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第１章第１章第１章第１章 

 

 

 

クルクシェートラの戦場に集結した両軍の視察クルクシェートラの戦場に集結した両軍の視察クルクシェートラの戦場に集結した両軍の視察クルクシェートラの戦場に集結した両軍の視察 

 

第１節第１節第１節第１節                                       Da*Taraí¥ ovac 
DaMaR+ae}ae  ku-å+ae}ae  SaMaveTaa  YauYauTSav" ) 

    MaaMak-a" Paa<@vaêEv ik-Maku-vRTa SaÅYa )) 1 )) 
 

dhåtaräñöra uväca 

dharma-kñetre kuru-kñetre 

samavetä yuyutsavaù 

mämakäù päëòaväç caiva 

kim akurvata saïjaya 
 

dhåtaräñöraù uväca—ドゥリタラーシュトラ王が言った ; dharma-kñetre—巡礼の地で ; 

kuru-kñetre—クルクシェートラという場所で; samavetäù—集結して; yuyutsavaù—戦いを望ん

で; mämakäù—私の軍（息子達）; päëòaväù—パーンドゥの子息達; ca—そして; eva—確かに; 

kim—何を; akurvata—彼らはした; saïjaya—サンジャヤよ。 
 

訳訳訳訳        ドゥリタラーシュトラが言った。「サンジドゥリタラーシュトラが言った。「サンジドゥリタラーシュトラが言った。「サンジドゥリタラーシュトラが言った。「サンジャヤよ。私とパーンドゥの息子たちは、ャヤよ。私とパーンドゥの息子たちは、ャヤよ。私とパーンドゥの息子たちは、ャヤよ。私とパーンドゥの息子たちは、

戦いを望んで巡礼地クルクシェートラに集結したあと、なにをしたのか」戦いを望んで巡礼地クルクシェートラに集結したあと、なにをしたのか」戦いを望んで巡礼地クルクシェートラに集結したあと、なにをしたのか」戦いを望んで巡礼地クルクシェートラに集結したあと、なにをしたのか」 

 

解解解解 説説説説 『バガヴァッド・ギーター』は、『ギーター・マーハートゥミャ』（ギーターの栄

光）のなかで要約され、有神論の科学として広く読まれている書物です。その『ギーター・

マーハートゥミャ』では、「シュリー・クリシュナの献愛者に導かれながら、個人的な見解

を加えることなく、注意深く読まなくてはならない」と述べられています。この書物の内容

を明確に理解する模範を示したのが、主から直接『バガヴァッド・ギーター』を聞いて理解

したアルジュナです。師弟継承の流れをとおして、そして個人的な動機抜きで『バガヴァッ

ド・ギーター』を理解した幸運な人は、ヴェーダ知識をすべて研究しつくし、世界中の経典

すべてを凌ぐほどの知恵を習得したことになります。読者は、『バガヴァッド・ギーター』
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のなかに世界中の経典に含まれている知識をすべて見いだし、どこにも見られない知識を見

いだすことでしょう。それが『バガヴァッド・ギーター』ならではの基準です。最高人格主

神、主シュリー・クリシュナが自ら語ったからこそ、完璧な有神論の科学なのです。 

 『マハーバーラタ』で述べられているように、ドゥリタラーシュトラとサンジャヤが交わ

した主題は、この偉大な哲学の根幹になっています。この哲学は、ヴェーダ時代というはる

かな昔から神聖な巡礼地とされてきたクルクシェートラの戦場で示されました。自ら地上に

降誕した主が、人類を導くために語ったものです。 

 この節のダルマ・クシェートラ（宗教儀式が執行される場所）という言葉には重要な意味

がこめられています。クルクシェートラの戦場で、最高人格主神がアルジュナ側についてい

たからです。クル兄弟たちの父ドゥリタラーシュトラは、我が子たちがはたして最後に勝利

をおさめられるかどうか、強い疑いを感じていました。疑いながら、「彼らは何をしたのか」、

と秘書のサンジャヤに尋ねたのです。わかっていたのは、我が子たちと弟のパーンドゥの息

子たちが、雌雄を決する覚悟でクルクシェートラの戦場に集結したことです。それでも、そ

の質問には重要な意味がこめられています。いとこや兄弟たちが妥協してほしくありません

でしたし、この戦いで我が子たちがどのような運命をたどるのかを見定めたいと思っていま

した。クルクシェートラの地はヴェーダ経典のなかで、崇拝に値する（天界の住人さえ崇拝

する）場所と述べられており、そのような場所で戦われるのですから、その結果が聖地に及

ぼす大きな影響をたいそう恐れていました。同時に、アルジュナとパーンドゥの子息たちに

好ましい結果になることもよくわかっていました。生まれつき徳高い兄弟たちだったからで

す。サンジャヤはヴャーサの弟子だったので、ヴャーサの慈悲で、ドゥリタラーシュトラの

部屋にいながらクルクシェートラの戦場の様子をはっきりと心に描くことができました。だ

から、ドゥリタラーシュトラは両軍の状況について尋ねたのでした。 

 パーンダヴァ兄弟もドゥリタラーシュトラの息子たちも同じ家系にいるのですが、この節

にドゥリタラーシュトラの心を見てとることができます。我が子たちだけをクル家の子孫で

あると意図的に主張し、パーンドゥの子どもたちを家系から排除してきました。このことか

ら、ドゥリタラーシュトラが、甥のパーンドゥの子息たちとのあいだに置かれている特異な

立場がわかります。水田の不要な草が抜かれるように、話しの発端から見えてくるのは、宗

教の父シュリー・クリシュナがクルクシェートラという宗教の地にいる、となれば、不要な

草、つまりドゥリタラーシュトラの子のドゥリョーダナ、そしてその仲間らが一掃され、ユ

ディシュティラを筆頭とする完全に信心深い人々が主によって擁護されるという結末です。

これが、dharma-kñetre（ダハルマ・クシェートゥレー）とkuru-kñetre（クル・クシェートゥレー）という言

葉の歴史的・ヴェーダ的な重要性です。 
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第２節第２節第２節第２節                                              SaÅYa ovac 
d*îa Tau Paa<@vaNaqk&- VYaU!& duYaaeRDaNaSTada ) 

   AacaYaRMauPaSa(r)MYa  raJaa   vcNaMab]vqTa( )) 2 )) 
 

saïjaya uväca 

dåñövä tu päëòavänékaà 

vyüòhaà duryodhanas tadä 

äcäryam upasaìgamya 

räjä vacanam abravét 
 

 saïjayaù uväca—サンジャヤが言った; dåñövä—見た後; tu—しかし; päëòava-anékam—パー

ンダヴァ兄弟の兵士達; vyüòham—方陣を敷いて; duryodhanaù—ドゥリョーダナ王; tadä—

その時; äcäryam—教師; upasaìgamya—近づいている; räjä—王; vacanam—言葉; abravét—語

った。 
 

訳訳訳訳        サンジャヤが言った。「王様。ドゥリョーダナ王は、パーンドゥの子息たちによサンジャヤが言った。「王様。ドゥリョーダナ王は、パーンドゥの子息たちによサンジャヤが言った。「王様。ドゥリョーダナ王は、パーンドゥの子息たちによサンジャヤが言った。「王様。ドゥリョーダナ王は、パーンドゥの子息たちによ

って敷かれた陣形を見定めたあと、軍師のもとにおもむき、話しかけました」って敷かれた陣形を見定めたあと、軍師のもとにおもむき、話しかけました」って敷かれた陣形を見定めたあと、軍師のもとにおもむき、話しかけました」って敷かれた陣形を見定めたあと、軍師のもとにおもむき、話しかけました」 

 

解解解解 説説説説  ドゥリタラーシュトラは生まれつきの盲人でした。不幸なことに、精神的な視力

さえも奪われていた人物です。さらに、自分の息子たちも宗教のことでは盲目で、生まれつ

き信心深いパーンダヴァ兄弟と歩みよることはありえないとわかっていました。いっぽうで、

巡礼地での争いがどのような影響を及ぼすのか判断できず、サンジャヤも、戦場の状況につ

いて尋ねたドゥリタラーシュトラ王の気持ちがよくわかっていました。そこで、弱気になっ

ていた王を励まし、また息子のドゥリョーダナたちが聖地の影響を恐れるあまり妥協してし

まうことは絶対にない、と安心させたいと考えました。だから、ドゥリョーダナがパーンダ

ヴァ兄弟の軍力を見とどけたあと、すぐさまドゥローナーチャーリャ将軍に現状を知らせに

いったことを伝えたのです。ドゥリョーダナはこの節で「王」と呼ばれていますが、現状の

深刻さを司令官に知らせる立場にありました。ここに、ドゥリョーダナの政治家にふさわし

い資質を見ることができます。しかし戦略上の体裁はつくろえても、パーンダヴァ兄弟の軍

陣をまのあたりにしたときの恐怖心を隠すことはできなかったのです。 

 

第３節第３節第３節第３節                            PaXYaETaa& Paa<@uPau}aa<aaMaacaYaR MahTaq& cMaUMa( ) 
                     VYaU!a&  d]uPadPau}ae<a  Tav iXaZYae<a DaqMaTaa )) 3 )) 
 

paçyaitäà päëòu-puträëäm 

äcärya mahatéà camüm 
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vyüòhäà drupada-putreëa 

tava çiñyeëa dhématä 
 

 paçya—見よ; etäm—これ; päëòu-puträëäm—パーンドゥの子息達の; äcärya—我が師よ; 

mahatém—偉大な; camüm—軍事力; vyüòhäm—配置されて; drupada-putreëa—ドゥルパダの

子息によって; tava—あなたの; çiñyeëa—弟子; dhé-matä—非常に知的な。 

 

訳訳訳訳        師よ、ご覧ください、パーンドゥの子息たちの見事な軍勢を。あなたの賢い教え師よ、ご覧ください、パーンドゥの子息たちの見事な軍勢を。あなたの賢い教え師よ、ご覧ください、パーンドゥの子息たちの見事な軍勢を。あなたの賢い教え師よ、ご覧ください、パーンドゥの子息たちの見事な軍勢を。あなたの賢い教え

子、ドゥルパダの子が巧みに陣立てをしたのです。子、ドゥルパダの子が巧みに陣立てをしたのです。子、ドゥルパダの子が巧みに陣立てをしたのです。子、ドゥルパダの子が巧みに陣立てをしたのです。 

 

解解解解 説説説説  ドゥリョーダナは優れた外交手腕をそなえた人物で、最高司令官で偉大なブラー

フマナだったドゥローナーチャーリャの過ちを指摘したいと考えていました。ドゥローナー

チャーリャは、かつてドゥルパダと政治的対立を起こしています。ドゥルパダはドゥラウパ

ディーの父、ドゥラウパディーはアルジュナの妻です。この対立を機に、ドゥルパダは大が

かりな供儀祭をし、ドゥローナーチャーリャを殺す子息を授かる恩恵を手にいれました。ド

ゥローナーチャーリャはそのいきいつを知りつくしていたのですが、度量の大きなブラーフ

マナだったかれは、ドゥルパダの子として生まれたドゥリシュタデュムナの教練をまかされ

ても、持てる軍学の秘密を惜しみなく授けました。この戦いでドゥリシュタデュムナはパー

ンダヴァ兄弟側につき、ドゥローナーチャーリャから学んだ知識をこの戦場の軍勢配置に駆

使しました。ドゥリョーダナはその過ちを指摘することで、ドゥローナーチャーリャがぬか

りなく、また譲歩することなく戦ってくれるよう期待しています。またそうすることで、ド

ゥローナーチャーリャが目をかけていた生徒のパーンダヴァ兄弟に、情けなどかけずに戦う

よう念を押すつもりでいました。特にアルジュナは、だれよりもかわいい、そして抜群の技

量をそなえた愛弟子です。ドゥリョーダナは、そんな情けが命取りになって敗北にいたるこ

とを警戒していたのです。 

 

第４節第４節第４節第４節                           A}a éUra MaheZvaSaa >aqMaaJauRNaSaMaa YauiDa ) 
                      YauYauDaaNaae   ivra$=ê  d]uPadê  MaharQa" )) 4 )) 
 

atra çürä maheñv-äsä 

bhémärjuna-samä yudhi 

yuyudhäno viräöaç ca 

drupadaç ca mahä-rathaù 
 

 atra—こちら; çüräù—英雄達; mahä-iñu-äsäù—無敵の弓術士; bhéma-arjuna—ビーマとアル
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ジュナに; samäù—等しい; yudhi—戦闘において; yuyudhänaù—ユユダーナ; viräöaù—ヴィラ

ータ; ca—もまた; drupadaù—ドゥルパダ; ca—もまた; mahä-rathaù—偉大な戦士。 

 

訳訳訳訳        我が軍には、ビーマやアルジュナに匹敵するあまたの猛勇果敢な弓術士、ならび我が軍には、ビーマやアルジュナに匹敵するあまたの猛勇果敢な弓術士、ならび我が軍には、ビーマやアルジュナに匹敵するあまたの猛勇果敢な弓術士、ならび我が軍には、ビーマやアルジュナに匹敵するあまたの猛勇果敢な弓術士、ならび

にユユダーナ、ヴィラータ、ドゥルパダという無敵の戦士が控えています。にユユダーナ、ヴィラータ、ドゥルパダという無敵の戦士が控えています。にユユダーナ、ヴィラータ、ドゥルパダという無敵の戦士が控えています。にユユダーナ、ヴィラータ、ドゥルパダという無敵の戦士が控えています。 

 

解解解解 説説説説  ドゥリシュタデュムナは、優れた軍事技量をそなえたドゥローナーチャーリャのま

えでは恐るるにたらない兵士ですが、敵を震えあがらせる強者がほかにも多数控えていまし

た。ドゥリョーダナは彼らをして「勝利の道に立ちふさがる強大な障害」と表現しています。

その一人一人が、ビーマとアルジュナに匹敵するほどの恐るべき戦士だったのです。ビーマ

とアルジュナの力を知りつくしていたからこそ、自軍の兵士たちと二人と比較しています。 

 

第５節第５節第５節第５節                     Da*íke-Tauêeik-TaaNa" k-aiXaraJaê vqYaRvaNa( ) 
                        PauåiJaTku-iNTa>aaeJaê  XaEBYaê  NarPau(r)v" )) 5 )) 
 

dhåñöaketuç cekitänaù 

käçiräjaç ca véryavän 

purujit kuntibhojaç ca 

çaibyaç ca nara-puìgavaù 
 

 dhåñöaketuù—ドゥリシュタケートゥ; cekitänaù—チェーキターナ; käçiräjaù—カーシラージ

ャ; ca—もまた; vérya-vän—非常に力のある; purujit—プルジット; kuntibhojaù—クンティボー

ジャ; ca—そして; çaibyaù—シャイビャ; ca—そして; nara-puìgavaù—人類社会の英雄。 
 

訳訳訳訳        さらには、偉大で、勇敢で、強靱なる戦士ドゥリシュタケートゥ、チェーキターさらには、偉大で、勇敢で、強靱なる戦士ドゥリシュタケートゥ、チェーキターさらには、偉大で、勇敢で、強靱なる戦士ドゥリシュタケートゥ、チェーキターさらには、偉大で、勇敢で、強靱なる戦士ドゥリシュタケートゥ、チェーキター

ナ、カーシラージャ、プルジット、クンティボージャ、シャイビャもおります。ナ、カーシラージャ、プルジット、クンティボージャ、シャイビャもおります。ナ、カーシラージャ、プルジット、クンティボージャ、シャイビャもおります。ナ、カーシラージャ、プルジット、クンティボージャ、シャイビャもおります。 

 

第６節第６節第６節第６節                                YauDaaMaNYauê iv§-aNTa otaMaaEJaaê vqYaRvaNa( ) 
                       SaaE>ad]ae  d]aEPadeYaaê  SavR  Wv MaharQaa" )) 6 )) 
 

yudhämanyuç ca vikränta 

uttamaujäç ca véryavän 

saubhadro draupadeyäç ca 

sarva eva mahä-rathäù 
 

 yudhämanyuù—ユダーマニュ; ca—そして; vikräntaù—力強い; uttamaujäù—ウッタマウジ
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ャー; ca—そして; vérya-vän—非常に力強い; saubhadraù—スバドゥラーの子; draupadeyäù—

ドゥラウパディーの子息達; ca—そして; sarve—全員; eva—確かに; mahä-rathäù—偉大な戦

闘馬車の戦士。 
 

訳訳訳訳        無敵のユダーマニュ、屈強なるウッタマウジャー、スバドゥラーの子息、ドゥラウ無敵のユダーマニュ、屈強なるウッタマウジャー、スバドゥラーの子息、ドゥラウ無敵のユダーマニュ、屈強なるウッタマウジャー、スバドゥラーの子息、ドゥラウ無敵のユダーマニュ、屈強なるウッタマウジャー、スバドゥラーの子息、ドゥラウ

パディーの子息たちもおります。いずれも戦闘馬車を巧みに操る戦士ばかりです。パディーの子息たちもおります。いずれも戦闘馬車を巧みに操る戦士ばかりです。パディーの子息たちもおります。いずれも戦闘馬車を巧みに操る戦士ばかりです。パディーの子息たちもおります。いずれも戦闘馬車を巧みに操る戦士ばかりです。 

 

 

第７節第７節第７節第７節                                ASMaak&- Tau iviXaía Yae TaaiàbaeDa iÜJaaetaMa ) 
                       NaaYak-a  MaMa  SaENYaSYa Sa&jaQa| TaaNb]vqiMa Tae )) 7 )) 
 

asmäkaà tu viçiñöä ye 

tän nibodha dvijottama 

näyakä mama sainyasya 

saàjïärthaà tän bravémi te 
 

 asmäkam—私達の ; tu—しかし ; viçiñöäù—特に力強い ; ye—〜である者 ; tän—彼らを ; 

nibodha—着目する、知る; dvija-uttama—ブラーフマナの第一人者よ; näyakäù—指揮官達; 

mama—私の; sainyasya—兵士達の; saàjïä-artham—情報のために; tän—彼らを; bravémi—

私は話している; te—あなたに。 
 

訳訳訳訳        さらに、ブラーフマナの第一人者よ。我が軍勢を率いる特に秀でた指揮官たちにさらに、ブラーフマナの第一人者よ。我が軍勢を率いる特に秀でた指揮官たちにさらに、ブラーフマナの第一人者よ。我が軍勢を率いる特に秀でた指揮官たちにさらに、ブラーフマナの第一人者よ。我が軍勢を率いる特に秀でた指揮官たちに

ついて報告いたします。ついて報告いたします。ついて報告いたします。ついて報告いたします。 

 

第８節第８節第８節第８節                                >avaN>aqZMaê  k-<aRê k*-Paê SaiMaiTa&JaYa" ) 
 AìTQaaMaa ivk-<aRê SaaEMaditaSTaQaEv c )) 8 )) 

 

bhavän bhéñmaç ca karëaç ca 

kåpaç ca samitià-jayaù 

açvatthämä vikarëaç ca 

saumadattis tathaiva ca 
 

 bhavän—優れたあなたご自身; bhéñmaù—祖父ビーシュマ; ca—もまた; karëaù—カルナ; 

ca—そ して ; kåpaù— クリ パ ; ca—そ して ; samitim-jayaù—戦 場で 常 に勝 利 して いる ; 

açvatthämä—アシュヴァッターマー; vikarëaù—ヴィカルナ; ca—〜と同様に; saumadattiù—

ソーマダッタの子; tathä—〜ど同様に; eva—確かに; ca—もまた。 
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訳訳訳訳        また、あなたのような輝かしいお方、ビーシュマ、カルナ、クリパ、アシュヴァまた、あなたのような輝かしいお方、ビーシュマ、カルナ、クリパ、アシュヴァまた、あなたのような輝かしいお方、ビーシュマ、カルナ、クリパ、アシュヴァまた、あなたのような輝かしいお方、ビーシュマ、カルナ、クリパ、アシュヴァ

ッターマー、ヴィカルナ、さらにソーマダッタの子で、常勝を誇るブーリシュラヴァーッターマー、ヴィカルナ、さらにソーマダッタの子で、常勝を誇るブーリシュラヴァーッターマー、ヴィカルナ、さらにソーマダッタの子で、常勝を誇るブーリシュラヴァーッターマー、ヴィカルナ、さらにソーマダッタの子で、常勝を誇るブーリシュラヴァー

という名の武者がおります。という名の武者がおります。という名の武者がおります。という名の武者がおります。 

 

解解解解 説説説説        ドゥリョーダナは、戦で負けを知らない豪勇の士の名を挙げています。ヴィカル

ナはドゥリョーダナの兄弟の一人で、アシュヴァッターマーはドゥローナーチャーリャの子、

そしてサウマダッティ別名ブーリシュラヴァーはバーフリーカの王の子息です。カルナは、

⺟親のクンティーがパーンドゥに嫁ぐまえに生まれているため、アルジュナの異父兄弟にあ

たります。クリパーチャーリャの双子の姉妹はドゥローナーチャーリャと結婚しています。 

 

第９節第９節第９節第９節                                ANYae c bhv" éUra MadQaeR TYa¢-JaqivTaa" ) 
NaaNaaXañPa[hr<aa"    SaveR    YauÖivXaarda" )) 9 )) 

 

anye ca bahavaù çürä 

mad-arthe tyakta-jévitäù 

nänä-çastra-praharaëäù 

sarve yuddha-viçäradäù 
 

 anye—他の者達; ca—もまた; bahavaù—多数; çüräù—英雄達; mat-arthe—私のために; 

tyakta-jévitäù—命を落とす覚悟で; nänä—多くの; çastra—武器; praharaëäù—〜を装備して; 

sarve—彼ら全員; yuddha-viçäradäù—軍学において経験豊富な。 
 

訳訳訳訳        私のために命を落とす覚悟で多くの勇将も集結しています。皆、さまざまな武器私のために命を落とす覚悟で多くの勇将も集結しています。皆、さまざまな武器私のために命を落とす覚悟で多くの勇将も集結しています。皆、さまざまな武器私のために命を落とす覚悟で多くの勇将も集結しています。皆、さまざまな武器

で身を固め、経験豊富な武芸を誇る者たちばかりです。で身を固め、経験豊富な武芸を誇る者たちばかりです。で身を固め、経験豊富な武芸を誇る者たちばかりです。で身を固め、経験豊富な武芸を誇る者たちばかりです。 

 

解解解解 説説説説  他の戦士たち――ジャヤドゥラタ、クリタヴァルマー、シャリャ――は、ドゥリ

ョーダナのために命を賭ける決意でいました。言いかえれば、罪深いドゥリョーダナの陣営

に加わったことで、彼らはクルクシェートラの戦場で一人残らず命をおとす運命にあったの

です。もちろんドゥリョーダナは、これまで述べてきた朋友の力を結集させれば必ず勝利す

る、と確信していました。 

 

第第第第10101010節節節節                                APaYaaRá& TadSMaak&- bl&/ >aqZMaai>ari+aTaMa( ) 
PaYaaRá&  iTvdMaeTaeza&  bl&/ >aqMaai>ari+aTaMa( )) 10 )) 

 

aparyäptaà tad asmäkaà 

balaà bhéñmäbhirakñitam 
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paryäptaà tv idam eteñäà 

balaà bhémäbhirakñitam 
 

 aparyäptam—計り知れない; tat—それ; asmäkam—私達の; balam—力; bhéñma—祖父ビー

シュマによって; abhirakñitam—完璧に護られている; paryäptam—限られた; tu—しかし; 

idam—このすべて ; eteñäm—パーンダヴァ達の ; balam—力 ; bhéma—ビーマによって ; 

abhirakñitam—注意深く護られて。 
 

訳訳訳訳        我が軍の力は計り知れず、祖父ビーシュマ殿に護られた鉄壁の守備体勢を敷いて我が軍の力は計り知れず、祖父ビーシュマ殿に護られた鉄壁の守備体勢を敷いて我が軍の力は計り知れず、祖父ビーシュマ殿に護られた鉄壁の守備体勢を敷いて我が軍の力は計り知れず、祖父ビーシュマ殿に護られた鉄壁の守備体勢を敷いて

いますが、ビーマに注意深く護られたパーンダヴァたちの力は限られています。いますが、ビーマに注意深く護られたパーンダヴァたちの力は限られています。いますが、ビーマに注意深く護られたパーンダヴァたちの力は限られています。いますが、ビーマに注意深く護られたパーンダヴァたちの力は限られています。 

 

解解解解 説説説説  この節では、ドゥリョーダナが戦力を比較しています。祖父ビーシュマという百戦

錬磨の大将軍に護られた自分の軍勢は計り知れないが、ビーシュマのまえでは若輩にすぎな

いビーマという未熟な将軍に護られているパーンダヴァ軍の力は微々たるもの、と言います。

ドゥリョーダナはいつもビーマに敵意をむきだしにしていました。自分が死ぬとしたら、ビ

ーマの手にかかることを知っていたからです。また同時に、はるかに優れた武将ビーシュマ

という強い味方がいたからこそ、この戦いで見事勝利をおさめる、勝利の女神は必ず自分に

ほほえみかける、と堅く信じていたのです。 

 

第第第第11111111節節節節                                    AYaNaezu  c  SaveRzu YaQaa>aaGaMaviSQaTaa" ) 
>aqZMaMaevai>ar+aNTau >avNTa" SavR Wv ih )) 11 )) 

 

ayaneñu ca sarveñu 

yathä-bhägam avasthitäù 

bhéñmam eväbhirakñantu 

bhavantaù sarva eva hi 
 

 ayaneñu—戦略上の拠点; ca—もまた; sarveñu—どこでも; yathä-bhägam—様々に配置され

て; avasthitäù—位置されて; bhéñmam—祖父ビーシュマに; eva—確かに; abhirakñantu—援護

しなくてはならない; bhavantaù—あなた達; sarve—各自全員; eva hi—確かに。 
 

訳訳訳訳        あなあなあなあなたは各陣形の先鋒としてご自分の戦術地点に立ち、総力をあげて結束し、祖たは各陣形の先鋒としてご自分の戦術地点に立ち、総力をあげて結束し、祖たは各陣形の先鋒としてご自分の戦術地点に立ち、総力をあげて結束し、祖たは各陣形の先鋒としてご自分の戦術地点に立ち、総力をあげて結束し、祖

父ビーシュマ殿を援護しなくてはなりません。父ビーシュマ殿を援護しなくてはなりません。父ビーシュマ殿を援護しなくてはなりません。父ビーシュマ殿を援護しなくてはなりません。  

 

解解解解 説説説説  ビーシュマの力量を褒めたたえたドゥリョーダナは、他の戦士たちが過小評価さ

れていると考えてしまうのではないかと思い、いつもどおりに機転を利かし、このような言
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葉で戦況をととのえようとしています。ビーシュマデーヴァは疑いなく偉大な英傑であるこ

とを強調していますが、老齢の身であることから、総力をあげてあらゆる方角からしっかり

援護しなくてはなりません。一点に集中して敵兵と戦っていれば、敵方はそこにつけいるか

もしれません。ですから他の武将たちも、敵に陣形を突破されないためにも、各自の持ち場

を離れないことを心得ておくべきでした。ドゥリョーダナは、ビーシュマデーヴァという頼

みの綱が味方にいるからこそクル家が勝てる、と確信しています。ビーシュマデーヴァ殿と

ドゥローナーチャーリャは全力で私を援護してくれる――その確信は、並いる大武将たちの

前で、アルジュナの妻ドゥラウパディーが裸にされかかり、誰も助けようとしない状況で正

義を守るよう訴えても、二人が一言も発しなかったことから来ています。お二人がパーンダ

ヴァ兄弟を溺愛されている、だがあの賭博の席ではなにもされなかった、そんな愛着などか

なぐり捨てて戦ってくれる――ドゥリョーダナはそう期待していたのです。 

 

第第第第12121212節節節節                                TaSYa   SaÅNaYaNhz|  ku-åv*Ö"  iPaTaaMah" ) 
iSa&hNaad& ivNaÛaeÀE" Xa«& dDMaaE Pa[TaaPavaNa( )) 12 )) 

 

tasya saïjanayan harñaà 

kuru-våddhaù pitämahaù 

siàha-nädaà vinadyoccaiù 

çaìkhaà dadhmau pratäpavän 
 

 tasya—彼の; saïjanayan—増えている; harñam—快活さ; kuru-våddhaù—クル王朝の⻑老

（ビーシュマ）; pitämahaù—祖父; siàha-nädam—ライオンのように轟く音; vinadya—轟かせ

ている; uccaiù—非常に大きく; çaìkham—法螺貝; dadhmau—吹き鳴らした; pratäpa-vän—勇

壮なる者。 
 

訳訳訳訳        そのとき、クそのとき、クそのとき、クそのとき、クル王朝の勇壮なる大⻑老ビーシュマが、ライオンの咆哮を思わせるル王朝の勇壮なる大⻑老ビーシュマが、ライオンの咆哮を思わせるル王朝の勇壮なる大⻑老ビーシュマが、ライオンの咆哮を思わせるル王朝の勇壮なる大⻑老ビーシュマが、ライオンの咆哮を思わせる

すさまじい音響で法螺貝を轟かせ、ドゥリョーダナを喜ばせました。すさまじい音響で法螺貝を轟かせ、ドゥリョーダナを喜ばせました。すさまじい音響で法螺貝を轟かせ、ドゥリョーダナを喜ばせました。すさまじい音響で法螺貝を轟かせ、ドゥリョーダナを喜ばせました。 

 

解解解解 説説説説  クル王家の⻑老は、孫でもあるドゥリョーダナの胸中を察し、肉親としての自然

な哀れみから、百獣の王の異名を持つ境地にふさわしく、法螺貝を高らかに吹き鳴らして奮

起させようとしています。しかし、至高主クリシュナは敵側についています。ならば勝ち目

などあるはずがない――自信を失いかけていたドゥリョーダナに、法螺貝の音をとおして暗

にそのことを伝えていたのです。それでも、戦いを統率する義務を貫くために、力を出し惜

しむことなく死力を尽くして戦うつもりでいました。 
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第第第第13131313節節節節                            TaTa"  Xa«aê  >aeYaRê  Pa<avaNak-GaaeMau%a" ) 
SahSaEva>YahNYaNTa Sa XaBdSTauMaul/ae_>avTa( )) 13 )) 

 

tataù çaìkhäç ca bheryaç ca 

paëavänaka-gomukhäù 

sahasaiväbhyahanyanta 

sa çabdas tumulo 'bhavat 

 

 tataù— そ の 後 ; çaìkhäù— 法 螺 貝 ; ca— も ま た ; bheryaù— 大 太 鼓 ; ca— そ し て ; 

paëava-änaka—小太鼓やケトルドラム ; go-mukhäù—角笛 ; sahasä—突然 ; eva—確かに ; 

abhyahanyanta—同時に鳴らされた; saù—それ; çabdaù—混ざった音; tumulaù—騒々しい; 

abhavat—〜になった。 
 

訳訳訳訳    その音につづき、突如として法螺貝、太鼓、喇叭、角笛の音が鳴らされ、幾重にもその音につづき、突如として法螺貝、太鼓、喇叭、角笛の音が鳴らされ、幾重にもその音につづき、突如として法螺貝、太鼓、喇叭、角笛の音が鳴らされ、幾重にもその音につづき、突如として法螺貝、太鼓、喇叭、角笛の音が鳴らされ、幾重にも

重なった大音響は耳をつんざくほど重なった大音響は耳をつんざくほど重なった大音響は耳をつんざくほど重なった大音響は耳をつんざくほど。。。。 

 

第第第第14141414節節節節                                TaTa"  ìeTaEhRYaEYauR¢e-  MahiTa SYaNdNae iSQaTaaE ) 
MaaDav" Paa<@vêEv idVYaaE Xa«aE Pa[dDMaTau" )) 14 )) 

 

tataù çvetair hayair yukte 

mahati syandane sthitau 

mädhavaù päëòavaç caiva 

divyau çaìkhau pradadhmatuù 
 

 tataù—その後 ; çvetaiù—白の ; hayaiù—馬 ; yukte—くびかれて ; mahati—素晴らしい ; 

syandane— 戦 闘 馬 車 ; sthitau— 座 っ て ; mädhavaù— ク リ シ ュ ナ （ 幸 運 の女 神 の 夫 ） ; 

päëòavaù—アルジュナ（パーンドゥの子息）; ca—もまた; eva—確かに; divyau—超越的; 

çaìkhau—法螺貝; pradadhmatuù—吹き鳴らした。 
 

訳訳訳訳        いっぽう、白馬に引かれた壮麗な戦闘馬者に座った主クリシュナとアルジュナは、いっぽう、白馬に引かれた壮麗な戦闘馬者に座った主クリシュナとアルジュナは、いっぽう、白馬に引かれた壮麗な戦闘馬者に座った主クリシュナとアルジュナは、いっぽう、白馬に引かれた壮麗な戦闘馬者に座った主クリシュナとアルジュナは、

超越的な超越的な超越的な超越的な法螺貝を高らかに吹き鳴らしました。法螺貝を高らかに吹き鳴らしました。法螺貝を高らかに吹き鳴らしました。法螺貝を高らかに吹き鳴らしました。 

 

解解解解 説説説説  クリシュナとアルジュナが吹き鳴らした法螺貝はビーシュマデーヴァの法螺貝

と比較され、この節では「超越的」と表現されています。超越的な法螺貝の鳴りひびく音は、

クリシュナがパーンダヴァ兄弟についていたからこそ、敵方に勝利の望みが微塵もなかった

ことの証でした。Jayas tu päëòu-puträëäà yeñäà pakñe janärdanaù（ジャヤス トゥ パーン
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ドゥ・プトゥラーナーンム イェーシャーンム パクシェー ジャナルダナハ）。勝利はつねに、パーンドゥの

子息たちのような人々にあります。クリシュナと結ばれているからです。そして、主がいれ

ばいつでも、どこでも、幸運の女神もそこにいます。幸運の女神は夫と離れてひとりで生き

ることはできないからです。ですから、勝利と幸運はアルジュナを待っていたのであり、ヴ

ィシュヌ、あるいは主クリシュナによって鳴らされた超越的な音がそのことを裏づけていま

した。それだけではありません、二人の親友が座っていた戦闘馬車は、アグニ（火の神）か

らアルジュナに捧げられたものであり、この馬車が三界を疾走すれば、四方を征服しうるこ

とを物語っていました。 

 

第第第第15151515節節節節                             PaaÄJaNYa&   ôzqke-Xaae   devdta&  DaNaÅYa" ) 
PaaE<@¥& dDMaaE MahaXa«& >aqMak-MaaR v*k-aedr" )) 15 )) 

 

päïcajanyaà håñékeço 

devadattaà dhanaïjayaù 

pauëòraà dadhmau mahä-çaìkhaà 

bhéma-karmä våkodaraù 

 

 päïcajanyam—パーンチャジャニャという名の法螺貝; håñéka-éçaù—フリシーケーシャ（ク

リシュナの別名。献愛者の感覚を導く主）; devadattam—デーヴァダッタという名の法螺貝; 

dhanam-jayaù—ダナンジャヤ（アルジュナの別名。富の征服者）; pauëòram—パウンドゥラ

という名の法螺貝; dadhmau—吹いた; mahä-çaìkham—途方もない法螺貝; bhéma-karmä—非

常に困難なことを成就させる者; våka-udaraù—むさぼり食う者（ビーマ）。 

 

訳訳訳訳        主主主主クリシュナはパーンチャジャニャという名の法螺貝を吹き鳴らしました。アルクリシュナはパーンチャジャニャという名の法螺貝を吹き鳴らしました。アルクリシュナはパーンチャジャニャという名の法螺貝を吹き鳴らしました。アルクリシュナはパーンチャジャニャという名の法螺貝を吹き鳴らしました。アル

ジュナはデーヴァダッタを、至難の業と思われる任務を成しとげる大食漢のビーマは、ジュナはデーヴァダッタを、至難の業と思われる任務を成しとげる大食漢のビーマは、ジュナはデーヴァダッタを、至難の業と思われる任務を成しとげる大食漢のビーマは、ジュナはデーヴァダッタを、至難の業と思われる任務を成しとげる大食漢のビーマは、

途方もない法螺貝パウンドゥラを吹き鳴らしました。途方もない法螺貝パウンドゥラを吹き鳴らしました。途方もない法螺貝パウンドゥラを吹き鳴らしました。途方もない法螺貝パウンドゥラを吹き鳴らしました。 

 

解解解解 説説説説  この節で主クリシュナはフリシーケーシャ（Håñékeça）と呼ばれています。すべ

ての感覚の所有者だからです。生命体は主の部分体ですから、その感覚も主の感覚の一部で

す。非人格論者は生命体の感覚について説明ができず、生命体には感覚がない、つまりもと

もと姿も形もない、と主張します。主は全生命体の心のなかに住み、感覚の動きを操ってい

ます。しかしそれは、生命体が主に身を委ねる程度に応じて為されることであり、純粋な献

愛者の場合、主自ら彼らの感覚を導きます。主はクルクシェートラの戦場でアルジュナの気

高い感覚を導いており、そのためフリシーケーシャという特定の名前で呼ばれています。主
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はさまざまな活動に応じた名前で呼ばれます。たとえば、マドゥスーダナ。これはマドゥと

いう悪魔を殺したことに由来します。ゴーヴィンダという名前は「牛と感覚を喜ばせる者」

という意味で、ヴァースデーヴァは「ヴァスデーヴァの子」として降誕したからつけられた

名前です。デーヴァキー・ナンダナはデーヴァキーを⺟としたから、ヤショーダー・ナンダ

ナは、ヴリンダーヴァナでヤショーダーに幼少期の神々しい娯楽を授けたからです。パール

タ・サーラティは、友人のアルジュナの御者になったから、さらにフリシーケーシャは、ク

ルクシェートラの戦場でアルジュナを指揮したことからつけられた名前です。 

 アルジュナも、この節ではダナンジャヤ（Dhanaïjaya）と呼ばれています。これは、国

王でもあった兄のさまざまな供儀祭に必要な富を集めて、兄を助けたことによります。ビー

マもヴリコーダラと呼ばれていますが、ヒディンバという悪魔を殺せる超人的な力を発揮す

るほどの大食漢だったことによります。ですから、主クリシュナからはじまるパーンダヴァ

兄弟軍の戦士たちが吹き鳴らした法螺貝が、味方の兵士たちの戦闘意欲を大いに高めたのは

当然です。敵方にはこのような頼もしい戦士も、主クリシュナも、そして幸運の女神さえい

ません。ドゥリョーダナは負ける――法螺貝の音がまさにそのことを宣言していたのです。 
 

第第第第16161616−−−−18181818節節節節                             ANaNTaivJaYa&  raJaa  ku-NTaqPau}aae  YauiDaiïr" ) 
Naku-l/"    Sahdevê    SaugaaezMai<aPauZPak-aE )) 16 )) 
k-aXYaê ParMaeZvaSa"  iXa%<@q c MaharQa" ) 
Da*íÛuManae   ivra$=ê   SaaTYaik-êaParaiJaTa" )) 17 )) 
d]uPadae   d]aEPadeYaaê   SavRXa"   Pa*iQavqPaTae ) 
SaaE>ad]ê Mahabahu" Xa«aNdDMau" Pa*QaKPa*Qak(- )) 18 )) 

 

anantavijayaà räjä 

kunté-putro yudhiñöhiraù 

nakulaù sahadevaç ca 

sughoña-maëipuñpakau 
 

käçyaç ca parameñv-äsaù 

çikhaëòé ca mahä-rathaù 

dhåñöadyumno viräöaç ca 

sätyakiç cäparäjitaù 
 

drupado draupadeyäç ca 

sarvaçaù påthivé-pate 

saubhadraç ca mahä-bähuù 

çaìkhän dadhmuù påthak påthak 
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 ananta-vijayam—アナンタ・ヴィジャヤという名の法螺貝; räjä—王; kunté-putraù—クンテ

ィーの子息; yudhiñöhiraù—ユディシュティラ; nakulaù—ナクラ; sahadevaù—サハデーヴァ; 

ca—そして ; sughoña-maëipuñpakau—スゴーシャとマニプリュパカという名の法螺貝 ; 

käçyaù—カーシー（ヴァーラーナシー）の王; ca—そして; parama-iñu-äsaù—偉大な弓術士; 

çikhaëòé— シ カ ン デ ィ ー ; ca— も ま た ; mahä-rathaù— 一 人 で 何 千 の 敵 と 戦 え る 者 ; 

dhåñöadyumnaù—ドゥリシュタデュムナ（ドゥルパダの子息）; viräöaù—ヴィラータ（変装し

ていたパーンダヴァ達が身を寄せる場を提供した王子）; ca—もまた; sätyakiù—サーテャキ

（主クリシュナの御者ユユダーナの別名）; ca—そして; aparäjitaù—征服されたことのない

者; drupadaù—パーンチャーラの王、ドゥルパダ; draupadeyäù—ドゥラウパディーの子息達; 

ca—もまた; sarvaçaù—全員; påthivé-pate—王よ; saubhadraù—スバドゥラーの子、アビマンニ

ュ; ca—もまた; mahä-bähuù—強力無双の; çaìkhän—法螺貝; dadhmuù—吹き鳴らした; 

påthak påthak—各人それぞれに。 

 

訳訳訳訳        王よ。クンティーの子・ユディシュティラ王はアナンタ・ヴィジャヤを、ナクラ王よ。クンティーの子・ユディシュティラ王はアナンタ・ヴィジャヤを、ナクラ王よ。クンティーの子・ユディシュティラ王はアナンタ・ヴィジャヤを、ナクラ王よ。クンティーの子・ユディシュティラ王はアナンタ・ヴィジャヤを、ナクラ

とサハデーヴァはスゴーシャとマニプシュパカをとサハデーヴァはスゴーシャとマニプシュパカをとサハデーヴァはスゴーシャとマニプシュパカをとサハデーヴァはスゴーシャとマニプシュパカを吹き鳴らしました。偉大なる弓術士の吹き鳴らしました。偉大なる弓術士の吹き鳴らしました。偉大なる弓術士の吹き鳴らしました。偉大なる弓術士の

カーシー国の王、大戦士であるシカンディー、ドゥリシュタデュムナ、ヴィラータ、無カーシー国の王、大戦士であるシカンディー、ドゥリシュタデュムナ、ヴィラータ、無カーシー国の王、大戦士であるシカンディー、ドゥリシュタデュムナ、ヴィラータ、無カーシー国の王、大戦士であるシカンディー、ドゥリシュタデュムナ、ヴィラータ、無

敵のサーテャキ、ドゥルパダ、ドゥラウパディーの子息達、他の戦士、さらにはスバド敵のサーテャキ、ドゥルパダ、ドゥラウパディーの子息達、他の戦士、さらにはスバド敵のサーテャキ、ドゥルパダ、ドゥラウパディーの子息達、他の戦士、さらにはスバド敵のサーテャキ、ドゥルパダ、ドゥラウパディーの子息達、他の戦士、さらにはスバド

ゥラーの子らが、全員一⻫に法螺貝を吹き鳴らしました。ゥラーの子らが、全員一⻫に法螺貝を吹き鳴らしました。ゥラーの子らが、全員一⻫に法螺貝を吹き鳴らしました。ゥラーの子らが、全員一⻫に法螺貝を吹き鳴らしました。 

 

解解解解 説説説説  サンジャヤはドゥリタラーシュトラ王に遠回しに知らせています。パーンドゥの息

子たちを騙すというあさはかな策略も、我が子を王座につけようとする思惑も、どれも褒め

られたものではないことを。クル王朝がこの大戦で全滅する兆しはすでに見えています。⻑

老ビーシュマからアビマンニュのような孫まで、さらには世界中の国王や指導者が一人残ら

ず戦場に集結しており、彼らは滅びる運命にありました。この大惨事の元凶はドゥリタラー

シュトラ王です。息子たちの奸策に加担していたからです。 

 

第第第第19191919節節節節        Sa gaaezae DaaTaRraí¥a<aa& ôdYaaiNa VYadarYaTa( ) 
Na>aê  Pa*iQavq&  cEv  TauMaul/ae_>YaNauNaadYaNa( )) 19 )) 

 

sa ghoño dhärtaräñöräëäà 

hådayäni vyadärayat 

nabhaç ca påthivéà caiva 

tumulo 'bhyanunädayan 
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 saù—その; ghoñaù—振動; dhärtaräñöräëäm—ドゥリタラーシュトラの息子達; hådayäni—

心; vyadärayat—打ち砕いた; nabhaù—空; ca—もまた; påthivém—地面; ca—もまた; eva—確

かに; tumulaù—騒々しい; abhyanunädayan—鳴り響いている。 

 

訳訳訳訳        戦士らの法螺貝の音はすさまじく鳴り響き、空も大地も震わせ、ドゥリタラーシ戦士らの法螺貝の音はすさまじく鳴り響き、空も大地も震わせ、ドゥリタラーシ戦士らの法螺貝の音はすさまじく鳴り響き、空も大地も震わせ、ドゥリタラーシ戦士らの法螺貝の音はすさまじく鳴り響き、空も大地も震わせ、ドゥリタラーシ

ュトラ王の息子たちの心を打ちのめしています。ュトラ王の息子たちの心を打ちのめしています。ュトラ王の息子たちの心を打ちのめしています。ュトラ王の息子たちの心を打ちのめしています。 

 

解解解解 説説説説  ドゥリョーダナ軍についたビーシュマや他の兵士たちが法螺貝を鳴らしても、パ

ーンダヴァ軍の兵士たちの心を打ち砕くことはありませんした。その説明はなされていませ

んが、この節では、ドゥリタラーシュトラの息子たちの心がパーンダヴァ軍の法螺貝の音に

打ちのめされた、と述べられています。これは、パーンダヴァ兄弟と彼らの主クリシュナに

対する信頼感からくるものです。至高主に身を委ねた人にとって、恐れるものはなにもあり

ません。最悪の悲劇の只中に落とされても。 

 

第第第第20202020章章章章        AQa VYaviSQaTaaNd*îa DaaTaRraí¥aNk-iPaßJa" ) 
Pa[v*tae   XañSaMPaaTae  DaNauåÛMYa  Paa<@v" )    
ôzqke-Xa&   Tada   vaKYaiMadMaah  MahqPaTae )) 20 )) 

 

atha vyavasthitän dåñövä 

dhärtaräñörän kapi-dhvajaù 

pravåtte çastra-sampäte 

dhanur udyamya päëòavaù 

håñékeçaà tadä väkyam 

idam äha mahé-pate 

 
 atha—そこで; vyavasthitän—位置されて; dåñövä—〜を見ている; dhärtaräñörän—ドゥリタ

ラーシュトラの息子達; kapi-dhvajaù—ハヌマーンの印をつけた旗を持つ彼; pravåtte—従事

しようとした時; çastra-sampäte—矢を放とうとしている; dhanuù—弓; udyamya—取りあげ

ている; päëòavaù—パーンドゥの子（アルジュナ）; håñékeçam—主クリシュナに; tadä—その

時; väkyam—言葉; idam—これら; äha—言った; mahé-pate—王よ。 

 

訳訳訳訳  そのとき、ハヌマーンの姿を刻した旗をはためかす馬車に座すパーンドゥの子・そのとき、ハヌマーンの姿を刻した旗をはためかす馬車に座すパーンドゥの子・そのとき、ハヌマーンの姿を刻した旗をはためかす馬車に座すパーンドゥの子・そのとき、ハヌマーンの姿を刻した旗をはためかす馬車に座すパーンドゥの子・

アルジュナが弓を取り、今まさに矢を射ようとしています。しかし王よ。戦闘態勢にあアルジュナが弓を取り、今まさに矢を射ようとしています。しかし王よ。戦闘態勢にあアルジュナが弓を取り、今まさに矢を射ようとしています。しかし王よ。戦闘態勢にあアルジュナが弓を取り、今まさに矢を射ようとしています。しかし王よ。戦闘態勢にあ

っていたドゥリタラーシュトラの息子たちを見たあと、主クリシュナに次のように話しっていたドゥリタラーシュトラの息子たちを見たあと、主クリシュナに次のように話しっていたドゥリタラーシュトラの息子たちを見たあと、主クリシュナに次のように話しっていたドゥリタラーシュトラの息子たちを見たあと、主クリシュナに次のように話し

かけまかけまかけまかけました。した。した。した。 



 15

 

解解解解 説説説説  今まさに戦闘の火ぶたが切って落とされようとしています。この節を読むと、ド

ゥリタラーシュトラの息子たちは、戦場で主クリシュナにじかに導かれたパーンダヴァ兄弟

の思いがけない陣形配置を見て、かなり弱気になっていたことがわかります。アルジュナの

旗に描かれていたハヌマーンの紋章は別の意味での勝利です。ハヌマーンはラーマとラーヴ

ァナの戦闘で主ラーマに協力し、そして見事主ラーマが勝利をつかんだからです。そして今、

ラーマとハヌマーンがアルジュナの馬車に舞いおり、アルジュナを助けようとしています。

主クリシュナはラーマその方であり、主ラーマがいるところはどこでも、永遠の召使いであ

るハヌマーンも、そして永遠の伴侶であるシーターという幸運の女神もそこにいます。なら

ば、アルジュナにとって向かう敵なし、恐れることはありません。なによりも、感覚の主で

ある主クリシュナが、アルジュナを導くために自らそこにいます。アルジュナには戦いを後

押しする相談役がすべてそろっていました。主が永遠の献愛者のために用意したそのような

吉祥な条件に、揺るがぬ勝利の兆しをありありと見ることができるのです。 

 

第第第第21212121----22222222節節節節              AJauRNa ovac 
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae  rQa&  SQaaPaYa  Mae_CYauTa ) 
YaavdeTaaiàrq+ae_h& Yaaed(Dauk-aMaaNaviSQaTaaNa( )) 21 )) 
kE-MaRYaa   Sah    YaaeÖVYaMaiSMaNr<aSaMauÛMae )) 22 )) 

 

arjuna uväca 

senayor ubhayor madhye 

rathaà sthäpaya me 'cyuta 

yävad etän nirékñe 'haà 

yoddhu-kämän avasthitän 

kair mayä saha yoddhavyam 

asmin raëa-samudyame 
 

 arjunaù uväca—アルジュナが言った; senayoù—軍隊の; ubhayoù—両方; madhye—〜の間; 

ratham—戦闘馬車; sthäpaya—どうか維持してください; me—私の; acyuta—完全無欠の者

よ ; yävat—〜である限り; etän—これらすべて ; nirékñe—見ることができる ; aham—私 ; 

yoddhu-kämän—戦いを望んでいる; avasthitän—戦場に集結した; kaiù—誰と; mayä—私によ

って; saha—一緒に; yoddhavyam—戦わなくてはならない; asmin—これにおいて; raëa—争

い; samudyame—その試みにおいて。 
 

訳訳訳訳  アルジュナが言います。「完全無欠な者よ。私の馬車を両軍のあいだに進めてほアルジュナが言います。「完全無欠な者よ。私の馬車を両軍のあいだに進めてほアルジュナが言います。「完全無欠な者よ。私の馬車を両軍のあいだに進めてほアルジュナが言います。「完全無欠な者よ。私の馬車を両軍のあいだに進めてほ

しい。だれが戦いを望み、だれが集まってきたのか、この途方もない軍勢のだれと戦しい。だれが戦いを望み、だれが集まってきたのか、この途方もない軍勢のだれと戦しい。だれが戦いを望み、だれが集まってきたのか、この途方もない軍勢のだれと戦しい。だれが戦いを望み、だれが集まってきたのか、この途方もない軍勢のだれと戦わわわわ
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なくてはならないなくてはならないなくてはならないなくてはならないののののかを知りたい」かを知りたい」かを知りたい」かを知りたい」 

 

解解解解 説説説説  主クリシュナは最高人格主神ですが、純粋な慈悲心で友人に仕えています。献愛

者の愛情には必ず応える方であるため、アルジュナはここで「完全無欠の者」と呼びかけて

います。御者としてアルジュナの命令に従う立場にありましたが、ためらうことなくその命

令に従ったからこそ、「完全無欠の者」と呼ばれているのです。しかし、献愛者の御者とい

う立場を引きうけても本来の至高の立場は変わりません。どのような状況でも、主は最高人

格主神、フリシーケーシャ、あらゆる感覚の主（ぬし）なのです。主とその召使いの関係は、

とても甘美で超越的です。召使いはいつでも主に仕えるつもりでいますし、主も献愛者に仕

える機会を探しています。自分が命じるよりも、献愛者に命じられるほうに大きな喜びを感

じます。主は主人です体れもが主の命じられるままに動き、また主に上から命じることなど

ありえません。それでも、純粋な献愛者から命じられると、崇高な喜びを感じます。もちろ

ん、どのような場合でも主が完全無欠の主人であることに変わりなく。 

 アルジュナは純粋な献愛者でしたから、従兄弟や兄弟と戦いたくはなかったのですが、ド

ゥリョーダナという和平交渉を突っぱねた強情な男のためにやむなく戦場に来ていました。

戦場に来た主要な戦士を見たいと思ったのはこのためです。この期におよんで戦争回避を呼

びかけるつもりはなかったのですが、彼らをもう一度見て確認したかったのです。無益なこ

の戦争のためにどれほどの戦意で集まってきたのかを。 

 

第第第第23232323節節節節                                YaaeTSYaMaaNaaNave+ae_h& Ya WTae_}a SaMaaGaTaa" ) 
DaaTaRraí¥SYa  dubuRÖeYauRÖe  iPa[Yaick-IzRv" )) 23 )) 

 

yotsyamänän avekñe 'haà 

ya ete 'tra samägatäù 

dhärtaräñörasya durbuddher 

yuddhe priya-cikérñavaù 
 

 yotsyamänän—戦うだろう者達; avekñe—見させてください; aham—私; ye—〜である者; 

ete—彼ら; atra—ここに; samägatäù—集まった; dhärtaräñörasya—ドゥリタラーシュトラの息

子達のために; durbuddheù—邪悪な心; yuddhe—戦いにおいて; priya—良く; cikérñavaù—望ん

でいる。 

訳訳訳訳        いったい、だれが戦うために来ているのか。ドゥリタラーシュトラの邪悪な息子いったい、だれが戦うために来ているのか。ドゥリタラーシュトラの邪悪な息子いったい、だれが戦うために来ているのか。ドゥリタラーシュトラの邪悪な息子いったい、だれが戦うために来ているのか。ドゥリタラーシュトラの邪悪な息子

を喜ばせるために。を喜ばせるために。を喜ばせるために。を喜ばせるために。 
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解解解解 説説説説  ドゥリョーダナが父のドゥリタラーシュトラと結託し、奸策を弄してパーンダヴ

ァ兄弟の王国を略奪したがっていたのは公然の秘密でした。ですから、ドゥリョーダナ側に

ついた兵士らは、まぎれもなく同類の人間です。アルジュナは、戦いが始まるまえにその顔

ぶれを見たかったのですが、和平交渉をするつもりはありませんでした。クリシュナが自分

についているのだから必ず勝つ、と思っていましたが、戦う相手の戦力を見定めたいという

思いがあったのも事実です。 

 

第第第第24242424節節節節                 SaÅYa ovac 
 WvMau¢-ae  ôzqke-Xaae  Gau@ake-XaeNa >aarTa ) 
 SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae SQaaPaiYaTva rQaaetaMaMa( )) 24 )) 

 

saïjaya uväca 

evam ukto håñékeço 

guòäkeçena bhärata 

senayor ubhayor madhye 

sthäpayitvä rathottamam 

 

 saïjayaù uväca—サンジャヤが言った; evam—このように; uktaù—呼びかけた; håñékeçaù—

主クリシュナ; guòäkeçena—アルジュナによって; bhärata—バラタの子孫よ; senayoù—軍隊

の; ubhayoù—両方; madhye—中央に; sthäpayitvä—置いている; ratha-uttamam—もっとも壮

麗な馬車。 

 

訳訳訳訳 サンジャヤが言った。「バラタの子孫よ。アルジュナに命じられるまま、主クリシサンジャヤが言った。「バラタの子孫よ。アルジュナに命じられるまま、主クリシサンジャヤが言った。「バラタの子孫よ。アルジュナに命じられるまま、主クリシサンジャヤが言った。「バラタの子孫よ。アルジュナに命じられるまま、主クリシ

ュナは壮麗な戦闘馬車を両軍の中央に移動させました」ュナは壮麗な戦闘馬車を両軍の中央に移動させました」ュナは壮麗な戦闘馬車を両軍の中央に移動させました」ュナは壮麗な戦闘馬車を両軍の中央に移動させました」 

 

解解解解 説説説説  この節で、アルジュナはグダーケーシャ（Guòäkeça）と呼ばれています。Guòäkä

（グダーカー）は眠り、という意味で、眠りを征服した者をグダーケーシャといいます。眠

る、とは無知をも指しています。ですからアルジュナは、クリシュナとの友人関係をとおし

て眠りと無知を征服したということです。アルジュナはクリシュナの偉大な献愛者として、

一瞬たりともクリシュナが忘れられません。それが献愛者の特質だからです。起きていよう

と眠っていようと、献愛者は、クリシュナの名前・姿・質・崇高な娯楽の思いを片時も忘れ

ることはありません。このようにクリシュナの献愛者は、クリシュナのことをどんなときに

も考えることで眠りと無知を征服するのです。これがまさにクリシュナ意識、サマーディ

（samädhi）です。クリシュナはフリシーケーシャ・生命体の感覚と心の指揮者ですから、
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なぜアルジュナが馬車を両軍の中央に進めようとしたのか、よくわかっていました。そして

言われるままに馬車を移動したあと、次のように話しました。 

 

第第第第25252525節節節節                            >aqZMad]ae<aPa[Mau%Ta" SaveRza& c Mahqi+aTaaMa( ) 
ovac  PaaQaR  PaXYaETaaNSaMaveTaaNku-æiNaiTa )) 25 )) 

 

bhéñma-droëa-pramukhataù 

sarveñäà ca mahé-kñitäm 

uväca pärtha paçyaitän 

samavetän kurün iti 

 

 bhéñma—祖父ビーシュマ; droëa—ドゥローナ師; pramukhataù—〜の前で; sarveñäm—全

員 ; ca—もまた ; mahé-kñitäm—世界の将軍達 ; uväca—言った ; pärtha—プリターの子よ ; 

paçya—見よ; etän—彼ら全員; samavetän—集まった; kurün—クル王朝の者達; iti—こうして。 

 

訳訳訳訳 ビーシュマ、ドゥローナなど、世界中の軍師たちをまえに主が言いました。「パービーシュマ、ドゥローナなど、世界中の軍師たちをまえに主が言いました。「パービーシュマ、ドゥローナなど、世界中の軍師たちをまえに主が言いました。「パービーシュマ、ドゥローナなど、世界中の軍師たちをまえに主が言いました。「パー

ルタよ。集結したクル家の戦士たちをとくと見るがいい」。ルタよ。集結したクル家の戦士たちをとくと見るがいい」。ルタよ。集結したクル家の戦士たちをとくと見るがいい」。ルタよ。集結したクル家の戦士たちをとくと見るがいい」。 

 

解解解解 説説説説  主クリシュナは全生命体の至高の魂であり、アルジュナの心のなかで起こってい

たことを察していました。ここでフリシーケーシャという言葉が使われているのは、主はな

にもかも見とおしていたことを表わしています。またパールタ（Pärtha）は「クンティー（プ

リター）の子」という意味で、やはりアルジュナの重要な別名です。主は、アルジュナがプ

リター（父親ヴァスデーヴァの妹）の子だったから御者になったことを、友人として伝えた

いと思いました。では、主がアルジュナに「クルの軍勢をよく見るがいい」と言った言葉に

はどういう意味が含まれていたのでしょうか。アルジュナはそこで馬車を止め、戦わない、

とでも言うつもりだったのでしょうか。アルジュナの心は、冗談めかした主の言葉から、す

でに読み取られていたことがわかります。 

 

第第第第26262626節節節節           Ta}aaPaXYaiTSQaTaaNPaaQaR"  iPaTa›NaQa iPaTaaMahaNa( ) 
AacaYaaRNMaaTaul/aN>a]aTa›NPau}aaNPaaE}aaNSa%q„&STaQaa ) 
ìéuraNSauôdêEv       SaeNaYaaeå>aYaaeriPa )) 26 )) 

 

taträpaçyat sthitän pärthaù 

pitèn atha pitämahän 
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äcäryän mätulän bhrätèn 

puträn pauträn sakhéàs tathä 

çvaçurän suhådaç caiva 

senayor ubhayor api 

 

 tatra—そこに; apaçyat—彼は見ることができた; sthitän—立っている; pärthaù—アルジュ

ナ; pitèn—父親達; atha—もまた; pitämahän—祖父達; äcäryän—教師達; mätulän—⺟型の伯

父 ; bhrätèn—兄弟達 ; puträn—息子達 ; pauträn—孫 達 ; sakhén—友人 達 ; tathä—〜 も ; 

çvaçurän—義理の父親達; suhådaù—幸福を願う者達; ca—もまた; eva—確かに; senayoù—軍

隊の; ubhayoù—両軍の; api—〜を含め。 

 

訳訳訳訳  アルジュナは目のアルジュナは目のアルジュナは目のアルジュナは目の前に前に前に前にに勢ぞろいした両軍のなかに、父親、祖父、教師、⺟方のに勢ぞろいした両軍のなかに、父親、祖父、教師、⺟方のに勢ぞろいした両軍のなかに、父親、祖父、教師、⺟方のに勢ぞろいした両軍のなかに、父親、祖父、教師、⺟方の

伯父、兄弟、息子、孫、義理の父、自分の幸福を願う者たちを見た。伯父、兄弟、息子、孫、義理の父、自分の幸福を願う者たちを見た。伯父、兄弟、息子、孫、義理の父、自分の幸福を願う者たちを見た。伯父、兄弟、息子、孫、義理の父、自分の幸福を願う者たちを見た。 

 

解解解解 説説説説  アルジュナは戦場で親族たちを目の当たりにしました。父と同年輩のブーリシュラ

ヴァー、祖父ビーシュマ、ソーマダッタ、ドゥローナーチャーリャやクリパーチャーリャと

いった教師の面々、⺟方の伯父シャリャやシャクニ、兄弟のドゥリョーダナ、息子のラクシ

ュマナ、友人のアシュヴァッターマー、自分の幸福を願ってくれるクリタヴァルマーのよう

な人々、さらに多くの友人たちが居ならぶ軍勢と向かいあったのです。 

 

第第第第27272727節節節節                            TaaNSaMaq+Ya Sa k-aENTaeYa" SavaRNbNDaUNaviSQaTaaNa( ) 
k*-PaYaa     ParYaaivíae    ivzqdiàdMab]vqTa( )) 27 )) 

 

tän samékñya sa kaunteyaù 

sarvän bandhün avasthitän 

kåpayä parayäviñöo 

viñédann idam abravét 

 

 tän—彼らすべて; samékñya—見た後; saù—彼; kaunteyaù—クンティーの子; sarvän—あら

ゆる種類の; bandhün—親族; avasthitän—位置されて; kåpayä—哀れみの心で; parayä—高い

程度の; äviñöaù—圧倒されて; viñédan—嘆いている間; idam—このように; abravét—話した。 
 

訳訳訳訳  クンティーの子アルジュナは、その数知れない友人や親族をまのあクンティーの子アルジュナは、その数知れない友人や親族をまのあクンティーの子アルジュナは、その数知れない友人や親族をまのあクンティーの子アルジュナは、その数知れない友人や親族をまのあたりにし、憐たりにし、憐たりにし、憐たりにし、憐

憫の情に打たれて次のように話しはじめました。憫の情に打たれて次のように話しはじめました。憫の情に打たれて次のように話しはじめました。憫の情に打たれて次のように話しはじめました。 
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第第第第28282828節節節節              AJauRNa ovac 
d*îeMa&  SvJaNa&  k*-Z<a YauYauTSau& SaMauPaiSQaTaMa( ) 
SaqdiNTa MaMa Gaa}aai<a Mau%& c PairéuZYaiTa )) 28 )) 

 

arjuna uväca 

dåñövemaà sva-janaà kåñëa 

yuyutsuà samupasthitam 

sédanti mama gäträëi 

mukhaà ca pariçuñyati 

 

 arjunaù uväca—アルジュナが言った; dåñövä—見た後; imam—これらすべて; sva-janam—

親 族 達 ; kåñëa— お お ク リ シ ュ ナ ; yuyutsum— 全 員 が 戦 闘 意 欲 を 燃 や し て い る ; 

samupasthitam—そこに居る; sédanti—震えている; mama—私の; gäträëi—手足; mukham—

口; ca—もまた; pariçuñyati—乾いている。 

 

訳訳訳訳     アルジュナが言いました。「クリシュナ。友人や親族がこのような戦闘意欲に駆アルジュナが言いました。「クリシュナ。友人や親族がこのような戦闘意欲に駆アルジュナが言いました。「クリシュナ。友人や親族がこのような戦闘意欲に駆アルジュナが言いました。「クリシュナ。友人や親族がこのような戦闘意欲に駆

りたてられてここに集結している様を見て、私の体は身震いし、口は干上がっている」りたてられてここに集結している様を見て、私の体は身震いし、口は干上がっている」りたてられてここに集結している様を見て、私の体は身震いし、口は干上がっている」りたてられてここに集結している様を見て、私の体は身震いし、口は干上がっている」 

 

解解解解 説説説説  主に純粋な思いを寄せている人には、神聖な人々や半神たちに見られる素晴らし

い質をすべてそなえていますが、献愛者でない者たちには、俗な教育や文化面でどれほど優

れていても、神聖な気質はありません。高貴な質をそなえるアルジュナは、並々ならぬ戦意

をいだいて集まった親族や友人たちをまのあたりにして、断腸の思いにとらわれました。自

軍の兵士たちには最初から同情していたのですが、敵兵たちも戦死する定めにあると知り、

彼らへの哀れみを禁じえませんでした。そのような思いでいるときに、手足は震え、口が乾

いていくのを覚えたのです。また、敵方の闘魂にも少なからず驚いています。まさに、アル

ジュナと血縁関係にあった人々のほぼすべてが、アルジュナと一戦をまじえるために来てい

たのですから。この事実に、情けぶかいアルジュナは打ちのめされました。ここでは触れら

れていませんが、体が震え、口が渇いていただけではなく、憐憫の情ゆえに泣いていたこと

も容易に察することができます。そのような哀れみの思いは心の弱さゆえのことではなく、

主の純粋な献愛者が持つ気質、すなわち情け深さにほかなりません。ヴェーダは献愛者の気

質について次のように言われています。 

 

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä 

sarvair guëais tatra samäsate suräù 
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haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 

mano-rathenäsati dhävato bahiù 

 

 「人格主神に対する揺るぎない献愛精神を持っている者は、半神が持つ優れた気質をすべて

そなえている。しかし、献愛者ではない者が持つのは物質的な気質だけであり、価値もまっ

たくない。それは彼らが心に翻弄され、どうしても物質の力のまばゆさに惹かれてしまうか

らである」（『シュリーマド・バーガヴァタム』第５編・第18章・第12節）。 

 

第第第第29292929節節節節            vePaQauê   Xarqre  Mae  raeMahzRê  JaaYaTae ) 
Gaa<@qv& ó&SaTae hSTaatvKcEv PairdùTae )) 29 )) 

 

vepathuç ca çarére me 

roma-harñaç ca jäyate 

gäëòévaà sraàsate hastät 

tvak caiva paridahyate 

 

 vepathuù—体が震えている; ca—もまた; çarére—体の; me—私の; roma-harñaù—髪の毛が

逆立っている ; ca—もまた ; jäyate—〜が起こっている ; gäëòévam—アルジュナの弓 ; 

sraàsate—落ちている; hastät—手から; tvak—皮膚; ca—〜も; eva—確かに; paridahyate—燃

えている。 

訳訳訳訳  全身がわななき、総毛立ち、愛弓ガーンディーヴァは私の手からすべり落ち、肌全身がわななき、総毛立ち、愛弓ガーンディーヴァは私の手からすべり落ち、肌全身がわななき、総毛立ち、愛弓ガーンディーヴァは私の手からすべり落ち、肌全身がわななき、総毛立ち、愛弓ガーンディーヴァは私の手からすべり落ち、肌

は燃えているようだ。は燃えているようだ。は燃えているようだ。は燃えているようだ。 

 

 

解解解解 説説説説  体の震えと髪の毛が逆立つ状況は２とおりあります。高い精神的法悦感から起こ

るもの、あるいは物質的心境から生じる極度の恐怖によるものです。超越的な悟りに恐れは

ありません。アルジュナが見せた症状は、物質的な恐れ、すなわち命を失うことへの恐怖で

す。これが、さまざまな症状となって現われています――あまりの焦燥感のためにアルジュ

ナの愛弓ガーンディーヴァが手からすべり落ち、心は灼熱の炎に焼かれて皮膚まで燃えてい

るかのよう。どれも、物質的な観念による症状です。 

 

第第第第30303030節節節節       Na c Xa¥-aeMYavSQaaTau& >a]MaTaqv c Mae MaNa" ) 
iNaiMataaiNa  c PaXYaaiMa ivParqTaaiNa ke-Xav )) 30 )) 
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na ca çaknomy avasthätuà 

bhramatéva ca me manaù 

nimittäni ca paçyämi 

viparétäni keçava 
 

 na—〜もない; ca—もまた; çaknomi—私はできる; avasthätum—留まること; bhramati—忘

れている; iva—〜のため; ca—そして; me—私の; manaù—心; nimittäni—〜を起こしている; 

ca—もまた; paçyämi—私は見る; viparétäni—正反対; keçava—悪魔ケーシーの殺害者（クリシ

ュナ）よ。 

 

訳訳訳訳     私はもう、私はもう、私はもう、私はもう、これ以上これ以上これ以上これ以上立ち続けること立ち続けること立ち続けること立ち続けることがががができない。自分できない。自分できない。自分できない。自分を見失い、心は揺れうごいを見失い、心は揺れうごいを見失い、心は揺れうごいを見失い、心は揺れうごい

ている。悪魔ケーシーを殺した者よ、私の目には悲劇に満ちた未来しか見えない。ている。悪魔ケーシーを殺した者よ、私の目には悲劇に満ちた未来しか見えない。ている。悪魔ケーシーを殺した者よ、私の目には悲劇に満ちた未来しか見えない。ている。悪魔ケーシーを殺した者よ、私の目には悲劇に満ちた未来しか見えない。 

 

解解解解 説説説説  あまりの苦しみに、アルジュナはその場に立ちつづることができず、心の弱さの

ために、完全に自分自身を見失っています。心があまりにも物質的なことに囚われると、こ

のような混乱状態にさらされるものです。Bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syät（バハヤンム ドゥ

ヴィティーヤービヒィニヴェーシャタハ シャートゥ）『シュリーマド・バーガヴァタム』第11編・第２

章・第37節）。そのような恐怖心と平静心の喪失は、苦境に落とさられて極度の衝撃を感

じるときに生じます。アルジュナが見たのは未来の悲劇です――敵に勝っても幸せにはなれ

ない、と考えています。この節のnimittäni viparétäni （ニミッターニ ヴィパリーターニ）という

言葉はとても重要です。将来に不幸な結末しか見いだせないとき、「なぜ私はここにいるの

か？」と自問するようになります。自分のこと、自分の幸福にはだれでも関心をいだいてい

るものです。しかし、至高の自己にはだれも関心がない。アルジュナは、クリシュナの意志

で、本当の自分の関心を見失っています。ヴィシュヌ、あるいはクリシュナという自分の真

の関心を。条件づけられた魂はそのことを忘れ、そのために苦境に落とされています。アル

ジュナは「戦い勝っても、それは新しい悲劇の始まりにすぎない」と考えていたのです。 

 

第第第第31313131節節節節       Na  c  é[eYaae_NauPaXYaaiMa   hTva  SvJaNaMaahve ) 
Na k-a¿e ivJaYa& k*-Z<a Na c raJYa& Sau%aiNa c )) 31 )) 

 

na ca çreyo 'nupaçyämi 

hatvä sva-janam ähave 

na käìkñe vijayaà kåñëa 

na ca räjyaà sukhäni ca 
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 na—〜もない; ca—もまた; çreyaù—良い; anupaçyämi—私は予知する; hatvä—殺すことで; 

sva-janam—自分の親族; ähave—戦いで; na—〜もない; käìkñe—私は望む; vijayam—勝利; 

kåñëa—おおクリシュナ; na—〜もない; ca—もまた; räjyam—王国; sukhäni—その結果の; 

ca—もまた。 
 

訳訳訳訳     おお、クリシュナ。親族と戦い、彼らを殺してなんの徳があろうか。敵を倒しておお、クリシュナ。親族と戦い、彼らを殺してなんの徳があろうか。敵を倒しておお、クリシュナ。親族と戦い、彼らを殺してなんの徳があろうか。敵を倒しておお、クリシュナ。親族と戦い、彼らを殺してなんの徳があろうか。敵を倒して

得る勝利も、王国も、幸福も、私は欲しくない。得る勝利も、王国も、幸福も、私は欲しくない。得る勝利も、王国も、幸福も、私は欲しくない。得る勝利も、王国も、幸福も、私は欲しくない。 

 

解解解解 説説説説  条件づけられた魂は、自分の本当の関心はヴィシュヌ（クリシュナ）のうちにあ

ることを知らないため、肉体にかかわることに惹かれ、それが満たされれば幸せになれる、

という淡い期待をいだいています。正しい視野を見失ったそのような生活観念にいる人々は、

物質的幸福を得る方法さえ忘れてしまいます。アルジュナは、クシャトリヤが持つべき倫理

観さえ見失っているようです。２種類の人間、すなわちクリシュナの直接の命令で戦場で死

んだクシャトリヤ、そして精神的文化に専念する放棄階級の人物は、燦然と輝く強大な太陽

のなかに入る資格がある、と言われています。アルジュナは、親族はおろか、敵を殺すこと

さえためらっています。親族を殺して幸せに生きられるわけがない――それが殺す意欲を失

った理由です。空腹でない人が料理をする気にならないようなものです。そして今アルジュ

ナは、森に入ることを決意し、絶望感のなかで人智れず生きることを考えていました。いっ

ぽうで、クシャトリヤとして生きるには王国が必要です。クシャトリヤはほかの職務にはつ

けなかったのです。ところが、アルジュナに王国はない――。そんなアルジュナが王国を手

に入れる唯一の方法は、いとこや兄弟たちと戦い、父親から受けついだ王国を奪還するしか

ありませんでした。しかし、そのことをためらっていたために、森に入り、挫折感に打ちひ

しがれて人智れず暮らしていくつもりでいたのです。 

 

第第第第32323232−−−−35353535節節節節    ik&-  Naae  raJYaeNa GaaeivNd ik&- >aaeGaEJas„ivTaeNa va ) 
YaezaMaQaeR k-ax(i+aTa& Naae raJYa& >aaeGaa" Sau%aiNa c )) 32 )) 
Ta  wMae_viSQaTaa  YauÖe  Pa[a<aa&STYa¤-a DaNaaiNa c ) 
AacaYaaR"   iPaTar"  Pau}aaSTaQaEv  c  iPaTaaMaha" )) 33 )) 
MaaTaul/a"  ìéura" PaaE}aa" XYaal/a" SaMbiNDaNaSTaQaa ) 
WTaaà   hNTauiMaC^aiMa    ganTaae_iPa   MaDauSaUdNa )) 34 )) 
AiPa  }aEl/aeKYaraJYaSYa  heTaae"  ik&-  Nau Mahqk*-Tae ) 
iNahTYa  DaaTaRraí¥aà"  k-a  Pa[qiTa"  SYaaÂNaadRNa )) 35 )) 

 

kià no räjyena govinda 

kià bhogair jévitena vä 
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yeñäm arthe käìkñitaà no 

räjyaà bhogäù sukhäni ca 

 

ta ime 'vasthitä yuddhe 

präëäàs tyaktvä dhanäni ca 

äcäryäù pitaraù puträs 

tathaiva ca pitämahäù 

 

 

mätuläù çvaçuräù pauträù 

çyäläù sambandhinas tathä 

etän na hantum icchämi 

ghnato 'pi madhusüdana 

 

api trailokya-räjyasya 

hetoù kià nu mahé-kåte 

nihatya dhärtaräñörän naù 

kä prétiù syäj janärdana 

 

 kim—どのような価値; naù—私達に; räjyena—王国である; govinda—おおクリシュナ; 

kim—何; bhogaiù—楽しみ; jévitena—生きている; vä—どちらも; yeñäm—〜である者の; 

arthe—〜のために; käìkñitam—望まれる; naù—私達によって; räjyam—王国; bhogäù—物質

的な楽しみ ; sukhäni—あらゆる幸福 ; ca—もまた ; te—それらすべて ; ime—これら ; 

avasthitäù— 位 置 さ れ て ; yuddhe— こ の 戦 場 で ; präëän— 命 ; tyaktvä— 捨 て 去 る こ と ; 

dhanäni—富; ca—もまた; äcäryäù—教師達; pitaraù—父親達; puträù—息子達; tathä—〜も同

様に; eva—確かに; ca—もまた; pitämahäù—祖父達; mätuläù—⺟方の伯父; çvaçuräù—義理の

父達; pauträù—孫達; çyäläù—義理の兄弟達; sambandhinaù—親族達; tathä—〜も同様に; 

etän—これらすべて; na—決して〜ない; hantum—殺すこと; icchämi—私は望む; ghnataù—

殺されて; api—〜でさえ; madhusüdana—悪魔マドゥを殺した者（クリシュナ）よ; api—たと

え〜でも; trai-lokya—三界の; räjyasya—王国のために; hetoù—交換して; kim nu—〜は言う

までもない; mahé-kåte—地球のために; nihatya—殺すことで; dhärtaräñörän—ドゥリタラーシ

ュトラの息子達; naù—私達の; kä—何; prétiù—喜び; syät—〜になるだろう; janärdana—全生

命体の維持者よ。 
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訳訳訳訳     おおゴーヴィンダ。私は、戦うためにここに結集した彼らが王国、幸福、そしておおゴーヴィンダ。私は、戦うためにここに結集した彼らが王国、幸福、そしておおゴーヴィンダ。私は、戦うためにここに結集した彼らが王国、幸福、そしておおゴーヴィンダ。私は、戦うためにここに結集した彼らが王国、幸福、そして

豊かな暮らしを得てくれれば本望と考えている。そんな彼らを犠牲にして獲得した王豊かな暮らしを得てくれれば本望と考えている。そんな彼らを犠牲にして獲得した王豊かな暮らしを得てくれれば本望と考えている。そんな彼らを犠牲にして獲得した王豊かな暮らしを得てくれれば本望と考えている。そんな彼らを犠牲にして獲得した王

国・幸福・豊かな生活にどのような価値があろうか。マドゥスーダナよ。教師、父、子国・幸福・豊かな生活にどのような価値があろうか。マドゥスーダナよ。教師、父、子国・幸福・豊かな生活にどのような価値があろうか。マドゥスーダナよ。教師、父、子国・幸福・豊かな生活にどのような価値があろうか。マドゥスーダナよ。教師、父、子

息、祖父、⺟方の伯父、孫、義理の兄弟、さらにほかの親族たちが、命も財産をも捨て息、祖父、⺟方の伯父、孫、義理の兄弟、さらにほかの親族たちが、命も財産をも捨て息、祖父、⺟方の伯父、孫、義理の兄弟、さらにほかの親族たちが、命も財産をも捨て息、祖父、⺟方の伯父、孫、義理の兄弟、さらにほかの親族たちが、命も財産をも捨て

る覚悟で私のまえに立っている。そる覚悟で私のまえに立っている。そる覚悟で私のまえに立っている。そる覚悟で私のまえに立っている。それでも、彼らを殺そうとまでしなくてもいいのではれでも、彼らを殺そうとまでしなくてもいいのではれでも、彼らを殺そうとまでしなくてもいいのではれでも、彼らを殺そうとまでしなくてもいいのでは

ないか。私が彼らを殺さなければ、彼らが私を殺すことはわかっている。だとしても、ないか。私が彼らを殺さなければ、彼らが私を殺すことはわかっている。だとしても、ないか。私が彼らを殺さなければ、彼らが私を殺すことはわかっている。だとしても、ないか。私が彼らを殺さなければ、彼らが私を殺すことはわかっている。だとしても、

私は殺したくない。全生命体を維持される者よ。この国はもとより、たとえ三界と引き私は殺したくない。全生命体を維持される者よ。この国はもとより、たとえ三界と引き私は殺したくない。全生命体を維持される者よ。この国はもとより、たとえ三界と引き私は殺したくない。全生命体を維持される者よ。この国はもとより、たとえ三界と引き

替えにしても、私は彼らと戦うつもりはない。ドゥリタラーシュトラの息子たちを殺し替えにしても、私は彼らと戦うつもりはない。ドゥリタラーシュトラの息子たちを殺し替えにしても、私は彼らと戦うつもりはない。ドゥリタラーシュトラの息子たちを殺し替えにしても、私は彼らと戦うつもりはない。ドゥリタラーシュトラの息子たちを殺し

てどんな喜びが得られるというのか。てどんな喜びが得られるというのか。てどんな喜びが得られるというのか。てどんな喜びが得られるというのか。 

 

解解解解 説説説説  アルジュナはここで主クリシュナを「ゴーヴィンダ」と呼んでいます。クリシュ

ナが牛や感覚のあらゆる喜びの対象だからです。この重要な言葉を使うことで、自分の感覚

を満たしてくれるものをクリシュナにわかってほしいと思っているのです。しかし、ゴーヴ

ィンダは私たちの感覚を満たすためにいるのではありません。逆に、私たちがゴーヴィンダ

の感覚を満たそうとすれば、おのずと私たちの感覚も満たされます。だれでも自分の感覚を

満たそうとしており、神がそれを叶えてくれる、と考えています。主は、受けとるにふさわ

しい分だけ授けますが、むやみに欲しがる者には授けません。しかしその反対に、自分の感

覚を満たすのではなくゴーヴィンダの感覚を満たそうとすれば、ゴーヴィンダの恩寵で、私

たちの望みはすべて満たされます。社会や家族を思うアルジュナの深い愛情がこの節で描写

されていますが、それは彼らを思いやる自然な同情心です。だから戦うつもりがないのです。

自分の富を友人や親族と分かちあう気持ちはだれにでもありますが、アルジュナは、彼らが

死んでしまえば富は共有できなくなる、と恐れています。これが典型的な物質的推測です。

しかし超越的な生活は違います。献愛者は主の望みを満たしたいと考えていますから、主が

望んでいればどんな富でも受けいれて主のために使いますが、そうでなければ、わずかな富

でも受けいれるべきではありません。アルジュナは親族を殺したくなかったし、殺す必要が

あるならクリシュナが手をくだせばいい、と思いました。この時点でアルジュナは、彼らは

すでに戦場に来るまえに殺されており、自分はクリシュナの道具になりさえすればよかった

という計画を知りませんでした。この事実はこれからの節で明らかにされていきます。アル

ジュナは主に自然な愛情を持つ献愛者でしたから、極悪非道のいとこや兄弟らに仕返しをす

るつもりはなかったのですが、彼らが殺されのはすべて主の計画でした。主の献愛者は自分

を傷つけた罪人にでさえ仕返しはしませんが、主のほうは、悪人が献愛者を傷つける非道な

行為には耐えられません。主は、自分のことなら人を許しても、献愛者を傷つける者は決し

て許さない。だから主は、たとえアルジュナは許すつもりでも、この極悪人たちを殺すこと

を決めていたのです。 
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第第第第36363636節節節節        PaaPaMaevaé[YaedSMaaNhTvETaaNaaTaTaaiYaNa"         ) 
TaSMaaàahaR  vYa&  hNTau& DaaTaRraí¥aNSabaNDavaNa( ) 
SvJaNa& ih k-Qa& hTva Saui%Na" SYaaMa MaaDav )) 36 )) 

 

päpam eväçrayed asmän 

hatvaitän ätatäyinaù 

tasmän närhä vayaà hantuà 

dhärtaräñörän sa-bändhavän 

sva-janaà hi kathaà hatvä 

sukhinaù syäma mädhava 
 päpam—悪; eva—確かに; äçrayet—〜に出会うに違いない; asmän—私達を; hatvä—殺すこ

とで; etän—これらすべて; ätatäyinaù—侵略者; tasmät—ゆえに; na—決して〜ない; arhäù—当

然受けるべき; vayam—私達; hantum—殺すこと; dhärtaräñörän—ドゥリタラーシュトラの息子

達; sa-bändhavän—友人達と共に; sva-janam—親族; hi—確かに; katham—どのように; hatvä—

殺すことで; sukhinaù—幸福な; syäma—〜になるだろうか; mädhava—おおクリシュナよ、幸運

の女神の夫よ。 

 

訳訳訳訳     このような侵略者を殺せばこのような侵略者を殺せばこのような侵略者を殺せばこのような侵略者を殺せば、我々は罪に征服されるだろう。だから、ドゥリタラ、我々は罪に征服されるだろう。だから、ドゥリタラ、我々は罪に征服されるだろう。だから、ドゥリタラ、我々は罪に征服されるだろう。だから、ドゥリタラ

ーシュトラの息子たち、我々の友人たちを殺すのは正しい行為とは言えない。幸運の女ーシュトラの息子たち、我々の友人たちを殺すのは正しい行為とは言えない。幸運の女ーシュトラの息子たち、我々の友人たちを殺すのは正しい行為とは言えない。幸運の女ーシュトラの息子たち、我々の友人たちを殺すのは正しい行為とは言えない。幸運の女

神、クリシュナよ。親族を殺してなにが得られるだろうか、そしてはたして幸せになれ神、クリシュナよ。親族を殺してなにが得られるだろうか、そしてはたして幸せになれ神、クリシュナよ。親族を殺してなにが得られるだろうか、そしてはたして幸せになれ神、クリシュナよ。親族を殺してなにが得られるだろうか、そしてはたして幸せになれ

るだろうか。るだろうか。るだろうか。るだろうか。 

 

解解解解 説説説説  ヴェーダには６種類の侵略者が述べられています。(1) 毒を盛る者、(2)、家に放

火する者、 (3)殺傷力のある武器で攻撃する者、 (4)他人の財産を略奪する者、 (5)他人の

土地を不法占拠する者、 (6)他人の妻を誘拐する者。このような侵略者はすぐさま殺されて

しかるべきであり、その行為から罪が発生することはありません。そのような侵略者を殺す

ことは一般人にも許されていますが、アルジュナはふつうの人間ではありませんでした。神

聖な気質をそなえた人物だったため、たとえ敵でも神聖な基準に照らして判断したいと考え

ていました。しかし、その「神聖な気質」はクシャトリヤには似つかわしくありません。国

を治める人物には確かに神聖な気質も必要でしょうが、臆病風に吹かれるわけにはいきませ

ん。たとえば、主ラーマは、現代に生きる人々でさえ主ラーマの王国（ラーマ・ラージャ）

に住みたいと思うほど神聖な人物でしたが、臆病さなどみじんも見せたことがありません。

ラーヴァナはラーマの妻を誘拐した侵略者であり、主ラーマは世界の歴史に類をみないほど

の厳罰を与えました。しかしアルジュナの場合、特殊な事情を考慮しなくてはなりません。
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その侵略者が、自分の祖父、教師、友人、息子、孫たちだったからです。そのためアルジュ

ナは、ふつうの侵略者に科す厳罰をあてはめるべきではないと考えました。さらに、神聖な

人物は許容心も持たなくてはなりません。神聖な気質をそなえる人物が持つべきそのような

気質は、政治的な緊急事態よりも重要です。アルジュナは、政治的な理由で親族を殺すより

も、宗教原則と神聖な対応にもとづいて敵を許したほうがいい、と考えていました。はかな

い肉体の幸福を基準にして人を殺してもなんの益にもならない、と考えたのでした。結局、

王国にしても、また王国から得られる喜びも永遠ではないのですから、親族を殺してまでそ

のような喜びと自分の命と永遠な解放を引き替えにするほどの価値があるのでしょうか。こ

の状況で、アルジュナがクリシュナを「マーダヴァ（Mädhava）」と呼んだことには重要な

意味がこめられています。幸運の女神の夫であるクリシュナに言いたかったのは、不運な結

果に終わるようなことを押しつけるべきではない、という点にあります。しかし、クリシュ

ナはだれも不運な目にあわせることはしません。自分の献愛者ならばなおさらです。 

 

第第第第37373737−−−−38383838節節節節                        YaÛPYaeTae  Na  PaXYaiNTa  l/ae>aaePahTaceTaSa" ) 
ku-l/+aYak*-Ta&  daez&  iMa}ad]aehe c PaaTak-Ma( )) 37 )) 
k-Qa& Na jeYaMaSMaai>a" PaaPaadSMaaiàviTaRTauMa( ) 
ku-l/+aYak*-Ta&    daez&   Pa[PaXYaiÙJaRNaadRNa )) 38 )) 

 

yady apy ete na paçyanti 

lobhopahata-cetasaù 

kula-kñaya-kåtaà doñaà 

mitra-drohe ca pätakam 
 

kathaà na jïeyam asmäbhiù 

päpäd asmän nivartitum 

kula-kñaya-kåtaà doñaà 

prapaçyadbhir janärdana 

 

 yadi—もし; api—〜でさえ; ete—彼ら; na—〜しない; paçyanti—見る; lobha—貪欲によっ

て; upahata—圧倒されて; cetasaù—彼らの心; kula-kñaya—家族を殺すことに; kåtam—〜し

た; doñam—欠陥; mitra-drohe—友人と言い争うことに; ca—もまた; pätakam—罪の反動; 

katham—なぜ ; na—〜すべきではない ; jïeyam—知られる ; asmäbhiù—私達によって ; 

päpät—罪から; asmät—これら; nivartitum—終えること; kula-kñaya—王朝の破滅において; 

kåtam—〜した; doñam—犯罪; prapaçyadbhiù—見ることのできる者達によって; janärdana—

おおクリシュナ。 
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訳訳訳訳     おおジャナールダナ。彼らは貪欲さに駆られてはいるが、家族を殺したり友人とおおジャナールダナ。彼らは貪欲さに駆られてはいるが、家族を殺したり友人とおおジャナールダナ。彼らは貪欲さに駆られてはいるが、家族を殺したり友人とおおジャナールダナ。彼らは貪欲さに駆られてはいるが、家族を殺したり友人と

争うことに落ち度はどこにもない、と考えている。ならば、家族を破滅させることが犯争うことに落ち度はどこにもない、と考えている。ならば、家族を破滅させることが犯争うことに落ち度はどこにもない、と考えている。ならば、家族を破滅させることが犯争うことに落ち度はどこにもない、と考えている。ならば、家族を破滅させることが犯

罪であると認識できる我々が、このような罪を犯そうとしているのか。罪であると認識できる我々が、このような罪を犯そうとしているのか。罪であると認識できる我々が、このような罪を犯そうとしているのか。罪であると認識できる我々が、このような罪を犯そうとしているのか。 

 

解解解解 説説説説  クシャトリヤは敵方から戦いや賭け事を挑まれても拒まない、とされています。

このような義務に照らすと、ドゥリョーダナの挑戦を受けているアルジュナは戦いを拒めな

かったはずです。このことに関してアルジュナは、その挑戦の結果がどうなるのかを敵方は

知らない、と考えました。しかしアルジュナには恐ろしい結末がわかっていました、だから

その挑戦を受けいれるわけにはいかなかったのです。結果が良ければ義務は果たすべきです

が、そうでなければ果たさなくてもいいはずです。是か非かを考えた末に、アルジュナは戦

わないと決めたのでした。 

 

第第第第39393939節節節節        ku-l/+aYae Pa[<aXYaiNTa ku-l/DaMaaR" SaNaaTaNaa" ) 
DaMaeR  Naíe  ku-l&/ k*-TòMaDaMaaeR_i>a>avTYauTa )) 39 )) 

 

kula-kñaye praëaçyanti 

kula-dharmäù sanätanäù 

dharme nañöe kulaà kåtsnam 

adharmo 'bhibhavaty uta 

 

 kula-kñaye—家族の崩壊において ; praëaçyanti—破滅する ; kula-dharmäù—家族の伝統 ; 

sanätanäù—永遠な ; dharme—宗教 ; nañöe—破壊されて ; kulam—家族 ; kåtsnam—全体 ; 

adharmaù—無宗教; abhibhavati—一変する; uta—〜と言われている。 

 

訳訳訳訳     王家が崩壊すれば、永遠な家族の伝統は失われ、残された家族は無宗教にまきこ王家が崩壊すれば、永遠な家族の伝統は失われ、残された家族は無宗教にまきこ王家が崩壊すれば、永遠な家族の伝統は失われ、残された家族は無宗教にまきこ王家が崩壊すれば、永遠な家族の伝統は失われ、残された家族は無宗教にまきこ

まれていく。まれていく。まれていく。まれていく。 

 

解解解解 説説説説        ヴァルナーシュラマ制度では、家族の一人一人が正しく成⻑し、精神的価値が理

解できるよう多くの宗教上の原則が用意されています。年⻑者は、誕生から死まで続けられ

る家族を浄化させる方法を守る責任があります。しかし、そのような年⻑者が死ねば、家族

の伝統的な浄化法は絶え、残された若者は無宗教的な習慣にまきこまれ、精神的な解放の機

会を失ってしまいます。ですから、どのような理由があっても、家族の年⻑者を殺すことは

許されません。 
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第第第第40404040節節節節        ADaMaaRi>a>avaTk*-Z<a Pa[duZYaiNTa ku-l/iñYa" ) 
ñqzu  duíaSau  vaZ<aeRYa  JaaYaTae v<aRSaªr" )) 40 )) 

 

adharmäbhibhavät kåñëa 

praduñyanti kula-striyaù 

stréñu duñöäsu värñëeya 

jäyate varëa-saìkaraù 
 

 adharma—無宗教; abhibhavät—顕著になって; kåñëa—おおクリシュナ; praduñyanti—穢

（けが）される; kula-striyaù—家族の女性達; stréñu—女性によって; duñöäsu—穢されて; 

värñëeya—おおヴシリュニの子孫よ; jäyate—存在し始める; varëa-saìkaraù—望ましくない

子孫。 

 

訳訳訳訳     クリシュナ、ヴリシュニの子孫よ。無宗教が家族のなかにはびこれば、女性たちクリシュナ、ヴリシュニの子孫よ。無宗教が家族のなかにはびこれば、女性たちクリシュナ、ヴリシュニの子孫よ。無宗教が家族のなかにはびこれば、女性たちクリシュナ、ヴリシュニの子孫よ。無宗教が家族のなかにはびこれば、女性たち

は穢れ、堕落し、やがて望ましくない子孫が生まれてくる。は穢れ、堕落し、やがて望ましくない子孫が生まれてくる。は穢れ、堕落し、やがて望ましくない子孫が生まれてくる。は穢れ、堕落し、やがて望ましくない子孫が生まれてくる。 

 

解解解解 説説説説  優れた気質を持つ人々のいる社会が、平和、繁栄、精神的発達に欠かせない基本

原則です。ヴァルナーシュラマの宗教原則は、そのような優れた人々が増え、国や社会が精

神的に高められるよう設計されています。また優れた人々は、女性の純潔さ誠実さにかかっ

ています。子どもは簡単にだまされ、女性も堕落する傾向があります。だからこそ、子ども

も女性も年⻑者に守られなくてはなりません。女性は、さまざまな宗教上の活動にたずさわ

っていれば、不義から守られます。チャーナキャ・パンディタは「女性は知性がそれほど高

くなく、信頼できない」という格言を残しています。ですから、宗教の活動を含むさまざま

な家族の伝統に女性を導いていれば、その貞操や信仰心からヴァルナーシュラマ制度に従え

る優れた子孫が誕生します。しかしヴァルナーシュラマ・ダルマが衰退すれば、自然に女性

たちは男性たちと自由に交わり、望ましくない人間を作りだされる危険を承知で、不義な関

係がはびこるようになります。さらに無責任な男たちが社会に不倫関係を誘発させ、望まし

くない子どもたちがはびこり、果ては戦争や疫病という危険な状態に陥っていくのです。 

 

第第第第41414141節節節節           Saªrae  Nark-aYaEv  ku-l/ganaNaa& ku-l/SYa c ) 
PaTaiNTa iPaTarae ùeza& lu/áiPa<@aedk-i§-Yaa" )) 41 )) 

 

saìkaro narakäyaiva 

kula-ghnänäà kulasya ca 
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patanti pitaro hy eñäà 

lupta-piëòodaka-kriyäù 

 

 saìkaraù—そのような望ましくない子ども達; narakäya—地獄のような生活を作り出す; 

eva—確かに; kula-ghnänäm—家族の殺害者達のために; kulasya—家族のために; ca—もまた; 

patanti—堕落する; pitaraù—先祖達; hi—確かに; eñäm—彼らの; lupta—止められて; piëòa—

食べ物を捧げることの; udaka—そして水; kriyäù—執行。 

 

訳訳訳訳     望ましくない人間がふえれば、家族にとって、そして家族の伝統を破壊する者た望ましくない人間がふえれば、家族にとって、そして家族の伝統を破壊する者た望ましくない人間がふえれば、家族にとって、そして家族の伝統を破壊する者た望ましくない人間がふえれば、家族にとって、そして家族の伝統を破壊する者た

ちにとって悲惨な生活が待っている。食べ物や水の供物が途絶えるため、堕落した家族ちにとって悲惨な生活が待っている。食べ物や水の供物が途絶えるため、堕落した家族ちにとって悲惨な生活が待っている。食べ物や水の供物が途絶えるため、堕落した家族ちにとって悲惨な生活が待っている。食べ物や水の供物が途絶えるため、堕落した家族

の先祖も最悪の生活へと転落していく。の先祖も最悪の生活へと転落していく。の先祖も最悪の生活へと転落していく。の先祖も最悪の生活へと転落していく。 

 

解解解解 説説説説  果報的活動のための規定原則では、先祖に食べ物や水を定期的に捧げることが定

められています。これはヴィシュヌの崇拝をとおしてなされるものです。ヴィシュヌに捧げ

られた食べ物の残りを食べれば、あらゆる罪の反動から救われるからです。先祖はさまざま

な罪の反動で苦しんでいることがあり、なかには肉体を得られずに幽霊という希薄な体のま

まさまよっている魂がいます。ですから、プラサーダムという主の食べた食べ物を子孫が先

祖に捧げれば、幽霊の体から、あるいは地獄の苦しみから救うことができます。先祖を救う

ことが家族に課せられた義務であり、献愛奉仕をしていない子孫は先祖を供養する儀式をし

なくてはなりません。もちろん、献愛奉仕をしていればそのような責務はありません。ただ

献愛奉仕を実践するだけで、何百・何千代もの先祖を苦境から救いだすことができます。『シ

ュリーマド・バーガヴァタム』（第11編・第５章・第41節）で言われています。 

 

devarñi-bhütäpta-nåëäà pitèëäà 

na kiìkaro näyam åëé ca räjan 

sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaà 

gato mukundaà parihåtya kartam 

 

 「献愛奉仕に真剣に取りくみ、義務をことごとく捨てさり、解放を授けるムクンダの蓮華

の御足に身を委ねた者は、一切の義務、半神、聖者、一般の生命体、家族、人類、先祖への

責務から免れる」。そのような義務は最高人格主神に献愛奉仕をすることで、ひとりでに満

たされるのです。 
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第第第第42424242節節節節                      daezEreTaE"    ku-l/ganaNaa&    v<aRSaªrk-arkE-" ) 
oTSaaÛNTae JaaiTaDaMaaR" ku-l/DaMaaRê XaaìTaa" )) 42 )) 

 

doñair etaiù kula-ghnänäà 

varëa-saìkara-kärakaiù 

utsädyante jäti-dharmäù 

kula-dharmäç ca çäçvatäù 
 

 doñaiù—そのような欠陥によって; etaiù—これらすべて; kula-ghnänäm—家族の破壊者達

の; varëa-saìkara—望ましくない子ども達の; kärakaiù—原因であるもの; utsädyante—荒廃

する; jäti-dharmäù—社会事業; kula-dharmäù—家族の伝統; ca—もまた; çäçvatäù—永遠な。 

 

訳訳訳訳        家族の伝統を破壊する邪悪な行為と、そして望ましくない子孫を作りだすことで、家族の伝統を破壊する邪悪な行為と、そして望ましくない子孫を作りだすことで、家族の伝統を破壊する邪悪な行為と、そして望ましくない子孫を作りだすことで、家族の伝統を破壊する邪悪な行為と、そして望ましくない子孫を作りだすことで、

国作りのための構想も、家族の幸せを呼ぶ活動もすべて荒廃していく。国作りのための構想も、家族の幸せを呼ぶ活動もすべて荒廃していく。国作りのための構想も、家族の幸せを呼ぶ活動もすべて荒廃していく。国作りのための構想も、家族の幸せを呼ぶ活動もすべて荒廃していく。 

 

解解解解 説説説説        幸せな家庭を築き、社会を４つの階級にもとづいて構築する計画は、もともと人

類がやがて解放されるよう設計されています。サナータナ・ダルマ、あるいはヴァルナーシ

ュラマ・ダルマという制度がそのことを明確に定義しています。ですから、無責任な社会の

指導者たちのためにサナータナ・ダルマの伝統は破壊され、社会が混乱してしまえば、人々

は人生の目的、すなわちヴィシュヌを忘れてしまいます。そのような指導者は正しい視力を

失った盲人であり、そのあとに従う人々も混乱に陥ります。 

 

第第第第43434343節節節節                                                              oTSaàku-l/DaMaaR<aa& MaNauZYaa<aa& JaNaadRNa ) 
Narke-  iNaYaTa&  vaSaae >avTaqTYaNauéué[uMa )) 43 )) 

 

utsanna-kula-dharmäëäà 

manuñyäëäà janärdana 

narake niyataà väso 

bhavatéty anuçuçruma 

 

 utsanna—腐敗させる; kula-dharmäëäm—家族の伝統を持つ者達の; manuñyäëäm—そのよ

うな者達の; janärdana—おおクリシュナ; narake—地獄に; niyatam—いつも; väsaù—住居; 

bhavati—そのようになる; iti—こうして; anuçuçruma—師弟継承を通して私は聞いた。 
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訳訳訳訳     おおクリシュナ。人々を維持する者よ。私は師弟継承をとおして学んだおおクリシュナ。人々を維持する者よ。私は師弟継承をとおして学んだおおクリシュナ。人々を維持する者よ。私は師弟継承をとおして学んだおおクリシュナ。人々を維持する者よ。私は師弟継承をとおして学んだ――――――――家族家族家族家族

の伝統を破壊する者は、いつも地獄に住む、と。の伝統を破壊する者は、いつも地獄に住む、と。の伝統を破壊する者は、いつも地獄に住む、と。の伝統を破壊する者は、いつも地獄に住む、と。 

 

解解解解 説説説説  アルジュナは自分の経験に頼っているのではなく、権威者から聞いたことを根拠

にして話しています。それが知識を受けいれる正しい方法です。知識に立脚している正しい

人物の助けがなければ、真の知識に支えられた境地には到達できません。ヴァルナーシュラ

マ制度には、死ぬまえに罪を償うプラーヤシュチッタ（präyaçcitta）という方法が用意され

ています。罪なことを繰りかえしてきた人は、その方法に従って罪を償わなくてはなりませ

ん。それができなければ、地獄の惑星に送られ、罪な行ないの結果として苦痛に満ちた生活

を強いられます。 

 

第第第第44444444節節節節        Ahae bTa MahTPaaPa& k-Tau| VYaviSaTaa vYaMa(  ) 
Yad]aJYaSau%l/ae>aeNa  hNTau&   SvJaNaMauÛTaa" )) 44 )) 

 

aho bata mahat päpaà 

kartuà vyavasitä vayam 

yad räjya-sukha-lobhena 

hantuà sva-janam udyatäù 

 

 aho—ああ！; bata—なんと奇妙な; mahat—大きな; päpam—罪; kartum—実行すること; 

vyavasitäù—決心して; vayam—私達; yat—なぜなら; räjya-sukha-lobhena—王室の幸福を貪欲

に求めて; hantum—殺すために; sva-janam—親族; udyatäù—〜しようとしている。 

 

訳訳訳訳     ああ、クリシュナ！ああ、クリシュナ！ああ、クリシュナ！ああ、クリシュナ！    大罪を覚悟で戦おうとするとは、我々はなんという常軌を大罪を覚悟で戦おうとするとは、我々はなんという常軌を大罪を覚悟で戦おうとするとは、我々はなんという常軌を大罪を覚悟で戦おうとするとは、我々はなんという常軌を

逸したことをしようとしているのだろう！逸したことをしようとしているのだろう！逸したことをしようとしているのだろう！逸したことをしようとしているのだろう！    王家の幸福を楽しもうとする貪欲さに突き王家の幸福を楽しもうとする貪欲さに突き王家の幸福を楽しもうとする貪欲さに突き王家の幸福を楽しもうとする貪欲さに突き

うごかされて、自分の親族を殺そうとしているのだ。うごかされて、自分の親族を殺そうとしているのだ。うごかされて、自分の親族を殺そうとしているのだ。うごかされて、自分の親族を殺そうとしているのだ。 

 

解解解解 説説説説  利己的な衝動に駆られて、兄弟、父、⺟を殺すという罪を犯す人たちがいます。

世界中の歴史にそのような史実が数多く残されています。しかし、アルジュナは主の神聖な

気質をそなえた献愛者で、つねに倫理を重んじた人物ですから、忌まわしい活動を避けよう

としています。 

 

第第第第45454545節節節節            Yaid   MaaMaPa[Taqk-arMaXañ&   XañPaa<aYa" ) 
DaaTaRraí¥a r<ae hNYauSTaNMae +aeMaTar& >aveTa( )) 45 )) 
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yadi mäm apratékäram 

açastraà çastra-päëayaù 

dhärtaräñörä raëe hanyus 

tan me kñemataraà bhavet 

 

 yadi—たとえ〜でも; mäm—私を; apratékäram—抵抗することなく; açastram—充分に武装

することなく; çastra-päëayaù—手に武器を持つ者達; dhärtaräñöräù—ドゥリタラーシュトラ

の息子達 ; raëe—戦場で ; hanyuù—殺すことができる ; tat—それ ; me—私にとって ; 

kñema-taram—より良い; bhavet—〜だろう。 

 

訳訳訳訳     ドゥリタラーシュトラの息子たちが武器を手に襲いかかってきても、丸腰で、無ドゥリタラーシュトラの息子たちが武器を手に襲いかかってきても、丸腰で、無ドゥリタラーシュトラの息子たちが武器を手に襲いかかってきても、丸腰で、無ドゥリタラーシュトラの息子たちが武器を手に襲いかかってきても、丸腰で、無

抵抗のまま殺されるほうがよほどましだ。抵抗のまま殺されるほうがよほどましだ。抵抗のまま殺されるほうがよほどましだ。抵抗のまま殺されるほうがよほどましだ。 

 

解解解解 説説説説  クシャトリヤの戦闘原則では、武器をもたず、戦う意志のない者を攻撃すること

は禁じられています。しかしアルジュナは、そのような窮地にあって敵に攻撃されても戦わ

ない、と決心していました。敵がどれほど戦闘意欲に燃えていようとかまわなかったのです。

このような気持ちの表われは、主の偉大な献愛者であるがゆえの心優しさにほかなりません。 

 

第第第第46464646節節節節                                                        SaÅYa ovac 
WvMau¤-aJauRNa" Sa&:Yae rQaaePaSQa oPaaivXaTa( ) 
ivSa*JYa  SaXar&  caPa&  Xaaek-Sa&ivGanMaaNaSa" )) 46 )) 

 

saïjaya uväca 

evam uktvärjunaù saìkhye 

rathopastha upäviçat 

visåjya sa-çaraà cäpaà 

çoka-saàvigna-mänasaù 

 

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

アルジュナ; saìkhye—戦場で; ratha—馬車の; upasthe—席の上で; upäviçat—再び座った; 

visåjya—横に置いている; sa-çaram—矢と共に; cäpam—弓; çoka—嘆きによって; saàvigna—

困惑して; mänasaù—心の中で。 
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訳訳訳訳     サンジャヤが言った。「戦場でそのように語ったアルジュナは、弓と矢をかたわサンジャヤが言った。「戦場でそのように語ったアルジュナは、弓と矢をかたわサンジャヤが言った。「戦場でそのように語ったアルジュナは、弓と矢をかたわサンジャヤが言った。「戦場でそのように語ったアルジュナは、弓と矢をかたわ

らに置き、悲しみにうちひしがれて馬車の上で座りこみました」らに置き、悲しみにうちひしがれて馬車の上で座りこみました」らに置き、悲しみにうちひしがれて馬車の上で座りこみました」らに置き、悲しみにうちひしがれて馬車の上で座りこみました」 

 

解解解解 説説説説        敵の状況を見つめていたアルジュナは、馬車の上で立ち上がりましたが、あまり

の悲しみのためにふたたび座りこみ、弓も矢も横に投げだしました。主に献愛奉仕をしてい

るアルジュナのような優しさと哀れみに満ちた人物こそ、自己の知識を授かるにふさわしい

のです。 

 

 これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマドゥ・バガヴァッド・ギーター』、第

１章、「クルクシェートラの戦場に集結した両軍の視察」に関する要旨解説を終了します。 

 


