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परुमकेादशद्वारमजस्यावक्रचतेसः ।  
अनषु्टाय न शोचतत तवमकु्तश्च तवमचु्यत े। एतद्व ैतत ् ॥१ ॥  
puramekādaśadvāramajasyāvakracetasaḥ |  

anuṣṭāya na śocati vimuktaśca vimucyate | etadvai tat ||1||  

ゆがみのない知性をもった不生のもの（アートマン）の（宿っている）十一の門をもつ城塞じょうさい（身体）を支

配すれば、人は憂いをいだかない。しかし、（その城塞から）抜け出した時、彼は（真に）解放される。これこ

そまさしくそれである。（１） 

 

ह  ঁसः शतुचषद्वसरुन्ततरक्षसद्धोता वतेदषदतततिर्दरुोणसत ् ।  
नषुद्वरसदृतसद्योस्य्मसदब्जा गोजा ऋतजा अतिजा ऋत ंबहृत ् ॥२ ॥ 
ha  ঁ saḥ śuciṣadvasurantarikṣasaddhotā vediṣadatithirduroṇasat |  

nuṣadvarasadṛtasadyosymasadabjā gojā ṛtajā adrijā ṛtaṃ bṛhat ||2||  

それ（アートマン）は鵞鳥ﾊﾝｻとして光明のなかにおり、神として空間におり、ホートリ祭官として祭場におり、

賓客として家にいる。それは人間のなかにおり、広い空間におり、天則リタのなかにおり、蒼穹そうきゅうにいる。水

から生まれ、牛から生まれ、天則から生まれ、岩から生まれ、それは偉大な天則である。（２） 

 

ऊरं्ध्व प्राणमनु्नयत्यपान ंप्रत्यगस्यतत ।  
मध्य ेवामनमासीन ंतवश्व ेदवेा उपासत े॥३ । 
ūrdhvaṃ prāṇamunnayatyapānaṃ pratyagasyati |  

madhye vāmanamāsīnaṃ viśve devā upāsate ||3|  

吸いこむ息を（鼻腔びこうから）上方へ導き、吐き出す息を逆の方向に投じ、（身体の）中央にすわっている小人

（アートマン）をすべての神々は崇拝する。（３） 

 

अस्य तवस्रसंमानस्य शरीरस्थस्य दतेहनः ।  
दहेातद्वमचु्यमानस्य तकमत्र पतरतशष्यत े॥ एतद्व ैतत ् ॥४ ॥  
asya visraṃsamānasya śarīrasthasya dehinaḥ |  

dehādvimucyamānasya kimatra pariśiṣyate || etadvai tat ||4||  

この身体内にいる個アート我マンが、（肉体への束縛を）ゆるめられて、身体から抜け出したとき、何がそこに残さ

れよう。これこそまさしくそれである。（４）  
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न प्राणने नापानने मत्यो जीवतत कश्चन ।  
इतरणे त ुजीवतन्त यतिन्नतेावपुातितौ ॥५ ॥ 

na prāṇena nāpānena martyo jīvati kaścana |  

itareṇa tu jīvanti yasminnetāvupāśritau ||5||  

死すべき者は誰でも、吸いこむ息によって生きているのでもなく、吐きだす息によって生きているのでもない。

人々は両者の拠りどころである何か他のものによって生きているのである。（５） 

 

हन्त त इद ंप्रवक्ष्यातम गहु्य ंब्रह्म सनातनम ् ।  
यिा च मरण ंप्राप्य आत्मा भवतत गौतम ॥६ ॥  
hanta ta idaṃ pravakṣyāmi guhyaṃ brahma sanātanam |  

yathā ca maraṇaṃ prāpya ātmā bhavati gautama ||6||  

さあ、そなたにこの秘密の、永遠のブラフマンを解き明かそう。 

そして、アートマンは、死後どうなるのかを、ガウタマよ。（６） 

 

योतनमन्य ेप्रपद्यन्त ेशतर िरत्वाय दतेहनः ।  
स्थाणमुन्य'ेमसुयंतन्त यिाकम ुयिाितुम ् ॥७ ॥ 
yonimanye prapadyante śarriratvāya dehinaḥ |  

sthāṇumanye'musaṃyanti yathākarma yathāśrutam ||7||  

ある（人々に宿っていた）個我は、（その人の身体から離脱したのち、再び他の人の）身体を得るために母胎に

はいる。他（の人々に宿っていた個我）は静物にはいりこむ。（それぞれの人のこの世における）行為に応じ、

学識に応じて。（７） 

 

य एष सपु्तषे ुजागतत ुकाम ंकाम ंपरुुषो तनतममुाणः ।  
तदवे शकंु्र तद्ब्रह्म तदवेामतृमचु्यत े।  
ततििँल्लोकाः तिताः सव ेतर्द नात्यतेत कश्चन । एतद्व ैतत ् ॥८ ॥ 

ya eṣa supteṣu jāgarti kāmaṃ kāmaṃ puruṣo nirmimāṇaḥ |  

tadeva śukraṃ tadbrahma tadevāmṛtamucyate |  

tasm  ँllokāḥ śritāḥ sarve tadu nātyeti kaścana | etadvai tat ||8 || 

眠っている者たちのなかにあって目覚めているこの神人プルシャ（アートマン）は、望みのままに（さまざまのもの

を）創造する。それこそ光輝、それがブラフマン、それがまさしく不死といわれる。全世界はそれを拠りどころ

としている。実にそれをこえる者はだれもいない。これこそまさしくそれである。（８） 

 



 カタ・ウパニシャッド第二章第２編 

 

  
 3 

 

  

अतियिुकैो भवुन ंप्रतवष्टो रूप ंरूप ंप्रततरूपो बभवू ।  
एकस्तिा सवभुतूान्तरात्मा रूप ंरूप ंप्रततरूपो बतहश्च ॥९ ॥ 
agniryathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo rūpaṃ rūpaṃ pratirūpo babhūva |  

ekastathā sarvabhūtāntarātmā rūpaṃ rūpaṃ pratirūpo bahiśca ||9||  

一つの火が被造物に、（その体内で消化をつかさどる火として）はいりこみ、（被造物の）それぞれの形に応じ

た形をとるように、万物の内部にあるアートマンは一つであるが、（万物の）それぞれの形に応じた形をとり、

しかも（唯一者として万物の）外にある。（９）  

 

वाययुिुकैो भवुन ंप्रतवष्टो रूप ंरूप ंप्रततरूपो बभवू ।  
एकस्तिा सवभुतूान्तरात्मा रूप ंरूप ंप्रततरूपो बतहश्च ॥१० ॥ 

vāyuryathaiko bhuvanaṃ praviṣṭo rūpaṃ rūpaṃ pratirūpo babhūva |  

ekastathā sarvabhūtāntarātmā rūpaṃ rūpaṃ pratirūpo bahiśca ||10||  

一つの風が被造物に、（その体内の風、すなわち気息として）はいりこみ、（被造物の）それぞれの形に応じた

形をとるように、万物の内部にあるアートマンは一つであるが、（万物の）それぞれの形に応じた形をとり、し

かも（唯一者として万物の）外にある。（１０） 

 

सयूो यिा सवलुोकस्य चक्षनु ुतलप्यत ेचाक्षषुबैाहु्यदोषःै ।  
एकस्तिा सवभुतूान्तरात्मा न तलप्यत ेलोकर्दःखने बाह्यः ॥११ ॥ 

sūryo yathā sarvalokasya cakṣurna lipyate cākṣuṣairbāhyadoṣaiḥ|  

ekastathā sarvabhūtāntarātmā na lipyate lokaduḥkhena bāhyaḥ ||11||  

全世界の眼である太陽が、（被造物の）眼の外的な欠陥によって汚されないように、万物の内部に存在する一者

としてのアートマンは、世界の不幸に汚されず、その外にある。（１１） 

 

एको वशी सवभुतूान्तरात्मा एकं रूप ंबहुधा यः करोतत ।  
तमात्मस्थ ंय'ेनपुश्यतन्त धीरास्तषेा ंसखु ंशाश्वत ंनतेरषेाम ् ॥ ।१२ ॥ 
eko vaśī sarvabhūtāntarātmā ekaṃ rūpaṃ bahudhā yaḥ karoti |  

tamātmasthaṃ ye'nupaśyanti dhīrāsteṣāṃ sukhaṃ śāśvataṃ netareṣām |||12||  

万物の内部にあるアートマンは、唯一の主であり、一つのすがたを多様にする。それが自分のなかに存在するの

を洞察する賢者たち、――永遠の幸福は彼らにあり、他の者にはない。（１２） 
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तनत्यो'तनत्याना ंचतेनश्चतेनानामकेो बहूना ंयो तवदधातत कामान ् ।  
तमात्मस्थ ंय'ेनपुश्यतन्त धीरास्तषेा ंशातन्त शाश्वती नतेरषेाम ् ॥१३ ॥ 

nityo'nityānāṃ cetanaścetanānāmeko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān |  

tamātmasthaṃ ye'nupaśyanti dhīrāsteṣāṃ śānti śāśvatī netareṣām ||13|| 

無常な者たちに属する永遠のもの、知性ある者たちの知性、多に属する一者、（被造物に）さまざまの欲望を与

える者（アートマン）、それが自分のなかに存在するのを洞察する賢者たち――永遠の平安は彼らにあり、他の

者にはない。（１３） 

 

तदतेतदतत मन्यन्त'ेतनदशे्य ंसखुम ् ।  
कि ंन ुततद्वजानीया ंतकम ुभातत तवभातत वा ॥१४ ॥ 
tadetaditi manyante'nirdeśyaṃ sukham |  

kathaṃ nu tadvijānīyāṃ kimu bhāti vibhāti vā ||14||  

筆舌に尽くしがたい最高の幸福を、「これがそれだ」と人々は思う。それをどのように理解すべきであろうか。

それは輝きまたは耀かがやくであろうか。（１４）  

 

न तत्र सयूो भातत न चन्द्रतारकं नमेा तवद्यतुो भातन्त कुतो'यमतिः ।  
तमवे भान्तमनभुातत सवं तस्य भासा सवतुमद ंवभातत ॥१५ ॥ 
na tatra sūryo bhāti na candratārakaṃ nemā vidyuto bhānti kuto'yamagniḥ |  

tameva bhāntamanubhāti sarvaṃ tasya bhāsā sarvamidaṃ vabhāti ||15||  

そこでは太陽も月や星も輝かず、これらの稲妻も、ましてこの（地上の）火も輝くことなく、それが輝くときに

のみすべては反映して耀き、その光輝によってこの全世界は耀くのである。（１５）  
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