
Notes on the Gita Section 2-3  和訳 

 

「バガヴァッドギーター」講釈・2 

 

前回の講義で私は宇宙進化の初期の展開を辿ろうとして、無限の宇宙の中に作用

する４つの主要な原理をある程度はっきり示そうとした。その他に、私は顕現し

た太陽系すべての基盤をなすように思える４つの原理を述べ、人間の構成要素と

した４つの原理の本質を定義した。これらの原理がはっきり理解されると、ヴェ

ーダンタの教えの全ては解明できるようになるので、皆様が前回の解説を心に留

めておくことをお願いしたいと思う。その上、これらの原理の本質に関して誤解

があるから、諸国の宗教哲学がたいへん混乱に陥っている。その結果、諸原理が

正しく理解されたら決して現れてこない結論が間違った仮定から引き出されてい

る。 

 

無限の宇宙：パラブラフマン、ロゴス、ムラプラクリティ、ダイヴィプラクリテ

ィ（ロゴスの光、フォーハット） 

 

太陽系：アヴィヤクタ（パラブラマン・ムラプラクリティ）、イーシュヴァラ、

ヒランヤガルバ、ヴィシュヴァナラ 

 

人間：アートマン、カーラナ・シャリーラ（原因体）、スークシュマ・シャリー

ラ（精妙体）、ストゥーラ・シャリーラ（肉体） 

 

 

 

私の立場を明らかにするために、これらの原理について少し付け加えたいことが

ある。前回の内容を思い起こしたら、私は太陽系そのものを４つの主要な原理に

分けたことを覚えるであろう。 私は、「ターラカ・ヨーガ」と呼んでもいいも

のについての論文の用語を使って四大原理に名前をつけた。「ターラカ」の「タ

ーラ」は「プラナヴァ」であり、しかも顕現した人間の象徴である。４つのマー

トラー［アウムの構成要素］からアルダマートラーを除くと、残りの３つのマー

トラーは太陽系に置ける元のムラプラクリティの３つの原理、３つの顕現を象徴

する。正しく名付けられた「サーンキヤ・ヨーガ」は主に、この３つの原理及び

そこから発生した全ての物質的有機体の進化を扱う。「物質的」というと、物質

界とアストラル界の有機体だけではなくて、アストラル界よりも高い世界の有機



体も示している。たとえその構成物質は普通の「客観的な」世界のよく知られて

いる物質とは違っていても、私の意見ではその世界の多くのものは「物質的」で

ある。厳密に言えば、この権限した太陽系の全体は物理的研究の対象になり得る

のである。これまで私たちは外的宇宙の表面しか調べていない。つまり、物理科

学はそこにしか到達していないということである。しかし、物理化学はいずれ、

表面的現象の土台となる深い基礎の奥まで入り込むに違いないと私は確信してい

る。その深い層はヴェーダンタ派の著者たちが「スートラートマ」に相応する。

ムラプラクリティの３つの構成要素から各種の物理現象の展開をたどることは、

サーンキヤ哲学の仕事である。とは言え、現在ではサーンキヤ哲学と思われるも

のが様々な現象の起源を探し求める方法を私は決して承認しない。むしろ、クル

ックス博士［1832−1919 のイギリス人の化学者・物理学者、神智学協会の会員］

のように西洋で物理学を調べている方が、一般的に知られている現存のサーンキ

ヤ哲学体系の内容よりも正しい結果を得るだろうと思う理由は十分ある。もちろ

ん、オカルト科学には各種の有機体の起源を説明するはっきりした理論があるが、

あまり表に出されるものではなく、それを詳述してもギーターの解説のためには

ならないのであろう。今の所、サーンキヤ哲学の範囲は何であり、また物理化学

の視野に何が入ってくるかということに注意すれば十分である。 

 

アストラル界に生きている存在達がどんなものなのか私たちは全く見当がつかな

いし、ましてアストラル界よりも先の世界に生きている存在たちのことがわから

ない。現代人の心にとって、普通に経験するこの物質界以外のものは全て空白で

ある。しかしオカルト科学は、様々なより精妙な存在界について組織的なことを

はっきり述べており、いわゆる降霊術の会に出てくる心霊現象について考えると、

アストラル界の存在たちがどんなものかをある程度理解できる。 

 

ほとんどのプラーナ典にはスヴァルガ［天界、デヴァチャン］にいるデーヴァ

［神々］が出てくるが、実は「神」と呼ばれる存在は全てスヴァルガにいるとは

限らない。疑いもなく、ヴァス神群、ルドラ神群［マルト神群］とアーディティ

ヤ神群、その他の群は紛れもない神だが、一方、ヤクシャ（夜叉）、ガンダルヴ

ァ（乾闥婆・ケンダツバ）、キンナラ（緊那羅）など他のガナ（群）は、アスト

ラル光の世界に生きている存在たちに含まれなければならない。 

 

ヴァスの８神は：水（ヴァルナ、アーパス）、諸星・北極星（ナクストラニ、ド

ルヴァ）、月（チャンドラマス、ソーマ）、大地（プリトヴィ、ダラー）、風

（ヴァーユ、アニラ）、火（アグニ、アナラ）、空・暁（ディアウス、プラバー

サ）、日・光（スーリヤ、プラティユーシャ） 



 

アーディティヤ神群（リグ・ヴェーダで）：ヴァルナ、ミトラ、アリヤマン（款

待）、バガ（分配、幸運）、アンサ（配当）、ダクシャ（意思）、インドラ（帝

釈天）、スーリヤ（マールタンダ、太陽） 

 

神智学の文献ではアストラル界に生息するこのような存在たちが「エレメンタル」

という総称で呼ばれる。しかし、正しく「エレメンタル」と呼ばれるものの他に、

厳密に「デーヴァ」と呼ばれるべきさらに高いレベルの存在たちもいる。デーヴ

ァという語は「神」を意味し、ヒンズー教には 3 億 3 千万のデーヴァがいるか

らと言って 3 億 3 千万の神々が崇拝されると思うのは間違いである。ヨーロッ

パ人はよくこの重大な過ちを犯す。デーヴァは一種の精神的な存在であるが、同

じ「デーヴァ」は一般的に「神」を示すために使われるからと言って、3 億 3

千万の神がいるというわけではない。簡単に推論できることだが、これらの存在

たちはそれぞれ人間を構成する３つのウパーディの中の１つと何らかの親和性が

ある。 

 

１つの有機体は、同じ世界に生きて同じ素材からなっている他の有機体と一種の

親和関係を持っている。当然ながら、人間のアストラル体はエレメンタルたちと

親和性があり、いわばカーラナ・シャリーラ［原因体］はデーヴァたちと親和性

がある。昔、インド哲学について書いた人たちは宇宙を３つのローカ（世界）に

分けた。第一世界はブールローカであり、第二世界はブヴァルローカで、第三世

界はスヴァルローカである。ブールローカは私たちがよく知っている物質世界で

ある。厳密に言えば、ブヴァルローカはアストラル界である。ウパニシャッドで

は、時にはそれがアンタリークシャと呼ばれる。ここでアンタリークシャは「空、

空間、大気」という一般的な意味ではなくて、哲学の専門用語として使われてい

る。スヴァルローカは一般的にスワルガ・スヴァルガと呼ばれるものに当たる。

そして神智学文献のいうデヴァチャンと同じである。仏教徒が「デヴァチャン」

と呼び、ヒンズー教徒が「スワルガ」と呼ぶこの領域にはより高い種類の「デー

ヴァ」がいる。 

 

人間の３つのウパーディについてもう一言付け加えたいと思う。この３つの中に

カーラナ・シャリーラは最も重要である。その中に人間のより高い個性が存在す

るからである。生まれ変わるたびに新しい肉体が生まれてくるが、この世での生

涯が終わると滅びてしまう。アストラル体は、ひとたびカーラナ・シャリーラか

ら離れると、物質界に生きている間に受けた行動と存在の推進力に動かされてし



ばらく存続するかもしれないが、その影響がそれを生み出した源から切り離され

るにつれ、その力がいわば孤立し、遅かれ早かれアストラル体は構成要素に分解

してしまう。一方、カーラナ・シャリーラは、アストラル体から独立して存続す

ることができる体あるいは有機体である。その世界がスートラートマン［糸魂］

と呼ばれる。なぜなら、個人が次々と生まれ変わる間、連続する人格は糸に通さ

れたビーズのようにスートラートマンに通される。ここで「人格」とは、持続す

る自我観念（persistent sense of self）及び、物質界での生涯それぞれの経験に関

係するはっきりした連想のことである。 

 

もちろん、人が経験するありとあらゆる精神状態の連想と観念が必ずしも「アス

トラル人間」に伝えられるとは限らないし、ましてカーラナ・シャリーラに伝え

られないだろう。肉体人間のすべての経験の中で、アストラル人間及びそれを超

えたカーラナ・シャリーラは、その構成と性質が自分の経験に似ているものだけ

を同化できる。しかも、すべての精神状態が保存されないことは、道理にかなっ

ている。というのも、精神状態のほとんどが日常的なことや気晴らしだけに関わ

りがあり、または本人の肉体的なニーズだけに関係するので、それを永続的な保

存するによってどんな目的にも叶わないからである。一方、人間の知性の深みに

入ること、人間の魂の高邁な気持ち、高潔な熱望によって持たされた知的な趣味

などはすべてほとんど消すことができないくらいカーラナ・シャリーラに印象付

けられる。アストラル体は、人間のより低い性質の座にすぎない。動物的な欲望

と感情、肉体の欲求に関する月並みの考えなどはアストラル人間に伝わるだろう

が、それよりも高く届くことがない。 

 

カーラナ・シャリーラは真の自我と通用するものである。肉体化身が相次いで展

開している間、カーラナ・シャリーラは存続し、それぞれの化身を通して経験の

蓄えに何かを加え、その同化の全過程でさらに高等な個性を発展させる。故に、 

カーラナ・シャリーラが人間の自我（エゴ）と呼ばれ、ある哲学体系において

「ジーヴァ」［生命あるもの、魂］と言われる。 

 

次のこともはっきりと理解して覚えておく必要がある。カーラナ・シャリーラは

主としてロゴスの光の作用の結果であり、その光はカーラナ・シャリーラの生命

とエネルギーだけではなくて、私たちがスートラートマンと呼んでいるムラプラ

クリティの１つの世界ではその意識の元でもある。しかも、スートラートマンと

いう世界はカーラナ・シャリーラの物理的あるいは質料的な基盤である。 

 



この２つの要素の組み合わせから、そしてカーラナ・シャリーラの物理的な枠を

構成する独特な質料に対する、ロゴスが放射する光のエネルギーの作用により、

一種の個性が発展する。 

 

個々のものの存在、すなわち分化した意識の存在は、進化の機械を始動させる生

命の唯一の流れから徐々に現れる、と私はすでに述べている。まさにこの生命の

流れはその使命を果たしているうちに漸進的に個々の有機体を進化させる、とい

うことも指摘している。その上、生命の流れは私たちが「意識的な生命」と呼ぶ

ものを顕現させる。それが人間になると、人の意識的な個性は生命の流れの作用

によって明確にかつ完全に定められる。この結果を生み出すために、時間・空

間・環境に特有な状態から生じる幾つかの副次的な力は唯一の生命と協力する。

一般的にカーラナ・シャリーラと呼ばれるものは、この結果を生み出すために働

いてきた諸力の自然な産物である。進歩の道で人間の自由意志による行為が含ま

れる意識段階に達すると、その自発的な行為はカーラナ・シャリーラの個性を守

るだけではなく、相次ぐ化身でさらなる進歩が達成されるにつれカーラナ・シャ

リーラをなお一層明確にし、それによって個性あるモナドとしてのジーヴァの存

続を保存する。したがって、ある意味でカーラナ・シャリーラはカルマの働きの

結果であり、いわばカルマの子供である。それはカルマのおかげで生き続き、カ

ルマの影響力が拭い取られるならば消えていくであろう。一方、アストラル体は、

肉体の存在が肉体的な欲求や連想や渇望に関わる限り、大いにその存在の結果で

ある。だから、普通の状態の下で死後のアストラル体の存続の長さは、そのよう

な感情と動物的な欲望の強さ次第であると考えていい。 

 

人間の構成がこのようなものであるとすれば、人間がどんな規則に支配されてい

るのか、また、進化しつつあるすべてのものはどんな目的へと進んでいるか調べ

てみよう。その答えを得た時にのみ、人間の進歩のために特別な規則を設け、そ

れによって進化の展開の速度を増すことができるかを考える立場になる。 

 

普通の人間の死後に次のことが起きる。まず、カーラナ・シャリーラとアストラ

ル体は肉体から離れ、その結果として肉体は生命力とエネルギーを失う。昨日、

３つの体とその中で働いている生命エネルギーを説明するために、その生命の作

用を次々と３つの物体を照らす太陽光線の作用に例えた。その比喩で分かるとこ

ろで、アストラル体に、あるいはむしろアストラル体の中に反映する光は、カー

ラナ・シャリーラから発する光である。また、アストラル体から光はストゥー

ラ・シャリーラに反映し、その生命とエネルギーとなり、肉体の中で私たちが経

験する自我感を発達させる。明らかに、カーラナ・シャリーラがなくなったらア



ストラル体は光の反映を受けなくなる。カーラナ・シャリーラはアストラル体か

ら独立して存続できるが、アストラル体がカーラナ・シャリーラから離れるなら

生き延びられない。同様に、カーラナ・シャリーラとアストラル体が取り除かれ

ると、肉体は死んでしまう。生命の流れが肉体に伝えられる唯一のルートはアス

トラル体を通してである。アストラル体から離れた肉体が分解するとは、それに

生命を与えた衝動がなくなっているからである。カーラナ・シャリーラはデヴァ

チャンという世界にいるので、肉体から離れる時に移れる唯一の場所はデヴァチ

ャンすなわちスヴァルガであるが、アストラル体から離れる時に、肉体化身の連

続でその人のカルマによって蓄積された衝動の推進力の全てを持っていく。 

 

それらの衝動はカーラナ・シャリーラの中に存続し、たぶんデヴァチャンで新し

い生き方を楽しむであろう。その生き方は地上界の人間が知っている人生と全く

違うのだが、この世での意識的な存在が私たちにとって当たり前なものと思われ

るように、デヴァチャンにいる者にとってその生き方がごく自然なものに思われ

る。諸々の衝動の中に物質界で顕現を求めるある量のエネルギーが閉じ込められ

ているので、次の肉体化身を来たす。だから、カーラナ・シャリーラを次々と肉

体化身へと導くのはカルマである。 

 

アストラル体のいわば自然生息地は、ブヴァルローカすなわちアストラル界であ

る。それはアストラル界に行き、アストラル界で留置されている。その性質によ

り物質界に引きつけられることがないので、アストラル体が物質界に降りてくる

ことがほとんどない。したがって、カーラナ・シャリーラが物質界に止まること

ができないように、アストラル体もそうである。カーラナ・シャリーラから離れ

たアストラル体は、生きようとする勢いを無くしてしまう。そのように生命とエ

ネルギーの源から別れたアストラル体は、存続させてくれる唯一の生命の元を奪

われる。しかし、アストラル界の質料の構成は物質界の質料よりもはるかに霊妙

なものなので、物質界に伝えられたエネルギーと比べてアストラル界に伝えられ

たエネルギーの方は永く存続する。一度アストラル体から離れたら、肉体はすぐ

に死滅するが、アストラル体［とカーラナ・シャリーラの分離］の場合、完全に

分解するまで幾らかの時間が必要である。なぜなら、すでにアストラル体に伝え

られたエネルギーはそれを構成する分子を結合させ続けるからである。アストラ

ル体の死後の存続の期間はそのエネルギーの強さ次第である。その力が尽きるま

でにアストラル体はまとまりのあるものとして存続する。アストラル界でのその

独立した存在期間の長さは、生きようとする渇望の強さと満たされていない欲望

の激しさによる。例えば、自殺者など早死にする者は、物質界で生きている間に

全力を出して求めたが満たし切れなかった強い欲望を抱きながら死んだ場合、そ



のアストラル体はある期間中に生き続き、その目的を果たすために物質界に降り

て行こうと必死の努力をすることもある。降霊術などの心霊主義的な現象のほと

んどは、そのようなアストラル体の働き及び、エレメンタリー（悪霊）やピシャ

ーチャ（食人鬼）と偽るアストラル界で生息するエレメンタルたちの技によるも

のである。 

 

しかし、この話題は、この講演の主題であるバガヴァッドギーターの教えとわず

かな関係しかないので、これ以上話す必要がなかろう。次のことだけを付け加え

ておこう。つまり、上述したことは一般的に人の死去の際に起こることだが、あ

る種類のカルマは一般の法則の例外をもたらす。例えば、エレメンタルを召喚す

ることに一生を捧げた人の場合、エレメンタルはその人に乗り移りその人を霊媒

にする。人が物質界に生きている間にその過程が完成されないなら、エレメンタ

ルたちは、死の瞬間にアストラル体を入手して吸収する。その場合、アストラル

体はエレメンタルという独立した存在と関係しているので、かなり長い期間に存

続するだろう。エレメンタルを崇拝する人が、霊媒（ほとんどの時は無責任の霊

媒）になるかもしれないし、知性が混乱して品行が悪くなるかもしれないが、エ

レメンタルはその人のカーラナ・シャリーラを滅ぼすことはできない。とはいえ、

エレメンタルの支配下に身を置くことは決して望ましいことではない。 

 

しかし、人が行別の種類の崇拝は、はるかに重大な結果を起こすのである。アス

トラル体に起こり得ることは、カーラナ・シャリーラに起こることもある。カー

ラナ・シャリーラとスヴァルガのデーヴァたちとの関係は、アストラル体とアス

トラル界のエレメンタルとの関係に似ている。デーヴァの世界には色々の存在が

おり、その中に悪いものも良いものもいる。そのような力ある存在たちを呼び出

した人はずっとそれに注意を向けるなら、時が経つにつれそれを身に引きつける

かもしれない。すると、引き続きそれらの存在に集中することから生じる力があ

る段階を達成すると、アストラル体がエレメンタルに吸収されるように、カーラ

ナ・シャリーラが一人のデーヴァに吸収されるという可能性が十分ある。この結

果がエレメンタル崇拝の結果よりもはるかに重大なものである。なぜなら、その

場合、ロゴスに達する見込みがなくなるからである。 

その人の個性の全てがその一つのデーヴァの中に吸収されているので、デーヴァ

が存続する間に生き続けるが、それ以上生きることができない。宇宙のプララヤ

［夜］が来るとデーヴァが溶解するので、その人の個性も溶解するであろう。そ

の人にとって不死性はないだろう。数百万年に存続するかもしれないが、永遠に

生き続けることに比べてそれは取るに足りない。シネット氏が著した本の中に

「悪の中の不死性」についての話をたぶん皆様は読まれたことがあろう。それを



文字通り受け入れるなら、誇大表現である。シネット氏はその表現で次のことを

言おうとしている。すなわち、左手の道を歩んでいる人は邪悪な性質のある諸力

を呼び出して、自分の個性をそれらの力へと移せば、宇宙の夜が来るまでその力

の中に存続する、ということである。その場合、それは宇宙の中に強力なものと

なり、人類の事情に大いに干渉する。人間の個性が邪悪な諸力に結びついている

結果として、悪の諸力が真実の諸力よりも人類に対する影響力が強くなることさ

えもある。したがって、全ての偉大なる宗教は次の深遠な真理を教え込んできた。

すなわち、利益や目的達成が一時極めて魅力的に思われても、人間はそれを与え

ると約束する悪の勢力を決して崇拝してはいけなくて、あらゆる真実で偉大な宗

教が受け入れる唯一の真のロゴスにひたすら注意を集中して崇拝すべきである、

と。ロゴスだけは真の道徳の道に人を安全に導くことができる。ロゴスの指導の

下で人間は高く、またさらに高く上昇し、ついに不死の存在として、顕現したイ

ーシュヴァラとして、そして必要があれば未来の世代の正覚の起源としてロゴス

の中に宿ることができる。 

 

この目的へこそ、全体として進化の過程が向かっているが、ある個々の場合には

過程の速度の増加が可能である。いわば全進化のコースを導き、宇宙・自然をそ

の目的へと方向づける唯一の大いなる力は、ロゴスの光である。ロゴスはいわば

形態（pattern）であり、そこから発するのはこの命の光である。光は形態を印

象つけられてこの世に入り、進化の周期の全体を通ってからその出発点であるロ

ゴスに戻ろうとする。光の作用を受けその媒体である有機体の絶え間ない改良に

よって進化の発展が行われている。光そのものは、改良される必要がない。改良

されるのはロゴスではなく、その光でもなく、光の媒体であるウパーディすなわ

ち物理的な枠である。前述の通り、ロゴスの現れる明快さ輝かしさの度合いは主

にウパーディの清浄さと性質によるのである。時が経つにつれ、諸々のウパーデ

ィが改良されている間中に霊的・アストラル的・物質的という世界で働く人間の

知性がますます完璧無欠の状態に近づいていく。ついに、自分のロゴスを認識す

るために最終的な努力をすることができる地点に到達して、不死性よりも地獄落

ちの方を好んで強情に目を瞑って見ようとしないことがない限り、我がロゴスだ

と認めることができよう。自然界は、まさにこの目的地へと進んでいく。 

 

私は一般的な進歩を邪魔するかもしれないいくつかの状態に触れながら、進歩を

早めることのできる様々な原因も述べた。人間が考え出したありとあらゆるイニ

シエーションは、ロゴスについてのはっきりした概念を伝え、目標を示し、全自

然界が達成しようと絶え間無く働いている目的へとより早く近づくのに役にたつ

規則を定めるために設立されている。 



 

これらの前提からクリシュナは出発する。はっきりした主張という形を取ろうが、

引き出さざるを得ない含意として伝えられようが、これらの命題は全てギーター

の中にある。そしてクリシュナは、これらの基本的な命題に基づいて実践的な人

生論を築き上げる。 

 

この理論を立てるには、私はバガヴァッドギーターの個々の節に触れてこなかっ

た。この理論の命題がギーターの中ではっきり述べられている箇所や、その意味

が含まれている他の箇所などをいつも引用したなら、私はただ混乱を引き起こし

たにすぎなかったであろう。故に、首尾一貫した全体を伝えるために、まず理論

を私自身の言葉で言った方がいいかと思った。インドの全ての宗教の全ての信者

は、必ずしもクリシュナが上記の命題から始まったということを認めるとは限ら

ない。その理論は多くの思想家によって誤解されており、そして時が経つにつれ

サーンキヤ派の憶測によりインド哲学の発展に重大な影響力を及ぼした誤解の元

が生じた。しかし、先に言われたことの中に真のヴェーダンタ哲学の基礎が含ま

れていることには疑う余地がいささかもないと私は確信している。時間の制限が

あるから理論を裏付ける権威ある典拠を引用することが必要と思わなかった。も

し引用しようとしたなら、ギーターの哲学を解説することは３日ではなくて３年

間かかったであろう。上述の命題を調べながら、それがヒンズー教だけではなく、

仏教、古代エジプトとカルデアの哲学、薔薇十字の理論、及びいわゆる有志時代

よりもはるかに古い時代以来の、わずかでもオカルティズムと関係のあるほとん

どの体系の基礎をどの程度なしているかを各自に確認してもらいたいと思う。 

 

今度、バガヴァッドギーター自体に目を向けよう。 

 

クリシュナは一般的にアヴァターラ［神の権化］と思われている。アヴァターラ

説はヒンズー教の哲学の中に重要な役割を果たす。アヴァターラ説の本来の意味

を正しく理解しなければ、それについての現在の誤った思想を受け入れて大きな

勘違いに陥る可能性が十分ある。一般論によると、クリシュナは、宇宙に存在す

る唯一の大いなる人格神のアヴァターラである。もちろんこの考えを主張する

人々は、この唯一の大いなる人格神がどのようにして、他の人間の肉体と同じ構

造のあるクリシュナの肉体に、また、他の人間の人格と全く同じようなものであ

るクリシュナの人格や人間的個性に緊密な関係を作ることができたかを説明しよ

うとしない。それに、クリシュナという一人のアヴァターラの例を参考にして、

私たちはどうして一般的なアヴァターラ論を開設することができようか。その理

論には根拠がない。ロゴスそのものも「宇宙の唯一の大いなる神」ではない。確



かに、ロゴスの背後にあるパラブラマンは唯一不二であり、ニラムシャすなわち

分化せずに永遠に存在するのだが、様々のアヴァターラとして自らを現すことが

決してできない。一方、パラブラマンは妙な意味で全宇宙として、あるいはむし

ろ全宇宙の基礎と思われる唯一の本質として自らを現すことがもちろんある。し

かし、人格神の概念に近い形で自らを現すのは、ロゴスとして現れる時のみであ

る。アヴァターラというものがあり得るとすれば、それはロゴスすなわちイーシ

ュヴァラと関連のあるものであり、私がパラブラマンと言っているものとは決し

て関連がない。 

 

しかし、「アヴァターラとは何ですか」という問題が残っている。私がさっきに

述べた理論によると、ムクタ（解脱者）になる一人一人の場合、ロゴスとの結合

がある。その結合は、魂がロゴスまで上げられることか、またはロゴスがその高

い世界から降りて魂と結びつくことか、どちらかと考えられる。ほとんどの場合、

魂とロゴスとの結合は、死後にだけ完成され、そのように結合する魂にとってそ

れは経験しなければならない最後の死である。 

 

ある特別な例には、ロゴスは魂の世界まで降下して、個人がこの世に生きている

間、魂に結びつくが、その例が極めて少数である。そのような存在は、普通の人

間として物質界で生きているが、その魂は単にロゴスの反映ではなくてロゴスそ

のものである。そのような者はこの世に現れたことがある。仏教徒によれば、ブ

ッダは身体の死亡より２０年前に「パラニルヴァーナ」と呼ばれることに到達し

て、永久的な結合に至ったのである。キリスト教徒は、ロゴスがいわば肉体とな

り［ヨハネ福音書１章１４節］、キリストすなわちイエスとして生まれたと言う

が、その主張を明快に解説しない。しかし、キリスト教の中に、この問題につい

てもっと哲学的な立場をとる宗派もある。彼らによると、生涯のある時点にロゴ

スはイエスという人と結びついて、その後イエスは奇跡を行い始め、偉大な改革

者と人類の救世主としての力を発揮した。 

 

この結合はイエスだけの特別な例なのか、それとも全てのマハートマやマハリシ

が解脱者となる際に同じような結合が起こるかを決めるには、聖書が教えてくれ

ることよりもイエスについてはるかに多くのことを知っておかないと判断するこ

とができない。クリシュナの場合にも同じ問題が出てくる。マハーヴィシュヌは

神であり、ロゴスの代表者であるが、ヒンズー教徒の大多数はマハーヴィシュヌ

をロゴスと考える。だからと言って、宇宙には一つのロゴスしかいないという結

論を引き出してはならず、宇宙にはロゴスが一種しかいないということがあり得



ると結論さえできない。当面、私はロゴスのこの一種（form）だけに関わって

いる。それは、私たちが考察している教えの基礎と思われる。 

 

ラーマ、クリシュナ、パラシュラーマなど人間的なアヴァターラについて２つの

立場のどちらかをとることができる。ヴィシュヌ派のある信徒は、ブッダはヴィ

シュヌのアヴァターラであることを否定する。しかし、ブッダは特殊の例であり、

それはヴィシュヌ派の信徒にも仏教徒にもほとんど理解されていないことである。

ある作家にはパラシュラーマのアヴァターラとしての身分も必ず議論のタネとな

るであろう。多分パラシュラーマの暴力行為のためにマドヴァー派は、彼が本当

のアヴァターラではなくて、マハーヴィシュヌは彼の力が彼を染み込んだに過ぎ

ないと信じている。議論の的となるそのような例を除けば、議論の余地のない人

間のアヴァターラとしてラーマとクリシュナが残る。 

 

クリシュナの例を考えると、二つの立場のどちらかをとることができる。その一

つによると、クリシュナという個人は数百万年前から進化し、極度の精神的完成

に達し、彼が前進しているうちにロゴスが彼に降りて彼の魂に結びついたのであ

る。その場合、ロゴスがクリシュナとして自らを現したのではなく、クリシュナ

の方はロゴスのレベルまでに自分を引き上げたのである。ジーヴァンムクタ［解

脱者］になったマハートマの場合、ある意味で彼の魂はロゴスになってしまう。

ロゴスが一人の人間の中に降下することの主な原因は、その人間が達した完成度

ではなく、人類を益しようとするロゴスの隠された目的である。その場合、魂が

ロゴスの世界に上昇することがなく、ロゴスは魂の世界に降りてきて、魂の中に、

また魂を通して自らの力を顕現させる。 

 

理論上、どちらの立場もとることができるが、一つの問題が残っている。もし解

脱する人間すべてをアヴァターラと呼ばなければならないのだとすれば、シュカ、

ヴァスィシュタ、トゥルヴァサなど解脱者になったマハリシ［大聖者］すべてを

アヴァターラと呼ばなければならなくなるが、一般的に彼らがアヴァターラと言

われていない。確かに、ギーターのような古典がアヴァターラを列挙する場合、

偉大なリシたちの名前も出てくるが、一般的な「十化身」がマハーヴィシュヌの

アヴァターラと見なされながら、他の者がマハーヴィシュヌの顕現あるいはマハ

ーヴィシュヌの光と知識が一時的に置かれているものと思われ、何かの理由で厳

密な意味でのアヴァターラと考えられていない。しかし、これらの解脱者がアヴ

ァターラではないなら、クリシュナとラーマがアヴァターラと呼ばれるのは、彼

らが解脱してロゴスに結びついたからではなく、ロゴスがその魂の世界まで降下

して、魂に結びつくことによって人間界で重大な目的の達成のために働いたから



である。よく調べたら、後者の説が正しいことがわかると私は思う。その説を受

け入れるからといってクリシュナに対する尊敬が少しも減っていくはずがない。

真のクリシュナは、ロゴスがその中に、そしてそれを通して現れた人ではなく、

ロゴスそのものだからである。ロゴスが人類を益するために一人の人間の中に降

りてくるという事実を理解した時に、私たちはむしろロゴスをさらに尊敬するか

もしれない。ロゴスは、人間として生まれ変わって解脱する場合よりも、世の中

に生きている人を通して働くときには、多分、一人の個性に邪魔されることなく、

万人に益するよう励むことができるであろう。つまり、一人だけのためではなく、

数百万の人の救済するよう努力することができる。 

 

『マハーバーラタ』には正統派の理論を主張する人にとって解け難い謎の箇所は

二つある。まずはラーマについてである。仮にラーマが個人のモナドとロゴスの

組み合わせではなくて、何らか訳の分からない方法で肉体となったロゴス［ヨハ

ネの福音書］であったとしよう。その場合、肉体が亡くなった時には、その進路

を進む人格は何もなく、ロゴスしか残らないはずである。正統派の理論を受け入

れるなら、それは当然な結果である。しかし『マハーバーラタ』のローカパー

ラ・サバー・ヴァルナナで、聖者のナーラダはデーヴァの一人であるヤマ王（閻

魔）の宮廷について話し、そこにダシャラタ・ラーマがいたと述べる。一般的に

人間がマーヤー（幻）であると言われているが、個人のラーマはその意味だけで

はなくて［ロゴスに作られたという］特別な意味でマーヤーであるとすれば、そ

のような幻影的衣を必要とした目的が達成された後でそれが存続する理由は全く

ない。ラーマが亡くなってからロゴスはその住まいに戻ったと『ラーマーヤナ』

で言われているが、『マハーバーラタ』によるとダシャルタ・ラーマはヤマロー

カにいる数人の王の一人である。しかし、閻魔の国であるヤマローカはせいぜい

デヴァチャンほど高い世界である。私が主張した説を正しく理解すれば、死後の

ラーマがヤマローカにいることがそれに一致していることも分かるであろう。ラ

ーマの精神的構成は他の人間と変わらない個人であった。おそらくその個人はラ

ーマになる前に数回も生まれ変わったし、その偉大な一生の後も数回も生まれ変

わる運命になったのであろう。『ラーマーヤナ』の比喩的な話で彼がラーマ・ア

ヴァターラとして現れて偉業を成し遂げたということは、潜在的な個性が自らを

表現することではなく、ラーマの魂がロゴスになることでもなく、ロゴスすなわ

ちマハーヴィシュヌが魂の世界に降下してそれを通して働くという目的を果たす

ためにしばらく個人の魂と結びつくことである。 

 

クリシュナの場合にも同じような問題に出会う。『マハーバーラタ』のマウサ

ラ・パルヴァ章の終わりの方に不思議な節がある。その作家によると、クリシュ



ナが死んだ時にその魂は天国（これはデヴァチャンに当たる）に昇り、全てのデ

ーヴァたちから十分な敬意を表された。その後、ナーラーヤナがその場所から自

分の住まいへ移ったと言われているが、そのナーラーヤナはロゴスの象徴である。

その直後の節はスワルガ［天界］におけるクリシュナの生き方を描写して、また

その後にダルマラージャ［ユディシュティラ］の魂がスワルガに行った時にクリ

シュナに出会ったという節がある。この二つの主張をどのように調和させること

ができようか。ナーラーヤナのエネルギーと智慧が人間のクリシュナを通して現

れたので、そのナーラーヤナが当分個人のクリシュナを通って自らを顕現させて

いる別の霊的な力と私たちは仮定しない限り、この難問の解決法はなかろう。 

 

これらの二つの所説を考慮に入れると、この二人のアヴァターラが同一の勢力す

なわちロゴスの現れであると推論すれば間違いないであろう。このロゴスは、イ

ンドの古典を書いた偉大な人々が「マハーヴィシュヌ」と呼んだ。では、このマ

ハーヴィシュヌとはいったい誰であろう？ 宇宙に様々なロゴスがいるなら、な

ぜこのロゴスこそ人類の面倒を見るという任務を引き受けていくつかのアヴァタ

ーラのいろいろの形で現れることになっているか。さらに、他のすべてのアデプ

トは、一度ロゴスと結びついたらロゴスと同じようにアヴァターラとして降下し、

人類を役することができるか。 

 

これらの質問をはっきりした形で取り上げたら、オカルト科学の神秘の深奥に関

わる問題に触れることになる。それをはっきり解説するために、秘伝の時にのみ

伝えられるいくつかの理論を考察することになる。近刊予定の『シークレット・

ドクトリン』はその問題に光明を投ずるかもしれないが、この段階で私がそれに

ついて話すのは時期尚早であろう。次のことだけを述べれば十分であろう。この

大時代（カルパ、劫）に人間の進化が開始した時に初めて現れたディヤンチョー

ハンはこのマハーヴィシュヌである。その方は進化の経路で人類を発進させたが、

七つのマンヴァンタラからなっている現在の大周期が終わるまで人類の利益を見

守るのはその義務である。 

 

昔の劫にこのロゴスはある解脱者あるいは偉大なマハートマと深い関係があった

かもしれない。それはとにかく、今はロゴズであり、現在の私たちにとってそれ

だけは重要である。以前の劫は数百万もあったので、そのロゴスは一連のマハー

トマと結びつき、その個性はロゴスの中に宿っているかもしれないが、やはりロ

ゴスにはその独特な個性がある。それはイーシュヴァラであり、私たちの今日の

目的のために抽象的な意味でのロゴスとしてそれを考えれば十分である。ここで



述べた解説の目的は、説明がなければ極めてわかりづらいクリシュナのある言葉

を理解させることである。 

 

 

第三講義 

 

今日の講義で前日に述べたいくつかの前提を持ち出して、特にそれに関係のある

と思われるバガヴァッドギーターの様々な節の観点から前提を考察するつもりで

ある。 

 

皆様が覚えていると思うが、私がパラブラマンという第一の原因から話を始めた。

この原理を肯定で定義するのはもちろん無理であり、道理で否定的な定義を試み

るしかない。一種の哲学者の意見によると、クリシュナ自身はパラブラマンであ

り、すなわちクリシュナがパラブラマンである人格神であると思われる。しかし、

クリシュナがパラブラマンについて話している言葉と、その話題についてのクリ

シュナのアプローチを調べると、彼が自分とパラブラマンの間に線を引いている

ことが明らかになる。 

 

すべてのロゴスはパラブラマンの現れなので、当然クリシュナもそうである。彼

は自分をプラティヤガートマン［内なる自我］と呼ぶが、アドヴァイタ派の命題

が言っている意味でプラティヤガートマン（内なる自我）はパラブラマンである。

この命題はアドヴァイタ派のすべての哲学の土台だが、誤解されることが度々あ

る。アダヴァイタ学者は「アハム・エーヴァ・パラブラマン」［私はまさにパラ

ブラマンである］と言う時に、このアハンカーラ（エゴイズム）がパラブラマン

であると主張するのではなくて、宇宙の中の真の自我であるロゴスすなわちプラ

ティヤガートマンはパラブラマンの顕現であると述べるつもりである。 

 

念入りに読むと、クリシュナが自分について話す時にはいつもプラティヤガート

マンという語を使ってパラブラマンを決して使わないことに注意するだろう。彼

は常にこの立場から話す。プラティヤガートマンについて話す時にクリシュナは

自分のことを指し、いつもパラブラマンを自分とは別のものとして話す。 

 

パラブラマンに触れるバガヴァッドギーターの箇所すべてをこれから取り上げよ

う。まず、８章３節に対して皆様の注意を喚起したいと思う。 

 



「永遠者（永遠の霊）は至高のブラフマンである。プラティヤガートマンとして

のその状況がアディヤートマンと呼ばれる。化身の状態に至る行為がカルマと呼

ばれる。」（SR） 

 

「ブラフマンは不滅にして最高の存在である。個物（アートマン）に関してそれ

は本性であると言われる。被造物の状態を生じさせる創造が「行動（カルマン）」

と呼ばれる。」（上村） 

 

ここでパラブラマンを示す言葉はアクシャラムとブラフマだけである。これはク

リシュナが一般的に使っている語である。お気付きであろうが、それをイーシュ

ヴァラやマヘーシュヴァラと呼ぶ箇所が全くなく、アートマンと呼ぶ箇所さえも

少ない。パラマートマン（至高の自我）という名称すら自分だけに使い、パラブ

ラマンに関しては使わない。クリシュナはパラブラマンをアートマンと呼ばない

のは、厳密に言えば、アートマンという語は「自我」という意味であるが、自我

という概念はパラブラマンとは全く関係がないからではないかと私は思う。自我

という概念はロゴスと共に発生し、それ以前に現れないので、パラブラマンを、

「パラマートマン」を含めてどの「アートマン」にも呼ぶべきではない。一箇所

だけにおいてクリシュナはパラブラマンについて話し、それが自分のアートマン

であると言う。その一箇所を除いて、パラブラマンを「アートマン」と呼んだり

「パラマートマン」と呼んだりする箇所はない。厳密に言えば、パラブラマンは

「より高い自我（higher self）」の基礎である。しかし、パラマートマンがパラ

ブラマンであると言われる場合には、プラティヤガートマンと区別して言われて

いる。その時、特定な意味の専門用語として使われている。プラティヤガートマ

ンという用語が使われる時に、パラマートマンはそれと違うものを表すために用

いられる。 

 

自己（エゴ）や自我のどんな概念も、パラブラマンと関係があり、あるいはパラ

ブラマン固有のものであると考えてはならない。ありとあらゆるものがパラブラ

マンに潜在するという意味で、自我の概念もそれに潜在する。その観点から自我

の概念をパラブラマンに結びついたら、パラブラマンをパラマートマンと呼んで

も間違いない。しかし、混乱を避けるために言葉をはっきりした意味で使って、

議論の余地のない独特な内容を一語一語に与えるべきである。 

 

では、8 章 11 節を取り上げよう。 

 



ヴェーダを知っている人が不滅（アクシャラム）と述べる場所（パダム）、欲望

から解放された行者が入る場所、ブラフマチャリア（独身生活）を守る学者が求

める場所を手短に説明しよう。（SR） 

 

ヴェーダ学者はそれを不滅のものと述べ、利欲の修行者はそれに入り、人々はそ

れを望んで梵行（禁欲行）を行う。その境地をあなたに簡潔に語ろう。（上村） 

 

ここでクリシュナはパラブラマンについてもう一つの言葉を使っている。クリシ

ュナはそれを自分のパダム、すなわち至福の住処、涅槃と呼ぶ。パラブラマンを

自分の住まいと言うと、ヴィシュヌの住まいと呼ばれているヴァイクンタローカ

のような天界あるいは他の世界を意味しない。ロゴスがパラブラマンの懐に住ん

でいるので、それを自分の住まいと言っている。顕現するロゴスと権限しないロ

ゴスが永続的に存在する「至福の住処」としてパラブラマンを述べる。 

 

今度、8 章 21 節を考えよう。 

 

顕現せぬ、変わらぬと言われるそれが、到達できる最高の状態と呼ばれる。そこ

に達する人々がもう回帰しない場所は、私の最高の住処である。（SR） 

 

その非顕現の存在は不滅と言われる。最高の帰趨［きしゅ、帰着点］と言われる。

人々はそれに達すれば、回帰することはない。それは私の最高の住処（様態）で

ある。（上村） 

 

ここでは同じような言葉が使われ、それはパラブラマンを示している。どの魂で

あろうと、ロゴスに吸収され、またはロゴスに達するなら、ロゴスの中心である

パラブラマンに達していると言っても差し支えない。そしてロゴスはパラブラマ

ンの懐に存在するので、ロゴスに達した魂はパラブラマンにも達している。お気

づきであろうが、ここにもクリシュナは自分の家としてパラブラマンの」話をし

ている。 

 


