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第第第第１０１０１０１０章章章章 

 
 
 
 
 

絶対者の富絶対者の富絶対者の富絶対者の富 

第１節第１節第１節第１節                                                     é[q>aGavaNauvac 
>aUYa  Wv  Mahabahae  é*<au Mae ParMa& vc" ) 
Yatae_h& Pa[qYaMaa<aaYa v+YaaiMa ihTak-aMYaYaa )) 1 )) 

 
çré-bhagavän uväca 

bhüya eva mahä-bäho 

çåëu me paramaà vacaù 

yat te 'haà préyamäëäya 

vakñyämi hita-kämyayä 
 
 çré-bhagavän uväca— 最 高 人 格 主 神 が 言 っ た ; bhüyaù— 再 び ; eva— 確 か に ; 

mahä-bäho—強力無双の者よ; çåëu—聞け; me—私の; paramam—至高の; vacaù—教え; 

yat—〜であるもの; te—あなたに; aham—私; préyamäëäya—あなたは私に愛しいと考え

ている; vakñyämi—言う; hita-kämyayä—あなたの恩恵のために。 
 
訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「強力無双のアルジュナよ。最高人格主神が言いました。「強力無双のアルジュナよ。最高人格主神が言いました。「強力無双のアルジュナよ。最高人格主神が言いました。「強力無双のアルジュナよ。もう一度、わたしの話もう一度、わたしの話もう一度、わたしの話もう一度、わたしの話

を聞を聞を聞を聞きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。あなたは大切な友人だから、あなたのためにさらなる知識をさずけよう。あなたは大切な友人だから、あなたのためにさらなる知識をさずけよう。あなたは大切な友人だから、あなたのためにさらなる知識をさずけよう。あなたは大切な友人だから、あなたのためにさらなる知識をさずけよう。

これまで説これまで説これまで説これまで説いてきたこといてきたこといてきたこといてきたことよりもよりもよりもよりも優れた優れた優れた優れた知識を」知識を」知識を」知識を」 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         バガヴァーンという言葉をパラーシャラ・ムニが説明しています。６種類

の富――完全な力、完全な名声、財産、知識、美しさ、放棄心――を完全にそなえる者、そ

れがバガヴァーン、すなわち最高人格主神です。クリシュナは地球にいたころ、この６種類

の富をすべて見せています。ですから、パラーシャラ・ムニのような偉大な聖者たちはこぞ

って、クリシュナを最高人格主神として受けいれています。そしていまクリシュナはアルジ

ュナに、自らの富と活動についてさらに秘奥な知識をさずけようとしています。これまで、

第７章をはじめとして、主は自分のさまざまな力について、さらにその力がどのように機能

しているかを説明してきました。そしてこの章では、特別の富についてアルジュナに説明し
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ます。前の章では、堅い信念にもとづく献愛奉仕を確立させるために、みずからのさまざま

な力について説明しました。そしてふたたびこの章で、自分の表われ、さまざまな富につい

てアルジュナに説明していきます。 

 至高の神について聞けば聞くほど、献愛奉仕に心が定められていきます。献愛者との交流

をとおして、いつも主について聞かなくてはなりません。献愛者との語らいは、いつもクリ

シュナ意識でありたいと願う人たちのあいだでできることです。その気持ちを持たない人た

ちは、献愛者の語らいに参加できません。主は明言しています、アルジュナは主クリシュナ

にとって愛しい人物だからこそ、この語らいはアルジュナのためにおこなわれている、と。 

 

第２節第２節第２節第２節                                    Na  Mae ivdu" SaurGa<aa" Pa[>av& Na MahzRYa" ) 
AhMaaidihR devaNaa& Mahzs<aa& c  SavRXa" )) 2 )) 

 
na me viduù sura-gaëäù 

prabhavaà na maharñayaù 

aham ädir hi devänäà 

maharñéëäà ca sarvaçaù 
 
 na—決して〜ない; me—私の; viduù—知っている; sura-gaëäù—半神達; prabhavam—

起源、富; na—決して〜ない; mahä-åñayaù—偉大な聖者達; aham—私は〜である; ädiù—

源 ; hi—確かに ; devänäm—半神達の ; mahä-åñéëäm—偉大な聖者達の ; ca—もまた ; 

sarvaçaù—あらゆる面で。 
 
訳訳訳訳        多くの半神も偉大な聖者も、わたし多くの半神も偉大な聖者も、わたし多くの半神も偉大な聖者も、わたし多くの半神も偉大な聖者も、わたしの起源や富について知らない。あらゆる面で、の起源や富について知らない。あらゆる面で、の起源や富について知らない。あらゆる面で、の起源や富について知らない。あらゆる面で、

わたしが半神と聖者わたしが半神と聖者わたしが半神と聖者わたしが半神と聖者の源だからである。の源だからである。の源だからである。の源だからである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         『ブラフマ・サムヒター』で言われているように、主クリシュナは至高主で

す。だれも主を凌ぐことはできません。主こそがあらゆる原因の原因です。ここでも主みず

から、自分が半神と聖者すべての起源である、と宣言しています。半神であろうと、偉大な

聖者であろうと、クリシュナを理解することはできません。偉大なかれらにも主の名前も個

性も理解できないのですから、ちっぽけなこの星に住んでいるいわゆる学者など言うまでも

ありません。これほど偉大な至高主が、なぜふつうの人間として地球に降りたち、すばらし

い、あるいは並はずれた娯楽をくりひろげたのか、だれも理解できません。学識は、クリシ

ュナを理解するための資格ではないことをよく承知しておくべきです。半神も聖者も推論の

力でクリシュナを理解しようとしているのですが、結局失敗しています。『シュリーマド・

バーガヴァタム』でも、偉大な半神でさえ最高人格主神が理解できない、とはっきり述べら
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れています。不完全な感覚を使って憶測のかぎりをつくしても、到達するのは非人格論とい

う事実ではない結論だったり、物質自然界の三様式によって表わされていない「なにか」を

考えたり、あるいは心の思索力でなにかを想像したりすることはできますが、そのような愚

かな推論ではクリシュナはとうてい理解できません。 

 ここで主は間接的に、絶対真理者がだれかを知りたい人に向かって、「わたしが、いまこ

こに最高人格主神として立っている。わたしが至高者である」と言っています。ここに、私

たちが知るべき要点があります。みずから姿を現わしている驚くべき主はだれにも理解でき

ませんが、それでも主は存在します。ただ『バガヴァッド・ギーター』と『シュリーマド・

バーガヴァタム』にある主の言葉を学ぶだけで、永遠で、喜びと知識にあふれたクリシュナ

を正しく理解できます。神を「支配するなにかの力」とか「非人格のブラフマン」と捉える

境地は、主の劣勢の力のなかにいる人たちが理解できますが、人格主神は、超越的な境地に

到達しなければ知覚することはできません。 

 ほとんどの人々が主クリシュナをほんとうの姿で理解できないため、主はいわれのない慈

悲の心から、推論者たちに恩寵をしめすために降誕します。ところが、至高主が並はずれた

活動をしめしているというのに、物質の力にけがされているかれらは、姿のないブラフマン

がもっとも高い存在なのだと考えます。至高主に完全に身をゆだねた献愛者だけが、最高人

格主神の恩寵によって、「それはクリシュナである」と理解できるのです。献愛者は非人格

のブラフマンのことを考える暇はありません。信念も熱意も至高主にじかに向けられていま

すし、クリシュナのいわれのない慈悲によって、クリシュナのことが理解できます。献愛者

以外、だれも主を理解することはできません。そのことでは、偉大な聖者たちも同じ意見を

持っています。「アートマーとはなにか？ だれが至高者か？ それは私たちが崇拝しなく

てはならない方である」と。 

 

第３節第３節第３節第３節                                    Yaae MaaMaJaMaNaaid& c veita l/aek-MaheìrMa( ) 
ASaMMaU!"  Sa MaTYaeRzu SavRPaaPaE"  Pa[MauCYaTae )) 3 )) 

 

yo mäm ajam anädià ca 

vetti loka-maheçvaram 

asammüòhaù sa martyeñu 

sarva-päpaiù pramucyate 
 
 yaù—〜である者すべて; mäm—私を; ajam—生まれない; anädim—始まりがない; ca—

もまた; vetti—知っている; loka—惑星の; mahä-éçvaram—最高の主人; asammüòhaù—惑

わされていない; saù—彼; martyeñu—死に従属されている者達の中で; sarva-päpaiù—す
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べての罪の反動から; pramucyate—救われる。 
 
訳訳訳訳        わたしのわたしのわたしのわたしのことを、生まれなことを、生まれなことを、生まれなことを、生まれない者、い者、い者、い者、始まり始まり始まり始まりのない者、全世界の至高主、と理解してのない者、全世界の至高主、と理解してのない者、全世界の至高主、と理解してのない者、全世界の至高主、と理解して

いる者だけが、人類のなかで唯一惑わされていない者であり、すべての罪から解放されいる者だけが、人類のなかで唯一惑わされていない者であり、すべての罪から解放されいる者だけが、人類のなかで唯一惑わされていない者であり、すべての罪から解放されいる者だけが、人類のなかで唯一惑わされていない者であり、すべての罪から解放され

ている。ている。ている。ている。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  第７章・第３節で、manuñyäëäà sahasreñu kaçcid yatati siddhaye（マヌッシ

ャーナーンム サハシュレーシュ カシュチドゥ ヤタティ シッダハイェー）と言われました。これは、精神

的な悟りの境地に高められようとする人は俗人ではない、精神的悟りについてなにも知らな

いの無数の人間よりも優れている、という意味です。それでも、精神的な境地に辿りつこう

としている人々のなかでも、「クリシュナは最高人格主神である、すべての所有者である、

生まれない方である」という理解を得た人こそが、最高の精神的悟りを正しく達成した人物

です。その境地に入り、クリシュナの至高の境地を完全に理解した人だけが、すべての罪の

反動から完全に解放されます。 

 ここで主はaja（アジャ）「生まれない者」と表現されていますが、第２章でajaと表現され

ているふつうの生命体とは違います。物質的な執着のために死んだり誕生したりする生命体

たちとは違うのです。条件づけられた魂は肉体を変えつづけますが、主のからだは変化しま

せん。物質界に来るときも、やはり「生まれない者」として降誕します。ですから第４章で

は、主は内的力ゆえに、劣性の物質の力に巻きこまれることなく、いつでも優性の力のなか

にある、と言われています。 

 この節にあるvetti loka-maheçvaram（ヴェーッティ ローカ・マヘーシュヴァランム）という言葉は、

主クリシュナが全天体系の至高の所有者であることを知るべきである、という意味を含んで

います。主は物質界が創造されるまえから存在し、またその創造界とは別の存在です。半神

も物質界のなかで創られましたが、クリシュナは「創られたわけではない方」です。ですか

ら、クリシュナはブラフマーやシヴァのような偉大な半神とでさえ違った存在なのです。そ

して、ブラフマー、シヴァ、半神たちすべてを創造した方ですから、あらゆる惑星のなかの

最高人物でもあります。 

 ですからシュリー・クリシュナは、創造された万物とは別の存在であり、主をそのように

理解している人は、すべての罪の反動からすぐに解放されます。私たちは至高主に関する知

識をそなえて、罪な活動すべてを放棄しなくてはなりません。『バガヴァッド・ギーター』

が言うように、主は献愛奉仕だけによって理解される方です。 

 クリシュナを人間として考えてはなりません。すでに述べられたように、愚か者だけが主

を人間と考えます。同じ点が、この節で別の言葉で表現されています。愚かではない人、神

の本来の立場が理解できる知性を持つ人は、いつでもあらゆる罪の反動から解放されていま
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す。 

 しかしよく考えてみると、クリシュナがデーヴァキーの子、と呼ばれているのであれば、

「生まれない者」という表現は矛盾しているように思えます。そのことも『シュリーマド・

バーガヴァタム』で説明されています。主は、デーヴァキーとヴァスデーヴァのあいだに現

われたとき、ふつうの子どもとして現われたわけではありません。自分本来の姿で現われ、

そしてふつうの子どもの姿に変わったのです。 

クリシュナの指示に従ってしたことはすべて超越的です。吉兆な、あるいは不吉な反動

にけがされることはありません。世界には吉兆なことや不吉なことがある、という考え方そ

のものが作り話です。結局、物質界に吉兆なことはなにもないからです。物質自然界そのも

のが不吉なところですから、そのなかにあるものはどれも不吉なのです。不吉なものを吉兆

なもの、と思っているだけです。ほんとうに吉兆なことは、強い熱意と奉仕のなかでおこな

われるクリシュナ意識の活動から作られるものです。ですから、自分の活動を吉兆なものと

するには、至高主の指示どおりに行動する必要があります。その指示は『シュリーマド・バ

ーガヴァタム』や『バガヴァッド・ギーター』から、あるいはほんものの精神指導者からさ

ずけられます。精神指導者は至高主の代表者ですから、師の指示は至高主からの直接の指示

でもあります。精神指導者、神聖な人物、経典は同じように私たちを導いてくれます。この

３つの情報源に矛盾はまったくありません。その指示どおりに行動すれば、物質界の敬虔・

不敬いずれの反動にも巻きこまれません。さまざまな活動をする献愛者の超越的なふるまい

は放棄の心でなされており、サンニャーサ（sannyäsa）と呼ばれます。第６章の最初の節

で言われているように、義務として活動するよう至高主に命じられたからそのとおりに行動

し、また活動の結果にこだわらない人（anäçritaù karma-phalam アナーシュリタハ カルマ・パ

ハランム）は、ほんとうの放棄者です。至高主の指示どおりに活動している人こそがほんとう

のサンニャーシーやヨーギーであり、サンニャーシーのかっこうをしているだけの者、ある

いは偽物ヨーギーではありません。 

 

第第第第４−５４−５４−５４−５節節節節                         buiÖjaRNaMaSaMMaaeh"  +aMaa SaTYa& dMa" XaMa" ) 
Sau%& du"%& >avae_>aavae >aYa& ca>aYaMaev c )) 4 )) 
Aih&Saa SaMaTaa TauiíSTaPaae daNa&  YaXaae_YaXa" ) 
>aviNTa >aava >aUTaaNaa& Mata Wv Pa*QaiGvDaa" )) 5 )) 

 

buddhir jïänam asammohaù 

kñamä satyaà damaù çamaù 

sukhaà duùkhaà bhavo 'bhävo 

bhayaà cäbhayam eva ca 
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ahiàsä samatä tuñöis 

tapo dänaà yaço 'yaçaù 

bhavanti bhävä bhütänäà 

matta eva påthag-vidhäù 
 

 buddhiù—知性; jïänam—知識; asammohaù—疑いのない; kñamä—許容心; satyam—

誠実さ; damaù—感覚の抑制; çamaù—心の抑制; sukham—幸福; duùkham—苦しみ; 

bhavaù—誕生; abhävaù—死; bhayam—恐れ; ca—もまた; abhayam—恐れのない心境; 

eva—もまた; ca—そして; ahiàsä—非暴力; samatä—平静心; tuñöiù—満足; tapaù—改悛; 

dänam— 慈 善 ; yaçaù— 名 声 ; ayaçaù— 不 名 誉 ; bhavanti— 生 じ る ; bhäväù— 自 然 ; 

bhütänäm—生命体の; mattaù—私から; eva—確かに; påthak-vidhäù—様々に配慮されて。 
 

訳訳訳訳        知性、知識、疑いや幻想のない心境、許す心、誠実な心、感覚の抑制、心の抑制、知性、知識、疑いや幻想のない心境、許す心、誠実な心、感覚の抑制、心の抑制、知性、知識、疑いや幻想のない心境、許す心、誠実な心、感覚の抑制、心の抑制、知性、知識、疑いや幻想のない心境、許す心、誠実な心、感覚の抑制、心の抑制、

幸福感、苦しみ、誕生、死、恐れ、恐れのない心境、非暴力、平静心、満足感、苦行、幸福感、苦しみ、誕生、死、恐れ、恐れのない心境、非暴力、平静心、満足感、苦行、幸福感、苦しみ、誕生、死、恐れ、恐れのない心境、非暴力、平静心、満足感、苦行、幸福感、苦しみ、誕生、死、恐れ、恐れのない心境、非暴力、平静心、満足感、苦行、

慈善、名声、不名誉慈善、名声、不名誉慈善、名声、不名誉慈善、名声、不名誉――――――――生命体がそなえるこのさまざまな特質は、わたしだけによって生命体がそなえるこのさまざまな特質は、わたしだけによって生命体がそなえるこのさまざまな特質は、わたしだけによって生命体がそなえるこのさまざまな特質は、わたしだけによって

創られた。創られた。創られた。創られた。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説   生命体が持つさまざまな質は、それが良いものであろうと悪いものであろう

と、クリシュナが創造したものであり、そのリストがこの節で述べられています。 

 知性とは、ものごとを正しい視点から分析できる能力、知識とは、なにが精神的か物質的

かを見定める能力を指しています。大学教育をとおして得られるふつうの知識は、物質にか

かわるものだけであり、それはこの節では知識として認められてはいません。知識とは、精

神と物質の違いを知ることを指しているのです。現代教育では、精神魂に関する知識はまっ

た教えられていませんし、ただ物質要素やからだが必要としているものだけを取りあつかっ

ています。ですから、学術的知識は完全なものとは言えません。 

 Asammoha（アサンモーハ）は、疑いや迷いのない心境のことで、迷いのない、そして超越

的な哲学を理解した人が得るものです。ゆっくりと、しかし着実に迷いが消えていきます。

どんなことでも、盲目的に受けいれてはなりません。すべては注意深く受けいれるべきです。

Kñamä（クシャマー）は耐える心と許す心のことで、身につけるべきものです。他人からのち

ょっとした侮辱なら、耐え、そして許すべきです。Satyam（サッテャンム）は誠実さで、事実

はほかの人たちのためにもありのままに打ちあけなくてはなりません。事実はまちがって伝

えるべきではありません。社会的習慣では、他人の耳に心地よいときだけほんとうのことを

言えばいい、とよく言われますが、それは誠実さとは言えません。事実は率直に明らかにす

べできあり、そうであってこそ、ほかの人たちも事実をありのままに知ることができます。



 

7 

 

ある男が泥棒で、ほかの人たちが「あの男は泥棒だから注意するように」と伝えられれば、

それは事実です。ときに事実は耳に痛いことがありますが、口外しないほうがいい、という

ことではありません。誠実であるには、事実はほかの人たちのためにもありのままにしめさ

れるべきです。それがほんとうの定義です。 

 感覚を抑制する、とは「不必要な、自分だけの楽しみのために感覚を使ってはならない」

という意味です。適切な要求であれば禁じる必要はありませんが、不必要な感覚の楽しみは

精神生活には有害です。ですから、感覚は不必要な場合には抑制すべきです。同じように、

心も、不必要な思いから逸らさなくてはなりません。そのことをçama（シャマ）といいます。

また金銭を稼ぐことに時間をかけすぎてはなりません。考える力をまちがって使ってしまう

からです。心は人間にとってほんとうに必要なものごとを理解するために使い、またそれも

正しい権威にもとづいておこなうべきです。思考力は、経典の権威者・神聖な人物・精神指

導者・思考力が高く発達した人々との交流をとおして培われるものです。Sukham（スカハン

ム）は喜びや幸福感を指し、クリシュナ意識という精神的知識の修養にふさわしいことに対

して感じるべきものです。また、苦痛を与えるもの、あるいは苦悩の原因になるものは、ク

リシュナ意識を高めるのにふさわしくないもの、と解釈しなくてはなりません。クリシュナ

意識に都合のいいものはすべて受けいれ、よくなければ拒絶するのです。 

 Bhava（バハヴァ）は「誕生」のことで、それは肉体にかかわるもの、と理解しなくてはな

りません。魂には誕生も死もありません。すでに『バガヴァッド・ギーター』のはじめで言

及されていることです。誕生と死は、物質界で、そして肉体だけにかかわるものです。恐怖

感は、将来に対する不安から起こります。クリシュナ意識にいる人物に恐れはありません。

精神的な活動ゆえに、必ず精神界に、ふるさとに、神のもとに帰っていくからです。ですか

ら献愛者の未来は明るく輝いています。そうでない人たちは未来がどうなるか知りません。

来世に関する知識がなく、そのため、いつも不安を感じています。不安から解放される最善

の方法は、クリシュナを理解し、いつもクリシュナ意識に立脚することにあります。そうす

れば、どのような恐れからも解放されます。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第11編・

第２章・第37節）では、bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syät（バハヤンム ドゥヴィティーヤービヒニ

ヴェーシャタハ シャーットゥ）「恐れは、幻想の力に引きこまれることで発生する」と言われてい

ます。しかし、幻想の力に惑わされず、自分はからだではなく、最高人格主神の精神的な部

分であることを確信し、主への超越的な奉仕に励んでいる人は、まったく恐れを感じません。

このような人にとって未来はとても明るいのです。恐怖感は、クリシュナ意識ではない人の

特徴の一つです。恐れのない心境、すなわちabhayam（アバハヤンム）は、クリシュナ意識にい

る人だけが得られるものです。 

 Ahiàsä（アヒムサー）「非暴力」の意味は、人を苦しめたり混乱させたりしないことをいい
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ます。政治家、社会学者、博愛主義者たちが勧める物質的な活動から良い結果は得られませ

ん。政治家や博愛主義をかかげる人々には超越的な視野がないからです。社会にとってもっ

とも有益なものを知らないのです。アヒムサーからは、「人体を最大限活用して達成できる

もののために人々は訓練を受けるべきである」ということが学べます。人体は精神的悟りの

ためにあり、その目的を促進させない運動や仕事は、人体に暴力を加えていることになりま

す。一般大衆の精神的幸福を高めるものが非暴力です。 

 Samatä（サマター）「平静さ」は、執着や嫌悪心がない心境のことです。なにかに強く執

着している、あるいは逆にまったく無関心でいるのはあまりいい心境ではありません。物質

界は執着や嫌悪心なしで見つめるべきものです。クリシュナ意識の修練を助けてくれるもの

は受けいれ、そうでないものは拒否する、その心境がサマター、平静心です。クリシュナ意

識の人は拒んだり受けいれたりするものはありませんが、クリシュナ意識を修練するうえで

価値があるかどうかを判断します。 

 Tuñöi（トゥシュティ）「満足感」は、不必要な活動をとおして物質的なものをできるだけ手

にいれようとしてはいけない、という意味です。至高主の恩寵で与えられたものがなんであ

ってもそれに満足する――それが満足です。Tapas（タパス）は苦行あるいは改悛です。ヴェ

ーダには数多くの規則や原則があり、朝早く起き、そして沐浴することなどがそれにあたり

ます。朝早く起きるのは確かにつらいことでしょうが、自分からすすんでつらいことを受け

いれることを苦行といいます。同じように、毎月、ある特定の日に絶食をする決まりがあり

ます。絶食を修練する気持ちはなくても、クリシュナ意識の科学を高める決意を持つ人は、

身体上の苦痛を覚悟のうえで勧められてことを実践すべきです。しかし、不必要に、あるい

はヴェーダの教えに反する絶食はよくありません。政治的な理由から絶食するのも控えるべ

きです。『バガヴァッド・ギーター』はそれを「無知の絶食」と呼び、無知や激情のきもち

でなされたものはどれも、精神的な発達には結びつきません。徳の様式でなされたものはど

れも私たちを向上させ、ヴェーダの教えにもとづいてなされる絶食は、私たちの精神的知識

を高めてくれます。 

 慈善に関しては、収入の50％を優れたものごとのために使うべきです。優れているだけ

ではなく、最善のことのために。クリシュナはすばらしい方ですから、主のために使うこと

もどれもすばらしい。慈善はクリシュナ意識に励んでいる人に提供されるべきものです。ヴ

ェーダ経典では、慈善はブラーフマナに差しだすもの、とされています。いまではヴェーダ

の教えからすればその水準は落ちていますが、現代でもつづけられています。しかしヴェー

ダの教えは、慈善はブラーフマナに、と説いています。なぜでしょうか？ 精神的知識とい

う優れた教養を身につけるために生きているからです。ブラーフマナは、全生涯をブラフマ

ンを理解するためにささげています。Brahma jänätéti brähmaëaù（ブラフマ ジャーナーティー
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ティ ブラーフマナハ）「ブラフマンを知る者がブラーフマナである」。ゆえに、慈善はブラー

フマナにささげるべきものです。いつも高尚な精神的奉仕に打ちこんでおり、生活費を作る

時間がないからです。ヴェーダ経典では、慈善は放棄階級にある者、サンニャーシーにささ

げるもの、とも言われています。サンニャーシーは各家庭を訪ねあるきますが、それは金銭

目的ではなく、布教活動のためです。サンニャーシーが家を訪れるのは、無知のなかで眠り

つづける世帯者たちを目ざめさせるのが本来のあり方です。世帯者は家事に没頭しているた

め、人生の本来の目標、すなわちクリシュナ意識を目ざめさせることを忘れがちです。サン

ニャーシーはあたかも物もらいのように、そんな世帯者を訪ねてかれらをクリシュナ意識に

誘うのです。ヴェーダで言われているように、私たちは目ざめ、人間生活で達成すべきもの

を達成しなくてはなりません。この知識と方法はサンニャーシーによって世に広められます。

だからこそ、慈善は放棄階級の人物に、ブラーフマナに、そして同じ高尚な目的のために使

われるべきであり、気まぐれな目的であってはなりません。 

 Yaças（ヤシャス）「名声」については、主チャイタンニャの「偉大な献愛者として知られ

るとき、人は有名になる」という言葉をとおして理解しなくてはなりません。それがほんと

うの名声です。クリシュナ意識を修練する偉大な人物になれば、そしてそれが世に知られた

とき、ほんとうに高名な人物になります。その名声がなければ不名誉な人でしかありません。 

 このような気質はどれも、人間と半神の社会のなかに表わされます。ほかの惑星にも人間

の姿をした多くの生命体が住み、この特質もかれらのなかに見られます。クリシュナは、ク

リシュナ意識に高められたいと願う人のためにこれらの特質を作りましたが、その人物はそ

の特質を内側から高めていきます。至高主への献愛奉仕に励んでいる人は、至高主の配慮に

よって、優れた気質をすべて高めていきます。 

 いずれにしても、良い質・悪い質どちらもその源はクリシュナです。クリシュナのうちに

ないものが、物質界で現われることはありません。それが知識です。世界にはさまざまな状

況が存在していますが、それはすべてクリシュナが作りだしたもの、と理解しなくてはなり

ません。 
 

第６節第６節第６節第６節               MahzRYa"   Saá   PaUveR   cTvarae  MaNavSTaQaa  ) 
MaÙava MaaNaSaa JaaTaa Yaeza& l/aek- wMaa" Pa[Jaa" )) 6 )) 

 
maharñayaù sapta pürve 

catväro manavas tathä 

mad-bhävä mänasä jätä 

yeñäà loka imäù prajäù 
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 mahä-åñayaù—偉大な聖者達; sapta—７; pürve—〜の前; catväraù—４; manavaù—マ

ヌ; tathä—もまた; mat-bhäväù—私から生まれて; mänasäù—心から; jätäù—生まれて; 

yeñäm—彼らの; loke—世界で; imäù—このすべて; prajäù—人工。 
 
訳訳訳訳        わたしの心から、７人の偉大な聖者たち、それ以前の４人の偉大な聖者たち、そわたしの心から、７人の偉大な聖者たち、それ以前の４人の偉大な聖者たち、そわたしの心から、７人の偉大な聖者たち、それ以前の４人の偉大な聖者たち、そわたしの心から、７人の偉大な聖者たち、それ以前の４人の偉大な聖者たち、そ

してマヌたち（人類の祖先）が生まれ、さらにかれらをとおしてさまざまな惑星に住むしてマヌたち（人類の祖先）が生まれ、さらにかれらをとおしてさまざまな惑星に住むしてマヌたち（人類の祖先）が生まれ、さらにかれらをとおしてさまざまな惑星に住むしてマヌたち（人類の祖先）が生まれ、さらにかれらをとおしてさまざまな惑星に住む

生命体たちが作りだされる。生命体たちが作りだされる。生命体たちが作りだされる。生命体たちが作りだされる。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はこの節で、宇宙の住⺠の系図を概説しています。ブラフマーは、ヒラニ

ャガルバ（Hiraëyagarbha）という名前で知られる至高主の力から創られた最初の生物で

す。そしてブラフマーから７人の聖者が、それ以前に４人の偉大な聖者――サナカ、サナン

ダ、サナータナ、サナトゥ・クマーラ――が、そして14人のマヌが表わされました。この

25人の偉大な聖者が全宇宙に住む生命体たちの⻑⽼として知られています。無数の宇宙が

あり、その宇宙の一つ一つに無数の惑星があり、その惑星の一つ一つに多種多様な生物が住

んでいます。その生命体すべてがこの25人の⻑⽼から誕生しました。ブラフマーは、クリ

シュナの恩寵で創造の方法を学びましたが、そのまえに1000年間におよぶ厳しい苦行をし

ました。そしてブラフマーからサナカ、サナンダ、サナータナ、サナトゥ・クマーラが、ル

ドゥラが、そして７人の聖者が誕生し、こうしてすべてのブラーフマナやクシャトリヤが最

高人格主神の力によって生みだされました。ブラフマーはピターマハ（Pitämaha）「祖父」

という名前でも知られていますが、クリシュナはプラピターマハ（Prapitämaha）「祖父

の父」という名前で知られています。そのことが『バガヴァッド・ギーター』の第11章（第

39節）で述べられています。 

 

第７節第７節第７節第７節                                WTaa& iv>aUiTa& YaaeGa& c MaMa Yaae veita TatvTa" ) 
Saae_ivk-LPaeNa  YaaeGaeNa  YauJYaTae  Naa}a Sa&XaYa" )) 7 )) 

 
etäà vibhütià yogaà ca 

mama yo vetti tattvataù 

so 'vikalpena yogena 

yujyate nätra saàçayaù 
 
 etäm—このすべて; vibhütim—富; yogam—神秘的な力; ca—もまた; mama—私の; 

yaù—〜である者すべて; vetti—知っている; tattvataù—実際に; saù—彼; avikalpena—相

違なく ; yogena—献愛奉仕に ; yujyate—従事して ; na—決して〜ない ; atra—ここ ; 

saàçayaù—疑い。 
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訳訳訳訳        わたしの富や神秘的力を確信した者は、純粋無垢な献愛奉仕をする。このことにわたしの富や神秘的力を確信した者は、純粋無垢な献愛奉仕をする。このことにわたしの富や神秘的力を確信した者は、純粋無垢な献愛奉仕をする。このことにわたしの富や神秘的力を確信した者は、純粋無垢な献愛奉仕をする。このことに

疑いの余地はない。疑いの余地はない。疑いの余地はない。疑いの余地はない。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     精神的な完成の頂点は最高人格主神に関する知識です。至高主のさまざまな

富について絶対的な確信がなければ、献愛奉仕をすることはできません。ほとんどの人が神

の偉大さを知っています、しかしどのように偉大なのかをよく知りません。その偉大さは次

のように説明できます。神の偉大さを悟った人はおのずと身をゆだねた魂となり、主への献

愛奉仕に励むようになります。そして至高者の富を悟った人は、主に身をゆだねる以外の道

は選びません。この真実の知識は『シュリーマド・バーガヴァタム』と『バガヴァッド・ギ

ーター』、そしてほかの経典の説明を読むことで理解できます。 

 宇宙の管理に数多くの半神たちが携わっており、その筆頭の半神がブラフマー、主シヴァ、

４人の偉大なクマーラ、ほかの⻑⽼たちです。宇宙には多くの人類の先祖がおり、そのすべ

てが至高主・クリシュナから誕生しています。最高人格主神クリシュナは、すべての先祖の

根源の先祖です。 

 これが至高主の富にまつわる説明です。主の冨に絶対的な信頼を置く人は、強い信念とと

もに、疑うことなくクリシュナを受けいれ、そして献愛奉仕に専念するようになります。こ

の知識は主への愛情奉仕への興味を高めるために必要です。クリシュナの偉大さを理解しよ

うとする心構えを忘れてはなりません。その偉大さを理解することで、真剣な献愛奉仕に立

脚できるからです。 
 

第８節第８節第８節第８節                                    Ah&   SavRSYa  Pa[>avae  Mata"  Sav|  Pa[vTaRTae ) 
wiTa MaTva >aJaNTae Maa& buDaa  >aavSaMaiNvTaa" )) 8 )) 

 

ahaà sarvasya prabhavo 

mattaù sarvaà pravartate 

iti matvä bhajante mäà 

budhä bhäva-samanvitäù 
 

 aham—私; sarvasya—すべての; prabhavaù—発生の源; mattaù—私から; sarvam—す

べて; pravartate—発生する; iti—こうして; matvä—知っている; bhajante—専念する; 

mäm—私に; budhäù—博識な者; bhäva-samanvitäù—強い集中心で。 
 

訳訳訳訳        わたしは精神界・物質界すべての源である。すべては私から発生する。このことわたしは精神界・物質界すべての源である。すべては私から発生する。このことわたしは精神界・物質界すべての源である。すべては私から発生する。このことわたしは精神界・物質界すべての源である。すべては私から発生する。このこと

を完全に理解している賢者はわたしへの献愛奉仕に励み、心をこめてわたしを崇拝する。を完全に理解している賢者はわたしへの献愛奉仕に励み、心をこめてわたしを崇拝する。を完全に理解している賢者はわたしへの献愛奉仕に励み、心をこめてわたしを崇拝する。を完全に理解している賢者はわたしへの献愛奉仕に励み、心をこめてわたしを崇拝する。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヴェーダを完璧に研究し、主チャイタンニャのような権威者から得た情報を

そなえ、その教えを正しく適応させられる博識な学者は、クリシュナが物質界・精神界にあ

る万物の源であることを知っており、そして完璧に知っているからこそ、至高主への献愛奉

仕を着実に実践します。そして、無意味な解説や愚か者の話を聞いても信念は揺るぎません。

すべてのヴェーダ経典の見解が、クリシュナこそがブラフマー、シヴァ、ほかの半神たちの

源であることで一致しています。『アタルヴァ・ヴェーダ』（『ゴーパーラ・ターパニー・

ウパニシャッド』第１章・第24節）では、yo brahmäëaà vidadhäti pürvaà yo vai vedäàç 

ca gäpayati sma kåñëaù「ブラフマーにヴェーダ知識を最初に説き、そして過去にヴェーダ

知識を広めたのはクリシュナである」と言われています。さらに 『ナーラーヤナ・ウパニ

シャッド』（第１節）では、atha puruño ha vai näräyaëo 'kämayata prajäù såjeyeti「最

高人格者ナーラーヤナが生命体の創造を望んだ」とあります。このウパニシャッドがさらに

näräyaëäd brahmä jäyate, näräyaëäd prajäpatiù prajäyate, näräyaëäd indro jäyate, 

näräyaëäd añöau vasavo jäyante, näräyaëäd ekädaça rudrä jäyante, näräyaëäd 
dvädaçädityäù「ナーラーヤナからブラフマーが生まれ、ナーラーヤナから⻑⽼たちが生ま

れた。ナーラーヤナからインドラが生まれ、ナーラーヤナから８人のヴァスが生まれ、ナー

ラーヤナから11人のルドゥラが生まれ、ナーラーヤナから12人のアーディテャたちが生ま

れた」とつづけます。このナーラーヤナはクリシュナの拡張体です。 

 同じヴェーダ（『ナーラーヤナ・ウパニシャッド』第４節）ではbrahmaëyo devaké-putraù

「デーヴァキーの子、クリシュナは最高人格主神である」とも言われています。さらに『マ

ハー・ウパニシャッド』（第１節）では、eko vai näräyaëa äsén na brahmä na éçäno näpo 

nägni-samau neme dyäv-äpåthivé na nakñaträëi na süryaù「創造の始めに、最高人格者ナ

ーラーヤナだけがいた。ブラフマーやシヴァもおらず、水、火、月、空の星、太陽も存在し

ていなかった」とあります。この『マハー・ウパニシャッド」では、主シヴァは至高主の額

から誕生した、と言われています。このように、すべてのヴェーダが、崇拝すべき対象は、

ブラフマーとシヴァの創造者である至高主である、と言っています。 

 『モークシャ・ダルマ』でクリシュナが言います。 
 

prajäpatià ca rudraà cäpy 

aham eva såjämi vai 

tau hi mäà na vijänéto 

mama mäyä-vimohitau 
 

 「⻑⽼たち、シヴァ、そしてほかの生命体がわたしによって創られた。しかしかれらは、

わたしの幻想の力に惑わされているために、自分たちがわたしに創られたことを知らないで
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いる」。『ヴァラーハ・プラーナ』が言います。 
 

näräyaëaù paro devas 

tasmäj jätaç caturmukhaù 

tasmäd rudro 'bhavad devaù 

sa ca sarva-jïatäà gataù 
 

 「ナーラーヤナは最高人格主神であり、その主神からブラフマーが生まれ、ブラフマーか

らシヴァが生まれた」 

 主クリシュナはすべての創造物の源であり、すべてを発生させた優れた源、と呼ばれてい

ます。主は「すべてはわたしから発生した、だからこそ、わたしはすべての根源である。す

べてはわたしの支配下にある。だれもわたしを凌ぐことはできない」と言います。クリシュ

ナ以外に至高の支配者はいません。クリシュナについて、正しい精神指導者から聞いてその

ように理解した人は、持てる力をすべてクリシュナ意識のために使い、ほんとうに博識な人

物になります。その人物と比べれば、クリシュナについて正しく知らない人々は愚か者です。

愚か者だけがクリシュナをふつうの人間と考えます。クリシュナ意識を修練する人は愚か者

に乱されてはなりません。『バガヴァッド・ギーター』に関する権威のない解説やまちがっ

た説明を避け、決意と堅固な気持ちでクリシュナ意識に邁進すべきです。 
 

第９節第９節第９節第９節                                MaiÀtaa   MaÓTaPa[a<aa   baeDaYaNTa"  ParSParMa(  ) 
k-QaYaNTaê Maa& iNaTYa& TauZYaiNTa c rMaiNTa c )) 9 )) 

 

mac-cittä mad-gata-präëä 

bodhayantaù parasparam 

kathayantaç ca mäà nityaà 

tuñyanti ca ramanti ca 
 

 mat-cittäù—私に完全に没頭している彼らの心; mat-gata-präëäù—私に専心する彼らの

心; bodhayantaù—教えている; parasparam—彼らの間で; kathayantaù—語り合っている; 

ca—もまた ; mäm—私について ; nityam—いつまでも ; tuñyanti—喜ぶ ; ca—もまた ; 

ramanti—超越的な喜びを楽しむ; ca—もまた。 
 

訳訳訳訳      純粋純粋純粋純粋な献愛者たちの思いはわたしのうちにあり、生涯はわたしへの奉仕に余すとな献愛者たちの思いはわたしのうちにあり、生涯はわたしへの奉仕に余すとな献愛者たちの思いはわたしのうちにあり、生涯はわたしへの奉仕に余すとな献愛者たちの思いはわたしのうちにあり、生涯はわたしへの奉仕に余すと

ころなくころなくころなくころなくささげられ、いつもたがいに高めあい、わたしについて語りあうことささげられ、いつもたがいに高めあい、わたしについて語りあうことささげられ、いつもたがいに高めあい、わたしについて語りあうことささげられ、いつもたがいに高めあい、わたしについて語りあうことにににに大きな大きな大きな大きな

満足と喜びを感じている。満足と喜びを感じている。満足と喜びを感じている。満足と喜びを感じている。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節で述べられている純粋な気質を持つ献愛者は、主への超越的な愛情奉

仕にいつも打ちこんでいます。その心はクリシュナの蓮華の御足から決して逸れません。話

すことも超越的な話題だけ。純粋な献愛者の兆候はこの節でとくに述べられています。献愛

者は毎日24時間、至高主の気質や崇高な娯楽を讃えています。かれらの心や魂はつねにク

リシュナのなかにあり、ほかの献愛者たちと主について語りあうことに喜びを感じています。 

 献愛奉仕の予備的段階では、奉仕そのものから崇高な喜びを感じ、また円熟した段階では

じっさいに神への愛情のなかに浸っています。ひとたびその超越的境地に入った献愛者は、

主の住居で主自身が表わす最高完成を味わうことができます。主チャイタンニャは、超越的

な献愛奉仕について、生命体の心のなかに種を植えることにたとえています。さまざまな惑

星を移動しながら宇宙をさまよう無数の生命体がおり、そのなかでも、純粋な献愛者に合い、

献愛奉仕を理解する機会にめぐまれるほど幸運な生命体はまれにしかいません。献愛奉仕は

まさに種であり、それが生命体の心のなかに植えられ、その生命体がハレー クリシュナ、

ハレー クリシュナ、クリシュナ クリシュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラ

ーマ、ラーマ ラーマ、ハレー ハレーを聞いたり唱えたりしつづけることで、種に水を注ぎ

つづければやがて発芽するように、その種は芽を出します。献愛奉仕という精神的な植物は、

どんどん生⻑し、やがて物質宇宙の覆いを貫き、精神界のブラフマジョーティの輝きのなか

に入っていきます。精神界でも、その蔓はさらに伸びつづけ、クリシュナの至高の惑星であ

るゴーローカ・ヴリンダーヴァナという頂点の惑星に辿りつきます。最終的に、その植物は

クリシュナの蓮華の御足に保護をもとめ、そこにとどまります。そして、植物が花やくだも

のを実らせるように、その植物もくだものを実らせ、また同時に、唱えたり聞いたりすると

いう水を注ぐ方法はつづきます。この献愛奉仕の植物については『チャイタンニャ・チャリ

タームリタ』（マデャ・リーラー 第19章）で詳しく説明されています。そのなかでは、完

全に成⻑したその植物が至高主の蓮華の御足に身をゆだねたとき、その魂は完全に神への愛

情に没頭する、と言われています。そして、魚が水なくして一瞬たりとも生きていけないよ

うに、その魂は至高主とのふれあいがなければ一瞬も生きていけなくなります。その境地に

入った献愛者は、至高主との交流のなかで超越的な気質を確かに手にいれることができます。 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』も、至高主と献愛者との関係を述べる情報で満たされ

ています。この書物は献愛者にとってはきわめて大切であり、第12編・第13章・第18節で

は çrémad-bhägavataà puräëam amalaà yad vaiñëavänäà priyamと述べられています。

この情報には、物質的な活動、経済発展、感覚満足、解放についてはいっさい含まれていま

せん。『シュリーマド・バーガヴァタム』は、至高主と献愛者の超越的な特質だけが余すと

ころなく述べられている書物です。ですから、クリシュナ意識のなかで悟った魂は、この超

越的な文献について聞くことに絶えまない喜びを感じています。若い男性が若い女性との交
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流に喜びを感じあうように。 
 

第第第第10節節節節                                    Taeza&  SaTaTaYau¢-aNaa&  >aJaTaa& Pa[qiTaPaUvRk-Ma(  ) 
ddaiMa buiÖYaaeGa& Ta& YaeNa MaaMauPaYaaiNTa Tae )) 10 )) 

 
teñäà satata-yuktänäà 

bhajatäà préti-pürvakam 

dadämi buddhi-yogaà taà 

yena mäm upayänti te 
 
 teñäm—彼らに; satata-yuktänäm—いつも従事している; bhajatäm—献愛奉仕をするこ

とに; préti-pürvakam—愛情あふれる法悦感で; dadämi—私は与える; buddhi-yogam—真

の知性; tam—それ; yena—それによって; mäm—私に; upayänti—来る; te—彼ら。 
 
訳訳訳訳     わたしは、わたしへの愛情わたしは、わたしへの愛情わたしは、わたしへの愛情わたしは、わたしへの愛情に満たされてに満たされてに満たされてに満たされて熱心に仕えつづける者たちに、わたしの熱心に仕えつづける者たちに、わたしの熱心に仕えつづける者たちに、わたしの熱心に仕えつづける者たちに、わたしの

もとに来ることのできる理解をさずける。もとに来ることのできる理解をさずける。もとに来ることのできる理解をさずける。もとに来ることのできる理解をさずける。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節にあるbuddhi-yogam（ブッデヒィ・ヨーガンム）という言葉はひじょうに重

要です。主が第２章でアルジュナに教えを説きながら、ブッディ・ヨーガとして多くのこと

を語ったことを読者の皆さんも覚えていることでしょう。そしていまここでブッディ・ヨー

ガについて説明されています。ブッディ・ヨーガそのものが、クリシュナ意識での活動、と

いう意味です。またそれがもっとも高い知性です。ブッディは知性、ヨーガは神秘的活動あ

るいは神秘的な高まりという意味です。ふるさとへ、神のもとへ帰ろうとするとき、そして

献愛奉仕をしながらクリシュナ意識を完全に受けいれるとき、その活動がブッディ・ヨーガ

と呼ばれます。言いかえれば、ブッディ・ヨーガは物質界の束縛から抜けだす方法です。高

められる究極のゴールはクリシュナです。人々はそのことを知りません。だからこそ、献愛

者や本物の精神指導者との交流は重要なのです。目標はクリシュナであることを知らなくて

はなりませんし、そしてその目標が定められるとき、その道は、ゆっくりと、しかし着実に

歩いていくことができ、究極の目標に辿りつきます。 

 人生の目的を知っていても、活動の結果に囚われている人はカルマ・ヨーガのなかで行動

しています。目標がクリシュナであることを知っていても、推論をめぐらしてクリシュナを

知ろうとしている人は、ギャーナ・ヨーガのなかで行動しています。そして、目標を知り、

クリシュナ意識のなかでクリシュナを求めている人は、完全なヨーガであるバクティ・ヨー

ガ、あるいはブッディ・ヨーガで行動しています。この完璧なヨーガこそが人生の最高完成

です。 
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 本物の精神指導者をさずかっていても、また精神的な組織に執着していても精神的に高め

られる知性のない人は、最後にはクリシュナのもとに来ることができるようクリシュナが心

の内から教えをさずけます。必要な資質は、いつも愛情をこめて奉仕をしながらクリシュナ

意識の活動をすることにあります。クリシュナのためになにかをするにしても、その活動に

は愛情がともなわなくてはなりません。自己を悟る道を歩く知性のない献愛者でも、誠実な

気持ちで熱心に献愛奉仕活動に励めば、主がその知性をさずけ、そして最後に主に到達する

ことができます。 

 

第第第第11節節節節                                    TaezaMaevaNauk-MPaaQaRMahMajaNaJa&      TaMa" ) 
NaaXaYaaMYaaTMa>aavSQaae jaNadqPaeNa >aaSvTaa )) 11 )) 

 
teñäm evänukampärtham 

aham ajïäna-jaà tamaù 

näçayämy ätma-bhäva-stho 

jïäna-dépena bhäsvatä 
 
 teñäm—彼らのために; eva—確かに; anukampä-artham—特別の慈悲を示すために; 

aham—私; ajïäna-jam—無知のために; tamaù—暗闇; näçayämi—晴らす; ätma-bhäva—

彼らの心の中の; sthaù—位置されて; jïäna—知識の; dépena—ランプで bhäsvatä—燃え

ている。 
 
訳訳訳訳        かれらの心の内に住むわたしは、特別のかれらの心の内に住むわたしは、特別のかれらの心の内に住むわたしは、特別のかれらの心の内に住むわたしは、特別の慈悲をしめすために、知識という輝くラ慈悲をしめすために、知識という輝くラ慈悲をしめすために、知識という輝くラ慈悲をしめすために、知識という輝くラ

ンプをかかげて無知の暗闇を消しさる。ンプをかかげて無知の暗闇を消しさる。ンプをかかげて無知の暗闇を消しさる。ンプをかかげて無知の暗闇を消しさる。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主チャイタンニャがベナレスでハレー クリシュナ、ハレー クリシュナ、ク

リシュナ クリシュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、ラーマ ラーマ、

ハレー ハレーを唱えながら、ハレー・クリシュナの唱名を広めていたとき、多くの人々が

主に従いました。当時、強い影響力を持っていた博識な学者プラカーシャーナンダ・サラス

ヴァティーは、そのような主チャイタンニャを感傷主義者と呼び、嘲笑しました。マーヤー

ヴァーディー哲学者は献愛者を非難することがありますが、献愛者は無知で、哲学的に経験

の浅い感傷主義者と考えているからです。もちろんそれは違います。献愛者は献愛奉仕の哲

学を提唱するきわめて博識な学者ばかりです。しかし、たとえ自分たちの文献や精神指導者

に頼らなくても、献愛奉仕を誠実に実行してさえいれば、心のうちからクリシュナに助けら

れます。ですから、クリシュナ意識に没頭している誠実な献愛者は、知識がないわけがあり

ません。ただ一つ必要な資格は、充分なクリシュナ意識で献愛奉仕を遂行することにあります。 
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 マーヤーヴァーディー哲学者は、判断力がなければ純粋な知識は持てない、と考えます。

そんなかれらに至高主は、純粋な献愛奉仕に励んでいる者は、充分な教育を受けていなくて

も、ヴェーダ原則に関する充分な知識がなくても、この節が言うように、至高の神によって

助けられる、と言います。 

 主はアルジュナに、推論だけでは至高の真理、絶対真理者、最高人格主神ぜったいにわか

らない、と説いています。至高の真理者は偉大な方ですから、心の力では主を理解したり、

主に到達したりすることは不可能だからです。何百万年推論をつづけることはできますが、

献愛奉仕をしなければ、至高の真理者に愛情を感じていなければ、ぜったいに至高の真理者

クリシュナを理解することはできません。献愛奉仕だけが至高の真理者・クリシュナを喜ば

せることができ、人智を絶する力によって、主は純粋な献愛者の心に自らを表わします。純

粋な献愛者はいつも心のなかにクリシュナをとどめています。そして太陽のようなクリシュ

ナがいることで、無知の暗闇は消えていきます。これが、クリシュナが純粋な献愛者にさず

ける特別の慈悲です。 

 数えきれない誕生をとおして物質とかかわった結果、私たちの心は物質主義という埃でけ

がれていますが、ハレー・クリシュナを唱えつづけながら献愛奉仕をすれば、その埃はすぐ

に洗いながされ、純粋な知識の段階に高められます。究極の目標であるヴィシュヌは唱名と

献愛奉仕によって達成できるのであり、推論や議論に頼っても実現しません。純粋な献愛者

は、生活必需品のことで頭を悩ます必要はありません。心のなかから暗闇を消してしまえば、

愛情奉仕に満足した至高主が自然にすべてを供給してくれるからです。これが『バガヴァッ

ド・ギーター』の教えの真髄です。『バガヴァッド・ギーター』を学べば、至高主に完全に

身をゆだねた魂になり、純粋な献愛奉仕に没頭できるようになります。主に守られている献

愛者ですから、あらゆる物質的な努力から完全に解放されていきます。 
 

第第第第12−13節節節節                                                AJauRNa ovac 
Par&  b]ø  Par&  DaaMa  Paiv}a&  ParMa&  >avaNa( ) 
Pauåz&   XaaìTa&   idVYaMaaiddevMaJa&  iv>auMa( )) 12 )) 
AahuSTvaMa*zYa"    SaveR    devizRNaaRrdSTaQaa ) 
AiSaTaae devl/ae VYaaSa" SvYa&  cEv b]vqiz   Mae )) 13 )) 

 
arjuna uväca 

paraà brahma paraà dhäma 

pavitraà paramaà bhavän 

puruñaà çäçvataà divyam 

ädi-devam ajaà vibhum 
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ähus tväm åñayaù sarve 

devarñir näradas tathä 

asito devalo vyäsaù 

svayaà caiva bravéñi me 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; param—最高の; brahma—真理; param—最高の; 

dhäma—維持; pavitram—純粋な; paramam—最高の; bhavän—あなた; puruñam—人格; 

çäçvatam— 永 遠 な ; divyam— 超 越 的 ; ädi-devam— 根 源 の 主 ; ajam— 生 ま れ な い ; 

vibhum—もっとも偉大な; ähuù—言う; tväm—あなたの; åñayaù—聖者達; sarve—全員; 

deva-åñiù—半神たちの中の聖者; näradaù—ナーラダ; tathä—もまた; asitaù—アシタ; 

devalaù—デーヴァラ; vyäsaù—ヴャーサ; svayam—個人的に; ca—もまた; eva—確かに; 

bravéñé—あなたは説明している; me—私に。 
 
訳訳訳訳        アルジュナが言います。「あなた様は最高人格主神、究極の住居、もっとも純粋アルジュナが言います。「あなた様は最高人格主神、究極の住居、もっとも純粋アルジュナが言います。「あなた様は最高人格主神、究極の住居、もっとも純粋アルジュナが言います。「あなた様は最高人格主神、究極の住居、もっとも純粋

な方、絶対真理者です。そして、永遠で、超越的で、根源の人物で、生まれることもなな方、絶対真理者です。そして、永遠で、超越的で、根源の人物で、生まれることもなな方、絶対真理者です。そして、永遠で、超越的で、根源の人物で、生まれることもなな方、絶対真理者です。そして、永遠で、超越的で、根源の人物で、生まれることもな

く、またもっとも偉大な方です。ナーラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサといった偉く、またもっとも偉大な方です。ナーラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサといった偉く、またもっとも偉大な方です。ナーラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサといった偉く、またもっとも偉大な方です。ナーラダ、アシタ、デーヴァラ、ヴャーサといった偉

大な聖者たちがこぞってあなた大な聖者たちがこぞってあなた大な聖者たちがこぞってあなた大な聖者たちがこぞってあなた様にまつわるこの真理を確証しています。そしていま、様にまつわるこの真理を確証しています。そしていま、様にまつわるこの真理を確証しています。そしていま、様にまつわるこの真理を確証しています。そしていま、

ご自身でそのことを私に宣言されているのです」ご自身でそのことを私に宣言されているのです」ご自身でそのことを私に宣言されているのです」ご自身でそのことを私に宣言されているのです」 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この２つの節で、至高主はマーヤーヴァーディー哲学者に正しい知識を得る

機会を与えています。この節から、至高者は個々の魂とは違った存在であることがはっきり

わかるからです。アルジュナは、『バガヴァッド・ギーター』の真髄とも言えるこの章の４

つの節（第８−11節）を聞いたあと、疑いをすべて捨て、クリシュナを最高人格主神とし

て受けいれました。そしてすぐに「あなた様はparaà brahma（パランム ブラフマ）、最高人

格主神です」と宣言しました。クリシュナはこれまでにも、わたしは万物の、そして全生命

体の根源である、とも述べています。半神も人間も主に依存しているのです。かれらは無知

ゆえに、自分こそが絶対的な存在で、最高人格主神とは関係がない、と考えます。その無知

は、献愛奉仕をすることですべて取りのぞくことができます。このことについては前節で主

が説明しています。そしていま、アルジュナは主の恩寵を得て、ヴェーダの教えどおりに、

主を至高の真理者として受けとめています。主クリシュナを最高人格主神や絶対真理者と呼

んでいるのは、親友のクリシュナにへつらっているからではありません。アルジュナが２つ

の節で語った言葉はヴェーダの真理によって確証されています。ヴェーダは、至高主に献愛

奉仕をする者だけが主を理解する、そうでない者はできない、と断言しています。アルジュ

ナが語ったこの節のすべての言葉が、ヴェーダの教えによって確証されているのです。 
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 『ケーナ・ウパニシャッド』は、至高のブラフマンは万物の維持者である、と述べ、クリ

シュナも、「すべてはわたしによって支えられている」と説明しています。『ムンダカ・ウ

パニシャッド』も、すべてを支えている至高主は、いつも主のことを考えている者によって

悟られる、と確証しています。クリシュナについていつも考えることをsmaraëam（スマラナ

ンム）といい、献愛奉仕の方法の１つに数えられています。自分本来の境地を理解し、そし

て物質の肉体を捨てる方法は、クリシュナへの献愛奉仕しかありません。 

 ヴェーダには、至高主は純粋なもののなかでもさらに純粋な存在である、とあります。ク

リシュナを純粋な方として悟った人は、すべての罪な活動から浄化されます。至高主に身を

ゆだねなければ、罪なおこないの影響から逃れることはできません。アルジュナがクリシュ

ナを至高で純粋な方として受けいれたことは、ヴェーダ経典の教えと一致しています。これ

はさらに、ナーラダを筆頭とする偉大な人物たちによっても確証されています。 

 クリシュナは最高人格主神であり、私たちはいつも主を瞑想し、主との超越的な絆を満喫

しなくてはなりません。主は至高の存在です。そして肉体の必需品、誕生、死とはまったく

関係がありません。アルジュナだけではなく、すべてのヴェーダ経典、プラーナ、歴史書も

このことを確証しています。どのヴェーダ経典でもそのようにクリシュナを説明し、また至

高主自身が第４章で「わたしは生まれることのない存在ではあるが、宗教原則を確立させる

ために地上に降誕する」と言っています。主は至高の根源者です。主の存在の原因はありま

せん。すべての原因の原因であり、万物は主から発生しているからです。この完璧な知識は

至高主の恩寵によって得ることができます。 

ここでアルジュナは、クリシュナの恩寵をとおして自分の思いを表現しています。『バ

ガヴァッド・ギーター』を理解したいのであれば、この２つの節の言葉を受けいれなくては

なりません。これがパランパラー・師弟継承を受けいれる方法です。師弟継承上にいなけれ

ば『バガヴァッド・ギーター』は理解できません。いわゆる学術的な教育では理解できませ

ん。残念なことに、そのような教育を鼻にかけている人々は、これほど多くのヴェーダ経典

の証拠があるのに、クリシュナはふつうの人間である、といつまでも考えつづけるのです。 
 

第第第第14節節節節                                SavRMaeTad*Ta&   MaNYae  YaNMaa&  vdiSa  ke-Xav ) 
Na ih Tae >aGavNVYai¢&- ivdudeRva Na daNava" )) 14 )) 

 
sarvam etad åtaà manye 

yan mäà vadasi keçava 

na hi te bhagavan vyaktià 

vidur devä na dänaväù 
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 sarvam—すべて; etat—これ; åtam—真理; manye—私は受けいれる; yat—〜であるも

の; mäm—私に; vadasi—あなたが語る; keçava—クリシュナよ; na—決して〜ない; hi—確

かに; te—あなたの; bhagavan—人格主神よ; vyaktim—啓示; viduù—知ることができる; 

deväù—半神達; na—〜もない; dänaväù—悪魔達。 
 
訳  クリシュナ。私は、これまで話してくださったこクリシュナ。私は、これまで話してくださったこクリシュナ。私は、これまで話してくださったこクリシュナ。私は、これまで話してくださったことすべてを真理として受けとめまとすべてを真理として受けとめまとすべてを真理として受けとめまとすべてを真理として受けとめま

す。主よ。半神も悪魔も、あなたす。主よ。半神も悪魔も、あなたす。主よ。半神も悪魔も、あなたす。主よ。半神も悪魔も、あなたを知ることはできません。を知ることはできません。を知ることはできません。を知ることはできません。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節でアルジュナは、信念のない、悪魔的な質を持つ者はクリシュナを理

解することができない、と断言しています。半神たちにでさえわからないのですから、現代

社会の学者たちが理解できるものでしょうか。至高主の恩寵をさずかったアルジュナは、至

高の真理者はクリシュナであり、また完璧な方であることを理解しました。私たちもアルジ

ュナの足跡に従わなくてはなりません。アルジュナは『バガヴァッド・ギーター』の権威を

受けいれました。第４章で述べられたように、『バガヴァッド・ギーター』を理解するため

の師弟継承・パランパラーが失われてしまったからこそ、クリシュナはアルジュナとともに

その継承をよみがえらせました。アルジュナを親友として、また偉大な献愛者とも考えてい

たからです。ですから、本書『ギートーパニシャッド』（『バガヴァッド・ギーター』）の

序章で述べたように、『バガヴァッド・ギーター』はパランパラーの流れをとおして理解し

なくてはなりません。パランパラーが失われたとき、アルジュナはその復活のために選ばれ

ました。クリシュナが語ることがすべてアルジュナに受けいれられたことは、私たちも見習

うべきです。そうすれば、『バガヴァッド・ギーター』の真髄が理解でき、クリシュナを最

高人格主神として理解することができるのです。 

 

第第第第15節節節節                                    SvYaMaevaTMaNaaTMaaNa& veTQa Tv& PauåzaetaMa ) 
>aUTa>aavNa   >aUTaeXa  devdev   JaGaTPaTae )) 15 )) 

 
svayam evätmanätmänaà 

vettha tvaà puruñottama 

bhüta-bhävana bhüteça 

deva-deva jagat-pate 
 
  svayam—自分で; eva—確かに; ätmanä—あなた自身によって; ätmänam—あなた自身; 

vettha—知っている ; tvam—あなた ; puruña-uttama—すべての人物の最高の人物よ ; 

bhüta-bhävana—万物の根源者よ; bhüta-éça—万物の主よ; deva-deva—すべての半神の主

よ; jagat-pate—全宇宙の主よ。 
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訳     至高の人物よ、万物の根源者よ、全生命体の主よ、神々のなかの神よ、宇宙の主至高の人物よ、万物の根源者よ、全生命体の主よ、神々のなかの神よ、宇宙の主至高の人物よ、万物の根源者よ、全生命体の主よ、神々のなかの神よ、宇宙の主至高の人物よ、万物の根源者よ、全生命体の主よ、神々のなかの神よ、宇宙の主

よ！よ！よ！よ！    まさに、あなた様だけがご自分の内的力によってあなた様を知っています。まさに、あなた様だけがご自分の内的力によってあなた様を知っています。まさに、あなた様だけがご自分の内的力によってあなた様を知っています。まさに、あなた様だけがご自分の内的力によってあなた様を知っています。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     至高主クリシュナは、アルジュナが、あるいはアルジュナの足跡に従って献

愛奉仕をして主と絆を築いた人だけが知り得るものです。悪魔的、無神論的な心を持つ人は

クリシュナを知ることはできません。私たちを至高主から引きはなす推論は重大な罪であり、

クリシュナを知らないのであれば『バガヴァッド・ギーター』を解説してはいけません。『バ

ガヴァッド・ギーター』はクリシュナの言葉であり、クリシュナの科学ですから、アルジュ

ナが理解したように私たちもクリシュナを理解しなくてはなりません。無神論者の説明を聞

いてはいけない、ということです。 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第２章・第11節）が述べています。 
 

vadanti tat tattva-vidas 

tattvaà yaj jïänam advayam 

brahmeti paramätmeti 

bhagavän iti çabdyate 
 

 至高の真理は３つの様相で悟られます。非人格的ブラフマン、局所のパラマートマー、最

後の悟り最高人格主神です。つまり絶対真理者の究極の悟りは「最高人格主神」だというこ

とです。ふつうの人、そして非人格的ブラフマン、局所のパラマートマーを悟った人物でさ

え、神が一個人であることは理解することはできません。だからこそかれらは、クリシュナ

が語った『バガヴァッド・ギーター』の各節をとおして至高の人物を理解しようとつとめな

くてはなりません。ときには非人格論者もクリシュナをバガヴァーンとして受けいれたり、

またその権威を受けいれたりするのですが、そのように解放を達成した人々でさえ、クリシ

ュナがプルショーッタマ（Puruñottama）「至高の人物」であることが理解できません。

だからアルジュナは主をプルショーッタマと呼んでいるのですが、かれらはクリシュナがす

べての生命体の父親であることが理解できないかもしれません。だからアルジュナは主をブ

ータ・バーヴァナ（Bhüta-bhävana）と呼びました。しかし、主が全生命体の父であるこ

とがわかっても、至高の支配者であることがわからないかもしれません。だからアルジュナ

は主をブーテーシャ（Bhüteça）「至高の支配者」と呼びました。しかしそれでも、主が至

高の支配者であることがわかっても、すべての半神の根源の方であることがわからないかも

しれません。だからアルジュナは主をデーヴァデーヴァ（Devadeva）「神々の神」と呼び

ました。しかしそれでも、主が神々の神であることがわかっても、万物の最高所有者である

がわからないかもしれません。だからアルジュナは主をジャガトゥパティ（Jagatpati）と
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呼びました。このようにしてクリシュナに関する真理は、アルジュナのこの節の言葉と悟り

によって確立されているのであり、私たちもアルジュナの足跡に従ってクリシュナをありの

ままに理解しなくてはなりません。 

 

第第第第16節節節節                                    v¢u-MahRSYaXaeze<a    idVYaa   ùaTMaiv>aUTaYa" ) 
Yaai>aivR>aUiTai>al/aeRk-aiNaMaa&STv& VYaaPYa iTaïiSa )) 16 )) 

 
vaktum arhasy açeñeëa 

divyä hy ätma-vibhütayaù 

yäbhir vibhütibhir lokän 

imäàs tvaà vyäpya tiñöhasi 
 
 vaktum—言うこと; arhasi—あなたは値する; açeñeëa—詳細に; divyäù—神聖な; hi—確

かに; ätma—あなた自身; vibhütayaù—富; yäbhiù—〜によって; vibhütibhiù—富; lokän—

全惑星; imän—これら; tvam—あなた; vyäpya—広がっている; tiñöhasi—留まる。 
 
訳  あなた様は、ご自分の神聖な冨をとおしてこの世界に遍在しておられます。その富あなた様は、ご自分の神聖な冨をとおしてこの世界に遍在しておられます。その富あなた様は、ご自分の神聖な冨をとおしてこの世界に遍在しておられます。その富あなた様は、ご自分の神聖な冨をとおしてこの世界に遍在しておられます。その富

について詳しくお話しください。について詳しくお話しください。について詳しくお話しください。について詳しくお話しください。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節からは、アルジュナが最高人格主神クリシュナに関する自分の理解に

満足している様子がうかがわれます。アルジュナはクリシュナの恩寵で、自分なりの経験・

知性・知識などの特質をさずかり、これらをとおして、クリシュナが最高人格主神であるこ

とを理解しました。アルジュナの疑いはすっかり晴れたのですが、それでも主の遍在性につ

いて尋ねています。一般の人々、とくに非人格論者が関心を寄せているのは、ほとんどが至

高者の遍在性です。だからアルジュナは、主が自分の力をどのように使って遍在しているの

かを尋ねています。この質問は、一般の人々が理解できるようにアルジュナが代わってして

いるもの、と理解しなくてはなりません。 

 

第第第第17節節節節                            k-Qa&  ivÛaMah& YaaeiGa&STva& Sada PairicNTaYaNa( ) 
ke-zu ke-zu c >aavezu icNTYaae_iSa  >aGavNMaYaa )) 17 )) 

 

kathaà vidyäm ahaà yogiàs 

tväà sadä paricintayan 

keñu keñu ca bhäveñu 

cintyo 'si bhagavan mayä 
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 katham—どのように; vidyäm aham—私は知るだろうか; yogin—最高の神秘家よ; 

tväm—あなた; sadä—いつも; paricintayan—〜のことを考えている; keñu—〜の中で; 

keñu— 〜の中で ; ca—もまた ; bhäveñu— 質 ; cintyaù asi— あなたは思い出される ; 

bhagavan—至高者よ; mayä—私によって。 
 

訳  クリシュナよ。最高人格主神よ。おお、最高の神秘家よ。どのようにしていつもあクリシュナよ。最高人格主神よ。おお、最高の神秘家よ。どのようにしていつもあクリシュナよ。最高人格主神よ。おお、最高の神秘家よ。どのようにしていつもあクリシュナよ。最高人格主神よ。おお、最高の神秘家よ。どのようにしていつもあ

なた様のことを思い、理解できるなた様のことを思い、理解できるなた様のことを思い、理解できるなた様のことを思い、理解できるののののでしょうか。あなた様のさまざまな姿をどのようにでしょうか。あなた様のさまざまな姿をどのようにでしょうか。あなた様のさまざまな姿をどのようにでしょうか。あなた様のさまざまな姿をどのように

思いだせばいいのでしょうか？思いだせばいいのでしょうか？思いだせばいいのでしょうか？思いだせばいいのでしょうか？ 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     前の章で述べられたように、最高人格主神はヨーガ・マーヤーによっておお

い隠されています。身をゆだねた魂だけが主を見ることができます。いまアルジュナは友人

のクリシュナが最高主神であることを確信しているのですが、一般の人でも遍在する主が理

解できる方法を知りたいと思っています。主はヨーガ・マーヤーの力で守られているため、

邪悪な人間や無神論者を含む一般人には理解できません。アルジュナはかれらに代わって質

問をしているのです。気高い献愛者は自分が理解することはもちろん、すべての人にも理解

してほしいと考えています。ですからアルジュナは、ヴァイシュナヴァとして、また献愛者

としての慈悲心から、一般の人々が至高主の遍在する様相を理解できる機会を用意していま

す。主はクリシュナを特にヨーギン（yogin）と呼んでいますが、それはシュリー・クリシ

ュナがヨーガ・マーヤーの力の主（ぬし）であり、その力をとおして主は一般の人々にとって

隠された存在になったり、また表わされた存在になったりします。クリシュナに愛情を感じ

ていないふつうの人は、クリシュナをいつも考えることはできません。ですから物質的な形

をとおして考える必要があります。アルジュナは物質界にいる物質主義的な人々が考えられ

る方法を考えているのです。この節のkeñu keñu ca bhäveñu（ケーシュ ケーシュ チャ バハーヴ

ェーシュ）という表現は、物質自然界を指しています（バーヴァは「物質的なものごと」とい

う意味です）。物質主義者はクリシュナを精神的には理解できませんから、心を物質に集中

させ、そうすることでクリシュナが物質界にどのように表われているのかを見るよう勧めら

れています。 

 

第第第第18節節節節                                ivSTare<aaTMaNaae  YaaeGa&  iv>aUiTa&  c  JaNaadRNa ) 
>aUYa" k-QaYa Ta*iáihR é*<vTaae NaaiSTa Mae_Ma*TaMa( )) 18 )) 

 
vistareëätmano yogaà 

vibhütià ca janärdana 
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bhüyaù kathaya tåptir hi 

çåëvato nästi me 'måtam 
 
 vistareëa—詳細に; ätmanaù—あなたの; yogam—神秘的力; vibhütim—富; ca—もまた; 

jana-ardana—無神論者の殺害者よ; bhüyaù—再び; kathaya—述べる; tåptiù—満足; hi—

確かに; çåëvataù—聞いている; na asti—〜はない; me—私の; amåtam—甘露。 
 
訳     ジャナールダナよ。どうかもう一度、あなた様の富の神秘的な力についてお話しジャナールダナよ。どうかもう一度、あなた様の富の神秘的な力についてお話しジャナールダナよ。どうかもう一度、あなた様の富の神秘的な力についてお話しジャナールダナよ。どうかもう一度、あなた様の富の神秘的な力についてお話し

ください。あなた様についてどれほど聞いても、聞き飽きることはありません。聞けばください。あなた様についてどれほど聞いても、聞き飽きることはありません。聞けばください。あなた様についてどれほど聞いても、聞き飽きることはありません。聞けばください。あなた様についてどれほど聞いても、聞き飽きることはありません。聞けば

聞くほど、あなた様の言葉の甘露を味わいたくなるのです。聞くほど、あなた様の言葉の甘露を味わいたくなるのです。聞くほど、あなた様の言葉の甘露を味わいたくなるのです。聞くほど、あなた様の言葉の甘露を味わいたくなるのです。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節と同じ言葉が、シャウナカを筆頭とするナイミシャーラニャの聖者た

ちからスータ・ゴースヴァーミーに向けられています。 
 

vayaà tu na vitåpyäma 

uttama-çloka-vikrame 

yac chåëvatäà rasa-jïänäà 

svädu svädu pade pade 
 
 「すばらしい祈りによって讃えられているクリシュナの超越的な娯楽を聞きつづけても、

決して満足することはありません。クリシュナと超越的な絆で結ばれた人々は、毎瞬間、主

の崇高な娯楽の描写を堪能しているのです」（『シュリーマド・バーガヴァタム』 第１編・

第１章・第19節））。同じように、アルジュナはクリシュナについて聞きたがっているの

ですが、とくに、遍在する至高主としての存在に関心がありました。 

この節のamåtam（アムリタンム）「甘露」とは、クリシュナに関連する説明や言葉の質を

指しています。そしてこの甘露はじっさい味わうことができます。現代の物語、小説、歴史

と主の超越的な娯楽は比べものになりません。俗な話はいつか飽きるものですが、クリシュ

ナの話しはぜったいに飽きません。全宇宙の歴史が主神や化身の娯楽に満たされているのは、

ひとえにこの理由によるものです。プラーナは、主のさまざまな化身の娯楽を描写している

いにしえの歴史です。だからこそ、このような文献は何度読んでも、いつまでも新鮮な甘露

を味わうことができるのです。 
 

第第第第19節節節節                                                        é[q>aGavaNauvac 
hNTa  Tae k-QaiYaZYaaiMa idVYaa  ùaTMaiv>aUTaYa" ) 
Pa[aDaaNYaTa" ku-åé[eï NaaSTYaNTaae ivSTarSYa Mae )) 19 )) 
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çré-bhagavän uväca 

hanta te kathayiñyämi 

divyä hy ätma-vibhütayaù 

prädhänyataù kuru-çreñöha 

nästy anto vistarasya me 
 
 çré-bhagavän uväca— 最高人 格主神 が言った ; hanta— わか った ; te— あ なたに ; 

kathayiñyämi—私は語ろう; divyäù—神聖な; hi—確かに; ätma-vibhütayaù—個人的な富; 

prädhänyataù—主要なもの; kuru-çreñöha—クル家の最善なる者よ; na asti—〜はない; 

antaù—限り; vistarasya—〜の程度まで; me—私の。 
 
訳  最高人格主神が言いました。「よろしい。では、わたしの華麗な最高人格主神が言いました。「よろしい。では、わたしの華麗な最高人格主神が言いました。「よろしい。では、わたしの華麗な最高人格主神が言いました。「よろしい。では、わたしの華麗な様相様相様相様相について話そについて話そについて話そについて話そ

う。しかしアルジュナよ。う。しかしアルジュナよ。う。しかしアルジュナよ。う。しかしアルジュナよ。とくとくとくとくにおもだったものにとどめたい。わたしの富は無限だかにおもだったものにとどめたい。わたしの富は無限だかにおもだったものにとどめたい。わたしの富は無限だかにおもだったものにとどめたい。わたしの富は無限だか

らである」らである」らである」らである」 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナの偉大さと富を知りつくすことはできません。個々の魂の感覚に

は限界があり、クリシュナにかかわることには役に立ちません。それでも献愛者はなんとか

理解しようとするのですが、ある時期が来たら、ある状況になったらクリシュナを完全に理

解できると思っているわけではありません。決してそうではなく、クリシュナにまつわる話

題はひじょうに味わい深いため、献愛者には甘露のように思えるのです。これが献愛者の楽

しみ方です。純粋な献愛者たちは、クリシュナの富や力について語りあいながら崇高な喜び

を感じています。ですから、もっと聞きたい、もっと話し合いたい、と思うのです。主クリ

シュナは、生命体が主の富のすべてを理解できないことをよく知っています。ですから、自

分のさまざまな力の主要な様相だけを話すことに同意しました。この節のprädhänyataù（プ

ラーダハーニャタハ）「主要な」という言葉にはひじょうに重要な意味があります。主の様相は

無限であるため、至高主のおもだった冨しか理解できないからです。すべてを理解するのは

不可能だということです。またこの節のvibhüti（ヴィブフーティ）は、主が全現象界を支配して

いる富を指しています。『アマルカ・コーシャ』辞書では、ヴィブーティを「非凡な富」と

定義しています。 

 非人格論者や多神教者は至高主の非凡な富も、また主の神聖な力の表われについても理解

できません。物質界・精神界におけるさまざまな現象のなかに主の力がちりばめられていま

す。そしていまクリシュナが、ふつうの人間にも理解できるものについて説明しています。

主のさまざまな力がこれから説明されていきます。 
 



 

26 

 

第第第第20節節節節                                    AhMaaTMaa  Gau@ake-Xa  SavR>aUTaaXaYaiSQaTa" ) 
AhMaaidê MaDYa& c >aUTaaNaaMaNTa Wv c )) 20 )) 

 
aham ätmä guòäkeça 

sarva-bhütäçaya-sthitaù 

aham ädiç ca madhyaà ca 

bhütänäm anta eva ca 
 
 aham— 私 ; ätmä— 魂 ; guòäkeça— ア ル ジ ュ ナ よ ; sarva-bhüta— 全 生 命 体 の ; 

äçaya-sthitaù—心の中に位置している; aham—私は〜である; ädiù—根源者; ca—もまた; 

madhyam—中間; ca—; bhütänäm—全生命体の; antaù—終わり; eva—確かに; ca—そし

て。 
 
訳  アルジュナよ。わたしは至高の魂であり、全生命体の心臓のなかにいる。わたしはアルジュナよ。わたしは至高の魂であり、全生命体の心臓のなかにいる。わたしはアルジュナよ。わたしは至高の魂であり、全生命体の心臓のなかにいる。わたしはアルジュナよ。わたしは至高の魂であり、全生命体の心臓のなかにいる。わたしは

全生命体の始まり、中間、そして終わりであ全生命体の始まり、中間、そして終わりであ全生命体の始まり、中間、そして終わりであ全生命体の始まり、中間、そして終わりである。る。る。る。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節でアルジュナはグダーケーシャ（Guòäkeça）と呼ばれています。それ

は「眠りという暗闇を征服した者」という意味です。無知の暗闇で眠っている人々は、物質

界と精神界で最高人格主神がさまざまな形で表わされていることを理解できません。ですか

ら、クリシュナからアルジュナに向けて使われたこの言葉には重要な意味がこめられていま

す。アルジュナはそのような暗闇を超えた人物だからこそ、人格主神は自分のさまざまな富

について語ることに同意したのです。 

 主クリシュナは最初に、「わたしは、最初の拡張体で創造した全宇宙現象界の魂である」

とアルジュナに話しています。物質界が創られるまえ、至高主は、完全拡張体であるプルシ

ャ化身となり、その拡張体からすべてが始まりました。ですから、主はアートマー、すなわ

ち宇宙の物質要素であるマハトゥ・タットゥヴァの魂です。物質が創造の源ではありません。

マハー・ヴィシュヌが全物質の力・マハトゥ・タットゥヴァのなかに入ったのですから、マ

ハー・ヴィシュヌが魂なのです。主はマハー・ヴィシュヌとなって、宇宙現象界のなかに入

り、さらに生命体すべてのなかに至高の魂として入っていきます。肉体が生きているのは、

そのなかに精神的な火花・魂がいるからです。その火花がなければ肉体は成⻑しません。同

じように、物質現象界も至高の魂・クリシュナが入らなければ拡大しません。『スバーラ・

ウパニシャッド』がprakåty-ädi-sarva-bhütäntar-yämé sarva-çeñé ca näräyaëaùと言いま

す。「最高人格主神は至高の魂として、全宇宙現象界のなかに存在している」。３人のプル

シャ・アヴァターラについては『シュリーマド・バーガヴァタム』で、そして『サートゥヴ

ァタ・タントラ』でも述べられています。Viñëos tu tréëi rüpäëi puruñäkhyäny atho viduù
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「最高人格主神は３つの様相、すなわちカーラノーダカシャーイー・ヴィシュヌ、ガルボー

ダカシャーイー・ヴィシュヌ、クシーローダカシャーイー・ヴィシュヌとしてこの物質現象

界に存在している」。マハー・ヴィシュヌ（別名カーラノーダカシャーイー・ヴィシュヌ）

については『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第47節）でYaù käraëärëava-jale bhajati 

sma yoga-nidräm「至高主、クリシュナ、すべての原因の原因は、マハー・ヴィシュヌと

して宇宙の海に横たわっている」。この理由から、最高人格主神は物質宇宙の始まり、宇宙

現象界の維持者、そしてすべての現象世界の終わりと言えます。 

 

第第第第21節節節節                                    AaidTYaaNaaMah& ivZ<auJYaaeRiTaza& rivr&éuMaaNa( ) 
MarqicMaRåTaaMaiSMa   Na+a}aa<aaMah&   XaXaq )) 21 )) 

 
ädityänäm ahaà viñëur 

jyotiñäà ravir aàçumän 

marécir marutäm asmi 

nakñaträëäm ahaà çaçé 
 
 ädityänäm—アーディテャの; aham—私は〜である; viñëuù—至高主; jyotiñäm—すべて

の発光体の; raviù—太陽; aàçu-män—輝き; maréciù—マリーチ; marutäm—マルトゥの; 

asmi—私は〜である; nakñaträëäm—星々の; aham—私は〜である; çaçé—月。 
 
訳  わたしは、アーディテャたわたしは、アーディテャたわたしは、アーディテャたわたしは、アーディテャたちのなかのヴィシュヌ、発光体のなかでは輝く太陽、マちのなかのヴィシュヌ、発光体のなかでは輝く太陽、マちのなかのヴィシュヌ、発光体のなかでは輝く太陽、マちのなかのヴィシュヌ、発光体のなかでは輝く太陽、マ

ルトゥたちのなかのマリーチルトゥたちのなかのマリーチルトゥたちのなかのマリーチルトゥたちのなかのマリーチ（（（（Maréci））））、星々のなかの月である。、星々のなかの月である。、星々のなかの月である。、星々のなかの月である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     12人のアーディテャたちがおり、そのなかでクリシュナが筆頭者です。空に

輝く発光体のなかで太陽がその筆頭であり、『ブラフマ・サムヒター』では太陽が「至高主

のきらめき輝く目」と表現されています。空間には50種類の風が吹いており、その主宰神

であるマリーチはクリシュナを代表しています。 

 星々のなかで、月が夜もっともきわだつ存在であり、クリシュナを表わしています。この

節から、月もさまざまな星の１つであることがわかります。ですから、夜空にきらめいてい

る星々も太陽の光を反射しているのです。宇宙には多くの太陽が存在する、という説はヴェ

ーダ経典では認められていません。太陽は１つであり、その反射で月や星々が光っています。

『バガヴァッド・ギーター』がこの節で月は星々の１つである、と言っているのですから、

きらめいている星々は太陽ではなく、月と同じような存在です。 
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第第第第22節節節節                                vedaNaa& SaaMavedae_iSMa devaNaaMaiSMa vaSav" ) 
wiNd]Yaa<aa&  MaNaêaiSMa >aUTaaNaaMaiSMa ceTaNaa )) 22 )) 

 
vedänäà säma-vedo 'smi 

devänäm asmi väsavaù 

indriyäëäà manaç cäsmi 

bhütänäm asmi cetanä 
 
 vedänäm—全ヴェーダの; säma-vedaù—サーマ・ヴェーダ; asmi—私は〜である ; 

devänäm—全半神の中で; asmi—私は〜である; väsavaù—天界の王; indriyäëäm—全感覚

の中で; manaù—心; ca—もまた; asmi—私は〜である; bhütänäm—全生命体の; asmi—私

は〜である; cetanä—生命力。 
 
訳訳訳訳  ヴェーダのなかで、わたしはサーマ・ヴェーダである。半神たちのなかで、わたヴェーダのなかで、わたしはサーマ・ヴェーダである。半神たちのなかで、わたヴェーダのなかで、わたしはサーマ・ヴェーダである。半神たちのなかで、わたヴェーダのなかで、わたしはサーマ・ヴェーダである。半神たちのなかで、わた

しは天界の王インドラである。感覚のなかで、わたしは心である。生命体のなかで、わしは天界の王インドラである。感覚のなかで、わたしは心である。生命体のなかで、わしは天界の王インドラである。感覚のなかで、わたしは心である。生命体のなかで、わしは天界の王インドラである。感覚のなかで、わたしは心である。生命体のなかで、わ

たしは生命力（意識）である。たしは生命力（意識）である。たしは生命力（意識）である。たしは生命力（意識）である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     物質と精神の違いは、物質には生命体のような意識はない、という点にあり

ます。ですから、意識こそが最高かつ永遠です。意識は物質の結合によって作られたのでは

ありません。 

 

第第第第23節節節節                                åd]a<aa&  XaªrêaiSMa ivtaeXaae Ya+ar+aSaaMa( ) 
vSaUNaa& Paavk-êaiSMa Maeå" iXa%ir<aaMahMa( )) 23 )) 

 
rudräëäà çaìkaraç cäsmi 

vitteço yakña-rakñasäm 

vasünäà pävakaç cäsmi 

meruù çikhariëäm aham 
 
 rudräëäm—すべてのルドゥラ達の; çaìkaraù—主シヴァ; ca—もまた; asmi—私は〜で

ある; vitta-éçaù—半神たちの財宝の管理者; yakña-rakñasäm—ヤクシャとラークシャたち

の; vasünäm—ヴァス達の; pävakaù—火; ca—もまた; asmi—私は〜である; meruù—メー

ル; çikhariëäm—すべての山の中で; aham—私は〜である。 
 
訳訳訳訳  ルドゥラたちのなかで、わたしは主シヴァであり、ヤクシャとラークシャたちのルドゥラたちのなかで、わたしは主シヴァであり、ヤクシャとラークシャたちのルドゥラたちのなかで、わたしは主シヴァであり、ヤクシャとラークシャたちのルドゥラたちのなかで、わたしは主シヴァであり、ヤクシャとラークシャたちの

なかで、わたしは富の主人（クなかで、わたしは富の主人（クなかで、わたしは富の主人（クなかで、わたしは富の主人（クヴェーラ）であり、ヴァスたちのなかで、わたしは火（アヴェーラ）であり、ヴァスたちのなかで、わたしは火（アヴェーラ）であり、ヴァスたちのなかで、わたしは火（アヴェーラ）であり、ヴァスたちのなかで、わたしは火（ア
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グニ）であり、山々のなかで、わたしはメール山である。グニ）であり、山々のなかで、わたしはメール山である。グニ）であり、山々のなかで、わたしはメール山である。グニ）であり、山々のなかで、わたしはメール山である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     12人のルドゥラがおり、そのなかでシャンカラ、すなわち主シヴァは筆頭者

です。主シヴァは至高主の化身で、宇宙内の無知の様式を管理しています。ヤクシャとラー

クシャたちの指導者はクヴェーラで、半神たちの財宝を管理しており、至高主を表わす存在

です。メール山は豊かな資源で名高い山です。 

 

第第第第24節節節節                            PauraeDaSaa& c Mau:Ya& Maa& iviÖ PaaQaR b*hSPaiTaMa( ) 
SaeNaaNaqNaaMah&   Sk-Nd"  SarSaaMaiSMa   SaaGar" )) 24 )) 

 
purodhasäà ca mukhyaà mäà 

viddhi pärtha båhaspatim 

senänénäm ahaà skandaù 

sarasäm asmi sägaraù 
 
 purodhasäm—すべての僧侶達の ; ca—もまた ; mukhyam—筆頭者 ; mäm—私を ; 

viddhi—理解する; pärtha—プリターの子よ; båhaspatim—ブリハスパティ; senänénäm—

すべての指揮者の中で; aham—私は〜である; skandaù—カールティケーヤ; sarasäm—す

べての水源の中で; asmi—私は〜である; sägaraù—海。 
 
訳訳訳訳  アルジュナよ。わたしは、僧侶たちの筆頭者のブリハスパティである。将軍のなアルジュナよ。わたしは、僧侶たちの筆頭者のブリハスパティである。将軍のなアルジュナよ。わたしは、僧侶たちの筆頭者のブリハスパティである。将軍のなアルジュナよ。わたしは、僧侶たちの筆頭者のブリハスパティである。将軍のな

かではカールティケーヤ、水の集合体のなかで、わたしは海である。かではカールティケーヤ、水の集合体のなかで、わたしは海である。かではカールティケーヤ、水の集合体のなかで、わたしは海である。かではカールティケーヤ、水の集合体のなかで、わたしは海である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        インドラは、天国の惑星に住む半神たちの筆頭者です。インドラが住む惑星

をインドラローカといいます。ブリハスパティはインドラの僧侶で、すべての僧侶の筆頭者

です。そしてインドラがすべての王の筆頭者であるように、パールヴァティーと主シヴァの

子息であるカールティケーヤ（別名スカンダ）は軍人の指揮官の筆頭者です。また、水の集

合体のなかでも海はもっとも巨大です。主クリシュナを象徴するこれらの代表者は、主の偉

大さの一部をしめしているにすぎません。 

 

第第第第25節節節節                                Mahzs<aa&    >a*Gaurh&    iGaraMaSMYaek-Ma+arMa( ) 
YajaNaa& JaPaYajae_iSMa SQaavra<aa&  ihMaal/Ya" )) 25 )) 

 
maharñéëäà bhågur ahaà 

giräm asmy ekam akñaram 
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yajïänäà japa-yajïo 'smi 

sthävaräëäà himälayaù 
 
 mahä-åñéëäm—偉大な聖者達の中で; bhåguù—ブリグ; aham—私は〜である; giräm—

音の響きの中で; asmi—私は〜である; ekam akñaram—プラナヴァ; yajïänäm—儀式の; 

japa-yajïaù—吟唱; asmi—私は〜である; sthävaräëäm—不動の物の中で; himälayaù—ヒ

マラヤ山脈。 
 
訳訳訳訳  偉大な聖者たちのなかで、わたしはブリグ（偉大な聖者たちのなかで、わたしはブリグ（偉大な聖者たちのなかで、わたしはブリグ（偉大な聖者たちのなかで、わたしはブリグ（Bhågu）である。音の響きのなかで、）である。音の響きのなかで、）である。音の響きのなかで、）である。音の響きのなかで、

わたしは崇高なオーム（わたしは崇高なオーム（わたしは崇高なオーム（わたしは崇高なオーム（oà）である。儀式のなかで、わたしは聖なる名前の吟唱（ジャ）である。儀式のなかで、わたしは聖なる名前の吟唱（ジャ）である。儀式のなかで、わたしは聖なる名前の吟唱（ジャ）である。儀式のなかで、わたしは聖なる名前の吟唱（ジャ

パ・パ・パ・パ・japa）、そして動かないもののなかで、わたしはヒマラヤ山脈である。）、そして動かないもののなかで、わたしはヒマラヤ山脈である。）、そして動かないもののなかで、わたしはヒマラヤ山脈である。）、そして動かないもののなかで、わたしはヒマラヤ山脈である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     宇宙で最初に創造された生命体ブラフマーは、多種多様な生物種を繁殖させ

るために子息たちを創造しました。そのなかにブリグという強大な精神的力を持つ聖者がい

ます。超越的な振動のなかで、オーム（oàkära・オームカーラ）はクリシュナを表わして

います。すべての儀式のなかで、ハレー・クリシュナの吟唱――ハレー クリシュナ、ハレ

ー クリシュナ、クリシュナ クリシュナ、ハレー ハレー／ハレー ラーマ、ハレー ラーマ、

ラーマ ラーマ、ハレー ハレー――はクリシュナのもっとも純粋な表われです。動物の供儀

祭が勧められることがありますが、ハレー・クリシュナを唱える儀式は、暴力とはなんのか

かわりもありません。もっともかんたんで純粋な方法です。世界にある崇高なものはすべて

クリシュナを表わしています。ですから、世界最高峰の山々が連なるヒマラヤ山脈もクリシ

ュナを表わしています。メールという名の山がこの節で述べられていますが、この山は動く

ことがありますが、ヒマラヤ山脈は不動です。ですから、ヒマラヤ山脈はメール山よりも偉

大な存在です。 

 

第第第第26節節節節                                AìTQa"  SavRv*+aa<aa&  devzs<aa&  c Naard" ) 
GaNDavaR<aa& ic}arQa" iSaÖaNaa& k-iPal/ae MauiNa" )) 26 )) 

 
açvatthaù sarva-våkñäëäà 

devarñéëäà ca näradaù 

gandharväëäà citrarathaù 

siddhänäà kapilo muniù 
 
 açvatthaù—菩提樹; sarva-våkñäëäm—すべての木の中で; deva-åñéëäm—半神達のなか

の大聖者たち全員の; ca—そして; näradaù—ナーラダ; gandharväëäm—ガンダルヴァ惑
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星の住⺠達の ; citrarathaù—チトゥラタタ ; siddhänäm—完成を達成した人々全員の; 

kapilaù muniù—カピラ・ムニ。 
 
訳訳訳訳  すべての木々のなかで、わたしは菩提樹であり、半神すべての木々のなかで、わたしは菩提樹であり、半神すべての木々のなかで、わたしは菩提樹であり、半神すべての木々のなかで、わたしは菩提樹であり、半神たちたちたちたちのののの聖者のなかでは、わ聖者のなかでは、わ聖者のなかでは、わ聖者のなかでは、わ

たしはナーラダである。ガンダルヴァたちのなかで、わたしはチトゥラタタであり、完たしはナーラダである。ガンダルヴァたちのなかで、わたしはチトゥラタタであり、完たしはナーラダである。ガンダルヴァたちのなかで、わたしはチトゥラタタであり、完たしはナーラダである。ガンダルヴァたちのなかで、わたしはチトゥラタタであり、完

成を達成した魂のなかで、わたしは聖者カピラである。成を達成した魂のなかで、わたしは聖者カピラである。成を達成した魂のなかで、わたしは聖者カピラである。成を達成した魂のなかで、わたしは聖者カピラである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     菩提樹（açvattha・アシュヴァッタハ）は、もっとも高くて美しい木であり、イン

ドの人々は毎朝の儀式の一つとしてその木をよく崇拝しています。半神たちは、宇宙でもっ

とも偉大な献愛者としてナーラダを崇拝しています。ですから、ナーラダは献愛者としての

クリシュナの表われです。ガンダルヴァ惑星は、えもいわれぬ声で歌う生命体たちにあふれ、

なかでもチトゥラタタがもっとも優れた歌手です。完璧な生命体のなかでも、デーヴァフー

ティの子息であるカピラがクリシュナの代表者です。クリシュナの化身であり、その哲学は

『シュリーマド・バーガヴァタム』のなかで述べられています。のちに、別のカピラが知ら

れるようになりましたが、このカピラの哲学は無神論です。ですから、二人のカピラのあい

だには大きな違いがあります。 

 

第第第第27節節節節                                    oÀE"é[vSaMaìaNaa&   iviÖ  MaaMaMa*TaaeÙvMa( ) 
WeravTa& GaJaeNd]a<aa& Nara<aa& c  NaraiDaPaMa( )) 27 )) 

 
uccaiùçravasam açvänäà 

viddhi mäm amåtodbhavam 

airävataà gajendräëäà 

naräëäà ca narädhipam 
 
 uccaiùçravasam—ウッチャイフシュラヴァー; açvänäm—馬の中で; viddhi—知ってい

る; mäm—私を; amåta-udbhavam—海をかき回して作り出された; airävatam—アイラー

ヴ ァ タ ; gaja-indräëäm— 威 厳 な 象 達 の ; naräëäm— 人 類 の 中 で ; ca— そ し て ; 

nara-adhipam—王。 
 
訳訳訳訳  馬のなかでは、甘露を得るために海をかき回していたときに作りだされたウッチ馬のなかでは、甘露を得るために海をかき回していたときに作りだされたウッチ馬のなかでは、甘露を得るために海をかき回していたときに作りだされたウッチ馬のなかでは、甘露を得るために海をかき回していたときに作りだされたウッチ

ャイフシュラヴァーがわたしであることを知れ。威風堂々たる象のなかで、わたしはアャイフシュラヴァーがわたしであることを知れ。威風堂々たる象のなかで、わたしはアャイフシュラヴァーがわたしであることを知れ。威風堂々たる象のなかで、わたしはアャイフシュラヴァーがわたしであることを知れ。威風堂々たる象のなかで、わたしはア

イラーヴァイラーヴァイラーヴァイラーヴァタであり、人類のなかで、わたしは君主である。タであり、人類のなかで、わたしは君主である。タであり、人類のなかで、わたしは君主である。タであり、人類のなかで、わたしは君主である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  献愛者の半神たちと悪魔たち（アスラ）が海をかき回したことがあります。
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その結果、甘露と毒が同時に作られ、主シヴァがその毒を飲みほしました。甘露からは多く

の生物が作られましたが、そのなかにウッチャイフシュラヴァーという馬がいます。甘露か

らは別の動物が作られており、それがアイラーヴァタという名の象です。この２種類の動物

は甘露から作られたことで、特別な重要性をそなえており、それはクリシュナの表われでも

あります。 

 人類のなかで、王はクリシュナの代表者とされています。クリシュナが宇宙の維持者であ

り、神聖な特質をそなえているために任命される王も、国の維持者とされているからです。

マハーラージャ・ユディシュティラ、マハーラージャ・プリトゥ、主ラーマは、正義の王で

あり、市⺠の幸せをいつも考えていました。ヴェーダ経典では、王は神の代表者と考えられ

ています。いまでは宗教原則が衰退した結果、君主政治も腐敗し、やがて廃止されました。

しかし昔の人々は、現代の王をはるかに優れた正義の王に守られて幸せに生きていたのです。 
 

第第第第28節節節節                                AaYauDaaNaaMah&  vJa]&  DaeNaUNaaMaiSMa k-aMaDauk(- ) 
Pa[JaNaêaiSMa k-NdPaR" SaPaaR<aaMaiSMa vaSauik-" )) 28 )) 

 
äyudhänäm ahaà vajraà 

dhenünäm asmi kämadhuk 

prajanaç cäsmi kandarpaù 

sarpäëäm asmi väsukiù 
 
 äyudhänäm—あらゆる武器の; aham—私は〜である; vajram—雷; dhenünäm—牛の; 

asmi—私は〜である; käma-dhuk—スラビ牛; prajanaù—子をもうける原因; ca—そして; 

asmi— 私 は 〜 で あ る ; kandarpaù— 天 使 ; sarpäëäm— 蛇 の ; asmi— 私 は 〜 で あ る ; 

väsukiù—ヴァースキ。 
 
訳訳訳訳  武器のなかで、わたしは雷である。牛のなかで、わたしはスラビ牛である。生殖武器のなかで、わたしは雷である。牛のなかで、わたしはスラビ牛である。生殖武器のなかで、わたしは雷である。牛のなかで、わたしはスラビ牛である。生殖武器のなかで、わたしは雷である。牛のなかで、わたしはスラビ牛である。生殖

の神で、わたしは愛の神カンダルパ、蛇のなかで、わたしはヴァースキである。の神で、わたしは愛の神カンダルパ、蛇のなかで、わたしはヴァースキである。の神で、わたしは愛の神カンダルパ、蛇のなかで、わたしはヴァースキである。の神で、わたしは愛の神カンダルパ、蛇のなかで、わたしはヴァースキである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     雷は無敵の武器であり、クリシュナの力を表わしています。精神界のクリシ

ュナローカには、いつでも牛乳を出すスラビ牛がおり、欲しいだけの牛乳を搾ることができ

ます。もちろん、物質界にそのような牛はいませんが、クリシュナローカにはいます。主は

無数のスラビ牛を飼い、養っていた、とヴェーダ経典で述べられています。カンダルパは優

れた子どもをもうけるための性欲であり、そのためクリシュナの表われです。性交はよく感

覚満足だけのためにおこなわれますが、それはクリシュナを表わしているとは言えません。

しかし、優れた子を作るための性交をカンダルパといい、クリシュナを表わしています。 
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第第第第29節節節節                                    ANaNTaêaiSMa NaaGaaNaa& vå<aae YaadSaaMahMa( ) 
iPaTa›<aaMaYaRMaa  caiSMa  YaMa"  Sa&YaMaTaaMahMa( )) 29 )) 

 
anantaç cäsmi nägänäà 

varuëo yädasäm aham 

pitèëäm aryamä cäsmi 

yamaù saàyamatäm aham 
 
 anantaù—アナンタ; ca—もまた; asmi—私は〜である; nägänäm—多くの鎌首を持つ蛇

の ; varuëaù—水を支配する半神 ; yädasäm—全水生動物の ; aham—私は〜である ; 

pitèëäm—祖先の; aryamä—アリャマー; ca—もまた; asmi—私は〜である; yamaù—死の

支配者; saàyamatäm—全管理者の; aham—私は〜である。 
 
訳訳訳訳  無数の鎌首を持つナーガのなかで、わたしはアナンタであり、水生動物のなかで、無数の鎌首を持つナーガのなかで、わたしはアナンタであり、水生動物のなかで、無数の鎌首を持つナーガのなかで、わたしはアナンタであり、水生動物のなかで、無数の鎌首を持つナーガのなかで、わたしはアナンタであり、水生動物のなかで、

わたしは半神ヴァルナである。いにしえの祖先のなかで、わたしはアリャマーであり、わたしは半神ヴァルナである。いにしえの祖先のなかで、わたしはアリャマーであり、わたしは半神ヴァルナである。いにしえの祖先のなかで、わたしはアリャマーであり、わたしは半神ヴァルナである。いにしえの祖先のなかで、わたしはアリャマーであり、

法の執行者のなかで、わ法の執行者のなかで、わ法の執行者のなかで、わ法の執行者のなかで、わたしは死の神ヤマである。たしは死の神ヤマである。たしは死の神ヤマである。たしは死の神ヤマである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     数多くの鎌首を持つナーガ蛇のなかではアナンタが最大級で、ヴァルナも水

性動物のなかで最大級の半神です。どちらもクリシュナを表わしています。ピター・祖先た

ちが住む惑星があり、クリシュナを表わすアリャマーによって治められています。犯罪者を

罰する生命体が数多くいますが、その第一人者がヤマです。ヤマは地球の近くにある惑星に

住んでいます。ひじょうに罪な者たちは死後そこに送られ、ヤマがさまざまな罰をくだしま

す。 

 

第第第第30節節節節                                Pa[úadêaiSMa dETYaaNaa& k-al/" k-l/YaTaaMahMa( ) 
Ma*Gaa<aa&  c Ma*GaeNd]ae_h& vENaTaeYaê  Pai+a<aaMa( )) 30 )) 

 
prahlädaç cäsmi daityänäà 

kälaù kalayatäm aham 

mågäëäà ca mågendro 'haà 

vainateyaç ca pakñiëäm 
 
 prahlädaù—プラフラーダ; ca—もまた; asmi—私は〜である; daityänäm—悪魔達の; 

kälaù—時; kalayatäm—征服者達の; aham—私は〜である; mågäëäm—動物の; ca—そし

て; måga-indraù—ライオン; aham—私は〜である; vainateyaù—ガルダ; ca—もまた; 
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pakñiëäm—鳥の。 
 
訳訳訳訳  ダイテャ悪魔のなかで、わたしは献愛者プラフラーダ、征服者のなかで、わたしダイテャ悪魔のなかで、わたしは献愛者プラフラーダ、征服者のなかで、わたしダイテャ悪魔のなかで、わたしは献愛者プラフラーダ、征服者のなかで、わたしダイテャ悪魔のなかで、わたしは献愛者プラフラーダ、征服者のなかで、わたし

は時、野獣のなかで、わたしはライオン、鳥のなかで、わたしはガルダである。は時、野獣のなかで、わたしはライオン、鳥のなかで、わたしはガルダである。は時、野獣のなかで、わたしはライオン、鳥のなかで、わたしはガルダである。は時、野獣のなかで、わたしはライオン、鳥のなかで、わたしはガルダである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ディティとアディティは姉妹です。アディティの子息たちをアーディテャと

いい、ディティの子息たちをダイテャといいます。アーディテャはすべて主の献愛者で、ダ

イテャは無神論者です。プラフラーダはダイテャの家系に誕生したのですが、幼いころから

偉大な献愛者でした。その献愛奉仕と神聖な気質ゆえに、プラフラーダはクリシュナの代表

者とされています。 

 征服する原理は多くありますが、「時」は物質宇宙にあるすべてを衰退させるため、クリ

シュナを表わしています。多くの動物のなかで、ライオンはもっとも力強くまた獰猛であり、

100万種いる鳥のなかで主ヴィシュヌを運ぶ鳥ガルダはもっとも優れています。 
 

第第第第31節節節節                                    PavNa"  PavTaaMaiSMa  raMa"  Xañ>a*TaaMahMa( ) 
‡za<aa& Mak-rêaiSMa óaeTaSaaMaiSMa Jaaövq )) 31 )) 

 
pavanaù pavatäm asmi 

rämaù çastra-bhåtäm aham 

jhañäëäà makaraç cäsmi 

srotasäm asmi jähnavé 
 
 pavanaù—風; pavatäm—浄化するものすべての; asmi—私は〜である; rämaù—ラーマ; 

çastra-bhåtäm—武器を手にする者の中で; aham—私は〜である; jhañäëäm—すべての魚

の; makaraù—鮫; ca—もまた; asmi—私は〜である; srotasäm—流れる川の; asmi—私は

〜である; jähnavé—ガンジス川。 
 
訳訳訳訳  浄化させるもののなかで、わたしは風、武器を駆使する者のなかで、わたしはラ浄化させるもののなかで、わたしは風、武器を駆使する者のなかで、わたしはラ浄化させるもののなかで、わたしは風、武器を駆使する者のなかで、わたしはラ浄化させるもののなかで、わたしは風、武器を駆使する者のなかで、わたしはラ

ーマ、魚のなかで、わたしは鮫、流れる川のなかで、わたしはガンジス川である。ーマ、魚のなかで、わたしは鮫、流れる川のなかで、わたしはガンジス川である。ーマ、魚のなかで、わたしは鮫、流れる川のなかで、わたしはガンジス川である。ーマ、魚のなかで、わたしは鮫、流れる川のなかで、わたしはガンジス川である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     水性動物のなかで鮫は最大で、人間にとってはまぎれもなくもっとも危険な

存在です。そのため、鮫はクリシュナを表わす生物です。 
 

第第第第32節節節節                                    SaGaaR<aaMaaidrNTaê    MaDYa&   cEvahMaJauRNa ) 
ADYaaTMaivÛa ivÛaNaa& vad"  Pa[vdTaaMahMa( )) 32 )) 
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sargäëäm ädir antaç ca 

madhyaà caiväham arjuna 

adhyätma-vidyä vidyänäà 

vädaù pravadatäm aham 
 
 sargäëäm—全創造物の; ädiù—始まり; antaù—終わり; ca—そして; madhyam—中間; 

ca— も ま た ; eva— 確 か に ; aham— 私 は 〜 で あ る ; arjuna— ア ル ジ ュ ナ よ ; 

adhyätma-vidyä— 精 神 的 知 識 ; vidyänäm— あ ら ゆ る 教 育 の ; vädaù— 自 然 な 結 論 ; 

pravadatäm—議論の; aham—私は〜である。 
 
訳訳訳訳  アルジュナよ。あらゆる創造物のなかアルジュナよ。あらゆる創造物のなかアルジュナよ。あらゆる創造物のなかアルジュナよ。あらゆる創造物のなかで、わたしは始まりと終わり、そして中間で、わたしは始まりと終わり、そして中間で、わたしは始まりと終わり、そして中間で、わたしは始まりと終わり、そして中間

でもある。あらゆる科学のなかで、わたしは自己に関する精神的科学であり、論理学者でもある。あらゆる科学のなかで、わたしは自己に関する精神的科学であり、論理学者でもある。あらゆる科学のなかで、わたしは自己に関する精神的科学であり、論理学者でもある。あらゆる科学のなかで、わたしは自己に関する精神的科学であり、論理学者

のなかで、わたしは結論的真理である。のなかで、わたしは結論的真理である。のなかで、わたしは結論的真理である。のなかで、わたしは結論的真理である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     創造されたもののなかで、最初に作りだされるのは全物質要素です。先に説

明したように、宇宙現象界はマハー・ヴィシュヌ、ガルボーダカシャーイー・ヴィシュヌ、

クシーローダカシャーイー・ヴィシュヌによって創造・管理され、やがてふたたび主シヴァ

によって破壊されます。ブラフマーは２番目の創造者です。この創造・維持・破壊を担当す

る代理者は至高主の物質管理の化身です。これが、主が全創造界の始まり、中間、終わりと

呼ばれるゆえんです。 

 高度な教育のためにさまざまな知識の書物があり、それは４つのヴェーダ、さらにその６

種類の補足書、『ヴェーダンタ・スートラ』、理論書、宗教書、プラーナなどがあります。

教育書には合わせて14分野あります。そのなかで、adhyätma-vidyä（アデャートゥマ・ヴィデャ

ー）・精神的知識を提供する書物――すなわち『ヴェーダンタ・スートラ』――はクリシュ

ナを表わしています。 

 論理学者のあいだではさまざまな議論がおこなわれています。自分の論点について証拠を

挙げて支持し、同時にその論点が相手をも支持するものをジャルパ（jalpa）といいます。

論争する相手を打破するものをヴィダンダー（vitaëòä）といいます。しかし、真実の結論

をヴァーダ（väda）といいます。この結論的真理がクリシュナを表わしています。 
 

第第第第33節節節節                                A+ara<aaMak-arae_iSMa ÜNÜ" SaaMaaiSak-SYa c ) 
AhMaeva+aYa"  k-al/ae  DaaTaah&   ivìTaaeMau%" )) 33 )) 

 
akñaräëäm a-käro 'smi 

dvandvaù sämäsikasya ca 
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aham eväkñayaù kälo 

dhätähaà viçvato-mukhaù 
 
 akñaräëäm—文字の; a-käraù—最初の文字; asmi—私は〜である; dvandvaù—複合語; 

sämäsikasya—複合の; ca—そして; aham—私は〜である; eva—確かに; akñayaù—永遠な; 

kälaù—時; dhätä—創造者; aham—私は〜である; viçvataù-mukhaù—ブラフマー。 
 
訳訳訳訳  文字のなかで、わたしは文字のなかで、わたしは文字のなかで、わたしは文字のなかで、わたしはＡＡＡＡ（ア）（ア）（ア）（ア）であり、複合語のなかで、わたしは二重語であであり、複合語のなかで、わたしは二重語であであり、複合語のなかで、わたしは二重語であであり、複合語のなかで、わたしは二重語であ

る。わたしは無限の「時」であり、創造者のなかで、わたしはブラフマーである。る。わたしは無限の「時」であり、創造者のなかで、わたしはブラフマーである。る。わたしは無限の「時」であり、創造者のなかで、わたしはブラフマーである。る。わたしは無限の「時」であり、創造者のなかで、わたしはブラフマーである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     A-kära （ア・カーラ）というサンスクリット語アルファベットの最初の単語は、

ヴェーダ経典の始まりです。ア・カーラがなければなにも発音できません。ですから、a（ア）

は音の始まりです。サンスクリット語にも多くの合成語があり、たとえばräma-kåñëa（ラー

マ・クリシュナ）がそれで、これはdvandva（ドゥヴァンドゥヴァ）と呼ばれます。この合成のなか

で、ラーマとクリシュナは同じ形をしており、そのためその合成語は二重語と呼ばれます。 

 殺戮者のなかで、時が究極の殺戮者です。時がすべてを滅ぼすからです。時の流れととも

にすさまじい火が発生し、すべては破壊されるため、時はクリシュナの表われです。 

 創造者でもある生命体のなかで、４つの頭を持つブラフマーが筆頭者です。ですから、ブ

ラフマーは至高主・クリシュナの代表者です。 
 

第第第第34節節節節                            Ma*TYau"    SavRhrêahMauÙvê     >aivZYaTaaMa( ) 
k-IiTaR" é[qvaRKc Naarq<aa& SMa*iTaMaeRDaa Da*iTa" +aMaa )) 34 )) 

 
måtyuù sarva-haraç cäham 

udbhavaç ca bhaviñyatäm 

kértiù çrér väk ca näréëäà 

småtir medhä dhåtiù kñamä 
 
 måtyuù—死 ; sarva-haraù—すべてを滅ぼす ; ca—もまた ; aham—私は〜である ; 

udbhavaù—発生; ca—もまた; bhaviñyatäm—未来の現象物の; kértiù—名声; çréù—冨ある

いは美しさ; väk—巧みな話術; ca—もまた; näréëäm—女性の; småtiù—記憶; medhä—知

性; dhåtiù—堅固さ; kñamä—忍耐心。 
 
訳訳訳訳  わたしはすべてわたしはすべてわたしはすべてわたしはすべてをををを滅ぼす死であり、まだ現われていないものすべての発生原理で滅ぼす死であり、まだ現われていないものすべての発生原理で滅ぼす死であり、まだ現われていないものすべての発生原理で滅ぼす死であり、まだ現われていないものすべての発生原理で

ある。女性のなかで、わたしは名声、幸運、巧みな話術、記憶、知性、着実さ、忍耐心ある。女性のなかで、わたしは名声、幸運、巧みな話術、記憶、知性、着実さ、忍耐心ある。女性のなかで、わたしは名声、幸運、巧みな話術、記憶、知性、着実さ、忍耐心ある。女性のなかで、わたしは名声、幸運、巧みな話術、記憶、知性、着実さ、忍耐心

である。である。である。である。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  人は産まれた瞬間から死に始めています。こうして死は全生物を毎瞬間滅ぼ

しているのですが、最後の一撃が「死」と呼ばれます。その死がクリシュナです。未来の成

⻑に関しては、生物は６つの変化を通過します。生まれ、成⻑し、しばらくそのままとどま

り、繁殖させ、縮小し、そして消えていきます。この変化のなかで、最初は胎内からの出産

であり、それがクリシュナです。最初の発生が、未来の活動の始まりです。 

 ７種類の冨――名声、幸運、巧みな話術、記憶、知性、堅固さ、忍耐心――について挙げ

られていますが、これは女性特有の質とされています。そのすべて、あるいは一部をそなえ

ている人物は誉れ高い存在になります。正義の人物として知られるようになれば、その人は

栄光ある人として讃えられます。サンスクリット語は完璧な言語であり、ゆえに栄光に満ち

ています。なにかを研究し、その主題を思いだすことができれば、その人は優れた記憶力・

スムリティ（småti）をさずかっています。そして、さまざまな主題を含む書物を読む能力

だけではなく、その内容を理解し、必要なときに適用できる人物は、それは知性という別の

冨に恵まれている、ということです。不安定さを克服する能力は安定・堅固さ（dhåti・ド

ゥリティ）と呼ばれます。そして、優れた質を完璧にそなえ、同時に謙虚で温和な気質をそ

なえ、悲しみのなかでも歓喜のなかでも心が安定している人物は、忍耐心（kñamä・クシ

ャマー）という冨をそなえています。 
 

第第第第35節節節節                                b*hTSaaMa TaQaa SaaMana& GaaYa}aq ^NdSaaMahMa( ) 
MaaSaaNaa&   MaaGaRXaqzaeR_hMa*TaUNaa&   ku-SauMaak-r" )) 35 )) 

 
båhat-säma tathä sämnäà 

gäyatré chandasäm aham 

mäsänäà märga-çérño 'ham 

åtünäà kusumäkaraù 
 
 båhat-säma—『ブリハトゥ・サーマ』; tathä—もまた; sämnäm—サーマ・ヴェーダの歌

の; gäyatré—カーヤトゥリー聖歌; chandasäm—すべての詩歌の; aham—私は〜である; 

mäsänäm—（暦の）月の ; märga-çérñaù—11月から12月の月 ; aham—私は〜である ; 

åtünäm—すべての季節の; kusuma-äkaraù—春。 
 
訳訳訳訳  サーマ・ヴェーダの聖歌のなかで、わたしは『ブリハトゥ・サーマ』であり、詩サーマ・ヴェーダの聖歌のなかで、わたしは『ブリハトゥ・サーマ』であり、詩サーマ・ヴェーダの聖歌のなかで、わたしは『ブリハトゥ・サーマ』であり、詩サーマ・ヴェーダの聖歌のなかで、わたしは『ブリハトゥ・サーマ』であり、詩

歌のなかで、わたしはガーヤトゥリー（歌のなかで、わたしはガーヤトゥリー（歌のなかで、わたしはガーヤトゥリー（歌のなかで、わたしはガーヤトゥリー（Gäyatré）である。月のなかで、わたしはマール）である。月のなかで、わたしはマール）である。月のなかで、わたしはマール）である。月のなかで、わたしはマール

ガシールシャ（ガシールシャ（ガシールシャ（ガシールシャ（11111111月から月から月から月から12121212月月月月）であり、季節のなかで、わたしは花咲きみだれる春であ）であり、季節のなかで、わたしは花咲きみだれる春であ）であり、季節のなかで、わたしは花咲きみだれる春であ）であり、季節のなかで、わたしは花咲きみだれる春であ

る。る。る。る。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     すべてのヴェーダのなかで、主はサーマ・ヴェーダである、とすでに説明さ

れました。サーマ・ヴェーダはさまざまな半神たちによって歌われる甘露な曲が収められて

います。その１つが『ブリハトゥ・サーマ』で、妙なるメロディで、そして真夜中に歌われ

ています。 

 サンスクリット語では韻を整える明確な決まりがあります。その韻文や韻律は、現代の詩

とは違い、気まぐれに書かれているのではありません。規則だてられた韻文であるガーヤト

ゥリー・マントラは正しい資格をそなえたブラーフマナに唱えられ、もっとも優れています。

ガーヤトゥリー・マントラは『シュリーマド・バーガヴァタム』でも言及されています。神

を悟るためにとくに用意されているため、至高主を表わしています。このマントラは、精神

的に高められた人々のために特別に用意されており、その吟唱をきわめた人物は主の超越的

な境地に入っていくことができます。ガーヤトゥリー・マントラを唱えるには、まず物質自

然界の徳の様式という完璧な境地にいる気質をそなえなくてはなりません。このマントラは

ヴェーダ文化ではひじょうに重要な位置をしめており、ブラフマンの音の権化とされていま

す。ブラフマーがその伝授者であり、師弟継承をとおして受け継がれてきました。 

 11月と12月の期間は年間をとおして最善の月とされています。それは、インドでは穀物

がこの時期に田畑で収穫され、人々が幸福感を味わえるからです。もちろん春はだれにでも

好まれている季節です。暑すぎることも寒すぎることもなく、花は咲きみだれ、木も成⻑し

ます。春になれば、クリシュナの崇高な娯楽を祝う行事が数多くおこなわれます。四季のな

かでもっとも喜ばしい季節であり、それが至高主・クリシュナを表わしています。 
 

第第第第36節節節節                            ÛUTa&    ^l/YaTaaMaiSMa    TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( ) 
JaYaae_iSMa VYavSaaYaae_iSMa Satv&  SatvvTaaMahMa( )) 36 )) 

 
dyütaà chalayatäm asmi 

tejas tejasvinäm aham 

jayo 'smi vyavasäyo 'smi 

sattvaà sattvavatäm aham 
 
    dyütam—賭博; chalayatäm—あらゆる詐欺のなかで; asmi—私は〜である; tejaù—輝き; 

tejasvinäm—輝くものすべての; aham—私は〜である; jayaù—勝利; asmi—私は〜である; 

vyavasäyaù—企てあるいは冒険; asmi—私は〜である; sattvam—力; sattva-vatäm—強者

の; aham—私は〜である。 
 
訳訳訳訳  わたしは、詐欺のなかの賭博であり、華麗なもののなかで、わたしはその華麗さわたしは、詐欺のなかの賭博であり、華麗なもののなかで、わたしはその華麗さわたしは、詐欺のなかの賭博であり、華麗なもののなかで、わたしはその華麗さわたしは、詐欺のなかの賭博であり、華麗なもののなかで、わたしはその華麗さ

である。わたしは勝利、冒険、強き者の強さである。である。わたしは勝利、冒険、強き者の強さである。である。わたしは勝利、冒険、強き者の強さである。である。わたしは勝利、冒険、強き者の強さである。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     宇宙全体にあらゆる種類の詐欺師がいます。騙す方法のなかでも、賭博がそ

の筆頭であり、ゆえにクリシュナを表わしています。クリシュナは至高者ですから、だれよ

りも人を騙すことに⻑けています。クリシュナがだれかを騙す相手として選ぶと、だれもク

リシュナより上手な騙し方ができる者はいません。主の偉大さは一面に限られるのではなく、

あらゆる面に及びます。 

 主は勝者の勝利です。主は輝くもののなかのその輝きです。独創的なものや勤勉なものの

なかで、主はもっとも独創的で勤勉です。クリシュナが地上にいたころ、だれも主の力を凌

ぐことはできませんでした。幼い子どもでありながら、ゴーヴァルダナの丘を持ちあげてい

ます。人を騙すことでだれも主を凌ぐことはできず、華麗さでも主を凌ぐことはできず、勝

利においてだれも主を凌ぐことはできず、冒険心においてだれも主を凌ぐことはできず、そ

して力においてだれも主を凌ぐことはできません。 
 

第第第第37節節節節                                    v*Z<aqNaa& vaSaudevae_iSMa Paa<@vaNaa& DaNaÅYa" ) 
MauNaqNaaMaPYah&  VYaaSa"  k-vqNaaMauXaNaa k-iv" )) 37 )) 

 
våñëénäà väsudevo 'smi 

päëòavänäà dhanaïjayaù 

munénäm apy ahaà vyäsaù 

kavénäm uçanä kaviù 
 
 våñëénäm—ヴリシュニの末裔の ; väsudevaù—ドゥヴァーラカーでのクリシュナ ; 

asmi—私は〜である ; päëòavänäm—パーンダヴァ達の ; dhanaïjayaù—アルジュナ ; 

munénäm—聖者達の; api—もまた; aham—私は〜である; vyäsaù—ヴャーサ、すべてのヴ

ェーダ経典の編纂者; kavénäm—偉大な思想家達全員の; uçanä—ウシャナー; kaviù—思想

家。 
 
訳訳訳訳  ヴリシュヴリシュヴリシュヴリシュニニニニの末裔のなかで、わたしはヴァースデーヴァであり、パーンダヴァ家の末裔のなかで、わたしはヴァースデーヴァであり、パーンダヴァ家の末裔のなかで、わたしはヴァースデーヴァであり、パーンダヴァ家の末裔のなかで、わたしはヴァースデーヴァであり、パーンダヴァ家

のなかで、わたしはアルジュナである。聖者たちのなかで、わたしはヴャーサであのなかで、わたしはアルジュナである。聖者たちのなかで、わたしはヴャーサであのなかで、わたしはアルジュナである。聖者たちのなかで、わたしはヴャーサであのなかで、わたしはアルジュナである。聖者たちのなかで、わたしはヴャーサであり、り、り、り、

偉大な思想家のなかでわたしはウシャナーである。偉大な思想家のなかでわたしはウシャナーである。偉大な思想家のなかでわたしはウシャナーである。偉大な思想家のなかでわたしはウシャナーである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナは根源の最高人格主神であり、バラデーヴァはクリシュナの最初

の拡張体です。主クリシュナもバラデーヴァもヴァスデーヴァの子として生まれ、そのこと

から二人ともヴァースデーヴァと呼ばれます。視点を変えると、クリシュナはヴリンダーヴ

ァナを離れることはなかったので、ヴリンダーヴァナ以外の場所に現われたクリシュナの姿

は拡張体と言えます。ヴァースデーヴァはクリシュナの最初の拡張体ですから、ヴァースデ



 

40 

 

ーヴァもクリシュナと異なることはありません。『バガヴァッド・ギーター』のこの節で述

べられているヴァースデーヴァはバラデーヴァ（バララーマ）を指しています。バラデーヴ

ァはすべての化身の源だからであり、ゆえにヴァースデーヴァの唯一の源です。主の最初の

拡張体はスヴァーンシャ（sväàça）「本人の拡張体」と呼ばれ、ほかにもヴィビンナーン

シャ（vibhinnäàça）と呼ばれる拡張体も存在します。 

 パーンドゥの子息のなかで、アルジュナはダナンジャヤという名前でよく知られています。

人類でもっとも優れた人物であり、そのためクリシュナを表わしています。ムニ、すなわち

ヴェーダ知識に精通した博識な人物のなかで、ヴャーサが第一人者です。カリという現代に

生きる一般人がヴェーダ知識を理解できるように、その内容をさまざまな形で説明している

からです。そしてヴャーサはクリシュナの化身としても知られています。ですからヴャーサ

はクリシュナを表わしています。カヴィたちは、どのような主題でも理路整然と考えること

のできる人々です。そのカヴィのなかで、ウシャナー、すなわちシュクラーチャーリャは悪

魔たちの精神指導者で、桁外れの知性と優れた見識をそなえた政治家でした。このため、シ

ュクラーチャーリャはクリシュナの冨の表われです。 
 

第第第第38節節節節                                    d<@ae dMaYaTaaMaiSMa NaqiTariSMa iJaGaqzTaaMa( ) 
MaaENa&  cEvaiSMa GauùaNaa& jaNa& jaNavTaaMahMa( )) 38 )) 

 
daëòo damayatäm asmi 

nétir asmi jigéñatäm 

maunaà caiväsmi guhyänäà 

jïänaà jïänavatäm aham 
 
 daëòaù—処罰; damayatäm—制圧するすべての方法の; asmi—私は〜である; nétiù—道

徳律; asmi—私は〜である; jigéñatäm—勝利を求める者達の; maunam—沈黙; ca—そして; 

eva—もまた; asmi—私は〜である; guhyänäm—秘密の; jïänam—知識; jïäna-vatäm—賢

者の; aham—私は〜である。 
 
訳訳訳訳  罪人を罪人を罪人を罪人を制圧制圧制圧制圧するあらゆる方法のなかで、わたしは処罰であり、勝利を求める者たするあらゆる方法のなかで、わたしは処罰であり、勝利を求める者たするあらゆる方法のなかで、わたしは処罰であり、勝利を求める者たするあらゆる方法のなかで、わたしは処罰であり、勝利を求める者た

ちのなかで、わたしは道徳である。秘めごとちのなかで、わたしは道徳である。秘めごとちのなかで、わたしは道徳である。秘めごとちのなかで、わたしは道徳である。秘めごとののののなかで、わたしは沈なかで、わたしは沈なかで、わたしは沈なかで、わたしは沈黙であり、賢者のな黙であり、賢者のな黙であり、賢者のな黙であり、賢者のな

かの知恵である。かの知恵である。かの知恵である。かの知恵である。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     制圧する代表者は数多くいますが、そのもっとも重要な存在が無法者を成敗

する人々です。罪人が罰するその懲罰者がクリシュナの表われです。ある活動において勝利

を求めている人々にとって、勝利に導く最大の原動力は道徳です。聞いたり、考えたり、瞑
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想したりする秘奥な活動のなかで、沈黙はもっと大切な要素です。沈黙によってすみやかに

高められるからです。賢者とは、物質と精神の違い、神の優性・劣性の自然について判別で

きる者です。その知識がクリシュナ自身です。 
 

第第第第39節節節節                                YaÀaiPa    SavR>aUTaaNaa&   bqJa&   TadhMaJauRNa ) 
Na TadiSTa ivNaa YaTSYaaNMaYaa >aUTa&  cracrMa( )) 39 )) 

 
yac cäpi sarva-bhütänäà 

béjaà tad aham arjuna 

na tad asti vinä yat syän 

mayä bhütaà caräcaram 
 
 yat—何であっても; ca—もまた; api—〜できる; sarva-bhütänäm—すべての創造物の; 

béjam—種; tat—それ; aham—私は〜である; arjuna—アルジュナよ; na—〜ではない; 

tat—それ; asti—〜がある; vinä—〜なしで; yat—〜であるもの; syät—存在する; mayä—

私を; bhütam—創造された生物; cara-acaram—動いている、動いていない。 
 
訳訳訳訳     さらに、さらに、さらに、さらに、アルジュナよ、わたしは全存在物の創造の源である。動く生物、動かなアルジュナよ、わたしは全存在物の創造の源である。動く生物、動かなアルジュナよ、わたしは全存在物の創造の源である。動く生物、動かなアルジュナよ、わたしは全存在物の創造の源である。動く生物、動かな

い生物すべてが、わたし無くして存在できないい生物すべてが、わたし無くして存在できないい生物すべてが、わたし無くして存在できないい生物すべてが、わたし無くして存在できない。。。。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     なんにでも原因があり、その原因あるいは種はクリシュナの表われです。ク

リシュナの力無くしてなにも存在できません。だから主は全能者と呼ばれます。主の力なく

して、動くもの、動かないものどちらも存在することはできません。クリシュナの力に支え

られていないものはすべてマーヤー「そうではないもの」です。 

 

第第第第40節節節節                                NaaNTaae_iSTa MaMa idVYaaNaa& iv>aUTaqNaa& ParNTaPa ) 
Wz  TaUÕeXaTa"  Pa[ae¢-ae  iv>aUTaeivRSTarae  MaYaa )) 40 )) 

 
nänto 'sti mama divyänäà 

vibhüténäà parantapa 

eña tüddeçataù prokto 

vibhüter vistaro mayä 
 
 na—〜ではない; antaù—限界; asti—〜がある; mama—私の; divyänäm—神聖なもの

の ; vibhüténäm— 冨 ; parantapa— 敵 の 征 服 者 よ ; eñaù— こ の す べ て ; tu— し か し ; 
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uddeçataù—見本として ; proktaù—語られた ; vibhüteù—冨の ; vistaraù—その広がり ; 

mayä—私によって。 
 
訳訳訳訳  強靱なる敵の征服者よ。わたしの神聖な表われに限りはない。あなたに語ってき強靱なる敵の征服者よ。わたしの神聖な表われに限りはない。あなたに語ってき強靱なる敵の征服者よ。わたしの神聖な表われに限りはない。あなたに語ってき強靱なる敵の征服者よ。わたしの神聖な表われに限りはない。あなたに語ってき

たものは、わたしの無限の冨のほんの一部にすぎない。たものは、わたしの無限の冨のほんの一部にすぎない。たものは、わたしの無限の冨のほんの一部にすぎない。たものは、わたしの無限の冨のほんの一部にすぎない。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ヴェーダ経典で述べられているように、至高者の冨と力はさまざまな方法で

理解できますが、その冨に限りはありません。その冨や力をすべて説明しつくすことはでき

ないのです。アルジュナの好奇心を満たすために、ほんの一部が例として述べられたのでし

た。 

 

第第第第41節節節節                                YaÛiÜ>aUiTaMaTSatv&   é[qMadUiJaRTaMaev va ) 
TatadevavGaC^ Tv& MaMa TaeJaae_&XaSaM>avMa( )) 41 )) 

 
yad yad vibhütimat sattvaà 

çrémad ürjitam eva vä 

tat tad evävagaccha tvaà 

mama tejo-'àça-sambhavam 
 

yat yat—何であっても; vibhüti—冨; mat—持っている; sattvam—存在; çré-mat—美し

い; ürjitam—壮麗な; eva—確かに; vä—あるいは; tat tat—それらすべて; eva—確かに; 

avagaccha—知らなくてはならない ; tvam—あなた ; mama—私に ; tejaù—壮麗さの ; 

aàça—部分; sambhavam—〜から生じた。 
 
訳訳訳訳  すべての冨も、そして美しく栄光に満ちた創造物も、わたしの壮麗なる質から湧すべての冨も、そして美しく栄光に満ちた創造物も、わたしの壮麗なる質から湧すべての冨も、そして美しく栄光に満ちた創造物も、わたしの壮麗なる質から湧すべての冨も、そして美しく栄光に満ちた創造物も、わたしの壮麗なる質から湧

きでた一つの閃光にすぎないことを知れ。きでた一つの閃光にすぎないことを知れ。きでた一つの閃光にすぎないことを知れ。きでた一つの閃光にすぎないことを知れ。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     壮大で、美しい存在物は、精神界であろうと物質界であろうと、クリシュナ

の冨の断片にすぎません。桁外れの冨はクリシュナの冨の表われと考えるべきなのです。 
 

第第第第42節節節節                                    AQava   bhuNaETaeNa   ik&-  jaTaeNa  TavaJauRNa ) 
iví>YaahiMad& k*-TòMaek-a&XaeNa iSQaTaae JaGaTa( )) 42 )) 

 
atha vä bahunaitena 

kià jïätena tavärjuna 

viñöabhyäham idaà kåtsnam 

ekäàçena sthito jagat 
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 atha vä—又は; bahunä—多くの; etena—この種類によって; kim—何が; jïätena—知る

ことで; tava—あなたの; arjuna—アルジュナよ; viñöabhya—広がっている; aham—私; 

idam—この; kåtsnam—全体; eka—１つによって; aàçena—部分; sthitaù—位置されて; 

jagat—宇宙。 
 
訳訳訳訳     しかしアルジュナよ。このようなしかしアルジュナよ。このようなしかしアルジュナよ。このようなしかしアルジュナよ。このような詳細な詳細な詳細な詳細な知識がはたして必要だろうか？知識がはたして必要だろうか？知識がはたして必要だろうか？知識がはたして必要だろうか？    わたしわたしわたしわたし

は、自分の小さな断片的な力によって、この全宇宙を広は、自分の小さな断片的な力によって、この全宇宙を広は、自分の小さな断片的な力によって、この全宇宙を広は、自分の小さな断片的な力によって、この全宇宙を広げ、そして維持しているのであげ、そして維持しているのであげ、そして維持しているのであげ、そして維持しているのであ

る。る。る。る。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     至高主は、至高の魂として万物の内に入ることで物質宇宙全体にみずからを

表わしています。主はここでアルジュナに、冨と華麗さをそなえたものごとを「主から離れ

た存在」として理解するのは無意味なことである、と話しています。アルジュナは、クリシ

ュナが至高の魂としてなかに入っているからこそ万物が存在している、と理解しなくてはな

りません。ブラフマーというもっとも巨大な生物から、そしてもっとも小さなアリという生

物にいたるまで、そのすべてに主が入り、そして支えているからこそ一切万物が存在してい

るのです。 

 どの半神でも崇拝しさえすれば最高人格主神に、あるいは最高の目的地に行ける、と主張

する宗教組織があります。しかし半神崇拝は、ここでいっさいやめるよう言われています。

ブラフマーやシヴァのような最大の半神でさえ、至高主の冨の一部を表わしているにすぎな

いのですから。主は誕生した者すべての根源であり、主より偉大な者はだれひとりとしてい

ません。主をasamaurdhva（アサマウルドゥヴァ）といい、それは主より優れ、主に等しい者は

いない、という意味です。『パドゥマ・プラーナ』では、至高主クリシュナを半神と同じも

のと考える者は――それがブラフマーであろうとシヴァであろうと――すぐに無神論と見

なされる、と言われています。しかし、クリシュナの力の冨や拡張に関するさまざまな説明

を詳しく調べれば、主シュリー・クリシュナの立場をなんの疑いもなく理解し、逸脱するこ

となくクリシュナの崇拝に立脚できます。主は、自分の部分的な表われである至高の魂とし

て万物のなかに入り、あらゆる場所に存在しています。ですから、純粋な献愛者は完全な献

愛奉仕をしながら、心をクリシュナ意識のなかに没頭させているため、いつも超越的な境地

にいます。献愛奉仕とクリシュナの崇拝についてはこの章の第８章から11節までをとおし

て、明確に説明されています。それが純粋な献愛奉仕の方法です。最高人格主神との交流と

いうもっとも高い献愛奉仕の完成を達成する方法が、この章で述べられています。クリシュ

ナから伝わる師弟継承上にいる偉大なアーチャーリャであるシュリーラ・バラデーヴァ・ヴ

ィデャーブーシャナは、この章に関する解説を次の節でしめくくっています。 
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yac-chakti-leçät suryädyä 

bhavanty aty-ugra-tejasaù 

yad-aàçena dhåtaà viçvaà 

sa kåñëo daçame 'rcyate 
 

 強大な力を持つ太陽でさえ、主クリシュナからその力を得ており、クリシュナの部分的拡

張体によって全世界が維持されています。だからこそ主シュリー・クリシュナは崇拝に値す

る方なのです。 

 

 これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』の 

第１０章、「絶対者の冨」に関する要旨解説を終了します。 


