam ajaà vibhum 
 

ähus tväm åñayaù sarve 

devarñir näradas tathä 

asito devalo vyäsaù 

svayaà caiva bravéñi me 
 

sarvam etad åtaà manye 

yan mäà vadasi keçava 

na hi te bhagavan vyaktià 

vidur devä na dänaväù 
 

 「アルジュナが言います。『あなたは最高人格主神、究極の住居、もっとも純粋な方、絶

対真理者です。そして、永遠で、超越的で、根源の人物で、生まれることもなく、またもっ

とも偉大な方です。ナーラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサといった偉大な聖者たちがこ

ぞってあなたに関するこの真理を確証しています。そして今、ご自身でそのことを私に宣言
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されているのです。主クリシュナよ。これまで話してくださったことを私はすべて真理とし

て受けいれます。主よ。半神も悪魔も、あなたを知ることはできません』」 

 アルジュナは、最高人格主神から『バガヴァッド・ギーター』を聞き、クリシュナを paraà 

brahma（パランム ブラフマ）「至高のブラフマン」として受けいれました。生命体はすべてブ

ラフマンですが、至高の生命体、すなわち最高人格主神は至高のブラフマンです。Paraà 

dhäma（パランム ダハーマ）は、主は至高の安らぎの場所、一切万物の居住地という意味です。

Pavitram（パヴィトゥランム）は「純粋で、物質的けがれがない」、puruñam（プルシャンム）は「至

高の享楽者」、çäçvatam（シャーシュヴァタンム）は「根源の方」、divyam（ディヴャンム）は「超

越的な方」、ädi-devam（アーディ・デーヴァンム）は「最高人格主神」、ajam（アジャンム）は「生

まれることのない方」、vibhum（ヴィブフンム）は「もっとも偉大な方」、という意味です。 

 「クリシュナはアルジュナの友人だから、お世辞を言っているのではないか」と考える人

がいるかもしれません。しかしアルジュナは、読者の疑いを取りのぞくために、次の節で明

言しています。「クリシュナを最高人格主神として受けいれているのは、私のほかにもナー

ラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサデーヴァという権威者たちがいる」。ヴェーダ知識を

ありのままに広め、そしてアーチャーリャたちもこぞって受けいれている偉大な人物たちば

かりです。ですからアルジュナはクリシュナに、主の言葉すべてを完璧な教えとして受けい

れる、と言ったのです。Sarvam etad åtaà manye（サルヴァンム エータドゥ リタンム マニェー）

「私は、あなたが語られたことをすべて真実として受けいれます」。またアルジュナは、主

という人物を理解するのはひじょうに難しく、偉大な半神たちにでさえわからない、と言い

ます。これは、主は人間を超えた偉大な人々にでさえわからない、ということです。ならば、

献愛者にならずにどうして主シュリー・クリシュナが理解できるものでしょうか。 

 ですから『バガヴァッド・ギーター』は、愛情奉仕をしながら理解すべきものです。自分

はクリシュナと等しいとか、クリシュナはふつうの生命体、または並はずれた偉大な一人の

人間、などと考えるべきでもありません。主シュリー・クリシュナは最高人格主神なのです。

ですから、『バガヴァッド・ギーター』あるいはアルジュナの言葉から『バガヴァッド・ギ

ーター』の真意を理解しようとする人は、少なくとも、シュリー・クリシュナが最高人格主

神であることを理論的にでも受けいれるべきであり、そのような謙虚さがあれば『バガヴァ

ッド・ギーター』を理解することができます。謙虚な心で読まなければ、『バガヴァッド・

ギーター』は不可解で、神秘のヴェールにつつまれた本でしかありません。 

 そもそも、『バガヴァッド・ギーター』とはどのような本なのでしょうか？ この本の主

眼は、人類を物質存在という無知から救いだすことにあります。だれもがさまざまな問題に

悩まされています。アルジュナも、クルクシェートラの戦場で「戦うか否か？」と苦境に陥

っていました。そしてシュリー・クリシュナに身を委ね、だからこそ『バガヴァッド・ギー

ター』が語られました。アルジュナだけではありません、私たち一人残らず、ただ物質存在
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に住んでいるだけで生じる困難にさらされています。実は、私たちは「存在していない世界」

に存在しています。そして、この存在しない世界に「脅かされることのない本質」をそなえ

ています。永遠な存在なのです。しかしいつのまにか、asat（アサトゥ）の世界に入れられま

した。アサトゥは「存在しない物」という意味です。 

 苦しんでいる無数の人間のなかで、一握りの人が自分の生きざまについて考え、私はだれ

だろう、どうしてこのような苦境に陥ってしまったのだろう、などと自らに問いかけます。

苦しんでいることを自覚しなければ、そして苦しみたくない、いやその苦しみを解決したい、

と自覚しなければ完璧な人間とは言えません。このような質問ができてこそ「人間」と呼ば

れるのです。『ブラフマ・スートラ』ではこの質問をブラフマ・ジギャーサー（brahma jijïäsä）

と呼んでいます。Athäto brahma jijïäsä（アタハートー ブラフマ ジギャーサー）。人がなにをし

ようと、絶対者について問わなければその人生は失敗である、と言われています。ですから、

なぜ苦しむのか、どこから自分は来たのか、死んだあとどこに行くのか、と問える人が『バ

ガヴァッド・ギーター』を理解するにふさわしい生徒です。誠実な生徒は、最高人格主神へ

の深い尊敬の念も持たなくてはなりません。そのような生徒がアルジュナでした。 

 主クリシュナは、人類が人生の真の目的を忘れてしまったとき、その目的を再確立させる

ために降誕します。しかし、目覚めた無数の人たちのなかでも、自分の本当の境地を知りた

いと切望する人はほんの一握りで、『バガヴァッド・ギーター』はその人のために語られま

した。私たちは無知という恐ろしい⻁に飲みこまれてしまいましたが、主はあらゆる生命体

に、特に人間に深い慈悲のまなざしを向けています。この理由から、主は友人のアルジュナ

を生徒として選び、『バガヴァッド・ギーター』を教えました。 

 主クリシュナの交流者だったアルジュナが無知に陥るわけがありません。ところが、クル

クシェートラの戦場でそれが起こりました。しかしそれにはわけがあります。アルジュナが

人生の問題について尋ね、主クリシュナがその解決策を説明することで、未来の人間が恩恵

を授かって生涯の計画を設計できる――それが主の配慮でした。そのように行動すれば人と

しての使命がまっとうできるのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』の主題を理解するには、５つの基本的な真理も知る必要があ

ります。まず神の科学について、次に生命体・ジーヴァの本来の立場について説明されてい

ます。イーシュヴァラ（éçvara）「支配者」がいて、支配される側にいるジーヴァ（jéva・

生命体）がいます。私は支配されていない、自由だ、と言う人がいれば、それは正気の沙汰

とは思えない言葉です。あらゆる状況で、少なくとも条件づけられた生活のなかで支配され

ているはずです。ですから、『バガヴァッド・ギーター』は、イーシュヴァラ「至高の支配

者」、ジーヴァ「支配される生命体」という主題を扱っています。プラクリティ（prakåti・

物質自然界）と時（全宇宙の存続期間、あるいは物質自然界の表われ）、そしてカルマ

（karma・活動）についても説明されています。宇宙現象界ではありとあらゆる活動がな
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されています。生命体すべてがさまざまな活動をしているのです。『バガヴァッド・ギータ

ー』を読んで、神はどういう存在か、生命体はどういう存在か、プラクリティとはなにか、

宇宙現象界とはなにか、どのように時によって支配されているのか、生命体の活動とはなに

か、などについて学ばなくてはなりません。 

 『バガヴァッド・ギーター』のこの５つの基本的主題のなかでも、最高主神・クリシュナ、

すなわちブラフマン・至高の支配者、パラマートマーは――名前はそれぞれ違っても――全

生命体の筆頭者です。生命体は質から見れば至高の支配者と同じです。たとえば主は、物質

自然界の宇宙の機能を支配しており、そのことが『バガヴァッド・ギーター』の後半の章で

説明されています。物質自然界は独立して機能しているわけではありません。主クリシュナ

が言っています、mayädhyakñeëa prakåtiù süyate sa-caräcaram（マヤーデャクシェーナ プラク

リティヒ スーヤテー サ・チャラーチャランム）「この物質自然界はわたしの指示で動いている」と。

宇宙自然界で素晴らしいことが起こる様を見て、その背後には一人の支配者がいる、と判断

しなくてはなりません。支配されていなければ、なにも起こらないはずです。支配者がいる、

と考えないのは子どもです。子どもの目に映る自動車は、馬にもほかの動物にも引かれてい

ないのに走る不思議な乗り物ですが、よくわかっている人は、自動車は機械だから走るのは

あたりまえ、と考えます。機械が動いていれば、それを動かしている操縦者という人間がい

る、と判断できるのです。同じように、すべてが機能するその原因を指揮しているのが至高

主です。さて、ジーヴァ・生命体は、後の章で説明されるように、主の部分体です。⾦の塊

も⾦、海の１滴もやはり塩を含んでいるように、私たち生命体も、至高の支配者・イーシュ

ヴァラ、バガヴァーン、主シュリー・クリシュナの部分体ですから、至高主が持つすべての

特質をわずかにそなえています。私たちも小さなイーシュヴァラ、依存するイーシュヴァラ

だからです。今、科学者が宇宙や惑星を支配しようとしているように、私たちには自然を支

配しようとする気持ちがありますが、それは、クリシュナのなかにその気質があるからです。

しかし、この世を支配しようとする傾向はあっても、最高の支配者ではないこともよく心得

ておかなくてはなりません。このことも『バガヴァッド・ギーター』で説明されています。 

 物質自然界とはなんでしょうか？ 『バガヴァッド・ギーター』は「劣性のプラクリティ・

自然」と呼んでいます。生命体は優性のプラクリティです。プラクリティは、劣性・優性ど

ちらもつねに支配されています。プラクリティは⼥性のことで、妻が夫に支配されているよ

うに、プラクリティはいつも主に支配される側にあります。支配者である主に従属する、支

配される側にいる、ということです。生命体と物質自然界はどちらも至高主によって支配さ

れています。『バガヴァッド・ギーター』によると、生命体は至高主の部分体ではあっても、

プラクリティと見なされています。第７章でそのように明言されています。Apareyam itas 

tv anyäà prakåtià viddhi me paräm/ jéva-bhütäm（アパレーヤンム イタス トゥヴ アニャーンム 

プラクリティンム ヴィッディ メー パラーンム/ジーヴァ・ブフータンム）「この物質自然界はわたしの劣
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性のプラクリティだが、そのプラクリティを超えた別の prakåti-jéva-bhütäm（プラクリティ・

ジーヴァ・ブフーターンム）・生命体が存在する」。 

 物質自然界は３つの質、すなわち徳の様式、激情の様式、無知の様式で構成されています。

その三様式の上に永遠なる「時」があり、三様式と、永遠な時による支配と権限によって、

「カルマ」と呼ばれる活動が生じます。なにかをすれば、その結果しだいで楽しんだり苦し

んだりする――この流れは太古の昔から途切れることなく行なわれてきました。たとえば、

私が実業家として知恵を使って必死に働き、貯⾦をためれば「楽しむ者」になりますが、そ

の貯⾦を仕事ですべて失えば「苦しむ者」になります。同じように、生涯をとおして、私た

ちは仕事の結果を楽しんだり、結果で苦しんだりします。これがカルマです。 

 イーシュヴァラ（Éçvara・至高主）、ジーヴァ（jéva・生命体）、プラクリティ（prakåti・

自然界）、カーラ（käla・永遠なる時）、カルマ（karma・活動）のことはすべて『バガ

ヴァッド・ギーター』で説明されています。この５つのなかで、主、生命体、物質自然界、

時、は永遠です。いっぽうプラクリティは一時的な表われであって、「偽りである」と決め

つけることはできません。物質自然界の表われは偽りだと言う哲学者もいますが、『バガヴ

ァッド・ギーター』、あるいはヴァイシュナヴァ哲学は別の言い方をします。「世界の現象

は現実に存在している。偽りではない。しかし一時的に表われている」という考え方です。 

 例えるならば、空を横ぎる雲、あるいは穀物を養う雨期の到来です。雨期が過ぎ、あるい

は雲が去っていけば、雨が養った作物はやがて枯れてしまいます。同じように、この物質現

象界はある特定の間隔をおいて創造され、しばらく維持され、やがて消滅します。それがプ

ラクリティによって生じています。しかし、この循環は永遠に繰り返されています。だから、

プラクリティは永遠なのです。偽りではありません。主はここで「わたしのプラクリティ」

と言います。この物質自然界は至高主から分離したエネルギーですが、生命体の場合、分離

しているのではなく、永遠の関係を保ち、また至高主のエネルギーでもあります。ですから

主、生命体、物質自然界、時は、どれも相互に関係があり、また永遠です。しかし、カルマ

は永遠ではありません。カルマの影響は確かに古くから続いています。遠い昔から続く活動

のために、私たちは苦しんだり楽しんだりしていますが、カルマ・活動の結果は変えられる

のであり、またそれは知識を正しく理解するかどうかにかかっています。だれもがさまざま

な活動をしています。その活動の動・反動から解放されるためになにをしたらいいのか、も

ちろん私たちにはわかりませんが、『バガヴァッド・ギーター』では説明されています。 

 至高主・イーシュヴァラは「至高の意識」です。生命体・ジーヴァは、至高主の部分体で

すから、やはり意識をそなえています。生命体と物質自然界はどちらも至高主の力・プラク

リティと説明されていますが、ジーヴァのほうには意識があります。プラクリティそのもの

に意識はありません。そこが違いです。ですから、ジーヴァ・プラクリティが優性のエネル

ギーと言われるのは、主の意識と似た意識をそなえているからです。主の意識は至高の意識
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ですが、ジーヴァ・生命体も至高の意識をもっている、とは言えません。生命体は完成の境

地に到達しても至高の意識をそなえることはありませんし、「そうなる」という考えは人を

間違って導く理論です。意識は確かにありますが、完璧、あるいは至高の意識ではありませ

ん。 

 ジーヴァとイーシュヴァラの違いは『バガヴァッド・ギーター』の第 13 章で説明されて

います。主はクシェートゥラ・ギャ（kñetra-jïa）「意識」であり、また生命体も意識を持

っていますが、生命体は自分の肉体だけを意識し、主はすべての体を意識しています。主は

全生物の心臓のなかに住んでいるため、各ジーヴァの体の動きを知りつくしています。私た

ちはこの事実を決して忘れてはなりません。また、パラマートマー、最高人格主神はすべて

の生物の心臓にイーシュヴァラ・支配者として住んでおり、生命体が望むとおりにさまざま

な指示を与えています。生命体はなにをすべきか忘れています。まずある方法で活動するこ

とを決め、次に、自分のカルマの動・反動に縛られます。肉体を捨てたあと別の体に入って

いきますが、それは服を着替えるのと同じです。魂はこうして転生しながら、自分の過去の

活動の動・反動で苦しみます。この活動は生命体が徳の様式に、つまり健全な心理状態にい

るときに変えられるのであり、そしてなにをすればいいのかが理解できるようになります。

そうすれば、過去の活動の動・反動を変えることができます。だからカルマは永遠ではない、

と言えるのです。そして５つの要素（イーシュヴァラ、ジーヴァ、プラクリティ、時、カル

マ）のうち、４つは永遠で、カルマは永遠ではない、と結論できます。 

 至高の意識のイーシュヴァラは、生命体と似た点があります。主の意識も生命体の意識も

超越的だということです。意識は、物質要素が合わさって作られたわけではありません。そ

うではないのです。物質が結合する過程で意識が発達していった、という理論は『バガヴァ

ッド・ギーター』の教えと一致していません。意識は物質的環境のために歪められて表われ

ています。光が⾊のついたガラスを通過すると、出てくる光はその⾊を帯びているのと同じ

ですが、主の意識は物質には影響されません。主クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』

（第９章・第 10 節）で mayädhyakñeëa prakåtiù（マヤーデャクシェーナ プラクリティヒ）と言い

ます。主は物質宇宙に降誕しても、その意識は物質の影響を受けません。受けてしまうので

あれば、『バガヴァッド・ギーター』で示されるような教えを説くことはできないはずです。

物質にけがされている意識を持つ者は、超越的世界について話すことはできません。つまり、

主は物質的なけがれを受けていない、ということです。今、私たちの意識は物質にけがされ

ており、『バガヴァッド・ギーター』は、そのけがれた意識を清めなくてはならない、と説

いています。純粋な意識を持つ人物の振る舞いはイーシュヴァラの意志と一致し、その意識

が私たちを幸せにしてくれます。活動をすべてやめる必要はありません。やめるのではなく、

清めるのです。その清められた活動がバクティ（bhakti）と呼ばれます。それはふつうの活

動に見えますが、物質のけがれを超越しています。貧弱な知識しかない無知な人は、献愛者
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もふつうの人間と同じように活動したり仕事をしたりしていると考えますが、献愛者や主が

することは不純な意識や物質に穢れていないことを知りません。自然界の三様式を超えてい

る活動なのです。しかし、今の私たちの意識がけがれている点は、よく理解しておかなくて

はなりません。 

 物質に穢（けが）れた状態にいる人は、条件づけられている、と呼ばれます。間違った意識

は、「私は物質自然界の産物である」という考えとなって現われます。これが偽の自我です。

肉体観念に没頭している人は、自分の置かれた状況が理解できません。『バガヴァッド・ギ

ーター』は私たちを肉体観念から解放させるために話され、アルジュナは、主の教えを受け

いれるためにその状態に自ら入りました。私たちは肉体観念の生活から抜けださなくてはな

りません。それが超越主義者になるための予備的活動です。自由になりたい、解放されたい

と願う人は、まず「自分は肉体ではないこと」を学ばなくてはなりません。ムクティ・解放

とは、物質的意識から自由になることです。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第２編・

第 10 章・第６節）も解放の意味を定義しています。Muktir hitvänyathä-rüpaà svarüpeëa 

vyavasthitiù。ムクティとは、この物質界のけがれた意識から解放され、純粋な意識に立脚

することです。『バガヴァッド・ギーター』の教えすべては、この純粋な意識を目覚めさせ

るためにあり、『バガヴァッド・ギーター』を語りおえたクリシュナはアルジュナに、「今、

あなたは純粋な意識にあるか」と尋ねました。純粋な意識とは、主の教えと調和した行動を

とる、という意味で、これが浄化された意識の要約です。私たちは主の部分体ですから、す

でに意識を持っているのですが、どうしても劣性の様式に影響されてしまう質をそなえてい

ます。しかし主は至高者ですから、絶対に影響されません。それが至高主と小さな個々の魂

の違いです。 

 この「意識」とはなんでしょうか？ それは、「私は〜である」という感覚です。では、

その「私」とは？ けがれた状態にある魂の「私は〜である」という思いは、「私は、目に

見えるものすべての主人である」「私は享楽者である」という考えに囚われています。世界

情勢が動くのは、すべての生命体が「自分こそ物質界の主人・創造者である」と考えている

からです。物質的意識は２つの心理状態に分けられます。一つは「私は創造者である」、も

う一つは「私は享楽者である」という考え方です。しかし実は、至高主だけが創造者で享楽

者という両方の質をそなえており、生命体は至高主の部分体ですから、創造者でも享楽者で

もなく、「協力者」です。創られ、楽しまれる側にいる、ということです。例えば、機械の

各部品は機械全体に協力しています。また体の各部は体全体に協力しています。手、足、目

などは肉体の一部ですが、楽しんでいるわけではありません。胃が楽しむ者です。足が体を

運び、手が⾷べ物をつかみ、⻭がかみくだき、こうして体の部分すべてが胃を満たすために

動いています。胃が体の各器官に滋養を与えるもっとも大切な器官だからです。だからすべ

てが胃に送られるのです。木に栄養を与えるには根に水を注がなくてはなりませんし、胃に
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⾷べ物を与えることで体全体を養うことができます。体を健康に保つためには、まず体の各

部分が協力しあって胃に⾷べ物を与えなくてはなりません。同じように、至高主が享楽者で

創造者ですから、依存する側にいる私たち生命体は主を満足させるために協力する立場にあ

ります。協力してこそ、私たち自身が助かるのであり、それは胃が⾷べ物を消化すれば体の

各部分も助かるのと同じです。５本の指が、「胃に⾷べ物を与えることはない、自分たちが

⾷べるべきだ」と考えたとしたら、結局は自分たちが困るだけです。創造し、楽しむ中心に

いるのは至高主であり、生命体は協力する側にいます。協力すれば自分も楽しめる――それ

は主人と召使いの関係に置きかえられます。主人が充分に満足すれば、召使いも満足します。

同じように、物質宇宙界を創造した至高主のうちに創造力と楽しむ気持ちがありますから、

生命体のうちにも何かを作る、物質界を楽しもうとする傾向はありますが、結局は至高主が

満足しなくてはなりません。 

 ですから『バガヴァッド・ギーター』では、「完全全体者は、至高の支配者・支配される

生命体・宇宙現象界・永遠なる時・カルマ（活動）を含む方」と述べられ、またこの５項目

についてもすべて説明されています。これらすべてが含まれてこそ完全全体者と呼べるので

あり、その完全全体者を最高絶対真理者と呼びます。完全全体と絶対真理は完全無欠の人格

主神、すなわちシュリー・クリシュナです。現象界すべては、主のさまざまな力によって創

りだされました。主クリシュナこそが完全全体者なのです。 

 また『バガヴァッド・ギーター』では、人格を持たないブラフマンも至高の人物に依存す

るもの（brahmaëo hi pratiñöhäham ブラフマノー ヒ プラティシュタハーハンム）と説明されてい

ます。ブラフマンについては、『ブラフマ・スートラ』でさらに正確に説明され、太陽光線

と比較されています。ブラフマンは最高人格主神の体から出ている光です。ブラフマンの悟

りは、全体者・神を不完全に悟った境地であり、これはパラマートマーの悟りにも同じこと

が言えます。第 15 章では、最高人格主神・プルショーッタマは非人格のブラフマンとパラ

マートマーという部分的悟りを超えていることが説明されています。最高人格主神を

sac-cid-änanda-vigraha（サチ・チドゥ・アーナンダ・ヴィグラハ）といいます。『ブラフマ・サムヒ

ター』はその言葉で始まります。Éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù/ 

anädir ädir govindaù sarva-käraëa- käraëam 「ゴーヴィンダ、クリシュナはすべての原

因の原因である。根源の原因であり、永遠・知識・至福という姿を持つ」。非人格のブラフ

マンの悟りは主のサットゥ（sat）「永遠の様相」の悟りです。パラマートマーの悟りはサ

ットゥ・チットゥ（永遠な知識）の悟りです。しかし、人格主神・クリシュナの悟りは、サ

ットゥ・チットゥ・アーナンダ（永遠性、知識、至福）というすべての超越的質を完璧なヴ

ィグラハ（姿）として悟った境地です。 

 知性に欠ける人々は最高真理を姿がないものと考えますが、主は超越的な人物であり、そ

の考えはすべてのヴェーダ経典で確証されています。Nityo nityänäà cetanaç cetanänäm
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（ニッテョー ニッテャーナーンム チェータナシュ チェータナーナーンム）（『カタ・ウパニシャッド』

第２編・第２章・第 13 節）。生命体は個々に存在し、そして個別性をそなえているように、

最高絶対真理も究極的には人物であり、人格主神の悟りは、主の完全な姿が持つ超越的様相

をすべて悟った境地です。完全全体者は姿のない存在ではありません。姿がないとしたら、

あるいは他のなにかに劣っているのであれば、完全全体者とは呼べません。完全全体者は、

私たちが体験しているものすべて、体験できないものすべてを包括しているはずです。さも

なければ、完全な存在とは言えません。 

 完全全体者、人格主神は計りしれない力を秘めています（paräsya çaktir vividhaiva 

çrüyate パラーッシャ シャクティル ヴィヴィダハイヴァ シュルーヤテー 『チャイタンニャ・チャリタ

ームリタ』マデャ 第 13 章・第 65 節 解説）。クリシュナがさまざまな力をとおして活動

していることが、『バガヴァッド・ギーター』で説明されています。私たちが住んでいるこ

の現象世界（物質界）も、それ自体完璧な機能をそなえています。サーンキャ哲学が説くよ

うに、物質宇宙を構成する 24 の物質要素は、宇宙の維持と生存に必要な完全な資源を作り

だすために完全に調節されているからです。それ以外に付けくわえるものも、必要なものも

ありません。この現象界は、完全全体者が定めた独自の時間で動いており、その時間が完結

すれば、さまざまな一時的現象は、完全者による完全な意図によって破壊されます。小さな

単一体（生命体）が完全者を悟るために完全な便宜が用意されており、完全者に関する不完

全な知識のために、生命体はあらゆる不完全さに苦しめられます。だからこそ『バガヴァッ

ド・ギーター』には、ヴェーダという完全な知識が収められているのです。 

 ヴェーダ知識には間違いが一切なく、ヒンドゥー教の人々はヴェーダ知識を完全で誤りの

ないものと位置づけています。たとえば、牛の糞は動物の糞ですが、スムリティ・ヴェーダ

の教えでは、動物の糞に触れたあとはすぐに沐浴して体を清めなくてはなりません。しかし

ヴェーダ経典は同時に、牛の糞は浄化させる力をそなえている、と言います。矛盾している

ように聞こえますが、ヴェーダの教えだからそのまま受けいれられており、そうすることに

間違いはありません。矛盾がないことを現代科学が裏づけています。牛の糞にはあらゆる防

腐剤の特質が含まれていることを科学者が発見したのです。ヴェーダの知識は完全です。一

切の疑いや間違いを超越しているからであり、『バガヴァッド・ギーター』はヴェーダ知識

すべての真髄です。 

 ヴェーダ知識は調査して理解するものではありません。人間の調査する力は不完全です。

不完全な感覚をとおして調べようとしているからです。『バガヴァッド・ギーター』で言わ

れているように、パランパラー（師弟継承）から伝えられる完璧な知識を受けいれなくては

なりません。至高の精神指導者である主自身が、精神指導者のつながりに知識を手渡しまし

た。私たちはその師弟継承という正しい情報源から知識を受けとらなくてはなりません。ア

ルジュナは主シュリー・クリシュナから教えを授かった生徒であり、その教えに反論するこ
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となく、すべてを受けいれました。『バガヴァッド・ギーター』のある部分は受けいれ、別

の部分は受けいれない、という姿勢は絶対にあってはならないことです。勝手に解釈したり

拒否したりせずに、また物質的な気まぐれな考えなしに『バガヴァッド・ギーター』を受け

いれなくてはなりません。ヴェーダ知識を代表する完璧な書物として受けいれるべきです。

ヴェーダの知識は超越的な情報源から受けいれるものであり、その最初の言葉が主自身によ

って語られました。主が語った言葉をアパウルシェーヤ（apauruñeya）といい、それは、

４つの欠陥を持つ俗人の言葉とはまったく違うことを指しています。俗人には４つの欠陥が

あります。(1)必ず間違いを犯す 、(2) いつも幻惑されている、(3) 人を騙す傾向がある、

(4) 感覚が不完全である。この４つの欠陥を持つ者は、遍在する知識という完璧な情報を伝

えることはできません。 

 ヴェーダ知識はそのような欠陥を持つ生命体が作ったものではありません。最初に創造さ

れた生物ブラフマーの心のなかに授けられ、次にブラフマーは主から最初に授かった知識を

そのまま息子へ、そして弟子へと広めていきました。主は pürëam（プールナンム）、あらゆる

面で完璧な方であり、物質自然界の法則には決して乱されません。ですから私たちは、主だ

けが宇宙の一切万物の所有者であり、根源の創造者、ブラフマーの創造者である、と理解で

きる知性をそなえなくてはなりません。第 11 章（第 39 節）で主はプラピターマハ

（prapitämaha）と呼ばれています。ブラフマーをピターマハ（pitämaha）・祖父といい、

その祖父を創造したのが主だからです。つまり、「私は（なにかの）所有者である」とはだ

れも主張できない、ということです。暮らしに必要なものとして主が割りあてたものだけを、

受けいれなくてはなりません。 

 主によって割り当てられたものを利用する例はたくさんあり、『バガヴァッド・ギーター』

でも説明されています。クルクシェートラの戦いが始まる前、アルジュナは戦う気持ちを捨

てました。それが彼なりの決定だったのです。そして、親族を殺してまで王国を楽しむこと

は絶対にできない、と主に言います。それは肉体に囚われた決定です。なぜなら、体が自分

だと思っていましたし、体との関係やその分身が自分の兄弟、従兄弟、義理の兄弟、祖父な

どと思っていたからです。つまり、自分の体の要求を満たしたかったのです。『バガヴァッ

ド・ギーター』は、アルジュナの考えをくつがえすためだけに主によって話されたのであり、

そして最後にアルジュナは、主の教えどおりに戦うことを決心し、kariñye vacanaà tava（カ

リッシェー ヴァチャナンム タヴァ）（第 18 章・第 73 節）「あなたの言葉どおりに行動します」

と言いました。 

 物質界は、犬や猫のように争うために用意されているのではありません。人間生活の大切

さを理解できる知性を養うべきであり、動物のような生き方を捨てなくてはなりません。人

生の目的を悟らなくてはならず、そのための指示がヴェーダ経典に用意されています。その

真髄が『バガヴァッド・ギーター』なのです。ヴェーダ経典は動物ではなく、人間のために
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あります。動物はほかの動物を殺すことが許されており、その行為によって罪を負うことは

ありませんが、人間が味覚を楽しむために動物を殺せば、自然の法則を破った責任を負わな

くてはなりません。『バガヴァッド・ギーター』では、自然のさまざまな様式に応じた徳、

激情、無知という３種類の活動について明確に述べられています。同じように、その３つの

様式の⾷べ物があります。これらすべてが明確に説明されており、『バガヴァッド・ギータ

ー』の教えを正しく活用すれば、人生そのものが浄化され、最終的に、物質界を超えた私た

ちの最終目的地（第 15 章・第６節）に到達することができます（yad gatvä na nivartante 

tad dhäma paramaà mama）。 

 その目的地をサナータナ（sanätana）の世界、永遠なる精神界といいます。物質界では、

すべてが一時的に存在しています。存在しはじめ、しばらく存在しつづけ、副産物を作りだ

し、縮小し、そして消滅します。それが物質自然界の法則であり、それが人体であろうと、

くだものであろうと、なんであろうとその例に漏れることはありません。しかしこのはかな

い世界を超えたところに別の世界があり、その情報も提供されています。その世界は別の自

然、サナータナ（永遠性）によって構成されています。ジーヴァもサナータナ・永遠で、主

も第 11 章でサナータナと表現されています。私たちは主と親密な絆を持っており、そのど

れも――サナータナ・ダーマ（世界）、サナータナの最高人格者、サナータナの生命体――

が質的に一つであるため、『バガヴァッド・ギーター』の目的は、生命体にとって永遠の職

務であるサナータナの本務、すなわちサナータナ・ダルマをよみがえらせることにあります。

さまざまな活動に一時的に携わっている私たちですが、一時的な活動を一切捨てて至高主が

定める活動を受けいれれば、そのような活動でも自らを清めることができます。それが、私

たち本来の純粋な生き方です 

 至高主と主の超越的住居、そして生命体もサナータナであり、サナータナの住居での至高

主と生命体の互いの交流こそが、人間生活の完成です。生命体は主の子どもですから、主は

彼らにとても優しい方です。主はそのことを『バガヴァッド・ギーター』で宣言しています。

Sarva-yoniñu. .. ahaà béja-pradaù pitä「わたしは全生命体の父である」と。もちろん、さ

まざまなカルマに応じたさまざまな生物が存在していますが、この節ですべての生物の父親

であることを宣言しています。だからこそ主は、堕落し、条件づけられた魂をサナータナの

世界に連れもどすために降誕し、そうすることでサナータナの生命体がふたたびサナータナ

の境地を取りもどし、主との永遠な交流を楽しむことができます。主はさまざまな化身とな

って自ら降誕したり、親密な召使いや交流者、あるいはアーチャーリャたちを送り、条件づ

けられた魂を呼びもどそうとしたりしています。 

 ですから、サナータナ・ダルマは、ある特定の宗教だけを指しているわけではありません。

永遠な至高主と絆を持つ永遠な生命体がそなえる永遠な機能を、そして永遠の本務を指しま

す。シュリーパーダ・ラーマーヌジャーチャーリャはサナータナを「始まりも終わりもない
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もの」と定義していますから、サナータナ・ダルマについて語るときは、シュリーパーダ・

ラーマーヌジャーチャーリャの権威に従い、始まりも終わりもないもの、と理解しておかな

くてはなりません。 

 英語の宗教（religion）とサナータナ・ダルマとは意味が微妙に異なっています。宗教に

は「信念」の意味が含まれていますが、信念は変わるものです。ある方法に信念をいだいて

いても別の信念に変わるおそれがありますが、サナータナ・ダルマは「変化しない活動」を

指しています。例えば、水から流動性を取りのぞくことはできませんし、火から熱を取りの

ぞくこともできません。同じように、永遠な生命体にそなわる永遠な気質は生命体から取り

のぞくことはできません。サナータナ・ダルマは永遠に生命体にとってなくてはならないも

のです。ですから、サナータナ・ダルマについて語るときには、シュリーパーダ・ラーマー

ヌジャーチャーリャの権威に従い、始まりも終わりもないもの、と理解しておかなくてはな

りません。始まりも終わりもないのであれば、なにかの条件で制限されることはないのです

から、宗派的であるはずがありません。特定の宗派的信念をいだく人は、サナータナ・ダル

マもなにかの宗教であると誤解していますが、深く研究すれば、現代科学の視点から見ても、

サナータナ・ダルマこそが全世界の人々すべての、否、宇宙の全生命体のための本務と見る

ことができます。 

 サナータナではない宗教的信念は、歴史上に「始まり」がありますが、サナータナ・ダル

マの歴史にその「始まり」はありません。生命体とともに永遠に存在しているからです。権

威あるシャーストラは、生命体には誕生も死もない、と定義しています。『バガヴァッド・

ギーター』でも、生命体は決して生まれず、決して死なない、と説明されています。永遠で

不滅で、そして一時的な肉体が消滅したあとも存在しつづけます。宗教の概念を理解するに

は、サナータナ・ダルマの概念を考慮したうえで、その言葉のサンスクリット語の語源を知

る必要があります。ダルマ（Dharma）は、ある対象物とつねに存在しているもの、と定義

できます。火には熱と光が必ず共存します。熱と光がなければ、火という言葉に意味はあり

ません。同じように、生命体にそなわる、つねに共存する不可欠の要素を発見しなくてはな

りません。その絶えず共存するものが魂の永遠の質であり、その永遠の質がその魂の永遠な

宗教です。 

 サナータナ・ゴースヴァーミーが主シュリー・チャイタンニャ・マハープラブに生命体の

スヴァルーパ（本来の立場）について尋ねたとき、主は「最高人格主神に奉仕をすること」

と答えました。主チャイタンニャのこの言葉を分析すると、生命体はつねに他の生命体に奉

仕をしていることが簡単にわかります。生命体はさまざまな能力を使ってほかの生命体に仕

えているのです。そうすることで、生命体は生活を楽しんでいます。下等な動物は、召使い

が主人に仕えるように、人間に仕えます。ＡがＢという主人に仕え、ＢはＣという主人に仕

え、ＣはＤという主人に仕える。このような状況を見れば、友人が別の友人に仕え、⺟親が
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子どもに仕え、妻が夫に仕え、夫は妻やほかの人たちに仕えていることがわかります。この

考えに沿って調べていけば、どの生物社会でも「仕えていない生物はいない」と結論できま

す。政治家はマニフェストを公にし、自分がどれだけ奉仕の力をそなえているかを有権者に

訴えます。聞いた有権者は、その政治家が社会のために価値ある奉仕をしてくれるものと判

断し、貴重な一票を投じます。店主は顧客に仕え、職人は資本家に仕えます。資本家は家族

に仕え、家族は永遠な生命体の永遠な能力を使って社会に仕えます。これで、他の生命体に

仕えるという特質を持たない生命体はいないことがわかりますから、奉仕の精神は生命体の

内に必ずあり、その本質が生命体の持つ永遠な宗教である、と断言できます。 

 それでも人々は、さまざまな時代や環境において作られた宗教を信じ、ヒンドゥー教、イ

スラム教、キリスト教、仏教など、特定の宗派の信者であることを公言します。そのような

肩書きはサナータナ・ダルマではありません。ヒンドゥー教徒がイスラム教に改宗したり、

逆にイスラム教徒がヒンドゥー教に、さらにはキリスト教徒が別の宗教の信念を受けいれた

り――。しかしそのような宗教的信念がどれほど変わっても、「他人に奉仕をする」という

永遠な本質は変わりません。ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教など、どのような宗教

に携わっていても、だれかの召使いです。私にはこの信念がある、と公言しても、それはサ

ナータナ・ダルマを指しているわけではありません。奉仕をすることがサナータナ・ダルマ

なのです。 

 私たちは至高主と奉仕で結ばれています。至高主は至高の享楽者、私たち生命体は主の召

使いです。魂は主の楽しみのために存在していますから、主に仕える永遠の魂になってこそ

幸せになれます。それ以外の生き方を選んでも幸せにはなれません。一人で幸せにはなれな

い――それはいわば、肉体の各部分が胃と協力しなければ幸せになれないのと同じです。私

たち生命体は、至高主に愛情をこめた奉仕をしなければ幸福にはなれないのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』は、半神の崇拝や奉仕を認めていません。第７章の第 20 節

に次の節があります。 
 

kämais tais tair håta-jïänäù 

prapadyante 'nya-devatäù 

taà taà niyamam ästhäya 

prakåtyä niyatäù svayä 
 

 「物質的な望みによって知性が奪われている者たちは、半神にすがり、各自の気質に応じ

て定められている規則や原則に従おうとする」。この節には、欲に駆られている者たちは至

高主クリシュナではなく半神たちを崇拝する、とはっきり言われています。クリシュナとい

う名前は、ある宗教の神の名前を指しているのではありません。クリシュナ（Kåñëa）は、

「もっとも高い喜び」という意味で、至高主はあらゆる喜びの源・宝庫であると確証されて
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います。だれでも喜びを求めています。ヴェーダはそのことを änanda-mayo 'bhyäsät（ア

ーナンダ・マヨー ビャーサートゥ）（『ヴェーダンタ・スートラ』第１編・第１章・第 12 節）と

表現しています。生命体は、主と同じようにはっきりした意識を持ち、幸福を求めています。

主は永遠に幸福です。生命体が主とふれあい、協力し、主との交わりに参加すれば、彼らも

幸福になることができます。 

 主は、幸せに満ちたヴリンダーヴァナでの崇高な娯楽を示すために、永遠ではないこの世

界に降誕しました。主シュリー・クリシュナがヴリンダーヴァナで繰りひろげた牛飼いの少

年たち、友人である乙⼥たち、ヴリンダーヴァナの村人たち、そして牛たちとの交わりは、

このうえない幸福に満たされていました。クリシュナのことしか考えられない魂たちだった

のです。それでも主クリシュナは、父ナンダ・マハーラージャのインドラ神崇拝をやめさせ

ようとさえしました。半神を崇拝する必要はないことを確立させるためです。崇拝すべきは

至高主だけ。私たちの究極の目標は主の住居に戻ることですから。 

 主シュリー・クリシュナの住居については『バガヴァッド・ギーター』の第 15 章、第６

節で述べられています。 
 

na tad bhäsayate süryo 

na çaçäìko na pävakaù 

yad gatvä na nivartante 

tad dhäma paramaà mama 
 

 「わたしのその住居は、太陽や月、また火や電気で照らされているのではない。その地に

辿りついた者は、絶対にこの物質界には戻ってこない。」 

 これが永遠なる精神界の描写です。精神界について聞いても、私たちには物質的な概念し

かありませんから、その世界を太陽、月、星などと結びつけて考えます。しかしこの節で主

は、精神界には太陽も、月も、電気も、火も、あるいはどのような明かりも必要がない、と

言っています。ブラフマジョーティという至高主から放たれている光に照らされているから

です。人類は他の星に行こうとしていますが、至高主の住居のことは簡単に理解できます。

その住居はゴーローカと呼ばれています。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第 37 節）

では goloka eva nivasaty akhilätma-bhütaù（ゴーローカ エーヴァ ニヴァサティ アキラートゥマ・

ブフータハ）と述べられています。主はそのゴーローカに永遠に住んでいるのですが、この世

界 に 住 む 私 た ち で も 行 く こ と が で き ま す 。 だ か ら こ そ 主 は 、 真 の 姿 

sac-cid-änanda-vigraha（サチ・チドゥ・アーナンダ・ヴィグラハ）（第５章・第１節）を私たちに見

せるために降誕します。主が自らその姿を見せているのに、主の姿を想像する必要があるで

しょうか。そのような想像や推論をやめさせるために、主はありのままのシャーマスンダラ

という姿を見せるために降誕します。ところが不運なことに、知性のない人々は主をあざ笑
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います。一人の人間として現われ、人間として行動したからです。しかしそのように見えて

も、主を私たちと同じ存在と思ってはなりません。ありのままの真の姿で現われ、主の住居

で繰りひろげられている崇高な娯楽をそのまま私たちに示したのは、主の全能の力によるも

のです。 

 精神界を照らしている光・ブラフマジョーティのなかに無数の惑星が浮かんでいます。そ

の光は至高の住居・クリシュナローカから放たれており、そのアーナンダ・マヤ、チン・マ

ヤの惑星はその光のなかに浮かんでいます。主は『バガヴァッド・ギーター』（第 15 章・

第６節）で言っています。Na tad bhäsayate süryo na çaçäìko na pävakaù/ yad gatvä na 

nivartante tad dhäma paramaà mama。その精神的空間に入った人は、物質的空間にふた

たび降りてくる必要はありません。物質界では、月はいうまでもなく、たとえ最高の惑星（ブ

ラフマローカ）に行けたとしても、誕生・死・病気・老年という条件に縛られます。物質宇

宙にある惑星は、物質存在の４つの原則に必ず縛られているのです。 

 生命体は輪廻をとおして惑星から惑星へと旅をしていますが、機械があれば好きな惑星に

行けるわけではありません。別の惑星に行くには、それなりの方法に従う必要があります。

そのことも『バガヴァッド・ギーター』（第９章・第 25 節）で yänti deva-vratä devän pitèn 

yänti pitå-vratäù（ヤーンティ デーヴァ・ヴラター デーヴァーン ピトゥリーン ヤーンティ ピトゥリ・ヴ

ラターハ）と述べられています。惑星間の移動に機械は不要です。Yänti deva-vratä devän と

『バガヴァッド・ギーター』が教えています。月、太陽、その他高位の惑星をスヴァルガロ

ーカといいます。天体系には高位、中位、低位の３つの段階があります。地球は中位の天体

系にあります。『バガヴァッド・ギーター』は、高位の天体系（Devaloka・デーヴァロー

カ）に移動する簡単な方法を yänti deva-vratä devän と教えています。特定の惑星に住む

特定の半神を崇拝しさえすれば、月、太陽、その他高位の天体系に行くことができます。 

 それでも『バガヴァッド・ギーター』は物質界のどの惑星に行くことも勧めていません。

宇宙船に乗って４万年間飛びつづけて最高位の惑星ブラフマローカに行っても（着くまで寿

命は持ちませんが）、誕生・死・病気・老年という物質界の逆境に苦しめられます。しかし、

最上の惑星クリシュナローカに、あるいは精神界のほかの惑星に行く人は、そのような苦し

みを味わうことはありません。精神界にあるすべての惑星のなかに、ただ一つ、ゴーローカ・

ヴリンダーヴァナと呼ばれる最上の惑星があり、そこは根源の人格主神・シュリー・クリシ

ュナが住む根源の惑星です。このような情報がすべて『バガヴァッド・ギーター』で語られ、

この教えにもとづいて物質界を離れる方法を学び、精神界で真に喜びにあふれた生活を始め

ることができます。 

 『バガヴァッド・ギーター』の第 15 章には、物質界のありのままの姿が述べられていま

す。 
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ürdhva-mülam adhaù-çäkham 

açvatthaà prähur avyayam 

chandäàsi yasya parëäni 

yas taà veda sa veda-vit 
 

 根が上に伸び、枝が下に伸びる木として描写されています。根が上に伸びる木はこの世界

でも見られます。川岸や池のそばに立てば、逆さまに水面に映る木を見ることができます。

その木の枝は下に伸び、根は上に伸びています。この情景のように、物質界は精神界の反射

です。物質界は真実の世界の影だということです。影のなかには真実も実在性もありません

が、影を見れば、真実も実在もあることがわかります。砂漠に水はありませんが、蜃気楼が

「水」というものがあることを示しています。物質界には水も幸福もありませんが、本当の

水という幸福は精神界にあります。 

 主は、つぎの方法で精神界に到達するよう教えています。『バガヴァッド・ギーター』の

第 15 章、第５節です。 
 

nirmäna-mohä jita-saìga-doñä 

adhyätma-nityä vinivåtta-kämäù 

dvandvair vimuktäù sukha-duùkha-saàjïair 

gacchanty amüòhäù padam avyayaà tat 
 

 その padam avyayam（パダンム アヴャヤンム）「永遠なる国」は、nirmäna-moha（ニルマー

ナ・モーハ）の人物によって達成されます。これはどういう意味なのでしょうか？ 人は肩書

きを求めるものです。「先生」と呼ばれたい、「主人」と呼ばれたい、また「社⻑」や「富

豪」や「国王」と呼ばれたい――このような肩書きに対する執着は、実は肉体への執着です。

肩書きは肉体にかかわっているからです。でも、私たちは体ではありませんし、そのことを

理解するのが精神的悟りの第一歩です。物質自然界の三様式にかかわりながらも、主への献

愛奉仕をとおして、その三様式を乗りこえなくてはなりません。献愛奉仕に心が執着してい

なければ、物質自然界の様式から無執着になることはできません。肩書きや執着は、物質自

然界を支配したいと思う欲情や欲望ゆえに起こるものです。物質自然界を支配しようとする

思いを捨てなければ、至高者の国・サナータナ・ダーマに戻ることはできません。その永遠

の国、決して滅びることのない国は、偽りの物質的楽しみという魅力に惑わされていない、

そして至高主への奉仕に立脚している人が到達できます。その境地に達した人はたやすく至

高の住居に入ることができます。『バガヴァッド・ギーター』（第８章・第 21 節）の言葉

です。 
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avyakto 'kñara ity uktas 

tam ähuù paramäà gatim 

yaà präpya na nivartante 

tad dhäma paramaà mama 
 

 Avyakta（アヴャクタ）は表わされていない状態のことです。私たちは、物質界のすべてを

見ているわけではありません。感覚が不完全なので、この物質界にあるすべての星を見るこ

とができません。しかしヴェーダ経典を読めば、信じようと信じまいと、すべての惑星に関

する多くの情報が得られます。重要な各惑星についてはヴェーダ経典で、特に『シュリーマ

ド・バーガヴァタム』で述べられており、物質界を超越した精神界は avyakta（アヴャクタ）

「表わされていない」と表現されています。その最上の国を目指さなくてはなりません。そ

こに行けば、物質界には戻ってこないからです。 

 では、どうすれば至高主のその住居に行けるのか、という問いが起こります。その情報は

第８章にあります。 
 

anta-käle ca mäm eva 

smaran muktvä kalevaram 

yäti nästy atra saàçayaù 

yaù prayäti sa mad-bhävaà 
 

 「そして、生涯を閉じるときに、わたしを思いながら肉体を終える者は、すぐにわたしの

自然界に到達する。このことに疑いの余地はまったくない」（第８章・第５節）。死ぬとき

にクリシュナのことを思う人がクリシュナの元に帰っていく、ということです。クリシュナ

の姿を思いださなくてはなりません。その姿を思いながら肉体を去る人は、必ず精神的なそ

の国に帰っていけます。この節のmad-bhävam（マドゥ・バハーヴァンム）は、至高の生物の至高

の自然界を指します。至高の生物はsac-cid-änanda-vigraha（サチゥ・チドゥ・アーナンダ・ヴィグ

ラハ）（『ブラフマ・サムヒター』第５章・第１節）、すなわち、主の姿は永遠で、知識と

喜びにあふれています。今の私たちの体はsac-cid-änanda-vigrahaではありません。サッ

トゥではなくアサットゥです。永遠ではなく、滅びるのです。チットゥ・知識にあふれてい

るのではなく、無知に満ちています。崇高な国についてなにも知りませんし、この物質界に

関する完璧な知識さえありません。私たちが知らないことはまだまだたくさんあります。肉

体はniränanda（ニラーナンダ）とも言われます。喜びではなく、苦しみにあふれています。

物質界で味わう苦しみはどれも肉体から生じるものですが、主クリシュナ、最高人格主神の

ことを考えながら肉体を去っていく人は、すぐにsac-cid-änandaの体を達成します。 



 22 

 物質界で肉体を終え、次の肉体を得る過程も管理されています。来世でどのような体を得

るかが決定されたあとに、人は死にます。それを決めるのはふつうの生命体ではなく、高い

権威者です。生きているあいだにすることに応じて、昇っていくか落ちていきます。人生は

来世の準備でもあります。ですから、今生きているあいだに神の国に高められる準備ができ

れば、肉体を捨てたあとに主のような精神的な体が手にいれられます。 

 先に説明したように、さまざまな超越主義者がいます。ブラフマ・ヴァーディー、パラマ

ートゥマ・ヴァーディー、そして献愛者。そしてブラフマジョーティ（精神界）には無数の

精神的惑星があることも説明しました。その惑星の数は、物質界にある惑星とは比べものに

なりません。物質界は創造界の４分の１しかないのです。Ekäàçena sthito jagat（エーカーン

シェーナ スティトー ジャガトゥ）（『バガヴァッド・ギーター』第 10 章・第 42 節）。物質界

という領域には、何億もの宇宙のなかに何兆もの惑星、太陽、星、月などが散在しています。

しかしそれでも、物質創造界は創造界全体のほんの一部分にすぎません。創造のほとんどは

精神界にあります。至高のブラフマンのなかに融合したいと考えている人は、至高主のブラ

フマジョーティのなかに移されることで精神界に到達します。主との交流を求めている献愛

者は無数のヴァイクンタの惑星の一つに入り、プラデュムナ、アニルッダ、ゴーヴィンダな

どさまざまな名前を持つ４本腕のナーラーヤナという至高主の完全拡張体がその献愛者と

交流します。ですから超越主義者は、臨終を迎えるときにブラフマジョーティ、パラマート

マー、最高人格主神シュリー・クリシュナのいずれかを考えます。どちらにしても精神界に

入っていくのですが、至高主とかかわっている献愛者はヴァイクンタ惑星あるいはゴーロー

カ・ヴリンダーヴァナ惑星に入ります。主はさらに言葉を付けくわえ、「このことに疑いは

ない」と言います。読者もこの言葉を堅く信じなくてはなりません。自分が想像していたこ

とと違う教えを聞いても、受けいれるべきです。見習うべきは、「私はあなたが言われたこ

とはすべて受けいれます」と言ったアルジュナです。ですから主が、「死ぬときに主のこと

をブラフマン、パラマートマー、最高人格主神として考える者はだれでも精神界に入る」と

言えば、その教えに疑いをはさむ余地はありません。信じる信じない、の問題ではないので

す。 

 『バガヴァッド・ギーター』（第８章・第６節）も、死ぬときに至高者を思うだけで精神

界に入ることができる原則を説明しています。 
 

yaà yaà väpi smaran bhävaà 

tyajaty ante kalevaram 

taà tam evaiti kaunteya 

sadä tad-bhäva-bhävitaù 
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 「肉体を終えるときの心理状態がどのようなものであっても、来世で間違いなくその状態

を達成する」。まず心得ておくべきことは、物質自然界は至高主の力の一つの表われである、

という点です。『ヴィシュヌ・プラーナ』（第６編・第７章・第 61 節）が、至高主の全体

的力について描写しています。 
 

viñëu-çaktiù parä proktä 

kñetra-jïäkhyä tathä parä 

avidyä-karma-saàjïänyä 

tåtéyä çaktir iñyate 
 

 至高主は人智を超えた多様な力を無数にそなえています。しかし、博識な聖者や達観した

魂がその力を分析し、３種類に分けました。そのすべての力がヴィシュヌ・シャクティ

（viñëu-çakti）、すなわち主ヴィシュヌのさまざまな力です。最初の力はパラー（parä）「超

越的」です。すでに説明されたように、生命体もその優性の力に属します。ほかの力、すな

わち物質の力は無知の様式にあります。死んだあと、物質界という劣性の力の世界にとどま

ることも、あるいは精神界の力に入ることもできます。『バガヴァッド・ギーター』第８章・

第６節）がそう説いています。 
 

yaà yaà väpi smaran bhävaà 

tyajaty ante kalevaram 

taà tam evaiti kaunteya 

sadä tad-bhäva-bhävitaù 
 

「肉体を終えるときの心理状態がなんであろうと、来世で間違いなくその状態を達成する」 

 私たちは日々の暮らしのなかで、物質的力と精神的力のどちらかしか考えていません。で

は、どうすれば、自分の思いを物質的力から精神的力に移すことができるでしょうか。巷に

は、私たちの思考力を物質の力で包みこんでしまう本、新聞、雑誌、小説などがあふれてい

ます。そのような本に没頭している思いを、ヴェーダ経典に向けなくてはなりません。です

から、偉大な聖者たちはプラーナなど数多くのヴェーダ経典を著しました。プラーナは想像

の産物ではありません。史実です。『チャイタンニャ・チャリタームリタ』（第 20 章・第

122 節）に次の言葉があります。 
 

mäyä-mugdha jévera nähi svataù kåñëa-jïäna 

jévere kåpäya kailä kåñëa veda-puräëa 
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 忘却の底にいる生命体あるいは条件づけられた魂は、至高主との絆を忘れ、物質的な活動

に溺れています。そのような彼らの思考力を精神界に向けるために、クリシュナ・ドゥヴァ

イパーヤナ・ヴャーサは、数多くのヴェーダ経典を私たちに差しだしてきました。最初にヴ

ェーダを４つに分け、さらにそれらをプラーナをとおして説明し、そして知性に欠ける人々

のために『マハーバーラタ』を著しました。『マハーバーラタ』のなかに『バガヴァッド・

ギーター』を組みこんでいます。次に、すべてのヴェーダ経典を『ヴェーダンタ・スートラ』

に要約し、将来の導きとして『ヴェーダンタ・スートラ』に対する自然な解説書、すなわち

『シュリーマド・バーガヴァタム』を著しました。私たちはこのようなヴェーダ経典を読む

ことに知性を使わなくてはなりません。物質主義者たちが新聞や雑誌、その他多くの通俗な

書物を読むことに知性を使っているように、私たちもヴャーサデーヴァがまとめた文献を読

まなくてはなりません。そうすることで、死ぬときに至高主のことを思いだすことができま

す。それが主によって示された唯一の方法であり、主はその結果を「疑いの余地はない」と

いう言葉で保証しています。 
 

tasmät sarveñu käleñu 

mäm anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano-buddhir 

mäm evaiñyasy asaàçayaù 
 

「だからアルジュナよ。わたしを、クリシュナという姿でいつも考え、そして同時に戦いとい

う定められた義務を実行しなくてはならない。わたしにさまざまな活動を捧げ、心と知性をわ

たしに固定させることで、間違いなくわたしの元に来る」（第８章・第７節） 

 主はアルジュナに、仕事をやめて主だけのことを思うように、とは助言していません。そ

のような非現実的なことを言うはずがありません。生きているかぎり体を維持するために働

かなくてはならないのですから。社会は仕事に応じて分けられるのであり、４つの社会階級

として、ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラに分けられます。ブラーフ

マナ階級・知的階級者はそれ相応の仕事をし、クシャトリヤ・管理者階級者もそれ相応の仕

事をし、商業階級者と労働者はそれぞれの義務をとおして社会に貢献しています。人間社会

では、労働者であろうと、実業家や農⺠であろうと、あるいは高い階級や軍人、科学者、神

学者であろうと、生活を維持するために働かなくてはなりません。ですから主はアルジュナ

に、「職務を放棄する必要はない、しかしその職務を実行しているときにわたしを思いだし

なさい（mäm anusmara・マーンム アヌスマラ）（第８章・第７節）、と助言をしました。生

存競争のために苦闘しているときにクリシュナを思う訓練をしなければ、死ぬときにクリシ

ュナを思いだすことはできないはずです。主チャイタンニャも同じ助言をしています。主は

kértanéyaù sadä hariù（キールタニーヤ サダー ハリヒ）（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』
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第 17 章・第 31 節）、いつも主の名前を唱える訓練をしなくてはならない、と言いました。

主の名前と主に違いはありません。ですから、主クリシュナがアルジュナに説いた「わたし

を思いなさい」という教えと、主チャイタンニャの「いつも主クリシュナの名前を唱えなさ

い」という教えは同じです。違いがない、それはクリシュナとクリシュナの名前に違いがな

いからです。絶対的境地では、何かを言いあらわす「言葉」とその「何か」に違いはありま

せん。ですから、いつも主を思っていられるよう１日 24 時間修練をし、主の名前を唱え、

いつも主を思いだしていられるように日々の暮らしの活動を設計しなくてはなりません。 

 どのように？ アーチャーリャは次のような例を挙げています。結婚した⼥性が別の男性

に、あるいは男性が妻以外の⼥性に心惹かれるとします。それは身を焦がすような熱い想い

のはずです。その激しい想いゆえに、愛する人のことを考えずにはいられません。妻は愛人

のことを考えながら家事をし、その男性と会うことをいつも考えています。夫に疑われない

ように、ふだんより念入りに家事に励むことでしょう。同じように私たちも、もっとも愛す

る方、シュリー・クリシュナをいつも考え、同時に、毎日の仕事を巧みに行なわなくてはな

りません。愛情という身を焦がすような気持ちが必要なのです。至高主に強い愛情を感じて

いれば、ふだんの仕事をしながら主を思い浮かべることができます。しかし、まずその愛情

を高めるのが先決です。アルジュナはいつもクリシュナのことを考えていました。クリシュ

ナといつもいっしょに行動していましたし、同時に戦士でもありました。クリシュナは、戦

いをやめて森に入って瞑想するようには助言していません。主クリシュナがアルジュナにヨ

ーガ法を説明したとき、アルジュナはその方法は自分にはとうていできない、と答えました。 
 

arjuna uväca 

yo 'yaà yogas tvayä proktaù 

sämyena madhusüdana 

etasyähaà na paçyämi 

caïcalatvät sthitià sthiräm 
 

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

私にはとてもできるものではなく、耐えられそうにありません。気持ちは一時も落ちつかず、

不安定だからです」（第６章・第 33 節） 

 しかし主はこうも言っています。 
 

yoginäm api sarveñäà 

mad-gatenäntarätmanä 

çraddhävän bhajate yo mäà 

sa me yuktatamo mataù 
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「すべてのヨーギーのなかでも、いつもわたしのことを心の内で考え、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、ヨーガのなかで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。それがわたしの意見である」（第６章・

第 47 節）。 ですから、至高主のことをいつも考えている人物がもっとも優れたヨーギー、

頂点のギャーニーであり、同時に、もっとも優れた献愛者でもあります。さらに「クシャト

リヤならば戦いを放棄することはできない、しかしわたしを思いながら戦えば、死ぬときに

わたしのことを思いだせる」と言いました。大切なことは、主への超越的な愛情奉仕のなか

に完全に没頭しなくてはならない、という点にあります。 

 実際、私たちが使っているのは、体ではなく心と知性です。ですから、もし知性と心がい

つも至高主への思いに没頭していれば、感覚もおのずと主への奉仕に使われているはずです。

表面的には、少なくとも感覚は同じように機能しますが、意識は変わります。『バガヴァッ

ド・ギーター』は、心と知性をどのように主に没頭させるか教えています。その没頭する心

が、私たちを主の国に導いてくれます。心がクリシュナへの奉仕に使われていれば、感覚も

自然に主への奉仕に使われています。これが奉仕のテクニック、そして『バガヴァッド・ギ

ーター』の奥義でもあります。シュリー・クリシュナへの思いに完全に没頭する、という方

法です。 

 現代人は月に行こうとたいへんな努力を続けていますが、精神的に高められることには目

もくれません。あと 50 年生きられるとしたら、その短い歳月を最高人格主神を思いだす練

習に使うべきです。その練習が献愛奉仕の方法です。 
 

çravaëaà kértanaà viñëoù 

smaraëaà päda-sevanam 

arcanaà vandanaà däsyaà 

sakhyam ätma-nivedanam 
『シュリーマド・バーガヴァタム』（第７編・第５章・第 23 節） 
 

 この９つのなかでもっとも簡単な方法が、悟った人物から『バガヴァッド・ギーター』を

聞くシュラヴァナン（çravaëam）であり、聞くことで至高の生物（主）に思いを向けるこ

とができます。この方法が至高主を思うことに私たちを導き、肉体を離れたあと、至高主と

ふれあうことのできる精神的な体を得ることができます。 

 さらに主が説きます。 
 

abhyäsa-yoga-yuktena 

cetasä nänya-gäminä 

paramaà puruñaà divyaà 
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yäti pärthänucintayan 
 

「わたしを最高人格主神として瞑想し、心が正しい道から逸れることなく、いつもわたしを

思い続けている者は、必ずわたしの元に到達する」（第８章・第８節） 

 難しい方法ではありません。しかし、経験豊かな人物から学ぶことも必要です。Tad 

vijïänärthaà sa gurum eväbhigacchet（タドゥ ヴィギャーナールタハンム サ グルンム エーヴァービヒ

ガッチェートゥ）（『ムンダカ・ウパニシャッド』（第１編・第２章・第 12 節）。すでに修練

をしている人物に近づかなくてはならない、という意味です。心はあてどなくさ迷うもので

すが、その心をいつも至高主、シュリー・クリシュナの姿に、あるいは主の名前に集中でき

るよう鍛えなくてはなりません。心は落ちつくことなくさ迷うものですが、クリシュナの音

の響きに集中させることができます。この方法に従うことで、paramaà puruñam（パラマン

ム プルシャンム）、すなわち精神的な国、精神界の最高人格主神を瞑想し、主のもとに辿りつ

くことができます。究極の悟り、究極の到達のための道や方法は『バガヴァッド・ギーター』

で述べられていますし、この知識への扉はだれにも開かれています。だれもが迎えられるの

です。どのような人でも、主を思い、主に近づくことができます。主について聞き、考える

ことはだれにでもできることですから。 

 主がさらに言葉を続けます。（『バガヴァッド・ギーター』第９章・第 32-33 節）。 
 

mäà hi pärtha vyapäçritya 

ye 'pi syuù päpa-yonayaù 

striyo vaiçyäs tathä çüdräs 

te 'pi yänti paräà gatimià 
 

punar brähmaëäù puëyä 

bhaktä räjarñayas tathä 

anityam asukhaà lokam 

imaà präpya bhajasva mäm 
 

 このように、事業に携わる人でも、堕落した⼥性でも、労働者でも、最低の段階にいる人

でさえも至高者に辿りつくことができます。特別の知性が必要というわけではありません。

バクティ・ヨーガの原則を受けいれ、至高主を人生の至高善として、最高の目標として受け

いれた人はだれでも、精神界の主に近づくことができるのです。『バガヴァッド・ギーター』

が宣言する原則に従えば、人生を完成させ、人生のすべての問題の解決策を手にいれること

ができます。これが『バガヴァッド・ギーター』の全体の要旨です 

 結論として、『バガヴァッド・ギーター』は細心の注意で読まれるべき超越的な文献であ

ると言えます。Gétä-çästram idaà puëyaà yaù paöhet prayataù pumän。『バガヴァッド・
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ギーター』の教えに正しく従えば、現世でのあらゆる苦痛や不安から解放され、来世で精神

的な姿を得ることができます。Viñëoù padam aväpnoti bhaya-çokädi-varjitaù（『ギータ

ー・マーハートゥミャ』第 1 節）。 

 さらに活用できることがあります。 
 

gétädhyäyana-çélasya 

präëäyama-parasya ca 

naiva santi hi päpäni 

pürva-janma-kåtäni ca 
 

「心をこめて『バガヴァッド・ギーター』を真剣に読めば、主の恩寵によって過去の過ちの

反動は生じない」（『ギーター・マーハートゥミャ』第２節）。主は、『バガヴァッド・ギ

ーター』の最後の部分（第 18 章・第 66 節）で高らかに宣言します。 
 

sarva-dharmän parityajya 

mäm ekaà çaraëaà vraja 

ahaà tväà sarva-päpebhyo 

mokñayiñyämi mä çucaù 
 

「すべての宗教を捨て、ひたすらわたしに身を委ねよ。そうすれば、罪な行ないすべての反

動からあなたを救う。恐れてはならない」。このように主は、身を委ねた人のあらゆる責任

を自ら引き受け、そのような人物の罪のすべての反動を消しさってくれます。 
 

mala-nirmocanaà puàsäà 

jala-snänaà dine dine 

sakåd gétämåta-snänaà 

saàsära-mala-näçanam 
 

「毎日沐浴をすれば体を洗い清めることはできるだろう、しかし、『バガヴァッド・ギータ

ー』という神聖なガンジス川の水でひとたび沐浴すれば、物質生活の穢（けが）れは一切消滅

する」（『ギーター・マーハートゥミャ』第３節） 
 

gétä su-gétä kartavyä 

kim anyaiù çästra-vistaraiù 

yä svayaà padmanäbhasya 

mukha-padmäd viniùsåtä 
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「『バガヴァッド・ギーター』は最高人格主神によって語られたものであるから、ほかのヴ

ェーダ経典を読む必要はない。細心の注意とともに定期的に『バガヴァッド・ギーター』を

聞き、読めばいいのである。現代人は俗な活動に没頭しすぎており、すべてのヴェーダ経典

を読むことは不可能になっている。しかし、案ずることはない。この１冊の本、『バガヴァ

ッド・ギーター』で充分である。すべてのヴェーダ経典の真髄であり、また特に最高人格主

神によって語られたものだからである」（『ギーター・マーハートゥミャ』第４節）  

 こうも言われています。 
 

bhäratämåta-sarvasvaà 

viñëu-vakträd viniùsåtam 

gétä-gaìgodakaà pétvä 

punar janma na vidyate 
 

「ガンジス川の水を飲む者が解放を達成するというのであれば、『バガヴァッド・ギーター』

の甘露を味わう者の解放は言うまでもない。『バガヴァッド・ギーター』は『マハーバーラ

タ』の本質的な甘露であり、主クリシュナ自身、根源のヴィシュヌによって語られた」（『ギ

ーター・マーハートゥミャ』第５節）。『バガヴァッド・ギーター』は最高人格主神の唇か

らあふれだし、ガンジス川は主の蓮華の御足から流れだしたと言われています。もちろん、

至高主の口と御足に違いはありませんが、偏見のない研究をとおして、『バガヴァッド・ギ

ーター』はガンジス川の水よりも重要であることがわかります。 
 

sarvopaniñado gävo 

dogdhä gopäla-nandanaù 

pärtho vatsaù su-dhér bhoktä 

dugdhaà gétämåtaà mahat 
 

 「この『ギートーパニシャッド』、『バガヴァッド・ギーター』は、すべてのウパニシャ

ッドの真髄であり、雌牛に例えられよう。牛飼いの少年として名高い主クリシュナがこの牛

の乳を絞っている。アルジュナは仔牛、博識な学者や純粋な献愛者は『バガヴァッド・ギー

ター』の甘露なる牛乳を飲まなくてはならない」（『ギーター・マーハートゥミャ』第６節）。 
 

ekaà çästraà devaké-putra-gétam 

eko devo devaké-putra eva 

eko mantras tasya nämäni yäni 

karmäpy ekaà tasya devasya sevä 
『ギーター・マーハートゥミャ』第７節 
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 現代において、人々は１つの経典を、１つの神を、１つの宗教を、１つの本務を熱望して

います。だからこそ、ekaà çästraà devaké-putra-gétam（エーカンム シャーストゥランム デーヴ

ァキー・プトゥラ・ギータンム）――全世界に１つの経典があれば、１冊の共通する経典があれば

いいのです。それが『バガヴァッド・ギーター』です。Eko devo devaké-putra eva（エーコー デ

ーヴォー デーヴァキー・プトゥラ エーヴァ）――全世界に唯一の神、それがシュリー・クリシュナ

です。Eko mantras tasya nämän（エーコー マントゥラス タッシャ ナーマーニ）――１つの聖歌、

１つのマントラ、１つの祈り――それが主の名前の唱名、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 ハレーです。Karmäpy ekaà tasya devasya sevä（カルマーピ エーカンム タッ

シャ デーヴァッシャ セーヴァー）――唯一の使命、それが最高人格主神への奉仕です。 

 

 

師弟継承師弟継承師弟継承師弟継承 

 Evaà paramparä-präptam imaà räjarñayo viduù（エーヴァンム パランパラー・プラープタンム イ

マンム ラージャルシャヨー ヴィドゥフ）（『バガヴァッド・ギーター』第４章・第２節）。『バガヴ

ァッド・ギーター 原典』は、この師弟継承をとおして受けつがれてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. クリシュナ 
 2. ブラフマー 
 3. ナーラダ 
 4. ヴャーサ 
 5. マドゥヴァ 
 6. パドゥマナーバ 
 7. ヌリハリ 
 8. マーダヴァ 
 9. アクショービャ 
10. ジャヤ・ティールタ 
11. ギャーナシンドゥ 
12. ダヤーニディ 
13. ヴィデャーニディ 
14. ラージェーンドゥラ 
15. ジャヤダルマ 
16. プルショーッタマ 
17. ブラフマニャ・ティールタ 

 

18. ヴャーサ・ティールタ 
19. ラクシュミーパティ 
20. マーダヴェーンドゥラ・プリー 
21. イーシュヴァラ・プリー、 

   （ニッテャーナンダ、アドゥヴァイタ） 
22. 主チャイタンニャ 
23. ルーパ、（スヴァルーパ、サナータナ） 
24. ラグナータ、ジーヴァ 
25. クリシュナダーサ 
26. ナローッタマ 
27. ヴィシュヴァナータ 
28. （バラデーヴァ）ジャガンナータ 
29. バクティヴィノーダ 
30. ゴウラキショーラ 
31. バクティシッダーンタ・サラスヴァティー 
32. バクティヴェーダンタ・スワミ・ 

  プラブパーダ 
 


