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.hir> Aaem!. 

ïI gué_yae nm> 

tÅvbaex> 
tattvabodhaù 
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vasudeveNÔyaeigNÔ< nÅva }anàd< guém!, 

mumu]U[a< ihtawaRy tÅvbaexae=iÉxIyte.0. 

väsudevendrayogindraà nattvä jïänapradaà gurum| 

mumukñüëäà hitärthäya tattvabodho'bhidhéyate||0||  ヴェーダーンタの知識をあたえてくれたグル、ヨーギの中のヨーギ、ヴァースデーヴェンドラに敬意を表します。ムムクシュたちが、きちんと真実の知識が得られるように、ここにタットヴァボーダが教えられます。 
 

saxnctuòysMpÚaixkair[a< mae]saxnÉUt<, 

tÅvivvekàkar< vúyam>.1. 

sädhanacatuñöayasampannädhikäriëäà mookñasädhanabhütaà| 

tattvavivekaprakäraà vakñyämaù||1||  モークシャを得るための手段である、真実を見極める方法が、４つの資質を備え準備の調った者たちに説明されます。 
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saxnctuòy< ikm!, 

inTyainTyvStuivvek>, #hamuÇawR)lÉaegivrag>, 

zmaid;qœksMpiÄ>, mumu]uTv< ceit.2. 

sädhanacatuñöayaà kim| 

nityänityavastuvivekaù| ihämuträrthaphalabhogavirägaù| 

çamädiñaökasampattiù| mumukñutvaà ceti||2||  4つの資質とは何ですか？ 限りのないものと限りのあるものを見極められる能力（ヴィヴェーカ） この世とあの世での行いの成果に対して執着がなくなること（ヴィラーガ） シャマなどの6つの資質 モークシャがゴールであり、それを切望すること（ムムクッシュットヴァン）  
inTyainTyvStuivvek> k>, 

inTyvSTvek< äü, t™itir´< svRminTym!,  

Aymev inTyainTyvStuivvek>.3. 

nityänityavastuvivekaù kaù| 

nityavastvekaà brahma| tadvyatiraktaà sarvamanityam|  

ayameva nityänityavastuvivekaù||3||  限りのないものと限りのあるものを見極められる能力（ヴィヴェーカ）とは何ですか？ 限りのないものはブランマのみで、それ以外のすべてのものには限りがある｛という事を見極める。｝これが限りのないものと限りのあるものを見極められる能力、ヴィヴェーカです。  
ivrag> k>, #hSvgRÉaegei:vCDaraihTym!.4. 

virägaù kaù| ihasvargabhogeñvicchäarähityam||4|| 
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ヴィラーガとは何ですか？ この世とあの世での快楽に対して欲望がなくなること。 ＊補足＊物事の価値をきちんと見極めて、自分の求めているゴールと身の回りの物事との関係を見たときに、そのゴールたどり着くために必要でないものに対して自然と起こる離欲。 
 

zmaidsaxnsMpiÄ> ka, 

zmae dm %prmiStit]a ïÏa smaxan< ceit.5. 

çamädisädhanasampattiù kä| 

çamo dama uparamastitikñä çraddhä samädhänaà ceti||5||  シャマなどの6つの資質とは何ですか？ シャマ ダマ ウパラマ ティティクシャー シュラッダー サマーダーナ です。 
 

zm> k>, mnaein¢h>. 6. 

çamaù kaù| manonigrahaù|| 6||  シャマとは何ですか？ マインドがきちんと捉えられる状態にあること。 ＊補足＊シャマは道具としてのマインドが、必要な時に使える状態であることです。 
 

dm> k>, c]uraidbaýeiNÔyin¢h>.7. 

damaù kaù| cakñurädibähyendriyanigrahaù||7||  ダマとは何ですか？ 目などの器官をきちんとコントロールすること。 ＊補足＊シャマが足らずして起こり得る他人を傷つけてしまう感情の表現は、ヒムサーとなるので、ダマによってコントロールされるべきです。 
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%prm> k>, SvxmaRnuóanmev.8. 

uparamaù kaù| svadharmänuñöhänameva||8||  ウパラマとは何ですか？｛好き嫌いに振り回されないで｝自分がやらなくてはいけないことに従事する事。 
 

itit]a ka. zItae:[suoÊ>oaidsih:[uTvm!.9. 

titikñä kä|| çétoñëasukhaduùkhädisahiñëutvam||9||  ティティクシャーとは何ですか？ 寒さや暑さ、好ましい・好ましくない状況を受け入れること。 
 

ïÏa kI†zI, guévedaNtvaKye;u ivñas> ïÏa.10. 

çraddhä kédåçé| guruvedäntaväkyeñu viçväsaù çraddhä||10||  シュラッダーとはどのようなものですか？ グルとヴェーダーンタの教えに確信を持つこと。 ＊補足＊ヴェーダーンタの教えを知識を得るための唯一の道具（プラマーナ）として確信すること。そして、それを正しい態度で正しく使用することによってのみ知識が得られます。 
 

smaxan< ikm!, icÄEka¢ta. 11. 

samädhänaà kim| cittaikägratä|| 11||  サマーダーナンとは何ですか？ マインドを集中させられること。 ＊補足＊マインド集中したい対象から逸れてしまった際に、きちんと戻せる能力。シュラヴァナの時に必要です。 
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mumu]uTv< ikm!, mae]ae me ÉUyaidtICDa.12. 

mumukñutvaà kim| mokño me bhüyäditécchä||12||  ムムクシュットヴァンとは？モークシャが私にありますようにと切望することです。  
@tTsaxnctuòym!, ttStÅvivvekSyaixkair[ae ÉviNt.13. 

etatsädhanacatuñöayam| tatastattvavivekasyädhikäriëo bhavanti||13||  これらが4つの資質です。そして｛これらを得たら｝真実を見極めるための準備ができた者（アディカーリ）となります。 
 

tÅvivvek> k>,  

AaTma sTy< tdNyTsv¡ imweit.14. 

tattvavivekaù kaù|  

ätmä satyaà tadanyatsarvaà mitheti||14||  真実を見極めるとはどういうことですか？ アートマーのみが真実（サッテャン）で、他の物全てはミッティヤー｛と識別をする事｝。  
AaTma k>, SwUlsUúmkar[zrIra™itir´> pÂkaezatIt> 

sÚvSwaÇysa]I si½danNdSvép> sn! yiStóit s AaTma.15. 

ätmä kaù| sthülasükñmakäraëaçarérädvyatiriktaù païcakoçätétaù 

sannavasthätrayasäkñé saccidänandasvarupaù san yastiñöhati sa ätmä ||15||  アートマーとは何ですか？物理的体（ストューラシャリーラ）、｛感覚器官で捉えられない｝かすかな体（スークシュマシャリーラ）、原因の体（カーラナシャリーラ）とは別であり、5つの鞘（体）を卓越し、3つの
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状態の傍観者であり、すべての存在の源（サット）、意識そのもの（チット）、限りのない幸せ（アーナンダ）であるのがアートマーです。 
 

Swulzirr< ikm!,  

pÂIk«tpÂmhaÉUtE> k«t< sTkmRjNy< 

suoÊ>oaidÉaegaytn< zrIrmiSt jayte  

vxRte ivpir[mte Ap]Iyte ivnZytIit  

;ifœvkarvdetTSwUlzrIrm!.16. 

sthulaçariraà kim|  

païcékåtapaïcamahäbhütaiù kåtaà satkarmajanyaà 

sukhaduùkhädibhogäyatanaà çaréramasti 

jäyate vardhate vipariëamate apakñéyate vinaçyatéti  

ñaòvikäravadetatsthülaçaréram ||16||  物理的体（ストューラシャリーラ）とは？ 物質的になる過程を経た（パンチークルタ）5つのエレメントからなり、プンニャ｛良い行い｝の結果であり、喜びや悲しみを経験する場で、6つの変化：存在、産まれ、成長、変体、老衰、死、を持つもの。 
 

sUúmzrIr< ikm!, 

ApÂIk«tpÂmhaÉUtE> k«t< sTkmRjNy< 

suoÊ>oaidÉaegsaxn< pÂ}aneiNÔyai[ pÂkmeRiNÔyai[ 

pÂàa[adyae mníEk< buiÏíEkEv< sÝdzkliÉ> sh 
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yiÄóit tTsUúmzrIr<.17. 

sükñmaçaréraà kim| 

apaïcékåtapaïcamahäbhütaiù kåtaà satkarmajanyaà 

sukhaduùkhädibhogasädhanaà païcajïänendriyäëi païcakarmendriyäëi 

païcapräëädayo manaçcaikaà buddhiçcaikaivaà saptadaçakalabhiù saha 

yattiñöhati tatsükñmaçaréraà ||17||  （感覚器官で捉えられない）かすかな体（スークシュマシャリーラ）とは？ 物質的になる過程（パンチークルタ）を経ていない素の5つのエレメントからなり、プンニャ｛良い行い｝の結果であり、喜びや悲しみを経験する手段で、１７のパーツ：5つの感覚器官、5つの行動器官、5つのプラーナ、心、知性、でできているのがかすかな体です。 
 

ïaeÇ< Tvkœc]U rsna ºa[imit pÂ}aneiN¢yai[.18. 

çrotraà tvakcakñü rasanä ghräëamiti païcajïänengriyäëi ||18||  5つの感覚器官とは聴覚、触覚、視覚、味覚、臭覚です。 
 

ïaeÇSy idGdevta, Tvcae vayu>, c]u;> sUyR>, 

rsnaya vé[> ºa[SyaiñnaE, #it }aneiNÔydevta>. 19. 

çrotrasya digdevatä| tvaco väyuù| cakñuñaù süryaù| 

rasanäyä varuëaù ghräëasyäçvinau| iti jïänendriyadevatäù|| 19||  聴覚を可能にしているのは空間の神様。触覚を可能にしているのは風の神様。視覚を可能にしているのは太陽の神様。味覚を可能にしているのは水の神様。臭覚を可能にしているのは双子の医師の神様。これらが感覚器官の統括神です。 
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ïaeÇSy iv;y> zBd¢h[m!, Tvcae iv;y> SpzR¢h[m!, 

c]u;ae iv;yae êp¢h[m!, rsnaya iv;yae rs¢h[m!, 

ºa[Sy iv;yae gNx¢h[imit.20. 

çrotrasya viñayaù çabdagrahaëam| tvaco viñayaù sparçagrahaëam| 

cakñuño viñayo rüpagrahaëam| rasanäyä viñayo rasagrahaëam|  

ghräëasya viñayo gandhagrahaëamiti ||20||  聴覚の対象は音を認識すること。触覚の対象は触を認識すること。視覚の対象は形（と色）を認識すること。味覚の対象は味を認識すること。臭覚の対象は匂いを認識すること。  
vaKpai[padpayUpSwainit pÂkmeRiNÔyain.21. 

väkpäëipädapäyüpasthäniti païcakarmendriyäni ||21||  口、手、足、排泄器官、生殖器官が5つの行動器官です。  
vacae devta viû>, hStyaeirNÔ>, 

padyaeivR:[u>, payaem&RTyu>, %pSwSy àjapit>, 

#it kmeRiNÔydevta>.22. 

väco devatä vahniù| hastayorindraù| 

pädayorviñëuù| päyormåtyuù| upasthasya prajäpatiù| 

iti karmendriyadevatäù ||22||  話すことを可能にしているのは火を司る神様。掴むことを可能にしているのはインドラ神。歩くことを可能にしているのはヴィシュヌ神。排泄を可能にしているのは死を司る神様。生殖を可能にしているのは創造を司る神様。 
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vacae iv;yae Éa;[m!, pa{yaeivR;yae vStu¢h[m!,  

padyaeivR;yae gmnm!, payaeivR;yae mlTyag>,  

%pSwSy iv;y AanNd #it.23. 

väco viñayo bhäñaëam|  

päëyorviñayo vastugrahaëam| 

pädayorviñayo gamanam| päyorviñayo malatyägaù|  

upasthasya viñaya änanda iti ||23||  口の行動対象は話すこと。手の行動対象はものを掴むこと。足の行動対象は歩くこと。排泄の行動対象は老廃物の排泄。生殖器官の行動対象は快楽。 
 

kar[zrIr< ikm!, 

AinvaRCyana*iv*aêp< zrIrÖySy kar[maÇ<  

sTSvêpa}an< inivRkLpkêp< ydiSt tTkar[zrIrm!.24. 

käraëaçaréraà kim| 

anirväcyänädyavidyärüpaà çaréradvayasya käraëamätraà 

satsvarüpäjïänaà nirvikalpakarüpaà yadasti tatkäraëaçaréram||24||  原因の体（カーラナシャリーラ）とは？ （「ある」とも「ない」とも言えない）分類不可で始まりをも認識できない無知（アヴィッデャー）であり、二つの体（ストゥーラシャリーラとスークシュマシャリーラ）の原因で、自分自身に関する無知、そして、物事の識別がない性質が原因の体です。 
 

 



Revised on May 15th 2017 

10 

 

AvSwaÇy< ikm!, ja¢TSvßsu;uÞyvSwa> .25. 

avasthätrayaà kim| jägratsvapnasuñuptyavasthäù ||25||  3つの経験状態とは？起きている状態、夢を見ている状態、熟睡状態です。 
 

ja¢dvSwa ka, 

ïaeÇaid}aneiNÔyE> zBdaidiv;ya }ayNt #it yTsa ja¢dvSwa, 

SwUlzrIraiÉmaNyaTma ivñ #TyuCyte. 26. 

jägradavasthä kä | 

çroträdijïänendriyaiù çabdädiviñayä jïäyanta iti yatsä jägradavasthä| 

sthülaçaréräbhimänyätmä viçva ityucyate || 26||  起きている状態とは？聴覚などの感覚器官によって言葉などの対象物が認識される状態が起きている状態です。ストューラシャリーラと自分が同一化されていて、ヴィシュヴァと呼ばれる。  
SvßavSwa keit cet!, 

ja¢dvSwaya< yÎ̄ò< yÀ‚t< t¾intvasnya inÔasmye  

y> àpÂ> àtIyte sa SvßavSwa,  

sUúmzrIraiÉmaNyaTma tEjs #TyuCyte.27. 

svapnävasthä keti cet| 

jägradavasthäyäà yaddåñöaà yachrutaà tajjanitaväsanayä nidräsamaye 

yaù prapaïcaù pratéyate sä svapnävasthä|  

sükñmaçaréräbhimänyätmä taijasa ityucyate ||27|| 
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夢を見ている状態とは？ 起きている時に見たこと・聞いたことから生まれる記憶（ヴァーサナ）によって創られる世界が睡眠中に経験される状態が夢を見ている状態です。スークシュマシャリーラと自分が同一化されていてタイジャサと呼ばれる。 
 

tt> su;uÞyvSwa ka, 

Ah< ikmip n janaim suoen mya inÔanuÉUyt #it su;uÞyvSwa, 

kar[zrIraiÉmaNyaTma àa} #TyuCyte.28. 

tataù suñuptyavasthä kä| 

ahaà kimapi na jänämi 

sukhena mayä nidränubhüyata iti suñuptyavasthä| 

käraëaçaréräbhimänyätmä präjïa ityucyate ||28||  では、熟睡の状態とは？ 「私は何も知らない」「私によって眠りがとても心地よく経験されている」という状態が熟睡です。カーラナシャリーラと自分が同一化されていてプラ－ッニャ－と呼ばれる。 
 

pÂkaeza> ke, 

AÚmy> àa[myae mnaemyae iv}anmy AanNdmyíeit.29. 

païcakoçäù ke| 

annamayaù präëamayo manomayo vijïänamaya änandamayaçceti ||29||  5つの鞘とは何ですか？ アンナマヤ、プラーナマヤ、マノーマヤ、ヴィグニャーナマヤ、アーナンダマヤです。 ＊補足＊これらを「私」としてしまうので、本質に覆いかぶさって見えなくし、間違いが起こる場所として「鞘」という名前が付けられています。 
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AÚmy> k>, 

AÚrsenEv ÉUTvaÚrsenEv v&iÏ< àaPy AÚêpp&iwVya< 

yiÖlIyte tdÚmy> kaez> SwUlzrIrm!.30. 

annamayaù kaù| 

annarasenaiva bhütvännarasenaiva våddhià präpya annarüpapåthivyäà 

yadviléyate tadannamayaù koçaù sthülaçaréram ||30||  アンナマヤとは？ ストューラシャリーラであり、食べ物のエッセンスによって存在し、食べ物のエッセンスによって成長し、食べ物の形として現れる大地に還るのがアンナマヤコ－シャです。 
 

àa[my> k>, 

àa[a*a> pÂvayvae vagadIiNÔypÂk< àa[my> kaez>.31. 

präëamayaù kaù| 

präëädyäù païcaväyavo vägädéndriyapaïcakaà präëamayaù koçaù ||31||  プラーナマヤとは？ プラーナなどの5つのヴァーユ{プラーナ、アパーナ、ヴャーナ、サマーナ、ウダーナ}と5つの話す器官等の行動器官がプラーナマヤコ－シャ。 
 

mnaemy> k>, 

mní }aneiNÔypÂk< imilTva yae Évit s mnaemy> kaez>.32. 

manomayaù kaù| 

manaçca jïänendriyapaïcakaà militvä yoo bhavati sa manoomayaù koçaù ||32|| 
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マノーマヤとは？ マインドと5つの感覚器官をひとまとめとしたのがマノーマヤコ－シャ。 
 

iv}anmy> k>, 

buiÏ}aRneiNÔypÂk< imilTva yae Évit s iv}anmy> kaez>.33. 

vijïänamayaù kaù| 

buddhirjïänendriyapaïcakaà militvä yo bhavati sa vijïänamayaù koçaù ||33||  ヴィグニャーナマヤとは？ 知性と5つの感覚器官をひとまとめとしたのがヴィグニャーナマヤコ－シャ。 
 

AanNdmy> k>, 

@vmev kar[zrIrÉUtaiv*aSwmilnsÅv< iàyaidv&iÄsiht< st!, 

Aandmy> kaez>.34. 

änandamayaù kaù| 

evameva käraëaçarérabhütävidyästhamalinasattvaà priyädivåttisahitaà sat| 

änadamayaù koçaù ||34||  アーナンダマヤとは？ 何も知らない状態である原因の体として、不純なサットヴァな性質も持ち経験としての幸せを伴うのが、アーナンダマヤコ－シャ。 
@tTkaezpÂkm!.35. 

etatkoçapaïcakam||35||  これらが5つの鞘（コ－シャ）です。 
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mdIy< zrIr< mdIya> àa[a> mdIy< mní 

mdIya buiÏmRdIym}animit SvenEv }ayte tt!, 

ywa mdIyTven }at< kqkk…{flg&haidk< SvSmaiÑÚ< 

twa pÂkaezaidk< mdIyTven }atmaTma n Évit. 36. 

madéyaà çaréraà madéyäù präëäù madéyaà manaçca 

madéyä buddhirmadéyamajïänamiti svenaiva jïäyate tat| 

yathä madéyatvena jïätaà kaöakakuëòalagåhädikaà svasmädbhinnaà 

tathä païcakoçädikaà madéyatvena jïätamätmä na bhavati || 36||  ブレスレット、イヤリングや家が私とは別の物であり、私の所有物として知られるのと同じように、私の体{は私の所有物}、私のプラーナ、私のマインド、私の知性、私の無知は私自身によって5つのコ－シャを形成する私の所有物として知られていて、私の本質（アートマ）ではない。 
 

AaTma tihR k>, si½danNdSvêp>.37. 

ätmä tarhi kaù| saccidänandasvarüpaù||37||  では、アートマーとは何ですか？存在（サット）、意識（チット）、限りのない幸せ（アーナンダ）そのものです。 
 

siTkm!, kalÇye=ip itótIit st!.38. 

satkim| kälatraye'pi tiñöhatéti sat||38||  サットとは何ですか？ 3つの時空に｛変わらず｝「ある」のが存在そのもの（サット）です。 ＊補足＊決して否定できないものがサット。 
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iciTk<, }anSvêp>.39. 

citkià| jïänasvarüpaù||39||  チットとは何ですか？意識そのものです。 
 

AanNd> k>, suoSvêp>.40. 

änandaù kaù| sukhasvarüpaù||40||  アーナンダとは何ですか？（限りと変化のない）幸せそのものです。 ＊補足＊アーナンダはBlissと訳されますが、度合いのある経験としての幸せではありません。 
 

@v< si½danNdSvêp< SvaTman< ivjanIyat!.41. 

evaà saccidänandasvarüpaà svätmänaà vijänéyät||41||  このように、存在（サット）、意識（チット）、限りのない幸せ（アーナンダ）そのものが自分自身の本質が理解されますように。 
 

Aw ctuiv¡zittÅvaeTpiÄàkar< vúyam>.42. 

atha caturviàçatitattvotpattiprakäraà vakñyämaù||42||  それでは｛アートマーの説明が終了したので｝、24のカテゴリーに分けられる創造の起原を説明します。 ＊補足＊私がアートマーであり、すべての源と提言するためには、そのすべてとは何かを理解する必要があります。 
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äüaïya sÅvrjStmaegu[aiTmka mayaiSt.43. 

brahmäçrayä sattvarajastamoguëätmikä mäyästi||43||  ブランマに頼って存在し、サットヴァ、ラジャス、タマスのグナを有するマーヤーがあります。 
 

tt Aakz> sMÉUt>, AakazaÖayu>, vayaeStej>, tejs Aap>, AÑ(> p&iwvI.44. 

tata äkaçaù sambhütaù| äkäçädväyuù| väyostejaù| tejasa äpaù| adbhyaù 

påthivé||44||  それ｛マーヤーを伴うブランマ｝から空間が生まれ、空間から風が生まれ、風から火が生まれ、火から水が生まれ、水から土が生まれます。 ＊補足＊これらのエレメントはすべてスークシュマなエレメントで、感覚器官で捉えられないものです。  
@te;a< pÂtÅvana< mXye 

AakazSy saiTvka<zaCÀaeÇeiNÔy< sMÉUtm!.45. 

eteñäà païcatattvänäà madhye 

äkäçasya sätvikäàçäcchrotrendriyaà sambhütam||45||  これら５つのエレメントの中の１つである空間のサットヴァな性質の部分から聞くパワーが生まれました。 ＊補足＊５つのエレメントはマーヤーから生まれたので、それぞれに３つのグナがあります。 
 

vyae> saiÅvka<zaÅvigiNÔy< sMÉUtm!.46. 

vayoù sättvikäàçättvagindriyaà sambhütam||46||  風のサットヴァな性質の部分から触覚のパワーが生まれました。 
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A¶e> saiÅvka<za½]uiriNÔy< sMÉUtm!.47. 

agneù sättvikäàçäccakñurindriyaà sambhütam||47||  火のサットヴァな性質の部分から見るパワーが生まれました。 
 

jlSy saiÅvka<zaÔsneiNÔy< sMÉUtm!.48. 

jalasya sättvikäàçädrasanendriyaà sambhütam||48||  水のサットヴァな性質の部分から味覚のパワーが生まれました。 
 

p&iwVya> saiÅvka<zadœ ºa[eiNÔy< sMÉUtm!.49. 

påthivyäù sättvikäàçäd ghräëendriyaà sambhütam||49||  土のサットヴァな性質の部分から臭覚のパワーが生まれました。 
 

@te;a< pÂtÅvana<  

smiòsaiÅvka<zaÒnaebuÏ(h»aricÄaNt>kr[ain sMÉUtain.50. 

eteñäà païcatattvänäà 

samañöisättvikäàçädmanobuddhyahaìkäracittäntaùkaraëäni sambhütäni||50||  これら５つエレメントの全体的なサットヴァな性質の部分から内なる道具（アンタッカラナ）：マナス、ブッディ、アハンカーラ、チッタが生まれました。 
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s»LpivkLpaTmk< mn>, iníyaiTmka buiÏ>,  

Ah»taRh»¯it>, icNtnkt&R icÄm!.51. 

saìkalpavikalpätmakaà manaù| niçcayätmikä buddhiù|  

ahaìkartähaìkåtiù| cintanakartå cittam||51||  マナスとは肯定と否定を揺れ動く感情、ブッディとは決断を下す知性、アハンカーラは「私は行ない手」という自我、チッタは考えのプロセスとなる記憶・思考。 
 

mnsae devta cNÔma>, buÏeäRüa, Ah»arSy éÔ>, icÄSy vasudev>.52. 

manaso devatä candramäù| buddherbrahmä| ahaìkärasya rudraù| 

cittasya väsudevaù||52||  マナスの統括神は月（チャンドラマー）、ブッディは創造の神（ブランマー）、アハンカーラはルッドラ、チッタはヴァースデーヴァ。  
@te;a< pÂtÅvna< mXy AakazSy rajsa<zaÖaigiNÔy< sMÉUtm!.53. 

eteñäà païcatattvanäà madhya 

äkäçasya räjasäàçädvägindriyaà sambhütam||53||  これらの５つのエレメントの中の１つである空間のラジャスな性質の部分から話す機能が生まれました。 
 

vayae> rajsa<zaTpa[IiNÔy< sMÉUtm!.54. 

väyoù räjasäàçätpäëéndriyaà sambhütam||54||  風のラジャスな性質の部分から手（物を掴む機能）が生まれました。 
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vûe sjsa<zaTpadeiNÔy< sMÉUtm!.55. 

vahne sajasäàçätpädendriyaà sambhütam||55||  火のラジャスな性質の部分から足（動き回る機能）が生まれました。 
 

jlSy rajsa<zaÌ‚deiNÔy< sMÉUtm!.56. 

jalasya räjasäàçädgudendriyaà sambhütam||56||  水のラジャスな性質の部分から排泄機能が生まれました。 
 

p&iwVya rajsa<zatupSweiNÔy< sMÉUtm!.57. 

påthivyä räjasäàçätupasthendriyaà sambhütam||57||  土のラジャスな性質の部分から生殖機能が生まれました。 
 

@te;a< smiòrajsa<zaTpÂàa[a> sMÉUta>.58. 

eteñäà samañöiräjasäàçätpaïcapräëäù sambhütäù||58||  これら｛５つエレメント｝の全体的なラジャスな性質の部分から５つのプラーナが生まれました。 
 

@te;a< pÂtÅvna< tamsa<zaTpÂIk«tpÂtÅvain ÉviNt.59. 

eteñäà païcatattvanäà 

tämasäàçätpaïcékåtapaïcatattväni bhavanti||59||  
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これら５つエレメントのタマスな性質の部分からパンチーカラナの過程を経た５つのエレメントが生まれました。 
 

pÂIkr[< kwimit cet!, 

@te;a< pÂmhaÉUtana< 

tamsa<zSvêpmekmek< ÉUt< iÖxa  

ivÉJyEkmekmx¡ p&w ª́:[I— VyvSwaPy, 

Aprmprmx¡ ctuxaR ivÉJy, 

SvaxRiÉÚe;u ANye;u SvÉagctu:tys<yaejn< 

pÂIkr[< Évit.60. 

païcékaraëaà kathamiti cet| 

eteñäà païcamahäbhütänäà 

tämasäàçasvarüpamekamekaà bhütaà dvidhä  

vibhajyaikamekamardhaà påthaktüñëéà vyavasthäpya| 

aparamaparamardhaà caturdhä vibhajya| 

svärdhabhinneñu anyeñu svabhägacatuñtayasaàyoojanaà 

païcékaraëaà bhavati||60||  パンチークルタンとはどのようなものかと言いますと、５つの｛スークシュマな｝エレメントのターマスな性質の部分それぞれ｛空間、風、火、水、土｝が２つに分かれ、それぞれの片方がそのまま残り、もう一方は４つに分かれ、他の（分かれていない）半分にそれぞれくっつく過程がパンチークルタンです。 
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@te_y> pÂIk«tpÂmhaÉUte_y> SwUlzrIr< Évit.61. 

etebhyaù païcékåtapaïcamahäbhütebhyaù sthülaçaréraà bhavati||61||  これらのパンチーカラナの過程を経た５つのエレメントからストューラシャリーラが生まれます。 
 

@v< ip{fäüa{fyaerEKy< s<ÉUt<.62. 

evaà piëòabrahmäëòayoraikyaà sambhütaà||62||  このように、マイクロな宇宙（個）とマクロな宇宙（全体）を同一と見ることができます。 ＊補足＊この体も周りの世界も全部マーヤーを伴うブランマから生まれているので、同一です。  
SwUl zrIraiÉmanI jIvnamk< äüàitibMb< Évit, 

s @v jIv> àk«Tya SvSmadIñr< iÉÚTven janait.63. 

sthülaçaréräbhimäné jévanämakaà brahmapratibimbaà bhavati| 

sa eva jévaù prakåtyä svasmädéçvaraà bhinnatvena jänäti||63||  物質的な体（ストューラシャリーラ）を自分としてしまっている者はジーヴァと呼ばれ、｛ただし、実際には｝ブランマが反射している。そのジーヴァは自然と｛生まれ持っている無知で｝自分自身がイーシュヴァラと相違すると思ってしまう。 
 

Aiv*aepaix> sÚaTma jIv #TyuCyte, 

mayaepaix> sÚaTmeñr #TyuCyte.64. 

avidyopädhiù sannätmä jéva ityucyate| 

mäyopädhiù sannätmeçvara ityucyate||64||  
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アヴィデャーが媒体（ウパーディ）である時、アートマーがジーヴァと呼ばれます。マーヤーが媒体（ウパーディ）である時、イーシュヴァラと呼ばれます。 
 

@vmupaixÉed¾IveñrÉed†iòyaRvTpyRNt< itóit 

tavTpyRNt< jNmmr[aidêps<sarae n invtRte, 

tSmaTkar[aÚ jIveñryaeÉeRdbuiÏ> SvIkayaR.65. 

evamupädhibhedajjéveçvarabhedadåñöiryävatparyantaà tiñöhati 

tävatparyantaà janmamaraëädirüpasaàsäro na nivartate| 

tasmätkäraëänna jéveçvarayorbhedabuddhiù svékäryä||65||  このように、ウパーディの違いによってジーヴァとイーシュヴァラが相違するという｛間違った｝結論がある限り、生や死などの数々の問題（サムサーラ）はなくならないでしょう。ですから、こういった理由から、ジーヴァとイーシュヴァラが相違するという結論を受け入れないように。 ＊補足＊ウパーディによってジーヴァとイーシュヴァラを別のものと見てしまうことがサムサーラの根本的原因です。  
nnu sah»arSy ikiÂJ}Sy jIvSy inrh»arSy svR}SyeñrSy 

tÅvmsIit mhavaKyaTkwmÉedbuiÏ> Syat! 

%ÉyaeivRéÏxmaR³aNtTvat!.66. 

nanu sähaìkärasya kiïcijjïasya jévasya nirahaìkärasya sarvajïasyeçvarasya 

tattvamaséti mahäväkyätkathamabhedabuddhiù syät 

ubhayorviruddhadharmäkräntatvät||66||  ｛反論｝ちょっと待ってください。納得がいきません。tattvamasiというマハーヴァーキャで言われているように、アハンカーラを持ち知性も限られているジーヴァと、アハンカーラという限りがなく全知全能のイーシュヴァラがどうして同じと言えるのですか？双方ともに相違する性質があるではないですか。 
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#it ceÚ, 

SwUlsUúmzrIraiÉmanI TvMpdvaCyawR>, 

%paixivinmuŔ < smaixdzasMpÚ< zuÏ< cEtNy< TvMpdlúyawR>.67. 

iti cenna| 

sthülasükñmaçaréräbhimäné tvampadaväcyärthaù| 

upädhivinirmuktaà samädhidaçäsampannaà çuddhaà caitanyaà 

tvampadalakñyärthaù||67||  その様な議論があるのだとすれば、それは正しくありません。ストューラシャリーラとスークシュマシャリーラを自分としているのがあなた（tvam）という言葉の通常の意味（väcyärtha）で、ウパーディから自由であり、主体と客体の違いがなくなったときの｛知識によって自分の本質を知ったときの｝意識そのものがあなた（tvam）という言葉の指し示す意味（lakñyärtha）です。 
 

@v< svR}Tvaidivizò $ñrStTpdvaCyawR>, 

%paixzUNy< zuÏcEtNy< tTpdlúyawR>.68. 

evaà sarvajïatvädiviçiñöa éçvarastatpadaväcyärthaù| 

upädhiçünyaà çuddhacaitanyaà tatpadalakñyärthaù||68||  {ジーヴァの場合と}同じように、全知全能などの特徴付けがされているイーシュヴァラがそれ（tat）という言葉の通常の意味（väcyärtha）で、ウパーディから自由である意識そのものがそれ（tat）という言葉の指し示す意味（lakñyärtha）です。  
@v< c jIveñryaeíEtNyêpe[aÉede baxkaÉav>.69. 

evaà ca jéveçvarayoçcaitanyarüpeëäbhede bädhakäbhävaù||69||  このように、ジーヴァとイーシュヴァラの{本質である}意識そのものは相違しないという事の否定は出来
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ません。 
 

@v< c vedaNtvaKyE> sÌ‚êpdezen c sveR:vip ÉUte;u 

ye;a< äübuiÏéTpÚa te jIvNmú a ÉviNt.70. 

evaà ca vedäntaväkyaiù sadgurüpadeçena ca sarveñvapi bhüteñu 

yeñäà brahmabuddhirutpannä te jévanmuktä bhavanti||70||  このように、ヴェーダーンタの言葉と真のグルの教えによって、生きるものすべてにおいてそれらの本質であるブランマを見る人がジーヴァンムクタです。  
nnu jIvNmui´> k>, 

ywa dehae=h< pué;ae=h< äaü[ae=h< zUÔae=hmSmIit 

†FiníyStwa nah< äaünae n zUÔae n pué;> 

ikNTvs¼> si½danNdSvép> àkazêp>  

svaRNtyaRim icdakazépaeSmIit 

†Finíyêpaprae]}anvaÃIvNmui´>.71. 

nanu jévanmuktiù kaù| 

yathä deho'haà puruño'haà brähmaëo'haà çüdro'hamasméti 

dåòhaniçcayastathä nähaà brähmano na çüdro na puruñaù 

kintvasaìgaù saccidänandasvarupaù prakäçarüpaù 

sarväntaryämi cidäakäçaruposméti 

dåòhaniçcayarüpäparokñajïänaväïjévanmuktiù||71||  
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ちょっと待ってください。｛さらなる説明が必要です。｝ジーヴァンムクティとはどのような人ですか？ 私はこの体、男性、ブラーミンまたはシュードラであると｛通常の人が｝確信しているのと同じように、私はブラーミンでもシュードラでも、男性でもなく、全てから自由な｛影響を受けない｝存在（サット）、意識（チット）、限りのない幸せ（アーナンダ）で、｛何に頼らなくても｝常に明らかで、すべてに満ち満ちている意識そのものというアパロークシャニャーナンをしっかりと持っている人がジーヴァンムクティです。 
 

äüEvahmSmITyprae]}anen iniolkmRbNxivinmuRi´> Syat!.72. 

brahmaivähamasmétyaparokñajïänena 

nikhilakarmabandhavinirmuktiù syät||72||  私はブランマというアパロークシャニャーナンによって全ての行いの結果（カルマ）の束縛から自由になります。 
 

kmRi[ kit ivxain sNtIit cet!, 

AagaimsiÂtàarBxÉeden iÇivxain siNt.73. 

karmaëi kati vidhäni santéti cet| 

ägämisaïcitaprärabdhabhedena trividhäni santi||73||  カルマにはどれぐらいの種類があるのですか？ アーガーミ、サンチタ、プラーラブダの3種類です。  
AagaimkmR ikm!, 

}anaeTpÅynNtr< }aindehk«t< pu{ypapêp< kmR ydiSt tdagamITyiÉxIyte.74. 

ägämikarma kim| 

jïänootpattyanantaraà jïänidehakåtaà puëyapäparüpaà karma yadasti 

tadägämétyabhidhéyate||74|| 
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アーガーミカルマとは何ですか？ 知識を得た後で、知識を得た人の体によって行われた、プンニャ・パーパとしての行いの結果がアーガーミカルマです。 ＊補足＊知識を得ていない人も同じようにアーガーミカルマを得ます。 
 

siÂt< kmR ikm!, 

AnNtkaeiqjNmna< bIjÉUt< sdœ yTkmRjat< pUvaRijRt< itòit tTsiÂt< }eym!.75. 

saïcitaà karma kim| 

anantakoöijanmanäà béjabhütaà sad 

yatkarmajätaà pürvärjitaà tiñöati tatsaïcitaà jïeyam||75||  サンチタカルマとは何ですか？ 無数の生を与える種であり、今までの生で蓄積された行いの結果がサンチタカルマです。 
 

àarBx< kmR ikimit cet!, 

#d< zirrmuTpa*eh laek @v< suoÊ>oaidàd< yTkmR tTàarBx<, Éaegen nò< Évit, 

àarBxkmR[a< Éaegadev ]y #it.76. 

prärabdhaà karma kimiti cet| 

idaà çariramutpädyeha loka evaà sukhaduùkhädipradaà yatkarma 

tatprärabdhaà| bhogena nañöaà bhavati| 

prärabdhakarmaëäà bhogädeva kñaya iti||76||  プラーラブダカルマとは何ですか？ この体に生を与え、この世でこのように良い体験や嫌な体験を与えるのがプラーラブダカルマで、体験することによってのみ消耗されます。｛知識を得た人の｝プラーラブダも体験することによってのみ消耗されます。 
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siÂt< kmR äüEvahmSmIit iníy}anen nZyit.77. 

saïcitaà karma brahmaivähamasméti niçcayajïänena naçyati||77||  サンチタカルマは私はブランマというしっかりとした知識を得れば無くなります。 
 

AagaimkmRip }anen nZyit, 

ikÂagaimkmR[a< nilnIdlgtjlvJ}ainna< 

sMbNxae naiSt.78. 

ägämikarmapi jïänena naçyati| 

kiïcägämikarmaëäà nalinédalagatajalavajjïäninäà 

sambandho nästi||78|| 

 ｛この生で消耗されずにサンチタカルマに加算される｝アーガーミカルマも無くなります。知識を得た人は｛この生で消耗される分のアーガーミカルマとは｝蓮の花の水のように何の関係も無くなります。  
ikÂ ye }ainn< StuviNt ÉjNTycRyiNt 

taNàit }aink«tmagaimpu{y< gCDit.79. 

kiïca ye jïäninaà stuvanti bhajantyarcayanti 

tänprati jïänikåtamägämipuëyaà gacchati||79||  さらに、知識を得た人を讃え崇拝する人々に、知識を得た人によって行われたアーガーミカルマのプンニャが分配されます。 
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ye }ainn< inNdiNt iÖ;iNt Ê>oàdan< k…vRiNt 

taNàit }aink«t< svRmagaim i³yma[< 

ydvaCy< kmR papaTmk< tÌCDit.80. 

ye jïäninaà nindanti dviñanti duùkhapradänaà kurvanti 

tänprati jïänikåtaà sarvamägämi kriyamäëaà 

yadaväcyaà karma päpätmakaà tadgacchati||80||  知識を得た人を侮辱したり、嫌ったり、危害を加える人には、知識を得た人によって行われたアーガーミカルマのパーパが分配されます。 
 

twa caTmivTs<sar< tITvaR äüanNdimhEv àaßaeit.81. 

tathä cätmavitsaàsäraà tértvä brahmänandamihaiva präpnoti||81||  ですから、知識を得た人はサムサーラを越え、限りのない幸せをここで｛生きながら｝得ます。 
 

trit zaekmaTmividit ïute>.82. 

tarati çokamätmaviditi çruteù||82||  知識を得た人は全ての苦悩を越えると聖典は言います。  
tnu< Tyjtu va kaZya< ñpcSy g&he=wva. 

}ans<àaiÝsmye mú ae=saE ivgtazy #it Sm&teí.83. 

tanuà tyajatu vä käçyäà çvapacasya gåhe'thavä|| 

jïänasampräptisamaye mukto'sau vigatäçaya iti småteçca||83|| 
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スムルティも言います。知識を得たその時に自由になった人は｛何処で命を落としたいといった｝願望もなく、バラーナシー（神聖な場所）でも犬食いの家（不浄な場所）でも｛関係なく｝体を手放すでしょう。 
 

#it tÅvbaexàkr[<smaÝm!.84. 

iti tattvabodhaprakaraëaàsamäptam||84||  以上でタットヴァボーダの教えの本（プラカラナン）は完結です。 ＊補足＊知識を得るまでタットヴァボーダの勉強は終わりません。  
Aaem! tt! st! 
om tat sat 


