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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。 

 

今度、９章４〜６節を取り上げよう。 

 

この全世界は、非顕現な形の私によって遍く（あまねく）満たされている。万物

は私のうちにあるが、私はそれのうちには存在しない。［４］しかも、万物は私

のうちに存しない。見よ、私の神的なヨーガを。私の本性（アートマン）は万物

を支え、万物を実現するが、万物のうちに存しない。［５］いたる所に行きわた

る強大な風が、常に虚空（エーテル［アーカーシャ］）の中にあるように、同様

に万物は私のうちにある、と理解せよ。［６］（上村） 

 



この全宇宙が顕現せぬ私の形（アヴャクタムールティ）によって遍満している。

こうして私は顕現する存在たちの支えであるが、私は存在達によって支えられな

い。［４］ 

 

イーシュヴァラ（ロゴス）として現れる私の状態を見よ。諸々の現象が私の中に

存しない。（しかし）私のアートマンは顕現した万物の基礎であり起源でありな

がら、諸顕現と組み合わせて存在するのではない。［５］ 

 

いたるところに行き渡る大気がいつも空間の中にあるように、顕現しているあり

とあらゆるものが私の中にある、と心に描きなさい。 

 

前回の講義でパラブラマンとムラプラクリティとの神秘的な繋がりを説明しよう

とした。パラブラマンは、分化することが決してない。文化するのはムラプラク

リティである。それは時にはアヴィヤクタと呼ばれ、他の箇所でクータスタと呼

ばれることもあるが、単に「未分化の元素」という意味である。にもかかわらず、

全ての物理的な現象、すなわち一般的にムラプラクリティに結び付けられる現象

の唯一の基礎はパラブラマンのようである。というのも、どの物理的なものであ

れ、私たちにとって属性の束以上の何ものでもないのである。生まれながらの傾

向のせいか、それとも推論のせいか、人間は常に自我ではない何か（non-ego）

があり、その「非自我」の上に属性の束が投射され、「非自我」が属性の基礎で

あると思い込んでいる。この本質［パラブラマン？］がなかったら、どの物体も

あり得ない。しかし、物体の属性はパラブラマンから生じるのではなく、ムラプ

ラクリティから来るのである。カバラ学ではシェキナーがアインソフを覆うベー

ルであり、エホバの衣であるように、ムラプラクリティはパラブラマンのベール

である。ムラプラクリティはパラブラマンのベールなので、パラブラマン自体で

はなく、その様相である。それは全く現象的なものである。もちろん、他の客観

的な存在と比べてそれははるかに永続的なものである。唯一の絶対的で無限の実

在の最初の様相あるいは顕現として、それは続いて起こるあらゆる顕現の基礎に

みえる。パラブラマンのこの局面について話す時に、クリシュナは全宇宙に遍満

する自分のアヴィヤクタの系であると言う。 

 

パラブラマンは不可知なので、［９章４節で］クリシュナはパラブラマンを自ら

のアヴィヤクタムーティ［顕現せぬ局面］と言う。パラブラマンがロゴスすなわ

ちイーシュヴァラとして現れる時にのみ知り得るものとなる。ここでパラブラマ

ンがロゴスのアヴィヤクタムーティであるとほのめかしている。なぜならば、パ

ラブラマンは宇宙のアートマンとして、宇宙の至る所にいるロゴスのアートマン



でもあるからである。宇宙で働いている諸々のロゴスの形で現れているパラブラ

マンは分化するように思われているが、パラブラマンそのものは分化しない。パ

ラブラマンがあらゆる現象の基礎でありながらも、諸現象の変化（ヴィカーラ）

に加わることがない。 

 

今度、１３章１３〜１７節を参考にしよう。１５、１６、１７節でクリシュナは

パラブラマンについて話しているが、私はすでにクリシュナの主張を十分に解説

している。解釈書を調べればその節の意味を簡単に確認することができるので、

ここで私が詳説する必要がない。 

 

１４章２７節を見よう。 

 

「というのは、私は不死不変のブラフマンの基底であり、永遠の教法（ダルマ）

の、また絶対の幸福の基底であるから。」［上村］ 

 

「私は不死不滅のブラフマンのイメージ及び座であり、永遠の法と途切れない幸

福のそれである」 

 

ここでクリシュナは、自分がパラブラマンの顕現あるいはイメージであると言う。

自分がパラブラマンのプラティシュター［宿、基礎、土台］であると言う。自分が

パラブラマンだと言わないで、そのイメージか顕現であると言う。 

 

クリシュナが同じ話題に触れる唯一の他の箇所は１５章６節である。 

 

「太陽はそれを照らさない。月も火も。そこへ行けば回帰することはない。それは私の

最高の住処である。」（上村） 

 

「それは、太陽も月も火も照らさない私の最高の住処（ダーマン）である。それに入る

ものは戻らない。」 

 

ここ［１５章５〜６節］にもクリシュナはパダム［場所、住処］について話す。ギータ

ーでパラブラマンを指す箇所はこれだけだと思うが、その立場をはっきり表し、パラブ

ラマンとロゴスの関係を示すために十分であろう。今度、ロゴスそのものについての箇

所を調べよう。 

 

厳密に言えば、バガヴァッドギーター全てがロゴスの哲学の書と呼ぶことができる。直

接にまた間接にその哲学に触れないページがほとんどない。しかし、その中でもとりわ



け意味が深くて重要な箇所がいくつかある。私はそれを取り上げれば、 ロゴスの本質

と機能、ロゴスと人類及び人間の魂との絆について私がこれまで述べてきたことがギー

ターの内容と一致しているか否かを皆様は調べることができる。先ず、４章５〜１１節

の意味を考察しよう。 

 

聖バガヴァットは告げた。〜〜 私は多くの生を経て来た。あなたもそうだ。アルジュ

ナよ。私はそれらをすべて知っている。だがあなたは知らない。（五）私は不生であり、

その本性は不変、万物の主であるが、自己のプラクリティ（根本原質）に依存して、自

己の幻力（マーヤー）により出現する。（六）実に、美德（ダルマ、正法）が衰え、不

徳（アダルマ、非法）が栄える時、私は自身を表すのである。（七）善人を救うため、

悪人を滅ぼすため、美德を確立するために、私は世期（ユガ）ごとに出現する。（八）

私の神的な出生と行為を、このように如実に知る者は、身体を捨てた後、再生すること

なく、私のもとに来る。（九）愛執、恐怖、怒りを離れ、私に専念し、私に帰依する多

くの者は、知識という苦行（熱力）によって浄化され、私の状態に達する。（一〇）

人々がいかなる方法で私に帰依しても、私はそれに応じて彼らを愛する。人々はすべて

私の道に従う。（一一）［上村］ 

 

アルジュナよ、私も君も多くの生を経験して来た。私はその全てを知っているが、君は

それを知らない。（５）生まれない、滅びない、万物の主人である私でさえも、自分の

性質を制御して私のマーヤー（幻影）の力を通して生まれる。（６）バラタよ、ダルマ

（美德）が衰え、悪徳（アダルマ）がはびこる時には、私はいつも自身を作る。（７）

善人を守り、悪人を滅ぼし、ダルマ（正法）を回復させるために、大時代（ユガ）ごと

に私は生まれる（take birth）。（８）私の神聖な出現と行為を正しく理解して、自分の

体を捨てる者は、私の元に来て、もう再生をしない。（９）愛欲と恐怖と怒りを脱し、

私に身を捧げ、私に満たされ、霊的智慧によって浄化された多くの者は、私の状態に達

した。（１０） 

 

もちろん、この文章は抽象的な意味の「ロゴス」だけではなくてクリシュナ自身の化身

に触れるのである。クリシュナは、そのロゴスが前の時代において多くの人すなわち個

人と関係を持っていたと述べ、諸々の化身で起きたこと全てを覚えていると言う。もち

ろん、クリシュナに関する限り、カルマバンダ（カルマの束縛）で縛られることはあり

得ないので、そのロゴスは自らを人間の魂と関係付けても、物質の枷をはめられた魂と

違って本来の自主性をなくさない。クリシュナの知性と智慧が人間の魂との関係によっ

て曇らされることが一切ないので、前世を全て思い起こすことができる。一方、まだロ

ゴスの光を完全には受けていないアルジュナは、自分の前世に関して起きたこと全てを

理解する状態にはなっていない。クリシュナが言うには、彼の目標は人類の幸福を見守

ることであり、そのために特別な肉体化身が必要な時にはある一人の個人と自分を結び

つけるのである。その上、悪徳が優勢になっている時代には美徳を回復させ、人間の世

界の事柄を改めるために、クリシュナは様々な形で現れてくる。彼が使っている言葉か



ら判断すれば、クリシュナの化身の数が非常に多くて、インドの聖典が認めている数よ

りもはるかに多数である。彼が人体における化身について話しているようである。もし

そこで触れているジャンマ（化身）が一般的に認められるヴィシュヌの人体の化身だけ

であれば、クリシュナの前にラーマとパラシュラーマという二人に過ぎなくなる。とい

うのも、厳密に言えば、マツヤ、クールマ、ヴァラーハ、ナラスィンハというヴィシュ

ヌの化身は人体における化身ではなかったからである。ヴァーマナでさえも、父と母は

人間でなかった。 

 

これらの化身の神秘は、古代の秘められた科学の奥の院の深みにあり、ある真理を隠す

ベールを取らなければ決して理解することができないものである。一方、人体の化身は、

私がすでに述べたことを考察すれば理解することができる。人類のために尽力すること

を引き受けたこのロゴスは、ラーマーヤナとマハーバーラタがそのストーリーを語って

いる二人の人物に関連して化身しただけではなく、世界の各地の様々な時代に偉大な改

革者や人類の救済者として現れた色々な人物に関連して化身したという可能性もある。 

 

諸々のジャンマは、このロゴスが引き受けた特別な化身だけを含むのではなく、その精

神的進歩の経路でついに自分の魂をロゴスと一体化した人の全ての化身も含んでいるか

もしれない。そのロゴスはこの地球の人類の最高の可能性を見守るいわば保護天使の役

割を果たしている。 

 

これに関して、私が持ち出すべき一つの素晴らしい真理がある。一人の個人が精神的修

養の最高の状態に達し、それだけがロゴスとの一体化を可能にする全ての美徳を自分の

心の中に育て、最終的に自分の魂をロゴスと統一させる時には、いつも人類を益するよ

うな反応がそのロゴスから発散する。比喩的な言い方が許されるならば、太陽に彗星が

落ちて来るときには、太陽に起きるような反応であろう。彗星が太陽に落ちた時に、必

ず熱と光の拡張があろう。自分の中に人類に対する無我の博愛を養った人間の場合もそ

うである。自分の最高の特性をロゴスと一体にして、最終的な統一の時が来ると、人類

のために化身する衝動をロゴスの中に引き起こす。実際に化身しない場合も、ロゴスは

人類を益する影響力を下方へ送り込む。この影響を天から降りて来る目に見えぬ恩寵と

考えることができる。偉大なマハートマが自分の魂とロゴスとを統一させる時にはいつ

もそのような精神的恵みの雨が人類に降ってくる。故に、自分の魂をロゴスに結びつけ

るマハートマは、後世の人類の為になる莫大な力の源である。俗世から遠く離れた所に

いるマハートマたちが肉体化身している間は人類にとって全く役に立たず、涅槃に達し

たならばさらに貢献がなくなる、と言われている。しかし、この考えは道理にかなわな

くて、涅槃の真意を理解していない作家の主張に過ぎない。私が先に述べたように、浄

化されてロゴスに結びついた全ての魂は、ある一定の方向へとロゴスのエネルギーに刺

激を与えることができる。必ずしもどのマハートマも人類に法（ダルマ）を教えるため

に肉体化身しようとする傾向があるとは限らない。特別な場合にはそのような傾向があ

るだろうが、どの場合にもこの上ない精神的効果のある影響力が人類のためにロゴスか



ら降りてくる。それは目に見えない本質として来ることがあれば、クリシュナのような

人間の化身という形で来ることもある。あるいはむしろ、私たちが「クリシュナ」と呼

んでいるロゴスの化身である。このロゴスはすでにこの地球で人類を益するために色々

の国で肉体化身しているようだが、以前の大周期（カルパ）の偉大なマハートマの魂が

そのロゴスに究極的に同化しているかもしれない。すると、その魂からロゴスへと伝え

られた刺激の働きにより、現在の大周期中にロゴスが人類のために繰り返してこの世に

化身している。 

 

これに関して、正直に述べるべきことがある。私がここで示した神秘の彼方に、本書で

扱っているクリシュナなどの様々な化身に関係のあるもう一つの神秘があり、その神秘

は全てのオカルト科学の根底にある。その神秘について半端な説明を試みるよりも、話

題のこの一部を無視して、クリシュナの話がある一人のロゴスの立場からではなくて、

抽象的な意味のロゴスの立場から言われることを前提としてギーターの教えを解説して

いこうと思う。全体としてギーターの主旨は、クリシュナと同じように他のロゴスにも

当てはまるものではあるものの、そのようにみえないが、実はその神秘と関連して特別

な意味を持つ幾つかの箇所が所々ある。『シークレット・ドクトリン』でこの神秘の特

性をできる限り示す試みがなされるであろうが、それを隠すベールが剥がされ、全体が

明かされると期待するのは無理である。読者が自分でその話題を思い巡らして理解する

ためのヒントが与えられるだけであろう。この神秘の話は私の当面の話題に無関係では

あるが、いつか皆さんが誤った方向に導かれないように、ここで持ち出したほうがいい

かと判断した。『バガヴァッドギーター』の哲学すべては、ロゴスの哲学である。一般

的にいえば、キリストでもブッダでもクリシュナと同じ言葉を使うことができたであろ

う。私がこの神秘について述べたことは、クリシュナの神聖な個性の特徴に触れるよう

に思われる幾つかの節だけに当てはまる。４章９節を調べれば、クリシュナ自身も神秘

があると思うようである。［私の神的な出生と行為を、このように如実に知る者は、身

体を捨てた後、再生することなく、私のもとに来る。］ 

 

４章１０節には「マドバーヴァム」は、ロゴスの状態を意味する。クリシュナによると、

イーシュヴァラとなったマハートマ、すなわち自らの魂を完全にロゴスと統一化させた

方は数人もいる。［愛執、恐怖、怒りを離れ、私に専念し、私に帰依する多くのものは、

知識という苦行（熱力）によって浄化され、私の状態に達する。］ 

 

今度、５章１４、１５節を考えよう。 

 

主君（個我）は、世人（身体）の行為者たる状態も、行動も、行為の結果との結合も作

り出さない。ただ、本性のみが働く。（１４・K） 

注。［本性（スヴァバーヴァ）をシャンカラは「プラクリティ」、ラーマヌージャは

「プラクリティ・ヴァーサナー（潜在印象）」と解釈する。 

 



主君（個我）は何人（なんびと）の罪悪をも、善行をも受け取らない。だが、知識は無

知により覆われ、それにより生類は迷う。（１５・K） 

世界の主はカルマを起こしたり作ったりせず、人々がカルマを自らに帰するという状態

も作らない。しかも、人々に自分のカルマの結果を感じさせもしない。作用するのは自

然の因果法則である。（１４・SR） 

 

誰のであろうと、世界の主はその罪と功徳を受け入れない。真の知識が妄想によって抑

えられるので、生類は迷う。（１５・SR） 

 

ここで、イーシュヴァラはカルマを作らず、カルマを起こそうという個人の望みも作ら

ないとクリシュナは教える。カルマ及びカルマを行おうとする衝動のすべては、ムラプ

ラクリティとその変化（ヴィカーラ）から発生するものであり、ロゴス及びロゴスより

放たれる光から発生するものではない。この光、すなわちフォーハットを、『白蓮物語』

の言葉で言えば「永遠に恵み深い」性質のエネルギーと考えればいい。フォーハットだ

けの働きは、束縛（バンダ）に至る傾向を生み出すことができない。一方、アハンカー

ラ［エゴイズム］と、カルマを行いたい欲望と、様々な結果を伴うすべてのカル

マとは、ウパーディのために存在してくるものであり、そしてウパーディは唯一

不二のムラプラクリティの顕現でしかない。 

 

厳密な論理の立場から言えば、これら諸々の結果をフォーハットとムラプラクリ

ティ両方の力に帰さなければならない。ロゴスの光によってエネルギーを与えら

れなければ、ムラプラクリティは活動ができなく、どんな結果も生み出すことが

できない。それにもかかわらず、カルマ及び、カルマを作る責任者としての人間

の存続に関するほとんどの結果は、ムラプラクリティにたどることができ、ムラ

プラクリティに活気を与える光のせいにすることができない。したがって、ムラ

プラクリティは実際の主要な束縛（バンダ）であり、原因であるが、救済の源で

あるロゴスとの統一化を達成する唯一の手段がロゴスの光である、という結論に

至る。この光は、人間性の積極的な局面の基礎であり、一般的に無明の絆からの

解放に至る行動の傾向のすべての根底にある。 

 

７章４〜５節に目を向かおう。 

 

地、水、火、風、虚空、意（マナス、思考器官）思惟機能（ブッディ）、自我意

識（アハンカーラ）。以上、私の本性（プラクリティ、物質的原理）は八種に分

かれている。（４・K） 

 



これは低次のものである。だが私にはそれとは別の、生命（ジーヴァ、霊我）で

ある高次の本性（プラクリティ、精神的原理）があることを知れ。それにより世

界は維持されている。（５・K） 

 

［上村先生の注：生命ーjiva. 最高神クリシュナの「生命」は、生命界において、

各個物の「生命」（個我）となっている。１５・７、及び７・９参照。 

高次の本性—para prakriti. サーンキヤ学派のプルシャ（純粋精神）に対応する。

しかし、『ギーター』の場合は、最高のプルシャであるクリシュナを宇宙そのも

のとみなし、それは物質的な性格の低次のプラクリティ（本性）と、純粋に精神

的な高次のプラクリティからなると考えているようである。］ 

 

私のプラクリティ（ムラプラクリティ）が八部からなっているー地、水、火、風、

虚空（エーテル）、心、直観、エゴイズムである。このプラクリティがアパラプ

ラクリティ［最高ではない、低次のプラクリティ］と呼ばれる。（４・SR） 

 

私のプラプラクリティ（ダイヴィプラクリティ）がそれとは別のものである、と

理解せよ。このダイヴィプラクリティは宇宙を支える唯一の生命である。（５・

SR） 

 

５節でクリシュナはダイヴィプラクリティとプラクリティとを区別する。厳密に

言えば、このダイヴィプラクリティは全宇宙のマハーチャイタニャ［大いなる精

神・意識］で、唯一のエネルギーで、すべての力の顕現を生み出す唯一の力であ

る。それを、サーンキヤ学派の「プラクリティ」と別のものとして見るべきであ

るとクリシュナは言う。 

 

次に７章７節に進んでいこう。 

 

私よりも高いものは他に何もない。アルジュナよ。この全世界は私につながれて

いる。宝玉の群れが糸につながれるように。（７・K） 

 

富を戦い取る者よ［アルジュナの別称］、私に勝るものは何もない。一列の宝石

が糸につながれているように、これすべては私につながれている。（７・SR） 

 

４節と５節でクリシュナは２種類のプラクリティについて話していることに注意

してください。サーンキヤ思想の言う８つの元素に分かれているプラクリティは



もちろん、サーンキヤの言うアヴィヤクタである。それはムラプラクリティだか

ら、ロゴスの光であるダイヴィプラクリティと混同してはならない。ムラプラク

リティをアヴィディヤー［無明、無知］と考えて、ロゴスの光のダイヴィプラク

リティをヴィデイヤー［明、知識］と考えればいい。これらの単語には他の意味

もあるが。シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッドでは、イーシュヴァラ

はヴィデイヤーとアヴィディヤーの両方を統御する神と言われる。 

 

ここでクリシュナは、顕現宇宙のすべての領域に現れるあらゆる特性、あるいは

あらゆる優れた特性が自分から生み出されるのだと言う。疑いもなく、他の特性、

あるいはむしろその特性の理想的な形態の根源はクリシュナであるが、特性の主

な原因をムラプラクリティにたどるべきであり、クリシュナはその原因ではない。 

 

これから同じ７章の２４〜２６節を取り上げよう。 

 

無知な人々は、未顕現である私を顕現したものと考える。不変であり至高である、

私の最高の状態を知らないで……。（２４・K） 

 

ヨーガの幻力（マーヤー）に覆われた私は、すべての者に明瞭ではない。この迷

える世界は、私が不生不滅であることを知らない。（２５・K） 

 

私は過去、現在、未来の万物を知っている。アルジュナよ、しかし何者も私を知

らない。（２６・K） 

 

無知の者たちは、私の至高で、不滅で、最良な本質を知らず、私をアヴィヤクタ

の顕現とみなす。（２４・SR） 

 

私のヨーガ・マーヤーに覆われて、すべての者には見えない。迷っている世界は、

不生不滅の私を理解しない。（２５・SR） 

 

アルジュナよ、私は過去・現在・未来の存在をすべて知っているが、私を知って

いるものはいない。（２６・SR） 

 

これらの節でクリシュナは、不幸にも多くの混乱を引き起こした教義を反駁して

いる。私がすでに述べた通り、サーンキヤ学派は、アヴィヤクタを、あるいはむ

しろムラプラクリティに覆われたパラブラマンを、アートマンすなわち真我と考



える。その学派の主張によると、ウパーディと関連を持ったために、そのアヴィ

ヤクタは一種の現象的な分化を受け、この分化によりアヴィヤクタは個人のアー

トマンになっている。このようにサーンキヤ派は、ロゴスのことを完全に見失っ

てきた。この教義から驚くべき結果が生じている。一つのアヴィヤクタ、一つの

霊、一つの魂しかなく、それがすべてのウパーディの中に存在して分化している

ようにみえるが、実際には分化していないという教義を前提として、何かの方法

でそのウパーディの行為を抑えて、ウパーディによって作られた幻（マーヤー）

を滅ぼすことができたら、人間の自我の全滅が起こり、このアヴィヤクタすなわ

ちパラブラマンに最終的な同化が起きる。まさにこの教義は、インドのアドヴァ

イタ（不二一元論）を台無しにし、セイロンやビルマや中国の仏教を現在の嘆か

わしい状態まで引き下げ、涅槃が完全な同化すなわち全滅の状態であるとヴェー

ダーンタ学派の多くの著者に書かわせてきたものである。 

 

涅槃が全滅であると主張する人々が正しければ、魂の個性が消滅するので、究極

的に存在するのは魂ではなく、たとえ極めて清められ高められた個性でもなく、

永続の唯一のパラブラマンである。そのパラブラマン自体は、個性のある存在で

はなく、自我の概念を持たない不可知の本質のようなものだが、それは全宇宙の

中の唯一の力であり、宇宙の不思議な基礎である。プラナヴァ（オーム）を解釈

するサーンキヤ学者によると、「アルダマートラー」（訳注）とはこのアヴィヤ

クタ以外の何ものでもない。あるウパニシャッドによると、アルダマートラーと

は、分化すると、人間の魂として現れる。主にウパーディによって引き起こされ

るこの分化が無くされると、アートマンがパラブラマンの中にラヤ［消滅・同化］

状態になる。インドで数多くの自称アドヴァイタ学者もこの立場をとる。それを

ヴェーダーンタ学派の正統の教義とする人もいる。確かにこれは古代のサーンキ

ヤ学派の見解である。涅槃をパラブラマンの中の魂の消滅と考える仏教徒もこの

見解を受け取る。 

 

訳注。オームは A・U・M という３拍子（マートラ）からなっているが、アルダ

マートラーはいわば拍子のないより霊妙な第四部である。したがって、アルダマ

ートラーが顕現しないものと解釈される。 

 

カーラナ・シャリーラ［原因体］に到達してから２つの道があり、両方ともパラ

ブラマンに至るのである。周知のように、カーラナ・シャリーラは一種のウパー

ディであり、質料からなっているものなので、ムラプラクリティに由来するもの

だが、その中にその光とエネルギーとして働くロゴスの光、すなわちダイヴィプ

ラクリティ、フォーハットがある。先に述べたように、２つの道がある。カーラ



ナ・シャリーラのレベルに到達する人は、（１）もっぱら注意をウパーディに向

けて、ムラプラクリティまでさかのぼってその系譜をたどり、次の段階にパラブ

ラマンに至るか、あるいは、（２）ウパーディを完全に無視して、その中に働い

ているエネルギー、すなわち生命と光に一心集中するか、どちらかである。後者

の場合、エネルギーを起源すなわちロゴスまでさかのぼろうとして、その光線に

沿って進みロゴスに届き、そしてロゴスの立場からパラブラマンに到達しようと

する。 

 

この２つの道から、おびただしい数のヴェーダーンタ学者、すべてのサーンキヤ

学者、そしてオカルトの教えを知っている者を除いてすべての仏教徒は、いずれ

パラブラマンに到達しようと思って、ムラプラクリティに至る道を選択している。

これらの哲学者の立場から考えると、ロゴスとその光が完全に見失われてしまう。

その意見では、アートマンはアヴィヤクタの分化した顕現でしかない。 

 

さて、その結果は何であろう？ ウパーディがなくなると、分化した顕現もなく

なるが、顕現の前に存在したものは顕現の消滅の後も存在するであろう。その

「もの」はアヴィヤクタであるが、またその彼方にパラブラマンがある。人間の

個性が完全になくなる。しかも、個性の消滅の場合、アヴァターラ［化身、権現］

の化身が全く不可能となるので、それについて話すことさえ馬鹿らしくなる。と

いうのも、一度その「入滅」の段階に達したら、マハートマやアデプトはどの手

段によっても人類を助けることができないからである。セイロンの仏教徒はこの

教義の論理的な結論を引き出している。彼らによると、ブッダは全滅したし、ブ

ッダの教えを実践する人はいずれアートマンの個性を一切なくするであろう。ブ

ッダが地上界の人にエネルギーを送って影響する（overshadow）ことができる

というチベット仏教徒の教えをセイロンの仏教徒は無碍に否定して、大般涅槃

（訳注）に達したブッダという人間はその個性を脱したと主張する。クリシュナ

は、そのような結論に至る教義に反対している、と私は思う。 

（訳注。般涅槃（はつねはん、Parinirvana）は完全な涅槃であり、生涯の終わり

に釈尊は大般涅槃（Mahaparinirvana）に達したと言われている。） 

 

上記の７章２４節でクリシュナはその教義を否定して、それを信じる人はロゴス

すなわちヴェルブムとしてのクリシュナの本当の立場を理解していないと述べる。

その上、ロゴスである自分が見失われる理由も私たちに教えてくれる。つまり、

いつもヨーガ・マーヤーのベールに覆われているので、見落とされている。この

ヨーガ・マーヤーはクリシュナの光である。その光を放つ中心はいつになっても

目に見えないので、光だけが見えると思われる。 



 

当然ながらこの光が見える時に、それがムラプラクリティの発散物と一緒に、あ

るいはその発散物と混合した状態で見られる。故に、サーンキヤ学派はその光を

ムラプラクリティの局面あるいは発散物とみなす。サーンキヤ学者の意見では、

物質だけではなく、エネルギーもアヴィヤクタから発するものである。 

 

しかし、クリシュナによれば、この光の根源はアヴィヤクタと全く違ったもので

ある。クリシュナ自身はその根源だからである。その根源は完全に形がなくて神

秘に包まれて、簡単に発見することができないので、光の中に、またその背後に

その基礎であるアヴィヤクタ以外にどのものもないと学者たちは推測した。しか

し、カバラ学者の言うシェキナーがアドナイ（神）を隠すベールと思われるよう

に、その光はロゴスを覆うベールである。まさに聖なるキリストの肉と血を構成

すると思われる聖霊である。たとえロゴスが人間の最も霊妙な知覚にさえも自ら

を現したなら、その体を構成する光をまとって現れるしかできないのである。 

『サウンダリヤラハリー』でシャンカラーチャーリヤは光に向かって、「あなた

はシャムブの身体である」と言う（訳注）。光は、いわばロゴスの出現を可能と

する装いあるいはマスクである。 

（訳注。「自在」「自らより生まれる」という意味のシャンブはシーヴァ神の蔑

称である。） 

 

光の真の中心は人間の最高の認識力にも見えないものである。この真理は、『道

の光』という長くはないが貴重な本に簡潔に表現される。「その光に到達した時

には、君はもはや自己をなくしてしまっているので、それは「君を超える」とい

う。光は永久に遠のいていくので、「達成できない」という。君は光の中に入る

が、それを発する根源の炎に決して触れることはない」（１部、１２）。 

 

不幸を招くサーンキヤや他の学派の教えと、クリシュナが植え付けようとする正

しい理論との区別を心に留めておいてください。それには重要な結果があるから

である。今でもヴェーダーンタ学派の作家の９割は、クリシュナが反駁しようと

する見解を抱いている、と言っても過言ではない。 

 

今度、８章に進み、５〜１６節の意味を考察しよう。その文章でクリシュナは、

人類にとって極めて重大な命題を述べる。まず、魂はクリシュナ自身に達するこ

とができ、クリシュナと完全に同化できると言う。次に、クリシュナに達するこ

とができた魂にとってもはやプナルジャンマン（輪廻転生）がないと言う。 

 



後者の命題に対していくつかの異議が唱えられている。魂がロゴスに達してロゴ

スの精神的な個性が保たれると言われているが、もしロゴスが時折地上界の人間

に自らのエネルギーを投射し、この世の人間と何らかの関係を持つのだとすれば、

ロゴスに到達する人間は輪廻転生しないという主張は誤っている、と。しかし、

この異議の基にはロゴスとの結合についての誤解がある。私たちの平常の経験か

ら判断することができる限り、今私たちが持っているこの個性、この自己感は、

次々と変わるはかない存在である。来る日も来る日も人の様々な経験が蓄積され、

不思議な方法で一つの「個性」として結合されている。もちろん、一つの肉体化

身の間中に各自は自分にははっきりした個性があると感じているが、一人一人の

カカーラナ・シャリーラの個性が数多くの化身の個性からなっている。様々な肉

体化身と関係のある、化身それぞれの人格を構成するすべての経験は、カーラ

ナ・シャリーラと機械的に結びついていると考えてはならない。それは謬見であ

る。大いなる自然には一種の機械があり、それは諸々の経験の束を一つの「自我」

としてまとめることができる。人間モナドのこの高次の個性は偉大なものではあ

るが、これを超えたもう一つの個性があり、それははるかに優れたものである。

ロゴスもそれ自体の個性がある。魂がロゴスに上昇する時に、ロゴスが魂から受

け取るのは、魂の個性からロゴスの個性の中に存続できるほど高潔で精神的な部

分だけである。カーラナ・シャリーラが地上界に生きた人間の様々な経験の中か

ら選り抜き、自分と同じ性質の部分だけを同化するように、ロゴスは自らを人の

魂と結合する時に、自分の性質には嫌でないものだけを受け取る。 

 

今度、その人間の意識の中に生じる変化ことについて考えよう。結合すると間も

無く、その人は自分がロゴスであると感じる。そのロゴスの光から形成されたモ

ナドは、様々な経験を通過してきたが、今や諸々の経験を自分の個性に付け加え

る。しかし実際は、その人は自らの個性がなくなり、代わりにロゴスの元来の個

性を授かることになる。ロゴスの立場から見れば次の通りである。ロゴスは自ら

の光を発して様々な有機体にいわば探りを入れる。その光は一連の化身の間中に

振動し続くが、その過程により精神的な傾向が生じ、ロゴスの個性で付加され得

る経験が生じる時には必ずロゴスはその経験を同化する。このように一人の人間

の個性はロゴスの個性と一体となり、一体となったその個性を己の自我に同化さ

れた無数の精神的個性の一つとみなす。その自我は、時間が始まって以来ロゴス

が蓄積した経験からなっている。だから、その後その個人は決して地上界に生ま

れにくることがないであろう。もちろん、ロゴスの光を抱える新しい個人がこの

世に登場する度に、ロゴスは自分自身が生まれたと感じるなら、ロゴスと一体と

なったその個人はプナルジャンマン（輪廻転生）があったと言えるに違いないの

である。しかし、ロゴスの光がプラクリティのヴィカーラ（変化）に汚染される



ことが全くないので、ロゴスには苦しみがない。クリシュナが示している通り、

ロゴスは単なるウパドラシュター（傍観者）として、個人的な関心を一切持たな

い。偉大な魂の持ち主（マハートマ）がある程度の精神性を生み出して、ロゴス

に同化させることができるほど浄化される時にのみロゴスは個人的な関心を持っ

ている。その時まで、「利害を超えた傍観者としてただ観察しているので、私に

は個人的な関心がない。私の光が様々な生き物の中に現れるからと言って、人間

が受けるべき苦しみや悩みを私も受けるというわけではない。様々な生き物の中

に私の光が現れても私の精神的な本質がその汚れに少しも感染しない」とロゴス

は述べるであろう。日光が汚い場所に当たっても、太陽が汚れて不潔になるとい

うことがないように、ロゴスには苦しむことが決してない。したがって、苦楽を

感じるのは真我ではない。自分の魂をロゴスに同化させた人間は、人生の苦しみ

も楽しみも経験しなくなる。 

 

その上、ロゴスの光がこの宇宙に染み渡り、様々な肉体化身の中に振動すると私

が言うと、かつてロゴスの方に至った存在が再び化身しているという意味である

とは限らない。そのようにロゴスに到達した者には独特な精神的個性はあるが、

ロゴスはイーシュヴァラであり、その光が宇宙のチャイタニャ［意識］であり、

ロゴスの精神的本質が様々なマハートマたちの清められた魂を同化する時もあり、

ある人に乗り移る［overshadow］する時もあるにもかかわらず、ロゴスには苦

しむことが決してなく、厳密な意味のプナルジャンマン［輪廻転生］のようなこ

ともなくて、そのロゴスの中に同化した人間は、不滅の精神的な存在、すなわち

宇宙のイーシュヴァラとなり、その再び化身しないし、人生の苦楽を受けること

も決してなかろう。 

 

この意味にのみ「不死性」を理解すれば良い。不幸にも現代のヴェーダーンタ派

の作家たちやスリランカの仏教信者が考えている意味で不死性を理解するならば、

人間の熱望の対象としてあまりふさわしく思えない。そのような教えが主張して

いる通り、涅槃を達成した人間の個性が保存され、精神的な力として高められる

のではなくて、破壊され絶滅されるなら、「不死性」は無意味の言葉になる。 

 

私が述べている理論は完全にクリシュナの言葉に一致していると私は思うばかり

か、たとえ全ての信者は私と同意見ではなくても、その理論はシャンカラとブッ

ダの教えを正しく表していると思う。 

 

９章１１節でクリシュナに曰く、 

 



迷える人々は、人間の体をとる私を軽んずる。私の万物の偉大な主としての最高

の状態を知らないで……。［上村］ 

 

迷える人々は、私の最高の性質［bhava］を知らず、人体に宿っている時の私、

すなわち万物の主である私を軽蔑する。［SR］ 

 

ここでクリシュナは、自分のことを真のイーシュヴァラ［マヘーシュヴァラ］と

呼ぶ。１３節を読むと、 

 

しかし、偉大な人々は神的な本性に依存し、私を不変なる万物であると知って、

一心に私を信愛する。［上村］ 

 

マハートマたちは、ダイヴィプラクリティに使えて、私が万物の不滅の原因であ

ることを知りながら、一心こめて私に集中して私を拝む。 

 

クリシュナは、ここで言うダイヴィプラクリティとムラプラクリティとをはっき

り区別する。しかし、ある人はこのダイヴィプラクリティを避けるべきもの、あ

るいは支配すべき力と考える。実際は、人間はその恵深いエネルギーを利用すれ

ば、その中心と源に到達することができる。 

 

９章１８節に曰く、 

 

私は帰結である。維持者である。主人である。目撃者である。住処である。寄る

辺である。友人である。本源であり終末であり維持である。宝庫であり、不滅の

種子である。（上村） 

 

クリシュナは自分を描き出すこの様々名詞を言うが、キリストをはじめ一時この

地球でロゴスを代表したと思われる全ての偉大な師匠も同じように自分を描いて

いる。 

 

９章２２節にも深い意味がある。 

 

ひたすら私を思い、念想する人々、彼ら常に［私に］専心する人々に、私は安寧

をもたらす。［上村］ 

 


