
第 36回抗加齢・統合医学研究室勉強会 

 

 

日時：2018 年 12 月 8日土曜日 18:00-20:00 

場所：東京アメリカンクラブ小会議室 

参加者：青山圭秀氏（演者）、奥野哲治（Clinica ET East院長）、浦尾弥須子（日本鋼管病

院耳鼻科部長）、長崎綾子（ながさき内科医院院長）、山本勇人（山本歯科医院院長）、吉川

栄省（日本医科大学多摩永山病院神経精神科部長）、村上篤（TBS）、岩田明子（心理カウン

セラー）、熊丸裕也（AOI国際病院副院長、抗加齢・統合医学研究室室長） 

 

青山圭秀さんは、改めてご紹介するまでもなく、「理性の揺らぎ」の著作で有名になられ、

20 年以上前に「自己治癒力を考える会」でもご講演いただきました。また、古代に書かれ

た物ながら、我々の生涯を預言しているという「アガスティアの葉」も出版され、インドの

聖人サイババとともに注目の的でした。今日は「アーユルヴェーダの世界観―知性の過ち」

というテーマで、その後遍歴、現在のお仕事などについてお話しいただきたいと思います。

（浦尾） 

 

 今日は、インド医学の世界観と現代科学を交えてお話ししたいと思います。 

スライドは古代インドの一面を表す木の図で、この特徴的な木の元で、椰子の葉に記載した

内容は、数百年から数千年保っていると言われますが、内容は口伝で伝承されていきました。

インドの寺院では、新入りの僧侶がその寺院特有の唱えるのに何時間もかかるマントラを、

1日で覚えてしまうという技能を持っています。 

 「知性の過ち」とは全知全能の神が存在しているのならば、なぜこの世にはこれだけの苦

しみ、不幸、病があるのだろう？と考えて当然ですが、知性が過ちを犯したことで生じてし

まったのだとされています。キリスト教では、神々が与えた楽園で、アダムとイブが過ちを

犯したために、それが後世の人間たちに継承されていったとされているわけです。 

或いは、天使たちだけがいた世界に、一部の天使が神に成り代わろうとして罪を犯し、地獄

に落とされて悪魔（堕天使ルシファー）になったという話もあります。（広島学院でそう教

わりました） 

 でもやはり神が全知全能であるならば、なぜこういうことを事前に認識して、防いだり出

来なかったのかという疑問がわくと思います。 

 

 インド医学のアーユルヴェーダの聖典スシュルタでは、すべての病は 

 VATA（ヴァータ） 

 PITTA（ピッタ） 

 KAPHA（カッパ） 



の 3つの要素(ドーシャ)が原因で起こると考えています。 

生命には動くという性質があるので、それを VATAで表しています。我々の心が動く、神経

活動によって動くなど、すべての動きを司るものです。 

更に、変化するという性質は、PITTAで表され、情報を取り入れることはもちろん、食物の

消化吸収、代謝すると言うことです。 

もう一つが、KAPHAと呼ばれ、安定する、構造を持つという性質があり、これによって生命

が構造を持って、安定できるのです。 

この 3つの要素はアーユルヴェーダを学ぶ学生は皆これを最初に叩き込まれます。 

 

アーユルヴェーダは、サンキヤ哲学というインドの 6大哲学の 1つに基礎をおいています。

（青山氏のスライドの代替図） 

 

この哲学では、トリドーシャの更に奥深いところに五大元素などの要素が存在し、皿のその



奥深くでは、世界はプルシャという時間も空間もない、始めと終わりも実体もない純粋意識

（存在）であり、プラクリティは原初の物質エネルギーであり行動を生み出す力となりと説

いています。 

VATA、PITTA、KAPHAの 3つのドーシャは、図のように更に奥の五大元素（空、風、火、水、

土）が 2つずつ組み合わさって出来、タマス（鈍性）を構成する五つの微細要素（香、味、

色、触、声）があり、サットヴァ（純性）からは 5つの感覚（聴覚、触覚、視覚、味覚、嗅

覚）と 5つの運動器官の潜在能力（発声、把握、歩行、排泄、性器）が構成されます。ラジ

ャズ（動性）はサットヴァとタマスの世界を結びつける運動の力です。この 3つをトリグナ

と呼びます。この点は後でまた触れます。 

 

 チャラカ･サンヒターという聖典では、「命あるものの体には、常に VATA、PITTA、KAPHA

の 3つが存在し、それらは異常であるか正常であるかのいずれかである。学識ある医師はこ

れを基本に考えよ。」とあります。（この聖典は紀元前 2000 年頃にアグニヴェーシャが書い

たものとされ、チャラカは注釈をつけた。） 

 その同じドーシャが、「別々の原因から発生し、増悪し、別々の場所に移行し数多くの病

を生じる」。ドーシャを日本の学者が、「病素」と訳していますが、ドーシャそのものは良く

も悪くもありません。ドーシャが異常を来して、過多になったり、バランスを崩したときに

病気が起こるのです。「悪化したドーシャが体内を還流する際、経路の異常によって停滞し

たところで病を引き起こす」。 

例えば、我々が、味覚の欲求を満たすために食べ過ぎた場合、消化しきれなかった未消化物

（アーマと呼ぶ）が体の様々な場所で滞って、経路を塞いでしまう。これによって病が起き

るということです。アーマは食物だけでなく、外から入ってきた知的な情報であっても自分

のものに出来なければ、同じように老廃物となり、自分を迷わせることになります。 

 チャラカは病気を大きく 3つに分けました。内因性のもの、外因性のもの、そして心因性

のものです。内因性のものは 3つのドーシャが原因となって、ドーシャの悪化、増えすぎた

り何処かで停滞して起こるもの。外因性のものは、鬼神、毒、風、火、（物理的）打撲とい

うものが、身体に入ってしまう（毒：摂取してしまう、風：風の強いところで長時間滞在、

火：やけど、日焼けなど）ことで起きる。 

 アーユルヴェーダの 8科目の一つに、鬼神学というのがあり、精神的な病の中に、実際鬼

神が（憑依して）起こすものがあるとしています。これは信じないという方もいらっしゃる

でしょうが、私が何度かインドを訪問していて、そういう体験もありました。インドのある

村の年に一度の神様が降りてくると言う祭りに日本からの同行者も連れて行ったとき、例

年通りその神様が、定められた家族の一人に憑依したのですが、私の同行者のことを見つめ

て、「おまえは私に質問があるだろう？」と話しかけたことがありました。（事前にその人を

連れてくるようにとお知らせがあった？アガスティアの葉？） 

 心因性の病気は、欲しいものが手に入らないとか、欲しくないものを入手することから起



こるとされます。例えば皆さんも生涯の伴侶を求めるということで、結婚相手を探すのでし

ょうが、この人だと思って結婚してみたら、実は違っていたという場合、これこそ欲しくな

いものを手に入れると言うことに当たるわけです。（笑、笑） 

 聖典では、すべての内因性の病は、VATA、PITTA、KAPHA の 3 つのドーシャ以外からは起

きない。あたかも、鳥が 1日中飛び回っても自分の影を追い越すことが出来ないように、病

は 3つのドーシャを超えることは出来ない。智恵なる医者は VATA、PITTA、KAPHA で、位置

と症状と本質の違いをよく観察して、それが 3 つの原因を支配するものであることを理解

せよ、と記されています。 

 アーユルヴェーダのマッサージの達人は、自分は VATA、PITTA、KAPHAの乱れを感じ取る

ことが出来るので、それを元に戻すことで治療が出来ると言います。医師も脈診によって、

トリドーシャの乱れが分かると言います。トリドーシャも更に細かい 5 つの要素に分かれ

ますが、それぞれを脈診ではその脈の深さで知ることが出来ると言います。その深さ自体に

も 7段階あるので、1回の人生の間の訓練ではマスターできませんとも言います。 

  

「そもそも病とは何ですか？」という問いには、アーユルヴェーダは簡単な言葉で答えます。 

「生命に、苦が加わることです」と。 

その苦には 3種類あります。外的、内的、天的なものです。 

天的なものとは、占星術で言う生下時の星の位置による影響や過去生での罪、カルマ、負債

などによる宿命的なものを指します。過去生の問題を解決するに当たって、過去の負債を返

済しなさい（天的な病にかかることによって）と言うことも求められます。 

 私の経験ですが、瞑想の生徒さんに対して、予言者からのメッセージで、「あなたが太古

のアートを自分の国で教えたら、生徒たちに予言を読みなさいと言う記術が出てきました。 

その中には、天的な内容が書かれていることがあって、あなたには天界の神があなたに与え

ようとしているダルマがある。しかし天界の神々の間で、「そのダルマを実行するには過去

生で残した負債（自然界の法則に逆らった罪を犯した）があり、それを処理しないうちは次

のステップに進めない」という意見が出た。そして他にも自分の自然界で彼が犯した罪があ

るのでまだ早いという意見が出た。しかしその神々を束ねる王が、「それは分かっているが

彼に今生でこの役目を果たさせないので、自分が彼の負債を肩代わりして背負う」とまでい

った、という記述を読みました。 

こういう経験をすると、確かに天的なものはあるのだなと思わざるを得なくなります。 

 

でも何故そういう苦しみ･不幸を経験しなければならないのか？と思いますよね。それに

対しては以下の記述があります。判断力と忍耐力、記憶力が損なわれて、時とカルマが熟し

て現れるとき、感覚が不健全な対象と接触すると、これらが不幸の原因と考えられる。 

この人が生涯の伴侶だと思っても、判断力が未熟であるので、間違って結婚してしまった

りします。更にそれが間違ったと気づくと、今度は忍耐力が損なわれているために、もうこ



の人には耐えられない、ということになり離婚する羽目になる。この中で離婚の経験がある

方は、そのときの爽快さは特別だったと思います。でも人間は記憶力も損なわれているので、

結婚していたときの苦しみを忘れてしまって、また再婚してしまったりするわけですね。 

え？僕のことか？（熊丸）（一同爆笑！） 

ということが、何千年も前の聖典に書かれているわけです。仕方のないことのようです。 

時とカルマが熟して現れると言うように、過去生で自然の法則を犯してしまえば、いつか

必ず自分でその罪を刈り取らなくてはいけない。キリスト教はカルマとか輪廻転生を否定

しますが、聖書には自分でまいた種は自分で刈り取らなくてはならないと書いています。 

感覚が不健全な対象と接触するというのも、余りにも大きな音を聞き続ける、明るすぎる

照明や画面の前に長時間いる、逆に極小のものばかりを見ている、暗い場所に長時間いる等

もそうですし、幼い子供が残虐な映像を見るなど、不健全な対象と感覚が接することで、不

幸の原因となり得ます。 

更にチャラカは、判断力、忍耐力、記憶力が損なわれることにより、悪い行いをすること

になる。自分自身が知的過失を犯すことになり、その知的過失がすべてのドーシャを悪化さ

せる。それによって病が起きるのです。 

しかし、判断力、忍耐力、記憶力の未熟さがが知的過失を起こすならば、全知全能の神は、

何故それを起きない様にしなかったのか？例えばキリスト教では、アダムとイブが禁断の

木の実を食べてしまうことで、不幸・災いが子孫達に蔓延したのなら、何故それを防がなか

ったのか？と言う疑問は当然起きると思います。 

そこで、ヴェーダは世界がどうやって始まったかについて述べています。 

世界は最初 3つの振動（波動）で始まったとしています。これは他宗教でも同じ内容が残

っています。キリスト教でヨハネの福音書の冒頭の部分に、「始めに神の御言葉があった。

万物は御言葉によって造られた。」とあります。これらから、始まりには、何らかの揺らぎ・

振動があったと思われます。この世界の最初の振動であり、それは神の息吹であった、とヴ

ェーダは唱えています。万物は振動によってなり、そこに生命が生まれた、としています。 

現代宇宙論も同じ様なことを言っています。宇宙は真空のゆらぎで始まったとしていま

す。何もない真空でゆらぎが起こるのかと思いますが、20 世紀になって量子力学が発展し

た結果、何者も揺らがざるを得ないことがわかってきました。量子力学者のドイツ人ハイゼ

ンベルグが自分の花粉症の為に、北の方にある島に行くのですが、そこで万物のゆらぎに気

づきます。 

ここでこの老人を出さざるを得ませんが、みなさんよくご存知の著名な学者ですね。彼は

現代の日本にいたら、とても東大には入れなかったでしょう。数学と物理しかできなかった

し、先生との折り合いも悪かったから、内申書も評価が低かったはずです。スイスの特許庁

で特許の申請の仕事をしていました。しかし才能とは凄いですねえ、輝いてでざるを得ない

のです。彼は一人で 1905年に特殊相対性理論を打ち立てたのです。当時はこの理論を無視

した人たちの方が多かったのですが、ドイツの物理学会誌の編集長だったマックス・プラー



クという天才が、目をつけ学会誌にこの論文を掲載しました。（この論文を直後に実際に読

んだのはアインシュタイン自身と、編集長のマックス・プラークと、印刷者の三人だけだっ

という話もあります。）それほど突拍子もない理論でした。 

この理論が正しいとすると、長さ 10m、重さが 10tの電車が走り出したら、長さは 10mよ

り短くなり重さは 10t より重くなることになります。電車の中の時計が外のものと違わず

狂っていなければ、動き出した途端から遅れ始めるのです。このことは今迄の常識からは信

じ難いですが、実は正しかったのです。飛行機に水晶発振時計を積んで地球を 1周してくる

と、なんと 1/5000万秒遅れたのです。 

更にアインシュタインは、続いて一般相対性理論を苦しんだ挙句に発表しました。（最近

National Geographicでアインシュタインの伝記番組が放映されました。）大雑把に言えば

方程式の左辺は時空の歪みを表しています。右辺は重力を表しています。つまり重力（エネ

ルギーと質量とも言える）は時空の歪みによって生まれているということなのです。 

そしてこの方程式を解くと、色んな解が出て来ます。それによると宇宙は膨張しているか、

縮小しているかと言うことになるんです。彼はこれを自分一人で考え出すほどの天才だっ

たのですが、これはあり得ないと考えて、この方程式が間違っっていると思ったのです。 

それで宇宙は膨張していないと言う別の項目を足して、これで完成だと思ったのですが、

実はそれが間違いでした。（彼はのちにこの事を人生最大の間違いだったと言うのです。） 

宇宙が膨張していると言うことは、ハッブルが天体の観察で示しました。地球から同じ銀

河の星（天体）を観察すると、全ての天体は地球から遠ざかっていました。しかも遠い天体

ほどより速いスピードで遠ざかっていますから、膨張しているのだと考え、それは正しかっ

たのです。 

ここで、地球も今 1つの銀河の中の極一部の太陽系に属する惑星にすぎませんが、この大

きな銀河が宇宙の中には幾つあると思いますか？ 正確にはわかりませんが 1000億以上、1

兆個ぐらいだろうと言われています。そして 1 つの銀河の中には数千億の太陽系に相当す

るものがあると言われています。イエスが生きていた頃信者にこの空の星の数を数えてご

覧なさい。数え終えたらあなたも天国に行けるでしょうと言ったとして、その後イエスは磔

になり死んでも 3日後に復活して、最後に死ぬとき、私はきっとまた戻ってきますと言った

そうですが、2000 年経った今でも戻ってきていません。この年月をかけても、1秒に 2個の

太陽を数えていては、未だ 2/3位しか数えていないし、あと 1000年はかかるはずです。そ

れほど気の遠くなるような数の太陽がある宇宙は、膨張していて、それだけの数を許容でき

るのです。 

そこで宇宙が膨張しているとすれば、その逆を辿れば膨張し始める前は 1 つの点であっ

ただろうと言う考えが出てきました。カトリックの神父であったルメートルは、アインシュ

タインの方程式を解いて、その考えをアインシュタインに手紙を書いたり、学会で会って伝

えました。しかしアインシュタインは、「計算でそう言えるかもしれないが、それは物理学

的に意味のないことで、あなたの考えは忌わしい事だ」と否定したそうです。しかし彼の考



えは実は正しかったのです。 

ルメートルのビッグバンの考えを、ロシア出身の天文物理学者のガモフが、一般向けにわ

かりやすく解説した出版をして、世界 100数十カ国に翻訳され大ベストセラーに成り 

ました。 

  この考えが正しいと言うことが確認出来たお話をします。 

もしビックバンが起こって宇宙が膨張し始めたとすると、その影響で発生する電磁波の密

度分布が計算ができるのですが、スライドで｀｀示すのがそれです。計算上の電磁波の密度

分布は、2000 年を過ぎてから各国の宇宙空間測定のデータと、完璧に一致したのです。こ

の結果が学会で発表された時には、聴衆が感動して大拍手が起こったとのことです。 

  さて、この強烈なインパクトを与えたビッグバン理論も、宇宙の全てを解明したわけでは

ありません。なぜ大爆発を起こして広がり出したのか？宇宙の構造はどうなっているの

か？などは説明できていないのです。 

  宇宙は平面であると言う説もあります。それから、このビッグバンはこのまま膨張し続け

るのか？或いはある時点から、収縮し始めていつかはまた点に戻るのか？点に戻ってしま

えば、どんな生命も生きられません。逆にこのまま膨張し続けると、いずれどんどん温度が

下がって、いずれ絶対零度になり、やはり生命は生きられません。 

  三角形の内角の和は 180度と決まっていますが、それは平面上だけでの話です。それで閉

じた空間で三角形を描くと、その内角の和は＞180度となり、逆に開いた空間の中で描くと

＜180度となります。 

  我々は二次元の世界は平らだと信じています。しかしアインシュタインはそうではない

かもしれないとかんがえたのです。そこで我々の宇宙は開いた空間なのか閉じた空間なの

かと言う疑問が湧きます。この疑問にはある天才が答えを出しました。この宇宙はその中間

であると。宇宙は最初閉じていたかもしれないが、それが膨張していくと平らに成らざれを

得ないのです。 

ここで、倍々とものが増えていくことの凄さを示しますと、将棋とかチェスは元々インド

人が考えたものですが、それを発案した人に、王様が褒美を垂らすと言った時、本人は、8

かける 8 のマス目にマス目 1 つずつに前のものの倍の米粒をください、と言いました。王

様は、「なんでもやると言っているのに、馬鹿な奴だ」と思いましたが、本当にそれでいい

ので下さいと言いました。その当時のインドのお米はインディカ米と言って細長いお米で

すが、倍々にマス目ごとに増えていくと、20マス目で既に 1,000,000粒を超えます。20数

マス目までで 5億粒を超え、64マス目まで行くと大きな島を埋め尽くすくらいの量になり、

王様はこの約束を果たすことができませんでした。例えば今日から来年 1月末までの 45日

間ほどで、皆さんが 100円玉を毎日倍量貯金していくとすると、日本人の持っている金融貯

蓄は 1500兆円と言われていますが、なんとそれの 10万倍になってしまいます。 

このように倍々ゲームというのは、もの凄い急激な増加を産むわけですが、宇宙空間は

倍々ゲームであっという間に大きくなって、あっという間に平らになったと言うのが、イン



フレーション理論（平坦性問題）です。 

この理論は我々が知っているビッグバン理論とは全く違うものです。このインフレーシ

ョンが起こるにはほんのわずかな時間で十分です。10 のマイナス 26 乗秒（1/1 兆秒未満）

でおわってしまいます。指数関数的に膨張した宇宙は、10 の 30 乗倍に膨張したのですが、

これによって空間はあっと言う間に平らになったとされており、それをインフレーション

と言います。それから数学的に必ずビックバンが起きます。 そうやって宇宙はどんどん膨

張していきました。宇宙が 10 のマイナス 26 乗秒で膨張したその割合は、その後の 138 億

年かかって宇宙が光のスピードで膨張した割合よりもはるかに大きいのです。 

この様なインフレーションが起きたとすると、宇宙は全くの無から生じていると言うこ

とになり、これは量子力学が教えるところであり、不確定原理から考察すると理解がができ

ます。（スライドによる色々な図説あり：宇宙の年齢、大きさ、温度がこれくらい、その模

式図）これが正しいとすると、インフレーションで起こる膨張はとても大きいので、とする

と宇宙は 1つだけでなく無数にできるはずだと言うことです。（永久インフレーションモデ

ル） 

そもそも、地球が出来始めの溶岩の状態から、固まって行く過程で大気が出来、（この途

中に水 を多く含んだ惑星がすぐそばを通って地球に多くの水をもたらしたと言う説もあ

る。その惑星が月。）その後海水の中でアミノ酸などの成分が、恐らく月によって起きる潮

の満ち引きの影響も受けて、生命体を創り出し、それが何万年かかかって我々人類となり、

その人類は宇宙がどうやってできたのかを考えている。と言うのは、確率的に考えてもそう

簡単なことではないでしょう。でも実際に我々はここまできています。そうなった理由は、

宇宙が無数にあるからだと言うことになるのです。 

このインフレーション理論は東大の佐藤勝彦先生が言い出したものと言うことですが、

世界的にはアラン・グースが唱えています。彼はこの理論を提唱した時に、これで宇宙の何

処かで生命が誕生して進化を遂げると言うことが説明できると言いました。 

 

この様に宇宙は始まり時間と空間が始まったと現代宇宙論は考えるわけですが、聖者た

ちはどう考えたか？について話しましょう。 

彼らは最初に 3つのグナが存在した、と考えました。それらは、サットヴァ、ラジャス、

タマスと呼ばれます。講演のはじめに話した 3つのドーシャ、ヴァータ・ピッタ・カッパが

生命の基本だと言いましたが、3つのグナはさらに深いところを支配しているのです。 

サットヴァ：知識、幸福：愛の象徴、献身、喜び、知識、清浄、忠実、公正、知性 

ラジャス：行動、動き：反感の象徴、欲望、痛み、横柄さ、自尊心、怒り、競争心 

タマス：惰質（安定性）：不安の象徴、。混乱、無知、不活発、眠り、怠慢、悲しみ 

（以上、筆者がネットで調べた内容を表記したものです） 

サットヴァは叡智、ラジャスは激しさ、動き、タマスは、暗い或いは怠慢とも表せますが、

この 3 つがこの世界を始めた、これら 3 つの性質が揺らいだのが世界の始まりだという事



を言っています。 

聖典によれば、ヴィアクタというのは相対世界の事です。この相対世界は 3つのグナで動

いています。しかしそれを超えた絶対のレベルにおいても、もう既に 3つのグナが潜在的に

有りました、と聖者は言っています。でも、同じ絶対のレベルでも純粋意識の中には有りま

せんでした、とも言っています。それはなぜかと言うと、絶対に不変、不動、不滅の絶対的

なものから相対世界が生まれたと言うことへの解釈として、その様に述べたのです。 

  この様に絶対的なレベルから相対世界を生み出すために、常にこの 3 つのグナが動いて

います。それ故に私たち人間は一瞬たりとも行動しないではいられません。何故なら根本原

理が創り出す 3つのグナによって、我々は行動に駆り立てられるからです、と言うふうにク

リシュナ神が（従兄弟である）アルジュナに説いたのです。 

  その様にして最初に何が動き始めた（振動した）のですか？と言う疑問には、絶対世界の

中に潜在的にあった 3 つのグナが動いたのだ、と言うのがサンキャ哲学でありこの哲学に

基盤を置くのが、インドのアーユルヴェーダであると言うことです。 

 

  3 つのグナ 

タマス（惰質）：物事をなるべく動かなくさせると言う性質です。自然界は常に安定を求め

ると言う性質があります。例えば私のこのペンを手に持って持ち上げると、持っている間は

そこに止まりますが、手を離せば必ずポテンシャルが低い方に落ちますね。他から力が加わ

らなければ、物事は同じ状態を維持しようとする、この事を慣性の法則と言いますが、ポテ

ンシャルの低い方に向かって安定しようとするのです。 

ここでもう一つ自然界で物事を動かなくさせようとする性質は、「質量」と言う性質です。 

その質量は何故あるのか？それを考えた天才がいました。ピーター・ヒッグスと言う人です。 

ヒッグス粒子によって初めてものに質量が生まれるという画期的な理論を言い出した人物

で、当初は非難も受けましたが、今ではヒッグス粒子、ヒッグス場というものがあるのだと

認められています。もしこれが無ければ、自然界では何も安定していられないので、私たち

が知っている自然界は一切なくなってしまいます。そういう宇宙ももしかしたらあるのか

もしれませんが、とにかく我々の宇宙には質量が存在します。その根本原因であるヒッグス

粒子は「神の粒子」とも呼ばれています。 

  現代科学は対称性が自発的に溢れるもので、何もないところから何かが発生して来て、生

命が発生したとしたらそれは多様性を持っているという事です。そして様々な種に分化し

ていくのですが、ヴェーダはこれを個別性の顕現と呼び、それ故に苦しみと楽しみが共存し、

喜びと悲しみが共存するのだと説いています。 

  自然界は何もない状態は好まないのです。様々なものが多様にある状態、複雑に絡み合う

状態を好むのです。それもこれも質量があって初めて可能になる事です。 

 

ラジャス（激質、動質）：激しい性質、動く性質です。これは自然界がじっとしている事を



嫌う性質です。例えば、整理整頓された部屋に赤ちゃんを一人置いておいて、食べ物をいろ

んなものを与えるとします。そうして 1 ヶ月後にこの部屋が更に整理整頓されているかと

いうと、そうはなりませんね。かなり散らかった状態（青山氏は messy と言った）になる訳

です。 

これは「エントロピー増大の法則」によるのです。 

この部屋にあるテーブルにある水を使って、その中にインクを垂らすとどうなるでしょう

か？インクは垂らした滴状で止まらずに、分散して水と混ざってしまいますよね。この様に

自然界は常に多様でいたいという性質があります。ここで不確定性原理も同じ事を説明し

ています。という様に自然界ではそう見えてもじっと安定していうことはないのです。 

このテーブルが、今温度が 20度くらいだとして温度をドンドン下げていったらこのテーブ

ルはどうなるでしょうか？原子や分子レベルでの振動がドンドン低下していくはずですが、

それを完全に止めてしまうことができるでしょうか？ それは不確定原理の法則で禁止さ

れていますし、熱力学の法則でも禁止されています。絶対零度は有限界の制止？を達成する

ことができませんよという事です。この様に何もじっと動かないということを自然界は嫌

います。 

 

タマスは質量に関する原理、ラジャスはエネルギーに関する原理と言えます。この 2つの原

理は実は互いに相関しているという事が 20世紀になってわかりました。自然界はこの一見

相矛盾する 2つの原理だけでは、実は成り立たなくて、もう一つサットヴァという原理が必

要になります。 

 

サットヴァ（叡質、粋質）：進化を伴う性質です。 

  進化を伴っていく性質で、複雑さを増しながら秩序を増大させるものとも言えます。普通

は複雑さを増していくと秩序は崩壊しやすいものですが、生命体の中では、複雑さを増しな

がら秩序は崩壊せずにより保たれていくという事が起きるのです。 

  シュレディンガーはその様なことは納得が出来ない。もしもう一度人生が与えられたら、

私は生命科学を専攻しただろうといったほどです。彼はこの様な法則を「負のエントロピー」

という言葉で表しました。これは正に生命が進化するという法則に当たります。 

  このサットヴァという性質のお陰で、この世界に住む生物は進化せざるを得ないことに

なります。 

  僕は、よく上野公園に行きますが、花見ではなく、あそこに住み着いている何十人かの人

達に会いにいくのです。時々お弁当を持っていったりもします。住み着いている白髪の老人

に聞くと、住み着いて 30年なんて人も居ます。皆さんあの人たちは何もしてなくて進化し

てないと思うでしょうが、きっとああ見えて進化しているのです。おそらくあのまま死んで

いくのでしょうが、彼らが生まれ変わった時に、きっと貧乏だったり辛い思いをしたりして

る人に優しくしてくれるでしょう。だから僕はいま彼らに優しくしているんです。（笑い！） 



聖典によれば、ゆらぎから生じた世界は、これらサットヴァ、ラジャス、タマスの 3つの

グナを超えることはできない。同じ様に存在する世界では、ヴァータ、ピッタ、カッパを超

えることは出来ない、そして進化していくものである。としています。 

わたし達はじっとしていたいという法則、動かざるを得ないという法則、そして進化せざ

るを得ないという法則の 3 つによってこの世界で生きる生命で、進化を続ける定めだとい

うことになります。 

所が、この 3つのグナすらも超越しなさいとクリシュナ神は言うのです。私たちがこの相

対世界を支配する 3つのグナの中で生きていくには、二元性にとらわれて、純粋さを失い、

神我（プルシャ？）を失った状態にならざるを得ない。アルジュナはインドラ神が化身して

来た人（これはクリシュナでは？）であったにも関わらず、この戦争をすべきか（？）悩み

ました。この二元性を超えて純粋性を確立して行かなければ、あなた方は必ずこの世界で苦

しむことになります、とクリシュナは言う訳です。 

至高の神我は暑さ、寒さ、喜びにも苦しみにも毀誉褒貶にも不動である、と言います。こ

れらを超越した所に何かがあると、クリシュナはギーダー（マハーバーラタの中の神の詩）

で説き続けるのです。 

これが一般相対性理論の方程式です。 

Gμν＋Λgμν ＝ κTμν 

大学に入って始めに習うシュレディンガー方程式は 

  ΔχΔp≧h/2 

  とこんな形です。そして我々が知る素粒子物理学の方程式は 

  （   スライドがなくて不明                ） 

ここで我々が困ったことに、この一般相対性理論と、素粒子物理学の理論が両立しないので

す。相対性理論は時空の歪みが重力を生んでいる、滑らかな歪みが重力の源で、質量によっ

て相対世界が構成されているという理論で、量子物理学では極微の世界で常に物事が不確

定で変化しているという理論。滑らかに変化する時空の歪みに対して、常に物事は振動、変

化していると言うものでこの 2 つの理論は統一する事ができない。但し、この 2 つを統一

できるかもしれないと言われているのが、超弦理論です。しかしこれは又盾も複雑な理論と

ても複雑な理論であり、時空は 4次元ではなく 11次元などで表すためとても難しくなりま

す。超弦理論の方程式を解こうとすると、解は 10の 500乗になってしまいます。相対世界

の多様性は筆舌に尽くしがたいと聖者達はいったそうですが、正にその通りです。 

  さて我々がいるこの宇宙は将来どうなるだろうと言う説もあり、宇宙の中心にあるブラ

ックホールにいずれ全て飲み込まれる、そしてその後そのブラックホールは蒸発してきえ

てしまうが、何も残らないわけではなくその宇宙で起こったことの情報だけがそこの残る、

とされています。で、その情報は次の宇宙が又できる時に伝えられていく、と言われている

のです。最後は、光だけになってそれが宇宙の最後の姿だろうと言う計算があります。これ

はホーキング先生やロジャーペンローズが提唱しましたが、最後光のみが残った宇宙には



それまでのその宇宙のすべての情報が残っていて、次の宇宙に使われると言うのがロジャ

ーペンローズの意見です。 

  光だけが残った宇宙で、それが又宇宙の始まりとなって私達の知る過程をたどって生命

が生まれ進化していくには、どうしても質量が必要になります。 

  実はヴェーダの聖者達も同じ様なことを言っています。彼らは、「創造は永遠である」と

言っています。科学的には我々の今の宇宙はある時点で始まって、今 138億年経っています

が、いつ迄もは存続せずどこかで終わります。始まったものは終わると言うのが相対世界の

原則ですから。でも聖者達は「創造は永遠である」と言い、一つの宇宙で起きた全ての情報

は次の宇宙に持ち越されます。その情報のことを彼らはスムルティと言っています。 

  聖典では私達に優しい表現を用いていて、その次の宇宙での物理法則、物理定数をその時

に神々が決めていくのだとしています。 

 

  では病が始まった頃の話に戻りますと、肉体における人間の苦行、断食、学習、禁欲、制

憲など長寿の妨げとなる様な、様々な病がこの世に現れ出た時、徳高き行ないの大聖仙達が

衆生に対する哀れみの故に雪山の清らかな中腹に集まった。（チャラカ第 1巻） 

医学というものがあるらしいからそれを観に行こうと提案した聖者ブラディバルジャが

神様のところに聞きにいくのです。その医学は創造主がアーユルヴェーダの知識を思い出

しながら、自分の息子タクシャ・プラジャパティに教えました。プラジャパティはそれをア

シュムに教え、更にアシュムはインドラの神々に教えて、パラドヴァージャが教えを乞いに

来た、とされています。という様に前の宇宙の知識を元に次の宇宙での医学を創造神が思い

出しながら、どう言うヴェーダの法則にするかと言うことを、次の神々達に託したと言う記

述があるのです。 

どうして、病や苦しみがあるのですか？知性が間違ったのですか？と言うことに関して

は、知性が間違ったのではなくて、生まれてきた生命達が、最初は真理の全貌を知らないま

ま生まれてくると言う形を、今回は創造主がとられたという事です。 

ヴェーダは相対世界では全てが相対的なので、健康もあれば病もあり、喜びがあれば悲し

みもあると言っていますし、そのありようもその宇宙ごとに決まってくるとしています。そ

の法則は神々が決めていくけれども、闇雲にではなくて前の宇宙の情報を参考に、前の宇宙

の生命の一部は神々となって次を担っていくとされています。 

 

私たちは自分の意識というものを広げていく事で、この世界をよりよく認識する事がで

きるわけで、いくら聖者が聖典を残しても、あるいは目の前に聖者がいたとしても、何も意

識しないのでは、得られるものがないのです。結局、生命は自分を進化させて幸せを得る事

を目的としていますから、その為には意識を広げて自分の認識を大きくしていく事で幸せ

を拡大する事ができます。それによって知識も拡大していく事ができます。そうして幸福を

享受できますし、私たちが仕事をするのもそれを目的としているのです。 



苦しんでいる人を助けることもそうですし、ヨガをやったり、瞑想したり気功をやること

もそうです。そうして個々の生命が自分の意識を拡大して幸福を感じていけるのです。 

 

限られた時間の中でヴェーダの世界観、宇宙観などについて、多少の逸話も含めて簡単に

お話ししましたが、ご静聴ありがとうございました。 

 

質疑応答 

―ビッグバンそのものにも何かの意図、神々の意思が働いているということなのでしょう

ね？（浦尾） 

そういう風に私は思います。ヴェーダは、神々はそれぞれの自然法則を統治する、つまり

総理大臣に対する各省庁の大臣である様な言い方をします。各省庁の大臣が法律を決める

権限が有って、つまりある宇宙が始まる時に神々が今回の宇宙はどういう法則に従ってい

くかを決めるのだということを言います。（青山） 

―聖書には、神は自分の椅子？だという言い方がありますが、ヴェーダにはそういう表現は

ありますか？（山本） 

  ヴェーダにもそういう表現はあります。サイババはいみじくも、「私はあなた方の神の化

身だが、実はあなた方自身も神の化身なのだ。私はそれを知っているが、あなた方はそれに

気づいていない。そこだけが私との違いだ。」と言いました。つまり、神がそれぞれに現れ

ている、ということなんですね。聖者と一緒にいるととても神々しくなるし、「もの」すら

も神々しくなります。一番神々しいのは人間です、と言っていました。 

  彼と一緒にヴェーダを読んでいると、神様の姿が見えて、神様の名前を読んでバタッと倒

れたりしていました。或いは、私が本で紹介した聖者に、私は日本で瞑想を教えなくてはい

けないとシヴァ神がおっしゃっているとも言われました。彼はそれまで 48日間の断食をし

ていて身体が熱くなっていましたが、シヴァリンガ？から出てきた時、ああ、神々がいらし

た。と言いました。その聖者曰く、シヴァ神は自分をあなたが日本に持って帰れる様に、次

回のシヴァラートリ（偉大なシヴァの夜という一年に一度の祭り）に来るようにとの事でし

たが、1月後にインドに戻るのは予定があって無理と答えたら、いや、シヴァ神があなたは

必ず来れると言っていると言われました。帰国後何と講演予定が 2つキャンセルになり、結

局私はその祭に戻ってこられたのです。インドの予言書にもそのことは書かれていました。

（青山） 

―その予言というのは、例の本に書かれた、アガスティアの葉の内容ですか？（熊丸） 

  そうです。 

―アガスティアの葉は全ての人のものがあるんですか？（熊丸） 

  いや、読みにこない人のものはありません。私が連れていく瞑想の経験を積んだ人のもの

はあり、鎌倉、浅草、京都などの地名もちゃんと出てきます。日本で敬虔なお寺が集まって

いる島という表現は、実は四国でした。出雲大社はずっと出てきませんでしたが、震災で瞑



想の生徒さんご夫婦が亡くなって、残された一人娘は、祖父母の住む島根県に引き取られた

のですが、その時から島根に自分が行く機会が出来てきて、予言にも出てくるようになりま

した。芝の増上寺も名前は出てこないものの日本で一番高いタワー（東京タワー）のそばの

お寺という記述があり、何とその頃スカイツリーは建造中でしたが、段々とその建築が進み

東京タワーを抜いてからは、日本で一番高いタワーという表現が消えました。 

  自分のある生徒さんの予言を読み始めた時、その人はまず鎌倉に行ってから、瞑想をして

予言を読みに来なさいと言われたのですが、先に次の章を読みたいと言う本人の希望もあ

り、賛成して聖者に聞いたところ、予言の指示通りに鎌倉に行って瞑想してからでないと次

の章は読んではいけないと書かれている、と言われたのです。その後予言の指示には決して

逆らわない様にしました。 

  インドのある聖地の水を瞑想の先生にとってきてもらって沐浴しなさいとの指示で、私

がその水を取りに行ったり、別の生徒さんのためにパリのヒンズー寺院のあるものを貰っ

て、現地の宗教の施設（サクレコール聖堂）で買い物をしてもらいなさいと言う指示にも私

が従って実行しました。 

  瞑想に熱心なご夫婦の息子さんは、瞑想に全く興味を示していませんでしたが、ご両親の

予言を読んでいたら、息子さんはご両親から高潔な精神を受け継いでいるので、瞑想をして

行けば今後の人生に大きな変化があると予言され、早く瞑想を習いなさいと言われて、結局

彼は始めました。（青山） 

 

 

以上 

 

25 年くらい前に、自己治癒力を考える会で聞いた時にも増して、とても興味深い、不思議

なお話でした。 

熊丸 

 


