
「バガヴァッドギータ」講釈・１ 

 

主要な話題を取り上げる前に、前置きの言葉を言っておかなければならない

と思う。皆様はご存知のように、神智学協会には全世界を抱擁する基礎がある。

私たちに一つの主義とか一つの宗教の思想体系とかに固執していることがない。

私たちの団体は単に探求者の団体にすぎない。研究の対象としてあらゆる偉大な

哲学体系が私たちの注意に喚起されるものである。現在の時点では、全会員が受

け入れる神智学協会の思想（philosophy）として唱道できる一つの主義は全くな

い。最初の段階ではこれは非常に安全な立場であるに違いない。だからと言って、

私たちはいつまでも探求者であり続けるに過ぎないとは限らない。むしろ、私た

ちはいずれ全ての哲学の基本的原理を発見して、その基礎の上に私たちの願望を

満たすような体系を必ず立てることができるであろう。このことを記憶に留めて、

私の意見を協会の主張や私よりも高位の方の見解と考えないでください。愚見の

価値について各自は自分で決めればいいと思う。ここで言うことは様々な体系に

ついての私の個人的研究の結果にすぎず、より高い権威に基づいていると決して

主張しない。この立場からのみ私は今日、２、３のことを述べたいと思う。 

 

覚えているであろうが、前回、入門として『バガヴァッドギータ』を理解しよう

とするときに心に留めるべき基本的概念を私は指摘した。ここで、その講座の内

容を繰り返す必要がないが、クリシュナはロゴスを象徴し（この後、ロゴスの意

味を詳説するつもりでいる）、「ナラ」と呼ばれるアルジュナは人間のモナドを

象徴するということだけを思い出させよう。 

 

現存の『バガヴァッドギータ』の性質と教えは、本質的に言えば実践に向いてい

るものである。その点では、精神的な導きとなる少数の実際的な指示を人類に授

けるために世の中に現れた全ての宗教的指導者の話と変わらない。キリストの格

言、ブッダの対話、そして私たちに残されている他の哲学者たちの言葉が教訓的

な調子で実践的な内容を伝えているが、ギータもそうである。しかし、いつもそ

の教えの基盤を心に留めておかなければ、それを理解できないばかりか、時間が

経つにつれ誤解する可能性が増えていくこともある。『バガヴァッドギータ』は、

詳しく説明されていない前提から出発する。ところどころそれらの前提に触れる

文章があり、教えを裏付けるために引用される箇所及び権威として持ち出される

箇所もあるが、クリシュナは前提の基礎をなす哲学を詳しく述べることがない。

にもかかわらず、クリシュナの教えの元に哲学的な基礎がある。その基礎を念入

りに調べなければ、私たちは『バガヴァッドギータ』の教えの実践的な応用を理

解することができないし、唯一の試し方によってそれを試すことさえできない。 



先に進む前に、私がクリシュナの実践的な教えの基礎であると主張している哲学

体系の大要を述べておくことが絶対に必要である。バガヴァッドギータその言葉

を集めてその内容からこの哲学を推論することが不可能とはいえ、ギータの基礎

となっている原理の中にそれがかなり明瞭に示されていることを証明することは

できる。 

 

これは極めて広大な話題なので、少しも触れない局面がたくさんある。多かれ少

なかれ「自明の理」と思われるものを先ず言っておく。（一応、それを「仮説」

と考えてもいい。）すなわち、ギータの哲学を理解するために必ず必要なものだ

けを言おう。近代科学の研究者には自然を調べて様々な法則を証明しようとする

方法があるが、私はそのような方法に従ってこれから述べようとする哲学原理を

証明するつもりはない。 

 

この原理の多くは、帰納的推理や実験法は問題外である。しかも普通の生活の中

で、また一般の人間には利用できる方法によってそれを試すこともできない。に

もかかわらず、これらの原理を裏付ける極めて高等な拠り所がある。それが綿密

に解説されるなら、人間の知性に築かれてきたありとあらゆる哲学体系の基礎で

あるということが分かるであろう。その上、科学の分野で人間が発見してきた全

ての事実と完全に一致していることもわかる、と私は保証できる。とにかく、一

応その原理を作業仮説とすれば、私たちは差し支えなくギータを考察する労役に

取り掛かることができる。もし新しい事実を発見して、この仮説を変える必要が

あると確信すれば、それを変えることもできるが、今の所、広大なる自然界の複

雑な装置を理解する研究に出発する前に会得する必要のある全ての事実を説明し

てくれる作業仮説のように思われる。 

 

その仮説に進もう。最初に言っておかなければならないことだが、精神的指導の

実践的体系を評価するために、先ず人間の性質と状態及び人間に潜んでいる様々

な可能性を考慮に入れ、そして人間がその影響を受ける宇宙と諸力及び人間の前

進の状況を考慮に入れなければならない。これら２つの観点を十分に研究してお

かなければ、人間が到達できる最高の目標を確認することができないであろう。

しかし、到達すべき一定の目標か行き先がなくて、あるいは人間の前進の対象と

される理想がなければ、ある教えは人類のためになるか否かを判断することはで

きない。従って、宇宙の性質、人間の性質、及び進化が漸次にそこへと展開して

行っている目的地を考察しなければ、これらの教えを理解することができないと

私は主張している。 

 



先に進む前に、一般的に神智学の文書で使われている人間の７つの本質という分

類法を私は使うつもりがないと言っておこう。人間の本質の分類法と同じような

ものを、私は太陽系と宇宙の本質にも当てはめたいと思う。人間と太陽系と宇宙

にはある程度の類似性があり、どういうわけか、ある著者によって「相応の法則」

と呼ばれるものは、多くの自然現象に当てはまるものである。小宇宙なる人間に

起こることを理解するなら、大宇宙に起こることを推理できることが度々ある。

諸本質の数と相互関係について、（ここで私には使うつもりがない）７重の分類

法が科学的根拠を欠いた、人を惑わせるようなものであると私は思う。確かに七

という数は、一つのエネルギーでも霊的力でもないが、宇宙の中で大きな役割を

果たすように見える。だからと言って、いつも７重のものを受け入れなければな

らないとは限らない。７重の分類法は何と大きな混乱を起こしてきたか！一般的

に述べられている７つの本質は、いわば人間を構成する要素の「自然な分け方」

に従わない。 

 

一般的に列挙されている順の７つの本質を考えよう。肉体がいわば「生命原理

（life principle）」から離され、生命原理がリンガ・シャリーラ（度々これがス

ーシュマ・シャリーラと混同される）から離されている。このように、肉体が３

つの本質に分かれてしまう。しかし、そのような分け方をすれば、いくつもの区

分を作ることができる。そうしようと思えば、神経エネルギー、血液、骨などを

別々の部分にして、１６か３５の区分を作ることができる。しかし、肉体とは生

命原理と離れた実在者ではないし、生命原理も肉体と離れた実在者ではない。リ

ンガ・シャリーラについて同じことは言える。しかも、いわゆる「アストラル体」

の中で、第五本質［マナス］から離れた第四本質［カーマ、カーマ・ルーパ］は

すぐ分解する。言い換えれば、いわゆる第四本質は第五本質に結びつかなければ

ほとんど生気がなくなる。七重分類法には、独立した存在性を持つようなはっき

りしたものはない。その上、インドの聖典の多くには七重分類法は全く出てこな

い。いずれにせよ、七重分類法の大部分はインド人の心にはほとんど理解できな

いものである。昔から伝わってきた四重分類を利用した方がよりいいであろう。

その分類法は、別々の存在を持つことができる四つのものに人間を分けるからで

ある。これらの四つの本質は、四つのウパーディ［媒体］に関係付けられ、その

ウパーディも四つのはっきりした意識状態に結びつけられている。したがって、

具体的な目的を果たすために、そして宗教哲学の教えを開設するために、四重分

類法に固守する方がはるかに役に立つと私は確信している。七重分類法は様々な

本質を導入することによって、問題に光明を投じるどころか混乱をもたらす傾向

がある。だから、四重分類を採択して、人間・太陽系・宇宙の本質（principle、



原理）に当てはめるつもりである。「宇宙」とは、太陽系だけではなくて、宇宙

全体を指している。 

 

最も便利なので、これらの原理を進化の順序で挙げてみよう。各々の原理が自然

の進化の中でどんな位置を占めるかを示して、第一原因から現在のように組織さ

れた人間に至るまで、採用すると約束した四重分類法の基礎を教えてあげよう。 

 

まず教えるべき最初の原理、あるいはむしろ最初の自明の理（postulate）は、

パラブラフマンと呼ばれる存在である。もちろん、このような第一原因の存在を

否定した哲学体系がほとんどない。いわゆる「無神論者」でさえもそれを否定し

ない。諸々の宗教は第一原因の特徴について様々の仮説を持ち出している。宗派

の間の論争と意見違いは、第一原因が存在するか否かという問題についてではな

くて、人間の知性がいつも第一原因に押し付けようとする特徴の相違についての

ものである。第一原因について何かを知ることが可能だろうか。もちろん、可能

である。その顕現について色々知ることができるが、その本質の奥まで見抜き、

どんなものかを断言することは人間の知性にとってほとんど不可能である。宗教

哲学者の全ては、この大地原因は普遍的で永遠であるという主張に同意している。

その上、第一原因には能動期と受動期がある。プララヤ［梵の夜］が来ると、第

一原因の活動がなくなるが、新しい進化期が始まると活動的となる。 

 

しかし、この能動性と受動性の本当の理由は私たち人間の知性には理解できない。

第一原因は物質あるいは物質のようなものではない。それは意識でもない。なぜ

なら、私たちが意識について知っていることは全てある一定の有機体と関係する

ことである。そのような媒体（ウパーディ）から完全に離れた意識が何であろう

かが私には全く考えられないものである。私たち人間だけではなく、心の中に

「自己」や「私（エゴ）」の概念を抱き、個別化した存在を持っているどの知者

も、媒体のない意識を考えることができない。それはアートマでさえもない。イ

ンドの文書では「アートマ」はいろんな意味で使われている。それはいつも「自

己（self）」という概念に結び付けられている。しかし、パラブラフマンはその

ように結び付けられていない。したがって、それは自我（ego）ではなく、無我

（non-ego）でもなく、意識でもない。古代インドの哲学者の用語で言えば、そ

れはジュニャータ（知者）でも、ジュニャーナ（知ること、知識）でも、ジュニ

ェーヤ（知られるもの）でもない。もちろん、宇宙の中のどの存在者もこれらの

３つの語のいずれに属するはずである。しかし、パラブラフマンはどれにも属さ

ないのである。一方、それはジュニャータ、ジュニャーナ、ジュニェーヤがその

顕現あるいは「存在様式」である唯一の起源である。 



 

「バガヴァッドギータ」に出てくるので、ここで少数の他の局面に読者の注意を

向けさせたいと思う。 

 

客観的な意識を持つものそれぞれに関して、「物質」または「無我」と呼ばれて

いるものは色々の属性の集まりに過ぎないということを私たちは知っている。し

推論によってその結論を得ようとも、内的意識の中から得ようとも、属性の基盤

となっている実在者（entity）、現象の真の本質があることを前提とする。属性

を持っている本質そのものが私たちには知られていない。ヴェーダを書いた全て

の人はパラブラフマンが宇宙のほとんどのものの唯一の本質であるという原理を

明確に表現した。古典を書いた人は「これ全てはブラフマンである」と言った時、

私たちは「自己でない」「無我」という概念に結びつける様々な属性をブラフマ

ンとみなすべきだと教えていなかった。また、土と水がこの柱のウパーダーナ・

カーラナ（質料因）であると同じようにブラフマンをウパーダーナ・カーラナと

考えるべきだという意味でもなかった。私たちの意識が注意する属性の集まりの

中の本当のもの、 全ての現象を裏付ける本質であり基盤をなすのはパラブラフ

マンであるということを指摘していたに過ぎない。パラブラフマンそのものは知

識の対象ではないが、知識の対象となる全てのもの、各種類の存在を支えたり生

み出したりすることができる。宇宙のすべてのものの前に存在するこのパラブラ

フマンは、私が当面「ロゴス」と呼ぶエネルギーの中心の出発点となる唯一の本

質である。 

 

古代インドの作家の言葉で言えば、このロゴスはイーシュヴァラ、プラティヤガ

ートマン、シャブダ・ブラフマンと呼ばれる。キリスト教はこれをヴェルブムす

なわち「言葉」と呼び、それは永遠に父の懐にいるクリストスである。仏教はそ

れをアヴァォーキテーシュヴァラ（観音、観自在）と呼ばれる。とにかく、一つ

の意味でアヴァォーキテーシュヴァラは一般的にロゴスであるが、中国の教えで

は他の概念にも結び付けられる。ほとんどの教えで、生まれたことのない永遠の

霊的エネルギーの中心の存在が表現される。プララヤの時にそれはパラブラフマ

ンの懐に潜在的な状態で存在し、宇宙的な活動の時に意識的エネルギーの中心と

して動き出す。それは宇宙の最初のジュニャータすなわち自我（エゴ）であり、

これから私が説明するように、すべての他のエゴ、すべての他の自我はその反映

であり、その顕現でしかない。ロゴスはパラブラフマンのような知られざる原理

ではないが、人間には獲得できる最高の知識の対象である。それは宇宙の中で唯

一の最大の神秘であり、すべての秘伝、すべての哲学体系はそれについてです。

この講座においてその最も深く秘められた本質が何なのかという問題に触れない



が、「バガヴァッドギータ」の教えを理解するためにそれをいくつかの観点から

考察する必要がある。 

 

この原理［ロゴス］について少数の命題を述べよう。それは物理的なものからな

っていないし、客観的なものでもない。その実体すなわち本質においてパラブラ

フマンと変わらないと同時に、個性を持っているという点ではパラブラフマンと

違う。自意識（sense of self）がスシュプティすなわち睡眠の時に潜在している

と同じように、プララヤ（梵の夜）の時にロゴスはパラブラフマンの懐に潜在し

ている。インドの聖典でそれは度々「サッチダーナンダ」と呼ばれる。この名称

でわかるように、それはサット［sat：有、本質］とチット［chit：意識、心］と

アーナンダ［ananda：喜び、至福］である。 

 

ロゴスはそれ固有の意識と個性がある。多分、それは宇宙に存在する唯一の人格

神（personal God）であると言っても差し支えない。しかし、誤解を招かないた

めに次のことも付け加えよう。つまり、パラブラフマンの懐の中にロゴスのよう

なエネルギーの中枢はほとんど無数である、ということである。このロゴスを、

パラブラフマンから現れる唯一無二のエネルギーの中枢と考えてはならない。そ

のような中枢は数えようがないからである。その数はほとんど無限である。「ロ

ゴス」と呼ばれる一つのエネルギーの中枢の中でさえ相違があるかもしれない。

言い換えれば、ただ一つの特定な形だけではなく、様々な形でパラブラフマンは

自らをロゴスとして顕現させることができる。諸形体の変化がなんであろうと、

「バガヴァッドギータ」を理解するためにそれを詳しく調べなくてもいいのであ

る。私たちがここで考えているロゴスは、個々のロゴスではなくて、一般に応用

することのできる教えをアルジュナに授ける抽象的なロゴスである。このロゴス

すなわちヴェルブムの登場の後に現れてくる諸々の原理（principles）の特徴に

ついて私は教えてから、ロゴスの他の様々な局面が分かるであろう。 

 

もちろん、これはパラブラフマンの最初の顕現で、宇宙に現れる最初の自我

（ego）で、全ての創造の出発点で、あらゆる進化の終点である。これは宇宙の

すべてのエネルギーの唯一無二の源泉であり、あらゆる知識の分野の基盤である。

その上、全宇宙に生命を与えるチャイタニャ［意識、活気づける熱意］がそこか

ら出てくるので、ロゴスはいわば「生命の樹」でもある。 

 

この自我が意識のある存在すなわちそれ自体の客観的な意識を持つものとして存

在し始めると、その顕現の出発点である条件のない絶対的な実在［パラブラフマ



ン］に対するその客観的な意識の立場について考えよう。ロゴスの意識の客観的

な立場からパラブラフマンはムラプラクリティのように見える。これを心に留め

て私の言葉の意味を理解しようとしてください。プルシャとプラクリティ［神我

と自性、主客と観客、精神と物質］の関係を巡るヴェーダンタ哲学派の作家たち

が感じている困難の種のすべてはここにあるからである。当然、私たちにとって

どの物体も物質的であると同じように、ロゴスにとってムラプラクリティが物質

的である。この柱の様々な属性の集まりは柱そのものではないと同じ意味で、ム

ラプラクリティはパラブラフマンではない。パラブラフマンは条件づけていない

絶対的な実在であるが、ムラプラクリティはそれを覆うベールのようなものであ

る。パラブラフマンだけを見るということは有り得ない。ベールを覆った形でロ

ゴスに見える。そのベールとは、宇宙の質料（物質）という強大な広がりである。

それは宇宙の中のあらゆる物質的顕現の土台である。 

 

パラブラフマンは、一方では自我として現れ、他方ではムラプラクリティとして

現れながら、ロゴスを通じて唯一のエネルギーとして働いている。比喩を使って

「ロゴスを通じて働く」ことを説明しよう。ロゴスの概念をある程度把握する助

けとなる例えに過ぎないので、あまり広く拡大して解釈するわけにはいかない。

ロゴスを太陽に例えることができる。そこから光と熱が放射されるが、太陽の熱

とエネルギーは何らの未知の状態で空間に存在しており、太陽のおかげで目に見

える光と熱として空間に行き渡る。古代の哲学者はそのように太陽の働きを考え

た。同じような様式でパラブラフマンはロゴスから放射して、ロゴスの光とエネ

ルギーとして自らを顕現させる。 

 

このようにパラブラフマンの最初の顕現は三位一体であり、しかも私たち人間に

は理解できる最高の三位一体である。それはムラプラクリティ、イーシュヴァラ

（ロゴス）、そしてロゴスの意識的なエネルギーである力と光である。その３つ

の原理が全宇宙の基礎に思われる。第一は物質で、第二は力、あるいは宇宙の中

のすべての力の基である。第三はエゴすなわち自我の唯一の根源であり、いかな

る他の種類の自我もその顕現または反映である。 

 

ロゴスの客観的な立場からパラブラフマンを隠すベールのムラプラクリティと、

ロゴスから放射するエネルギーとの間にはっきりした区別の線が引かれるという

ことを覚えておこう。これから触れる点だが、「バガヴァッドギータ」でクリシ

ュナはこの２つの原理をはっきり区別する。２つの原理を混同することによって

様々な哲学体系の中に多くの誤解が生み出されてきたことに注意すると、その区

別の重要さがわかるであろう。 



 

パラブラフマンのベールであるムラプラクリティは、サーンキヤ哲学で「アヴィ

ヤクタ、avyakta」［無顕現、形のない］と呼ばれる。ムラプラクリティは未分

化なので、「バガヴァッドギータ」で「クタスタ、kutastha」［変化のない、一

様の］と呼ばれる。「根の質料」というムラプラクリティの文字通りの意味でさ

えも、分化した質料（物質）と対照をなしている未分化の質料であることを大雑

把に示している。ロゴスから放射する光が「バガヴァッドギータ」で「ダイヴィ

プラクリティ」と呼ばれる。それはグノーシス派のいう「ソピアー（Sophia）」

であり、キリスト教のいう「聖霊」である。ある哲学派が一般的に思っているよ

うに、ロゴスと見なされたクリシュナがアヴィヤクタの顕現であると考えるのは

誤りである。むしろ、その意味のクリシュナは顕現したパラブラフマンである。

そして、最初に現れる聖霊はクリストスを通して発するのである。聖霊がクリス

トスの母親と呼ばれるのは次の理由がある。人類の救い主としてクリストスは自

らを顕現させる時には、彼はいわばこの聖なる光という子宮から生まれる。故に、

ロゴスが人間として現れる時にだけ一種のマーヤー（幻影）であるこのロゴスの

光の子となる。一方、宇宙の顕現の順序の観点から言えば、このダイヴィプラク

リティは「ロゴスの母」ではなくて、「ロゴスの娘」と呼ばれるべきである。 

 

これをより明快にするために、この光がガーヤトリーとして象徴化されると述べ

ておこう。ご存知のように、ガーヤトリーはプラクリティではなくて、ロゴスの

光と見なされている。人の心にはっきりしたイメージを伝えるためにそれが太陽

の光として描かれている。しかし、その源泉は肉眼で見える物理的な太陽ではな

く、智慧の光を発射する「中央の太陽」である。従って、サンディヤーヴァンダ

という［ガーヤトリー・マントラが唱えられる］日の出・日没の祈祷には物理的

な太陽を示すシンボルが一切使われていない。その上、この光が全宇宙のマハー

チャイタニャ［大いなる精神・意識］とも言われる。全ての自然の生命である。 

 

光として自らを現すもの、意識として現すもの、力として現すものは、同一のエ

ネルギーであるという点に気づけばいい。私たち人間に知られている諸力、私た

ちに気づかれている意識の様々な様式、各種の生き物に現れている生命のすべて

は、同一のエネルギーであり、すなわち元々ロゴスから発するエネルギーである。

このエネルギーは宇宙の中で極めて重要な役割を果たすので、これら様々な局面

においてそれを調べなければならない。 

 

これまでの要点をかいつまんで言えば、１）パラブラフマン、２）イーシュヴァ

ラ、３）「バガヴァッドギータ」で「ダイヴィプラクリティ」と呼ばれるイーシ



ュヴァラを通して現れる光、と４）最後にパラブラフマンを隠すベールのように

思われるムラプラクリティである。創世または進化を始めるのは、ロゴスの精神

的エネルギーである。素晴らしい法則が細かいところに渡るこの宇宙は、単なる

偶然のために現れてくるのではなく、また、ただムラプラクリティに潜在する可

能性のために生まれてくるのでもない。主として、私たちが「ロゴス」と呼んで

いる宇宙の唯一のエネルギーと力の源泉の作用を通して現れてくるのである。そ

のエネルギーは、パラブラフマンの力と智慧の唯一の代表者である。進化が展開

するに連れ、物質の様々な属性と諸力から素晴らしい結果が生じるが、それらの

属性と力の全ては、ロゴスから発するこの光のムラプラクリティに対する作用か

ら来るのである。 

 

［「根源物質」と呼ばれる］ムラプラクリティは様々な種類の物質の傾向と一般

的に思われるものを一つも持たず、ロゴスのこの光とエネルギーをいわば受ける

ときに初めて物質で現れる色々の属性を持つようになるが、私たちにとってこの

ような「物質」とはどんなものなのかが極めて想像しにくいことである。ロゴス

の光は、いわば客観的な物質とイーシュヴァラの主観的な思考とを結びつけるも

の（link）である。いくつかの仏教の書物ではそれが「フォーハット」と呼ばれ

る。それはロゴスが使っている唯一の道具である。 

 

ロゴスの中に最初に出て来るのは単なるイメージであり、すなわち宇宙にいると

はどんなものなのかという概念である。この光またはエネルギーはそのイメージ

を捉えて、すでに現れている宇宙的物質にそれを印象付ける。顕現しているすべ

ての太陽系はこの方法で出現する。もちろん、上記した四つの原理は永遠であり、

全宇宙に共通のものである。全宇宙にはこれら四つのエネルギーが存在しない箇

所は一つもない。強大なる宇宙の原理を扱うために私が採用している四重分類法

の基にはこの４つの永遠のエネルギーがある。 

 

顕現しているこの太陽が（そのすべての本質を含めて）全体として、全宇宙のス

トゥーラシャリーラ［物質体］を構成していると想定しよう。ロゴスから発する

上述の光を宇宙のスークシュマシャリーラ［精妙な体］に相応するものと考えよ

う。さらに、そこから全宇宙が生まれる唯一のタネであり、その宇宙のイメージ

がその中に含まれるロゴス自体が宇宙のカーラナシャリーラ［原因体］であると

想像しよう。それは宇宙が発生する前に存在するので、原因の体と呼ばれるのは

適切である。最後にパラブラフマンとロゴスの関係は私たちのアートマンとカー

ラナシャリーラの関係に似ていると想定しよう。 

 



ムラプラクリティ 宇宙の物質体（ストゥーラシャリーラ） 

ロゴスの光 宇宙の精妙体（スークシュマシャリーラ） 

ロゴス 宇宙の原因体（カーラナシャリーラ） 

パラブラフマン 宇宙のアートマン 

 

この４つの原理は、無限の宇宙の原理であり、太陽系の原理ではないことを覚え

るべきである。ヴェーダンタ派の哲学やウパニシャッドではプラナヴァ［アウム］

の原理が数え上げられているが、以上の四原理をそれと混同してはならない。あ

る意味でプラナヴァは大宇宙であり、別の意味で小宇宙である。ある観点から見

れば、プラナヴァは無限の宇宙そのものではあるが、一般的に言えばヴェーダン

タ派の書物のプラナヴァの解説にはその意味で取り上げられていないので、ここ

で私はその意味のプラナヴァを説明する必要がなかろう。 

 

この話題を持ち出した上、もう一つの問題、すなわちイーシュヴァラ［最高神］

がなぜヴェルブムとかロゴスと呼ばれるかという問題に触れたいと思う。実は、

イーシュヴァラはシャブダ・ブラフマン［音・言葉のブラフマン］とも言われる。

これから私が言う解説は完全に神秘的なものと思われるであろうが、たとえ神秘

主義であるとしても、正しく理解されると極めて重大な意味を持っている。古代

インドの古典を書いた人たちによると、ヴァーチ［言葉、Sarasvati 弁財天の別

称］は四種類があり、すなわちパラー・パシヤンティー・マディヤマー・ヴァイ

カリーである。この話は『リグ・ヴェーダ』及びいくつかのウパニシャッドの中

に出てくるのである。私たちが発した言葉はヴァイカリー・ヴァーチという。各

種のヴァイカリー・ヴァーチはマディヤマーに、さらにパシヤンティーに、最終

的にパラーの形にも存在する。無限宇宙を意味するプラナヴァ［アウム］がヴァ

ーチと呼ばれるとは、大宇宙の４つの原理はヴァーチのこの四種類に相応するか

らである。顕現している全太陽系はロゴスの光＝エネルギーの中にスークシュマ

の形で存在する。なぜなら、そのイメージが捉えられ宇宙的物質に映されるし、

全宇宙は光を生み出す唯一のエネルギー源の中に必ず存在するからである。全宇

宙の客観的な形はヴァイカリー・ヴァーチであり、ロゴスの光はマディヤマー・

ヴァーチ、ロゴス自体はパシヤンティー・ヴァーチ、パラブラフマンはパラー・

ヴァーチである。私たちはこの解説を考慮に入れて、このコスモスが宇宙として

現れたヴェルブム［言葉］であるという様々な哲学者の主張を理解しようと努力

しなければならない。４大原理の相互関係は、ヴァーチの４つの状態あるいは顕

現の相互関係と同じようなものである。 

 



今度、太陽系そのものを構成する諸原理を調べよう。プラナヴァ［アウム］とそ

のマートラー（構成要素、単位、長さ）の意味について一般的に与えられる解説

に触れたら役に立つであろう。プラナヴァは人間と顕現した宇宙の両方を意味す

るように使われている。つまり、人間の四原理は宇宙の四原理に相応する。顕現

した宇宙の四原理は次の順で並べることがある。最初はヴァイシュヴァーナラで

す。このヴァイシュヴァーナラは単に顕現した客観的な世界ではなく、客観的な

世界すべての出発点である唯一の物理的な基礎であると考えればいいのである。

これを超えるのは次のヒラニャガルバ［金のように輝く胎・卵］である。これを

アストラル界と混同してはならず、むしろアストラル界の基礎と考えるべきであ

る。すなわち、ヒラニャガルバとアストラル界の関係は、ヴァイシュヴァーナラ

と客観的な世界［物質界］との関係に似ている。次の世界は時々イーシュヴァラ

［たびたび最高の人格神の名前］と呼ばれるが、これは誤解を招きかねないので、

昔からの慣用によって正しいと認められている別の名称スートラートマンで呼ぼ

う。一般的に、この３つの彼方にパラブラフマンがあると言われている。［訳注。

この４つの原理について『マーンドゥーキヤ・ウパニシャッド』の最初のところ

にある「アートマンの四分」を参照。］ 

 

第四の原理について意見の相違が出てきたし、その相違から難解な問題点がいく

つも生じた。宇宙に関していえば、３つの原理は第四原理から発生し、その中に

存在し、そのために存続するように、太陽系の場合も、３つの原理を生み出す第

四の原理があるはずである。だとすれば、サーンキヤ学派の言う「アヴィヤクタ」

［不定の、顕現しないもの］を第四原理として受け入れるべきである。このアヴ

ィヤクタはムラプラクリティである。すなわち、ロゴスの客観的な立場から見た

パラブラフマンを覆うベールである。これサーンキヤ学派の大多数の意見である。

太陽系の進化についてここで詳しく説明する必要がなかろう。ムラプラクリティ

の分化より現れてくる３つの原理から太陽系の様々な元素がどのように発生する

かを知りたいなら、ついこの間ウィリアム・クルックス博士がした近代化学のい

わゆる元素についての講義を調べればいい。少なくともこの講義の内容は、３つ

の原理の最も客観的なものであるヴァイシュヴァーナラから元素がどのように現

れるかをある程度明らかにする。その講義が持ち出すプロータイル（原質）はヴ

ァイシュヴァーナラと同じような役割を果たしているらしい。細かい点では相違

があろうが、ヴァイシュヴァーナラという物理世界の進化論の輪郭に関していえ

ば、私が知っている限り近代科学の研究者がいちばん近くオカルトの本当の理論

に似通っているものである。 

 



これらの原理自体は私たちの一般的な経験をはるかに超えているので、実践的な

知識の対象というよりも単なる理論的概念や推論の対象になってしまう。自然の

中に存在しているこれら様々な原理を理解することはもちろん難しいだが、その

基礎についてはっきりした概念を得ることはさらに困難なことである。ともかく

厳密にいえば、諸原理の展開と分化という話題は、精神的倫理学よりも物理学に

関係するものであり、私がこれまで述べてきた基本的原理は当面の目的を果たす

ために十分である。私が宇宙進化の全過程を解説しなくても、ムラプラクリティ

という土台に基づいている３つの原理から顕現した宇宙とその中の全てのものの

存在が始まったということを想像することができるであろう。進化の全過程を推

し進める「唯一のエネルギー」は、あらゆる原理とその顕現物に遍満しているロ

ゴスの光であることを心に留めてください。その「唯一の光」は、ロゴスの精神

的エネルギーによって伝えられた衝動を持って最初から最後までの宇宙進化の計

画を立てる。進化の程度の最も低い生物から始まって調べたら、この唯一の生命

はいわば「未分化」の状態である。例えば、鉱物や、「生きている有機体」と厳

密に言えない宇宙の様々な存在に目を向けると、この光が未分化の状態であるこ

とがわかる。長い時代を経てから植物界でそれはかなり分化し、形成される有機

体はますます分化していく傾向がある。動物界になると、分化過程がされに完成

され、しかもその光は意識として自らを顕現させる。「意識」をこの光によって

創造された一種の独立した存在と考えてはならない。意識は、生命である光その

ものの様式であり、またはその現れである。人間界になると、光は分化して自我

（エゴ）という中心を形成する。その中心から、宇宙進化の過程に見える全ての

精神的・物質的進歩が生じる。最初の初段界では分化は個々の有機体の環境から

出てくる。１つの有機体に呼び起こされた行動、その有機体が他の有機体及びそ

の環境に呼び起こす行動、また有機体が自らの中に生み出す行動は全て、決して

カルマと言われない。にもかかわらず、その命と行動は、その中に働いている生

命エネルギーの未来の顕現を決めるのに一種の影響があるかもしれない。人間界

の段階になると、唯一の光はあるモナドたちに分化しているので、個性が固定さ

れている。 

 

個性がますますはっきりしていき、人間の環境と、人間が生み出す精神的・道徳

的衝動と、人間のカルマの結果とによって各自が他の者たちと分化して区別され

ればされるほど、その人を構成する本質（principle）がもっと明確になる。人間

には４つの本質がある。まず、肉体がある。肉体の話は、宗教の研究者よりも生

理学者の研究分野には関係があるので、あまり詳しく話さなくてもいい。確かに、

生理学のある面は、ヨガ哲学に関連のあるいくつかの話題と重要な関係を持って

いるが、当面、それを持ち出す必要がない。 



 

今度はスークシュマ・シャリーラがある。スークシュマ・シャリーラと肉体の関

係は、アストラル界と太陽系の客観的世界の関係と同じである。私たちの神智学

の文書にはそれは時々カーマ・ルーパと呼ばれる。この不適切な表現から、カー

マと呼ばれる本質はアストラル体そのものを代表してアストラル体になってしま

うという誤解が生じた。これは誤っている。スークシュマ・シャリーラはそれと

全く違う要素からなっている。スークシュマ・シャリーラの感覚は、肉体の感覚

ほど分化されていなく、位置が決まっていない。そして、肉体よりも精妙な素材

からなっているので、行動と思考の力がはるかに肉体のものに勝る。カーラナ・

シャリーラ［原因体］は、プラジュニャー（般若、智慧）の中枢、すなわち宇宙

の第三原理であるスートラートマンが分化する力（エネルギー）の中枢としか考

えることができない。宇宙的諸原理全ての分化をもたらした同じ衝動は、スート

ラートマンの分化も引き起こした。では、この三つ組を完成して四つ組にするの

はなんであろう？ （注）もちろん、それはロゴスの光である。先に述べたよう

に、その光は全ての有機体に浸透しているので、三つ組のそれぞれのウパーディ

（媒体）においてそれは人間の真のジーヴァ、その「私（エゴ）」として現れる。 

 

（後でつけた脚注：この光の行動によって形成されたロゴスの反映したイメージ

は人間の中の第四本質としてみなされることができるし、そのように考える哲学

者もいるが、実際は、反映されたイメージではなく光そのものは真の実在であ

る。） 

 

概念をより明確に伝えるために、私の考えを比喩で表現しよう。例えば、ロゴス

そのものを太陽に譬えよう。綺麗な鏡を手に持ち、太陽を鏡に映し、鏡面に映っ

た光線を磨いた金版板のようなものに反射させ、金属板に映った光線を壁に反射

させるとしよう。すると、３つのイメージができる。金属板のイメージは壁のイ

メージよりもはっきりしている、鏡面のイメージは金属板よりも明るく輝く。綺

麗な鏡をカラーナ・シャリーラに、金属板をアストラル体に、壁を肉体に例える

ことができる。各段階で一定のビムバムすなわち反映ができて、一時それぞれの

反映が「自我（self）」とみなされる。アストラル体に映ったビムバムが肉体と

違ったものとみなされる時、アストラル体の中の自我であるという概念が生じる。

カラーナ・シャリーラの中にできるビムバムから、人間が持っている一番目立っ

た形の「個性」が生じる。ビムバムそれそれは輝かしさの度合いが違う。ビムバ

ムの輝きを人間の知識に譬えたら、はっきりしたウパーディからさほどはっきり

していないウパーディへと移ると、その知識の輝きがだんだん薄くなり、最後に

一番暗い肉体の段階に至る。私たちの知識は主にウパーディの状態による。清い



水面に映った太陽の反映は、水そのものの動きによって乱されて見えなくなるこ

とがあると同じように、欲望と感情によって人は自分の真我のイメージの現れ方

を乱したり歪めたりして、その光が全く見えなくなるイメージをぼかすことさえ

もある。 

 

さらに進むと、この「自我」という概念は妄想であることが分かるであろう。ブ

ッダとシャンカーラーチャリヤをはじめヴェーダンタ派の偉大な作家たちのほと

んどは、自我が妄想的な概念であるとはっきり主張している。しかし、これら偉

大な方々が自我の概念が妄想的であると主張した理由は、ジョン・スチュアー

ト・ミルが自我の概念が諸々の精神的状態の連鎖または連続から製造されたもの

であると推測する理由と同じではない。「自我」はいわば製造された概念ではな

く、精神的状態の連続から生じたものでもない。私が前から説明している通り、

［古代のインド思想では］自我が妄想であると言われるのは、真の自我はロゴス

そのものであり、一般的に「自我」と呼ばれるものはロゴスの反映にすぎないか

らである。反映された影（イメージ）は個性ある存在として行動することができ

ないとあなたは反論すれば、比喩に限界があると私は簡単に答えよう。一つ一つ

の影は、個別の中心となることができると私たちはわかるであろう。私たちはこ

れを否定しながら自我そのものを個別の実在であると主張すれば、非常に困難な

立場に置かれるであろう。その主張によると、私は物質の世界を客観的に意識し

ている間、私の自我は肉体の中に実在しているものである。しかし、どのように

してその実在をアストラル体に移すことができるだろうか。さらに、その実在を

カーラナ・シャリーラ（原因体）にも移す必要があろう。この実在をロゴスその

ものに移すことがなおさらに難しいことである。しかし、人間の個性すなわち自

我をロゴスに移すことができないなら、不死性は中身のない言葉にすぎない。あ

る独特な状況において、その自我が［肉体、幽体、原因体など］媒体から媒体へ

と移される実在するユニット（モナド）であるという主張によっておびただしい

数の現象を説明することができないであろう。 

 

ヴェーダンタ学派によると、そして以下の解説が示しているようにクリシュナの

意見にもよると、人間は四つ組である。第一は肉体すなわちストゥーラ・シャリ

ーラであり、第二はアストラル体すなわちスークシュマ・シャリーラで、第三は

より高い個性の座であるカーラナ・シャリーラで、最後の第四はアートマンであ

る。私がすでに述べたように、第四本質の性質（principle）が何なのかについて

意見の食い違いが確かにあり、そこから様々な謬見が生まれてきた。例えば、サ

ーンキヤ学派の信徒によると、少なくとも神の存在を受け入れないニリーシュワ

ラ・サーンキヤの信徒によれば、人間には最初の３つの本質があり、そしてアヴ



ィヤクタはその四つ組を完成する。このアヴィヤクタはムラプラクリティであり、

あるいはむしろ媒体のムラプラクリティに現れるパラブラフマンである。この立

場によると、パラブラフマンは第四本質であり、人間の最高の本質であるので、

他の３つの本質はただその中にあり、そのために存在している。言い換えれば、

アヴィヤクタはすべての自我の根本である唯一の原理である。それは進化の経過

で分化し、あるいはむしろ様々な生き物の中で分化するようにみえる。この説に

よれば、アヴィヤクタはありとあらゆるウパーディ（媒体）の根底に存在し、人

間がそれに達するべき真の精神的実在である。 

 

この理論を受け入れるとどうなるか見てみよう。ロゴスが完全に締め出されてお

り、全く注目を与えられていない。故にこれらの信徒が「ニリーシュワラ・サー

ンキヤ」と呼ばれるのである。彼らはパラブラフマンの存在を否定していないが、

人間の本質の分類法を考えるとき、ロゴスとその光を完全に無視している。しか

し、宇宙の中にロゴスとその光は最も重要な存在である。 

 

 


