
 

 

第１１章第１１章第１１章第１１章 

 
 
 
 
 

宇宙体宇宙体宇宙体宇宙体 

第１節第１節第１節第１節                                                        AJauRNa ovac 
MadNauGa]haYa   ParMa&  GauùMaDYaaTMaSa&ijTaMa(  ) 
YatvYaae¢&- vcSTaeNa Maaehae_Ya& ivGaTaae MaMa )) 1 )) 

 
arjuna uväca 

mad-anugrahäya paramaà 

guhyam adhyätma-saàjïitam 

yat tvayoktaà vacas tena 

moho 'yaà vigato mama 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; mat-anugrahäya—私に恩寵を示すためだけに; 

paramam—至高の; guhyam—秘奥な主題; adhyätma—精神的; saàjïitam—に関して; 

yat—〜であるもの; tvayä—あなたによって; uktam—言った; vacaù—言葉; tena—それに

よって; mohaù—幻想; ayam—これ; vigataù—取り除かれて; mama—私の。 
 
訳訳訳訳  アルジュナが言いアルジュナが言いアルジュナが言いアルジュナが言いました。「ました。「ました。「ました。「もっとももっとももっとももっとも秘奥で精神的な秘奥で精神的な秘奥で精神的な秘奥で精神的な主題について説いてくださ主題について説いてくださ主題について説いてくださ主題について説いてくださ

った教えを聞いて、私の幻想はいまった教えを聞いて、私の幻想はいまった教えを聞いて、私の幻想はいまった教えを聞いて、私の幻想はいま消えさりました」消えさりました」消えさりました」消えさりました」 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主クリシュナは、この章ですべての原因の原因について明らかにします。主

は、物質界が放出された源であるマハー・ヴィシュヌの源でもあります。クリシュナは化身

ではありません。すべての化身の源です。そのことでは前章で説明しつくされています。 

 そしてアルジュナはいまここで、幻想はすっかり晴れました、と言います。これは、クリ

シュナのことをふつうの人間とも自分の友だちとも考えず、万物の源と考えているというこ

とです。アルジュナは深く啓発され、クリシュナのようなすばらしい友人をもったことを嬉

しく思っていますが、同時に、自分はクリシュナを万物の源として受けいれているが、ほか

の人は違うのでは、と考えています。ですからこの章では、クリシュナがだれにとっても神

であることを確立させるために、宇宙体を自分に見せるようクリシュナに頼みます。もちろ

ん、クリシュナの宇宙体を見ればだれでも震えあがるものですが、心優しいクリシュナは宇



宙体を見せたあとに、本来の姿にもどりました。アルジュナはこれまでクリシュナが幾度も

言ってきたことを受けいれます。つまり、クリシュナはただアルジュナのために話していた、

ということです。ですからアルジュナは、すべてがクリシュナの恩寵によって起こっている

ことを認めました。そしていま確信します、クリシュナがすべての原因の原因であり、至高

の魂としてすべての心のなかにいる、という事実を。 

 

第２節第２節第２節第２節                                >avaPYaYaaE  ih >aUTaaNaa& é[uTaaE ivSTarXaae MaYaa ) 
Tvta" k-Mal/Pa}aa+a MaahaTMYaMaiPa  caVYaYaMa( )) 2 )) 

 

bhaväpyayau hi bhütänäà 

çrutau vistaraço mayä 

tvattaù kamala-paträkña 

mähätmyam api cävyayam 
 

 bhava—出現; apyayau—消滅; hi—確かに; bhütänäm—全生命体の; çrutau—聞いた; 

vistaraçaù—詳細に; mayä—私によって; tvattaù—あなたから; kamala-patra-akña—蓮華

の目を持つ方よ; mähätmyam—栄光; api—もまた; ca—そして; avyayam—無尽蔵の。 
 

訳訳訳訳  蓮華のような目を持つ方よ。私はあなたから、全生物の出現と消滅について詳細蓮華のような目を持つ方よ。私はあなたから、全生物の出現と消滅について詳細蓮華のような目を持つ方よ。私はあなたから、全生物の出現と消滅について詳細蓮華のような目を持つ方よ。私はあなたから、全生物の出現と消滅について詳細

に聞き、に聞き、に聞き、に聞き、あなた様あなた様あなた様あなた様の尽きることのない栄光をの尽きることのない栄光をの尽きることのない栄光をの尽きることのない栄光をいまいまいまいま悟りました。悟りました。悟りました。悟りました。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナは、大きな喜びに包まれて主クリシュナを「蓮華のような目をし

た方」と呼びました（クリシュナの目は蓮華の花びらを思わせます）。クリシュナは前節で

ahaà kåtsnasya jagataù prabhavaù pralayas tathä（アハンム クリトゥスナッシャ ジャガタハ プ

ラバハヴァハ プララヤス タタハー）「わたしはこの物質現象界全体の出現と消滅の源である」と

アルジュナに断言したからです。アルジュナは、主からこのことを詳しく聞きました。さら

に、主は万物の発生と消滅の源ではあっても、主自身はそのことから離れている、というこ

とも知りました。第９章では、主は遍在している、しかしすべての場所にいるわけではない

とも言われています。それがクリシュナの人智を絶した冨であり、アルジュナもその事実を

完璧に理解したことを認めています。 

 
第第第第３節３節３節３節                                        WvMaeTaÛQaaTQa  TvMaaTMaaNa&  ParMaeìr ) 

d]íuiMaC^aiMa Tae æPaMaEìr& PauåzaetaMa )) 3 )) 
 

evam etad yathättha tvam 

ätmänaà parameçvara 



drañöum icchämi te rüpam 

aiçvaraà puruñottama 
 

 evam—このように; etat—これ; yathä—ありのままに; ättha—語って; tvam—あなた; 

ätmänam—あなた自身; parama-éçvara—至高主よ; drañöum—見ること; icchämi—私は望

む; te—あなたの; rüpam—姿; aiçvaram—神聖な; puruña-uttama—最善の人物よ。 
 

訳訳訳訳     あらゆる人々のあらゆる人々のあらゆる人々のあらゆる人々のなかのなかのなかのなかの最善の方よ。最善の方よ。最善の方よ。最善の方よ。至上至上至上至上の姿よ。いま私は、ご自分の真の姿でこの姿よ。いま私は、ご自分の真の姿でこの姿よ。いま私は、ご自分の真の姿でこの姿よ。いま私は、ご自分の真の姿でこ

こに立つこに立つこに立つこに立つあなた様あなた様あなた様あなた様を見ていますが、これまで説明されたような、宇宙現象界のなかに入を見ていますが、これまで説明されたような、宇宙現象界のなかに入を見ていますが、これまで説明されたような、宇宙現象界のなかに入を見ていますが、これまで説明されたような、宇宙現象界のなかに入

られたられたられたられたあなた様あなた様あなた様あなた様の姿をこの目で見たいと思っています。の姿をこの目で見たいと思っています。の姿をこの目で見たいと思っています。の姿をこの目で見たいと思っています。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  「わたしが、さまざまな様相で物質宇宙に入ったからこそ、この現象界が存在

し、維持されている」と主が話しました。その説明を聞いたアルジュナは大いに心動かされ

ましたが、クリシュナをふつうの人間と考えるかもしれない将来の人々にもその事実を確信

させたいと考え、宇宙体を自分の目で見て、「現象界とは離れていても主がどのように宇宙

の内側から行動しているのか」を確かめたいと考えました。アルジュナが主をプルショーッ

タマ（puruñottama）と呼んでいるのも、ここでは重要な意味がこめられています。主は最

高人格主神ですから、アルジュナの心のうちにもいます。ですから、アルジュナの望みは最

初からわかっていましたし、宇宙体を見る期待感をとくに持っていたわけではないこともを

知っていました。アルジュナは、クリシュナの姿を見ることですでに満足しきっていたから

です。しかしまた、自分以外の人々を確信させるために宇宙体を見たがっている、というア

ルジュナの思いも知っていました。自分だけが納得する意図はなかったのです。クリシュナ

はまた、アルジュナが宇宙体を見たいと考えるのは、将来、神の化身を騙るペテン師たちが

現われるだろうから、そのためにも判断基準を作りたい、と考えていることもわかっていま

した。ですから、私たちがよくよく注意すべきことは、「私はクリシュナである」と吹聴す

る者が、その証拠に宇宙体を見せられるかどうか、という点にあります。 
 
第４節第４節第４節第４節                          MaNYaSae Yaid TaC^KYa& MaYaa d]íuiMaiTa Pa[>aae ) 

YaaeGaeìr  TaTaae  Mae Tv& dXaRYaaTMaaNaMaVYaYaMa( )) 4 )) 
 

manyase yadi tac chakyaà 

mayä drañöum iti prabho 

yogeçvara tato me tvaà 

darçayätmänam avyayam 
 

 manyase—あなたが考える; yadi—もしも; tat—それ; çakyam—〜できる; mayä—私に



よって; drañöum—見られること; iti—このように; prabho—主よ; yoga-éçvara—すべての

神秘的力の主よ; tataù—ならば; me—私に; tvam—あなた; darçaya—見せる; ätmänam—

あなた自身; avyayam—永遠な。 
 

訳訳訳訳     私に宇宙体を見る資格があるとお考えなら、主よ、あらゆる神秘私に宇宙体を見る資格があるとお考えなら、主よ、あらゆる神秘私に宇宙体を見る資格があるとお考えなら、主よ、あらゆる神秘私に宇宙体を見る資格があるとお考えなら、主よ、あらゆる神秘的力の主よ、ど的力の主よ、ど的力の主よ、ど的力の主よ、ど

うか、その姿をうか、その姿をうか、その姿をうか、その姿を見せ見せ見せ見せててててください。ください。ください。ください。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     物質的な感覚では、至高主クリシュナを見る、聞く、理解、知覚することは

できない、と言われています。しかし、最初から超越的な愛情奉仕に励んでいるのであれば、

主の意志によってそれが可能になります。どの生命体も小さな精神的火花にすぎません。で

すから、至高主を見たり理解したりするのはとうていできません。アルジュナは献愛者でし

たから、自分の推理力に頼ることはしません。自分には生命体としての限界があり、クリシ

ュナの計りしれない境地は理解できない、と認めました。また、無限なる方を理解するのは

不可能であることも理解できました。しかし、その無限なる方がみずからしめすのであれば、

その方の恩寵でその方の特質が理解できるようになります。ヨーゲーシュヴァラ

（yogeçvara）という言葉も、主は人智を絶する力を持つ方ですから、この節では重要な意

味があります。主が望みさえすれば、無限の方ではあっても、その恩寵で私たちにみずから

をしめすことができます。ですからアルジュナは、クリシュナの人智を絶する恩恵を願った

のです。クリシュナになにかを命じたわけではありません。またクリシュナは、クリシュナ

意識をとおして献愛奉仕に励んでいる人以外に、みずからを表わす義務はありません。推理

力に頼っている人はクリシュナを見ることができない、ということです。 

 
第５節第５節第５節第５節                                                    é[q>aGavaNauvac 

PaXYa  Mae PaaQaR æPaai<a XaTaXaae_Qa SahóXa" ) 
NaaNaaivDaaiNa idVYaaiNa NaaNaav<aaRk*-TaqiNa c )) 5 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

paçya me pärtha rüpäëi 

çataço 'tha sahasraçaù 

nänä-vidhäni divyäni 

nänä-varëäkåténi ca 
 

 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; paçya—見よ; me—私の; pärtha—プリタ

ーの子よ; rüpäëi—姿; çataçaù—何百; atha—もまた; sahasraçaù—何千; nänä-vidhäni—

多種多様な; divyäni—神聖な; nänä—多種多様な; varëa—色彩; äkåténi—姿; ca—もまた。 
 



訳訳訳訳     最高人格主神が言いました。「アルジュナよ最高人格主神が言いました。「アルジュナよ最高人格主神が言いました。「アルジュナよ最高人格主神が言いました。「アルジュナよ、プリターの子よ。見るがよい、わ、プリターの子よ。見るがよい、わ、プリターの子よ。見るがよい、わ、プリターの子よ。見るがよい、わ

たしの冨を、幾千幾万ものたしの冨を、幾千幾万ものたしの冨を、幾千幾万ものたしの冨を、幾千幾万もの神聖な様相と色神聖な様相と色神聖な様相と色神聖な様相と色ににににみなぎるみなぎるみなぎるみなぎるわたしのわたしのわたしのわたしの姿を」姿を」姿を」姿を」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナはクリシュナを宇宙体として見たいと思ったのですが、その姿は

超越的ではあっても、ただ宇宙現象界のためだけに表わされているため、物質自然界の一時

的な時間に限られています。物質界が表われたり、また表わされなかったりするように、こ

のクリシュナの宇宙体も表われたり表わされなかったりします。クリシュナのほかの姿のよ

うに、精神界で永遠に存在しているわけではありません。献愛者は宇宙体を見ることに強い

関心を持っているわけではありませんが、アルジュナが望んだからクリシュナはその姿をし

めしました。宇宙体はふつうの人間には見られません。クリシュナが見る力を与えてこそ可

能になります。 
 
第６節第６節第６節第６節                                    PaXYaaidTYaaNvSaUNåd]aNaiìNaaE MaåTaSTaQaa ) 

bhUNYad*íPaUvaRi<a   PaXYaaêYaaRi<a  >aarTa )) 6 )) 
 

paçyädityän vasün rudrän 

açvinau marutas tathä 

bahüny adåñöa-pürväëi 

paçyäçcaryäëi bhärata 
 

 paçya—見る; ädityän—アディティの12人の子息; vasün—８人のヴァス; rudrän—ルド

ラの11の姿; açvinau—２人のアシュヴィニー; marutaù—49人のマルトゥ（風の半神達）; 

tathä—もまた ; bahüni—多くの ; adåñöa—あなたが見たことのない ; pürväëi—以前 ; 

paçya—見る; äçcaryäëi—あらゆる驚嘆; bhärata—バーラタ家の筆頭者よ。 
 

訳訳訳訳  バーラタ家の第一人者よバーラタ家の第一人者よバーラタ家の第一人者よバーラタ家の第一人者よ。アーディテャ、ヴァス、ルドラ、アシュヴィニー・ク。アーディテャ、ヴァス、ルドラ、アシュヴィニー・ク。アーディテャ、ヴァス、ルドラ、アシュヴィニー・ク。アーディテャ、ヴァス、ルドラ、アシュヴィニー・ク

マーラ、またマーラ、またマーラ、またマーラ、また半神半神半神半神たちたちたちたちすべてを見よ。かつてだれも見たことも聞いたこともなすべてを見よ。かつてだれも見たことも聞いたこともなすべてを見よ。かつてだれも見たことも聞いたこともなすべてを見よ。かつてだれも見たことも聞いたこともない、数多い、数多い、数多い、数多

くの驚嘆すべきこの姿をくの驚嘆すべきこの姿をくの驚嘆すべきこの姿をくの驚嘆すべきこの姿をよくよくよくよく見見見見るのだるのだるのだるのだ。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナはクリシュナの友人で、高尚で博識な人物ではありましたが、ク

リシュナについてすべてを知ることはできませんでした。この節では、人間はこのような姿

や現象をかつて聞いたことも見たこともない、と言われています。いまクリシュナは、この

すばらしい姿をアルジュナに見せているのです。 
 
第７節第７節第７節第７節               whEk-SQa& JaGaTk*-Tò& PaXYaaÛ SacracrMa( ) 

MaMa  dehe Gau@ake-Xa YaÀaNYad(d]íuiMaC^iSa )) 7 )) 



ihaika-sthaà jagat kåtsnaà 

paçyädya sa-caräcaram 

mama dehe guòäkeça 

yac cänyad drañöum icchasi 
 

 iha—この中に; eka-stham—１箇所の中に; jagat—宇宙; kåtsnam—完全に; paçya—見

る; adya—すぐに; sa—〜と共に; cara—動く物; acaram—そして動いていない; mama—

私の; dehe—この体の中に; guòäkeça—アルジュナよ; yat—〜であるもの; ca—もまた; 

anyat—他の; drañöum—見ること; icchasi—あなたが望む。 
 

訳訳訳訳  アルジュナよ。あなたが見たいと願うものすべてを、このアルジュナよ。あなたが見たいと願うものすべてを、このアルジュナよ。あなたが見たいと願うものすべてを、このアルジュナよ。あなたが見たいと願うものすべてを、このからだからだからだからだのなかに同時にのなかに同時にのなかに同時にのなかに同時に

見よ！見よ！見よ！見よ！    この宇宙体は、いまあなたが見たいとこの宇宙体は、いまあなたが見たいとこの宇宙体は、いまあなたが見たいとこの宇宙体は、いまあなたが見たいと思うもの思うもの思うもの思うものすべてを、将来見たいとすべてを、将来見たいとすべてを、将来見たいとすべてを、将来見たいと思うも思うも思うも思うも

ののののすべてをしめすことができる。すべてすべてをしめすことができる。すべてすべてをしめすことができる。すべてすべてをしめすことができる。すべて――――――――動くもの、動かないもの動くもの、動かないもの動くもの、動かないもの動くもの、動かないもの――――――――が、この１つが、この１つが、この１つが、この１つ

の場所にの場所にの場所にの場所に完璧に完璧に完璧に完璧に存在存在存在存在する。する。する。する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説  １箇所に座り、同時に全宇宙を見ることはだれもできません。どれほど発達し

た科学者でも、宇宙の別の場所で起こっている現象を同時に見ることはできません。しかし、

アルジュナのような献愛者は、宇宙のどこであろうと、すべてを見ることができます。クリ

シュナがアルジュナに、過去・現在・未来で見たい思うものすべてを見る力をさずけ、こう

してアルジュナは、クリシュナの慈悲によってすべてを見ることができるのです。 

 
第８節第８節第８節第８節               Na  Tau  Maa&  XaKYaSae  d]íuMaNaeNaEv  Svc+auza ) 

idVYa& ddaiMa Tae c+au" PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( )) 8 )) 
 

na tu mäà çakyase drañöum 

anenaiva sva-cakñuñä 

divyaà dadämi te cakñuù 

paçya me yogam aiçvaram 
 

 na—決して〜ない; tu—しかし; mäm—私を; çakyase—〜できる; drañöum—見ること; 

anena—これらで ; eva—確かに ; sva-cakñuñä—あなた自身の目で ; divyam—神聖な ; 

dadämi—私が与える ; te—あなたに ; cakñuù—目 ; paçya—見る ; me—私の ; yogam 

aiçvaram—人智を絶する神秘的力。 
 

訳訳訳訳  しかししかししかししかし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたのその目で見ることはできない。だからいまその目で見ることはできない。だからいまその目で見ることはできない。だからいまその目で見ることはできない。だからいま神聖な目をさずけよ神聖な目をさずけよ神聖な目をさずけよ神聖な目をさずけよ

う。わたしの神秘なる冨をう。わたしの神秘なる冨をう。わたしの神秘なる冨をう。わたしの神秘なる冨をよく見るのだよく見るのだよく見るのだよく見るのだ！！！！ 

 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説   純粋な献愛者は、クリシュナの２本腕の姿以外を見たいとは思いません。宇

宙体は主の恩寵をとおしてを見るのですが、心ではなく、精神的な目で見なくてはなりませ

ん。アルジュナも心ではなく、視野を変えるよう言われました。クリシュナの宇宙体にはそ

れほど重要な意味はありません。それはこれからの節で明らかにされていきます。それでも

アルジュナは、見たいと願い、主は宇宙体を見ることのできる特別の視力をさずけました。 

 クリシュナと超越的な関係にある献愛者は、愛情あふれる姿に惹かれるのであって、実在

しない冨の様相には関心がありません。クリシュナの遊び仲間、友だち、両親は、クリシュ

ナにその冨を見せてほしいとは思いません。純粋な愛情に浸っているので、クリシュナが最

高人格主神であることさえ知りませんでした。愛情を交換するなかで、クリシュナが至高主

であることを忘れていたのです。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、クリシュナと遊

んでいた少年たちは高貴な魂ばかりで、無数の誕生をくり返したのちにクリシュナと遊ぶこ

とができるようになった、と述べられています。クリシュナが最高人格主神であることも知

らず、たいせつな友だちと考えていました。その思いをシュカデーヴァ・ゴースヴァーミー

が詠んでいます。 
 

itthaà satäà brahma-sukhänubhütyä 

däsyaà gatänäà para-daivatena 

mäyäçritänäà nara-därakeëa 

säkaà vijahruù kåta-puëya-puïjäù 
 
 「ここに至高の人物がおられる。この方は、偉大な聖者たちには非人格のブラフマンとし

て、献愛者には最高人格主神として、俗人には物質自然界の産物として解釈される。そして

この少年たちは、数多くの敬虔な生涯を経て、いま最高人格主神と遊んでいる」（『シュリ

ーマド・バーガヴァタム』 第10編・第12章・第11節）。 

 献愛者は宇宙体（ヴィシュヴァ・ルーパ viçva-rüpa）にはそれほど関心がありません。

それは事実ですが、アルジュナはこう考えていました――クリシュナの教えが自分に実証さ

れさえすれば、未来の人々も、理論や哲学だけではなく、自分にありのままにしめされたよ

うにクリシュナが至高者であることを理解できる、と。アルジュナはパランパラーの最初の

後継者ですから、どうしてもこのことを確認する必要があったのです。最高人格主神クリシ

ュナをほんとうに理解したい、そしてアルジュナの足跡に従いたいと思っている人は、「ク

リシュナは言葉だけではなく、ほんとうに至高者であることをみずから実証している」と理

解しなくてはなりません。 

 主は宇宙体を見る力をアルジュナにさずけましたが、それはすでに説明されたように、ア

ルジュナがその姿をとくに見たがっていたわけではなかったからです。 
 



第９節第９節第９節第９節                           SaÅYa ovac 
WvMau¤-a TaTaae raJaNMahaYaaeGaeìrae hir" ) 
dXaRYaaMaaSa  PaaQaaRYa  ParMa&  æPaMaEìrMa( )) 9 )) 

 

saïjaya uväca 

evam uktvä tato räjan 

mahä-yogeçvaro hariù 

darçayäm äsa pärthäya 

paramaà rüpam aiçvaram 
 

 saïjayaù uväca—サンジャヤが言った; evam—このように; uktvä—話している; tataù—

その後; räjan—王よ; mahä-yoga-éçvaraù—最高の力を持つ神秘家; hariù—最高人格主神、

クリシュナ; darçayäm äsa—示した; pärthäya—アルジュナに; paramam—神聖な方; 

rüpam aiçvaram—宇宙体。 
 

訳訳訳訳     サンジャヤが言った。「王様。あらゆる神秘的な力サンジャヤが言った。「王様。あらゆる神秘的な力サンジャヤが言った。「王様。あらゆる神秘的な力サンジャヤが言った。「王様。あらゆる神秘的な力をそなえたをそなえたをそなえたをそなえた至高主は、こう話至高主は、こう話至高主は、こう話至高主は、こう話

したあと、アルジュナに宇宙体を見せました」したあと、アルジュナに宇宙体を見せました」したあと、アルジュナに宇宙体を見せました」したあと、アルジュナに宇宙体を見せました」 
 
第第第第10−11節節節節                                 ANaek-v£-NaYaNaMaNaek-ad(>auTadXaRNaMa(    ) 

ANaek-idVYaa>ar<a&  idVYaaNaek-aeÛTaaYauDaMa( )) 10 )) 
idVYaMaaLYaaMbrDar& idVYaGaNDaaNaule/PaNaMa( ) 
SavaRêYaRMaYa&   devMaNaNTa&  ivìTaaeMau%Ma( )) 11 )) 

 

aneka-vaktra-nayanam 

anekädbhuta-darçanam 

aneka-divyäbharaëaà 

divyänekodyatäyudham 
 

divya-mälyämbara-dharaà 

divya-gandhänulepanam 

sarväçcarya-mayaà devam 

anantaà viçvato-mukham 
 

 aneka—様々な; vaktra—口; nayanam—目; aneka—様々な; adbhuta—素晴らしい; 

darçanam—光景; aneka—多くの; divya—神聖な; äbharaëam—装飾品; divya—神聖な; 

aneka—様々な; udyata—持ち上げられた; äyudham—武器; divya—神聖な; mälya—花輪; 



ambara—衣服; dharam—着ている; divya—神聖な; gandha—芳香; anulepanam—〜が塗

られて; sarva—すべて; äçcarya-mayam—素晴らしい; devam—輝いている; anantam—無

限の; viçvataù-mukham—遍在している。 
 

訳訳訳訳     アルジュナはその宇宙体のなかに、無数の口、無数の目、数限りない驚くべき光アルジュナはその宇宙体のなかに、無数の口、無数の目、数限りない驚くべき光アルジュナはその宇宙体のなかに、無数の口、無数の目、数限りない驚くべき光アルジュナはその宇宙体のなかに、無数の口、無数の目、数限りない驚くべき光

景を見ています。その姿は色とりどりのおごそかな装飾品で飾られ、無数の手が多くの景を見ています。その姿は色とりどりのおごそかな装飾品で飾られ、無数の手が多くの景を見ています。その姿は色とりどりのおごそかな装飾品で飾られ、無数の手が多くの景を見ています。その姿は色とりどりのおごそかな装飾品で飾られ、無数の手が多くの

神聖な武器を振りかざしています。きらびやかな花輪や装飾品を身につけ、そしてさま神聖な武器を振りかざしています。きらびやかな花輪や装飾品を身につけ、そしてさま神聖な武器を振りかざしています。きらびやかな花輪や装飾品を身につけ、そしてさま神聖な武器を振りかざしています。きらびやかな花輪や装飾品を身につけ、そしてさま

ざまな神聖な香がからだ全体に塗られていますざまな神聖な香がからだ全体に塗られていますざまな神聖な香がからだ全体に塗られていますざまな神聖な香がからだ全体に塗られています。すべてが筆舌につくしがたく、光りか。すべてが筆舌につくしがたく、光りか。すべてが筆舌につくしがたく、光りか。すべてが筆舌につくしがたく、光りか

がやき、果てしなく、四方に拡大しています。がやき、果てしなく、四方に拡大しています。がやき、果てしなく、四方に拡大しています。がやき、果てしなく、四方に拡大しています。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この２つの節には、「多くの」という言葉がくり返されており、それはアル

ジュナが見ていた宇宙体の手、口、足、他の現象が無限だったことをしめしています。この

現象は宇宙全体に広がっていたのですが、アルジュナは、主の恩寵で、１箇所に立ったまま

それを見ることができました。それはクリシュナの人智を絶する力によるものです。 
 
第第第第12節節節節                                 idiv     SaUYaRSahóSYa     >aveÛuGaPaduiTQaTaa ) 

Yaid >aa" Sad*Xaq Saa SYaaÙaSaSTaSYa MahaTMaNa" )) 12 )) 
 

divi sürya-sahasrasya 

bhaved yugapad utthitä 

yadi bhäù sadåçé sä syäd 

bhäsas tasya mahätmanaù 
 

 divi—空に; sürya—太陽の; sahasrasya—何千もの; bhavet—〜があった; yugapat—同時

に; utthitä—ある; yadi—もしも; bhäù—光; sadåçé—そのような; sä—それ; syät—〜かもし

れない; bhäsaù—輝き; tasya—主の; mahä-ätmanaù—偉大な主。 
 

訳訳訳訳  もしも、何百何千もの太陽が同時に空に昇ったとしたら、その輝きこそ、宇宙体もしも、何百何千もの太陽が同時に空に昇ったとしたら、その輝きこそ、宇宙体もしも、何百何千もの太陽が同時に空に昇ったとしたら、その輝きこそ、宇宙体もしも、何百何千もの太陽が同時に空に昇ったとしたら、その輝きこそ、宇宙体

として現われた至高の人物の輝きに匹敵することでしょう。として現われた至高の人物の輝きに匹敵することでしょう。として現われた至高の人物の輝きに匹敵することでしょう。として現われた至高の人物の輝きに匹敵することでしょう。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナが見た光景は言葉にはできないものですが、サンジャヤはドゥリ

タラーシュトラに、そのすばらしい光景を心の絵として伝えようとしています。サンジャヤ

もドゥリタラーシュトラもその場にはいなかったのですが、サンジャヤはヴャーサの恩寵で、

そこで起こっていることを鮮やかに見ることができました。こうしてかれはその状況を、想

像できる現象（たとえば無数の太陽など）と比較しながら理解させようとしています。 
 



第第第第13節節節節                              Ta}aEk-SQa& JaGaTk*-Tò& Pa[iv>a¢-MaNaek-Daa ) 
APaXYaÕevdevSYa  Xarqre  Paa<@vSTada )) 13 )) 

 

tatraika-sthaà jagat kåtsnaà 

pravibhaktam anekadhä 

apaçyad deva-devasya 

çarére päëòavas tadä 
 

 tatra—そこに; eka-stham—１箇所に; jagat—宇宙; kåtsnam—完全な; pravibhaktam—

分けられて; anekadhä—無数に; apaçyat—見ることができた; deva-devasya—最高人格主

神の; çarére—宇宙体の中に; päëòavaù—アルジュナ; tadä—その時。 
 

訳訳訳訳  そのときアルジュナは主の宇宙体のなかに、幾千にも分かれて無限に拡大していそのときアルジュナは主の宇宙体のなかに、幾千にも分かれて無限に拡大していそのときアルジュナは主の宇宙体のなかに、幾千にも分かれて無限に拡大していそのときアルジュナは主の宇宙体のなかに、幾千にも分かれて無限に拡大してい

る宇宙の様子を、一箇所にいながらにして見ることができました。る宇宙の様子を、一箇所にいながらにして見ることができました。る宇宙の様子を、一箇所にいながらにして見ることができました。る宇宙の様子を、一箇所にいながらにして見ることができました。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節のtatra（タトゥラ）「そこに」という言葉はひじょうに重要です。アルジ

ュナが宇宙体を見ていたとき、アルジュナもクリシュナも戦闘馬車の上に座っていた、とい

うことです。戦場にいた兵士たちはこの姿を見ることができませんでした。クリシュナがア

ルジュナだけにその視力をさずけていたからです。アルジュナは、クリシュナのからだのな

かに無数の惑星を見ることができました。ヴェーダ経典から学べることですが、宇宙も惑星

も無数に存在します。土でできているもの、⻩⾦でできているもの、宝⽯でできているもの、

巨大なもの、それほど大きくはないものなど。アルジュナは自分の馬車に乗っていながら、

そのすべて見ることができました。しかし、アルジュナとクリシュナのあいだでなにが起こ

っているのか、だれにもわからなかったのです。 
 
第第第第14節節節節                                 TaTa" Sa ivSMaYaaivíae ôíraeMaa DaNaÅYa" ) 

Pa[<aMYa  iXarSaa  dev&  k*-TaaÅil/r>aazTa )) 14 )) 
 

tataù sa vismayäviñöo 

håñöa-romä dhanaïjayaù 

praëamya çirasä devaà 

kåtäïjalir abhäñata 
 

 tataù— そ の 後 ; saù— 彼 ; vismaya-äviñöaù— あ ま り の 不 可 思 議 さ に 圧 倒 さ れ て ; 

håñöa-romä—大きな法悦感のために体中の髪が逆立って ; dhanaïjayaù—アルジュナ ; 

praëamya— 敬 意 を 表 し て い る ; çirasä— 頭 を 使 っ て ; devam— 最 高 人 格 主 神 に ; 



kåta-aïjaliù—合掌して; abhäñata—話し始めた。 
 

訳訳訳訳  そしてアルジュナは、困惑し、感嘆し、髪の毛は逆立ち、頭を深くさげ、合掌しそしてアルジュナは、困惑し、感嘆し、髪の毛は逆立ち、頭を深くさげ、合掌しそしてアルジュナは、困惑し、感嘆し、髪の毛は逆立ち、頭を深くさげ、合掌しそしてアルジュナは、困惑し、感嘆し、髪の毛は逆立ち、頭を深くさげ、合掌し

て至高主に祈りをささげはじめました。て至高主に祈りをささげはじめました。て至高主に祈りをささげはじめました。て至高主に祈りをささげはじめました。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     神聖な視力がさずけられた瞬間から、クリシュナとアルジュナの関係は変わ

りました。それまではクリシュナとアルジュナは友人関係にあったのですが、啓示されたあ

と、アルジュナは深い敬意をこめてクリシュナに合掌し、祈っています。その宇宙体を讃え

ていたのです。こうしてアルジュナの関係は、友人関係から驚嘆の関係に変わりました。偉

大な献愛者はクリシュナを、すべての関係の源、と見ます。経典では12種類の基本的関係

について述べられていますが、そのすべてがクリシュナの内にあります。主は、２つの生命

体、神々、至高主と献愛者のあいだで交わされる関係すべての海である、と言われています。 

 この節でアルジュナは驚嘆の関係をとおして啓発されましたが、もともとひじょうに冷静

で穏やかで静かな人物でありながら、その驚嘆の思いに打たれて法悦を感じ、髪の毛は逆立

ち、合掌して至高主に敬意を表しました。もちろん、怖がっていたわけではありません。至

高主の不可思議な様相に感動していたのです。そして、主クリシュナとの自然な愛情の絆が

感嘆の念に圧倒され、このように反応したのでした。 
 
第第第第15節節節節                           AJauRNa ovac 

PaXYaaiMa deva&STav dev dehe 
  Sava|STaQaa   >aUTaivXaezSaºaNa( ) 
b]øa<aMaqXa& k-Mal/aSaNaSQa‚ 
  Ma*zq&ê SavaRNaurGaa&ê idVYaaNa( )) 15 )) 

 

arjuna uväca 

paçyämi deväàs tava deva dehe 

sarväàs tathä bhüta-viçeña-saìghän 

brahmäëam éçaà kamaläsana-stham 

åñéàç ca sarvän uragäàç ca divyän 
 

 arjunaù uväca—アルジュナが言った ; paçyämi—私は見る ; devän—すべての半神; 

tava—あなたの ; deva—主よ ; dehe—その体の中に ; sarvän—すべて ; tathä—もまた ; 

bhüta—生命体達; viçeña-saìghän—とくに集まった; brahmäëam—主ブラフマー; éçam—

主シヴァ; kamala-äsana-stham—蓮華の上に座っている; åñén—偉大な聖者達; ca—もま

た; sarvän—すべて; uragän—蛇; ca—もまた; divyän—神聖な。 
 



訳訳訳訳     アルジュナが言います。「主クリシュナよ。アルジュナが言います。「主クリシュナよ。アルジュナが言います。「主クリシュナよ。アルジュナが言います。「主クリシュナよ。あなた様あなた様あなた様あなた様のからだのなかに、半神たのからだのなかに、半神たのからだのなかに、半神たのからだのなかに、半神た

ちすべて、さまざまな生命体が集まっている様子が見えます。ブラフマーが蓮華のうえちすべて、さまざまな生命体が集まっている様子が見えます。ブラフマーが蓮華のうえちすべて、さまざまな生命体が集まっている様子が見えます。ブラフマーが蓮華のうえちすべて、さまざまな生命体が集まっている様子が見えます。ブラフマーが蓮華のうえ

に座り、主シヴァ、偉大な聖者たちすべて、神聖な蛇も見えます」に座り、主シヴァ、偉大な聖者たちすべて、神聖な蛇も見えます」に座り、主シヴァ、偉大な聖者たちすべて、神聖な蛇も見えます」に座り、主シヴァ、偉大な聖者たちすべて、神聖な蛇も見えます」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナはその宇宙のなかにすべてを見ています。ですから、宇宙の最初

の生物であるブラフマー、宇宙の下層区域に横たわっているガルボーダカシャーイー・ヴィ

シュヌが乗る天界の蛇も見ています。この蛇のベッドをヴァースキ（Väsuki）といいます。

ヴァースキという名前の蛇はほかにも存在しています。アルジュナは、ガルボーダカシャー

イー・ヴィシュヌから、宇宙最初の生物ブラフマーが住む蓮華の惑星である宇宙の最上部ま

で見ることができました。これは、始まりから終わりまで、馬車上の１箇所に座っていたア

ルジュナから見ることができたという事実をしめしています。そしてそれが至高主クリシュ

ナの恩寵によって可能になったのです。 

 
第第第第16節節節節                                        ANaek-bahUdrv£-Nae}a& 

  PaXYaaiMa Tva& SavRTaae_NaNTaæPaMa( ) 
NaaNTa& Na MaDYa& Na PauNaSTavaid& 
  PaXYaaiMa    ivìeìr  ivìæPa )) 16 )) 

 

aneka-bähüdara-vaktra-netraà 

paçyämi tväà sarvato 'nanta-rüpam 

näntaà na madhyaà na punas tavädià 

paçyämi viçveçvara viçva-rüpa 
 

 aneka—多くの; bähu—腕; udara—腹; vaktra—口; netram—目; paçyämi—私は見る; 

tväm—あなた; sarvataù—全方角に; ananta-rüpam—無数の姿; na antam—終わりがな

い; na madhyam—中間のない; na punaù—くり返しのない; tava—あなたの; ädim—始ま

り; paçyämi—私は見る; viçva-éçvara—宇宙の主よ; viçva-rüpa—その宇宙の姿の中に。 
 

訳訳訳訳     宇宙の主よ。宇宙体よ。宇宙の主よ。宇宙体よ。宇宙の主よ。宇宙体よ。宇宙の主よ。宇宙体よ。あなた様あなた様あなた様あなた様のからだのなかに、のからだのなかに、のからだのなかに、のからだのなかに、数え数え数え数えききききれないほどの腕、腹、れないほどの腕、腹、れないほどの腕、腹、れないほどの腕、腹、

口、目があらゆる場所に限りなく広がっている様子が見えます。口、目があらゆる場所に限りなく広がっている様子が見えます。口、目があらゆる場所に限りなく広がっている様子が見えます。口、目があらゆる場所に限りなく広がっている様子が見えます。あなた様あなた様あなた様あなた様のなかに、終のなかに、終のなかに、終のなかに、終

わりも、中間も、始まりも見ることができません。わりも、中間も、始まりも見ることができません。わりも、中間も、始まりも見ることができません。わりも、中間も、始まりも見ることができません。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナは最高人格主神であり、無限なる方です。ゆえに、主をとおして

すべてを見ることができます。 

 
 



第第第第17節節節節                                            ik-rqi$=Na& GaidNa& ci§-<a& c 
  TaeJaaeraiXa& SavRTaae dqiáMaNTaMa( ) 
PaXYaaiMa Tva& duiNaRrq+Ya& SaMaNTaa‚ 
  ÕqáaNal/akR-ÛuiTaMaPa[MaeYaMa(     )) 17 )) 

 

kiréöinaà gadinaà cakriëaà ca 

tejo-räçià sarvato déptimantam 

paçyämi tväà durnirékñyaà samantäd 

déptänalärka-dyutim aprameyam 
 

kiréöinam—王冠で; gadinam—鎚矛（つちほこ）で; cakriëam—輪宝（りんぼう）で; ca—そし

て; tejaù-räçim—輝き; sarvataù—全方角に; dépti-mantam—燃えている; paçyämi—私は

見る ; tväm—あなた ; durnirékñyam—見ることが困難な ; samantät—あらゆる場所 ; 

dépta-anala—燃えさかる炎; arka—太陽の; dyutim—太陽光線; aprameyam—広大な。 
 

訳訳訳訳        あなた様あなた様あなた様あなた様の姿は、燃えさかる炎のように、あるいは太陽から発せられるの姿は、燃えさかる炎のように、あるいは太陽から発せられるの姿は、燃えさかる炎のように、あるいは太陽から発せられるの姿は、燃えさかる炎のように、あるいは太陽から発せられる計り計り計り計りしれしれしれしれ

ない光輝のように四方八方に輝いているために、直視することができません。それでも、ない光輝のように四方八方に輝いているために、直視することができません。それでも、ない光輝のように四方八方に輝いているために、直視することができません。それでも、ない光輝のように四方八方に輝いているために、直視することができません。それでも、

さまざまな王冠、戦闘さまざまな王冠、戦闘さまざまな王冠、戦闘さまざまな王冠、戦闘棒、輪宝で飾られたその燃えるような姿をあらゆる場所に見るこ棒、輪宝で飾られたその燃えるような姿をあらゆる場所に見るこ棒、輪宝で飾られたその燃えるような姿をあらゆる場所に見るこ棒、輪宝で飾られたその燃えるような姿をあらゆる場所に見るこ

とができます。とができます。とができます。とができます。 

 
第第第第1８節節節節                                        TvMa+ar& ParMa& veidTaVYa& 

TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( ) 
TvMaVYaYa" XaaìTaDaMaRGaaeáa 
  SaNaaTaNaSTv&  Pauåzae  MaTaae  Mae )) 18 )) 

 

tvam akñaraà paramaà veditavyaà 

tvam asya viçvasya paraà nidhänam 

tvam avyayaù çäçvata-dharma-goptä 

sanätanas tvaà puruño mato me 
 

 tvam—あなた; akñaram—完全無欠の者; paramam—至高の; veditavyam—理解される; 

tvam—あなた; asya—これの; viçvasya—宇宙; param—至高の; nidhänam—基本; tvam—

あなた; avyayaù—無尽蔵の; çäçvata-dharma-goptä—永遠の宗教の維持者; sanätanaù—

永遠の; tvam—あなた; puruñaù—最高人格者; mataù me—これが私の意見である。 
 
 
 



訳訳訳訳     あなた様あなた様あなた様あなた様は、至高かつ主要な目標です。宇宙全体を支える究極の方です。無尽蔵は、至高かつ主要な目標です。宇宙全体を支える究極の方です。無尽蔵は、至高かつ主要な目標です。宇宙全体を支える究極の方です。無尽蔵は、至高かつ主要な目標です。宇宙全体を支える究極の方です。無尽蔵

で、最古の人物です。永遠なる宗教を維持する方、すなわち人格主神です。これが私ので、最古の人物です。永遠なる宗教を維持する方、すなわち人格主神です。これが私ので、最古の人物です。永遠なる宗教を維持する方、すなわち人格主神です。これが私ので、最古の人物です。永遠なる宗教を維持する方、すなわち人格主神です。これが私の

意見です。意見です。意見です。意見です。 

 
第第第第19節節節節                    ANaaidMaDYaaNTaMaNaNTavqYaR‚ 

MaNaNTabahu&   XaiXaSaUYaRNae}aMa( ) 
PaXYaaiMa Tva& dqáhuTaaXav£&- 
  SvTaeJaSaa ivìiMad& TaPaNTaMa( )) 19 )) 

 

anädi-madhyäntam ananta-véryam 

ananta-bähuà çaçi-sürya-netram 

paçyämi tväà dépta-hutäça-vaktraà 

sva-tejasä viçvam idaà tapantam 
 

 anädi—始まりのない ; madhya—中間 ; antam—あるいは終わり ; ananta—無限の ; 

véryam—栄光; ananta—無限の; bähum—腕; çaçi—月; sürya—そして太陽; netram—目; 

paçyämi—私は見る; tväm—あなた; dépta—燃えさかる; hutäa-vaktram—あなたの口から

放たれる火; sva-tejasä—あなたの輝きによって; viçvam—宇宙; idam—この; tapantam—

熱している。 
 

訳訳訳訳     あなた様あなた様あなた様あなた様に根源はなく、中間も、終わりもありません。に根源はなく、中間も、終わりもありません。に根源はなく、中間も、終わりもありません。に根源はなく、中間も、終わりもありません。あなた様あなた様あなた様あなた様の栄光は無限での栄光は無限での栄光は無限での栄光は無限で

す。無数の腕を持ち、太陽も月もす。無数の腕を持ち、太陽も月もす。無数の腕を持ち、太陽も月もす。無数の腕を持ち、太陽も月もあなた様あなた様あなた様あなた様の目です。口の目です。口の目です。口の目です。口から放たれる燃えさかる炎が見から放たれる燃えさかる炎が見から放たれる燃えさかる炎が見から放たれる燃えさかる炎が見

え、宇宙全体え、宇宙全体え、宇宙全体え、宇宙全体ががががあなた様あなた様あなた様あなた様の輝きによって焼きつくされています。の輝きによって焼きつくされています。の輝きによって焼きつくされています。の輝きによって焼きつくされています。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高人格主神の６種類の冨に限りはありません。この節でも、ほかのさまざ

まな節でもくり返されていますが、経典の見解では、クリシュナの栄光がくり返し讃えられ

ているといっても、それは表現の弱さを補うためになされているのではありません。困惑し

たり、驚いたり、歓喜に包まれているときには、同じ言葉がなんどもくり返されるものであ

り、それを欠点とは言えません。 
 
第第第第20節節節節                                    ÛavaPa*iQaVYaaeirdMaNTar& ih 

VYaaá& TvYaEke-Na idXaê SavaR" ) 
d*îad(>auTa& æPaMauGa]& Taved& 
  l/aek-}aYa&  Pa[VYaiQaTa& MahaTMaNa( )) 20 )) 

 
 



dyäv ä-påthivyor idam antaraà hi 

vyäptaà tvayaikena diçaç ca sarväù 

dåñövädbhutaà rüpam ugraà tavedaà 

loka-trayaà pravyathitaà mahätman 
 

 dyau—宇宙空間から; ä-påthivyoù—地球に; idam—これ; antaram—〜の間; hi—確かに; 

vyäptam—広がって; tvayä—あなたによって; ekena—〜だけ; diçaù—方角; ca—そして; 

sarväù—すべて; dåñövä—見ることで; adbhutam—素晴らしい; rüpam—姿; ugram—恐ろ

しい; tava—あなたの; idam—この; loka—天体系; trayam—３; pravyathitam—混乱して; 

mahä-ätman—偉大なる者よ。 
 

訳訳訳訳        あなた様あなた様あなた様あなた様は唯一無二の方ではあっても、空に、惑星に、そして全宇宙に広がっては唯一無二の方ではあっても、空に、惑星に、そして全宇宙に広がっては唯一無二の方ではあっても、空に、惑星に、そして全宇宙に広がっては唯一無二の方ではあっても、空に、惑星に、そして全宇宙に広がって

います。偉大います。偉大います。偉大います。偉大なる方よ、この驚くべき、そして恐ろしい姿を見た全天体系が混乱になる方よ、この驚くべき、そして恐ろしい姿を見た全天体系が混乱になる方よ、この驚くべき、そして恐ろしい姿を見た全天体系が混乱になる方よ、この驚くべき、そして恐ろしい姿を見た全天体系が混乱におちおちおちおち

いいいいっています。っています。っています。っています。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     Dyäv ä-påthivyoù （デャーヴ アー・プリティヴョーホ）「天国と地球の空間」と

loka-trayam（ローカ・トゥラヤンム）「三界」はこの節で重要な意味を含んでいます。これは、

アルジュナだけが主の宇宙体を見ているのではなく、ほかの天体系でも見られていることを

物語っているからです。アルジュナは夢のなかで宇宙体を見ているのではありません。主が

神聖な視力をさずけた人々はすべて、戦場でしめされたその宇宙体を見ていたのです。 
 
第第第第20節節節節                                         AMaq ih Tva& SaurSaºa ivXaiNTa 

  ke-icÙqTaa"   Pa[aÅl/Yaae   Ga*<aiNTa ) 
SvSTaqTYau¤-a MahizRiSaÖSaºa" 
  STauviNTa Tva& STauiTai>a" PauZk-l/ai>a" )) 21 )) 

 

amé hi tväà sura-saìghä viçanti 

kecid bhétäù präïjalayo gåëanti 

svastéty uktvä maharñi-siddha-saìghäù 

stuvanti tväà stutibhiù puñkaläbhiù 
 

 amé— それらすべて ; hi—確かに ; tväm—あなた ; sura-saìghäù—半神の集まり ; 

viçanti—入っている ; kecit—彼らの一部 ; bhétäù—恐れから ; präïjalayaù—合掌して ; 

gåëanti—祈りを捧げている; svasti—完全なる平和; iti—このように; uktvä—語っている; 

mahä-åñi—偉大な聖者達; siddha-saìghäù—完璧な生物達; stuvanti—聖歌を歌っている; 

tväm—あなたに; stutibhiù—祈りと共に; puñkaläbhiù—ヴェーダの聖歌。 



訳訳訳訳        半神たちが一団となって半神たちが一団となって半神たちが一団となって半神たちが一団となってあなた様あなた様あなた様あなた様を囲み、を囲み、を囲み、を囲み、あなた様あなた様あなた様あなた様のなかに入っていのなかに入っていのなかに入っていのなかに入っていききききます。そます。そます。そます。そ

のなかには、恐れから合掌し、祈りをささのなかには、恐れから合掌し、祈りをささのなかには、恐れから合掌し、祈りをささのなかには、恐れから合掌し、祈りをささげてげてげてげていいいいる者たちがいます。偉大な聖者や完璧る者たちがいます。偉大な聖者や完璧る者たちがいます。偉大な聖者や完璧る者たちがいます。偉大な聖者や完璧

な生命体たちも、「平和を！」と口々に叫び、ヴェーダ讃歌をな生命体たちも、「平和を！」と口々に叫び、ヴェーダ讃歌をな生命体たちも、「平和を！」と口々に叫び、ヴェーダ讃歌をな生命体たちも、「平和を！」と口々に叫び、ヴェーダ讃歌を唱えながら唱えながら唱えながら唱えながらあなた様あなた様あなた様あなた様に祈に祈に祈に祈

りをささげています。りをささげています。りをささげています。りをささげています。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     全天体系に住む半神たちが、宇宙体の恐ろしい様相とまばゆい輝きにに震え

あがり、守られるよう祈っています。 
 
第第第第22節節節節                                         åd]aidTYaa vSavae Yae c SaaDYaa 

  ivìe_iìNaaE    MaåTaêaeZMaPaaê ) 
GaNDavRYa+aaSauriSaÖSaºa 
  vq+aNTae Tva& iviSMaTaaêEv SaveR )) 22 )) 

 

rudrädityä vasavo ye ca sädhyä 

viçve 'çvinau marutaç coñmapäç ca 

gandharva-yakñäsura-siddha-saìghä 

vékñante tväà vismitäç caiva sarve 
 

 rudra—主シヴァの表われ; ädityäù—アーディテャ達; vasavaù—ヴァス達; ye—それら

すべて; ca—そして; sädhyäù—サーデャ達; viçve—ヴィシュヴェーデーヴァ達; açvinau—

アシュヴィニー・クマーラ達; marutaù—マルトゥ達; ca—そして; uñma-päù—先祖達; ca—

そして; gandharva—ガンダルヴァ達の; yakña—ヤクシャ達; asura—悪魔達; siddha—そし

て完璧な半神達; saìghäù—集合; vékñante—見つめている; tväm—あなた; vismitäù—驚嘆

して; ca—もまた; eva—確かに; sarve—全員。 
 

訳訳訳訳     主シヴァの主シヴァの主シヴァの主シヴァのさまざまな様相、アーディテャ、ヴァス、サーデャ、ヴィシュヴェーさまざまな様相、アーディテャ、ヴァス、サーデャ、ヴィシュヴェーさまざまな様相、アーディテャ、ヴァス、サーデャ、ヴィシュヴェーさまざまな様相、アーディテャ、ヴァス、サーデャ、ヴィシュヴェー

デーヴァ、２人のアシュヴィー、マルトゥ、先祖、ガンダルヴァ、ヤクシャ、アスラ、デーヴァ、２人のアシュヴィー、マルトゥ、先祖、ガンダルヴァ、ヤクシャ、アスラ、デーヴァ、２人のアシュヴィー、マルトゥ、先祖、ガンダルヴァ、ヤクシャ、アスラ、デーヴァ、２人のアシュヴィー、マルトゥ、先祖、ガンダルヴァ、ヤクシャ、アスラ、

そして完璧な半神たちが、驚嘆のまなざしてそして完璧な半神たちが、驚嘆のまなざしてそして完璧な半神たちが、驚嘆のまなざしてそして完璧な半神たちが、驚嘆のまなざしてあなた様あなた様あなた様あなた様を見つめています。を見つめています。を見つめています。を見つめています。 

 
第第第第23節節節節                  æPa& Mahtae bhuv£-Nae}a& 

Mahabahae       bhubahUåPaadMa( ) 
bhUdr& bhud&í¥ak-ral&/ 
   d*îa l/aek-a" Pa[VYaiQaTaaSTaQaahMa( )) 23 )) 

 

rüpaà mahat te bahu-vaktra-netraà 

mahä-bäho bahu-bähüru-pädam 



bahüdaraà bahu-daàñörä-karälaà 

dåñövä lokäù pravyathitäs tathäham 
 

 rüpam—その姿; mahat—非常に巨大な; te—あなたの; bahu—多くの; vaktra—顔; 

netram—そして目; mahä-bäho—強力無双の者よ; bahu—多くの; bähu—腕; üru—太腿部; 

pädam—そして足; bahu-udaram—多くの腹; bahu-daàñörä—多くの⻭; karälam—恐ろ

しい; dåñövä—見ている; lokäù—すべての惑星; pravyathitäù—混乱して; tathä—同じよう

に; aham—私。 
 

訳訳訳訳     強力無双の方よ。半神たちの住む惑星すべてが、無数の顔、目、腕、太もも、足、強力無双の方よ。半神たちの住む惑星すべてが、無数の顔、目、腕、太もも、足、強力無双の方よ。半神たちの住む惑星すべてが、無数の顔、目、腕、太もも、足、強力無双の方よ。半神たちの住む惑星すべてが、無数の顔、目、腕、太もも、足、

腹、そして恐ろしい⻭を見せる腹、そして恐ろしい⻭を見せる腹、そして恐ろしい⻭を見せる腹、そして恐ろしい⻭を見せるあなた様あなた様あなた様あなた様の巨大な姿を見て混乱におちいっています。かの巨大な姿を見て混乱におちいっています。かの巨大な姿を見て混乱におちいっています。かの巨大な姿を見て混乱におちいっています。か

れらとおなじように、私も動転しています。れらとおなじように、私も動転しています。れらとおなじように、私も動転しています。れらとおなじように、私も動転しています。 

 
第第第第24節節節節                   Na>a"SPa*Xa& dqáMaNaek-v<a| 

VYaataaNaNa&      dqáivXaal/Nae}aMa( ) 
d*îa ih Tva& Pa[VYaiQaTaaNTaraTMaa 
   Da*iTa& Na ivNdaiMa XaMa& c ivZ<aae )) 24 )) 

 

nabhaù-spåçaà déptam aneka-varëaà 

vyättänanaà dépta-viçäla-netram 

dåñövä hi tväà pravyathitäntar-ätmä 

dhåtià na vindämi çamaà ca viñëo 
 

 nabhaù-spåçam—空に触れている; déptam—燃えている; aneka—多くの; varëam—色; 

vyätta—開いている; änanam—口; dépta—燃えている; viçäla—非常に巨大な; netram—

目; dåñövä—見ている; hi—確かに; tväm—あなた; pravyathita—混乱して; antaù—〜の中

で; ätmä—魂; dhåtim—安定さ; na—〜ではない; vindämi—私は持っている; çamam—心

の落ち着き; ca—もまた; viñëo—主ヴィシュヌよ。 
 

訳訳訳訳     遍在するヴィシュヌよ。空を貫く光りかがやく無数のいろどり、大きく開かれた遍在するヴィシュヌよ。空を貫く光りかがやく無数のいろどり、大きく開かれた遍在するヴィシュヌよ。空を貫く光りかがやく無数のいろどり、大きく開かれた遍在するヴィシュヌよ。空を貫く光りかがやく無数のいろどり、大きく開かれた

その口、燃えるような目を見て、私の心はあまりの恐ろしさにその口、燃えるような目を見て、私の心はあまりの恐ろしさにその口、燃えるような目を見て、私の心はあまりの恐ろしさにその口、燃えるような目を見て、私の心はあまりの恐ろしさに動転して動転して動転して動転しています。立ちついます。立ちついます。立ちついます。立ちつ

づけることもできず、心の落ちつきも失っています。づけることもできず、心の落ちつきも失っています。づけることもできず、心の落ちつきも失っています。づけることもできず、心の落ちつきも失っています。 

 
第第第第25節節節節                     &í¥ak-ral/aiNa c Tae Mau%aiNa 

  d*îEv k-al/aNal/Saià>aaiNa ) 
idXaae Na JaaNae Na l/>ae c XaMaR 
  Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 25 )) 



daàñörä-karäläni ca te mukhäni 

dåñövaiva kälänala-sannibhäni 

diço na jäne na labhe ca çarma 

praséda deveça jagan-niväsa 
 

 daàñörä—⻭; karäläni—恐ろしい; ca—もまた; te—あなたの; mukhäni—顔; dåñövä—

見ている; eva—このように; käla-anala—死の炎; sannibhäni—あたかも; diçaù—方角; 

na—〜ではない; jäne—私は知っている; na—〜ではない; labhe—私は得た; ca—そして; 

çarma—恩寵; praséda—そうしてください; deva-éça—神々の主よ; jagat-niväsa—世界の

保護者よ。 
 

訳訳訳訳     神々のなかの主よ。世界が身をゆだねる方よ。どうか私に慈愛をおさずけくださ神々のなかの主よ。世界が身をゆだねる方よ。どうか私に慈愛をおさずけくださ神々のなかの主よ。世界が身をゆだねる方よ。どうか私に慈愛をおさずけくださ神々のなかの主よ。世界が身をゆだねる方よ。どうか私に慈愛をおさずけくださ

い。死のような燃えさい。死のような燃えさい。死のような燃えさい。死のような燃えさかるかるかるかるあなた様あなた様あなた様あなた様のののの顔と恐ろしい⻭を見て、私の心は激しく動揺して顔と恐ろしい⻭を見て、私の心は激しく動揺して顔と恐ろしい⻭を見て、私の心は激しく動揺して顔と恐ろしい⻭を見て、私の心は激しく動揺して

います。どうしたらいいのかわからず、うろたえるばかりです。います。どうしたらいいのかわからず、うろたえるばかりです。います。どうしたらいいのかわからず、うろたえるばかりです。います。どうしたらいいのかわからず、うろたえるばかりです。 

 
第第第第26−27節節節節     AMaq  c  Tva& Da*Taraí¥SYa Pau}aa" SaveR SahEvaviNaPaal/SaºE" ) 

>aqZMaae   d]ae<a"  SaUTaPau}aSTaQaaSaaE  SahaSMadqYaEriPa  YaaeDaMau:YaE" )) 26 )) 
v£-ai<a Tae TvrMaa<aa ivXaiNTa d&í¥ak-ral/aiNa >aYaaNak-aiNa ) 
ke-iciÜl/Gana   dXaNaaNTarezu  SaNd*XYaNTae  cUi<aRTaEåtaMaa(r)E" )) 27 )) 

 

amé ca tväà dhåtaräñörasya puträù 

sarve sahaivävani-päla-saìghaiù 

bhéñmo droëaù süta-putras tathäsau 

sahäsmadéyair api yodha-mukhyaiù 
 

vakträëi te tvaramäëä viçanti 

daàñörä-karäläni bhayänakäni 

kecid vilagnä daçanäntareñu 

sandåçyante cürëitair uttamäìgaiù 
 

 amé—これら; ca—もまた; tväm—あなた; dhåtaräñörasya—ドゥリタラーシュトラの; 

puträù—子息達; sarve—全員; saha—〜と共に; eva—実に; avani-päla—勇猛の王達; 

saìghaiù—一群 ; bhéñmaù—ビーシュマデーヴァ; droëaù—ドゥローナーチャーリャ; 

süta-putraù—カルナ; tathä—もまた; asau—それ; saha—〜と共に; asmadéyaiù—私達の; 

api— も ま た ; yodha-mukhyaiù— 兵 士 の 将 軍 達 ; vakträëi— 口 ; te— あ な た の ; 

tvaramäëäù—突進している; viçanti—入っている; daàñörä—⻭; karäläni—恐ろしい; 



bhayänakäni— 非 常 に 恐 ろ し い ; kecit— 彼 ら の 一 部 ; vilagnäù— 挟 ま っ て ; 

daçana-antareñu— ⻭ の 間 で ; sandåçyante— 見 ら れ る ; cürëitaiù— 潰 さ れ て ; 

uttama-aìgaiù—頭。 
 

訳訳訳訳     ドゥリタラーシュトラの息子たちドゥリタラーシュトラの息子たちドゥリタラーシュトラの息子たちドゥリタラーシュトラの息子たち、同盟国の王、同盟国の王、同盟国の王、同盟国の王たち、ビーシュマ、ドゥローナ、たち、ビーシュマ、ドゥローナ、たち、ビーシュマ、ドゥローナ、たち、ビーシュマ、ドゥローナ、

カルナたちカルナたちカルナたちカルナたち――――――――そして我が軍の将軍たちもそして我が軍の将軍たちもそして我が軍の将軍たちもそして我が軍の将軍たちも――――――――あなた様あなた様あなた様あなた様の恐ろしい口のなかに突進しての恐ろしい口のなかに突進しての恐ろしい口のなかに突進しての恐ろしい口のなかに突進して

います。そしてなかには、⻭のあいだに頭が挟まり、潰されている者もいます。います。そしてなかには、⻭のあいだに頭が挟まり、潰されている者もいます。います。そしてなかには、⻭のあいだに頭が挟まり、潰されている者もいます。います。そしてなかには、⻭のあいだに頭が挟まり、潰されている者もいます。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     これまでの節で主は、アルジュナが関心を寄せると思われることを見せる約

束をしています。そしていまアルジュナは、敵側の指揮官たち（ビーシュマ、ドゥローナ、

カルナ、そしてドゥリタラーシュトラの息子たち）、そしてその兵士たちもアルジュナ側の

兵士もことごとく殺されていく地獄絵図を見ています。これは、クルクシェートラに集結し

た兵士のほとんどが死んで、アルジュナが勝利を収めることを物語っています。絶対に征服

されないというビーシュマの名前が挙げられていますが、やはり葬りさられています。カル

ナもそうです。ビーシュマのような敵軍の偉大な戦士はおろか、アルジュナ側の偉大な兵士

も同じ運命をたどるのです。 
 
第第第第28節節節節                    YaQaa  NadqNaa&  bhvae_MbuveGaa"  SaMaud]Maevai>aMau%a d]viNTa ) 

TaQaa TavaMaq Narl/aek-vqra ivXaiNTa v£-a<Yai>aivJvl/iNTa )) 28 )) 
 

yathä nadénäà bahavo 'mbu-vegäù 

samudram eväbhimukhä dravanti 

tathä tavämé nara-loka-vérä 

viçanti vakträëy abhivijvalanti 
 

 yathä—〜のように; nadénäm—川の; bahavaù—多くの者達; ambu-vegäù—波のうねり; 

samudram—海; eva—確かに; abhimukhäù—〜に向かって; dravanti—進む; tathä—同じ

ように ; tava— あなたに ; amé— これらすべて ; nara-loka-véräù— 人間社会の王達 ; 

viçanti—入っている; vakträëi—口; abhivijvalanti—そして燃えている。 
 

訳訳訳訳     川の波が海に流れこんでいくように、偉大な兵士たちが川の波が海に流れこんでいくように、偉大な兵士たちが川の波が海に流れこんでいくように、偉大な兵士たちが川の波が海に流れこんでいくように、偉大な兵士たちがあなた様あなた様あなた様あなた様の燃えさかる口の燃えさかる口の燃えさかる口の燃えさかる口

のなかへつぎつぎに入っています。のなかへつぎつぎに入っています。のなかへつぎつぎに入っています。のなかへつぎつぎに入っています。 

 
第第第第29節節節節                    YaQaa  Pa[dqá&  Jvl/Na&  PaTa(r)a  ivXaiNTa NaaXaaYa SaMa*ÖveGaa" ) 

TaQaEv NaaXaaYa ivXaiNTa l/aek-a‚ STavaiPa v£-ai<a SaMa*ÖveGaa" )) 29 )) 
 



yathä pradéptaà jvalanaà pataìgä 

viçanti näçäya samåddha-vegäù 

tathaiva näçäya viçanti lokäs 

taväpi vakträëi samåddha-vegäù 
 

 yathä—〜のように; pradéptam—燃えている; jvalanam—火; pataìgäù—口; viçanti—入

る; näçäya—破滅のために; samåddha—全力で; vegäù—速度; tathä eva—同じように; 

näçäya—破滅のために; viçanti—入っている; lokäù—すべての人々; tava—あなたの; 

api—もまた; vakträëi—口; samåddha-vegäù—全速力で。 
 

訳訳訳訳     だれもかれも、だれもかれも、だれもかれも、だれもかれも、あなた様あなた様あなた様あなた様の口のなかに猛烈な速さで突進しています。虫が火に飛の口のなかに猛烈な速さで突進しています。虫が火に飛の口のなかに猛烈な速さで突進しています。虫が火に飛の口のなかに猛烈な速さで突進しています。虫が火に飛

びこみ、燃えつきるびこみ、燃えつきるびこみ、燃えつきるびこみ、燃えつきるように。ように。ように。ように。 

 
第第第第30節節節節                            le/il/ùSae Ga]SaMaaNa" SaMaNTaa‚ çaek-aNSaMaGa]aNvdNaEJvRl/iÙ" ) 

TaeJaaei>araPaUYaR  JaGaTSaMaGa]&  >aaSaSTavaeGa]a" Pa[TaPaiNTa ivZ<aae )) 30 )) 
    

lelihyase grasamänaù samantäl 

lokän samagrän vadanair jvaladbhiù 

tejobhir äpürya jagat samagraà 

bhäsas tavogräù pratapanti viñëo 
 

 lelihyase—あなたはひとなめにしている; grasamänaù—むさぼっている; samantät—前

方角から; lokän—人々; samagrän—すべて; vadanaiù—その口によって; jvaladbhiù—燃

えている; tejobhiù—輝きによって; äpürya—覆っている; jagat—宇宙; samagram—すべ

て; bhäsaù—光線; tava—あなたの; ugräù—恐ろしい; pratapanti—焼き焦がしている; 

viñëo—遍在する主よ。 
 

訳訳訳訳     ヴィシュヌよ。燃えさかるその口で、ヴィシュヌよ。燃えさかるその口で、ヴィシュヌよ。燃えさかるその口で、ヴィシュヌよ。燃えさかるその口で、あなた様あなた様あなた様あなた様はあらゆる方角から飛びこんでくはあらゆる方角から飛びこんでくはあらゆる方角から飛びこんでくはあらゆる方角から飛びこんでく

る者たちすべてを食い殺しています。そしてご自分の輝きで全宇宙を覆いつくし、恐ろる者たちすべてを食い殺しています。そしてご自分の輝きで全宇宙を覆いつくし、恐ろる者たちすべてを食い殺しています。そしてご自分の輝きで全宇宙を覆いつくし、恐ろる者たちすべてを食い殺しています。そしてご自分の輝きで全宇宙を覆いつくし、恐ろ

しい灼熱の光を四方に放散されています。しい灼熱の光を四方に放散されています。しい灼熱の光を四方に放散されています。しい灼熱の光を四方に放散されています。 
 
第第第第31節節節節                    Aa:Yaaih  Mae k-ae >avaNauGa]æPaae NaMaae_STau Tae devvr Pa[Saqd ) 

ivjaTauiMaC^aiMa >avNTaMaaÛ& Na ih Pa[JaaNaaiMa Tav Pa[v*itaMa( )) 31 )) 
 

äkhyähi me ko bhavän ugra-rüpo 

namo 'stu te deva-vara praséda 



vijïätum icchämi bhavantam ädyaà 

na hi prajänämi tava pravåttim 
 

 äkhyähi— ど う か 説 明 し て く だ さ い ; me— 私 に ; kaù— 誰 ; bhavän— あ な た ; 

ugra-rüpaù—凶暴な姿; namaù astu—お辞儀; te—あなたに; deva-vara—半神たちの中の

偉大なる者よ ; praséda— 慈悲深くある ; vijïätum— 知ること ; icchämi— 私は望む ; 

bhavantam—あなた; ädyam—根源の者; na—〜ではない; hi—確かに; prajänämi—私は

知っている; tava—あなたの; pravåttim—使命。 
 

訳訳訳訳     神々の主よ、凶暴な姿を持つ方よ。神々の主よ、凶暴な姿を持つ方よ。神々の主よ、凶暴な姿を持つ方よ。神々の主よ、凶暴な姿を持つ方よ。あなた様あなた様あなた様あなた様はいったいだれなのでしょうか。はいったいだれなのでしょうか。はいったいだれなのでしょうか。はいったいだれなのでしょうか。ああああ

なた様なた様なた様なた様に心から敬意を表します。どうか私に慈悲深くあってください。に心から敬意を表します。どうか私に慈悲深くあってください。に心から敬意を表します。どうか私に慈悲深くあってください。に心から敬意を表します。どうか私に慈悲深くあってください。あなた様あなた様あなた様あなた様は根源は根源は根源は根源

の主です。私はの主です。私はの主です。私はの主です。私はあなた様あなた様あなた様あなた様の使命の使命の使命の使命のなんたるかを知りません、だからその正体を知りたくのなんたるかを知りません、だからその正体を知りたくのなんたるかを知りません、だからその正体を知りたくのなんたるかを知りません、だからその正体を知りたく

思います。思います。思います。思います。 

 
第第第第32節節節節                                                    é[q>aGavaNauvac ) 

k-al/ae_iSMa   l/aek-+aYak*-TPa[v*Öae   l/aek-aNSaMaahTauRiMah   Pa[v*ta" ) 
‰Tae_iPa Tva& Na >aivZYaiNTa SaveR Yae_viSQaTaa" Pa[TYaNaqke-zu YaaeDaa" )) 32 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

kälo 'smi loka-kñaya-kåt pravåddho 

lokän samähartum iha pravåttaù 

åte 'pi tväà na bhaviñyanti sarve 

ye 'vasthitäù pratyanékeñu yodhäù 
 

 çré-bhagavän uväca—人格主神が言った; kälaù—時; asmi—私は〜である; loka—世界

の; kñaya-kåt—破壊者; pravåddhaù—偉大な; lokän—すべての人々; samähartum—破壊

することで; iha—この世界で; pravåttaù—従事して; åte—〜なしで、〜を除いて; api—〜で

さえ; tväm—あなた; na—決して〜ない; bhaviñyanti—〜になるだろう; sarve—全員; ye—

〜である者; avasthitäù—位置されて; prati-anékeñu—敵側の; yodhäù—兵士達。 
 

訳訳訳訳     最高人格主神が言いました。「わたしは時である。世界を滅ぼす最強の破壊者で最高人格主神が言いました。「わたしは時である。世界を滅ぼす最強の破壊者で最高人格主神が言いました。「わたしは時である。世界を滅ぼす最強の破壊者で最高人格主神が言いました。「わたしは時である。世界を滅ぼす最強の破壊者で

あり、人間をことごとく抹殺するためにこの世界に来あり、人間をことごとく抹殺するためにこの世界に来あり、人間をことごとく抹殺するためにこの世界に来あり、人間をことごとく抹殺するためにこの世界に来た。あなたたち（パーンダヴァ兄た。あなたたち（パーンダヴァ兄た。あなたたち（パーンダヴァ兄た。あなたたち（パーンダヴァ兄

弟）を除き、ここに集結した両軍の兵士たちは弟）を除き、ここに集結した両軍の兵士たちは弟）を除き、ここに集結した両軍の兵士たちは弟）を除き、ここに集結した両軍の兵士たちはひとり残らずひとり残らずひとり残らずひとり残らず殺される」殺される」殺される」殺される」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説            アルジュナはクリシュナが自分の友人で、そして最高人格主神であること

を知っていましたが、クリシュナが表わしたさまざまな姿を見て動転していました。だから



こそ、この破壊的な力がほんとうはなんのためにあるのかを尋ねたのです。ヴェーダでは、

至高の真理者はすべてを、ブラーフマナたちをも破壊する、と言われています。『カタ・ウ

パニシャッド』（第１編・第２章・第25節）の言葉です。 
 

yasya brahma ca kñatraà ca 

ubhe bhavata odanaù 

måtyur yasyopasecanaà 

ka itthä veda yatra saù 
 

 やがては、ブラーフマナもクシャトリヤも、一人残らず至高主によって、まるで食卓の料

理のように食いつくされてしまうのです。至高主のこの姿は「すべてを食いつくす巨人」で

あり、またこの節でもクリシュナはみずからを「すべてを食いつくす『時』である」と言っ

ています。数人のパーンダヴァ兄弟をのぞき、戦場に集まっただれもが主によって滅ぼされ

るのです。アルジュナはこの戦いに賛成していませんでしたし、戦わないほうがいい、と考

えていました。そうすれば失望することもない、と考えたのです。主はその考えに対し、戦

わなかったとしてもだれもが殺される、それがわたしの計画なのだから、と言います。アル

ジュナが戦わなくても、別の死に方をするだけです。戦わなかったとしても、死はだれも止

められません。じつは、かれらはすでに死んでいたのです。時は破壊であり、現象世界はす

べて、至高主の望みによって破壊されます。それが自然の法則です。 
 

第第第第33節節節節                        TaSMaatvMauitaï YaXaae l/>aSv iJaTva Xa}aUN>au&+v raJYa& SaMa*ÖMa( ) 
MaYaEvETae   iNahTaa"   PaUvRMaev  iNaiMataMaa}a&  >av  SaVYaSaaicNa( )) 33 )) 

 

tasmät tvam uttiñöha yaço labhasva 

jitvä çatrün bhuìkñva räjyaà samåddham 

mayaivaite nihatäù pürvam eva 

nimitta-mätraà bhava savya-säcin 
 

 tasmät—だから; tvam—あなた; uttiñöha—立ち上がる; yaçaù—名声; labhasva—利益; 

jitvä—征服している; çatrün—敵; bhuìkñva—楽しむ; räjyam—王国; samåddham—繁栄

している; mayä—私によって; eva—確かに; ete—これらすべて; nihatäù—殺した; pürvam 

eva—すでに配慮されて; nimitta-mätram—その原因; bhava—〜になる; savya-säcin—サ

ヴャサーチーよ。 
 

訳訳訳訳     だから立ちあがるのだ。戦う準備を整え、勝利を手に収めよ。敵を倒しだから立ちあがるのだ。戦う準備を整え、勝利を手に収めよ。敵を倒しだから立ちあがるのだ。戦う準備を整え、勝利を手に収めよ。敵を倒しだから立ちあがるのだ。戦う準備を整え、勝利を手に収めよ。敵を倒してててて栄える栄える栄える栄える

王国を王国を王国を王国を楽しめ楽しめ楽しめ楽しめ。わたしの計画によって、かれらは死ぬことになっている。だからサヴャ。わたしの計画によって、かれらは死ぬことになっている。だからサヴャ。わたしの計画によって、かれらは死ぬことになっている。だからサヴャ。わたしの計画によって、かれらは死ぬことになっている。だからサヴャ

サーチーよ、戦いの道具になれ。サーチーよ、戦いの道具になれ。サーチーよ、戦いの道具になれ。サーチーよ、戦いの道具になれ。 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     サヴャ・サーチン（Savya-säcin）は、矢を巧みに操ることのできる者、とい

う意味です。アルジュナは、敵を射抜いて殺す熟達した戦士として呼びかけられているので

す。Nimitta-mätram（ニミッタ・マートゥランム）「ただ道具になれ」。この言葉はひじょうに

重要です。全世界は最高人格主神の計画のもとで動いています。思慮が足らない愚かな人々

は、自然界はなんの計画もなく動き、現象世界はすべて偶然に作られたもの、と考えます。

いわゆる科学者と呼ばれる人々は、「その原因はおそらくこうだろう、おそらくああだろう」

などと教えますが、「おそらく」とか「たぶん」という表現は論外です。物質界は、計画ど

おりに機能しているのです。ではその計画とは？ 宇宙現象界は条件づけられた魂が神のも

とへ、ふるさとへ帰る絶好の機会です。物質自然界をわがものにしようとする支配心理に動

かされているかぎり、人々は条件づけられます。しかし至高主の計画を理解し、クリシュナ

意識を修練できる人は、ひじょうに賢明です。宇宙現象界の創造と破壊は、神の優れた導き

のもとで起こっています。クルクシェートラの戦いは、神の計画にもとづいておこなわれま

した。アルジュナは戦うことを拒んでいましたが、至高主の望みどおりに戦うよう促されま

した。戦ってこそ、かれは幸福になれます。完全にクリシュナ意識になり、主への崇高な奉

仕に身をゆだねることで完璧な人物になるのです。 

 
第第第第34節節節節                d]ae<a&  c >aqZMa& c JaYad]Qa& c k-<a| TaQaaNYaaNaiPa YaaeDavqraNa( ) 

MaYaa hTaa&STv& Jaih MaaVYaiQaïa YauDYaSv JaeTaaiSa  r<ae SaPaÒaNa( )) 34 )) 
 

droëaà ca bhéñmaà ca jayadrathaà ca 

karëaà tathänyän api yodha-vérän 

mayä hatäàs tvaà jahi mä vyathiñöhä 

yudhyasva jetäsi raëe sapatnän 
 

 droëam ca—ドゥローナも; bhéñmam ca—ビーシュマも; jayadratham ca—ジャヤドゥ

ラタも; karëam—カルナ; tathä—もまた; anyän—他の者達; api—確かに; yodha-vérän—

偉大な兵士達; mayä—私によって; hatän—すでに殺されて; tvam—あなた; jahi—滅ぼす; 

mä—〜しない; vyathiñöhäù—乱されて; yudhyasva—ただ戦え; jetä asi—あなたは征服す

るだろう; raëe—戦いで; sapatnän—敵。 
 

訳訳訳訳        ドゥローナ、ビーシュマ、ジャヤドゥラタ、カルナ、ドゥローナ、ビーシュマ、ジャヤドゥラタ、カルナ、ドゥローナ、ビーシュマ、ジャヤドゥラタ、カルナ、ドゥローナ、ビーシュマ、ジャヤドゥラタ、カルナ、ほかほかほかほかの偉大な兵士たちも、の偉大な兵士たちも、の偉大な兵士たちも、の偉大な兵士たちも、

わたしにすでに殺されている。ゆえに、あなたはかれらをただ殺せばいい。決して乱さわたしにすでに殺されている。ゆえに、あなたはかれらをただ殺せばいい。決して乱さわたしにすでに殺されている。ゆえに、あなたはかれらをただ殺せばいい。決して乱さわたしにすでに殺されている。ゆえに、あなたはかれらをただ殺せばいい。決して乱さ

れてはならない。ただ戦いさえすればいいのだ。そうすればこの戦いで敵を粉砕するこれてはならない。ただ戦いさえすればいいのだ。そうすればこの戦いで敵を粉砕するこれてはならない。ただ戦いさえすればいいのだ。そうすればこの戦いで敵を粉砕するこれてはならない。ただ戦いさえすればいいのだ。そうすればこの戦いで敵を粉砕するこ

とができる。とができる。とができる。とができる。 

 
 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     最高人格主神がすべての計画をたて、また献愛者に親切で慈悲深い主は、主

の望みどおりに計画に従う献愛者にその功績を与えます。ですから生活というものは、だれ

もがクリシュナ意識で行動し、精神指導者という媒体をとおして最高人格主神が理解できる

よう送らなくてはなりません。主の計画は主の慈悲で理解できるものですし、献愛者の計画

は主の計画と同じです。私たちはその計画に従い、生存競争という戦いに勝たなくてはなり

ません。 
 
第第第第35節節節節                                                    SaÅYa ovac ) 

WTaC^]uuTva  vcNa& ke-XavSYa k*-TaaÅil/veRPaMaaNa" ik-rqTaq  ) 
NaMaSk*-Tva >aUYa Wvah k*-Z<a& SaGaÓd& >aqTa>aqTa" Pa[<aMYa )) 35 )) 

 

saïjaya uväca 

etac chrutvä vacanaà keçavasya 

kåtäïjalir vepamänaù kirété 

namaskåtvä bhüya eväha kåñëaà 

sa-gadgadaà bhéta-bhétaù praëamya 
 

 saïjayaù uväca—サンジャヤが言った ; etat—このように ; çrutvä—聞いている ; 

vacanam—その発言; keçavasya—クリシュナの; kåta-aïjaliù—合掌して; vepamänaù—震

えている; kirété—アルジュナ; namaskåtvä—敬意を表している; bhüyaù—再び; eva—もま

た; äha—言った; kåñëam—クリシュナに; sa-gadgadam—不安定な声で; bhéta-bhétaù—恐

れて; praëamya—敬意を表している。 
 

訳訳訳訳     サンジャヤがドゥリタラーシュトラに言う。「王様。最高人格主神からそのサンジャヤがドゥリタラーシュトラに言う。「王様。最高人格主神からそのサンジャヤがドゥリタラーシュトラに言う。「王様。最高人格主神からそのサンジャヤがドゥリタラーシュトラに言う。「王様。最高人格主神からその言わ言わ言わ言わ

れたあとれたあとれたあとれたあと、アルジュナ、アルジュナ、アルジュナ、アルジュナは震え、合掌して何度もは震え、合掌して何度もは震え、合掌して何度もは震え、合掌して何度もくり返し敬意を表しました。主クリシュくり返し敬意を表しました。主クリシュくり返し敬意を表しました。主クリシュくり返し敬意を表しました。主クリシュ

ナに向かって、口ごもりナに向かって、口ごもりナに向かって、口ごもりナに向かって、口ごもり、そしておびえながら話しました」、そしておびえながら話しました」、そしておびえながら話しました」、そしておびえながら話しました」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     すでに説明したように、最高人格主神の宇宙体が作りだした光景を見たアル

ジュナはあまりの恐ろしさに混乱していました。そのため、クリシュナにくり返し敬意を表

し、友人としてではなく、畏怖に打たれた献愛者として口ごもりながら話したのでした。 

 
第第第第36節節節節                                                    AJauRNa ovac ) 

SQaaNae  ôzqke-Xa  Tav  Pa[k-ITYaaR  JaGaTPa[ôZYaTYaNaurJYaTae c  ) 
r+aa&iSa >aqTaaiNa idXaae d]viNTa SaveR NaMaSYaiNTa c iSaÖSaºa" )) 36 )) 

 
 



arjuna uväca 

sthäne håñékeça tava prakértyä 

jagat prahåñyaty anurajyate ca 

rakñäàsi bhétäni diço dravanti 

sarve namasyanti ca siddha-saìghäù 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; sthäne—正しく; håñéka-éça—すべての感覚の主人

よ; tava—あなたの; prakértyä—栄光によって; jagat—全世界; prahåñyati—喜んでいる; 

anurajyate—執着している; ca—そして; rakñäàsi—悪魔達; bhétäni—恐れから; diçaù—全

方角に; dravanti—逃げている; sarve—すべて; namasyanti—敬意を表している; ca—もま

た; siddha-saìghäù—完璧な人々。 
 
訳訳訳訳        アルジュナが言いました。「おお、感覚の主アルジュナが言いました。「おお、感覚の主アルジュナが言いました。「おお、感覚の主アルジュナが言いました。「おお、感覚の主（ぬし）（ぬし）（ぬし）（ぬし）よ。世界は、よ。世界は、よ。世界は、よ。世界は、あなた様あなた様あなた様あなた様の名前をの名前をの名前をの名前を

聞いて喜びに沸きたち、だれもが聞いて喜びに沸きたち、だれもが聞いて喜びに沸きたち、だれもが聞いて喜びに沸きたち、だれもがあなた様あなた様あなた様あなた様に心奪われています。完璧な境地にある人々に心奪われています。完璧な境地にある人々に心奪われています。完璧な境地にある人々に心奪われています。完璧な境地にある人々

ががががあなた様あなた様あなた様あなた様に敬意をこめて祈りをささげるいっぽうで、に敬意をこめて祈りをささげるいっぽうで、に敬意をこめて祈りをささげるいっぽうで、に敬意をこめて祈りをささげるいっぽうで、邪悪な者邪悪な者邪悪な者邪悪な者たちは恐れおののいてたちは恐れおののいてたちは恐れおののいてたちは恐れおののいて

ここかしこここかしこここかしこここかしことととと逃げまどっています。そして、逃げまどっています。そして、逃げまどっています。そして、逃げまどっています。そして、なにもかもなにもかもなにもかもなにもかも正しく為されています」正しく為されています」正しく為されています」正しく為されています」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        アルジュナは、クルクシェートラの戦いの結果についてクリシュナから聞い

たあと、すべてに目覚め、最高人格主神の偉大な献愛者として、友人として、クリシュナが

することはすべて正しい、と言いました。そして、クリシュナは維持者であり、献愛者が崇

拝する方であり、望ましくないものを破壊する方である、とも宣言しました。クリシュナが

することはなんでも、だれにとっても最善の結果をもたらします。アルジュナには、クルク

シェートラの戦いの様子は最初から最後まで、上空から数多くの半神、シッダ、高位の天体

系に住む賢者たちが見つめていたことがわかっていました。クリシュナがその戦場にいたか

らです。宇宙体をアルジュナが見たとき、半神たちはそのことを喜びましたが、悪魔や無神

論者たちは主が讃えられることに耐えられませんでした。最高人格主神の破壊的な姿を恐れ

るかれらは、逃げまわりました。クリシュナが献愛者と無神論者にとった態度をアルジュナ

は讃えています。どのような状況でも献愛者は主を讃えます。主がすることは、だれにとっ

てもすばらしい結果をもたらすことを確信しているからです。 
 
第第第第37節節節節                    k-SMaaÀ Tae Na NaMaerNMahaTMaNa( GarqYaSae b]ø<aae_PYaaidk-}aeR  ) 

ANaNTa  deveXa  JaGaiàvaSa  TvMa+ar&  SadSataTPar&  YaTa( )) 37 )) 
 

kasmäc ca te na nameran mahätman 

garéyase brahmaëo 'py ädi-kartre 

ananta deveça jagan-niväsa 

tvam akñaraà sad-asat tat paraà yat 



 kasmät—なぜ; ca—もまた; te—あなたに; na—〜ではない; nameran—彼らは適切な敬

意を表すべきである; mahä-ätman—偉大な方よ; garéyase—より優れた者; brahmaëaù—

ブラフマーよりも; api—ではあるが; ädi-kartre—至高の創造者に; ananta—無限なる者よ; 

deva-éça— 神 々の 神 よ ; jagat-niväsa— 宇 宙 の保護 者 よ ; tvam— あ なたは 〜 で あ る ; 

akñaram—不滅の; sat-asat—原因と結果に; tat param—超越的; yat—なぜなら。 
 
訳訳訳訳        偉大なる方よ。ブラフマーに優る方よ。偉大なる方よ。ブラフマーに優る方よ。偉大なる方よ。ブラフマーに優る方よ。偉大なる方よ。ブラフマーに優る方よ。あなた様あなた様あなた様あなた様は根源の創造者です。ならば、は根源の創造者です。ならば、は根源の創造者です。ならば、は根源の創造者です。ならば、

かれらはかれらはかれらはかれらはあなた様あなた様あなた様あなた様に心からの敬意を表わさなくてはなりません。無限なる方よ、神々のに心からの敬意を表わさなくてはなりません。無限なる方よ、神々のに心からの敬意を表わさなくてはなりません。無限なる方よ、神々のに心からの敬意を表わさなくてはなりません。無限なる方よ、神々の

神よ、宇宙の庇護者よ！神よ、宇宙の庇護者よ！神よ、宇宙の庇護者よ！神よ、宇宙の庇護者よ！    あなた様あなた様あなた様あなた様はだれにも克服できない源、すべての原因の原因、はだれにも克服できない源、すべての原因の原因、はだれにも克服できない源、すべての原因の原因、はだれにも克服できない源、すべての原因の原因、

物質現象界を超越した方です。物質現象界を超越した方です。物質現象界を超越した方です。物質現象界を超越した方です。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        アルジュナは、このように敬意を表することで、クリシュナがだれにでも崇

拝される方であることをほのめかしています。主は遍在し、またすべての魂の魂です。アル

ジュナはクリシュナをマハートマーと呼んでいますが、主はもっとも寛大で無限な方だから

です。Ananta（アナンタ）は「至高主の力と影響を受けていないものはなにもない」という

ことを、またdeveça（デーヴェーシャ）は、主がすべての半神の支配者であり、またかれらを凌

ぐ方であることを指しています。主は全宇宙の庇護地です。アルジュナは、主を凌ぐ者はだ

れもいないのだから、完璧な生命体や力強い半神たちが主に敬意を表しているのは正しいこ

とである考えました。アルジュナはとくに「ブラフマーを凌ぐ方」と言っていますが、それ

はブラフマーも主によって創造されたからです。ブラフマーは、クリシュナの完全拡張体で

あるガルボーダカシャーイー・ヴィシュヌの臍から伸びる蓮華の上に誕生しました。ですか

ら、ブラフマー、ブラフマーから誕生した主シヴァ、そして他の半神たちすべては主に敬意

を表わさなくてはなりません。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、主は主シヴァ、ブ

ラフマー、他の同じような半神たちに尊ばれている、と述べられています。Akñaram（アク

シャランム）という言葉はひじょうに重要な意味があります。物質創造界は破壊される定めに

あっても、主は物質宇宙界を超越しているからです。主はすべての原因の原因であり、また

だからこそ、物質界にいる条件づけられた魂すべてを、また物質宇宙現象界全体を凌ぐ方で

す。このような理由から、主はあらゆる面で偉大な至高者と言えます。 

 
第第第第38節節節節                        TvMaaiddev" Pauåz" Paura<a‚ STvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( ) 

vetaaiSa  veÛ&  c  Par&  c DaaMa TvYaa TaTa& ivìMaNaNTaæPa )) 38 )) 
 

tvam ädi-devaù puruñaù puräëas 

tvam asya viçvasya paraà nidhänam 

vettäsi vedyaà ca paraà ca dhäma 

tvayä tataà viçvam ananta-rüpa 



 tvam—あなた ; ädi-devaù—根源の至高の神 ; puruñaù—個人的に ; puräëaù—古い ; 

tvam—あなた ; asya—これの ; viçvasya—宇宙 ; param—超越的 ; nidhänam—避難所 ; 

vettä—知る者; asi—あなたは〜である; vedyam—知りえる者; ca—そして; param—超越

的; ca—そして; dhäma—避難所; tvayä—あなたによって; tatam—広がって; viçvam—宇

宙; ananta-rüpa—無限の姿を持つ者よ。 
 

訳訳訳訳     あなたあなたあなたあなた様様様様は根源の人格主神、最古の人物、は根源の人格主神、最古の人物、は根源の人格主神、最古の人物、は根源の人格主神、最古の人物、宇宙現象界の究極の庇護地です。すべ宇宙現象界の究極の庇護地です。すべ宇宙現象界の究極の庇護地です。すべ宇宙現象界の究極の庇護地です。すべ

てを知る方であり、私たちが知ることのできるすべてでもあります。また、物質自然界てを知る方であり、私たちが知ることのできるすべてでもあります。また、物質自然界てを知る方であり、私たちが知ることのできるすべてでもあります。また、物質自然界てを知る方であり、私たちが知ることのできるすべてでもあります。また、物質自然界

の様式を超越した至高の庇護地です。無限なる姿よ！の様式を超越した至高の庇護地です。無限なる姿よ！の様式を超越した至高の庇護地です。無限なる姿よ！の様式を超越した至高の庇護地です。無限なる姿よ！    全宇宙現象界は全宇宙現象界は全宇宙現象界は全宇宙現象界はあなたあなたあなたあなた様様様様によっによっによっによっ

て拡大されたのです！て拡大されたのです！て拡大されたのです！て拡大されたのです！ 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        すべては最高人格主神によって支えられています。ですから、主が究極の庇

護地です。Nidhänam（ニダハーナンム）は、すべては、ブラフマンの光輝でさえ、最高人格主

神クリシュナに支えられている、という意味です。主は、この世界で起こっていることすべ

てを知る方であり、知識に究極点があるとしたら、主こそがすべての知識の終局点です。だ

から、主は「知られる者」と「知りえる者」でもあります。主は遍在していますから、知識

の対象です。主は精神界の原因の方ですから、超越的な存在です。また、精神界の頂点の人

物でもあります。 
 
第第第第39節節節節                        vaYauYaRMaae_iGanvRå<a"  XaXaaª"  Pa[JaaPaiTaSTv&  Pa[iPaTaaMahê ) 

NaMaae NaMaSTae_STau Sahók*-Tv" PauNaê >aUYaae_iPa NaMaae NaMaSTae )) 39 )) 
 

väyur yamo 'gnir varuëaù çaçäìkaù 

prajäpatis tvaà prapitämahaç ca 

namo namas te 'stu sahasra-kåtvaù 

punaç ca bhüyo 'pi namo namas te 
 

 väyuù—空気; yamaù—支配者; agniù—火; varuëaù—水; çaça-aìkaù—月; prajäpatiù—

ブラフマー; tvam—あなた; prapitämahaù—曾祖父; ca—もまた; namaù—私の敬意; 

namaù—再び私の敬意を; te—あなたに; astu—〜があるように; sahasra-kåtvaù—1,000回; 

punaù ca—そして再び; bhüyaù—再び; api—もまた; namaù—私の敬意を捧げている; 

namaù te—あなたに敬意を捧げている。 
 

訳訳訳訳     あなたあなたあなたあなた様様様様は空気、至高の支配者です！は空気、至高の支配者です！は空気、至高の支配者です！は空気、至高の支配者です！    火、水、月、最初の生物ブラフマー、火、水、月、最初の生物ブラフマー、火、水、月、最初の生物ブラフマー、火、水、月、最初の生物ブラフマー、曾曾曾曾

祖父祖父祖父祖父です。ゆえに私は、です。ゆえに私は、です。ゆえに私は、です。ゆえに私は、あなたあなたあなたあなたに敬意をに敬意をに敬意をに敬意を1,0001,0001,0001,000回、いいえ、何度も何度もくり返しささげ回、いいえ、何度も何度もくり返しささげ回、いいえ、何度も何度もくり返しささげ回、いいえ、何度も何度もくり返しささげ

ます！ます！ます！ます！ 



要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     主はここで空気と呼ばれていますが、それは空気があらゆる場所に広がって

いるため、すべての半神を表わすもっとも重要な要素だからです。アルジュナはまたクリシ

ュナを曾祖父とも呼んでいますが、宇宙で最初の生物であるブラフマーの父だからです。 
 
第第第第40節節節節                        NaMa"  PaurSTaadQa  Pa*ïTaSTae NaMaae_STau Tae SavRTa Wv SavR ) 

ANaNTavqYaaRiMaTaiv§-MaSTv& Sav| SaMaaPanaeiz TaTaae_iSa SavR" )) 40 )) 
 

namaù purastäd atha påñöhatas te 

namo 'stu te sarvata eva sarva 

ananta-véryämita-vikramas tvaà 

sarvaà samäpnoñi tato 'si sarvaù 
 

 namaù—敬意を表している; purastät—前から; atha—もまた; påñöhataù—後ろから; 

te—あなたに; namaù astu—私は敬意を表する; te—あなたに; sarvataù—あらゆる方向か

ら ; eva— 実 に ; sarva— あ な た は す べ て だ か ら ; ananta-vérya— 無 限 の 力 ; 

amita-vikramaù—そして無限の強さ; tvam—あなた; sarvam—すべて; samäpnoñi—あな

たは覆う; tataù—ゆえに; asi—あなたは〜である; sarvaù—すべて。 
 

訳訳訳訳     あなたあなたあなたあなた様様様様に、前から、後ろから、あらゆる方向から敬意を表します！に、前から、後ろから、あらゆる方向から敬意を表します！に、前から、後ろから、あらゆる方向から敬意を表します！に、前から、後ろから、あらゆる方向から敬意を表します！    広大無辺広大無辺広大無辺広大無辺

なる力をそなえる主よ、なる力をそなえる主よ、なる力をそなえる主よ、なる力をそなえる主よ、あなたあなたあなたあなたは無限大の力の主人です！は無限大の力の主人です！は無限大の力の主人です！は無限大の力の主人です！    あなたあなたあなたあなた様様様様は遍在し、ゆえには遍在し、ゆえには遍在し、ゆえには遍在し、ゆえに

一切万物です！一切万物です！一切万物です！一切万物です！ 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナは、友人であるクリシュナに対する深い愛情から、あらゆる方向

から敬意を表わしています。主はすべての力と強さの支配者であり、戦場に集まった偉大な

戦士すべてを凌ぐ方です。『ヴィシュヌ・プラーナ』（第１編・第９章・第69節）の言葉

です。 
 

yo 'yaà tavägato deva 

samépaà devatä-gaëaù 

sa tvam eva jagat-srañöä 

yataù sarva-gato bhavän 
 

 「だれがあなたの前にいようとも、それが半神であろうとも、あなたによって作られまし

た。おお最高人格主神よ」。 
 
 



第第第第41−42節節節節 

 

Sa%eiTa MaTva Pa[Sa>a& Yadu¢&- he k*-Z<a he Yaadv he Sa%eiTa ) 
AJaaNaTaa  MaihMaaNa&  Taved&  MaYaa  Pa[MaadaTPa[<aYaeNa  vaiPa )) 41 )) 
YaÀavhaSaaQaRMaSaTk*-Taae_iSa       ivharXaYYaaSaNa>aaeJaNaezu ) 
Wk-ae_QavaPYaCYauTa  TaTSaMa+a&  TaT+aaMaYae  TvaMahMaPa[MaeYaMa( )) 42 )) 

 

sakheti matvä prasabhaà yad uktaà 

he kåñëa he yädava he sakheti 

ajänatä mahimänaà tavedaà 

mayä pramädät praëayena väpi 
 

yac cävahäsärtham asat-kåto 'si 

vihära-çayyäsana-bhojaneñu 

eko 'tha väpy acyuta tat-samakñaà 

tat kñämaye tväm aham aprameyam 
 

 sakhä—友人; iti—このように; matvä—考えている; prasabham—無遠慮に; yat—何で

も; uktam—言った; he kåñëa—クリシュナよ; he yädava—ヤーダヴァよ; he sakhe—友よ; 

iti—そのように; ajänatä—知らずに; mahimänam—栄光; tava—あなたの; idam—これ; 

mayä—私によって; pramädät—愚かさゆえに; praëayena—愛情から; vä api—どちらも; 

yat—何でも; ca—もまた; avahäsa-artham—冗談で; asat-kåtaù—名誉を汚す; asi—あなた

は〜だった; vihära—くつろいで; çayyä—横たわって; äsana—座って; bhojaneñu—あるい

は共に食べている時に; ekaù—二人だけ; atha vä—あるいは; api—もまた; acyuta—完全無

欠の者よ; tat-samakñam—仲間達の間で; tat—それらすべて; kñämaye—許しを願う; 

tväm—あなたから; aham—私; aprameyam—計り知れない。 
 

訳訳訳訳     あなたあなたあなたあなた様様様様を友人を友人を友人を友人などと考えていた私は、などと考えていた私は、などと考えていた私は、などと考えていた私は、あなたあなたあなたあなた様様様様の栄光も知らず、「クリシュナの栄光も知らず、「クリシュナの栄光も知らず、「クリシュナの栄光も知らず、「クリシュナ

よ」、「ヤーダヴァよ」、「友よ」などと軽率な呼び方をしていました。狂気ゆえに、よ」、「ヤーダヴァよ」、「友よ」などと軽率な呼び方をしていました。狂気ゆえに、よ」、「ヤーダヴァよ」、「友よ」などと軽率な呼び方をしていました。狂気ゆえに、よ」、「ヤーダヴァよ」、「友よ」などと軽率な呼び方をしていました。狂気ゆえに、

あるいは愛情ゆえにそのようなことをしてしまった私をどうかお許しください。冗談をあるいは愛情ゆえにそのようなことをしてしまった私をどうかお許しください。冗談をあるいは愛情ゆえにそのようなことをしてしまった私をどうかお許しください。冗談をあるいは愛情ゆえにそのようなことをしてしまった私をどうかお許しください。冗談を

言ってふざけあったり、同じベッドでくつろいだり、ともに座って食言ってふざけあったり、同じベッドでくつろいだり、ともに座って食言ってふざけあったり、同じベッドでくつろいだり、ともに座って食言ってふざけあったり、同じベッドでくつろいだり、ともに座って食べたり、二人だけべたり、二人だけべたり、二人だけべたり、二人だけ

のとき、あるいは多くの友人のいるまえで、私はのとき、あるいは多くの友人のいるまえで、私はのとき、あるいは多くの友人のいるまえで、私はのとき、あるいは多くの友人のいるまえで、私は何度何度何度何度あなたあなたあなたあなた様様様様の名誉をけがの名誉をけがの名誉をけがの名誉をけがしてしまっしてしまっしてしまっしてしまっ

たことか。完全無欠の方よ。どうか、このような数々のたことか。完全無欠の方よ。どうか、このような数々のたことか。完全無欠の方よ。どうか、このような数々のたことか。完全無欠の方よ。どうか、このような数々の無礼無礼無礼無礼をお許しください。をお許しください。をお許しください。をお許しください。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナはアルジュナのまえに宇宙体として姿を現わしていますが、アル

ジュナはそれまでのクリシュナとの友人関係を思いだし、なれなれしく接してきた自分のふ



るまいを許してくれるよう頼んでいます。クリシュナは親友に話しかけているのですが、ア

ルジュナは、クリシュナがこのような宇宙体を表わせるとは夢にも思っていなかったことを

ここで認めています。これまでクリシュナの冨を知らずに、「友よ」、「クリシュナよ」、

「ヤーダヴァよ」などと呼んでクリシュナの名誉をどれほど傷つけてしまったかアルジュナ

にはわかりませんでした。しかしクリシュナは慈悲深い方ですから、そのような冨を持って

いても、アルジュナと友だちとしてつきあってきました。それが献愛者と主が交わす超越的

な愛情の交換です。生命体とクリシュナの絆は永遠に変わりません。アルジュナのふるまい

を見ればわかるように、それが忘れさられることもありません。アルジュナは宇宙体のなか

にその冨を見たのですが、クリシュナとの親友としての絆を忘れることはできませんでした。 
 
第第第第43節節節節                            iPaTaaiSa  l/aek-SYa  cracrSYa  TvMaSYa PaUJYaê GauåGaRrqYaaNa( ) 

Na TvTSaMaae_STYa>YaiDak-" ku-Taae_NYaae l/aek-}aYae_PYaPa[iTaMaPa[>aav )) 43 )) 
 

pitäsi lokasya caräcarasya 

tvam asya püjyaç ca gurur garéyän 

na tvat-samo 'sty abhyadhikaù kuto 'nyo 

loka-traye 'py apratima-prabhäva 
 

 pitä—父親; asi—あなたは〜である; lokasya—全世界の; cara—動いている; acarasya—

そして動いていない; tvam—あなたは〜である; asya—これの; püjyaù—崇拝に値する; 

ca—もまた; guruù—師; garéyän—栄光ある; na—決して〜ない; tvat-samaù—あなたに等

しい; asti—〜がある; abhyadhikaù—より偉大な; kutaù—なぜそれが可能か; anyaù—他

の; loka-traye—三天体系の; api—もまた; apratima-prabhäva—無限の力よ。 
 

訳訳訳訳     あなたあなたあなたあなた様様様様はこの宇宙現象界の動くもの・動かないものの父です。また、崇拝に値はこの宇宙現象界の動くもの・動かないものの父です。また、崇拝に値はこの宇宙現象界の動くもの・動かないものの父です。また、崇拝に値はこの宇宙現象界の動くもの・動かないものの父です。また、崇拝に値

する筆頭の方、至高の精神指導者です。だれもする筆頭の方、至高の精神指導者です。だれもする筆頭の方、至高の精神指導者です。だれもする筆頭の方、至高の精神指導者です。だれもあなたあなたあなたあなたを凌ぐことも、を凌ぐことも、を凌ぐことも、を凌ぐことも、あなたあなたあなたあなたと一つになと一つになと一つになと一つにな

ることることることることももももできません。無限の力を持つ主よ。ならば、この三界でできません。無限の力を持つ主よ。ならば、この三界でできません。無限の力を持つ主よ。ならば、この三界でできません。無限の力を持つ主よ。ならば、この三界であなたあなたあなたあなたを凌ぐ者がいるを凌ぐ者がいるを凌ぐ者がいるを凌ぐ者がいる

でしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     最高人格主神クリシュナを崇拝するのは、子が父親を崇拝する同じ意味が含

まれています。主は精神指導者です。最初にヴェーダの教えをブラフマーに与え、そしてい

まアルジュナに『バガヴァッド・ギーター』を説いているからです。ゆえに主が根源の精神

指導者であり、現代の真正な精神指導者は、クリシュナから伝わる師弟継承上にいる子孫で

あるはずです。クリシュナの代表者でなければ、超越的な主題を説く教師や精神指導者には

なれません。 

 主はあらゆる面で尊ばれています。計りしれない偉大さを秘めた方なのです。だれも最高



人格主神クリシュナを凌ぐことはできません、物質界であろうと精神界であろうと、だれも

クリシュナと等しいか、クリシュナより偉大な者はいません。だれもが主に下にいます。だ

れも主を凌ぐことはできません。このことが『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッ

ド』（第６章・第８節）で述べられています。 
 

na tasya käryaà karaëaà ca vidyate 

na tat-samaç cäbhyadhikaç ca dåçyate 
 

 至高主クリシュナはふつうの人間のように感覚をそなえています。しかし主にとって、感

覚、からだ、心、自分自身のあいだにはなんの違いもありません。クリシュナを充分知らな

い愚かな人々は、クリシュナとクリシュナの魂・頭脳・心・その他は同じではない、と言い

ます。クリシュナは絶対的な方ですから、その活動や力は最高段階にあります。また主の感

覚は私たちの感覚とはまったく異質のものですが、感覚を使った活動はなんでもできると言

われています。ですから、主の感覚は不完全でも限りあるものでもありません。だれも主よ

り優れ、だれも主と等しくない、そしてだれもが主よりも劣っているのです。『バガヴァッ

ド・ギーター』（第４章・第９節）でこう言われています。 
 

janma karma ca me divyam 

evaà yo vetti tattvataù 

tyaktvä dehaà punar janma 

naiti mäm eti so 'rjuna 
 

 クリシュナの超越的なからだ、活動、完璧さについて知っている人はだれでも、主のもと

に帰り、この苦しい世界には二度ともどってきません。ですから、クリシュナのすることは

ふつうの生命体がすることとはまったく違うことをよく心得ておかなくてはなりません。私

たちにできる最善の選択は、クリシュナがしめす教えに従うことです。それが私たちを完璧

にしてくれます。また、クリシュナに師はいない、とも言われています。『チャイタンニャ・

チャリタームリタ』（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』 アーディ 第５章・第142

節）は、ekale éçvara kåñëa, ära saba bhåtya（エーカレー イーシュヴァラ クリシュナ、アーラ サバ 

ブフリッテャ）と確証しています。クリシュナだけが神、ほかのだれもが召使い、という意味

です。だれもが主の命令に従っています。だれも主の命令に背くことはできません。だれも

が主の指揮下・管理下で活動しています。『ブラフマ・サムヒター』が確証しています、主

はすべての原因の原因である、と。 
 
第第第第44節節節節                    TaSMaaTPa[<aMYa  Pa[i<aDaaYa  k-aYa& Pa[SaadYae TvaMahMaqXaMaq@yMa( ) 

iPaTaev Pau}aSYa  Sa%ev Sa:Yau" iPa[Ya" iPa[YaaYaahRiSa dev Saae!uMa( )) 44 )) 



 

tasmät praëamya praëidhäya käyaà 

prasädaye tväm aham éçam éòyam 

piteva putrasya sakheva sakhyuù 

priyaù priyäyärhasi deva soòhum 
 

 tasmät— ゆえに ; praëamya— 敬意を表している ; praëidhäya— ひれ伏している ; 

käyam—体; prasädaye—慈悲を請うこと; tväm—あなたに; aham—私; éçam—至高主に; 

éòyam—崇拝に値する; pitä iva—父親のように; putrasya—子どもに対し; sakhä iva—友人

のように; sakhyuù—友人に対し; priyaù—愛する者; priyäyäù—もっとも愛しい者に対し; 

arhasi—あなたは〜すべきである; deva—私の主; soòhum—耐える。 
 

訳訳訳訳     あなたあなたあなたあなた様様様様は至高主であり、全生命体に崇拝される方です。ゆえに私はひれ伏しては至高主であり、全生命体に崇拝される方です。ゆえに私はひれ伏しては至高主であり、全生命体に崇拝される方です。ゆえに私はひれ伏しては至高主であり、全生命体に崇拝される方です。ゆえに私はひれ伏して

尊敬の礼を表し、慈悲を乞います。父が生意気な我が子に耐えるように、友が無礼な友尊敬の礼を表し、慈悲を乞います。父が生意気な我が子に耐えるように、友が無礼な友尊敬の礼を表し、慈悲を乞います。父が生意気な我が子に耐えるように、友が無礼な友尊敬の礼を表し、慈悲を乞います。父が生意気な我が子に耐えるように、友が無礼な友

に耐えるように、夫がぶしつけな妻に耐えるように、どうか、私がこれまでに耐えるように、夫がぶしつけな妻に耐えるように、どうか、私がこれまでに耐えるように、夫がぶしつけな妻に耐えるように、どうか、私がこれまでに耐えるように、夫がぶしつけな妻に耐えるように、どうか、私がこれまであなたあなたあなたあなた様様様様にににに

してしまったまちがいに耐えてください。してしまったまちがいに耐えてください。してしまったまちがいに耐えてください。してしまったまちがいに耐えてください。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナの献愛者はさまざまな関係でクリシュナとつながっています。自

分の子どものように、夫のように、友人のように、あるいは師のようにかかわることでしょ

う。クリシュナとアルジュナは友人関係にありました。父が、夫、師が耐えるように、クリ

シュナも耐えてくれるのです。 
 
第第第第45節節節節                        Ad*íPaUv| ôizTaae_iSMa d*îa >aYaeNa c Pa[VYaiQaTa& MaNaae Mae ) 

Tadev  Mae  dXaRYa  dev  æPa&  Pa[Saqd  deveXa  JaGaiàvaSa )) 45 )) 
 

adåñöa-pürvaà håñito 'smi dåñövä 

bhayena ca pravyathitaà mano me 

tad eva me darçaya deva rüpaà 

praséda deveça jagan-niväsa 
 

 adåñöa-pürvam—これまで見たことがない; håñitaù—嬉しく思う; asmi—私は〜である; 

dåñövä— 見 る こ と で ; bhayena— 恐 れ か ら ; ca— も ま た ; pravyathitam— 狼 狽 し て ; 

manaù—心; me—私の; tat—それ; eva—確かに; me—私に; darçaya—示す; deva—主よ; 

rüpam—その姿; praséda—慈悲深くあって; deva-éça—神々の主よ; jagat-niväsa—宇宙の

保護者よ。 
 
 



訳訳訳訳     かつでかつでかつでかつで見たこと見たこと見たこと見たことももももない宇宙体を見て、私は心から嬉しく思っています。しかし同ない宇宙体を見て、私は心から嬉しく思っています。しかし同ない宇宙体を見て、私は心から嬉しく思っています。しかし同ない宇宙体を見て、私は心から嬉しく思っています。しかし同

時に、私の心は恐れのためにかき乱されています。ですから、どうか私に慈悲をしめし、時に、私の心は恐れのためにかき乱されています。ですから、どうか私に慈悲をしめし、時に、私の心は恐れのためにかき乱されています。ですから、どうか私に慈悲をしめし、時に、私の心は恐れのためにかき乱されています。ですから、どうか私に慈悲をしめし、

ふたたび人格主神としての姿をもう一度お見せください。神々の主よ、宇宙の居住地よ。ふたたび人格主神としての姿をもう一度お見せください。神々の主よ、宇宙の居住地よ。ふたたび人格主神としての姿をもう一度お見せください。神々の主よ、宇宙の居住地よ。ふたたび人格主神としての姿をもう一度お見せください。神々の主よ、宇宙の居住地よ。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     アルジュナは、クリシュナにとって愛しい友人でしたから、いつでもクリシ

ュナを信頼し、また親友だからこそ、その友人が冨に満ちていることを嬉しく思い、自分の

親友が最高人格主神であり、またこのようなすばらしい宇宙体を見せられることに大きな喜

びを感じています。しかし同時に、その宇宙体を見たあと、素直な友人関係ゆえにクリシュ

ナに数知れない冒涜をおかしてしまったのではないか、と恐れています。こうしてアルジュ

ナの心は恐れのために混乱しています。もちろん、恐れる理由などはなかったのですが。で

すからアルジュナはクリシュナに、どのような姿にでもなれるのですから、ナーラーヤナの

姿を見せてくれるよう頼みました。物質界そのものが一時的ですから、宇宙体も物質的で一

時的な姿です。しかし、ヴァイクンタ惑星のなかで、主はナーラーヤナという超越的な姿と

して住んでいます。精神界には無数の惑星があり、クリシュナはその一つひとつの惑星に、

さまざまな名前を持つ完全拡張体として住んでいます。このためアルジュナは、ヴァイクン

タ惑星で表わされているその姿を見たいと思いました。ヴァイクンタ惑星でのナーラーヤナ

は４本腕の姿をしていますが、その４本腕にはさまざまな象徴、すなわち法螺貝、矛（ほこ）、

蓮華、輪宝が見られます。４本腕が持つ４種類の象徴の順番に応じて、名前も異なります。

その姿はどれもクリシュナと変わりありません。ですからアルジュナは、主の４本腕の姿を

見たいと思ったのでした。 

 
第第第第46節節節節                        ik-rqi$=Na& GaidNa& c§-hSTa‚ iMaC^aiMa Tva& d]íuMah& TaQaEv ) 

TaeNaEv   æPae<a   cTau>auRJaeNa   Sahóbahae  >av  ivìMaUTaeR )) 46 )) 
 

kiréöinaà gadinaà cakra-hastam 

icchämi tväà drañöum ahaà tathaiva 

tenaiva rüpeëa catur-bhujena 

sahasra-bäho bhava viçva-mürte 
 
 kiréöinam—王冠で; gadinam—矛で; cakra-hastam—手に輪宝を持ち; icchämi—私は望

む; tväm—あなた; drañöum—見ること; aham—私; tathä eva—その位置で; tena eva—そ

の中に ; rüpeëa—姿 ; catuù-bhujena—４本腕 ; sahasra-bäho—数千の手を持つ方よ ; 

bhava—〜になる; viçva-mürte—おお宇宙体よ。 
 
訳訳訳訳     おお、宇宙体よ。無数の腕を持つ主よ。王冠を頭にいただき、手に矛、輪宝、法おお、宇宙体よ。無数の腕を持つ主よ。王冠を頭にいただき、手に矛、輪宝、法おお、宇宙体よ。無数の腕を持つ主よ。王冠を頭にいただき、手に矛、輪宝、法おお、宇宙体よ。無数の腕を持つ主よ。王冠を頭にいただき、手に矛、輪宝、法

螺貝、蓮華を持つ螺貝、蓮華を持つ螺貝、蓮華を持つ螺貝、蓮華を持つあなたあなたあなたあなたの４本腕の姿を見たいと思います。ぜひ、その姿をお見せくだの４本腕の姿を見たいと思います。ぜひ、その姿をお見せくだの４本腕の姿を見たいと思います。ぜひ、その姿をお見せくだの４本腕の姿を見たいと思います。ぜひ、その姿をお見せくだ

さい。さい。さい。さい。 



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』（第５章・第39節）では、rämädi-mürtiñu 

kalä-niyamena tiñöhan（ラーマーディ・ムールティシュ カラー・ニヤメーナ ティシュタハンム）と言われ

ていますが、これは「主は永遠に、何百何千もの姿で存在し、その主要な姿がラーマ、ヌリ

シンハ、ナーラーヤナなど呼ばれている」という意味です。主には無数の姿がある、という

ことです。しかしアルジュナは、いまこうして宇宙体という一時的な姿を装ってはいても、

クリシュナこそが最高人格主神であることを知っていました。そして、ナーラーヤナという

精神的な姿を見せてほしいと頼んでいます。この節は、『シュリーマド・バーガヴァタム』

が言う「クリシュナが最高人格主神であり、ほかの姿は主から分身されたもの」という事実

を疑いの余地なく立証しています。主はほかの完全拡張体から離れた存在ではなく、また無

数の姿となっても、神であることに変わりありません。またそのような姿で、主はつねに⻘

年のように若々しい人物です。それが最高人格主神の永遠な姿です。クリシュナを知る人は、

物質界のけがれからすぐに解放されます。 

 
第第第第47節節節節                                                    é[q>aGavaNauvac ) 

MaYaa  Pa[SaàeNa  TavaJauRNaed& æPa& Par& diXaRTaMaaTMaYaaeGaaTa( ) 
TaeJaaeMaYa& ivìMaNaNTaMaaÛ& YaNMae TvdNYaeNa Na  d*íPaUvRMa( )) 47 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

mayä prasannena tavärjunedaà 

rüpaà paraà darçitam ätma-yogät 

tejo-mayaà viçvam anantam ädyaà 

yan me tvad anyena na dåñöa-pürvam 
 

 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; mayä—私によって; prasannena—喜んで; 

tava—あなたに ; arjuna—アルジュナよ ; idam—この ; rüpam—姿 ; param—超越的 ; 

darçitam—示されて ; ätma-yogät—私の内的力によって ; tejaù-mayam—光に満ちた ; 

viçvam—全宇宙; anantam—無限の; ädyam—根源の; yat—〜であるもの; me—私の; tvat 

anyena—あなたを除いて; na dåñöa-pürvam—誰も以前見たことがない。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。わたしは内的力を使って、物質界最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。わたしは内的力を使って、物質界最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。わたしは内的力を使って、物質界最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。わたしは内的力を使って、物質界

にあるこの至上の宇宙体をにあるこの至上の宇宙体をにあるこの至上の宇宙体をにあるこの至上の宇宙体を快く快く快く快くあなたに見せた。かつてあなたあなたに見せた。かつてあなたあなたに見せた。かつてあなたあなたに見せた。かつてあなたよりまえによりまえによりまえによりまえに、この原初の、、この原初の、、この原初の、、この原初の、

無限で、きらめく光に満ちた姿を無限で、きらめく光に満ちた姿を無限で、きらめく光に満ちた姿を無限で、きらめく光に満ちた姿を見た見た見た見た者者者者はいない」はいない」はいない」はいない」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        アルジュナは至高主の宇宙体を見たいと思い、そして主クリシュナは慈悲の

心から、献愛者アルジュナに、光と冨に満ちあふれた宇宙体を見せました。この姿は太陽の

ように輝き、その無数の顔はつぎつぎに変化しています。クリシュナは友人のアルジュナを



満足させるためだけにこの姿を見せています。またそれは内的力をとおしてしめされたので

あり、私たち人間の想像の域を超えています。主の宇宙体は、アルジュナ以前にだれも見た

ことがなかったのですが、アルジュナにしめされたために、天界の惑星にいる別の献愛者た

ちも見ることができました。かれらも見たことはありませんでしたが、アルジュナのおかげ

で見られたのです。言いかえると、主からの師弟継承にいる献愛者はクリシュナの慈悲をと

おして、アルジュナにしめされた宇宙体を見ることができた、ということです。ある解釈に

よると、この姿は、クリシュナが平和協定のためにドゥリョーダナのところに出かけたとき

にもしめされたということです。あいにく、ドゥリョーダナはその調停を受けいれませんで

したが、クリシュナは自分の宇宙体の一部を見せています。しかし、その姿はアルジュナに

しめされたものとは違います。この節ではっきりと、この姿は以前だれも見ていない、と言

われているからです。 
 
第第第第48節節節節                        Na vedYajaDYaYaNaENaR daNaE‚ NaR c i§-Yaai>aNaR TaPaaei>aåGa]E" ) 

Wv&æPa"  XaKYa  Ah& Na*l/aeke- d]íu& TvdNYaeNa ku-åPa[vqr )) 48 )) 
 

na veda-yajïädhyayanair na dänair 

na ca kriyäbhir na tapobhir ugraiù 

evaà-rüpaù çakya ahaà nå-loke 

drañöuà tvad anyena kuru-pravéra 
 

 na—決して〜ない; veda-yajïa—儀式によって; adhyayanaiù—あるいはヴェーダの研

究 ; na— 決して〜ない ; dänaiù— 慈善によって ; na— 決して〜ない ; ca— もまた ; 

kriyäbhiù—敬虔な行ないによって; na—決して〜ない; tapobhiù—真剣な改悛によって; 

ugraiù—厳しい; evam-rüpaù—この姿で; çakyaù—〜できる; aham—私; nå-loke—この物

質界で; drañöum—見られる; tvat—あなた以外に; anyena—他によって; kuru-pravéra—ク

ル家の兵士の筆頭者。 
 

訳訳訳訳        クル家の戦士の第一クル家の戦士の第一クル家の戦士の第一クル家の戦士の第一人者よ。わたしのこの宇宙体を見た者はあなた人者よ。わたしのこの宇宙体を見た者はあなた人者よ。わたしのこの宇宙体を見た者はあなた人者よ。わたしのこの宇宙体を見た者はあなたよりまえよりまえよりまえよりまえにはにはにはには

いない。ヴェーダを研究しても、儀式や慈善や敬虔なおこないをしても、あるいは厳しいない。ヴェーダを研究しても、儀式や慈善や敬虔なおこないをしても、あるいは厳しいない。ヴェーダを研究しても、儀式や慈善や敬虔なおこないをしても、あるいは厳しいない。ヴェーダを研究しても、儀式や慈善や敬虔なおこないをしても、あるいは厳し

い苦行をしても、物質界でこの姿を見ることはできない。い苦行をしても、物質界でこの姿を見ることはできない。い苦行をしても、物質界でこの姿を見ることはできない。い苦行をしても、物質界でこの姿を見ることはできない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     神聖な視野については明確に理解しておかなくてはなりません。だれがその

神聖な視野を得られるのでしょうか。神聖な、とは神を敬う気持ちを指します。半神として

の神聖な境地に到達しなければ、神聖な視野を得ることはできません。では、半神とはだれ

を指すのでしょう。そのことはヴェーダ経典でviñëu-bhaktäù småtä deväù（ヴィシュヌ・バハ

クターハ スムリター デーヴァーハ）と述べられており、主ヴィシュヌの献愛者が半神だというこ



とです。無神論者、つまりヴィシュヌのことを信じない人々、あるいはクリシュナの非人格

的な様相だけを至高者と考えている人々は、その神聖な視野を得ることはできません。クリ

シュナを非難し、同時に神聖な視野を得る――それはありえないことです。神性さをそなえ

なければ、神聖な視野は得られません。言いかえれば、神聖な視野を持つ人々はアルジュナ

のように見ることができる、ということです。 

 『バガヴァッド・ギーター』は宇宙体の説明をしています。この説明はアルジュナ以前の

人々には知られていなかったのですが、この出来事以来、ヴィシュヴァ・ルーパがどのよう

なものかある程度は理解できるようになりました。ほんとうに神性な気質を持つ人は、主の

宇宙体を見ることができます。しかし、クリシュナの純粋な献愛者でなければ、神聖な視野

は得られません。ところが、神聖な気質をそなえ、神聖な視野を持つ献愛者は、主の宇宙体

を見ることにはそれほどの興味を持っていません。前の節で述べられたように、アルジュナ

は主クリシュナの４本腕の姿を見たいと思いましたが、宇宙体を見たときには恐れを感じて

います。 

 この節にはいくつか重要な言葉が含まれています。たとえば、veda-yajïädhyayanaiù（ヴ

ェーダ・ヤギャーデャヤナイヒ）は、ヴェーダ経典や儀式原則に関する主題の研究を意味していま

す。ヴェーダとはすべてのヴェーダ経典のことですが、そのなかには４つのヴェーダ（リグ、

ヤジュル、サーマ、アタルヴァ）、18のプラーナ、各ウパニシャッド、そして『ヴェーダ

ンタ・スートラ』などがあります。だれでもこのヴェーダを、家庭でもほかの場所でも学ぶ

ことができます。同じように、儀式の方法を学ぶためのスートラ、たとえば『カルパ・スー

トラ』や『ミーマーンサー・スートラ』があります。この節のdänaiù（ダーナイヒ）は、適切

な相手のためにする慈善ですが、とくに、主に超越的な愛情奉仕をしている人々、つまりブ

ラーフマナやヴァイシュナヴァを指しています。同じように、「敬虔なおこない」とはアグ

ニ・ホートゥラ（agni-hotra）、またさまざまな階級に定められた義務を指します。さらに、

身体上の苦痛を自分から進んで受けいれることをタパッシャ（tapasya）といいます。です

からこのような活動、つまりからだの苦痛を受けいれること、慈善を施すこと、ヴェーダを

研究することはだれでもできますが、アルジュナのような献愛者でなければ、この宇宙体を

見ることはできません。非人格論者たちも、自分たちは主の宇宙体を見ている、と思ってい

るのですが、『バガヴァッド・ギーター』を読めば、非人格論者は献愛者ではないのですか

ら、かれらが主の宇宙体を見ることはできないのは明らかです。 

 自分勝手に化身を作りだす人たちがたくさんいます。ふつうの人間が化身になる、という

わけですが、じつに愚かな考えです。私たちが従うべきものは『バガヴァッド・ギーター』

の原則であり、さもなければ完璧な精神的知識には到達できません。『バガヴァッド・ギー

ター』は神の科学の予備研究ともいうべき書物ですが、その完璧な内容を理解すれば、もの

ごとの本質が見きわめられるようになります。にせもの化身に従う人たちは神の超越的な



姿・宇宙体を見ている、と口で言うだけならできますが、それはありえません。なぜなら、

クリシュナの献愛者にならなければ宇宙体は見られない、と明記されているからです。です

から、まずクリシュナの純粋な献愛者になることが先決です。献愛者になれば「自分が見た

宇宙体をあなたにもお見せしよう」とはじめて言えるのですから。クリシュナの献愛者は、

にせもの化身も、にせもの化身の従者たちも相手にしません。 
 
第第第第49節節節節                        Maa Tae VYaQaa Maa c ivMaU!>aavae d*îa æPa& gaaerMaqd*x(MaMaedMa( ) 

VYaPaeTa>aq"  Pa[qTaMaNaa"  PauNaSTv&  Tadev  Mae  æPaiMad&  a[PaXYa )) 49 )) 
 

mä te vyathä mä ca vimüòha-bhävo 

dåñövä rüpaà ghoram édåì mamedam 

vyapeta-bhéù préta-manäù punas tvaà 

tad eva me rüpam idaà prapaçya 
 

 mä—そうならないように; te—あなたに; vyathä—困難; mä—そうならないように; ca—

もまた; vimüòha-bhävaù—困惑; dåñövä—見ることで; rüpam—姿; ghoram—恐ろしい; 

édåk— あ り の ま ま の ; mama— 私 の ; idam— こ の ; vyapeta-bhéù— 恐れ の 一 切 な い ; 

préta-manäù—喜びを感じて; punaù—再び; tvam—あなた; tat—それ; eva—そのように; 

me—私の; rüpam—姿; idam—この; prapaçya—見よ。 
 

訳訳訳訳         わたしのこの恐ろしい姿を見てわたしのこの恐ろしい姿を見てわたしのこの恐ろしい姿を見てわたしのこの恐ろしい姿を見てあなたはあなたはあなたはあなたは狼狽狼狽狼狽狼狽している。している。している。している。だから、だから、だから、だから、これでこれでこれでこれで終わりに終わりに終わりに終わりに

したい。したい。したい。したい。わたしのわたしのわたしのわたしの献愛者よ、献愛者よ、献愛者よ、献愛者よ、我にかえり、我にかえり、我にかえり、我にかえり、乱れた乱れた乱れた乱れた心を静めなさい心を静めなさい心を静めなさい心を静めなさい。穏やかな心。穏やかな心。穏やかな心。穏やかな心でででで、いま、いま、いま、いま

あなたが望んでいる姿を見ることができる。あなたが望んでいる姿を見ることができる。あなたが望んでいる姿を見ることができる。あなたが望んでいる姿を見ることができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     『バガヴァッド・ギーター』が語られるまえ、アルジュナはビーシュマやドロ

ーナという崇拝に値する祖父と師を殺すことをためらっていました。しかしクリシュナは、

恐れることはない、と言います。ドゥリタラーシュトラの息子たちがクル家の人々のまえで

ドゥラウパティーの服をぬがせようとしたとき、ビーシュマもドローナも口をつぐんでいま

したが、そのような義務怠慢のために、二人とも殺されてしかるべき立場にありました。ク

リシュナはアルジュナに宇宙体を見せましたが、それは、正義にもとることをしたかれらが

すでに殺されていることをしめすためでもありました。その光景がアルジュナに見せられま

したが、それは献愛者がいつも穏やかだからこそ、そのような非道なことはできないからで

す。宇宙体を見せる目的がしめされました。そしていまアルジュナは４本腕の姿を見たいと

思い、そしてクリシュナもその望みに応えます。献愛者は宇宙体に関心はありません。その

姿ではクリシュナとの愛情交換などできないからです。献愛者は敬意をこめて崇拝したいと

思いますし、また２本腕のクリシュナの姿を見たいと思っています。そのような心でこそ、



最高人格主神と愛情交換ができるからです。 
 
第第第第50節節節節                                                    SaÅYa ovac ) 

wTYaJauRNa&  vaSaudevSTaQaae¤-a Svk&- æPa& dXaRYaaMaaSa >aUYa" ) 
AaìaSaYaaMaaSa c >aqTaMaeNa& >aUTva PauNa" SaaEMYavPauMaRhaTMaa )) 50 )) 

 

saïjaya uväca 

ity arjunaà väsudevas tathoktvä 

svakaà rüpaà darçayäm äsa bhüyaù 

äçväsayäm äsa ca bhétam enaà 

bhütvä punaù saumya-vapur mahätmä 
 

 saïjayaù uväca—サンジャヤが言った ; iti—このように ; arjunam—アルジュナに ; 

väsudevaù—クリシュナ; tathä—そのように; uktvä—話している; svakam—主自身の; 

rüpam—姿; darçayäm äsa—示した; bhüyaù—再び; äçväsayäm äsa—励ました; ca—もま

た ; bhétam— 恐 れ て ; enam— 彼 を ; bhütvä— 〜 に な っ て い る ; punaù— 再 び ; 

saumya-vapuù—美しい姿; mahä-ätmä—偉大なる者。 
 

訳訳訳訳     サンジャヤがドゥリタラーシュトラに言った。「最高人格主神、クリシュナは、サンジャヤがドゥリタラーシュトラに言った。「最高人格主神、クリシュナは、サンジャヤがドゥリタラーシュトラに言った。「最高人格主神、クリシュナは、サンジャヤがドゥリタラーシュトラに言った。「最高人格主神、クリシュナは、

このようにアルジュナに語りかけたあと、真実の４本腕の姿を見せ、そして最後に２本このようにアルジュナに語りかけたあと、真実の４本腕の姿を見せ、そして最後に２本このようにアルジュナに語りかけたあと、真実の４本腕の姿を見せ、そして最後に２本このようにアルジュナに語りかけたあと、真実の４本腕の姿を見せ、そして最後に２本

腕の姿を見せて、恐れていたアルジュナを勇気づけました」腕の姿を見せて、恐れていたアルジュナを勇気づけました」腕の姿を見せて、恐れていたアルジュナを勇気づけました」腕の姿を見せて、恐れていたアルジュナを勇気づけました」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナがヴァスデーヴァとデーヴァキーの子として現われたとき、主は

最初に４本腕のナーラーヤナの姿になっていましたが、両親にふつうの赤ん坊になるよう頼

まれました。同じようにクリシュナは、アルジュナが４本腕の姿を見たがっていたわけでは

ないことを知っていましたが、アルジュナに頼まれたからその姿を見せ、そして次に２本の

姿を見せました。この節のsaumya-vapuù（サウミャ・ヴァプフ）という言葉はひじょうに重要で

す。Saumya-vapuùは「美しい姿」という意味で、しかも、もっとも美しい姿のことです。

クリシュナが地上にいたころ、だれもがクリシュナの美しい姿にうっとりさせられました。

またクリシュナは宇宙の支配者ですから、献愛者アルジュナの恐れを取りはらい、そして美

しいクリシュナとしての姿をもう一度見せました。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第

38節）では、premäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena（プレーマーンジャナ・チュリタ・バハクティ・

ヴィローチャネーナ）と言われています。それは「愛情という香油を目に塗った人物だけがシュ

リー・クリシュナの美しい姿を見ることができる」という意味です。 
 
 



第第第第51節節節節                                                        AJauRNa ovac ) 
d*îed&  MaaNauz&  æPa&  Tav  SaaEMYa& JaNaadRNa ) 
wdaNaqMaiSMa Sa&v*ta" SaceTaa" Pa[k*-iTa&  GaTa" )) 51 )) 

 

arjuna uväca 

dåñövedaà mänuñaà rüpaà 

tava saumyaà janärdana 

idäném asmi saàvåttaù 

sa-cetäù prakåtià gataù 
 

 arjunaù uväca—アルジュナが言った; dåñövä—見ている; idam—この; mänuñam—人間

の; rüpam—姿; tava—あなたの; saumyam—非常に美しい; janärdana—敵の懲罰者よ; 

idäném—今; asmi—私は〜である; saàvåttaù—安定して; sa-cetäù—私の意識の中で; 

prakåtim—私自身の性格に; gataù—戻った。 
 

訳訳訳訳        アルジュナはクリシュナの本来の姿を見て、言いました。「おお、ジャナールダアルジュナはクリシュナの本来の姿を見て、言いました。「おお、ジャナールダアルジュナはクリシュナの本来の姿を見て、言いました。「おお、ジャナールダアルジュナはクリシュナの本来の姿を見て、言いました。「おお、ジャナールダ

ナ。人間のような、そしてえもいわれぬ美しいその姿ナ。人間のような、そしてえもいわれぬ美しいその姿ナ。人間のような、そしてえもいわれぬ美しいその姿ナ。人間のような、そしてえもいわれぬ美しいその姿を見て、私の心はやすらぎ、ふだを見て、私の心はやすらぎ、ふだを見て、私の心はやすらぎ、ふだを見て、私の心はやすらぎ、ふだ

んの気持ちを取りもどしました」んの気持ちを取りもどしました」んの気持ちを取りもどしました」んの気持ちを取りもどしました」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ここではmänuñaà rüpam（マーヌシャンム ルーパンム）という言葉が、最高人格

主神の本来の姿は２本腕であることをはっきり説明しています。クリシュナをふつうの人間

のように考えてあざける人々は、この節では、主の神聖な気質を知らない者と述べられてい

ます。もしクリシュナがふつうの人間なら、宇宙体を見せたり、そしてふたたび４本腕のナ

ーラーヤナの姿を見せたりすることができるものでしょうか。『バガヴァッド・ギーター』

のなかには、クリシュナをふつうの人間と考えて「語っているのはクリシュナの内なる非人

格のブラフマンである」などと主張して読者をまちがって導いている者は、最悪のまちがい

を犯している、と明確に述べられています。クリシュナはじっさいに宇宙体を見せ、そして

４本腕の姿を見せました。ならば、主クリシュナをふつうの人間と考えられるものでしょう

か。純粋な献愛者は、ものごとをすべて正しく把握していますから、人をまちがって導く『バ

ガヴァッド・ギーター』の解釈には混乱させられません。『バガヴァッド・ギーター』の本

来の教えは太陽の輝きのようにはっきりしています。愚かな解説者のランプで照らす必要は

ありません。 

 
第第第第52節節節節                                                    é[q>aGavaNauvac ) 

SaududRXaRiMad&    æPa&    d*ívaNaiSa   YaNMaMa ) 
deva APYaSYa æPaSYa iNaTYa& dXaRNak-ax(i+a<a" )) 52 )) 



 

çré-bhagavän uväca 

su-durdarçam idaà rüpaà 

dåñöavän asi yan mama 

devä apy asya rüpasya 

nityaà darçana-käìkñiëaù 
 

 çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; su-durdarçam—見るのが非常に困難; 

idam—この ; rüpam—姿 ; dåñöavän asi—あなたが見たように ; yat—〜であるもの ; 

mama—私の; deväù—半神達; api—もまた; asya—この; rüpasya—姿; nityam—永遠に; 

darçana-käìkñiëaù—見ることを熱望している。 
 

訳訳訳訳     最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。いまあなたが見ているこの姿を見最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。いまあなたが見ているこの姿を見最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。いまあなたが見ているこの姿を見最高人格主神が言いました。「アルジュナよ。いまあなたが見ているこの姿を見

るのはひじょうにむずかしい。半神たちでさえ、愛しいこの姿を見る機会をるのはひじょうにむずかしい。半神たちでさえ、愛しいこの姿を見る機会をるのはひじょうにむずかしい。半神たちでさえ、愛しいこの姿を見る機会をるのはひじょうにむずかしい。半神たちでさえ、愛しいこの姿を見る機会を切望して切望して切望して切望していいいい

る」る」る」る」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この章の第48節で主クリシュナは、アルジュナに宇宙体を見せ、その姿はど

れほど敬虔なおこないや儀式をしても見ることはできない、と教えました。そしていま、

su-durdarçam（ス・ドゥルダルシャンム）という、クリシュナの２本腕の姿がさらに神秘のベー

ルに包まれていることを意味する言葉が使われています。クリシュナの宇宙体は、苦行、ヴ

ェーダの研究、哲学的思索を献愛奉仕にわずかに加えて修練すれば見ることはできましょう。

少しは可能かもしれませんが、バクティなしでは実現しません。それはすでに説明されたと

おりです。それでも、宇宙体よりも２本腕の姿を見るほうがむずかしく、それはブラフマー

や主シヴァにもあてはまることです。かれらが主を見たいと思っていることは『シュリーマ

ド・バーガヴァタム』に証拠として挙げられており、主がデーヴァキーの胎内にいたとき、

天界の半神たちはクリシュナの驚くべき特質を見るために訪れ、かれらには見ることのでき

なかった主にすばらしい祈りをささげました。主を見ようと待ちこがれていたのです。愚か

者は主をふつうの人間と考えて嘲笑し、そして主本人にではなく、主の内なる非人格的な「何

か」に敬意を表すのかもしれませんが、どれもたわごとです。２本腕のクリシュナはブラフ

マーやシヴァのような半神たちにでさせあこがれの姿だったのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』（第９章・第11節）でもavajänanti mäà müòhä mänuñéà 

tanum äçritaù（アヴァジャーナンティ マーンム ムーダハー マーヌシーンム タヌンム アーシュリタハ） と

確証されていることですが、主をあざ笑う者たちに主の姿は見えません。クリシュナのから

だは、『ブラフマ・サムヒター』で確証されているように、そしてクリシュナ自身が『バガ

ヴァッド・ギーター』で確証しているように、完全に精神的であり、喜びと永遠な質に満ち

ています。主のからだは物質の肉体とはまったく違います。『バガヴァッド・ギーター』や、



ほかのヴェーダ経典をただ研究するだけの人々には、クリシュナは難解きわまる人物となる

でしょう。俗な手段に頼る人には、クリシュナはただの歴史上の偉人であったり、ひじょう

に博識な哲学者だったりするのですが、結局はふつうの人間と捉え、たとえ主が途方もない

力を発揮しても、物質の肉体を受けいれなくてはならなかった、と考えています。かれらは、

最終的に絶対真理に姿はない、と考えています。ですから、「神にはもともと姿がない、そ

の様相から物質界に執着した人物としての姿を装った」と考えます。物質主義者は至高主を

このように捉えています。もう一つ、かれらには推論の癖があります。知識を探求する人々

もクリシュナについて推論をめぐらし、宇宙体を主の姿より重視します。このように、アル

ジュナにしめされたクリシュナの宇宙体のほうが、主の個人としての姿よりも重要であると

捉える人たちがいます。至高者の個人としての姿は、「想像されたもの」と考えているので

す。絶対真理は人物ではない――それがかれらの最終結論です。しかし、真実を知る超越的

な方法は『バガヴァッド・ギーター』の第４章で述べられています。権威者からクリシュナ

について聞く、という方法です。それがほんとうのヴェーダの方法であり、ほんとうにヴェ

ーダに従う人々は、権威者からクリシュナについて聞き、くり返し聞くことでクリシュナが

愛しい存在になってきます。これまで何度も話してきたように、クリシュナはヨーガ・マー

ヤー（yoga-mäyä）の力で包まれています。主はどこのだれでも見られる、あるいはだれ

にでもしめされるわけではありません。主が選んだ人物だけが見られるのです。このことは

ヴェーダ経典で確証されています。身をゆだねた魂が、絶対真理者をほんとうに理解するこ

とができます。超越主義者はたえまなくクリシュナ意識を修練し、クリシュナに献愛奉仕を

することで精神的な目を開くことができ、主クリシュナの恩寵によってその姿を見ることが

できます。その恩寵は半神たちにも手に入りません。半神でさえクリシュナを理解するのは

むずかしく、かれらはいつもクリシュナの２本腕の姿を見たいと願っています。クリシュナ

の宇宙体を見るのは至難のわざで、だれでも自由に見られるわけではない、そして、シャー

マスンダラという主の姿を理解するのはさらにむずかしい――これが結論です。 

 
第第第第53節節節節                                Naah&  vedENaR TaPaSaa Na daNaeNa Na ceJYaYaa ) 

XaKYa Wv&ivDaae d]íu& d*ívaNaiSa Maa&  YaQaa )) 53 )) 
 

nähaà vedair na tapasä 

na dänena na cejyayä 

çakya evaà-vidho drañöuà 

dåñöavän asi mäà yathä 
 

 na—決して〜ない; aham—私; vedaiù—ヴェーダの研究によって; na—決して〜ない; 

tapasä—真剣な苦行によって; na—決して〜ない; dänena—慈善によって; na—決して〜



ない; ca—もまた; ijyayä—崇拝によって; çakyaù—それは可能である; evam-vidhaù—この

ように; drañöum—見ること; dåñöavän—見ている; asi—あなたは〜である; mäm—私を; 

yathä—〜として。 
 

訳訳訳訳        いまあなたが超越的な目で見ているこの姿は、ヴェーダを研究しても、真剣に苦いまあなたが超越的な目で見ているこの姿は、ヴェーダを研究しても、真剣に苦いまあなたが超越的な目で見ているこの姿は、ヴェーダを研究しても、真剣に苦いまあなたが超越的な目で見ているこの姿は、ヴェーダを研究しても、真剣に苦

行をしても、慈善をしても行をしても、慈善をしても行をしても、慈善をしても行をしても、慈善をしても、崇拝だけでも理解できない。わたしのありのままの姿を見、崇拝だけでも理解できない。わたしのありのままの姿を見、崇拝だけでも理解できない。わたしのありのままの姿を見、崇拝だけでも理解できない。わたしのありのままの姿を見

るのは、るのは、るのは、るのは、そそそそのような方法ではない。のような方法ではない。のような方法ではない。のような方法ではない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナは両親のデーヴァキーとヴァスデーヴァのまえに４本腕の姿で現

われ、そして２本腕の姿に変わりました。この不可思議な事実は、無神論者や献愛奉仕をし

ない人々にはひじょうに理解しにくいものです。文法だけにこだわり、あるいは学術的な資

格だけに頼ってヴェーダ経典を研究する学者には、クリシュナのことはぜったいに理解でき

ません。また、寺院を訪ねて型どおりの崇拝をする人々にも同じことが言えます。寺院に行

くだけではクリシュナをありのままに理解することはできません。クリシュナは、献愛奉仕

だけによって理解できるのであり、それはクリシュナ自身が次の節で説明しています。 
 
第第第第54節節節節                                >a¢-ya TvNaNYaYaa XaKYa AhMaev&ivDaae_JauRNa ) 

jaTau&  d]íu&  c TatveNa  Pa[veíu&  c ParNTaPa )) 54 )) 
 

bhaktyä tv ananyayä çakya 

aham evaà-vidho 'rjuna 

jïätuà drañöuà ca tattvena 

praveñöuà ca parantapa 
 

 bhaktyä—献愛奉仕によって; tu—しかし; ananyayä—果報的活動や推論の知識と混ざる

ことなく; çakyaù—可能な; aham—私; evam-vidhaù—このように; arjuna—アルジュナよ; 

jïätum—知るために; drañöum—見るために; ca—そして; tattvena—事実上; praveñöum—

入るために; ca—もまた; parantapa—敵の懲罰者よ。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。アルジュナよ。アルジュナよ。アルジュナよ。一心不乱の献愛奉仕だけによって一心不乱の献愛奉仕だけによって一心不乱の献愛奉仕だけによって一心不乱の献愛奉仕だけによって、いま、いま、いま、いまあなたのあなたのあなたのあなたのまえに立っていまえに立っていまえに立っていまえに立ってい

るわたしるわたしるわたしるわたしをありのままにをありのままにをありのままにをありのままに理解でき、じかにわたしを見ることができる理解でき、じかにわたしを見ることができる理解でき、じかにわたしを見ることができる理解でき、じかにわたしを見ることができる。この方法だけに。この方法だけに。この方法だけに。この方法だけに

よって、わたしを理解よって、わたしを理解よって、わたしを理解よって、わたしを理解する神秘する神秘する神秘する神秘的な的な的な的な境地に入ることができる。境地に入ることができる。境地に入ることができる。境地に入ることができる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナを理解する方法は、わきめもふらない献愛奉仕しかありません。

主はこの節でそのように断言し、『バガヴァッド・ギーター』を推論で理解しようとする権

限のない解説者は、ただ時間を無駄にしているにすぎないと説いています。だれもクリシュ



ナのことはわかりませんし、まして両親のまえに４本腕の姿で生まれ、すぐに２本腕の姿に

変わる、などという話しが理解できるものではありません。ただヴェーダを研究したり、哲

学的思索をしたりするだけでは理解しがたいことなのです。ですから、主を見たり、この事

実を理解したりすることはだれにもできない、と明言されています。しかし、ヴェーダ経典

に熟達した人々なら、ヴェーダをとおしてさまざまな方法で主を学ぶことができます。多く

の決まり事があり、クリシュナを理解するには、権威ある経典にある規定原則に従わなくて

はなりません。そしてその原則に従った苦行を実践するのです。たとえば、真剣に苦行をし

たいのであれば、ジャンマーシュタミー（Janmäñöamé）というクリシュナが降誕した日や

エーカーダシー（Ekädaçé）という２日間（新月の11日後と満月の11日後）に絶食をする

方法があります。慈善については、全世界にクリシュナの哲学を広めようとする活動、すな

わちクリシュナ意識運動を修練する献愛者に提供すべきです。クリシュナ意識は人類への祝

福です。主チャイタンニャはルーパ・ゴースヴァーミーによって、もっとも寛大な慈善提供

者として高く評価されています。クリシュナへの愛情というめったに手に入らない宝物を、

主はだれかれの区別なく分け与えたからです。ですから、クリシュナ意識を人々に分け与え

る活動をする人々に寄付をすれば、その慈善行為は、クリシュナ意識の普及のために使われ

るのですから、世界でもっとも優れた慈善行為と言えます。そして、定められたとおりに寺

院で崇拝すれば（インドの寺院ではヴィシュヌやクリシュナの神像がよく祭られています）、

それは最高人格主神を崇拝し、尊ぶことで精神的に高められる機会になります。献愛奉仕を

始めたばかりの人々にとって寺院での崇拝は不可欠であり、このことはヴェーダ経典（『シ

ュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』 第６章・第23節）でも確証されています。 
 

yasya deve parä bhaktir 

yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù 

prakäçante mahätmanaù 
 

 至高主に揺るぎない愛情を持ち、そして同じ揺るぎない信念を持つ精神指導者に導かれて

いる人は、神聖な啓示によって最高人格主神を見ることができます。頭のなかだけで考えて

もクリシュナはわかりません。ほんものの精神指導者に導かれて訓練を受けなければ、クリ

シュナを理解しはじめることさえできません。この節で強調されているtu（トゥ）は、クリ

シュナを理解することでは、ほかの方法は使えない、勧められない、あるいは成功しない、

という意味を含んでいます。 

 クリシュナの２本腕の姿、４本腕の姿は、アルジュナにしめされた一時的な宇宙体とはま

ったく質が異なります。ナーラーヤナという４本腕の姿、クリシュナの２本腕の姿は永遠で

超越的ですが、宇宙体は一時的です。Sudurdarçam（スドゥルダルシャンム）は「見るのはむず



かしい」という意味の単語ですが、だれもその宇宙体を見たことがない、という意味も含ん

でいます。また、献愛者にその姿を見せる必要がなかった、という意味もあります。クリシ

ュナはアルジュナに頼まれてその姿を見せましたが、それは将来、神の化身であると吹聴す

る者がいたら、その輩にむかって「宇宙体を見せなさい」と挑戦できるからです。 

 前節でくり返し使われていたna（ナ）は、ヴェーダ経典の専門知識を学んだことを自慢す

べきではない、という戒めです。まずクリシュナに献愛奉仕を始めなくてはなりません。そ

のときはじめて、『バガヴァッド・ギーター』の解釈書を書く資格が得られます。 

 クリシュナは宇宙体から４本腕のナーラーヤナに姿を変え、さらに２本腕の自然な姿にな

りました。これは、４本腕の姿や、ヴェーダ経典で述べられているその他の姿は、すべて２

本腕のクリシュナという本来の姿から出された姿であることを物語っています。主はこのさ

まざまな姿の源であり、またそのような姿とは違う存在なのですから、非人格的な様相が本

来のクリシュナとは別の存在であることは言うまでもありません。４本腕の姿に関しては、

クリシュナにもっとも近い４本腕の姿（マハー・ヴィシュヌとして知られ、宇宙の海に横た

わり、その呼吸から無数の宇宙が放出され、そして入っていく姿）も、至高主の拡張体とし

て述べられています。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第48節）の言葉です。 
 

yasyaika-niçvasita-kälam athävalambya 

jévanti loma-vila-jä jagad-aëòa-näthäù 

viñëur mahän sa iha yasya kalä-viçeño 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
 

 「無数の宇宙がすべてマハー・ヴィシュヌに入り、マハー・ヴィシュヌの呼吸によってふ

たたび無数の宇宙が放出される。そのマハー・ヴィシュヌはクリシュナの完全拡張体である。

ゆえに私は、すべての原因の原因であるゴーヴィンダ、クリシュナを崇拝する」。ですから、

確固たる信念をとおして、クリシュナの姿を、永遠な喜びと知識をそなえる最高人格主神と

して崇拝しなくてはなりません。『バガヴァッド・ギーター』が確証しているように、主は

すべてのヴィシュヌの姿の源であり、すべての化身の源であり、根源の人格主神です。 

 ヴェーダ経典（『ゴーパーラ・ターパニー・ウパニシャッド』 第１章・第１節）ではこ

のように説明されています。 
 

sac-cid-änanda-rüpäya 

kåñëäyäkliñöa-käriëe 

namo vedänta-vedyäya 

gurave buddhi-säkñiëe 
 

 「私は、喜び・永遠性・知識という超越的な姿をそなえたクリシュナに敬意を表する。私



は主に尊敬の礼をささげる。主を理解するのはヴェーダを理解することだからであり、主は

至高の精神指導者である」。そしてまた、kåñëo vai paramaà daivatam（クリシュノー ヴァ

イ パラマンム ダイヴァタンム）「クリシュナは最高人格主神である」（『ゴーパーラ・ターパニ

ー・ウパニシャッド』 第１章・第21節）とも言われています。Eko vaçé sarva-gaù kåñëa 

éòyaù（エーコー ヴァシー サルヴァ・ガハ クリシュナ イーデャハ）「その一人のクリシュナが最高人

格主神であり、私たちの崇拝に値する方である」。「クリシュナは一人である、しかし無限

の姿や拡張された化身として現われる」（『ゴーパーラ・ターパニー・ウパニシャッド』 第

５章・第１節）。 

 『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第１節）が言います。 
 

éçvaraù paramaù kåñëaù 

sac-cid-änanda-vigrahaù 

anädir ädir govindaù 

sarva-käraëa-käraëam 
 

 「最高人格主神はクリシュナである。永遠、知識、喜びに満ちたからだをそなえている。

主に始まりはない。万物の始まりだからである。主はすべての原因の原因である」 

 別の場所では、yaträvatérëaà kåñëäkhyaà paraà brahma naräkåti、「至高の絶対真

理者は人物であり、その名前はクリシュナであり、そしてこの地球に降誕することがある」

と言われています。『シュリーマド・バーガヴァタム』でも、最高人格主神のあらゆる化身

に関する説明があり、そのリストにもクリシュナが入っています。しかし結論として、クリ

シュナは化身ではない、根源の最高人格主神その方である（ete cäàça-kaläù puàsaù 

kåñëas tu bhagavän svayam）と言われています。 

 同じように『バガヴァッド・ギーター』で主が言います。Mattaù parataraà nänyat（マ

ッタハ パラタランム ナーニャトゥ）「人格主神クリシュナとしてのわたしの姿に優る姿はない」。

そして別の箇所では、aham ädir hi devänäm（アハンム アーディル ヒ デーヴァーナーンム）「わ

たしはすべての半神の源である」とも言います。そしてアルジュナは、『バガヴァッド・ギ

ー タ ー 』 の 教 え を 理 解 し た あ と 言 い ま し た 。 Paraà brahma paraà dhäma 

pavitram-paramaà bhavän（パランム ブラフマ パランム ダハーマ パヴィトゥランム・パラマンム バハ

ヴァーン）「私はいま、あなたが最高人格主神、絶対真理者、そして一切万物の庇護地である

ことを完全に理解しました」。ですから、クリシュナからアルジュナにしめされた宇宙体は、

神の根源の姿ではありません。根源の姿はクリシュナの姿です。無数の頭や手を持つ宇宙体

は、神への愛情を持ちあわせていない人々の気持ちを惹きつけるためにしめされます。しか

し、神の根源の姿ではありません。 

 宇宙体は、主とさまざまな超越的な関係と愛情で結ばれている純粋な献愛者には魅力的で



はありません。最高主神は、クリシュナという本来の姿をとおして超越的な愛情を交換しま

す。ですから、主と友人として親密に関係を持つアルジュナには、宇宙体というこの姿は喜

ばしいものどころか、恐ろしい姿でしかありませんでした。クリシュナといつも行動をとも

にしていたアルジュナは、超越的な目をそなえていたに違いありません。ふつうの人間では

なかったのです。だから宇宙体に心を奪われることもありませんでした。この姿は果報的活

動で自分を高めようとする人たちにはすばらしいものとして目に映るかもかもしれません

が、献愛奉仕に励んでいる人々には、２本腕のクリシュナの姿がもっとも愛しいのです。 
 
第第第第55節節節節                                    MaTk-MaRk*-NMaTParMaae  MaÙ¢-"  Sa(r)viJaRTa" ) 

iNavŒr" SavR>aUTaezu Ya" Sa MaaMaeiTa Paa<@v )) 55 )) 
 

mat-karma-kån mat-paramo 

mad-bhaktaù saìga-varjitaù 

nirvairaù sarva-bhüteñu 

yaù sa mäm eti päëòava 
 

  mat-karma-kåt—私への活動に従事して ; mat-paramaù—私を至高者と考えている ; 

mat-bhaktaù—私への献愛奉仕に従事して; saìga-varjitaù—果報的活動と心の推論という

汚れから自由な; nirvairaù—敵がいない; sarva-bhüteñu—全生命体の中で; yaù—〜である

者; saù—彼; mäm—私に; eti—来る; päëòava—パーンドゥの子よ。 
 

訳訳訳訳     愛しいアルジュナよ。果報的活動と心の推論愛しいアルジュナよ。果報的活動と心の推論愛しいアルジュナよ。果報的活動と心の推論愛しいアルジュナよ。果報的活動と心の推論ににににけがけがけがけがされずされずされずされず、わたしへの純粋な献、わたしへの純粋な献、わたしへの純粋な献、わたしへの純粋な献

愛奉仕に励み、わたしのために働き、わたしを人生の至高の目標と定めてすべての生命愛奉仕に励み、わたしのために働き、わたしを人生の至高の目標と定めてすべての生命愛奉仕に励み、わたしのために働き、わたしを人生の至高の目標と定めてすべての生命愛奉仕に励み、わたしのために働き、わたしを人生の至高の目標と定めてすべての生命

体と友好関係を持つ者は、まちがいなくわたしのもとに来る。体と友好関係を持つ者は、まちがいなくわたしのもとに来る。体と友好関係を持つ者は、まちがいなくわたしのもとに来る。体と友好関係を持つ者は、まちがいなくわたしのもとに来る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     すべての人格主神のなかの至高者を求め、精神界のクリシュナローカ惑星で

最高人格者クリシュナと親密に結ばれたいと願う人は、至高者がみずから説いているこの方

法を始めなくてはなりません。ですからこの節は、『バガヴァッド・ギーター』の真髄と言

えるでしょう。『バガヴァッド・ギーター』は、物質自然界を支配しようとし、真の精神生

活について知らない条件づけられた魂に向けて用意された書物であり、精神的存在を理解す

る方法をしめし、至高の精神的人物と永遠な関係を築き、ふるさとへ、神のもとへ帰る方法

を教えています。そしてこの節は、精神的活動を完成させる方法、すなわち献愛奉仕につい

て明確に説いています。 

 活動するときには、持てる力をクリシュナ意識に完全に向けなくてはなりません。『バク

ティ・ラサームリタ・シンドゥ』（ 第１編・第２章・第255節）で言われています。 
 



anäsaktasya viñayän 

yathärham upayuïjataù 

nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

yuktaà vairägyam ucyate 
 

 クリシュナと関連していない活動は、だれであっても、すべきではありません。それがク

リシュナ・カルマです。どのような活動をするにしても、活動の結果にこだわってはなりま

せん。結果は、クリシュナのためだけにささげるべきものです。ビジネスをするにしても、

その活動をクリシュナ意識に変えるには、クリシュナのためにするべきです。クリシュナが

その会社の所有者だとしたら、クリシュナがその仕事の利益を楽しむ方です。実業家が何億

円もの資⾦を持ち、そのすべてをクリシュナにささげる必要があるとき、そうすればいいの

です。これがクリシュナのためにする活動です。快楽のために高層ビルを建てる代わりに、

クリシュナのためにすばらしい寺院を建て、クリシュナの神像を設置し、そして献愛奉仕の

権威書で説明されている神像崇拝ができます。これがクリシュナ・カルマです。活動の結果

にこだわるのではなく、結果をクリシュナにささげ、またクリシュナにささげた残り物のプ

ラサーダムを食べてください。クリシュナのために巨大な建物を建て、そこにクリシュナの

神像を設置したらそこには住めないわけではありませんが、理解する必要があるのは、その

建物の所有者はクリシュナだということです。そう考えることがクリシュナ意識です。しか

しクリシュナのために寺院が建てられないとしても、クリシュナの寺院のそうじはできます。

それもクリシュナ・カルマです。庭作りもできます。土地を持っている人は――インドでは、

貧しい人でもそれなりに土地を持っていますが――花を育て、それをクリシュナにささげて

土地を利用することができます。トゥラシー（tulasé）を植えることもできます。このトゥ

ラシーの葉はとても貴重で、クリシュナも『バガヴァッド・ギーター』で勧めています。

Patraà puñpaà phalaà toyam（パトゥランム プシュパンム パハランム トーヤンム）。クリシュナは、

献愛者から１枚の葉、花、くだもの、少しの水を求めています――それでも主は満足します。

この葉とは、とくにトゥラシーのことを指しています。ですから、トゥラシーを植え、水を

かけてあげてください。こうすれば、どんな貧しい人でもクリシュナに奉仕をすることがで

きます。これらが、クリシュナのために働く例です。 

 Mat-paramaù（マトゥ・パラマハ）という言葉は、「至上の住居でクリシュナとふれあうこと

が最高完成の生活と考える人」を指します。そのような人物は、月、太陽、天国の惑星、あ

るいはこの宇宙の最高位にあるブラフマローカにでさえ高められたいとは思いません。その

ような場所に魅力を感じないからです。惹かれているのは、精神界に行くことだけ。そして

精神界であっても、光り輝くブラフマジョーティだとしても満足することはありません、も

っとも高い惑星、すなわちクリシュナローカ、ゴーローカ・ヴリンダーヴァナに入りたいと



願っています。その惑星についてすべて知っているからこそ、ほかの場所にはまったく興味

がわかないのです。Mad-bhaktaù（マドゥ・バハクタハ）という言葉がしめしているように、献愛

奉仕に完全に没頭しており、献愛奉仕に定められた９つの方法（聞くこと、唱えること、思

いだすこと、崇拝すること、主の蓮華の御足に仕えること、祈りをささげること、主の命令

を実行すること、主を友とすること、主に完全に身をまかせること）に励んでいます。この

方法の９つすべてを、あるいは８つ、あるいは７つ、あるいは少なくとも１つだけでも実践

すれば、完璧な境地に辿りつくことができます。 

 Saìga-varjitaù（サンガ・ヴァルジタハ）もとても重要な言葉です。クリシュナに敵対する人々

とのつきあいは避けなくてはなりません。クリシュナに背く無神論者を避けるのは当然です

が、果報的活動や心の推論に囚われている人たちも同じです。ですから、献愛奉仕の純粋な

形については『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』（第１編・第１章・第11節）で次の

ように述べられています。 
 

anyäbhiläñitä-çünyaà 

jïäna-karmädy-anävåtam 

änukülyena kåñëänu- 

çélanaà bhaktir uttamä 
（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』 マデャ 第19章・第167節 引用） 

 

 シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーはこの節で、純粋な献愛奉仕を実践したい人は、

物質的なけがれをすべて捨てはなくてはならない、と明言しています。果報的活動と推論に

没頭している人々との交流も避けなくてはなりません。そのような望ましくないつきあいと

物質的な望みというけがれにかかわっていなければ、クリシュナに関する知識を円滑に高め

る こ と が で き 、 そ れ が 純 粋 な 献 愛 奉 仕 と 呼 ば れ ま す 。 Änukülyasya saìkalpaù 

prätikülyasya varjanam（『ハリ・バクティ・ヴィラーサ』 第11章・第676節）。 

 批判的ではなく好意的にクリシュナのことを考え、クリシュナのために行動しなくてはな

りません。カムサはクリシュナの敵でした。クリシュナが誕生したときから、いろいろな手

を使ってクリシュナを殺そうと試み、どれも失敗していたため、いつもクリシュナのことを

考えていました。働いているとき、食べているとき、眠っているとき、なにをしていてもク

リシュナ意識で活動していました。しかし、１日24時間クリシュナのことを考えていたと

いうのに、好意的な気持ちはまったくなく、また悪魔の一人であったことから、やがてクリ

シュナに殺されました。もちろん、クリシュナに殺されればだれでもすぐに解放を達成する

のですが、それは純粋な献愛者が目指すものではありません。純粋な献愛者は解放さえ求め

ません。もっとも高い惑星ゴーローカ・ヴリンダーヴァナにでさえ行くことを望んでいませ

ん。ただ求めているのは、どこにいてもクリシュナに仕えることです。 



 クリシュナの献愛者はだれにでも友好的です。ですからここでも、「敵がいない」、

nirvairaù（ニルヴァイラハ）と表現されています。どうして、そう言えるのでしょう？ クリ

シュナ意識の献愛者は、献愛奉仕だけがあらゆる問題から救ってくれることを知っています。 

自分でそのことを体験しているため、この生き方、すなわちクリシュナ意識を社会に普及さ

せたいと考えています。歴史には、命をかけて神の意識を広めた数多くの献愛者がいます。

その代表者がイエス・キリストです。帰依者ではない人々にはりつけにされましたが、神の

意識を世に広めるために命を犠牲にしたのです。もちろん、殺されたと考えるのは表面上の

ことだけですが。同じように、インドでも多くの例があり、タークラ・ハリダーサ、プラフ

ラーダ・マハーラージャがいます。どうして命をかけなくてはならなかったのでしょうか。

クリシュナ意識を普及させたくても、困難な状況があったからです。クリシュナ意識の人物

は、人々の苦しみの原因はクリシュナとの永遠な絆を忘れてしまったことにある、と知って

います。私たちが社会に寄与できる最善の恩恵は、隣人を物質的な問題から救うことにある

はずです。その思いから、純粋な献愛者は主への奉仕に励みます。ならば、すべてを犠牲に

してまで主クリシュナに奉仕をしている人々に対し、主がどれほど慈悲深いかはかんたんに

わかるはずです。ですからそのような人々は、からだを去ったあと、最高の惑星にまちがい

なく帰っていきます。 

 要約すると、一時的な現象であるクリシュナの宇宙体、そしてすべてを滅ぼす「時」とい

う姿、さらに４本腕のヴィシュヌの姿でさえ、すべてクリシュナから表わされたということ

です。すなわち、クリシュナは一切万物の根源であるということです。クリシュナは根源の

ヴィシュヴァ・ルーパ、すなわちヴィシュヌから作りだされたわけではありません。クリシ

ュナがすべての姿の根源なのです。ヴィシュヌの姿は幾千幾万もありますが、献愛者にとっ

て、根源の姿、２本腕のシャーマスンダラ、すなわちクリシュナの姿ほどたいせつなものは

ありません。『ブラフマ・サムヒター』でも、クリシュナのシャーマスンダラの姿に愛情と

献身の心で執着している人々は、いつでも心のなかにクリシュナだけを見ており、それ以外

はなにも見えない、と言われています。ですから、この第11章の主旨は、クリシュナの姿

こそが最重要で最高である、という結論に至ります。 

 

 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、「宇宙体」に関する要旨解説を終了します。 


