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第１２章第１２章第１２章第１２章 

 
 
 
 
 

献愛奉仕献愛奉仕献愛奉仕献愛奉仕 

第１節第１節第１節第１節                                                     AJauRNa ovac ) 
Wv&  SaTaTaYau¢-a  Yae >a¢-aSTva& PaYauRPaaSaTae ) 
Yae caPYa+arMaVYa¢&- Taeza& ke- YaaeGaivtaMaa" )) 1 )) 

 
arjuna uväca 

evaà satata-yuktä ye 

bhaktäs tväà paryupäsate 

ye cäpy akñaram avyaktaà 

teñäà ke yoga-vittamäù 
 
 arjunaù uväca—アルジュナが言った; evam—このように; satata—いつも; yuktäù—

従事して; ye—〜である者達; bhaktäù—献愛者達; tväm—あなた; paryupäsate—適切に

崇拝する ; ye—〜である者達 ; ca—もまた ; api—再び ; akñaram—感覚を超えた ; 

avyaktam—表わされていないもの; teñäm—彼らの; ke—〜である者; yoga-vit-tamäù—

ヨーガの知識でもっとも完璧な。 
 
訳訳訳訳        アルジュナが尋ねました。「アルジュナが尋ねました。「アルジュナが尋ねました。「アルジュナが尋ねました。「あなたあなたあなたあなたへの献愛奉仕を正しく実践している者への献愛奉仕を正しく実践している者への献愛奉仕を正しく実践している者への献愛奉仕を正しく実践している者とととと、表、表、表、表

わわわわされていない、非人格のブラフマンを崇拝する者とでは、どちらがされていない、非人格のブラフマンを崇拝する者とでは、どちらがされていない、非人格のブラフマンを崇拝する者とでは、どちらがされていない、非人格のブラフマンを崇拝する者とでは、どちらが完璧でしょうか」完璧でしょうか」完璧でしょうか」完璧でしょうか」 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナは、人格、非人格、そして普遍的な姿について、さらにあらゆる

種類の献愛者とヨーギーについて説明してきました。ふつう、超越主義者は２種類に分け

ることができます。非人格論者と人格論者です。人格論の献愛者は全力で至高主への奉仕

に励んでいます。非人格論者は、クリシュナへの直接の奉仕ではなく、非人格のブラフマ

ン、表わされていない様相を瞑想しています。 

 この章を学べば、絶対真理を悟るさまざまな方法のなかで、バクティ・ヨーガ、すなわ

ち献愛奉仕が頂点の方法であることがよくわかります。最高人格主神とのふれあいを望む

のであれば、献愛奉仕を始めなくてはなりません。 

 献愛奉仕をとおして至高主を崇拝する人を人格論者、非人格のブラフマンを瞑想する
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人々を非人格論者といいます。アルジュナはこの節で、どちらが優れているのか尋ねてい

ます。絶対真理を悟るさまざまな方法がありますが、クリシュナはこの章でバクティ・ヨ

ーガ、すなわち主への献愛奉仕がもっとも優れている、と述べています。神とのふれあい

を得るためのもっとも直接的で、もっともかんたんな方法なのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』の第２章では、生命体は物質ではない、精神的な火花であ

る、と至高主が説きました。そして絶対真理者は、精神的な全体者です。第７章では、生

命体はその至高の全体者の部分であることから、心を全体者に集中させるよう勧められま

した。そして第８章ではふたたび、肉体を終えるときにクリシュナを思う者はだれでもす

ぐに精神界に移される、クリシュナの住居に移される、と説明されました。そして第６章

の終わりには、主はすべてのヨーギーのなかで、心のなかでいつもクリシュナのことを考

えているヨーギーが完璧な境地にある、と明言しました。ですから、どの章の結論も、ク

リシュナという個人の姿に心を執着させなくてはならない、それが精神的悟りの最高境地

だから、と言っています。 

 それでも、クリシュナの個人としての姿にどうしても執着できない人たちがいます。か

れらは『バガヴァッド・ギーター』の解説をしても、読者の関心をクリシュナの姿から逸

らせ、非人格のブラフマジョーティに熱意を傾けさせようとするほどその考えにこだわっ

ています。また絶対真理の人物ではない様相を瞑想することを好みますが、それは感覚で

知覚できる範囲ではなく、そして表わされていないものです。 

 ですから、じっさいには２種類の超越主義者がいます。そしてアルジュナはいま、どちら

の方法がかんたんで完璧なのかをはっきりさせようとしています。言いかえれば、アルジュ

ナはクリシュナの個人としての姿に惹かれていますから、自分の立場を明確にしようとして

いるのです。非人格のブラフマンには執着していません。そんな自分の理解がはたして確か

なのかを知りたいと思っています。非人格的な表われは、物質界であろうと、至高主の住む

精神界であろうと、瞑想するのはむずかしいものです。じっさい、絶対真理者の姿のない様

相を完璧に知覚することはできません。ですからアルジュナが言いたいのは、「そのような

ことに時間を無駄にしてなんの価値があるのでしょう」という点です。アルジュナは第11

章で、クリシュナの個人としての姿に執着するのがもっとも優れていることを体験していま

す。なぜなら、同時にほかのすべての姿を理解できたし、またその姿を見てもクリシュナに

対する愛情が揺らいだわけではなかったからです。アルジュナのクリシュナに関するこの質

問が、絶対真理に関する非人格論者と人格論者の考え方を明確にしていきます。 

 

第２節第２節第２節第２節                                                é[q>aGavaNauvac ) 
MaYYaaveXYa MaNaae Yae Maa& iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae ) 
é[ÖYaa  ParYaaePaeTaaSTae  Mae  Yau¢-TaMaa  MaTaa" )) 2 )) 
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çré-bhagavän uväca 

mayy äveçya mano ye mäà 

nitya-yuktä upäsate 

çraddhayä parayopetäs 

te me yuktatamä matäù 
 

  çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; mayi—私に; äveçya—固定している; 

manaù—心 ; ye—〜である者達 ; mäm—私を ; nitya—いつも ; yuktäù—従事して ; 

upäsate—崇拝する; çraddhayä—信念と共に; parayä—超越的; upetäù—授けられて; 

te—彼ら; me—私によって; yukta-tamäù—ヨーガにおいてもっとも完璧な; matäù—〜

と考えられる。 
 

訳訳訳訳        最最最最高人格主神が言いました。「わたしの個人としての姿に心を定め、高人格主神が言いました。「わたしの個人としての姿に心を定め、高人格主神が言いました。「わたしの個人としての姿に心を定め、高人格主神が言いました。「わたしの個人としての姿に心を定め、超越的な超越的な超越的な超越的な強強強強

いいいい信念とともにわたしを崇拝している者たちが完璧である。わたしはそう考える」信念とともにわたしを崇拝している者たちが完璧である。わたしはそう考える」信念とともにわたしを崇拝している者たちが完璧である。わたしはそう考える」信念とともにわたしを崇拝している者たちが完璧である。わたしはそう考える」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        アルジュナの質問にクリシュナがはっきり答えています、主の個人としての

姿に心を定め、信念と愛情とともに主を崇拝する者がもっとも完璧なヨーガをしていると

考えられる、と。そのようなクリシュナ意識にいる人は、すべてをクリシュナのためにし

ていますから、物質的な活動とはかかわっていません。純粋な献愛者はいつも奉仕に励ん

でいます。唱えたり、クリシュナについて聞いたり、クリシュナの本を読んだり、プラサ

ーダムを作ったり、クリシュナのために買い物に出かけたり、寺院や皿をきれいにしたり

――なにをしても、ほんの一瞬たりともクリシュナのために働かない時間を作らないよう

に努力しています。そのような活動は完全なサマーディの境地にあります。 

 
第３−４節第３−４節第３−４節第３−４節                        Yae    Tv+arMaiNadeRXYaMaVYa¢&-   PaYauRPaaSaTae ) 

SavR}aGaMaicNTYa& c  kU-$=SQaMacl&/ Da]uvMa( )) 3 )) 
SaiàYaMYaeiNd]YaGa]aMa&   SavR}a   SaMabuÖYa" ) 
Tae  Pa[aPanuviNTa  MaaMaev  SavR>aUTaihTae  rTaa" )) 4 )) 

 

ye tv akñaram anirdeçyam 

avyaktaà paryupäsate 

sarvatra-gam acintyaà ca 

küöa-stham acalaà dhruvam 
 

sanniyamyendriya-grämaà 

sarvatra sama-buddhayaù 
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te präpnuvanti mäm eva 

sarva-bhüta-hite ratäù 
 

 ye—〜である者達; tu—しかし; akñaram—感覚の知覚を超えたもの; anirdeçyam—不

確 定 の ; avyaktam— 表 わ さ れ て い な い ; paryupäsate— 完 全 に 崇 拝 に 従 事 す る ; 

sarvatra-gam—遍在する; acintyam—人智を超えた; ca—もまた; küöa-stham—不変; 

acalam—不動; dhruvam—安定した; sanniyamya—支配している; indriya-grämam—す

べ ての感 覚 ; sarvatra— どこに でも ; sama-buddhayaù— 等しく 接する ; te— 彼ら ; 

präpnuvanti—到達する; mäm—私に; eva—確かに; sarva-bhüta-hite—全生命体の幸福

のために; ratäù—従事して。 
 

訳訳訳訳        しかし、絶対真理者の非人格的様相しかし、絶対真理者の非人格的様相しかし、絶対真理者の非人格的様相しかし、絶対真理者の非人格的様相――――――――感覚の知覚を超え、遍在し、人智を絶し、感覚の知覚を超え、遍在し、人智を絶し、感覚の知覚を超え、遍在し、人智を絶し、感覚の知覚を超え、遍在し、人智を絶し、

不変の、安定し、不動の姿不変の、安定し、不動の姿不変の、安定し、不動の姿不変の、安定し、不動の姿――――――――を持つ「表わされていない様相」を完全に崇拝する者たを持つ「表わされていない様相」を完全に崇拝する者たを持つ「表わされていない様相」を完全に崇拝する者たを持つ「表わされていない様相」を完全に崇拝する者た

ちは、さまざまな感覚を抑制し、だれにでも等しく接し、万⺠の幸福のために活動し、ちは、さまざまな感覚を抑制し、だれにでも等しく接し、万⺠の幸福のために活動し、ちは、さまざまな感覚を抑制し、だれにでも等しく接し、万⺠の幸福のために活動し、ちは、さまざまな感覚を抑制し、だれにでも等しく接し、万⺠の幸福のために活動し、

ついにはわたしのもとに到達する。ついにはわたしのもとに到達する。ついにはわたしのもとに到達する。ついにはわたしのもとに到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     最高主神クリシュナを直接崇拝せず、間接的な方法で同じ目標に到達しよう

とする人々も、最終的には同じ目標、すなわちシュリー・クリシュナに辿りつきます。「何

度も誕生をくり返したあとに知識を達成した者は、ヴァースデーヴァがすべてであると理

解し、わたしに救いを求めるようになる」。幾度となく誕生をくり返したあとに完全な知

識を得た人物は、主クリシュナに身をゆだねます。この節にある方法に従って神に近づこ

うとする人は、感覚を抑制し、すべての人に仕え、全生命体の幸福のために活動しなくて

はなりません。経典は主クリシュナをもとめるよう勧めており、それができなければ、完

璧な悟りは得られません。主に完全に服従できるようになるには、たいへんな苦行がとも

なうのです。 

 個々の魂のなかにいる至高の魂を知覚するには、見る・聞く・味わう・活動などの感覚の

活動を止めなくてはなりません。それができれば、至高の魂がどこにでも存在することを理

解し、どのような生き物でも忌み嫌うことはなくなります――外側の肉体ではなく、内なる

魂だけを見るため、人も動物も区別しなくなるからです。しかしやはり一般的に、この非人

格的な悟りはたやすく得られるものではありません。 

 
第５節第５節第５節第５節                                kle-Xaae_iDak-TarSTaezaMaVYa¢-aSa¢-ceTaSaaMa( ) 

AVYa¢-a  ih GaiTaduR"%&  dehviÙrvaPYaTae )) 5 )) 
 

kleço 'dhikataras teñäm 

avyaktäsakta-cetasäm 
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avyaktä hi gatir duùkhaà 

dehavadbhir aväpyate 
 

 kleçaù—困難; adhika-taraù—非常に; teñäm—彼らの; avyakta—表わされていない様

相に; äsakta—執着して; cetasäm—〜である者達の心の; avyaktä—表わされていない様

相に対して; hi—確かに; gatiù—発達; duùkham—困難と共に; deha-vadbhiù—肉体を持

つ者によって; aväpyate—達成される。 
 

訳訳訳訳        表わされていない様相、至高者の姿のない様相にこだわっている者が精神的悟り表わされていない様相、至高者の姿のない様相にこだわっている者が精神的悟り表わされていない様相、至高者の姿のない様相にこだわっている者が精神的悟り表わされていない様相、至高者の姿のない様相にこだわっている者が精神的悟り

を高めるのは、至難のわざであを高めるのは、至難のわざであを高めるのは、至難のわざであを高めるのは、至難のわざである。肉体を持つ者にとって、その方法に従って修練をつる。肉体を持つ者にとって、その方法に従って修練をつる。肉体を持つ者にとって、その方法に従って修練をつる。肉体を持つ者にとって、その方法に従って修練をつ

づけるのはづけるのはづけるのはづけるのはかならずかならずかならずかならず困難をともなう。困難をともなう。困難をともなう。困難をともなう。 

 

要旨解要旨解要旨解要旨解説説説説     人智を絶し、表わされていない至高主の非人格的な様相を崇拝する超越主義

者をギャーナ・ヨーギー（jïäna-yogé）といい、完全なクリシュナ意識で主に献愛奉仕を

する人々をバクティ・ヨーギー（bhakti-yogé）といいます。この節では、ギャーナ・ヨー

ガとバクティ・ヨーガの違いが明確にしめされています。ギャーナ・ヨーガの方法は、最

終的には同じ目標に導いてはくれても大きな困難がともないますが、バクティ・ヨーガの

方法、すなわち最高人格主神に直接奉仕をする方法は、肉体を持つ魂にはかんたんで自然

です。個々の魂は太古の昔から肉体をくり返しまとってきました。自分はからだではない、

という教えは、ただ聞くだけではなかなか理解できるものではありません。ですから、バ

クティ・ヨーギーはクリシュナの神像を崇拝する対象として受けいれます。心のなかにあ

る程度の肉体観念が刻みこまれており、その気持ちが神像崇拝と見事に合致するのです。

もちろん、寺院内にまつられた最高人格主神の崇拝は偶像崇拝ではありません。ヴェーダ

経典にはその証拠があり、サグナ（saguëa）とニルグナ（nirguëa）、つまり特質をそな

えている、そしてそなえていない崇拝がある、とされています。寺院での神像崇拝をサグ

ナ崇拝といい、主は物質的な材質をとおしてしめされています。しかし主の姿は、石、木、

油絵などの物質で表現されてはいても、じつは物質ではありません。それが至高主の持つ

絶対的な特質でもあります。 

 一例を挙げてみましょう。道路に郵便ポストがあり、郵便物を投函すればまちがいなく

宛先に届きます。しかし、郵政省に認められていない無許可のポストに入れても、届けら

れません。同じように、神には、神像の姿・アルチャー・ヴィグラハ（arcä-vigraha）と

呼ばれる権威ある代理者がいます。このアルチャー・ヴィグラハは至高主の化身です。神

はその姿をとおして献愛者の奉仕を受けとるのです。主は全能で、あらゆる力をそなえて

いますから、アルチャー・ヴィグラハという化身をとおして、献愛者の奉仕を受けいれま

す。条件づけられた生活観念を持つ人も、こうして主に仕えることができます。 



6 

 

 この方法に従う献愛者は至高者にすぐに、そしてじかに近づくことができますが、非人

格論に従って精神的高まりを求める人々には確かにむずかしいものです。至高者の表わさ

れていない様相を理解するために、ウパニシャッドのような難解なヴェーダ経典を研究し、

言語を完全にマスターし、知覚できない感情を理解し、しかもその方法をすべて完成させ

なくてはなりません。もちろん、凡人がかんたんにできるものではありません。いっぽう

献愛奉仕に励むクリシュナ意識の人は、ほんものの精神指導者に導かれ、決められた方法

で神像に敬意を表わし、主の栄光を聞き、そして主にささげられた食べ物の残りを食べる

だけで、かんたんに最高人格主神を理解できます。非人格論者の場合、絶対真理者は最終

的には悟れないかもしれないと思いながら、困難な道を無駄に歩いていることに疑いの余

地はありません。同じような表現が『シュリーマド・バーガヴァタム』にあります。最終

的には最高人格主神に身をゆだねなくてはならないのに（この方法をバクティといい）「ブ

ラフマンとはなにか、なにがブラフマンではないのか」というむずかしい方法にこだわり、

そのために全生涯を費やすのであれば、面倒なことに巻きこまれるだけである、と言われ

ています。ですからここで勧められているのは、結果がどうなるかわからないまま、自己

を悟るのにわざわざむずかしい方法を始めるべきではない、ということです。 

 生命体は永遠に個々の魂であり、精神的な全体者に融合しても、悟れるのは自分本来の永

遠性と知識という境地だけで、ほんとうの喜びは理解できません。ギャーナ・ヨーガの高い

学識をそなえる超越主義者が献愛者の慈悲をさずかり、バクティ・ヨーガ、すなわち献愛奉

仕を始めることがあります。その場合でも、⻑く修練してきた非人格論の考え方が妨げにな

ることがあります。その考えが捨てられないからです。ですから肉体を持つ魂には、形のな

いものを理解する修練も悟りもむずかしい、と言えます。生命体はある程度の自主性をそな

えていますが、よく覚えておくべきことは、形のないものを悟ろうとするのは、本来魂が持

っている精神的喜びという気質とは逆行するものである、という点です。ですから、この方

法を受けいれるべきではありません。個々の生命体すべてにとって、クリシュナ意識の方法

は、献愛奉仕という完全な奉仕が含まれており、これが最善の方法です。献愛奉仕を無視す

れば、無神論者になる危険性があります。この節が述べているように、感覚を超え、形のな

い、人智を超えた様相に心を集中させる試みは、いつの時代でも、とくに現代では勧められ

ていません。主クリシュナが勧めていない方法なのです。 

 
第６−７節第６−７節第６−７節第６−７節                     Yae Tau SavaRi<a k-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPara" ) 

ANaNYaeNaEv   YaaeGaeNa  Maa&  DYaaYaNTa  oPaaSaTae )) 6 )) 
TaezaMah&     SaMauÖTaaR     Ma*TYauSa&SaarSaaGaraTa( ) 
>avaiMa  Na  icraTPaaQaR  MaYYaaveiXaTaceTaSaaMa( )) 7 )) 
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ye tu sarväëi karmäëi 

mayi sannyasya mat-paräù 

ananyenaiva yogena 

mäà dhyäyanta upäsate 
 

teñäm ahaà samuddhartä 

måtyu-saàsära-sägarät 

bhavämi na cirät pärtha 

mayy äveçita-cetasäm 
 

 ye—〜である者達 ; tu—しかし ; sarväëi—すべて ; karmäëi—活動 ; mayi—私に ; 

sannyasya—捨て去っている; mat-paräù—私に執着して; ananyena—分かれることなく; 

eva— 確 か に ; yogena— そ の バ ク テ ィ ・ ヨ ー ガ の 修 練 に よ っ て ; mäm— 私 に ; 

dhyäyantaù— 瞑 想 し て い る ; upäsate— 崇 拝 す る ; teñäm— 彼 ら の ; aham— 私 ; 

samuddhartä—救済者; måtyu—死の; saàsära—物質存在において; sägarät—海から; 

bhavämi—私は〜になる; na—〜ではない; cirät—⻑時間後; pärtha—プリターの子よ; 

mayi—私に; äveçita—不動の; cetasäm—〜である者達の心の。 
 

訳訳訳訳     しかし、プリターの子よ。あらゆる活動をわたしのために捨て、逸脱することなしかし、プリターの子よ。あらゆる活動をわたしのために捨て、逸脱することなしかし、プリターの子よ。あらゆる活動をわたしのために捨て、逸脱することなしかし、プリターの子よ。あらゆる活動をわたしのために捨て、逸脱することな

くわたしにすべてをささげ、献愛奉仕に励み、一心不乱にわたしを瞑想しながらわたしくわたしにすべてをささげ、献愛奉仕に励み、一心不乱にわたしを瞑想しながらわたしくわたしにすべてをささげ、献愛奉仕に励み、一心不乱にわたしを瞑想しながらわたしくわたしにすべてをささげ、献愛奉仕に励み、一心不乱にわたしを瞑想しながらわたし

を崇を崇を崇を崇拝する者たちにとって、わたしは、誕生と死からのすみやかな救済者拝する者たちにとって、わたしは、誕生と死からのすみやかな救済者拝する者たちにとって、わたしは、誕生と死からのすみやかな救済者拝する者たちにとって、わたしは、誕生と死からのすみやかな救済者となるとなるとなるとなる。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ここで明言されているのは、献愛者は、主によって物質存在からすみやかに

解放される幸運な魂である、ということです。純粋な献愛奉仕をしていれば、神は偉大で、

個々の魂は主に従う立場にある、という点が理解できるようになります。義務は主に奉仕

をすることにあります。しかしそれができなければ、マーヤーに仕えていることになりま

す。 

 先に述べられたように、至高主は献愛奉仕をとおして悟ることができます。ですから、

完全に主に身をゆだねなくてはなりません。主に到達するために心を完全にクリシュナに

定め、クリシュナのために働くべきです。どのような仕事をしているかが問題ではありま

せん、クリシュナのためだけにするのです。それが献愛奉仕の基準です。献愛者は最高人

格主神を喜ばせる以外に望みはありません。生涯の使命をクリシュナを喜ばせることに定

めれば、クリシュナの満足ためになにもかも犠牲にすることができます。アルジュナがク

ルクシェートラの戦場でそのことを実践しました。方法はかんたんです。自分の本務に励

みながら、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 ハレーの唱名に打ちこめ
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ばいいのです。この崇高な唱名が献愛者を人格主神に惹きつけるのです。 

 この節で至高主は約束しています、そのように励んでいる献愛者たちを物質存在の海か

ら、すみやかに救いだすということを。ヨーガ修練を完成させた人々は、習得したその手

段で好きな惑星に行き、また別の修練者たちもさまざまな方法を利用できるのですが、献

愛者の場合、ここに述べられているように、主みずから献愛者の世話をします。献愛者は、

ヨーガ修練を完全にまっとうさせてから精神界に行く必要はありません。 

 『ヴァラーハ・プラーナ』の節が言っています。 
 

nayämi paramaà sthänam 

arcir-ädi-gatià vinä 

garuòa-skandham äropya 

yatheccham aniväritaù 
 

 この意味は、献愛者は精神界の惑星に行くためにアシュターンガ・ヨーガを修練する必

要はない、ということです。献愛者がどこへ行くかは至高主が決めます。主は、自分が救

う、と明言しています。子どもは両親にあらゆる面で守られ、安心しきっています。同じ

ように、献愛者はほかの惑星に行くためにヨーガを修練する必要はありません。それどこ

ろか、至高主が、その深い慈悲の心から、鳥の使者ガルダに乗ってすぐに参上し、献愛者

を物質界から救いだすのです。海に転落した人はけんめいにもがきますが、どれほど泳ぎ

が達者でも助かりません。しかし、だれかがそこに現われ、水からひき上げればたちどこ

ろに救われます。同じように、主は献愛者を物質界という海からすくいあげます。クリシ

ュナ意識というかんたんな方法を実践し、献愛奉仕に専念すればいいのです。知性ある人

なら、どの方法を選ぶか迷うより、献愛奉仕を求めるべきです。『ナーラーヤニーヤ』が

次のように確証しています。 
 

yä vai sädhana-sampattiù 

puruñärtha-catuñöaye 

tayä vinä tad äpnoti 

naro näräyaëäçrayaù 
 

 この節の要点は、果報的な活動や推論をとおして知識を高める方法に従うべきではない、

ということです。最高人格主神に身をゆだねた人は、ほかのヨーガ方法、推論、儀式、慈

善などから得られる恩恵をすべてさずかることできます。それが献愛奉仕から得られる特

別の恩恵です。 

 ただクリシュナの聖なる名前――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
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レー――を唱えるだけで、献愛者は最高の目的地にかんたんに、そしてらくらくと辿りつ

きます。ほかの宗教の方法ではその目的地に到達することはできません。 

 『バガヴァッド・ギーター』の結論は、第18章・第66節で述べられています。 
 

sarva-dharmän parityajya 

mäm ekaà çaraëaà vraja 

ahaà tväà sarva-päpebhyo 

mokñayiñyämi mä çucaù 
 
 これは、自己を悟るための他の方法すべてを捨て、クリシュナ意識で献愛奉仕を実践せよ、

という節です。それが実現できれば、人生の最高完成に到達することができます。過去の罪

なおこないを思い悩むことはありません。至高主が献愛者に手をさしのべてくれるからです。

無益な方法をあてにして精神的悟りを得ようとしても、自分を救うことはできません。全能

の主神・クリシュナに身をゆだねること――それが人生の最高完成です。 

 
第８節第８節第８節第８節                                    MaYYaev MaNa AaDaTSv MaiYa buiÖ& iNaveXaYa ) 

iNaviSaZYaiSa  MaYYaev ATa Oß| Na  Sa&XaYa" )) 8 )) 
 

mayy eva mana ädhatsva 

mayi buddhià niveçaya 

nivasiñyasi mayy eva 

ata ürdhvaà na saàçayaù 
 

 mayi— 私 に ; eva— 確 か に ; manaù— 心 ; ädhatsva— 固 定 さ せ る ; mayi— 私 に ; 

buddhim—知性; niveçaya—適応する; nivasiñyasi—あなたは生きるだろう; mayi—私の

内に; eva—確かに; ataù ürdhvam—その後; na—決して〜ない; saàçayaù—疑い。 
 

訳訳訳訳        ひたすら、わたしに、最高人格主神ひたすら、わたしに、最高人格主神ひたすら、わたしに、最高人格主神ひたすら、わたしに、最高人格主神に心を定め、すべての知性をわたしのなかでに心を定め、すべての知性をわたしのなかでに心を定め、すべての知性をわたしのなかでに心を定め、すべての知性をわたしのなかで

使いなさい。そうすれば使いなさい。そうすれば使いなさい。そうすれば使いなさい。そうすれば疑いなく、いつもわたしの内に住むことができるようになる。疑いなく、いつもわたしの内に住むことができるようになる。疑いなく、いつもわたしの内に住むことができるようになる。疑いなく、いつもわたしの内に住むことができるようになる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     献愛奉仕に打ちこんでいる人は、至高主とじかに接しながら生きています。

修練を始めたときから超越的な境地にいるのです。献愛者は俗世界で生きているのではあ

りません――クリシュナとともに生きています。主の聖なる名前と主自身に違いはありませ

ん。ですから、献愛者がハレー・クリシュナを唱えるとき、クリシュナとクリシュナの内的

力がその献愛者の舌のうえで踊っています。クリシュナに食べ物をささげれば、クリシュナ

はそれを食べてくれます、そしてその残り物を食べる献愛者はクリシュナ化します。それが
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『バガヴァッド・ギーター』やほかのヴェーダ経典で勧められている方法なのですが、奉仕

をしていない人には理解できないことです。 

 
第９節第９節第９節第９節                                AQa icta& SaMaaDaaTau& Na Xa¥-aeiz MaiYa iSQarMa( ) 

A>YaaSaYaaeGaeNa   TaTaae   MaaiMaC^aáu&   DaNaÅYa )) 9 )) 
 

atha cittaà samädhätuà 

na çaknoñi mayi sthiram 

abhyäsa-yogena tato 

mäm icchäptuà dhanaïjaya 
 

 atha—もし、ゆえに; cittam—心; samädhätum—固定させること; na—〜ではない; 

çaknoñi—あなたは出来る; mayi—私に; sthiram—着実に; abhyäsa-yogena—献愛奉仕の

修練によって ; tataù—その時 ; mäm—私を ; icchä—望み ; äptum—手に入れること; 

dhanam-jaya—冨の獲得者、アルジュナ。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。冨の獲得者よ。逸脱することなく心をわたしに定められなければ、アルジュナよ。冨の獲得者よ。逸脱することなく心をわたしに定められなければ、アルジュナよ。冨の獲得者よ。逸脱することなく心をわたしに定められなければ、アルジュナよ。冨の獲得者よ。逸脱することなく心をわたしに定められなければ、

バクティ・ヨーガの原則に従いなさい。そして、わたしを達成しようとする強い望みをバクティ・ヨーガの原則に従いなさい。そして、わたしを達成しようとする強い望みをバクティ・ヨーガの原則に従いなさい。そして、わたしを達成しようとする強い望みをバクティ・ヨーガの原則に従いなさい。そして、わたしを達成しようとする強い望みを

持ちなさい。持ちなさい。持ちなさい。持ちなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この節には、バクティ・ヨーガの２つの方法がしめされています。最初の方

法は、超越的な愛情をとおしてクリシュナ・最高人格主神への執着を高めた人に用意され、

２番目の方法は、崇高な愛情を高められないために至高の人物に執着できない人に用意さ

れています。２番目の段階にいる人々にさまざまな規則や原則がもうけられており、その

規則に従うことでクリシュナへの執着という段階に最終的に高められていきます。 

 バクティ・ヨーガは感覚を清める方法でもあります。物質界では、感覚はただ満足する

ために使われ、いつでも不純な状態にあります。しかしバクティ・ヨーガを修練すればそ

の感覚を清めることができ、その清められた段階で至高主とじかにふれあうことができま

す。物質界では、だれかを主人としてなにかの奉仕をしていますが、その相手に愛情を感

じて仕えているわけではありません。働く目的は報酬だけです。またその主人も愛情を感

じているわけでもありません。私から奉仕を受け、私に報酬を支払う、ただそれだけ。愛

情の交換はありません。しかし精神生活をするためには、純粋な愛情という境地に高めら

れなくてはなりません。その愛情の境地は、いま自分が持っている感覚を使って献愛奉仕

をすれば達成できます。 

 この神への愛情は、いまは心のなかで眠った状態にあります。そしてその愛情はさまざ

まな形をとおして現われるのですが、物質とかかわっているためにけがれています。心は、



11 

 

物質的なかかわりというけがれから清めなくてはなりませんし、眠っているクリシュナへ

の自然な愛情をよみがえらせなくてはなりません。クリシュナ意識はそのために実践され

るのです。 

 バクティ・ヨーガの原則を修練するには、熟達した精神指導者の導きが必要であり、特定

の決まり事に従わなくてはなりません。たとえば、朝早く起き、沐浴し、寺院に入り、祈り

をささげ、ハレー・クリシュナを唱え、神像にささげる花を摘み、神像にささげる料理を作

り、プラサーダムを食べる、などといった方法です。ほかにもさまざまな規則や原則が用意

されています。そしてつねに『バガヴァッド・ギーター』や『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』を純粋な献愛者から聞かなくてはなりません。この修練が、神への愛情という段階に高

められる助けになり、確実に神の崇高な国に入ることができます。規則や原則に従いながら

精神指導者に導かれるこのバクティ・ヨーガの修練は、私たちを神への愛情という境地にか

ならず連れていってくれます。 

 
第第第第10節節節節                                    A>YaaSae_PYaSaMaQaaeR_iSa  MaTk-MaRParMaae >av ) 

MadQaRMaiPa k-MaaRi<a ku-vRiNSaiÖMavaPSYaiSa )) 10 )) 
 

abhyäse 'py asamartho 'si 

mat-karma-paramo bhava 

mad-artham api karmäëi 

kurvan siddhim aväpsyasi 
 

 abhyäse—実行することで; api—たとえ〜でも; asamarthaù—できない; asi—あなたは

〜 で あ る ; mat-karma— 私 へ の 活 動 ; paramaù— 〜 の た め に ; bhava— 〜 に な る ; 

mat-artham—私のために; api—〜でさえも; karmäëi—活動; kurvan—実行している; 

siddhim—完成; aväpsyasi—あなたは到達するだろう。 
 

訳訳訳訳        バクティ・ヨーガの原則に従えないのであれば、ただわたしのために働けばよい。バクティ・ヨーガの原則に従えないのであれば、ただわたしのために働けばよい。バクティ・ヨーガの原則に従えないのであれば、ただわたしのために働けばよい。バクティ・ヨーガの原則に従えないのであれば、ただわたしのために働けばよい。

わたしのために働くことで、完璧な境地に来ることができるからである。わたしのために働くことで、完璧な境地に来ることができるからである。わたしのために働くことで、完璧な境地に来ることができるからである。わたしのために働くことで、完璧な境地に来ることができるからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     精神指導者に導かれてバクティ・ヨーガの原則を修練できないのであれば、

至高主のために働き、この完成境地に近づくことができます。その方法は第11章の第55節

で説明されています。クリシュナ意識の普及に共感する心が必要です。クリシュナ意識の普

及に励んでいる献愛者はたくさんいます、そしてかれらは助けを必要としています。ですか

ら、バクティ・ヨーガの原則を直接実践できないとしても、かれらの普及を支えることがで

きます。なにかを始めるには土地、資金、労働が必要です。企業を起こすには拠点、使う資

金、労働力、拡大させるための組織力が欠かせませんが、同じ条件がクリシュナへの奉仕に
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も必要です。唯一異なるのは、物中心の世界ではすべてが感覚満足のために動いている、と

いう点ですが、その同じ仕事をクリシュナの満足のためにすれば、それが精神的活動になり

ます。充分な資金があれば、クリシュナ意識の普及のために建物や寺院建設の援助ができる

でしょう。あるいは、出版を助けることもできます。さまざまな活動の場があり、そのよう

な活動に興味をしめすべきです。活動の結果を犠牲にできなくても、財産の一部をクリシュ

ナ意識の普及に犠牲にすることならできるはずです。クリシュナ意識のための自発的な奉仕

は、実行者を神への愛という高い境地に、そして完璧な境地に導いてくれます。 

 
第第第第11節節節節                                AQaETadPYaXa¢-ae_iSa  k-Tau|  MaÛaeGaMaaié[Ta" ) 

SavRk-MaRf-l/TYaaGa& TaTa" ku-å YaTaaTMavaNa( )) 11 )) 
 

athaitad apy açakto 'si 

kartuà mad-yogam äçritaù 

sarva-karma-phala-tyägaà 

tataù kuru yatätmavän 
 

 atha—〜ではあっても; etat—これ; api—もまた; açaktaù—できない; asi—あなたは〜

である; kartum—実行すること; mat—私に; yogam—献愛奉仕の中で; äçritaù—身を委ね

て; sarva-karma—すべての活動の; phala—その結果の; tyägam—放棄; tataù—その時; 

kuru—する; yata-ätma-vän—自己に立脚して。 
 

訳訳訳訳     しかし、わたしを思いながら活動できないのであれば、しかし、わたしを思いながら活動できないのであれば、しかし、わたしを思いながら活動できないのであれば、しかし、わたしを思いながら活動できないのであれば、活動の活動の活動の活動の結果結果結果結果にこだわらずにこだわらずにこだわらずにこだわらず

に働きに働きに働きに働き、自己のうちに立脚するようにつとめなさい。、自己のうちに立脚するようにつとめなさい。、自己のうちに立脚するようにつとめなさい。、自己のうちに立脚するようにつとめなさい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     ある人は、クリシュナ意識の活動に共鳴したり賛同したりできないかもしれ

ません。自分が置かれている社会的、家族的、宗教的状況のために、あるいはなにかほかの

制約のために。クリシュナ意識の活動に直接かかわるようになると、家族から反対されたり、

いろいろな問題が周囲に起こったりすることがあります。そのような問題をかかえている人

には、労働の結果を高尚なことに使うよう助言されています。その方法もヴェーダで定めら

れています。儀式、そして過去の活動の結果を活用する特別の活動（プンニャ・puëya）に

関する多くの説明が用意されています。その助言に従うことで、徐々に知識が高められてい

きます。また、クリシュナ意識の活動に興味がなくても、汗水ながして働いた結果を手放し、

病院や社会組織に慈善を施す人が見かけられます。この節ではその行為も勧められています。

活動の結果を手放す行為をつづけるうちに心はしだいに清められ、清められた心があればク

リシュナ意識が理解できるようになるからです。もちろん、クリシュナ意識そのものが心を

清めてくれますから、クリシュナ意識がほかの活動に依存しているわけではありませんが、
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なにかの障害があってクリシュナ意識が始められないのであれば、働いた結果を放棄するこ

とはできます。社会奉仕、兵役、国のための犠牲などがその場合で、そのような奉仕をとお

して、やがて至高主に純粋な献愛奉仕ができる段階に来ることができます。『バガヴァッド・

ギーター』（第18章・第46節）にはyataù pravåttir bhütänäm（ヤタハ プラヴリッティル ブフー

ターナーンム）という言葉があります。これは至上の源のためになにかを犠牲にする決意をす

れば、その源がクリシュナであることを知らなくても、その犠牲の方法をとおして、クリシ

ュナが至高の原因であることが理解できるようになる、という意味です。 

 
第第第第12節節節節                             é[eYaae ih jaNaMa>YaaSaaJjaNaaÖyaNa& iviXaZYaTae ) 

DYaaNaaTk-MaRf-l/TYaaGaSTYaaGaaC^aiNTarNaNTarMa( )) 12 )) 
 

çreyo hi jïänam abhyäsäj 

jïänäd dhyänaà viçiñyate 

dhyänät karma-phala-tyägas 

tyägäc chäntir anantaram 
 

 çreyaù—より良い; hi—確かに; jïänam—知識; abhyäsät—修練よりも; jïänät—知識

よりも; dhyänam—瞑想; viçiñyate—〜が優れていると考えられる; dhyänät—瞑想より

も; karma-phala-tyägaù—結果を生み出す活動の結果の放棄; tyägät—そのような放棄に

よって; çäntiù—平和; anantaram—その後。 
 

訳訳訳訳        この修練ができこの修練ができこの修練ができこの修練ができなければ、知識を高める手段もある。しかし知識よりも優れていなければ、知識を高める手段もある。しかし知識よりも優れていなければ、知識を高める手段もある。しかし知識よりも優れていなければ、知識を高める手段もある。しかし知識よりも優れてい

るのは瞑想であり、瞑想よりも優れているのは活動の結果の放棄である。放棄することるのは瞑想であり、瞑想よりも優れているのは活動の結果の放棄である。放棄することるのは瞑想であり、瞑想よりも優れているのは活動の結果の放棄である。放棄することるのは瞑想であり、瞑想よりも優れているのは活動の結果の放棄である。放棄すること

で心で心で心で心がががが穏やかに穏やかに穏やかに穏やかにななななるからである。るからである。るからである。るからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     前の節で述べられたように、献愛奉仕には二通りの道があります。規定原則

に従う方法、最高人格主神への愛情に完全に没頭する方法です。クリシュナ意識の原則の

すべてに従えない人には、知識を修養するという優れた方法があります。知識によって、

自分のほんとうの立場が理解できるからです。やがてその知識は瞑想という状態まで高ま

ります。瞑想によって、そしてその高まりとともに、最高人格主神が理解できるようにな

ります。自分が至高者であると思わせる瞑想の方法もあり、献愛奉仕ができない人たちに

好まれます。その瞑想もできなければ、ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュ

ードラのために用意されたヴェーダ経典の義務があり、『バガヴァッド・ギーター』の最

後の章で説明されています。しかしいずれの場合でも、活動の結果は放棄しなくてはなり

ません。これが、カルマの結果を優れたことのために使う方法です。 

 要約すると、最高人格主神というもっとも高いゴールに到達する２つの方法がある、とい
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うことです。すなわち徐々に高められていくこと、そして直接高められる、という方法です。

クリシュナ意識での献愛奉仕は直接高められる方法であり、別の方法が活動の結果を放棄す

ることです。この方法に従えば知識が徐々に高められ、至高の魂を理解する段階、そして最

高人格主神を理解する段階へと高められていきます。段階的あるいは直接的、どちらでも選

ぶことができます。直接的な方法はだれにでもできるわけではありません。ですから、間接

的な方法に従うこともできます。しかし、アルジュナにはその間接的な方法は勧められなか

った、という点も覚えておくべきです。アルジュナはすでに至高主に崇高な愛情奉仕をして

いたからです。この段階にいない人には、放棄、知識、瞑想、至高の魂とブラフマンの悟り、

という段階的な方法がふさわしいかもしれません。しかし、『バガヴァッド・ギーター』は

直接献愛奉仕にかかわる方法を強調しています。その方法をとおして最高人格主神クリシュ

ナに身をゆだねるように、と読者全員に勧められているのです。 

 
第第第第13−14節節節節                        AÜeía  SavR>aUTaaNaa&  MaE}a" k-å<a  Wv c ) 

iNaMaRMaae  iNarhªar"  SaMadu"%Sau%" +aMaq )) 13 )) 
SaNTauí" SaTaTa& YaaeGaq YaTaaTMaa d*!iNaêYa" ) 
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖYaaeR  MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 14 )) 

 

adveñöä sarva-bhütänäà 

maitraù karuëa eva ca 

nirmamo nirahaìkäraù 

sama-duùkha-sukhaù kñamé 
 

santuñöaù satataà yogé 

yatätmä dåòha-niçcayaù 

mayy arpita-mano-buddhir 

yo mad-bhaktaù sa me priyaù 
 

 adveñöä—嫉妬心のない ; sarva-bhütänäm—全生命体に対して ; maitraù—友好的 ; 

karuëaù— 親 切 に ; eva— 確 か に ; ca— も ま た ; nirmamaù— 所 有 心 の な い ; 

nirahaìkäraù—偽の自我のない; sama—等しい; duùkha—苦しい時; sukhaù—そして幸

福; kñamé—許す; santuñöaù—満足して; satatam—いつも; yogé—献愛奉仕をしている者; 

yata-ätmä—自己抑制; dåòha-niçcayaù—決意と共に; mayi—私に; arpita—従事して; 

manaù—心; buddhiù—そして知性; yaù—〜である者; mat-bhaktaù—私の献愛者; saù—

彼; me—私に; priyaù—愛しい。 
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訳訳訳訳        だれにも嫉妬せず、どのような生物にも心優しい友としてふるまい、自分をだれにも嫉妬せず、どのような生物にも心優しい友としてふるまい、自分をだれにも嫉妬せず、どのような生物にも心優しい友としてふるまい、自分をだれにも嫉妬せず、どのような生物にも心優しい友としてふるまい、自分を所有所有所有所有

者と考えず、偽の自我に惑わされず、幸福なときも苦しいときも心者と考えず、偽の自我に惑わされず、幸福なときも苦しいときも心者と考えず、偽の自我に惑わされず、幸福なときも苦しいときも心者と考えず、偽の自我に惑わされず、幸福なときも苦しいときも心穏やかで穏やかで穏やかで穏やかで、我慢強く、、我慢強く、、我慢強く、、我慢強く、

いつも心満たされ、自己を抑制し、決意とともに献愛奉仕に励み、心と知性をわたしにいつも心満たされ、自己を抑制し、決意とともに献愛奉仕に励み、心と知性をわたしにいつも心満たされ、自己を抑制し、決意とともに献愛奉仕に励み、心と知性をわたしにいつも心満たされ、自己を抑制し、決意とともに献愛奉仕に励み、心と知性をわたしに

定めている者定めている者定めている者定めている者――――――――そのような献愛者はわたしにはとても愛しい。そのような献愛者はわたしにはとても愛しい。そのような献愛者はわたしにはとても愛しい。そのような献愛者はわたしにはとても愛しい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     純粋な献愛奉仕についてふたたび述べるため、主はこの２つの節をとおして、

純粋な献愛者が持つ超越的な資質について説明しています。純粋な献愛者はどのような状況

に置かれても心乱されません。まただれも妬みません。献愛者は自分の敵の敵にもなりませ

ん。「この人は、私が以前とった行為のために敵になった。だから抵抗するよりも自分が苦

しむほうがいい」と考えるのです。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第10編・第14章・

第８節）ではtat te 'nukampäà su-samékñamäëo bhuïjäna evätma-kåtaà vipäkam （タト

ゥ テー ヌカンパーンム ス・サミークシャマーノー ブフンジャーネー エーヴァートゥマ・クリタンム ヴィパーカ

ンム）と言われています。献愛者は苦しんでいるとき、あるいは苦境に直面したとき、これ

は主からの慈悲である、と考えます。「昔まちがったことをしたために、ほんとうはこの苦

しみよりもはるかに大きな苦しみを味わうはずだった。至高主の慈悲で、受けるべき罰をま

ぬがれている。最高人格主神の慈悲で、最小限の苦しみを味わっているのだ」と考えます。

だから、どのような苦境に落とされてもいつも心穏やかで、物静かで忍耐強くいられるので

す。献愛者はいつも、だれにでも優しく接します。敵にでさえ。この節のnirmama（ニルマ

ナ）には、献愛者は肉体にかかわる苦痛や問題をそれほど重視しない、自分は肉体ではない

と知っているから、という意味が含まれています。からだと自分を同一視していない、とい

うことです。ですから、偽りの自我に邪魔されず、幸せなときも苦しいときも平静な心でい

られます。忍耐強く、至高主の恩寵でさずかるものすべてに満足しています。たいへんな努

力をしてなにかを得ようともしません。だから、いつも陽気でいられます。精神指導者から

さずかった教えに立脚しているので完全な神秘家であり、また感覚は抑制されているので確

かな決意に支えられています。だれもかれの献愛奉仕に対する堅い決意を崩すことができな

いため、まちがった議論に乱されません。クリシュナこそが永遠な主であることを確信して

いますから、だれもかれを混乱させることはできません。このような質をそなえた献愛者は、

心と知性を至高主に完全に固定させることができます。もちろん、その献愛奉仕の基準をそ

なえられる人はまれにしかいないのですが、献愛者は、献愛奉仕の規定原則に従うことでそ

の境地にとどまっています。そして主は言います、「そのような献愛者こそがわたしにとて

も愛しい」と。完全なクリシュナ意識で行動する献愛者にいつも喜びを感じているからです。 

 
第第第第15節節節節                            YaSMaaàaeiÜJaTae l/aek-ae l/aek-aàaeiÜJaTae c Ya" ) 

hzaRMazR>aYaaeÜeGaEMauR¢-ae  Ya"  Sa  c  Mae  iPa[Ya" )) 15 )) 
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yasmän nodvijate loko 

lokän nodvijate ca yaù 

harñämarña-bhayodvegair 

mukto yaù sa ca me priyaù 
 

 yasmät—〜である者から ; na—決して〜ない ; udvijate—乱される ; lokaù—人々 ; 

lokät—人々から; na—決して〜ない; udvijate—乱される; ca—もまた; yaù—〜である者

であるは誰でも; harña—幸福から; amarña—苦しみ; bhaya—恐れ; udvegaiù—そして不

安; muktaù—自由な; yaù—〜である者; saù—誰でも; ca—もまた; me—私に; priyaù—非

常に愛しい。 
 

訳訳訳訳     人を苦しめない者、だれにも乱されない者、幸せでも不幸でも、恐れや不安にお人を苦しめない者、だれにも乱されない者、幸せでも不幸でも、恐れや不安にお人を苦しめない者、だれにも乱されない者、幸せでも不幸でも、恐れや不安にお人を苦しめない者、だれにも乱されない者、幸せでも不幸でも、恐れや不安にお

そわれても心が安定している者は、わたしにそわれても心が安定している者は、わたしにそわれても心が安定している者は、わたしにそわれても心が安定している者は、わたしにははははひじょうに愛しい。ひじょうに愛しい。ひじょうに愛しい。ひじょうに愛しい。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     献愛者の特質についてさらに説明されています。だれも献愛者から苦しめら

れたり、不安や恐れや不満におとしいれられることはありません。だれにでも親切で、人

を不安におとしいれるようなことはしません。同時に、だれかに不安におとしいれられよ

うとしても、心乱れることはありません。外界からどのような邪魔があっても心乱されな

いのは、主の恩寵です。献愛者はいつでもクリシュナ意識に熱中し、また献愛奉仕に励ん

でいるため、物質的な状況が献愛者を動揺させることはありません。ふつう、物質主義的

な人は、自分の感覚やからだを満たすことがあれば大喜びしますが、他人が感覚満足を味

わい、それを自分が持っていなければ悔しいと思い、また嫉妬します。敵から報復される

ことを恐れ、なにかを成功させられないと落胆します。このような障害にあっても超越的

な心境にいつづける献愛者は、クリシュナはひじょうに愛しく思います。 

 
第第第第16節節節節                                ANaPae+a"  éuicdR+a  odaSaqNaae  GaTaVYaQa" ) 

SavaRrM>aPairTYaaGaq Yaae MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 16 )) 
 

anapekñaù çucir dakña 

udäséno gata-vyathaù 

sarvärambha-parityägé 

yo mad-bhaktaù sa me priyaù 
 

 anapekñaù—中立の ; çuciù—純粋な ; dakñaù—熟達した ; udäsénaù—不安のない ; 

gata-vyathaù—どのような苦しみからも離れている; sarva-ärambha—すべての努力の; 

parityägé—放棄者; yaù—〜である者は誰でも; mat-bhaktaù—私の献愛者; saù—彼; 
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me—私に; priyaù—非常に愛しい。 
 

訳訳訳訳        俗な活動に頼らず、純粋な心を持ち、熟達し、不安もなく、どのような苦痛にも俗な活動に頼らず、純粋な心を持ち、熟達し、不安もなく、どのような苦痛にも俗な活動に頼らず、純粋な心を持ち、熟達し、不安もなく、どのような苦痛にも俗な活動に頼らず、純粋な心を持ち、熟達し、不安もなく、どのような苦痛にも

影響されず、結果を得ようと苦心しない献愛者を、わたしはひじょうに愛しく思う。影響されず、結果を得ようと苦心しない献愛者を、わたしはひじょうに愛しく思う。影響されず、結果を得ようと苦心しない献愛者を、わたしはひじょうに愛しく思う。影響されず、結果を得ようと苦心しない献愛者を、わたしはひじょうに愛しく思う。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     献愛者に金銭が差しだされることがありますが、そのために苦心してはなり

ません。至高者の恩寵で金銭が自然に入ってきても動揺しません。また献愛奉仕を遂行す

るために、１日少なくとも２回沐浴し、朝早く起きることを日課にしています。内も外も清

潔であることは当然です。献愛者はなにをするにしても本質を知り、権威ある経典に信念を

持っていますから、すべてに熟達しています。また、ある特定の団体には属さないので、不

安にまきこまれません。肩書きもないので、決してなにかに縛られて悩むことがありません。

からだは実体のない名称にすぎないことを知っていますから、からだの痛みを気にしません。

純粋な献愛者は、献愛奉仕の原則に反することのためには努力をしません。たとえば、巨大

な建物を建てるには相当の苦労が必要になるため、その仕事が献愛奉仕に高めてくれないの

であれば、かかわりません。主のために寺院を建て、そのためにいろいろな面倒にまきこま

れるのは覚悟していますが、自分個人のために立派な家を建てるつもりはありません。 

 
第第第第17節節節節                            Yaae Na ôZYaiTa Na Üeií Na XaaeciTa Na k-ax(+aiTa ) 

éu>aaéu>aPairTYaaGaq   >ai¢-MaaNYa"  Sa  Mae  iPa[Ya" )) 17 )) 
 

yo na håñyati na dveñöi 

na çocati na käìkñati 

çubhäçubha-parityägé 

bhaktimän yaù sa me priyaù 
 

 yaù—〜である者; na—決して〜ない; håñyati—喜びを感じる; na—決して〜ない; 

dveñöi—深く悲しむ; na—決して〜ない; çocati—嘆く; na—決して〜ない; käìkñati—望

む; çubha—吉兆なことの; açubha—不吉なことの; parityägé—放棄者; bhakti-män—献愛

者; yaù—〜である者; saù—彼は〜である; me—私に; priyaù—愛しい。 
 

訳訳訳訳        喜びも悲しみせ喜びも悲しみせ喜びも悲しみせ喜びも悲しみせず、嘆きも望みもせず、吉兆ず、嘆きも望みもせず、吉兆ず、嘆きも望みもせず、吉兆ず、嘆きも望みもせず、吉兆なこともなこともなこともなことも不吉なことも放棄する不吉なことも放棄する不吉なことも放棄する不吉なことも放棄する――――――――

そのような献愛者をわたしはとても愛しく思う。そのような献愛者をわたしはとても愛しく思う。そのような献愛者をわたしはとても愛しく思う。そのような献愛者をわたしはとても愛しく思う。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     純粋な献愛者は、物質的な利益や損失にあっても喜んだり悲しんだりせず、

子どもや弟子を得ることを望まず、また得られなくても悩むことはありません。大切なもの

を失っても嘆きません。同じように、望んでいたものが得られなくても思い悩むことはあり
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ません。どのような吉兆・不吉・罪に直面しても超越的です。至高主を満足させるためなら、

どのような危険でもおかす覚悟ができています。献愛奉仕を遂行するうえでなにも障害はあ

りません。そのような献愛者はクリシュナにとって愛しい存在です。 

 
第第第第18−19節節節節                        SaMa"  Xa}aaE c iMa}ae c TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" ) 

XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu    SaMa"   Sa(r)ivviJaRTa" )) 18 )) 
TauLYaiNaNdaSTauiTaMaaŒNaq SaNTauíae YaeNa  ke-NaicTa( ) 
AiNake-Ta"  iSQarMaiTa>aRi¢-MaaNMae  iPa[Yaae  Nar" )) 19 )) 

 

samaù çatrau ca mitre ca 

tathä mänäpamänayoù 

çétoñëa-sukha-duùkheñu 

samaù saìga-vivarjitaù 
 

tulya-nindä-stutir mauné 

santuñöo yena kenacit 

aniketaù sthira-matir 

bhaktimän me priyo naraù 
 

 samaù—等しい; çatrau—敵に対して; ca—もまた; mitre—友人に対して; ca—もまた; 

tathä—そのように; mäna—名誉にあって; apamänayoù—そして不名誉; çéta—寒さにお

い て ; uñëa— 熱 ; sukha— 幸 福 ; duùkheñu— そ し て 苦 し み ; samaù— 平 衡 ; 

saìga-vivarjitaù—一切の接触がない; tulya—等しい; nindä—中傷されても; stutiù—そ

して世評; mauné—沈黙; santuñöaù—満足して; yena kenacit—何に関しても; aniketaù—

住居がない; sthira—固定して; matiù—決意; bhakti-män—献愛奉仕をして; me—私に; 

priyaù—愛しい; naraù—男性。 
 

訳訳訳訳        友にも敵にも等しく接し、讃えられても恥辱を受けても、暑さ寒さにあっても友にも敵にも等しく接し、讃えられても恥辱を受けても、暑さ寒さにあっても友にも敵にも等しく接し、讃えられても恥辱を受けても、暑さ寒さにあっても友にも敵にも等しく接し、讃えられても恥辱を受けても、暑さ寒さにあっても、、、、

幸せや悲しみのなかでも、名声・不名誉にあっても平常心を保ち、幸せや悲しみのなかでも、名声・不名誉にあっても平常心を保ち、幸せや悲しみのなかでも、名声・不名誉にあっても平常心を保ち、幸せや悲しみのなかでも、名声・不名誉にあっても平常心を保ち、けがけがけがけがれたつきあいをれたつきあいをれたつきあいをれたつきあいを

せず、いつでも物静かで、なにがあっても満足し、住む家に執着せず、知識に立脚し、せず、いつでも物静かで、なにがあっても満足し、住む家に執着せず、知識に立脚し、せず、いつでも物静かで、なにがあっても満足し、住む家に執着せず、知識に立脚し、せず、いつでも物静かで、なにがあっても満足し、住む家に執着せず、知識に立脚し、

献愛奉仕に励んでいる者献愛奉仕に励んでいる者献愛奉仕に励んでいる者献愛奉仕に励んでいる者――――――――そのような人物を、そのような人物を、そのような人物を、そのような人物を、わたしはひじょうわたしはひじょうわたしはひじょうわたしはひじょうにににに愛しく思う。愛しく思う。愛しく思う。愛しく思う。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     献愛者は悪いつきあいにはまったくかかわりません。人はときに讃えられ、

ときに中傷されます。世の中はそういうものです。しかし、献愛者はいつでも、不自然な名

声や中傷、苦しみや幸福を超越しています。忍耐強いのです。クリシュナにかかわること以

外はなにも話しません。ですから、物静かである、と表現されます。沈黙とは「話さない」
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ということではありません。愚かなことは話さない――それが沈黙の意味です。ほんとうに

大切なことだけを話すべきですし、献愛者にとってもっとも大切なことは、至高主のために

話す、という心がまえです。献愛者はどのような状況に置かれても幸せです。ごちそうを食

べることがあれば、そうでないときもあります――でも満足しています。どこに住もうとか

まいません。木の下に、ときには豪華な家に住むかもしれません、でも、どちらにも惹かれ

ません。確固たる人間と呼ばれますが、それは決意と知識に確固としているからです。献愛

者の特質がくり返し説明されているのは、献愛者はその特質をすべてそなえなくてはならな

い、という事実が強調されているということです。優れた気質がなければ、純粋な献愛者に

はなれません。Haräv abhaktasya kuto mahad-guëäù（ハラーヴ アバハクタッシャ クトー マハ

ドゥ・グナーハ）。献愛者でない人に優れた気質はありません。献愛者として認められたい人は、

このような優れた気質をはぐくまなくてはなりません。もちろん、そのために特別の努力を

する必要ありません。ただクリシュナ意識と献愛奉仕に励みさえすれば、おのずと優れた気

質が育てられていきます。 

 
第第第第20節節節節                                    Yae  Tau  DaMaaRMa*TaiMad&  YaQaae¢&-   PaYauRPaaSaTae  ) 

é[ÕDaaNaa MaTParMaa >a¢-aSTae_Taqv Mae iPa[Yaa" )) 20 )) 
 

ye tu dharmämåtam idaà 

yathoktaà paryupäsate 

çraddadhänä mat-paramä 

bhaktäs te 'téva me priyäù 
 

 ye—〜である者達 ; tu—しかし ; dharma—宗教の ; amåtam—甘露 ; idam—これ ; 

yathä—〜として; uktam—言われて; paryupäsate—完全に従事する; çraddadhänäù—信

念と共に; mat-paramäù—至高主である私をすべてとして受けいれている; bhaktäù—献

愛者達; te—彼ら; atéva—とても、とても; me—私にとって; priyäù—愛しい。 
 

訳訳訳訳        献愛奉仕という不滅の道を邁進し、わたしを至高の目標として見すえ、信念とと献愛奉仕という不滅の道を邁進し、わたしを至高の目標として見すえ、信念とと献愛奉仕という不滅の道を邁進し、わたしを至高の目標として見すえ、信念とと献愛奉仕という不滅の道を邁進し、わたしを至高の目標として見すえ、信念とと

もに奉仕に打ちこんでいる者たちは、わたしにはとても、とても愛しい存在である。もに奉仕に打ちこんでいる者たちは、わたしにはとても、とても愛しい存在である。もに奉仕に打ちこんでいる者たちは、わたしにはとても、とても愛しい存在である。もに奉仕に打ちこんでいる者たちは、わたしにはとても、とても愛しい存在である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     この章の第２節から最後の節――mayy äveçya mano ye mäm（マイー アーヴ

ェーッシャ マノー イェー マーンム）「心をわたしに定めている」からye tu dharmämåtam idam

（イェー トゥ ダハルマームリタンム イダンム）「永遠な奉仕というこの宗教」――まで、主に近

づくための超越的な奉仕の方法が説明されています。主はその方法に親しみを感じ、その

方法を実践している人を受けいれます。アルジュナは、だれが優れているのか――非人格

のブラフマンを求めている者か、最高人格主神への個人的な奉仕をする者か――と尋ね、
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主は「人格主神への献愛奉仕が精神的悟りを得る最善の方法である」と明確に答えました。

すなわち、この章の要旨は、優れた交流をとおして献愛奉仕に執着し、そして正しい精神

指導者を受けいれ、師から教えを聞き、またその教えを唱え、信念・執着・熱意とともに

献愛奉仕の規定原則に従い、やがて主への超越的な奉仕に邁進するようになる、という流

れです。この方法がこの章で勧められています。ですから、献愛奉仕こそが自己を悟るた

めの、そして最高人格主神に到達するための絶対的な道であることに疑いの余地はありま

せん。この章が説いているように、絶対真理者の非人格的様相を学ぶことは、自己を悟ろ

うと決断するまで勧められています。つまり純粋な献愛者と交流する機会がないあいだは、

その非人格論は精神生活の役にたつ、ということです。非人格論を学んでいる人は、精神

と物質を理解するために結果にこだわらずに働き、瞑想し、知識を修養します。これは純

粋な献愛者のことを知らない人には必要です。幸運なことに、純粋な献愛奉仕をとおして

クリシュナ意識に励もうとする望みを高めた人は、精神的悟りの道を一歩ずつ進む必要は

ありません。『バガヴァッド・ギーター』の中央の６つの章で述べられているように、献

愛奉仕のほうが私たちには適しているのです。からだと魂を適切に維持するために面倒な

思いをする必要はありません。主の恩寵によって、すべては自動的に実行されるからです。 

 

 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12章、「献愛奉仕」に関する要旨解説を終了します。 


