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第７章第７章第７章第７章 

 

絶対者に関する知識絶対者に関する知識絶対者に関する知識絶対者に関する知識 

 

第１節第１節第１節第１節                                                        é[q>aGavaNauvac 
MaYYaaSa¢-MaNaa"  PaaQaR  YaaeGa& YauÅNMadaé[Ya" ) 
ASa&XaYa& SaMaGa]& Maa& YaQaa jaSYaiSa TaC^*<au )) 1 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

mayy äsakta-manäù pärtha 

yogaà yuïjan mad-äçrayaù 

asaàçayaà samagraà mäà 

yathä jïäsyasi tac chåëu 
 

çré-bhagavän uväca—最高主が言った ; mayi—私に ; äsakta-manäù—執着した心 ; 

pärtha—プリターの子よ; yogam—自己の悟り; yuïjan—修練している; mat-äçrayaù—私

を意識して（クリシュナ意識）; asaàçayam—疑いなく; samagram—完全に; mäm—私を; 

yathä—どのように; jïäsyasi—あなたは知ることができる; tat—それ; çåëu—聞こうとする。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。最高人格主神が言いました。最高人格主神が言いました。最高人格主神が言いました。「さてプリターの「さてプリターの「さてプリターの「さてプリターの子よ。よく聞いてほしい。わたし子よ。よく聞いてほしい。わたし子よ。よく聞いてほしい。わたし子よ。よく聞いてほしい。わたし

を完全に意識し、わたしを完全に意識し、わたしを完全に意識し、わたしを完全に意識し、わたしに執着したに執着したに執着したに執着した心でヨーガを修練し、疑いを晴らして心でヨーガを修練し、疑いを晴らして心でヨーガを修練し、疑いを晴らして心でヨーガを修練し、疑いを晴らしてわたしを完全わたしを完全わたしを完全わたしを完全

に理解に理解に理解に理解するするするするということを」ということを」ということを」ということを」 

 

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』のこの第７章で、クリシュナ意識の本質が充分

に説明されます。主クリシュナはあらゆる富を完全にそなえた方であり、その富をどのよう

に表わしているのかを説明しています。また、クリシュナに執着する４種類の人々、クリシ

ュナを決して求めない４種類の不運な人々についてもこの章で述べられていきます。 

 『バガヴァッド・ギーター』の最初の６つの章では、生命体は物質ではなく精神的な魂で

あること、そしてさまざまなヨーガを修練することで悟りの境地に高められること、などが
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説明されました。第６章の終わりでは、クリシュナに心をしっかりと集中させること、つま

りクリシュナ意識でいることが全ヨーガの頂点であることが明言されました。心をクリシュ

ナに集中させることで絶対真理者を完全に知ることができますが、その以外の方法ではでき

ません。非人格のブラフマジョーティあるいは局所的パラマートマーは、絶対真理者を完璧

に関する完璧な知識ではありません。部分的な悟りです。完全で科学的な知識がクリシュナ

であり、すべてはクリシュナ意識の人にしめされます。完全なクリシュナ意識にいれば、ク

リシュナこそが疑いをすべて越えた窮極の知識であることがわかります。さまざまなヨーガ

はクリシュナ意識の道にいたる飛び石にすぎません。クリシュナ意識からすぐに始める人は、

ブラフマジョーティもパラマートマーも自然に、しかも完全に悟ることができます。クリシ

ュナ意識というヨーガを修練することで、すべてを完全に――すなわち絶対真理者、生命体、

物質自然界、そしてそのさまざまな環境も――理解することができます。 

ですから、第６章の最後の節で言われているようにヨーガをはじめなくてはなりません。

心をクリシュナ・最高主に集中させることは、９つのさまざまな形で、とりわけシュラヴァ

ナンという筆頭・最重要の方法で可能になります。ですから主はアルジュナに、tac chåëu

（タチ チリヌ）「わたしから聞きなさい」と言っています。だれであろうとクリシュナに優る

権威者はいませんし、主から話を聞くことで、完璧にクリシュナ意識になれる最高の機会を

さずかります。ですから、クリシュナから直接、あるいはクリシュナの純粋な献愛者から聞

く必要があります――献愛者ではない、学術教育で横柄になっている成り上がり者から聞く

ものではありません。 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』の第１編の第２章では、クリシュナ・至高人格主神を

理解する方法が次のように述べられています。 
 

çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù 

puëya-çravaëa-kértanaù 

hådy antaù-stho hy abhadräëi 

vidhunoti suhåt satäm 
 

nañöa-präyeñv abhadreñu 

nityaà bhägavata-sevayä 

bhagavaty uttama-çloke 

bhaktir bhavati naiñöhiké 
 

tadä rajas-tamo-bhäväù 

käma-lobhädayaç ca ye 
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ceta etair anäviddhaà 

sthitaà sattve prasédati 
 

evaà prasanna-manaso 

bhagavad-bhakti-yogataù 

bhagavat-tattva-vijïänaà 

mukta-saìgasya jäyate 
 

bhidyate hådaya-granthiç 

chidyante sarva-saàçayäù 

kñéyante cäsya karmäëi 

dåñöa evätmanéçvare 
 

 「ヴェーダ経典をとおしてクリシュナについて聞き、『バガヴァッド・ギーター』をとお

して主から直接聞くことそのものが徳の活動である。そして、クリシュナのことを聞く者に、

すべての心に住む主クリシュナは、主についていつも聞こうとする献愛者たちに対し、最善

の結果をさずけ、そして清めてくれる。こうして、かれらは眠っていた超越的な知識を自然

によみがえらせる。『シュリーマド・バーガヴァタム』や献愛者からクリシュナについて聞

けば聞くほど、主への献愛奉仕を着実にできるようになる。献愛奉仕に高められることで、

激情と無知の様式から解放され、やがて欲情や貪欲は薄らいでいく。これらの不純な要素が

洗いながされれば、完成を目指すその候補者は純粋な徳の境地に安定され、献愛奉仕によっ

て充実し、神の科学を完璧に理解する。こうしてバクティ・ヨーガが、物質的な病という堅

い結び目を切りおとし、asaàçayaà-samagram（アサンムシャヤンム・サマグランム）という最高絶

対真理者・人格主神の理解の境地に到達するのである」（『シュリーマド・バーガヴァタム』

第１編・第２章・第17-21節）。 

このように、クリシュナから、そしてクリシュナ意識の献愛者から話を聞くことで、クリ

シュナの科学を理解することができます。 

 

第２節第２節第２節第２節                                jaNa&  Tae_h&  SaivjaNaiMad&  v+YaaMYaXaezTa" ) 
YaJjaTva Naeh >aUYaae_NYaJjaTaVYaMaviXaZYaTae )) 2 )) 

 

jïänaà te 'haà sa-vijïänam 

idaà vakñyämy açeñataù 

yaj jïätvä neha bhüyo 'nyaj 

jïätavyam avaçiñyate 
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jïänam—自然現象界の知識; te—あなたに; aham—私; sa—〜と共に; vijïänam—超自

然的知識; idam—これ; vakñyämi—説明しよう; açeñataù—完全に; yat—〜であるもの; 

jïätvä—知ること; na—ではない; iha—この世界で; bhüyaù—さらに; anyat—それ以上の

何か; jïätavyam—知ることができる; avaçiñyate—残る。 
 

訳訳訳訳  これから、現象世界（物質界）と超現象世界（精神界）に関する知識をすべて説明これから、現象世界（物質界）と超現象世界（精神界）に関する知識をすべて説明これから、現象世界（物質界）と超現象世界（精神界）に関する知識をすべて説明これから、現象世界（物質界）と超現象世界（精神界）に関する知識をすべて説明

する。この知識を理解すれば、これ以上知るべきことはなにもなする。この知識を理解すれば、これ以上知るべきことはなにもなする。この知識を理解すれば、これ以上知るべきことはなにもなする。この知識を理解すれば、これ以上知るべきことはなにもない。い。い。い。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        完璧な知識には、自然現象界、その背後にある精神界、その両方の源が含ま

れます。これが超越的な知識です。いま主は、親しい献愛者で友人だったアルジュナにこの

知識を説明しようとしています。主は第４章のはじめでそのことを説明しましたが、あらた

めてここで断言しています――完璧な知識は、主から伝わる師弟継承上にいる献愛者だけか

らさずかるもの、と。ですから私たちは、瞑想の唯一の対象者である主クリシュナ――すべ

ての原因の原因、すべての知識の源――を理解できる知性をそなえなくてはなりません。す

べての原因の原因がわかれば、理解できるものをすべて理解し、そして未知の知識はすべて

明らかになっていきます。ヴェーダ（『ムンダカ・ウパニシャッド』第１章・第３節）がこ

のことについてkasminn u bhagavo vijïäte sarvam idaà vijïätaà bhavatiと述べていま

す。 

 
第２節第２節第２節第２節                                    MaNauZYaa<aa&  Sahóezu   k-iêÛTaiTa  iSaÖYae ) 

YaTaTaaMaiPa iSaÖaNaa&  k-iêNMaa& veita TatvTa" )) 3 )) 
 

manuñyäëäà sahasreñu 

kaçcid yatati siddhaye 

yatatäm api siddhänäà 

kaçcin mäà vetti tattvataù 
 

manuñyäëäm—人間達の; sahasreñu—何千もの中で; kaçcit—誰か; yatati—努力する; 

siddhaye—完成を求めて ; yatatäm—そのように努力している者達の ; api—実際に ; 

siddhänäm—完璧さを達成した者達の; kaçcit—誰か; mäm—私を; vetti—知っている; 

tattvataù—実際に。 
 

訳訳訳訳     無数の人間のなかの一人が完璧な境地を求めて努力し、そしてその境地をじっさ無数の人間のなかの一人が完璧な境地を求めて努力し、そしてその境地をじっさ無数の人間のなかの一人が完璧な境地を求めて努力し、そしてその境地をじっさ無数の人間のなかの一人が完璧な境地を求めて努力し、そしてその境地をじっさ

いに達成した者たちのなかでも、わたしをほんとうに知る者はほとんどいない。いに達成した者たちのなかでも、わたしをほんとうに知る者はほとんどいない。いに達成した者たちのなかでも、わたしをほんとうに知る者はほとんどいない。いに達成した者たちのなかでも、わたしをほんとうに知る者はほとんどいない。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        多種多様な人間がいます。そのなかのほんの一握りの人たちが、超越的な悟

りについて強い関心を持ち、自分とはなにか、肉体とはなにか、そして絶対真理とはなにか、

と知ろうとします。ほとんどの人が、動物の持つ特性、つまり食べること、眠ること、身を

守ること、性的行為を営むことだけにかかわっており、超越的な知識に興味をいだく人はほ

とんどいません。『バガヴァッド・ギーター』の最初の６つの章は、超越的知識、自己の理

解、至高の自己、ギャーナ・ヨーガ、デャーナ・ヨーガ、そして自己と物質の区別による悟

りに関心を寄せる人たちのために用意されています。しかし、クリシュナはクリシュナ意識

の人物だけによって理解される方です。他の超越主義者はブラフマンの悟りまでなら到達す

るかもしれません。クリシュナを理解するよりもかんたんだからです。クリシュナは至高の

人物ですが、同時に、ブラフマンとパラマートマーの悟りを越えた方です。ヨーギーとギャ

ーニーはクリシュナについて学んでも理解できず、混乱するばかりです。非人格論者の第一

人者であるシュリーパーダ・シャンカラーチャーリャは『バガヴァッド・ギーター』の解説

書で、クリシュナが最高人格主神であることを認めているのですが、従者たちは違った捉え

方をしています。非人格のブラフマンという超越的な悟りを持つ人でさえ、クリシュナを理

解するのはむずかしいからです。 

クリシュナは最高人格主神、すべての原因の原因、そして根源の主ゴーヴィンダです。

Éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù/ anädir ädir govindaù 

sarva-käraëa-käraëam（イーシュヴァラハ パラマハ クリシュナハ サッチドゥ・アーナンダ・ヴィグラハハ

／アナーディル アーディル ゴーヴィンダハ サルヴァ・カーラナ・カーラナンム）。献愛者でなければ、主

を知るのはとてもむずかしいことなのです。かれらは、バクティの道、献愛奉仕はたやすい、

と軽んじるのですが、じっさいにやってみるとできない。バクティの方法がそれほどかんた

んだと言うのであれば、どうしてむずかしい道を選ぶのでしょう。じつは、バクティの道は

それほどかんたんではないのです。バクティの知識も権限もない人々がやってみるいわゆる

バクティはかんたんでしょう、しかし規則と原則に従って実践するとなると、推論に頼る学

者や哲学者はやがてその道から逸れていきます。シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーが

『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』（第１編・第２章・第101節）で書いています。 
 

çruti-småti-puräëädi- 

païcarätra-vidhià vinä 

aikäntiké harer bhaktir 

utpätäyaiva kalpate 
 

 「ウパニシャッド、プラーナ、『ナーラダ・パンチャラートゥラ』のような権威あるヴェ

ーダ経典を無視した主への献愛奉仕は、社会を混乱させる不必要なものである」 
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ブラフマンを悟った非人格論者やパラマートマーを悟ったヨーギーに、⺟ヤショーダーの

子、あるいはアルジュナの御者になったクリシュナ・至高人格主神のことはぜったいにわか

りません。偉大な半神たちでさえ、ときにはクリシュナのことがわからず、混乱することが

あります（muhyanti yat sürayaù）。Mäà tu veda na kaçcana「だれも、わたしの正体を

知らない」と主は言います。そして、主を知る人物がいれば、sa mahätmä su-durlabhaù

「そのような偉大な魂はひじょうに希である」と言います。ですから、主への献愛奉仕を修

練しなければ、どれほど著名な学者や哲学でも、ありのままのクリシュナ（tattvataù・タッ

トゥヴァタハ）は理解できません。純粋な献愛者だけがクリシュナの持つ想像を絶する超越的

な質――すべての原因の原因、全能、富、名声、力、美しさ、知識、放棄心――を少しは理

解できるかもしれません。クリシュナは献愛者に情け深い心を持っているからです。主クリ

シュナは、ブラフマンの悟りの究極の言葉であり、献愛者だけが主をありのままに理解でき

ます。シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーもそう述べています。 
 

ataù çré-kåñëa-nämädi 

na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 

svayam eva sphuraty adaù 
（『チャタンニャ・チャリタームリタ』マデャ 第17章・第136節 引用） 

 

 「鈍感な物質的感覚では、ありのままのクリシュナを理解することはできない。しかし主

は、主に超越的な愛情奉仕をする献愛者には自らをしめす」（『バクティ・ラサームリタ・

シンドゥ』第１編・第２章・第234節）。 
 

第４節第４節第４節第４節                                    >aUiMaraPaae_Nal/ae vaYau" %& MaNaae buiÖrev c ) 
Ahªar  wTaqYa&  Mae  i>aàa   Pa[k*-iTaríDaa )) 4 )) 

 

bhümir äpo 'nalo väyuù 

khaà mano buddhir eva ca 

ahaìkära itéyaà me 

bhinnä prakåtir añöadhä 
 

bhümiù— 土 ; äpaù— 水 ; analaù— 火 ; väyuù— 空 気 ; kham— 空 間 ; manaù— 心 ; 

buddhiù—知性 ; eva—確かに ; ca—そして ; ahaìkäraù—偽の自我 ; iti—このように ; 

iyam—これらすべて; me—私の; bhinnä—分離した; prakåtiù—力; añöadhä—８種類の。 
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訳訳訳訳  土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我――――――――これらが、わたしの分離したこれらが、わたしの分離したこれらが、わたしの分離したこれらが、わたしの分離した

８種類の物質的力を構成している。８種類の物質的力を構成している。８種類の物質的力を構成している。８種類の物質的力を構成している。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        神の科学は、神の本来の境地、そのさまざまな力について分析しています。

物質自然界をプラクリティ（prakåti）、すなわち「主のさまざまなプルシャ化身（拡張体）

の力」といいます。『サトゥヴァタ・タントラ』で次のように述べられています。 
 

viñëos tu tréëi rüpäëi 

puruñäkhyäny atho viduù 

ekaà tu mahataù srañöå 

dvitéyaà tv aëòa-saàsthitam 

tåtéyaà sarva-bhüta-sthaà 

täni jïätvä vimucyate 
 

 「物質界を創造するために、主クリシュナの完全拡張体は３人のヴィシュヌとなって分身

する。最初のヴィシュヌであるマハー・ビシュヌ（Mahä-Viñëu）が、全物質エネルギーの

発生源であるマハトゥ・タットヴァ（mahat-tattva）を創りだす。２番目のガルヴォーダ

カシャーイー・ヴィシュヌ（Garbhodakaçäyé Viñëu）がすべての宇宙に入り、その内部に

多様性を創る。３番目のクシーローダカシャーイー・ヴィシュヌ（Kñérodakaçäyé Viñëu）

はすべての宇宙の至高の魂（パラマートマー）として遍在する。パラマートマーは原子のな

かにでさえ存在する。この３人のヴィシュヌを知る者は、物質的束縛から解放される」 

物質界は主の力の一つの表われです。物質界の機能はすべて、主クリシュナのこの３人の

ヴィシュヌ拡張体によって管理されています。このプルシャは「化身」と呼ばれています。

一般的に、神（クリシュナ）の科学を知らない人は、物質界は自分たち生命体が楽しむため

にあり、その生命体がプルシャ、すなわち物質の力の原因・支配者・楽しむ者である、と考

えています。『バガヴァッド・ギーター』によると、この無神論の結論はまちがっています。

いま取りあげているこの節では、クリシュナが物質現象界の根源であると述べられています。

『シュリーマド・バーガヴァタム』もこの点を確証しています。物質創造界の原材料は主の

分離したエネルギーです。非人格論者が最終目標と考えているブラフマジョーティでさえ、

精神界に表わされている精神的な力の１つにすぎません。ブラフマジョーティのなかには、

ヴァイクンタローカにある精神的な多様性はなく、非人格論者はこのブラフマジョーティを

窮極かつ永遠な目標と考えています。パラマートマーも、クシーローダカシャーイー・ヴィ

シュヌという一時的で遍在する様相の表われであり、精神界で永遠に存在している姿ではあ

りません。ですから、真の絶対真理者は最高人格主神クリシュナです。主は完全なる力の源
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であり、分離したさまざまな力、そして内的力をそなえる方です。 

物質の力・エネルギーのなかで、主要なものとして上記の８種類があります。最初の５つ、

すなわち土・水・火・空気・空間は、五大創造物、あるいは濃密な創造物とされ、そのなか

には５種類の感覚の対象物――音、感触、姿、味、匂い――も含まれています。物質科学者

はこの10の要素を物質界の構成要素と捉え、それ以外の要素は考えていません。別の要素、

つまり心・知性・偽の自我は、物質主義者に無視されています。心理状態を研究する哲学者

も充分な知識をそなえているとは言えません。窮極の源、クリシュナを知らないからです。

偽の自我――物質界の根本原理である「私は〜である」「それは私のものである」という考

え――には物質的な活動を支える10の感覚器官が含まれています。知性は物質創造界全体、

マハトゥ・タットヴァに関連しています。ですから、主から分離した８種類のエネルギーが

24の要素となって表われ、それが無神論哲学のサーンキャの主題となっています。どれも、

本来はクリシュナのエネルギーの副産物であり、また主から分離しているのですが、貧弱な

知識しかない無神論のサーンキャ哲学者は、クリシュナがすべて原因の原因であることを知

りません。サーンキャ哲学の主題は、『バガヴァッド・ギーター』で説明されているように、

クリシュナの外的力の表われにすぎません。 

 
第５節第５節第５節第５節                                    APareYaiMaTaSTvNYaa& Pa[k*-iTa& iviÖ Mae ParaMa( ) 

Jaqv>aUTaa&  Mahabahae  YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa( )) 5 )) 
 

apareyam itas tv anyäà 

prakåtià viddhi me paräm 

jéva-bhütäà mahä-bäho 

yayedaà dhäryate jagat 
 

aparä—劣性の; iyam—これ; itaù—これ以外に; tu—しかし; anyäm—別の; prakåtim—

力; viddhi—ただ理解しようとせよ; me—私の; paräm—優性の; jéva-bhütäm—生命体で構

成されている; mahä-bäho—強力無双の者よ; yayä—〜である者によって; idam—これ; 

dhäryate—利用、あるいは開発される; jagat—物質界。 
 

訳訳訳訳     強力無双のアルジュナよ。これ以外に、わたしの優性の力がある。それは物質の、強力無双のアルジュナよ。これ以外に、わたしの優性の力がある。それは物質の、強力無双のアルジュナよ。これ以外に、わたしの優性の力がある。それは物質の、強力無双のアルジュナよ。これ以外に、わたしの優性の力がある。それは物質の、

そして劣性の自然界の資源を利用している生命体たちのことである。そして劣性の自然界の資源を利用している生命体たちのことである。そして劣性の自然界の資源を利用している生命体たちのことである。そして劣性の自然界の資源を利用している生命体たちのことである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節で明言されているのは、生命体は至高主の優性の自然（あるいは力）

に属している、という点です。劣性の力は、土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我
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というさまざまな要素として表わされた物質です。物質自然、すなわち濃密（土など）と希

薄（心など）な要素はどちらも劣性の力の産物です。この劣性の力をさまざまな目的のため

に利用している生命体たちは至高主の優性の力に属し、この力ゆえに全物質界が機能してい

ます。宇宙現象界は、優性の力である生命体によって動かされなければ、それ自体で機能す

る力はありません。エネルギーがいつでもエネルギー源に依存しているように、生命体はい

つも主に支配されています――独立した存在ではない、ということです。知性のない者たち

が考えるような、どちらも同じであるということは決してありません。生命体と主の違いは、

『シュリーマド・バーガヴァタム』（第10編・第87章・第30節）で次のように説明されて

います。 
 

aparimitä dhruväs tanu-bhåto yadi sarva-gatäs 

tarhi na çäsyateti niyamo dhruva netarathä 

ajani ca yan-mayaà tad avimucya niyantå bhavet 

samam anujänatäà yad amataà mata-duñöatayä 
 

 「至高の永遠なる方よ！ 肉体をまとった生命体がもしあなた様のような永遠かつ遍在す

る存在だすれば、あなた様の支配下に陥ることはないはずです。しかし、生命体があなた様

の持つ小さな力としての立場を受けいれれば、かれらはすぐにあなた様の支配下に置かれま

す。ゆえにほんとうの解放とは、あなた様に喜んで身をゆだねることであり、それができる

生命体は幸せになれます。その本来の立場に戻ればかれらも支配者になります。ですから、

神と生命体はあらゆる面で等しいとする一元論を口にする狭い了見の者たちは、じつはまち

がった、そして穢れた意見にあざむかれているのです」 

至高主クリシュナが唯一の支配者であり、ほかのだれもが主に支配されています。生命体

は主の優性の力に属します。至高主と同じ質をそなえているからです。しかし、力の量につ

いては同じではありません。この優性の力（生命体）は、濃密・希薄な力（物質）を利用し

つつ、自分本来の精神的な心と知性を忘れています。この忘却は、生命体にふりかかってく

る物質の影響によるものです。しかし幻想の力から逃れるとき、ムクティ・解放の境地に到

達します。偽の自我は、幻想の力に翻弄されて「私は物体である、そして私が得たものは私

のものである」と考えます。あらゆる物質的考え（生命体はすべてにおいて神と一つになれ

る、という誤解など）を捨てるとき、生命体は自分本来の立場に目ざめます。ですから、『バ

ガヴァッド・ギーター』は「生命体はクリシュナの無数のエネルギーの１つに過ぎないこと

を確証している」と結論できます。そして、このエネルギーが物質的な穢れを捨てるとき、

完全にクリシュナ意識になって解放されるのです。 
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第６節第６節第６節第６節                                        WTaÛaeNaqiNa   >aUTaaiNa   SavaR<aqTYauPaDaarYa ) 
Ah&  k*-TòSYa JaGaTa" Pa[>av" Pa[l/YaSTaQaa )) 6 )) 

 
etad-yonéni bhütäni 

sarväëéty upadhäraya 

ahaà kåtsnasya jagataù 

prabhavaù pralayas tathä 
 

etat—この２つの特質 ; yonéni—その誕生の源 ; bhütäni—創造されたものすべて ; 

sarväëi—すべて; iti—そのように; upadhäraya—知る; aham—私; kåtsnasya—すべてを含

む; jagataù—世界の; prabhavaù—現象の源; pralayaù—破壊; tathä—〜と同様。 
 

訳訳訳訳  創造されたものすべての源は、この２つの自然である。この世界にある物質的なも創造されたものすべての源は、この２つの自然である。この世界にある物質的なも創造されたものすべての源は、この２つの自然である。この世界にある物質的なも創造されたものすべての源は、この２つの自然である。この世界にある物質的なも

のすべて、精神的なものすべてはわたしによって創りだされ、そして消滅されるというのすべて、精神的なものすべてはわたしによって創りだされ、そして消滅されるというのすべて、精神的なものすべてはわたしによって創りだされ、そして消滅されるというのすべて、精神的なものすべてはわたしによって創りだされ、そして消滅されるという

ことを、よく理解せよ。ことを、よく理解せよ。ことを、よく理解せよ。ことを、よく理解せよ。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        存在するものすべては、物質と精神の産物です。精神魂が創造のための基本

要素であり、物質は精神魂によって作られます。精神魂は、物質が進化していくなかで作ら

れるものではありません。物質界は精神的な力があってこそ表わされるのです。体が成⻑す

るのは、精神魂がそのなかにいるからです。精神魂という優性のエネルギーが体のなかにい

るいからこそ、子どもは成⻑して少年になり、正念は⻘年になります。同じように、巨大な

宇宙という現象界全体は、至高の魂・ヴィシュヌが存在するため作りだされます。ですから、

精神と物質が合わさってこの巨大な宇宙体が表わされ、その２つのエネルギーは主のもので

すから、主がすべての根源ということになります。主の部分体、すなわち生命体は、巨大な

高層ビル、工場、あるいは大都市を建築することはできても、巨大な宇宙を作りだすことは

できません。巨大な宇宙の原因は巨大な魂、すなわち至高の魂です。そして、クリシュナ、

至高者が、巨大な魂と小さな魂両方の原因です。このことは『カタ・ウパニシャッド』（第

２編・第２章・第13節）でnityo nityänäà cetanaç cetanänämと確証されています。 
 

第７節第７節第７節第７節                                    Mata"  ParTar& NaaNYaiTk-iÄdiSTa DaNaÅYa ) 
MaiYa SavRiMad& Pa[aeTa& SaU}ae Mai<aGa<aa  wv )) 7 )) 

 

mattaù parataraà nänyat 

kiïcid asti dhanaïjaya 

mayi sarvam idaà protaà 
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sütre maëi-gaëä iva 
 

mattaù—私を越えた; para-taram—優れた; na—ではない; anyat kiïcit—他の何も; 

asti—〜ある; dhanaïjaya—富の征服者よ; mayi—私の内に; sarvam—存在するものすべ

て ; idam— 私 達 が 見 る も の ; protam— 糸 に 通 さ れ て ; sütre— １ 本 の 糸 の 上 で ; 

maëi-gaëäù—真珠; iva—〜のように。 
 

訳訳訳訳  富の征服者よ。わたしに優れた真理はない。真珠が１本の糸に貫かれているよう富の征服者よ。わたしに優れた真理はない。真珠が１本の糸に貫かれているよう富の征服者よ。わたしに優れた真理はない。真珠が１本の糸に貫かれているよう富の征服者よ。わたしに優れた真理はない。真珠が１本の糸に貫かれているよう

にににに、すべてはわたしによって支えられている。、すべてはわたしによって支えられている。、すべてはわたしによって支えられている。、すべてはわたしによって支えられている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高絶対真理は人物か人物ではないのか、という論点はこれまでよく取りざ

たされてきました。『バガヴァッド・ギーター』は、絶対真理を人格主神・シュリー・クリ

シュナとし、それは『ギーター』のすべて教えをとおして確証されています。この節では、

絶対真理は人物であることが強調されています。人格主神は最高絶対真理であるということ

は、éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaùという『ブラフマ・サムヒター』

の言葉――最高絶対真理人格主神は主クリシュナである。主は根源の主、すべての喜びの

源・ゴーヴィンダ、そして喜びと知識にあふれる永遠の姿を持つ――で断言されています。

しかし非人格論者は、tato yad uttarataraà tad arüpam anämayam/ ya etad vidur 

amåtäs te bhavanti athetare duùkham eväpiyantiというヴェーダ（『シュヴェーターシュ

ヴァタラ・ウパニシャッド』第３章・第10節）を引用して異論を唱えています――物質界

において、物質宇宙で太古の生命体ブラフマーは半神・人類・下等動物の筆頭者である。し

かし、ブラフマーをも越えた超越的な存在があり、その存在には物質的な姿も穢れもない。

主を理解する者はだれでも物質界を超越するが、知らなければ物質界の苦しみに縛られる、

と。 

非人格論者はこの節のarüpam（アルーパンム）という言葉をとりわけ強調します。しかしこ

れは「姿がない様相」を指しているのではありません。『ブラフマ・サムヒター』が述べて

いるように、永遠性、至福、知識という超越的な姿を指しているのです。『シュヴェーター

シュヴァタラ・ウパニシャッド』のほかの節（第３章・第８−９節）でも以下のように実証

されています。 
 

vedäham etaà puruñaà mahäntam 

äditya-varëaà tamasaù parastät 

tam eva viditväti måtyum eti 

nänyaù panthä vidyate 'yanäya 
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yasmät paraà näparam asti kiïcid 

yasmän näëéyo no jyäyo 'sti kiïcit 

våkña iva stabdho divi tiñöhaty ekas 

tenedaà pürëaà puruñeëa sarvam 
 

 「私は、すべての物質的概念という暗闇を超越した最高人格主神を知っている。主を知る

者だけが、誕生と死の束縛を克服することができる。その至高の人物に関する知識以外に、

解放される方法はない」 

 「その至高の人物に勝る真実はない。主は頂点に立つ方だからである。もっとも小さいも

のよりも小さく、もっとも大きなものよりも大きな方である。その存在は静かな木を思わせ、

超越的な世界を照らし、木が根を広げるように、自らの膨大な力をさらに拡大させるのであ

る」 

これらの節から、最高絶対真理は最高人格主神であり、物質・精神両方の無数の力を使っ

て遍在している、と結論することができます。 
 

第８節第８節第８節第８節                                rSaae_hMaPSau  k-aENTaeYa Pa[>aaiSMa XaiXaSaUYaRYaae" ) 
Pa[<av"  SavRvedezu  XaBd" %e PaaEåz& Na*zu )) 8 )) 

 

raso 'ham apsu kaunteya 

prabhäsmi çaçi-süryayoù 

praëavaù sarva-vedeñu 

çabdaù khe pauruñaà nåñu 
 

rasaù—味; aham—私; apsu—水の中の; kaunteya—クンティーの子よ; prabhä—光; 

asmi—私は〜である; çaçi-süryayoù—月と太陽の; praëavaù— a-u-mという３つの文字; 

sarva— す べ て の 中 の ; vedeñu— ヴ ェ ー ダ ; çabdaù— 音 の 響 き ; khe— 空 間 の 中 の ; 

pauruñam—能力; nåñu—人間の中の。 
 

訳訳訳訳  クンティーの子よ。クンティーの子よ。クンティーの子よ。クンティーの子よ。わたしは水の味、太陽と月の光、ヴェーダ・マントラの音節わたしは水の味、太陽と月の光、ヴェーダ・マントラの音節わたしは水の味、太陽と月の光、ヴェーダ・マントラの音節わたしは水の味、太陽と月の光、ヴェーダ・マントラの音節

オーム（オーム（オーム（オーム（om）、空）、空）、空）、空間にある音、人間の能力である。間にある音、人間の能力である。間にある音、人間の能力である。間にある音、人間の能力である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節は、主が多種多様な物質的・精神的エネルギーをとおして遍在してい

る様子を説明しています。物質界に表われている主のさまざまなエネルギーを見ることで、

主に関する最初の悟りが得られます。つまり、主は姿も形もない存在である、と捉えるので

す。太陽に住む主宰神が「人物」であり、太陽光線という遍在するエネルギーをとおしてそ
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の「人物」が知覚できるように、主も、永遠な住居に住みながらも、あらゆる場所に遍在す

るエネルギーとして知覚することができます。水の「味」は、水が持つ特質です。だれも塩

水を飲みたいとは思いません。純粋な水の味に塩が混ざっているからです。水の魅力はその

純粋な味にかかっており、そしてその純粋な味が主のエネルギーです。非人格論者は水の味

をとおして主の存在を知覚しますが、いっぽう格論者は、喉の渇きを癒すおいしい水を提供

してくれる主の優しさを讃えます。それが最高者を知覚する方法です。ほんとうは人格論者

と非人格論者のあいだに意見の違いはありません。神を知る人は、すべてのうちに非人格的

な面も人格的な面もあるのだから、矛盾がないことを知っています。ですから主チャイタン

ニャはacintya bheda（アチンテャ ベヘーダ）とabheda-tattva（アベヘーダ・タットゥヴァ）、同時に

同じで異なる、という崇高な教義を確立しました。 

太陽と月の光の源は、主の非人格的な光であるブラフマジョーティです。そしてヴェーダ

聖歌の最初に唱えられるプラナヴァ（praëava）、あるいはオームカーラ（oàkära）とい

う超越的な音は、至高主に向けて呼びかけられる言葉です。非人格論者は、至高主クリシュ

ナの無数の名前を口にすることを恐れているため、超越的な音であるオームカーラの吟唱を

好んでいます。しかし、オームカーラがクリシュナの音の権化であることを知りません。ク

リシュナ意識の知識はすべての分野を包括しており、その知識を知る人は主に祝福されます。

クリシュナのことを知らない人は幻想に包まれています。知れば解放され、知らなければ束

縛される、ということです。 

 
第９節第９節第９節第９節                            Pau<Yaae GaNDa" Pa*iQaVYaa& c TaeJaêaiSMa iv>aavSaaE ) 

JaqvNa&    SavR>aUTaezu    TaPaêaiSMa   TaPaiSvzu )) 9 )) 
 

puëyo gandhaù påthivyäà ca 

tejaç cäsmi vibhävasau 

jévanaà sarva-bhüteñu 

tapaç cäsmi tapasviñu 
 

puëyaù—根源の; gandhaù—香り; påthivyäm—土の中の; ca—もまた; tejaù—熱; ca—

もまたalso; asmi—私は〜である; vibhävasau—火の中の; jévanam—命; sarva—すべての

中の; bhüteñu—生命体達; tapaù—苦行; ca—もまた; asmi—私は〜である; tapasviñu—苦

行を修練する者達の中の。 
 

訳訳訳訳        わたしは、土が持つ本来の香りであり、火のなかの熱である。わたしは生きとしわたしは、土が持つ本来の香りであり、火のなかの熱である。わたしは生きとしわたしは、土が持つ本来の香りであり、火のなかの熱である。わたしは生きとしわたしは、土が持つ本来の香りであり、火のなかの熱である。わたしは生きとし

生けるものすべての命であり、あらゆる苦行僧がおこなう苦行そのものである。生けるものすべての命であり、あらゆる苦行僧がおこなう苦行そのものである。生けるものすべての命であり、あらゆる苦行僧がおこなう苦行そのものである。生けるものすべての命であり、あらゆる苦行僧がおこなう苦行そのものである。 
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要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        Puëya（プンニャ）は、分解されていないもの、つまり本来のもの、という意味

です。物質界にあるものすべてにはそれぞれ独特の風味や香りがあり、花・土・水・空気な

どに含まれている味や香りとして知覚することができます。すべてに浸透し、なににも穢さ

れていない風味、本来の風味、それがクリシュナです。同じように、なんにでも本来の味が

そなわっており、この味は化学物質を混ぜて変えることができます。このように、すべてが

独特の香り、芳香、味をそなえています。Vibhävasu（ヴィバハーヴァス）は「火」です。火が

なければ工場を維持することも、料理をすることなどもできませんが、その火がクリシュナ

です。火のなかにある熱がクリシュナです。ヴェーダの医学によると、消化不良は胃内部温

度が下がっているために起こります。消化のためにでさえ火が必要だということです。クリ

シュナ意識を修練する献愛者は、土・水・火・あらゆる有効成分・すべての化学物質・物質

要素など、すべてがクリシュナの力によって存在することを知っています。人の寿命もクリ

シュナが定めています。クリシュナの恩寵次第で、寿命は伸びたり短くなったりします。こ

のように、クリシュナ意識では、すべてがクリシュナとの関係をとおして認識されるのです。 
 

第第第第10節節節節                                bqJa& Maa& SavR>aUTaaNaa& iviÖ PaaQaR SaNaaTaNaMa( ) 
buiÖbuRiÖMaTaaMaiSMa    TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( )) 10 )) 

 

béjaà mäà sarva-bhütänäà 

viddhi pärtha sanätanam 

buddhir buddhimatäm asmi 

tejas tejasvinäm aham 
 

béjam—その種; mäm—私を; sarva-bhütänäm—全生命体の; viddhi—理解しようとする; 

pärtha—プリターの子よ; sanätanam—根源の、永遠な; buddhiù—知性; buddhi-matäm—知的

な者の; asmi—私は〜である; tejaù—力; tejasvinäm—強者の; aham—私は〜である。 
 

訳訳訳訳     プリターの子よ。わたしはあらゆる存在物の根源の種、知性ある者の知性、力をプリターの子よ。わたしはあらゆる存在物の根源の種、知性ある者の知性、力をプリターの子よ。わたしはあらゆる存在物の根源の種、知性ある者の知性、力をプリターの子よ。わたしはあらゆる存在物の根源の種、知性ある者の知性、力を

持つ者すべての力であることを知れ。持つ者すべての力であることを知れ。持つ者すべての力であることを知れ。持つ者すべての力であることを知れ。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        Béjam（ビージャンム）の意味は「種」です。クリシュナは一切万物の種です。動

く生物、動かない生物など、さまざまな生物がいます。動く生物とは鳥、動物、人間など、

動かない生物は植物などで、かれらは動くことができず、立ったまま生きています。どちら

の生物も840万種類のうちに含まれ、動くものもあれば、動かずに生きる生物もいます。し

かしどのような生物でも、その命の種はクリシュナです。ヴェーダ経典で言われているよう

に、ブラフマン、すなわち最高絶対真理者が万物の発生源です。クリシュナはパラブラフマ
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ン、最高の魂です。ブラフマンに人格はなく、パラブラフマンは人物です。非人格のブラフ

マンは人物あってこそ存在する――『バガヴァッド・ギーター』がそう述べています。です

から、クリシュナが一切万物の源、そして「根」です。木の根が木全体を支えているように、

クリシュナは全生物の根源の根であることから、この物質現象界にあるすべてを支えていま

す。このことがヴェーダ経典（『カタ・ウパニシャッド』第２編・第２章・第13節）で確

証されています。 
 

nityo nityänäà cetanaç cetanänäm 

eko bahünäà yo vidadhäti kämän 
 

主は、すべての永遠な魂の筆頭かつ永遠な魂です。また全生命体の筆頭の生命体であり、

主だけがすべての命を維持しています。知性を使わなければなにもできません、そして主は、

自分がすべての知性の源である、と言います。知性を使わなければ、最高人格主神クリシュ

ナを理解することはできません。 

 
第第第第11節節節節                                    bl&/ bl/vTaa& cah& k-aMaraGaivviJaRTaMa( ) 

DaMaaRivåÖae >aUTaezu  k-aMaae_iSMa >arTazR>a )) 11 )) 
 

balaà balavatäà cähaà 

käma-räga-vivarjitam 

dharmäviruddho bhüteñu 

kämo 'smi bharatarñabha 

 

balam—強さ; bala-vatäm—強い者の; ca—そして; aham—私は〜である; käma—激情; 

räga—そして執着; vivarjitam—〜がない; dharma-aviruddhaù—宗教原則に反していな

い; bhüteñu—全生物の; kämaù—性生活; asmi—私は〜である; bharata-åñabha—バーラタ

家の筆頭者よ。 
 

訳訳訳訳     バーラタ家の筆頭者（アルジュナ）よ。わたしは、激情と欲望に穢されていないバーラタ家の筆頭者（アルジュナ）よ。わたしは、激情と欲望に穢されていないバーラタ家の筆頭者（アルジュナ）よ。わたしは、激情と欲望に穢されていないバーラタ家の筆頭者（アルジュナ）よ。わたしは、激情と欲望に穢されていない

強き者の力である。また、宗教原則に反していない性生活そのものである。強き者の力である。また、宗教原則に反していない性生活そのものである。強き者の力である。また、宗教原則に反していない性生活そのものである。強き者の力である。また、宗教原則に反していない性生活そのものである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        強い人間の力は、個人的な攻撃にではなく、弱い者を守るために使われなく

てはなりません。同じように、宗教原則（ダルマ）によれば、性生活は子どもをもうけるた

めにあり、それ以外のために営まれてはなりません。ですから、両親の責任は我が子をクリ

シュナ意識にすることにあります。 
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第第第第12節節節節                                Yae cEv Saaitvk-a >aava raJaSaaSTaaMaSaaê Yae ) 
Mata  WveiTa TaaiNviÖ Na Tvh& Taezu Tae  MaiYa )) 12 )) 

 

ye caiva sättvikä bhävä 

räjasäs tämasäç ca ye 

matta eveti tän viddhi 

na tv ahaà teñu te mayi 
 

ye—〜であるものすべて; ca—そして; eva—確かに; sättvikäù—徳の; bhäväù—存在す

るもの; räjasäù—激情の様式の; tämasäù—無知の様式の; ca—もまた; ye—〜であるもの

すべて; mattaù—私から; eva—確かに; iti—そのように; tän—それら; viddhi—知ろうとす

る; na—ではない; tu—しかし; aham—私; teñu—それらの中に; te—彼ら; mayi—私の内に。 
 

訳訳訳訳     存在するものすべては存在するものすべては存在するものすべては存在するものすべては――――――――徳、激情、無知のいずれであっても徳、激情、無知のいずれであっても徳、激情、無知のいずれであっても徳、激情、無知のいずれであっても――――――――わたしの力にわたしの力にわたしの力にわたしの力に

よって表わされたものである。ある意味、わたしはすべてである、なおかつ独立した状よって表わされたものである。ある意味、わたしはすべてである、なおかつ独立した状よって表わされたものである。ある意味、わたしはすべてである、なおかつ独立した状よって表わされたものである。ある意味、わたしはすべてである、なおかつ独立した状

態にいる。わたしは物質自然界の様式に支配されない。逆に、わたしの内で支配されて態にいる。わたしは物質自然界の様式に支配されない。逆に、わたしの内で支配されて態にいる。わたしは物質自然界の様式に支配されない。逆に、わたしの内で支配されて態にいる。わたしは物質自然界の様式に支配されない。逆に、わたしの内で支配されて

いる。いる。いる。いる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        世界中でおこなわれているものごとは、すべて物質自然界の三様式で動いて

います。その様式は至高主クリシュナから表わされたものですが、主はその支配を受けませ

ん。たとえば、罪人は国の法律にもとづいて罰せられますが、国王や立法者はその法律に縛

られません。同じように、徳・激情・無知という物質自然界の三様式は至高主クリシュナが

表わしたものですが、クリシュナは物質自然の支配を受けることはありません。ですから主

はニルグナ（nirguëa）、すなわちそのグナ（三様式）は主から作りだされたものであって

も、主には影響を与えないという意味です。それは、バガヴァーン、すなわち最高人格主神

の持つ特質の一つでもあります。 
 

第第第第13節節節節                                i}ai>aGauR<aMaYaE>aaRvErei>a"   SavRiMad&   JaGaTa( ) 
MaaeihTa&  Naai>aJaaNaaiTa MaaMae>Ya" ParMaVYaYaMa( )) 13 )) 

 

tribhir guëa-mayair bhävair 

ebhiù sarvam idaà jagat 

mohitaà näbhijänäti 

mäm ebhyaù param avyayam 
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tribhiù—３つ; guëa-mayaiù—グナで構成されている; bhävaiù—存在状況によって; 

ebhiù—これらすべて; sarvam—全体; idam—これ; jagat—宇宙; mohitam—惑わされて; 

na abhijänäti—知らない ; mäm—私を ; ebhyaù—これらを越えて ; param—至高者 ; 

avyayam—無尽蔵の。 
 

訳訳訳訳     ３つの様式（徳・激情・無知）に惑わされた全世界は、様式を超越した無尽蔵の３つの様式（徳・激情・無知）に惑わされた全世界は、様式を超越した無尽蔵の３つの様式（徳・激情・無知）に惑わされた全世界は、様式を超越した無尽蔵の３つの様式（徳・激情・無知）に惑わされた全世界は、様式を超越した無尽蔵の

わたしを知らない。わたしを知らない。わたしを知らない。わたしを知らない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        全世界が物質自然界の三様式に心を奪われています。三様式に惑わされた

人々は、物質自然界を越えた最高主、クリシュナを理解することができません。 

物質自然界に影響されている全生命体はそれぞれ独自の体を持ち、その体に応じた心理

的・生物的活動をしています。３つの自然の様式のなかで行動している４種類の人間がいま

す。完全に徳の様式にいる人々はブラーフマナ、完全に激情の様式にいる人々はクシャトリ

ヤ、激情と無知が混ざった様式にいる人々はヴァイシャ、そして完全に無知の様式にいる

人々はシュードラと呼ばれます。そして、その様式よりもさらに下の段階にいる生物を動物、

あるいは動物の生活をしている者といいます。しかし、それが永遠に続くわけではありませ

ん。だれかはブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、その他の段階にいるかもしれませ

んが、いずれにしてもそれはその時だけの生活です。しかし、生活は一時的でも、また来世

でどうなるかわからないとしても、幻想の力に惑わされた私たちは、肉体観念の生活にもと

づいて自分を見つめ、その結果、自分をアメリカ人、インド人、ロシア人、ブラーフマナ、

ヒンドゥ教、イスラム教などと考えています。そして、物質自然界の様式に縛られると、そ

の背後にいる最高人格主神のことを忘れてしまいます。ですから主クリシュナは、自然の三

様式に惑わされた生命体は、物質界の背後にいる最高人格主神の存在を知らない、と言って

います。 

さまざまな生物――人類、半神、動物など――はすべて物質自然界に影響され、超越的な

最高人格主神の存在を忘れています。激情と無知の様式にいる人々、あるいは徳の様式にい

る人々でさえ、絶対真理に関する非人格的ブラフマンを超えた様相は理解できません。すべ

ての美・富・知識・力・名声・放棄心をそなえた最高主のまえで惑わされているのです。徳

の様式にいる人々でさえ理解できないのなら、激情や無知にいる人々に理解できる可能性が

あるでしょうか。クリシュナ意識は物質自然界の三様式をすべて越えており、クリシュナ意

識のなかにほんとうに立脚した人々は真に解放されています。 
 

第第第第14節節節節                                    dEvq ùeza Gau<aMaYaq MaMa MaaYaa durTYaYaa ) 
MaaMaev   Yae Pa[PaÛNTae MaaYaaMaeTaa& TariNTa Tae )) 14 )) 
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daivé hy eñä guëa-mayé 

mama mäyä duratyayä 

mäm eva ye prapadyante 

mäyäm etäà taranti te 
 

daivé—超越的; hi—確かに; eñä—この; guëa-mayé—物質自然界の三様式で構成されて

いる; mama—私の; mäyä—力; duratyayä—非常に克服しがたい; mäm—私に; eva—確か

に; ye—〜である者達; prapadyante—服従する; mäyäm etäm—この幻想の力; taranti—克

服する; te—彼ら。 
 

訳訳訳訳     わたしのこの神聖な力は物質自然界の三様式で構成され、克服するのはひじょうわたしのこの神聖な力は物質自然界の三様式で構成され、克服するのはひじょうわたしのこの神聖な力は物質自然界の三様式で構成され、克服するのはひじょうわたしのこの神聖な力は物質自然界の三様式で構成され、克服するのはひじょう

にむずかしい。しかし、わたしに身をゆだねる者はたやすく乗りこえることができる。にむずかしい。しかし、わたしに身をゆだねる者はたやすく乗りこえることができる。にむずかしい。しかし、わたしに身をゆだねる者はたやすく乗りこえることができる。にむずかしい。しかし、わたしに身をゆだねる者はたやすく乗りこえることができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高人格主神には無数の力をそなえ、そのすべてに神聖な質が満ちています。

生命体は主の部分体ですから、もちろん神聖な気質をそなえてはいるのですが、物質の力と

かかわっているために本来そなえている優れた質は覆い隠されています。物質の力に覆われ

た生命体がその力を克服するのは、ほとんど不可能と言えます。先に述べられたように、物

質・精神の自然は、最高人格主神から出ているため、永遠です。生命体は主の永遠で優性の

質をそなえているのですが、劣性の自然・物質に穢されたため、永遠に幻想に包まれたまま

でいます。このことから、条件づけられた魂はニッテャ・バッダ（nitya-baddha）「永遠

に条件づけられた魂」と呼ばれています。いつ、どのように条件づけられるようになったか

という歴史を辿ることは誰にもできません。したがって、物質自然の束縛からの解放にはた

いへんな困難がともないます。物質自然は力は劣っていても、その力は、生命体にはとうて

い克服できない至高者の意志によって指揮されているからです。この節では劣性の物質自然

界が「神聖な自然」と定義されていますが、これは物質自然界が主の神聖な意思と結ばれ、

また主の意志に沿って機能しているからです。物質自然界は主の神聖な意思に導かれている

ため、質的には劣っていても、宇宙現象界の創造と破壊というすばらしい機能をくり返して

います。ヴェーダはこのことをmäyäà tu prakåtià vidyän mäyinaà tu maheçvaramと確

証しています。「マーヤー（幻想）は偽りで一時的ではあるが、マーヤーの背景にはマヘー

シュヴァラ・最高の支配者、最高の魔術師、すなわち人格主神がいる」（『シュヴェーター

シュヴァタラ・ウパニシャッド』第４章・第10節）。 

グナの別の意味は紐（ひも）です。条件づけられた魂は幻想という紐できつく縛られている、

とはヴェーダ経典の言葉です。手足を縛られた人は自由に動けません――縛られていない、

ほかのだれかの助けが必要です。縛られた人は、やはり縛られた別の人は助けられないので
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すから、助ける人は自由の身でなくてはなりません。ですから、主クリシュナだけが、ある

いは主の正しい代表者である精神指導者だけが、条件づけられた魂を救うことができます。

その優れた助けがなければ、物質自然界の束縛から解放される見込みはありません。献愛奉

仕、あるいはクリシュナ意識はそのような救いの手をさしのべてくれます。クリシュナは幻

想の力を支配する方ですから、その力に向かって、条件づけられた魂を救うよう命じること

ができます。身をゆだねた魂にいわれのない哀れみをいだき、愛する子どもである生命体へ

の父性愛父ゆえに、そう命じるのです。ですから、主の蓮華の御足に身をゆだねることは、

きびしい物質自然界の束縛から解放される唯一の方法です。 

この節にあるmäm eva（マーンム エーヴァ）という言葉も重要です。Mäm（マーンム）は「ク

リシュナ（ヴィシュヌ）だけに」という意味で、ブラフマーやシヴァを指しているわけでは

ありません。ブラフマーやシヴァはひじょうに高尚な境地にいる半神で、ヴィシュヌとほぼ

同じほどの段階にいるのですが、ラジョー・グナ（激情）やタモー・グナ（無知）の化身た

ちが条件づけられた魂をマーヤーから救いだすことはできません。言いかえれば、ブラフマ

ーもシヴァもやはりマーヤーの影響下にある、ということです。ヴィシュヌだけがマーヤー

の主人です。主だけが条件づけられた魂を救いだせるのです。ヴェーダ（『シュヴェーター

シュヴァタラ・ウパニシャッド』第３章・第８節）は、tam eva viditvä（タンム エーヴァ ヴ

ィディトゥヴァー）「自由はクリシュナを理解してこそ可能になる」と確証しています。主シヴ

ァでさえ「解放はヴィシュヌの慈悲によってだけ到達できる」と述べています。

Mukti-pradätä sarveñäà viñëur eva na saàçayaù「ヴィシュヌこそ、だれをも救う方であ

る。そのことに疑いの余地はない」 

 
第第第第15節節節節                                Na Maa& duZk*-iTaNaae MaU!a" Pa[PaÛNTae NaraDaMaa" ) 

MaaYaYaaPaôTajaNaa   AaSaur&   >aavMaaié[Taa" )) 15 )) 
 

na mäà duñkåtino müòhäù 

prapadyante narädhamäù 

mäyayäpahåta-jïänä 

äsuraà bhävam äçritäù 
 

na— で は な い ; mäm— 私 に ; duñkåtinaù— 邪 悪 な 者 達 ; müòhäù— 愚 か な ; 

prapadyante—服従する; nara-adhamäù—人類で最低の; mäyayä—幻想の力によって; 

apahåta—盗まれて; jïänäù—〜の知識; äsuram—悪魔的な; bhävam—自然; äçritäù—受

けいれること。 
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訳訳訳訳     このうえなく愚かで、人類のなかでも最低で、幻想によって知識が奪われ、邪悪このうえなく愚かで、人類のなかでも最低で、幻想によって知識が奪われ、邪悪このうえなく愚かで、人類のなかでも最低で、幻想によって知識が奪われ、邪悪このうえなく愚かで、人類のなかでも最低で、幻想によって知識が奪われ、邪悪

な者が持つ無神論的な気質をそなえる者たちは、わたしに身をゆだねない。な者が持つ無神論的な気質をそなえる者たちは、わたしに身をゆだねない。な者が持つ無神論的な気質をそなえる者たちは、わたしに身をゆだねない。な者が持つ無神論的な気質をそなえる者たちは、わたしに身をゆだねない。 

 

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』では、至高の人物・クリシュナの蓮華の御足に

身をゆだねるだけで、物質自然界の厳格な法則を乗り越えることができる言われています。

ここで質問が出されるかもしれません。教養ある哲学者、科学者、実業家、管理者、一般人

の指導者と言われる人々が、なぜ、シュリー・クリシュナという遍在する人格主神の蓮華の

御足に身をゆだねないのだろうか、と。ムクティ、すなわち「物質自然界の法則からの解放」

は、人類の指導者たちが、⻑年にわたる無数の誕生を経て、そしてはかりしれない苦痛と忍

耐心を経験しながら、さまざまな方法をとおして求めてきました。しかしその解放が、最高

人格主神の蓮華の御足に身をゆだねるだけで得られるのであれば、知性もあり、骨身を削る

思い働く指導者たちが、どうしてこのかんたんな方法を受けいれないのでしょうか。 

 『バガヴァッド・ギーター』はこの質問に率直に答えています。真に博識な社会の指導者

であるブラフマー、シヴァ、カピラ、クマーラたち、マヌ、ヴャーサ、デーヴァラ、アシタ、

ジャナカ、プラフラーダ、バリ、そしてのちの時代になってマドゥヴァーチャーリャ、ラー

マーヌジャーチャーリャ、シュリー・チャイタンニャ、そして他の多くのアーチャーリャた

ち――誠実な哲学者、政治家、教育者、科学者たち――は、全能の権威者である至高の人物

の蓮華の御足に身をゆだねました。肩書きだけの哲学者、科学者、教育者、政治家などでは

なく、物質的な利益のためだけにその肩書きをひけらかす輩は、至高主の計画や道を受けい

れません。神についてはなにも知らないのです。月並みで勝手な計画を作りだしているため、

無駄な努力をしながら生活の問題をこじらせているにすぎません。物質の力（自然）はあま

りにも強いため、無神論者たちの権威を無視した期待を裏切って、いわゆる「計画委員会」

の知識を打ち砕くのです。 

無神論的な計画作成者は、この節ではduñkåtinaù（ドゥシュクリティナハ）「邪悪な者たち」と

いう言葉で描写されています。Kåté（クリティー）は「価値ある仕事をする者」という意味で

す。無神論的な計画作成者はとても賢く、また価値ある業績を残すことがあります。良きに

しろ悪しきにしろ、遠大な計画を実行するにはそれなりの知性が必要だからです。しかし、

無神論者の頭脳は最高主の計画に反するまちがった使われ方をしているため、知性や努力が

誤用されていることを言いあらわす「ドゥシュクリティー」という言葉で呼ばれています。 

 『バガヴァッド・ギーター』では、物質のエネルギーは至高主の指揮のもとで完璧に機能

している、と明言されています。独立した権限はありません。物が動けば影も動くようなも

のです。しかしそれでも物質の力はひじょうに強く、また無神論者は不敬な気質を持ってい

るために、その力がどのように働いているのかがわかりませんし、至高主の計画を知ること
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もできません。幻想や激情と無知の様式に惑わされた無神論者の計画はことごとく挫折しま

す。ヒラニャカシプとラーヴァナの場合と同じで、科学者、哲学者、教育者としても優れた

知識を持っていたかれらでしたが、結局かれらの計画は打ちくだかれました。このドゥシュ

クリティナ・邪悪な者たちは、以下のように４種類います。 

 

(1) ムーダ（müòha）は、このうえなく愚かな者たちのことで、あくせく働く家畜に似てい

ます。働いて得たものを自分だけで楽しみたいと思っており、至高者のために手放すつもり

はありません。その家畜の典型がロバです。この無能な動物は、主人にこき使われます。だ

れのために昼も夜も働きつづけているのか、まったくわかっていません。ほんの一口の草を

胃に入れるだけで満足し、いつ主人に叩かれるかびくびくしながら眠り、交尾の相手に何度

も蹴られる危険を承知で性欲を満たします。ときには詩や哲学を口にするのですが、そのい

ななきは、ただうるさがれるだけ。これが、だれのために働いたらいいのかわかっていない

愚かな果報的活動です。カルマ（活動）はヤギャ（儀式）のためにあるということを知りま

せん。 

勝手に自分の義務を作りだし、その重荷から解放されるために昼も夜も働くかれらは、命

の永遠性について聞くように言われても、そんな時間はない、と言います。そのようなムー

ダは、あくせく働いて得た報酬は自分の労働のほんの一部でしかないのに、そしてやがては

むなしく消えていくものなのに、その報酬がすべてだと考えています。そんな報酬のために

夜を徹して働きつづけ、胃潰瘍や消化不良に苦しみ、飲まず食わずに働き、それでも満足し

ています。幻の主人たちのために昼夜を問わず働きつづけています。だれが自分の主人かを

知らない愚かな労働者たちは、穢れた冨のために、貴重な時間を無駄にしているのです。そ

れでも、神という「すべての主人の最高の主人」にはぜったいに服従せず、また正しい情報

源から主について聞こうともしません。豚は排泄物でも食べますが、砂糖やギー油で作られ

たお菓子を出されても見向きもしません。同じように、愚かな労働者は、不安定な物質界に

ある快楽のことなら飽きもせず聞くのですが、物質界を動かしている永遠の生命力について

聞く時間はほとんどありません。 

 

(2) 別のドゥシュクリティナ、邪悪な者がnarädhama（ナラーダハマ）「最低の人類」です。

Nara（ナラ）は人類、adhama（アダハマ）はもっとも低い者、という意味です。840万種類の

生物のなかで人間は40万を占めています。しかし、そのほとんどは下等な未開人です。文

化的人間とは、規定原則に従いながら社会、政治、宗教生活を営んでいる人々を指します。

社会や政治面で発達していても、宗教原則に従っていなければナラーダマです。また、「神

のない宗教」は宗教ではありません。宗教原則に従う目的は、至高の真理、そして主と人間
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の絆を知ることにあるからです。『バガヴァッド・ギーター』では、主を凌ぐ権威者はだれ

もおらず、また主こそが最高真理者であると言われています。人間にとって真の文化的生活

は、全能の最高真理者、人格主神シュリー・クリシュナとの永遠な絆という失われた意識を

回復させるためにあります。このチャンスを逃す者はだれでもナラーダマです。啓示経典に

は、赤ん坊は胎内（すなわち極度に困難な状況）にいるとき神に救いを求め、そこから出た

らかならず主を崇拝することを誓う、と言われています。苦しいときに神に祈るのは、だれ

にもそなわった自然な本能です。神と永遠な絆を持っているからです。ところが、体内から

出て救われたその魂は、マーヤー・幻想の力に翻弄され、誕生の苦しみを忘れ、救ってくれ

た方のことも忘れてしまいます。 

子どもの保護者には、かれらの内に眠っている神聖な意識をよみがえらせる責任がありま

す。宗教原則の指南書である『マヌ・スムリティ』が定める10種類の浄化儀式は、ヴァル

ナーシュラマの制度をとおして神の意識をよみがえらせるためにあります。しかし、いまで

はだれも従わず、世界の99.9パーセントの人々がナラーダマになっています。 

だれもがナラーダマになれば、どれほどの学識がある人間でも、物質自然界の強大な力（マ

ーヤー）のために、真の知識を理解する能力は役に立たなくなります。『バガヴァッド・ギ

ーター』がしめす博識な人物の定義は、博識なブラーフマナであろうと、犬であろうと、牛、

象、犬を食べる者であろうと、すべてを平等な目で見る、という点にあります。献愛者はそ

う見るのです。シュリー・ニテャーナンダ・プラブという神聖な師としての主の化身は、典

型的なナラーダマだったジャガーイとマーダーイという兄弟を救い、真の献愛者の慈悲は最

低の人間にも注がれることを世に知らしめました。人格主神が非難するナラーダマでも、献

愛者の慈悲があれば本来の精神的意識をよみがえらせることができるのです。 

シュリー・チャイタンニャ・マハープラブは、バーガヴァタ・ダルマ（bhägavata-dharma）

「献愛者の活動」を人々に説くとき、人格主神の言葉を素直な気持ちで聞くよう勧めていま

す。その言葉の真髄が『バガヴァッド・ギーター』です。最低の人間であっても素直に聞け

ば救われるのですが、不運なかれらは、ただ聞きさえすればいい、と言われても拒むのです

から、最高主の意志に身をゆだねられないのは当然です。ナラーダマ・最低の人間は、人間

としての一番大切な義務を意固地になって拒むのです。 

(3) 次の種類のドゥシュクリティーはmäyayäpahåta-jïänäù（マーヤヤーパフリタ・ギャーナーハ）、

「持っている学識が幻想の力で無価値になってしまっている者」です。ほとんどがひじょう

に博識な人々――たとえば名の知れた哲学者、詩人、文学者、科学者――なのですが、幻想

の力がかれらをまちがって導き、そのため最高主にそむくようになります。 

いま、このマーヤヤーパフリタ・ギャーナの数はふえており、『バガヴァッド・ギーター』

の学者たちのあいだでも見られます。『バガヴァッド・ギーター』では、単純明快な言葉で、
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シュリー・クリシュナが最高人格主神であることを宣言しています。主に等しく、主を凌ぐ

者はだれもいません。ブラフマーという全人類の根源の父であるブラフマーの父、と言われ

ている方です。じっさい、シュリー・クリシュナは、ブラフマーの父親であることはもちろ

ん、全生物の父親であるとも言っています。主は非人格ブラフマンとパラマートマーの源で

もあります。すべての生命体のなかにいる至高の魂は、主の完全分身です。一切万物の根源

ですから、その蓮華の御足に身をゆだねるようだれもが勧められています。このような明確

な教えがしめされているのに、マーヤヤーパフリタ・ギャーナたちは至高主の人格をあざ笑

い、主もほかの人間と同じと見なしています。人間という祝福された姿は、至高主の永遠で

超越的な姿を元に作られたことを知りません。 

 『バガヴァッド・ギーター』についてマーヤヤーパフリタ・ギャーナが書く権威のない解

説はどれもパランパラーの権威から逸脱しており、精神的理解をさえぎる多くの障害を作り

だしています。惑わされたそのような解説者は、シュリー・クリシュナの蓮華の御足に服従

することも、また人々がその原則に従うよう教えることもありません。 

(4) 最後のドゥシュクリティナはäsuraà bhävam äçritäù（アースランム バハーヴァンム アーシ

ュリターハ）、「悪魔的な原則に従う者」です。かれらは公然と無神論を主張しています。至

高主が物質界に降誕することはありえない、と言いますが、その理由さえ説明できません。

またほかにも、主を姿や形のない存在と説く者たちがいます。『バガヴァッド・ギーター』

では正反対のことが言われているのに。最高人格主神に嫉妬する無神論者は、頭脳という自

分の工場で不法な化身を次々に生産しています。人格主神を非難することを信条にするかれ

らは、シュリー・クリシュナの蓮華の御足に服従することはできません。 

南インドに住んでいたシュリー・ヤームナーチャーリャ・アルバンダルは言っています。

「主よ！ あなた様は、無神論の原則に従う者たちにはぜったいにわからない方です。あな

た様が非凡な質、姿、活動をそなえ、その美質が徳高い啓示経典で確証され、そして深い超

越的知識と神聖な気質をそなえた名高い権威者たちに認められているというのに」。 

ですから、(1)このうえなく愚かな者たち、(2)人類の最低の者たち、(3)惑わされた推論家、

(4)公然たる無神論者という上記の人間たちは、あらゆる経典の証拠や権威者の証言があっ

ても、人格主神の蓮華の御足にはぜったい服従しません。 
 

第第第第16節節節節                                cTauivRDaa >aJaNTae Maa& JaNaa" Sauk*-iTaNaae_JauRNa ) 
AaTaaeR  iJajaSaurQaaRQas  jaNaq  c  >arTazR>a  )) 16 )) 

 

catur-vidhä bhajante mäà 

janäù sukåtino 'rjuna 
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ärto jijïäsur arthärthé 

jïäné ca bharatarñabha 
 

catuù-vidhäù— ４ 種 類 の ; bhajante— 奉 仕 を す る ; mäm— 私 に ; janäù— 人 々 ; 

su-kåtinaù—敬虔な者; arjuna—アルジュナよ; ärtaù—苦しむ者; jijïäsuù—探求心の強い

者; artha-arthé—物質的利益を望む者; jïäné—物事をありのままに知る者; ca—もまた; 

bharata-åñabha—バラタ家の末裔の第一人者よ。 
 

訳訳訳訳     バーバーバーバーラタ家の第一人者よ。４種類の敬虔な者たちラタ家の第一人者よ。４種類の敬虔な者たちラタ家の第一人者よ。４種類の敬虔な者たちラタ家の第一人者よ。４種類の敬虔な者たち――――――――苦しむ者、富を願う者、探苦しむ者、富を願う者、探苦しむ者、富を願う者、探苦しむ者、富を願う者、探

求心の強い者、絶対者の知識を探しもとめている者求心の強い者、絶対者の知識を探しもとめている者求心の強い者、絶対者の知識を探しもとめている者求心の強い者、絶対者の知識を探しもとめている者――――――――がわたしに献愛奉仕を始める。がわたしに献愛奉仕を始める。がわたしに献愛奉仕を始める。がわたしに献愛奉仕を始める。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        邪悪な者たちとは違い、この節で述べられている人々は経典の規定原則を支

持しており、sukåtinaù（スクリティナハ）、すなわち経典の規則原則・倫理・社会法などに従

い、そして大半は至高主に身をゆだねている者、と呼ばれています。そのなかの４種類の人々

――苦しむ人々、金銭を必要としている人々、探求心の強い人々、そして絶対真理の知識を

追求する人々――がいます。このような人々がさまざまな状況下で、献愛奉仕をするために

至高主に近づこうとします。しかし献愛奉仕とは別に、野望も満たしたいと思っているため、

純粋な献愛者とはいえません。純粋な献愛奉仕と野望は相いれませんし、物質的な利益とも

関係ありません。『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』（第１編・第１章・第11節）が

純粋な献愛奉仕を定義づけています。 
 

anyäbhiläñitä-çünyaà 

jïäna-karmädy-anävåtam 

änukülyena kåñëänu- 

çélanaà bhaktir uttamä 
（『チャタンニャ・チャリタームリタ』マデャ 第19編・第167節 引用） 

 

 「至高主クリシュナに好意的に超越的な愛情奉仕をすべきであり、果報的活動や哲学的推

論をとおして利益や報酬を期待してはならない。それが純粋な献愛奉仕である」 

この４種類の人々が献愛奉仕を求めて至高主に近づき、純粋な献愛者との交流をとおして

完全に浄化されれば、純粋な献愛者に変貌します。心が邪悪な者に献愛奉仕はできません。

利己的で、不規則で、精神的な目標がないからです。しかしそういう人たちでも、あるきっ

かけで純粋な献愛者とふれあえば、やがて純粋な献愛者になれます。 

いつも結果を求めて忙しく働いてきた人が、苦しみを感じつつ主のもとに来て純粋な献愛

者と交流すれば、たとえ苦しんでいても、主の献愛者になります。挫折し、絶望していた人々
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も、純粋な献愛者とのつきあいをとおして神を真剣に求めはじめることがあります。同じよ

うに、理屈に頼る哲学者も、雑多な知識を求めたはてに絶望し、神について学びたいと思う

ことがあります。そして至高主に辿りつき、献愛奉仕を始め、こうして非人格ブラフマンと

局所的パラマートマーの知識を越え、至高主や純粋な献愛者の慈悲によって「神が人格であ

る」とする事実に辿りつくことができます。概して、苦しんでいる人、探求心の強い人、知

識の探求者、金銭を必要とする人が物欲をすべて捨てさり、そして中身のない放棄と精神的

な高まりと無縁であることを理解すると、かれらも純粋な献愛者になります。その境地にな

らなければ、奉仕をしてきた献愛者も、果報的な活動や俗的知識を求める思いが出てきます。

純粋な献愛奉仕の境地に到達するまえに、このような段階を越える必要があるということで

す。 

 
第第第第17節節節節                                    Taeza&  jaNaq  iNaTYaYau¢-  Wk->ai¢-ivRiXaZYaTae ) 

iPa[Yaae  ih jaiNaNaae_TYaQaRMah& Sa c MaMa iPa[Ya" )) 17 )) 
 

teñäà jïäné nitya-yukta 

eka-bhaktir viçiñyate 

priyo hi jïänino 'tyartham 

ahaà sa ca mama priyaù 
 

teñäm—彼らの中で; jïäné—完全な知識を持つ者; nitya-yuktaù—常に従事して; eka—

〜だけ; bhaktiù—献愛奉仕において; viçiñyate—〜は特別である; priyaù—非常に愛しい; 

hi—確かに; jïäninaù—知識を持つ人物に; atyartham—高く; aham—私は〜である; saù—

彼; ca—もまた; mama—私に; priyaù—愛しい。 
 

訳訳訳訳     このような者たちのなかで、完全な知識をそなえ、純粋な献愛奉仕にいつも励んこのような者たちのなかで、完全な知識をそなえ、純粋な献愛奉仕にいつも励んこのような者たちのなかで、完全な知識をそなえ、純粋な献愛奉仕にいつも励んこのような者たちのなかで、完全な知識をそなえ、純粋な献愛奉仕にいつも励ん

でいるものがもっとも優れている。わたしはかれにとって愛しい存在であり、またかれでいるものがもっとも優れている。わたしはかれにとって愛しい存在であり、またかれでいるものがもっとも優れている。わたしはかれにとって愛しい存在であり、またかれでいるものがもっとも優れている。わたしはかれにとって愛しい存在であり、またかれ

もわたしにとって愛しい存在だからである。もわたしにとって愛しい存在だからである。もわたしにとって愛しい存在だからである。もわたしにとって愛しい存在だからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        穢れた物質的な望みを捨てさった人、苦しんでいる人、探求心の強い人、無

一文の人、至高の知識の探求者は、やがて純粋な献愛者になれます。しかしなかでも、絶対

真理の知識を持つ人、物質的な望みのない人がほんとうに純粋な献愛者になります。さらに、

この４種類の人々のなかでも、完全な知識をもつ献愛者で、同時に献愛奉仕に励んでいる人

物こそもっとも優れている、と主が言います。知識を高めれば魂と肉体は違うことがわかり、

さらに高められれば、非人格ブラフマンとパラマートマーの知識に辿りつきます。完全に純

粋になった人物は、自分は神の永遠な召使いである、という真実を理解します。このように、
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純粋な献愛者と交流すれば、探求心の強い人、苦しむ人、物質的冨の追求者、知識を持つ人

全員が純粋になっていきます。しかしたとえそこまで達していなくても、至高主について完

全な知識をそなえ、同時に献愛奉仕に励んでいる人を、主はとても愛しく感じます。最高人

格主神の超越性を真に理解している人は献愛奉仕をとおして守られており、物質的な穢れに

巻きこまれることはありません。 
 

第第第第18節節節節                                odara"  SavR  WvETae  jaNaq  TvaTMaEv Mae MaTaMa( ) 
AaiSQaTa" Sa ih Yau¢-aTMaa MaaMaevaNautaMaa&  GaiTaMa( )) 18 )) 

 

udäräù sarva evaite 

jïäné tv ätmaiva me matam 

ästhitaù sa hi yuktätmä 

mäm evänuttamäà gatim 
 

udäräù—寛大な; sarve—すべて; eva—確かに; ete—これら; jïäné—知識を持つ者; tu—

しかし; ätmä eva—まさに私のように; me—私の; matam—意見; ästhitaù—位置されて; 

saù—彼 ; hi—確かに ; yukta-ätmä—献愛奉仕をして ; mäm—私の内に ; eva—確かに; 

anuttamäm—最高の境地; gatim—目的地。 
 

訳訳訳訳     かれらは確かに寛大な魂ではある、しかし、わたしに関する知識に立脚しているかれらは確かに寛大な魂ではある、しかし、わたしに関する知識に立脚しているかれらは確かに寛大な魂ではある、しかし、わたしに関する知識に立脚しているかれらは確かに寛大な魂ではある、しかし、わたしに関する知識に立脚している

者はわたしそのものである者はわたしそのものである者はわたしそのものである者はわたしそのものである――――――――わたしはそう考える。わたしへの崇高な奉仕に励んでいわたしはそう考える。わたしへの崇高な奉仕に励んでいわたしはそう考える。わたしへの崇高な奉仕に励んでいわたしはそう考える。わたしへの崇高な奉仕に励んでい

るその献愛者は、最高で完璧な目的地であるわたしの元にかならず到達する。るその献愛者は、最高で完璧な目的地であるわたしの元にかならず到達する。るその献愛者は、最高で完璧な目的地であるわたしの元にかならず到達する。るその献愛者は、最高で完璧な目的地であるわたしの元にかならず到達する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主は知識に欠ける献愛者を愛しいとは思わない、という意見はまちがってい

ます。目的がなんであろうと、わたしを求める者はマハートマー・偉大な魂だから、みな寛

大な魂である――と主は言っています。見返りのために奉仕をする献愛者でも主は暖かく迎

えます。愛情の交換を求めているからです。主に愛情を感じているからこそ主の恩恵を求め、

じっさいにさずかって心から満足し、そして献愛奉仕の質を高めていきます。もちろん、完

璧な知識をそなえた献愛者は、愛情と熱意で主に仕えることしか考えていませんから、主は

かれを愛しく思っています。また、仕えなければ１秒たりとも生きていけないと考えていま

すから、至高主と結ばれています。同じように、至高主も献愛者を心から愛しく思っている

ため、献愛者から離れることはできません。 

『シュリーマド・バーガヴァタム』（第９編・第４章・第68節）で主が言います。 
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sädhavo hådayaà mahyaà 

sädhünäà hådayaà tv aham 

mad-anyat te na jänanti 

nähaà tebhyo manäg api 
 

「献愛者はいつでもわたしの心のなかにいる。わたしもいつもかれらの心のなかにいる。

わたし以外のことを知りたいとは思っていないし、わたしもかれらを忘れることはできない。

わたしと純粋な献愛者のあいだには、親密な絆がある。完全な知識をそなえた純粋な献愛者

は、崇高なふれあいからは決して離れない。だからこそ、かれらはわたしにとってとても愛

しいのである」。 
 

第第第第19節節節節                                    bhUNaa&  JaNMaNaaMaNTae  jaNavaNMaa& Pa[PaÛTae ) 
vaSaudev" SavRiMaiTa  Sa MahaTMaa SaudulR/>a" )) 19 )) 

 

bahünäà janmanäm ante 

jïänavän mäà prapadyate 

väsudevaù sarvam iti 

sa mahätmä su-durlabhaù 
 

bahünäm—多くの; janmanäm—誕生と死を繰り返して; ante—その後; jïäna-vän—完

全な知識に立脚している者; mäm—私に; prapadyate—服従する; väsudevaù—人格主神、

クリシュナ ; sarvam— すべて ; iti— そうして ; saù— それ ; mahä-ätmä— 偉大な魂 ; 

su-durlabhaù—非常に希にしか見られない。 
 

訳訳訳訳     誕生と死を誕生と死を誕生と死を誕生と死をなんどなんどなんどなんどもくり返したあと、真の知識に立脚した者はわたしに身をもくり返したあと、真の知識に立脚した者はわたしに身をもくり返したあと、真の知識に立脚した者はわたしに身をもくり返したあと、真の知識に立脚した者はわたしに身をゆだゆだゆだゆだ

ねる。わたしがすべての原因の原因であること、存在するものすべてがわたしであるこねる。わたしがすべての原因の原因であること、存在するものすべてがわたしであるこねる。わたしがすべての原因の原因であること、存在するものすべてがわたしであるこねる。わたしがすべての原因の原因であること、存在するものすべてがわたしであるこ

とを知っているからである。そのような偉大な魂はきわめて希にしか見られない。とを知っているからである。そのような偉大な魂はきわめて希にしか見られない。とを知っているからである。そのような偉大な魂はきわめて希にしか見られない。とを知っているからである。そのような偉大な魂はきわめて希にしか見られない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        生命体は、数えきれないほどの誕生をくり返したあとに献愛奉仕や神聖な儀

式ができるようになり、そして純粋な知識を得て、最高人格主神が精神的悟りの窮極目標で

あることを悟ります。物質的終着を断ちきって精神的悟りを求める最初の段階では、非人格

論を受けいれがちですが、徐々に理解が深まると、「精神生活にも活動があり、その活動が

献愛奉仕である」と理解できるようになります。この段階に来た献愛者は最高人格主神に執

着し、身をゆだねるようになります。そして、主シュリー・クリシュナの慈悲がすべてであ

り、すべての原因の原因であり、物質現象界は主と離れて存在しないことが理解できます。
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そして、物質界は精神界の多様性が倒錯して現われた世界であり、すべてが至高主クリシュ

ナと関係があることも理解します。こうしてかれは、すべてをヴァースデーヴァ、シュリー・

クリシュナと結びつけて考えるようになります。ヴァースデーヴァに関するこの普遍的な理

解が、至上の目的である至高主シュリー・クリシュナに対する完全な服従心を育ててくれま

す。そして、これほど身をゆだねた偉大な魂はひじょうに希にしか見られません。 

この節については、『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』の第３章（第14

−15節）で見事に説明されています。 
 

sahasra-çérñä puruñaù 

sahasräkñaù sahasra-pät 

sa bhümià viçvato våtvä- 

tyätiñöhad daçäìgulam 
 

puruña evedaà sarvaà 

yad bhütaà yac ca bhavyam 

utämåtatvasyeçäno 

yad annenätirohati 
 

 『チャードーギャ・ウパニシャッド』（第５編・第１章・第15節）ではna vai väco na 

cakñüàñi na çroträëi na manäàséty äcakñate präëa iti eväcakñate präëo hy evaitäni 
sarväëi bhavantiと述べられています。「生命体の体のなかでは、話す力、見る力、聞く力

が体を動かす主要な要素ではない。すべての活動の中心になっているのは生命・魂である」。

同じように、主ヴァースデーヴァ、人格主神、主シュリー・クリシュナが一切万物を維持す

る主要な存在です。体内には話す力、聞く力、心の力などがあります。しかし、それらが至

高主と結ばれていなければ、なんの価値もありません。ヴァースデーヴァが遍在しているか

らこそ、そしてヴァースデーヴァがすべてだからこそ、献愛者は完全な知識で主に身をゆだ

ねるのです（参照・『バガヴァッド・ギーター』第７章・第17節、第11章・第40節）。 
 

第第第第20節節節節                                k-aMaESTaESTaEôRTajaNaa"    Pa[PaÛNTae_NYadevTaa" ) 
Ta& Ta& iNaYaMaMaaSQaaYa Pa[k*-TYaa iNaYaTaa" SvYaa )) 20 )) 

 

kämais tais tair håta-jïänäù 

prapadyante 'nya-devatäù 

taà taà niyamam ästhäya 

prakåtyä niyatäù svayä 
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kämaiù— 望 み に よ っ て ; taiù taiù— 様 々 な ; håta— 〜 を 失 っ て ; jïänäù— 知 識 ; 

prapadyante—服従する; anya—他の者に; devatäù—半神達; tam tam—一致している; 

niyamam—原則; ästhäya—従うこと; prakåtyä—自然によって; niyatäù—支配されて; 

svayä—彼ら自身の。 
 

訳訳訳訳     物質的な望みによって知性が奪われた者は、自分の気質に応じて半神に身をゆだ物質的な望みによって知性が奪われた者は、自分の気質に応じて半神に身をゆだ物質的な望みによって知性が奪われた者は、自分の気質に応じて半神に身をゆだ物質的な望みによって知性が奪われた者は、自分の気質に応じて半神に身をゆだ

ね、特定の崇拝形式に従おうとする。ね、特定の崇拝形式に従おうとする。ね、特定の崇拝形式に従おうとする。ね、特定の崇拝形式に従おうとする。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物欲に穢れていない人々は至高主に身をゆだね、主への奉仕に励みます。穢

れを完全に洗いながしていなければ、献愛者ではないということです。しかし、物質的な望

みを持ちながらも至高主に救いを求める人は、物質界の表面的な美しさにはそれほど魅了さ

れません。正しい目標に近づいているため、やがてはそんな欲望すべてを捨てさるようにな

ります。『シュリーマド・バーガヴァタム』は、「物欲のない純粋な献愛者でも、物欲だら

けの人でも、あるいは物欲の穢れから解放されたいと望んでいる人でも、どのような状況で

もヴァースデーヴァに身をゆだね、そして崇拝しなくてはならない」と勧めています。それ

が『シュリーマド・バーガヴァタム』（第２編・第３章・第10節）で述べられている言葉

です。 
 

akämaù sarva-kämo vä 

mokña-käma udära-dhéù 

tévreëa bhakti-yogena 

yajeta puruñaà param 
 

精神的な感情を失った知性に欠ける人々は、望みをすぐに満たすために半神に頼ろうとし

ます。最高人格主神には身をゆだねない人たちです。低い自然の様式（無知と激情）にいる

ため、さまざまな半神を崇拝しようとします。そのような崇拝の規則や原則に従うことで、

満足しているのです。半神の崇拝者たちはちっぽけな望みに駆られ、至上の目標に到達する

方法を知りませんが、献愛者はまちがって導かれることはありません。ヴェーダ経典では目

的に応じてさまざまな神々を崇拝すること（たとえば病人の太陽崇拝）が勧められているた

め、献愛者でない人たちにとっては、特定の目的には至高主よりも半神を崇拝するほうがい

いとされています。しかし純粋な献愛者は、至高主クリシュナが全生命体の主人であること

を知っています。『チャタンニャ・チャリタームリタ』（アーディ 第５章・第142節）で

は「最高人格主神、クリシュナだけが主人であり、その他すべての生命体は召使いである」

と述べられています。ですから純粋な献愛者は、半神から必要物資をさずかるつもりはあり

ません。至だけに頼り、主からさずかったものだけで満足しています。 
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第第第第21節節節節                                Yaae Yaae Yaa& Yaa& TaNau& >a¢-" é[ÖYaaicRTauiMaC^iTa ) 
TaSYa  TaSYaacl/a&  é[Öa&  TaaMaev ivdDaaMYahMa( )) 21 )) 

 

yo yo yäà yäà tanuà bhaktaù 

çraddhayärcitum icchati 

tasya tasyäcaläà çraddhäà 

täm eva vidadhämy aham 
 

yaù yaù— 誰 でも ; yäm yäm— ど れでも ; tanum— 半神の 姿 ; bhaktaù— 献 愛者 ; 

çraddhayä—信念と共に; arcitum—崇拝するために; icchati—望み; tasya tasya—彼に; 

acaläm—安定した; çraddhäm—信念; täm—それ; eva—確かに; vidadhämi—与える; 

aham—私。 
 

訳訳訳訳     わたしはすべての生命体の心のなかに至高の魂として住んでいる。ある半神を崇わたしはすべての生命体の心のなかに至高の魂として住んでいる。ある半神を崇わたしはすべての生命体の心のなかに至高の魂として住んでいる。ある半神を崇わたしはすべての生命体の心のなかに至高の魂として住んでいる。ある半神を崇

拝したいと願う者がいれば、その半神に専心できるように拝したいと願う者がいれば、その半神に専心できるように拝したいと願う者がいれば、その半神に専心できるように拝したいと願う者がいれば、その半神に専心できるようにその信念を強くさせる。その信念を強くさせる。その信念を強くさせる。その信念を強くさせる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        神はだれにでも自主性を与えています。ですから、物質的な楽しみを味わう

ために半神に真剣に祈ると、至高主は心のなかにいる至高の魂として、その思いを理解し、

その便宜を提供します。主は全生命体の至高の父親ですから、かれらの自主性を邪魔するこ

とはありません。どのような便宜でも用意し、そうすることでかれらが物質的な望みを満た

せるようにします。ある人は、あらゆる力を持つ神がなぜ生命体に物質界を楽しむ便宜を与

え、幻想の罠にかかるのを放っておくのか、と尋ねるかもしれません。その答は、至高主あ

るいは至高の魂がそのような便宜を用意してあげなければ、自主性そのものの意味がなくな

ってしまうからです。だから主は、だれにでも完全な自主性を提供しているのです――なに

を望もうとも――しかし、主の窮極の教えは『バガヴァッド・ギーター』にしめされていま

す。他の一切の仕事を捨て、主に完全に身をゆだねなくてはならない、という教えです。そ

れができる人が幸福になれます。 

生命体も半神も最高人格主神の意思に従わなくてはなりません。ですから、生命体は自分

の望みで半神を崇拝することはできませんし、半神も至高主の意志なくして私たちに恩恵を

さずけることはできません。経典で言われているように、１枚の葉でさえ、最高人格主神の

意思なくして動きません。ふつう、物質界で苦しんでいる人々は、ヴェーダ経典が勧めてい

るように、半神に頼ろうとします。なにかを欲しがる人は、それに応じた半神を崇拝するこ

とができます。たとえば、病人は太陽神の崇拝が勧められています。教育を望む人は学問の

女神サラスヴァティーを崇拝することができます。美しい妻を求める人は主シヴァの妻であ

るウマー女神を崇拝することができます。このように、シャーストラ（ヴェーダ経典）には
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さまざまな半神を崇拝するさまざまな方法が用意されています。そして、物質的便宜を楽し

みたいと思う生命体には、特定の半神からその恩恵をさずかれるよう、主はその心に強い望

みを起こさせ、そしてその生命体はじっさいに恩恵をさずかります。生命体の特定の半神に

対する信仰の様式も、至高主が準備します。半神が生命体にそのような好みを持たせること

はできませんし、主は至高主だからこそ、あるいはすべての生命体の心にいる至高の魂だか

らこそ、特定の半神を崇拝する刺激を与えます。半神はじつは至高主の宇宙体のなかのちい

さな部分体です。ですから、半神たちは独立した立場にいるわけではありません。ヴェーダ

経典では、「最高人格主神は至高の魂として、半神の心のなかにもいる。ゆえに主は、生命

体の望みを半神をとおして満たすように配慮している。半神も生命体も、至高の意志に依存

しているのであり、だれも独立した立場にはいない」。 
 

第第第第22節節節節                                Sa   TaYaa   é[ÖYaa  Yau¢-STaSYaaraDaNaMaqhTae ) 
l/>aTae c TaTa"  k-aMaaNMaYaEv ivihTaaiNhTaaNa( )) 22 )) 

 

sa tayä çraddhayä yuktas 

tasyärädhanam éhate 

labhate ca tataù kämän 

mayaiva vihitän hi tän 
 

saù—彼; tayä—それと共に; çraddhayä—暗示; yuktaù—授けて; tasya—その半神の; 

ärädhanam—崇拝のために; éhate—彼は熱望する; labhate—得る; ca—そして; tataù—そ

れから; kämän—彼の望み; mayä—私によって; eva—〜だけで; vihitän—配慮して; hi—確

かに; tän—それら。 
 

訳訳訳訳     そのような信念をさずかったかれは、特定の半神を崇拝する努力をし、望みを達そのような信念をさずかったかれは、特定の半神を崇拝する努力をし、望みを達そのような信念をさずかったかれは、特定の半神を崇拝する努力をし、望みを達そのような信念をさずかったかれは、特定の半神を崇拝する努力をし、望みを達

成する。しかしじつは、その恩恵はわたしだけがさずけているものである。成する。しかしじつは、その恩恵はわたしだけがさずけているものである。成する。しかしじつは、その恩恵はわたしだけがさずけているものである。成する。しかしじつは、その恩恵はわたしだけがさずけているものである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        半神たちは、至高主の許可がなければ、自分たちの崇拝者に恩恵をさずける

ことはできません。生命体は、すべてが至高主の所有物であることを忘れるかもしれません

が、半神は忘れません。ですから、半神崇拝とその望んだ結果の達成は、半神ではなく最高

人格主神の配慮によるものです。知性のない生命体はこのことを知りませんし、だから、恩

恵を求めて半神にすがろうとするのです。いっぽう純粋な献愛者は、なにかを必要とすると

きでも至高主だけに祈ります。もちろん、純粋な献愛者は物質的な恩恵を欲しがりません。

生命体が半神にすがるのは、欲望を満たすことに狂っているからです。これは、生命体が正

しくないものを望んでいるためで、主がそのような望みを満たしているわけではありません。
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『チャタンニャ・チャリタームリタ』では、至高主を崇拝しつつ物質的な望みも期待してい

る者は、矛盾した望みを持っている、と言われています。至高主への献愛奉仕と半神の崇拝

は同じ段階にはありません。半神崇拝は物質的、至高主の崇拝は完全に精神的です。 

神のもとへ帰りたいと望んでいる生命体にとって、物質的な望みは障害になります。です

から、純粋な献愛者はそんな恩恵はさずかりません。それは、至高主に献愛奉仕をするより

も、俗な恩恵を求めて半神の崇拝をしたがる知性のない生命体が望むものです。 

 
第第第第23節節節節                                    ANTavtau  f-l&/   Taeza&  TaÙvTYaLPaMaeDaSaaMa( ) 

devaNdevYaJaae YaaiNTa  MaÙ¢-a YaaiNTa MaaMaiPa )) 23 )) 
 

antavat tu phalaà teñäà 

tad bhavaty alpa-medhasäm 

devän deva-yajo yänti 

mad-bhaktä yänti mäm api 
 

anta-vat—朽ち果てるもの; tu—しかし; phalam—結果; teñäm—彼らの; tat—それ; 

bhavati— 〜 に な る ; alpa-medhasäm— 未 熟 な 知 性 の 者 達 の ; devän— 半 神 達 に ; 

deva-yajaù—半神の崇拝者達; yänti—行く; mat—私の; bhaktäù—献愛者達; yänti—行く; 

mäm—私に; api—もまた。 
 

訳訳訳訳     ちっぽけな知性の持ち主が半神を崇拝し、さずかるものも限られ、一時的である。ちっぽけな知性の持ち主が半神を崇拝し、さずかるものも限られ、一時的である。ちっぽけな知性の持ち主が半神を崇拝し、さずかるものも限られ、一時的である。ちっぽけな知性の持ち主が半神を崇拝し、さずかるものも限られ、一時的である。

半神を崇拝する者は半神の惑星に行く、しかし、わたしの献愛者はやがてわたしの至高半神を崇拝する者は半神の惑星に行く、しかし、わたしの献愛者はやがてわたしの至高半神を崇拝する者は半神の惑星に行く、しかし、わたしの献愛者はやがてわたしの至高半神を崇拝する者は半神の惑星に行く、しかし、わたしの献愛者はやがてわたしの至高

の惑星に到達する。の惑星に到達する。の惑星に到達する。の惑星に到達する。 

 

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』の解説者のなかには、半神を崇拝しても至高主

に行きつく、と言う者たちがいますが、この節では、半神の崇拝者は半神が住むさまざまな

天体系に行く、と言われており、それは太陽の半神を崇拝すれば太陽に、月の半神を崇拝す

れば月に行くのと同じです。インドラを崇拝すればインドラのところに行きます。半神を崇

拝する人がだれでも最高人格主神に到達するわけではありません。その考え方はこの節で否

定されています。半神の崇拝者は物質界のさまざまな惑星に行くが、至高主の献愛者はじか

に最高の惑星に行く、と明言されているからです。 

ここで挙げられる点は、半神が至高主の体の各部分であるとしたら、半神を崇拝すれば同

じ結果が得られるのは当然ではないか、という論点です。しかし、半神の崇拝者が知性に欠

けるとされるのは、体のどの部分に食べ物をあげたらいいのかを知らないからです。なかに

はひじょうに愚かな人たちもいて、食べ物を食べる部分と方法はたくさんある、と言ったり
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します。じつにいい加減な話です。耳や目が食べられるとでも言うのでしょうか。かれらは

半神が至高主の宇宙体の部分であることを知りません。知らないのに、どの半神も、神から

分離した存在で、神の競争相手だと信じているのです。 

半神が至高主の部分体であるのは半神はもちろん、ふつうの生命体もそうです。『シュリ

ーマド・バーガヴァタム』では、ブラーフマナは至高主の頭、クシャトリヤは腕、ヴァイシ

ャは腰、シュードラは足で、それぞれが多様な機能を果たしている、と述べられています。

どの位置にいるかは別として、半神も自分も至高主の部分体であることを知っているのであ

れば、その知識は完璧です。しかし、その点がわかっていなければ、行きつくところは半神

が住んでいる惑星です。献愛者が行く場所とは違います。 

半神の恩恵で得られる結果はやがて消えてなくなります、物質界のなかでは、星も半神も

その崇拝者も滅びる定めにあるからです。この節で明言されているのは、半神崇拝から得ら

れる結果はどれもいつかはなくなる、知性のない者がそういう崇拝をする、という点にあり

ます。純粋な献愛者は至高主に献愛奉仕をしてクリシュナ意識に没頭し、知識と喜びにあふ

れた永遠の境地に到達します。ですから献愛者が得る結果は、半神崇拝者とはまったく違い

ます。至高主は無限です。主の好意も、慈悲も無限です。ですから、純粋な献愛者に対する

至高主の慈悲も無限なのです。 
 

第第第第24節節節節                                    AVYa¢&- VYai¢-MaaPaà& MaNYaNTae MaaMabuÖYa" ) 
Par&   >aavMaJaaNaNTaae   MaMaaVYaYaMaNautaMaMa( )) 24 )) 

 

avyaktaà vyaktim äpannaà 

manyante mäm abuddhayaù 

paraà bhävam ajänanto 

mamävyayam anuttamam 
 

avyaktam—表わされていない; vyaktim—人格; äpannam—達成した; manyante—考え

る; mäm—私を; abuddhayaù—知性の足りない者達; param—最高の; bhävam—存在; 

ajänantaù—知らずに; mama—私の; avyayam—不滅の; anuttamam—もっとも優秀な者。 
 

訳訳訳訳     わたしをほわたしをほわたしをほわたしをほんとうに知らない知性に欠ける者たちは、わたし、すなわち至高人格んとうに知らない知性に欠ける者たちは、わたし、すなわち至高人格んとうに知らない知性に欠ける者たちは、わたし、すなわち至高人格んとうに知らない知性に欠ける者たちは、わたし、すなわち至高人格

主神クリシュナは、昔は姿のない存在だったが、いまこのような人格を持つ存在になっ主神クリシュナは、昔は姿のない存在だったが、いまこのような人格を持つ存在になっ主神クリシュナは、昔は姿のない存在だったが、いまこのような人格を持つ存在になっ主神クリシュナは、昔は姿のない存在だったが、いまこのような人格を持つ存在になっ

た、と考える。貧弱な知識ゆえに、不滅で至高のわたしの特質を知らないのである。た、と考える。貧弱な知識ゆえに、不滅で至高のわたしの特質を知らないのである。た、と考える。貧弱な知識ゆえに、不滅で至高のわたしの特質を知らないのである。た、と考える。貧弱な知識ゆえに、不滅で至高のわたしの特質を知らないのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節では、半神を崇拝する人々は知性が足らない、と表現され、また非人

格論者もそう言われています。主クリシュナは、いまアルジュナの目のまえで、人格をそな
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えた姿として語りかけているのですが、非人格論者は、無知のために、とどのつまり至高主

に姿はない、と主張します。ラーマーヌジャーチャーリャの師弟継承上にいる偉大な献愛者

ヤームナーチャーリャは、この点に関連して２つの適切な節を残しています。 
 

tväà çéla-rüpa-caritaiù parama-prakåñöaiù 

sattvena sättvikatayä prabalaiç ca çästraiù 

prakhyäta-daiva-paramärtha-vidäà mataiç ca 

naiväsura-prakåtayaù prabhavanti boddhum 
 

 「主よ。ヴャーサデーヴァやナーラダのような献愛者は、あなた様が人格主神であること

をよく知っています。さまざまなヴェーダ経典を理解することで、あなた様の気質、姿、活

動がわかり、そうしてあなた様が最高人格主神であることを理解するのです。しかし、激情

と無知の様式にいる者たち、悪魔たち、献愛者でない者たちには理解できません。どうして

も理解できないのです。非献愛者たちがどれほど巧みにヴェーダーンタやウパニシャッドや

他のヴェーダ経典について議論しても、人格主神を理解することはできません」（ストート

ゥラ・ラトゥナ 第12節）。 

 『ブラフマ・サムヒター』では、人格主神はヴェーダーンタ文献を研究するだけでは理解

できない、と言われています。至高主の慈悲だけが、その理解をさずけてくれるのです。で

すから、この節が明言しているのは、知性がないのは半神崇拝者だけではない、クリシュナ

意識を無視するヴェーダーンタやヴェーダ経典の推論家も同じで、かれらに「神が人物であ

る」ことはぜったいに理解できない、という点です。絶対真理に姿はない、という考えを持

つ人々は、絶対真理の究極の様相を知らない者、という意味のabuddhayaù（アブッダハヤハ）

という言葉で表現されています。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、「高い悟りは非

人格のブラフマンから始まり、局所的な至高の魂へと高まる、しかし、絶対真理を指す究極

的な言葉は人格主神である」と述べられています。現代の非人格論者は知性に欠けた人々で

す。かれらの偉大な先駆者であり、クリシュナが最高人格主神であることを宣言しているシ

ャンカラーチャーリャにでさえ従っていないからです。非人格論者は至上の真理を知らない

ため、クリシュナはデーヴァキーとヴァスデーヴァに生まれたふつうの子供、あるいは王子、

あるいは並はずれた力を持つ者、という理解しかできません。この考えは『バガヴァッド・

ギーター』（第９章・第11節）でも「愚か者だけが、わたしをふつうの人間と考える」と

非難されています。 

献愛奉仕をしなければ、そしてクリシュナ意識を高めなければだれもクリシュナは理解で

きない――これが真実です。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第10編・第14章・第29

節）がそのことを次のように確証しています。 
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athäpi te deva padämbuja-dvaya- 

prasäda-leçänugåhéta eva hi 

jänäti tattvaà bhagavan-mahimno 

na cänya eko 'pi ciraà vicinvan 
 

「主よ。あなた様の蓮華の御足の慈悲をわずかでもさずかれば、あなた様の偉大さが理解

できます。しかし、最高人格主神を推論で理解しようとする者には、ヴェーダを何年研究し

つてもなにも理解できません」。最高人格主神、クリシュナ、あるいは主の姿・気質・名前

は、心の推論やヴェーダ経典の議論によっては理解できるものではありません。献愛奉仕を

とおして理解しなくてはならないのです。マハー・マントラ――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――の唱名から始まるクリシュナ意識に没頭してはじめて、

最高人格主神が理解できます。献愛者ではない非人格論者は、クリシュナはこの物質界で作

られる肉体を持ち、その姿も活動もすべてマーヤーと考えます。非人格論者はマーヤーヴァ

ーディーという名称で知られています。かれらに窮極の真理はわかりません。 

第20節は kämais tais tair håta-jïänäù prapadyante 'nya-devatäù と断言しています。

「欲望にかられた望みによって盲目になった者たちは、さまざまな半神に頼ろうとする」。

半神たちは自分たちの惑星を持ち、また最高人格主神も独自の惑星を持っています。第23

節でdevän deva-yajo yänti mad-bhaktä yänti mäm api と述べられているように、半神の

崇拝者たちは半神の住むさまざまな惑星に行き、主クリシュナの献愛者たちはクリシュナロ

ーカという惑星に行きます。これほど明白に述べられているのに、愚かな非人格論者たちは、

主に姿はなく、またそのような姿はマーヤーだと考えます。『バガヴァッド・ギーター』を

読んで、半神もかれらの住居も非人格的、つまり姿も形もないと考えられるものでしょうか。

半神もクリシュナ・至高人格主神も決して非人格的ではないことは明々白々で、主クリシュ

ナは最高人格主神で、自分の惑星を持ち、また半神たちも自分たちの惑星を持っています。 

ですから、窮極の真理に姿はなく、姿はこじつけとして考えられたもの、とする一元論的

な概念は正しくありません。この節では、こじつけではないことが明記されています。『バ

ガヴァッド・ギーター』からわかるのは、半神の姿と至高主の姿は、同時に存在しており、

主クリシュナの姿はsac-cid-änanda（サチ・チドゥ・アーナンダ）、永遠で祝福に満ちている、と

いう事実です。またヴェーダは、änanda-mayo 'bhyäsät（アーナンダ・マヨー ヴャーサートゥ）最

高絶対真理者は、本来喜びに満ち、無限の吉兆な質の源であると確証しています。そして『バ

ガヴァッド・ギーター』でも、「主はアジャ（aja）である、しかし降誕する」とあります。

これが、『バガヴァッド・ギーター』から理解できる事実です。最高人格主神がどうして非
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人格でありえるのか、理解に苦しみます。非人格論の一元論が言う「姿は、こじつけとして

与えられたもの」とする理論は、『バガヴァッド・ギーター』の言葉に照らすと、まちがっ

ていることがわかります。この節からはっきりわかるように、最高絶対真理・主クリシュナ

は、姿も人格もそなえているのです。 
 

第第第第25節節節節                                Naah&   Pa[k-aXa"  SavRSYa  YaaeGaMaaYaaSaMaav*Ta" ) 
MaU!ae_Ya& Naai>aJaaNaaiTa l/aek-ae MaaMaJaMaVYaYaMa( )) 25 )) 

 

nähaà prakäçaù sarvasya 

yoga-mäyä-samävåtaù 

müòho 'yaà näbhijänäti 

loko mäm ajam avyayam 
 

na—〜もない; aham—私; prakäçaù—表わして; sarvasya—誰にでも; yoga-mäyä—内

的力によって; samävåtaù—包まれて; müòhaù—愚かな; ayam—これら; na—ではない; 

abhijänäti—理解できる; lokaù—人々; mäm—私を; ajam—生まれない; avyayam—無尽蔵

の。 
 

訳訳訳訳     わたしは、愚かわたしは、愚かわたしは、愚かわたしは、愚か者や知性のない者に姿を見せない。かれらにとって、わたしは内者や知性のない者に姿を見せない。かれらにとって、わたしは内者や知性のない者に姿を見せない。かれらにとって、わたしは内者や知性のない者に姿を見せない。かれらにとって、わたしは内

的力に包まれている存在であり、わたしが生まれることもなく、また完全無欠であるこ的力に包まれている存在であり、わたしが生まれることもなく、また完全無欠であるこ的力に包まれている存在であり、わたしが生まれることもなく、また完全無欠であるこ的力に包まれている存在であり、わたしが生まれることもなく、また完全無欠であるこ

とも知らない。とも知らない。とも知らない。とも知らない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナが地上にいたころ、だれでもその姿は見ていたのだから、「だれ

にでも表わされていない」となぜ言えるのか、と反論する人がいるかもしれません。しかし

じっさいは、だれもがほんとうに見ていたのではなかったのです。クリシュナが降誕したこ

ろ、一握りの人たちだけが、その正体を最高人格主神として知っていました。クル家の人々

が集まったとき、シシュパーラは、クリシュナが集会の総⻑に選ばれたことに抗議しました

が、ビーシュマは主こそが最高の神であるとして、その選出に賛同しました。同じように、

主を至高者として知っていたのはパーンダヴァ兄弟や数えるほどの人たちしかおらず、みん

ながみんな知っていたわけではありません。非献愛者や凡人にはその正体がわからなかった

のです。ですからクリシュナは『バガヴァッド・ギーター』で、純粋な献愛者以外は、主の

ことを自分と同じ人間と考えている、と言っています。主は「すべての喜びの源」として純

粋な献愛者だけに表わされます。しかし、他の知性のない非献愛者にとって、主は内的力に

包まれています。 

クンティーがクリシュナに捧げた言葉が『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第



 

37 

 

８章・第19節）にあり、そこでは、主はヨーガ・マーヤーのカーテンによって遮られてお

り、そのためふつうの人々は主を理解できない、と言われています。このヨーガ・マーヤー

のカーテンは『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』（マントラ15）でも確証され、献

愛者が次のように祈っています。 
 

hiraëmayena pätreëa 

satyasyäpihitaà mukham 

tat tvaà püñann apävåëu 

satya-dharmäya dåñöaye 
 

「主よ、あなた様は全宇宙の維持者であり、あなた様への献愛奉仕そのものがもっとも気

高い宗教原則です。だからこそ私は祈ります、私を支えてくださるように、と。その超越的

なお姿はヨーガ・マーヤーによって包まれています。ブラフマジョーティがその内的力の覆

いです。どうか、あなた様のsac-cid-änanda-vigraha（サチ・チドゥ・アーナンダ・ヴィグラハ （『ブ

ラフマ・サムヒター』第５章・第１節））、すなわち至福と知識に満ちあふれた永遠な姿を

見えなくしている、そのまばゆい光を取りのぞいてください」。喜びと知識にあふれた超越

的な最高人格主神の姿は、ブラフマジョーティという内的力によって包まれており、知性の

足りない非人格論者はそのために至高者を見ることができないのです。 

また『シュリーマド・バーガヴァタム』（第10編・第14章・第７節）にも、ブラフマー

の祈りがあります。「最高人格主神よ、至高の魂よ、すべての神秘の主よ。だれがあなた様

の力と、物質界でのあなた様の崇高な娯楽を推しはかることができるでしょうか。あなた様

はいつもご自分の内的力を拡大させ、そのためだれもあなた様を理解することができません。

博識な科学者や学者は、物質界の原子構造や惑星について分析することができます。しかし

そのようなかれらにも、目のまえにいるあなた様の力を想像することさえできません」。最

高人格主神、主クリシュナは「生まれることのない方」であるばかりでなく、アヴャヤ・無

尽蔵です。主の永遠な姿は、喜びと知識に満ちあふれ、その力は無尽蔵です。 
 

第第第第26節節節節                                    vedah&   SaMaTaqTaaiNa   vTaRMaaNaaiNa  caJauRNa ) 
>aivZYaai<a c >aUTaaiNa Maa& Tau ved Na k-êNa )) 26 )) 

 

vedähaà samatétäni 

vartamänäni cärjuna 

bhaviñyäëi ca bhütäni 

mäà tu veda na kaçcana 
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veda—知っている; aham—私; samatétäni—過去を完全に; vartamänäni—現在; ca—そ

して; arjuna—アルジュナよ; bhaviñyäëi—未来; ca—もまた; bhütäni—全生命体; mäm—

私を; tu—しかし; veda—知っている; na—ではない; kaçcana—誰も。 
 

訳訳訳訳  アルジュナよ。わたしは至高人格主神であるから、過去におこったこと、現在起こアルジュナよ。わたしは至高人格主神であるから、過去におこったこと、現在起こアルジュナよ。わたしは至高人格主神であるから、過去におこったこと、現在起こアルジュナよ。わたしは至高人格主神であるから、過去におこったこと、現在起こ

っていること、まだ起こっていないことをすべて知っている。また、全生命体のことをっていること、まだ起こっていないことをすべて知っている。また、全生命体のことをっていること、まだ起こっていないことをすべて知っている。また、全生命体のことをっていること、まだ起こっていないことをすべて知っている。また、全生命体のことを

知っているが、だれもわたしのことを知らない。知っているが、だれもわたしのことを知らない。知っているが、だれもわたしのことを知らない。知っているが、だれもわたしのことを知らない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説 

 

この節では、人格性と非人格性についてはっきりと言及されています。仮に、クリシュナ、

最高人格主神が、マーヤー・物質的だとしたら（非人格論者は主をそう思っていますが）、

ふつうの生命体のように、自分の肉体を変え、過去の生涯のことをすべて忘れてしまうはず

です。物質の体に閉じこめられている人は前世を思いだすことも、現世や来世でどうなるか

も予測できません。過去・現在・未来についてなにも知らないということです。穢れから解

放されていなければ、過去も、現在も、未来も予測できないのです。 

主クリシュナは、このようなふつうの生命体とは違い、過去に起こったこと、今起こって

いること、将来起こるであろうこと、すべてを知っていると宣言しています。第４章では、

主クリシュナが数百万年前に太陽神ヴィヴァスヴァーンに教えを説いたことを覚えている、

という状況について学びました。クリシュナは全生命体の心のなかに至高の魂として住んで

いるため、すべての生命体を知っています。ところが、主が至高の魂として、あるいは最高

人格主神として存在しているのに、知性に欠ける人々は、非人格のブラフマンは理解できて

も至高の人物としてのシュリー・クリシュナを悟ることができません。もちろん、シュリー・

クリシュナの超越的な体は決して滅びません。いわば主は太陽、そしてマーヤーは雲のよう

な存在です。物質界には太陽、雲、さまざまな星や惑星があることを私たちは知っています。

雲は空全体を一時的に覆うかもしれませんが、私たちの視界が限られているために、そう見

えるだけです。太陽、月、星々は覆われているわけではありません。同じように、マーヤー

は至高主を覆いかくすことはできません。主の内的力ゆえに、知性の足りない人たちには見

えないのです。この章の第３節で言われているように、何百万何千万もの人々のなかで、ほ

んの数人が人間生活の完成を目指し、その完成を手にした無数の人たちのなかでも、クリシ

ュナの正体を理解できる人はほとんどいません。非人格のブラフマンや局所のパラマートマ

ーの悟りを完成させても、クリシュナ意識でなければ、最高人格主神、シュリー・クリシュ

ナを理解できる可能性はほとんどありません。 
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第第第第27節節節節                                        wC^aÜezSaMauTQaeNa   ÜNÜMaaeheNa  >aarTa ) 
SavR>aUTaaiNa SaMMaaeh& SaGaeR  YaaiNTa ParNTaPa )) 27 )) 

 

icchä-dveña-samutthena 

dvandva-mohena bhärata 

sarva-bhütäni sammohaà 

sarge yänti parantapa 
 

icchä—望み; dveña—そして嫌悪; samutthena—〜から生じた; dvandva—二元性の; 

mohena—幻想によって; bhärata—バラタの末裔よ; sarva—すべて; bhütäni—生命体達; 

sammoham—幻想の中に; sarge—誕生している間に; yänti—行く; parantapa—敵の征服

者よ。 
 

訳訳訳訳     バラタの末裔よ。敵の征服者よ。すべての生命体は幻想のなかに生まれ、望みとバラタの末裔よ。敵の征服者よ。すべての生命体は幻想のなかに生まれ、望みとバラタの末裔よ。敵の征服者よ。すべての生命体は幻想のなかに生まれ、望みとバラタの末裔よ。敵の征服者よ。すべての生命体は幻想のなかに生まれ、望みと

嫌悪から生じる二元性によって惑わされている。嫌悪から生じる二元性によって惑わされている。嫌悪から生じる二元性によって惑わされている。嫌悪から生じる二元性によって惑わされている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        生命体の本来の立場は、純粋な知識そのものである至高主に従う境地です。

この純粋な知識と離れて惑わされると、幻想の力に動かされるようになり、最高人格主神を

理解することができません。幻想の力は、望みと嫌悪という二元性として表われます。望み

と嫌悪ゆえに、無知な人は至高主と一つになりたいと望み、クリシュナが最高人格主神であ

ることを妬むようになります。望みや嫌悪に惑わされていない、あるいは穢されていない純

粋な献愛者は、主シュリー・クリシュナが内的な力をとおして降誕したことを理解している

のですが、二元性や無知に惑わされている人々は、最高人格主神は物質的力によって作られ

たもの、と考えています。これがかれらの不運です。こうして惑わされた人々は、不名誉と

名誉、苦しみと幸福、女性と男性、善悪、喜びと苦しみなどのなかに住み、「これが私の妻、

私の家、私がこの家の主人で、私はこの妻の夫」などと考えています。これが、幻想から生

じる二元性です。二元性に惑わされている人々は救いようのない愚か者であり、最高人格主

神を理解することができません。 
 

第第第第28節節節節                                    Yaeza& TvNTaGaTa& PaaPa& JaNaaNaa& Pau<Yak-MaR<aaMa( ) 
Tae  ÜNÜMaaehiNaMauR¢-a   >aJaNTae Maa& d*!v]Taa" )) 28 )) 

 

yeñäà tv anta-gataà päpaà 

janänäà puëya-karmaëäm 
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te dvandva-moha-nirmuktä 

bhajante mäà dåòha-vratäù 
 

yeñäm— 〜である者の ; tu— しかし ; anta-gatam— 完全に根絶して ; päpam— 罪 ; 

janänäm—人々の; puëya—敬虔な; karmaëäm—〜の過去の活動; te—彼ら; dvandva—二

元性の; moha—妄想; nirmuktäù—〜から自由な; bhajante—献愛奉仕に従事して; mäm—

私に; dåòha-vratäù—決意と共に。 
 

訳訳訳訳     前世で敬虔なおこないをし、現世で罪な活動を完全に捨てさった者たちは、幻想前世で敬虔なおこないをし、現世で罪な活動を完全に捨てさった者たちは、幻想前世で敬虔なおこないをし、現世で罪な活動を完全に捨てさった者たちは、幻想前世で敬虔なおこないをし、現世で罪な活動を完全に捨てさった者たちは、幻想

から生じる二元性から解放され、堅い決意とともにわたしへの奉仕に邁進する。から生じる二元性から解放され、堅い決意とともにわたしへの奉仕に邁進する。から生じる二元性から解放され、堅い決意とともにわたしへの奉仕に邁進する。から生じる二元性から解放され、堅い決意とともにわたしへの奉仕に邁進する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        超越的な境地に高められる資格を持つ人々について、この節で説明されてい

ます。罪深く、無神論者で、愚かで、人を騙す者たちには、望みと嫌悪という二元性を超越

することはひじょうに困難です。宗教の規則と原則を実践し、敬虔なおこないをし、罪の反

動を克服することのできた人々だけが献愛奉仕を受けいれることができ、そして徐々に最高

人格主神の純粋な知識にまで高められます。そしてやがて、最高人格主神を法悦境のなかで

瞑想することができるようになります。それが精神的境地に置かれる方法です。この精進は

純粋な献愛者との交流をとおしてクリシュナ意識のなかで達成できるものです。偉大な献愛

者とのふれあいによって幻想から救われるからです。 

『シュリーマド・バーガヴァタム』（第５編・第５章・第２節）では、ほんとうに解放を

望んでいるのであれば、献愛者に奉仕をしなくてはならない（mahat-seväà dväram ähur 

vimukteù）と述べられています。しかし、物質主義者とつきあえば、暗闇の世界に引きず

りこまれていきます（tamo-dväraà yoñitäà saìgi-saìgam）。主の献愛者は、条件づけら

れた魂を幻想から救いだすために地上を巡り歩きます。非人格論者は、至高主に従う本来の

立場を忘れてしまうことが、神の法則に対する最大の違反であることを知りません。自分本

来の立場に戻らなければ最高人格者は理解できませんし、決意とともに主への超越的愛情奉

仕に没頭することもできません。 
 

第第第第29節節節節                                    JaraMar<aMaae+aaYa    MaaMaaié[TYa   YaTaiNTa   Yae ) 
Tae b]ø TaiÜdu" k*-TòMaDYaaTMa& k-MaR cai%l/Ma( )) 29 )) 

 

jarä-maraëa-mokñäya 

mäm äçritya yatanti ye 

te brahma tad viduù kåtsnam 

adhyätmaà karma cäkhilam 
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jarä—老年から; maraëa—そして死; mokñäya—解放という目的のために; mäm—私に; 

äçritya—〜に保護を求めて; yatanti—努力する; ye—〜である者達すべて; te—そのような

人々; brahma—ブラフマン; tat—真にそれを; viduù—彼らは知っている; kåtsnam—すべ

て; adhyätmam—超越的な; karma—活動; ca—もまた; akhilam—完全に。 
 

訳訳訳訳  老年と死からの解放を求めて努力する知性ある者たちは、献愛奉仕をしながらわ老年と死からの解放を求めて努力する知性ある者たちは、献愛奉仕をしながらわ老年と死からの解放を求めて努力する知性ある者たちは、献愛奉仕をしながらわ老年と死からの解放を求めて努力する知性ある者たちは、献愛奉仕をしながらわ

たしに身をゆだねる。かれらこそ真のブラフマンでたしに身をゆだねる。かれらこそ真のブラフマンでたしに身をゆだねる。かれらこそ真のブラフマンでたしに身をゆだねる。かれらこそ真のブラフマンである。超越的な活動についてすべてある。超越的な活動についてすべてある。超越的な活動についてすべてある。超越的な活動についてすべて

を知りつくしているからである。を知りつくしているからである。を知りつくしているからである。を知りつくしているからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        誕生・死・老年・病気は肉体に影響を及ぼしますが、精神的な体はそうでは

ありません。精神的な体に誕生・死・老年・病気はないため、精神的体を得て最高人格主神

の交流者となり、献愛奉仕をする人がほんとうに解放された人です。Ahaà brahmäsmi（ア

ハンム ブラフマースミ）「私は精神魂である」。自分はブラフマン、精神魂であることを理解し

なくてはならない、と経典は説いています。このブラフマンの概念の生活も献愛奉仕のなか

に含まれており、この節がそう述べています。純粋な献愛者はブラフマンの境地に位置して

おり、超越的な活動について知りつくしています。 

主に崇高な奉仕をする４種類の不純な献愛者がそれぞれの目標を達成し、至高主の恩寵に

よって、やがて完全にクリシュナ意識になるとき、至高主との精神的ふれあいを楽しむこと

ができるようになります。しかし、半神を崇拝している人々は、至上の惑星にある至高主に

辿りつくことはぜったいにできません。不充分な知性でブラフマンを悟った人物も、ゴーロ

ーカ・ヴリンダーヴァンとして知られるクリシュナの至上の惑星には到達できません。クリ

シュナ意識の活動をする人物だけに（mäm äçritya マーンム アーシュリテャ）ブラフマンの資

格が与えられます。クリシュナの惑星に到達するために心底努力しているからです。そのよ

うな人々は、クリシュナに疑いはまったくなく、また真のブラフマンです。 

束縛から解放されることだけを目指して主の姿・アルチャーを崇拝したり、主の瞑想をし

たりする人々も、主の恩寵によって、ブラフマンの目的・adhibhüta（アデヒィブフータ）をよく

理解しており、そのことが次の章で説明されます。 
 

第第第第30節節節節                                    SaaiDa>aUTaaiDadEv& Maa& SaaiDaYaj& c Yae ivdu" ) 
Pa[Yaa<ak-ale/_iPa  c Maa& Tae  ivduYauR¢-ceTaSa" )) 30 )) 

 

sädhibhütädhidaivaà mäà 

sädhiyajïaà ca ye viduù 
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prayäëa-käle 'pi ca mäà 

te vidur yukta-cetasaù 
 

sa-adhibhüta—そして物質現象界の指導原則 ; adhidaivam—すべての半神の統治 ; 

mäm—私を; sa-adhiyajïam—そしてすべての儀式の統治; ca—もまた; ye—〜である者達; 

viduù—知っている; prayäëa—死の; käle—〜の時; api—でさえ; ca—そして; mäm—私を; 

te—彼ら; viduù—知っている; yukta-cetasaù—私に従事している彼らの心。 
 

訳訳訳訳  わたしを完全に意識し、至高主であるわたしが物質現象界、半神、全儀式の方法わたしを完全に意識し、至高主であるわたしが物質現象界、半神、全儀式の方法わたしを完全に意識し、至高主であるわたしが物質現象界、半神、全儀式の方法わたしを完全に意識し、至高主であるわたしが物質現象界、半神、全儀式の方法

の指導原理であることを知っている者たちは、死ぬまぎわでにでも、わたしを最高人格の指導原理であることを知っている者たちは、死ぬまぎわでにでも、わたしを最高人格の指導原理であることを知っている者たちは、死ぬまぎわでにでも、わたしを最高人格の指導原理であることを知っている者たちは、死ぬまぎわでにでも、わたしを最高人格

主神として理解することができる。主神として理解することができる。主神として理解することができる。主神として理解することができる。 

 

要旨要旨要旨要旨解説解説解説解説        クリシュナ意識の道を歩いている人々は、最高人格主神を完全に理解してい

るため、その道から逸れることは決してありません。クリシュナ意識という崇高な交流をと

おして、至高主が物質現象界や半神の指導原理であることが理解できます。ふつう、その超

越的な交流によって、私たちは最高人格主神の存在を確信することができ、死ぬときでさえ、

クリシュナ意識の人物はクリシュナを決して忘れません。そして当然なことながら、至高主

が住んでいるゴーローカ・ヴリンダーヴァンに高められていくのです。 

この第７章では、完全にクリシュナ意識になる方法が説明されています。クリシュナ意識

は、クリシュナ意識を修練している人々・献愛者との交流から始まります。献愛者との精神

的な交流が至高主とふれあう機会を作りだし、そして主の恩寵をさずかり、クリシュナが最

高人格主神であることを理解できるようになります。同時に、生命体の本来の立場や、クリ

シュナのことを忘れたために物質的な活動に絡まってしまったことも理解します。優れた交

流をとおしてクリシュナ意識を徐々に高めた結果、クリシュナを忘れてしまったために物質

界の法則に条件づけらるようになったことも理解できます。さらに、人間生活はクリシュナ

意識をよみがえらせる絶好の機会であること、それは至高主のいわれない慈悲をさずかるた

めにこの機会を充分に活用しなくてならないということも理解できます。 

この章では多くの主題では、苦しむ人、探求心の強い人、物質的必需品を求める人、ブラ

フマンの知識、パラマートマーの知識、誕生・死・病気からの解放、そして至高主の崇拝な

どについて説明されています。しかし、ほんとうにクリシュナ意識に高められた人は、その

ような方法にあまり関心をしめしません。ひたすらクリシュナ意識の活動に励み、やがて主

クリシュナの永遠な召使いという本来の境地に到達します。その心境に入った献愛者は、純

粋な奉仕をとおして至高主について聞き、至高主を讃えることに喜びを感じています。献愛

奉仕に励みさえすれば目標はすべて満たされる――これが献愛者の確信です。決意あふれる
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この確信をdåòha-vrata（ドゥダハ・ヴラタ）といい、それがバクティ・ヨーガ、すなわち超越的

な愛情奉仕の始まりです。またそれがすべての経典の真髄であり、第７章はその確信につい

て要約しています。 
 

 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

７章、「絶対者に関する知識」に関する要旨解説を終了します。 


