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第８章第８章第８章第８章 

 

 

 

 

至高者への到達至高者への到達至高者への到達至高者への到達 

 

第１節第１節第１節第１節                            AJauRNa ovac 
ik&- Tad(b]ø ik-MaDYaaTMa& ik&- k-MaR PauåzaetaMa ) 
AiDa>aUTa&  c  ik&-  Pa[ae¢-MaiDadEv&  ik-MauCYaTae )) 1 )) 

 

arjuna uväca 

   kià tad brahma kim adhyätmaà 

kià karma puruñottama 

adhibhütaà ca kià proktam 

adhidaivaà kim ucyate 
 

arjunaù uväca—アルジュナが言った ; kim—何 ; tat—それ ; brahma—ブラフマン ; 

kim—何; adhyätmam—自己; kim—何; karma—果報的活動; puruña-uttama—至高の人物

よ ; adhibhütam— 物 質 現 象 界 ; ca— そ し て ; kim— 何 ; proktam— 〜 と 呼 ば れ る ; 

adhidaivam—半神; kim—何; ucyate—〜と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳        アルジュナが尋ねました。「主アルジュナが尋ねました。「主アルジュナが尋ねました。「主アルジュナが尋ねました。「主よ。至高の方よ。至高の方よ。至高の方よ。至高の方よ。ブラフマンとはなんでしょうか。よ。ブラフマンとはなんでしょうか。よ。ブラフマンとはなんでしょうか。よ。ブラフマンとはなんでしょうか。

自己自己自己自己とはなんでしょうか。果報的活動とはなんでしょうか。とはなんでしょうか。果報的活動とはなんでしょうか。とはなんでしょうか。果報的活動とはなんでしょうか。とはなんでしょうか。果報的活動とはなんでしょうか。物質現象界とはなんでしょ物質現象界とはなんでしょ物質現象界とはなんでしょ物質現象界とはなんでしょ

うか。そして半神とはなんでしょうか。うか。そして半神とはなんでしょうか。うか。そして半神とはなんでしょうか。うか。そして半神とはなんでしょうか。これらについてご説明これらについてご説明これらについてご説明これらについてご説明ください」ください」ください」ください」 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この章で主クリシュナは、「ブラフマンとはなにか」という言葉から始まる

アルジュナの一連の質問に答えていきます。また、カルマ（果報的活動）、献愛奉仕、ヨー

ガの原則、純粋な献愛奉仕についても説明します。『シュリーマド・バーガヴァタム』は、

最高絶対真理者をブラフマン、パラマートマー、バガヴァーンという様相で説明しています。

生命体、つまり個々の魂もブラフマンです。アルジュナは、肉体・魂・心を意味するアート

マーについても尋ねました。ヴェーダの辞書はアートマーを、心、魂、そして感覚と定義し

ています。 
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アルジュナは主をプルショーッタマ（Puruñottama）・至高の人物と呼びかけています。

これは、質問が単に友人に向けられているだけではなく、至高の人物に向けられていること

もしめしています。主クリシュナこそが決定的な答えを出せる最高の権威者であることを知

っていたからです。 

 

第２節第２節第２節第２節                                AiDaYaj"  k-Qa&  k-ae_}a dehe_iSMaNMaDauSaUdNa ) 
Pa[Yaa<ak-ale/ c  k-Qa& jeYaae_iSa iNaYaTaaTMai>a" )) 2 )) 

 
adhiyajïaù kathaà ko 'tra 

dehe 'smin madhusüdana 

prayäëa-käle ca kathaà 

jïeyo 'si niyatätmabhiù 
 

adhiyajïaù—儀式の主; katham—どのように; kaù—誰; atra—ここに; dehe—肉体の中

に; asmin—これ; madhusüdana—マドゥスーダナよ; prayäëa-käle—死ぬ時に; ca—そし

て; katham—どのように; jïeyaù asi—あなたが知られる; niyata-ätmabhiù—自己抑制す

る人物によって。 
 

訳訳訳訳        マドゥスーダナよ。儀式のマドゥスーダナよ。儀式のマドゥスーダナよ。儀式のマドゥスーダナよ。儀式の主主主主はだれでしょうか、どのように体内に住んでいるのはだれでしょうか、どのように体内に住んでいるのはだれでしょうか、どのように体内に住んでいるのはだれでしょうか、どのように体内に住んでいるの

ででででしょうか。また献愛奉仕をする者は、どうすれば、死ぬときにあなたしょうか。また献愛奉仕をする者は、どうすれば、死ぬときにあなたしょうか。また献愛奉仕をする者は、どうすれば、死ぬときにあなたしょうか。また献愛奉仕をする者は、どうすれば、死ぬときにあなたを理解することを理解することを理解することを理解すること

ができるのでしょうか。ができるのでしょうか。ができるのでしょうか。ができるのでしょうか。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         「儀式の主」はインドラやヴィシュヌを指すこともあります。ヴィシュヌは、

ブラフマーやシヴァを含む主要な半神の筆頭者、そしてインドラは宇宙の管理者・半神たち

の筆頭者です。インドラもヴィシュヌもヤギャの遂行をとおして崇拝されます。しかしここ

でアルジュナは、だれがほんとうのヤギャ（儀式）の主なのか、主がどのように生命体の体

内に住んでいるのかを聞いています。 

アルジュナは主に「マドゥスーダナ（Madhusüdana）」と呼びかけています。これは、

以前クリシュナがマドゥという悪魔を殺したことに由来しています。このような質問は疑い

から生じているのですが、アルジュナはクリシュナ意識の献愛者ですから、そのような疑い

をいだくべきではありませんでした。ですから、この疑いが悪魔に例えられています。クリ

シュナは悪魔を殺すことに⻑けた方でしたから、心にある悪魔のような疑いを殺してくれる

ように、アルジュナは主をマドゥスーダナと呼んだのです。 

この節のprayäëa-käle（プラヤ−ナ・カーレー）という言葉は重要です。生涯になにをするに

しても、その行為の善悪は死ぬときに試されるからです。アルジュナは、いつもクリシュナ



 

3 

 

意識で行動している人々について知りたいと思っています。最後の瞬間、かれらはどのよう

な境地にいるのでしょうか。死ぬとき、肉体の機能はすべて混乱し、心は平常心ではいられ

なくなります。この状態に乱されれば、至高主を思いおこすことはできないかもしれません。

マハーラージャ・クラシェーカラという偉大な献愛者が祈っています。「主よ。いま私はと

ても健康ですから、私の心の白鳥が、あなたの蓮華の御足という茎に入れるように、います

ぐにでも死にたいと思っています」。これは、白鳥という水鳥は蓮華の花に入ることに喜び

を感じるからです。蓮華の花のなかに入るのが白鳥の楽しみであることから、マハーラージ

ャ・クラシェーカラは主にこう言っています――いま、私の心は乱されていません。とても

健康です。そんな私があなたの蓮華の御足を思いながらいますぐに死ねば、あなたへの献愛

奉仕の私の活動はまちがいなく完璧なものとなるでしょう。しかし、自然に死ぬまで待たな

くてはならないのであれば、なにが起こるかわかりません。死ぬとき、からだの機能は混乱

し、喉も詰まってしまうでしょうし、あなたの名前を唱えられるかどうかわかりません。で

きれば、いますぐに死んだほうがいいと思っています」。アルジュナは、そのようなときに

心をクリシュナの蓮華の御足に定める方法を尋ねています。 

 
第３節第３節第３節第３節                                                    é[q>aGavaNauvac 

A+ar& b]ø ParMa& Sv>aavae_DYaaTMaMauCYaTae ) 
>aUTa>aavaeÙvk-rae    ivSaGaR"  k-MaRSa&ijTa" )) 3 )) 

 

çré-bhagavän uväca 

akñaraà brahma paramaà 

svabhävo 'dhyätmam ucyate 

bhüta-bhävodbhava-karo 

visargaù karma-saàjïitaù 
 

çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; akñaram—不滅の; brahma—ブラフマン; 

paramam—超越的; svabhävaù—永遠な質; adhyätmam—自己; ucyate—〜と呼ばれる; 

bhüta-bhäva-udbhava-karaù—生命体の肉体を作りだしている; visargaù—創造; karma—

果報的活動; saàjïitaù—〜と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言いました。「不滅で、超越的な生命体をブラフマンといい、そ最高人格主神が言いました。「不滅で、超越的な生命体をブラフマンといい、そ最高人格主神が言いました。「不滅で、超越的な生命体をブラフマンといい、そ最高人格主神が言いました。「不滅で、超越的な生命体をブラフマンといい、そ

の永遠な質をアデャートゥマ（の永遠な質をアデャートゥマ（の永遠な質をアデャートゥマ（の永遠な質をアデャートゥマ（adhyätma）、すなわち自己という。生命体のからだの成）、すなわち自己という。生命体のからだの成）、すなわち自己という。生命体のからだの成）、すなわち自己という。生命体のからだの成

⻑にかかわる活動をカルマ、果報的活動という」⻑にかかわる活動をカルマ、果報的活動という」⻑にかかわる活動をカルマ、果報的活動という」⻑にかかわる活動をカルマ、果報的活動という」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ブラフマンは超越的で、永遠に存在し、その本質はなにがあっても変化しま
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せん。しかし、ブラフマンを越えた境地にパラブラフマンが存在します。ブラフマンは生命

体、そしてパラブラフマンは最高人格主神を指します。生命体の本来の境地は、物質界で置

かれる状況とは異なります。物質的な意識にいる生命体は物質を支配しようとしますが、精

神的な意識、すなわちクリシュナ意識を持つ生命体は至高者に仕えようとします。生命体は

物質的な意識のなかにいると､さまざまな肉体に入らなくてはなりません。それがカルマで

あり、肉体は物質的意識の力が作りだすさまざまな創造物です。 

ヴェーダ経典では、生命体はジーヴァートマー（jévätmä）やブラフマンと呼ばれますが、

パラマートマーとは呼ばれません。生命体はさまざまな立場に入ります――ときには暗闇の

物質界に入って自分と物質を混同し、ときには優性の、精神的質であることを自覚します。

このため、生命体は主の中間の力と呼ばれます。生命体が自分を物質・精神どちらの質とし

て見るかに応じて、２種類のからだを受けいれます。物質自然界では、840万種類の生物の

１つを、そして精神界ではただ１つのからだを受けいれます。物質界ではカルマに応じて、

人間、半神、動物、家畜、鳥などのからだをとおして現われます。天国の惑星に生まれて生

活を楽しむために、儀式（ヤギャ）をすることがありますが、その功績が使いはたされると、

ふたたび人間の姿にもどります。この変遷がカルマと呼ばれます。 

 『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』がヴェーダの儀式について説明しています。儀式

の祭壇で、５種類の供物が５種類の火のなかに捧げられます。５種類の火とは天国の惑星・

雲・土・男性・女性として、５種類の供物は信念・月での受益者・雨・穀物・精液として表

現されます。 

生命体は特定の天国に行くために儀式をし、やがてその場所に到達します。その儀式の結

果を使いはたした生命体は、雨の姿として地球に降り、穀物の姿になり、その穀物が人間に

食べられ、精液に変化し、その精液が女性を妊娠させ、こうして生命体はふたたび人間の姿

を受けとって儀式をし、同じサイクルをくり返します。この過程をとおして、生命体は物質

的な道をなんどもくり返し往来するのです。しかし、クリシュナ意識の人物は、そのような

儀式はしません。クリシュナ意識を直接始め、そして神のもとに帰る準備をします。 

非人格論者の『バガヴァッド・ギーター』の解釈は矛盾だらけで、ブラフマンが物質界で

ジーヴァの姿をとると言います。そしてその説を実証させるために、『バガヴァッド・ギー

ター』の第15章の第７節を引用します。しかし主はこの節で、生命体は「わたしの永遠な

部分体である」と説明しています。神の部分体である生命体は物質界に転落するかもしれま

せんが、至高主（アチュタ）は決して転落しません。ですから、至高のブラフマンがジーヴ

ァの姿を受けとる、という考えは明らかなまちがいです。ヴェーダ経典がブラフマン（生命

体）とパラブラフマン（至高主）を区別している点を自覚しておくのは、ひじょうに大切で

す。 
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第４節第４節第４節第４節                                    AiDa>aUTa& +arae >aav" PauåzêaiDadEvTaMa( ) 
AiDaYajae_hMaeva}a  dehe  deh>a*Taa&  vr )) 4 )) 

 

adhibhütaà kñaro bhävaù 

puruñaç cädhidaivatam 

adhiyajïo 'ham evätra 

dehe deha-bhåtäà vara 
 

adhibhütam— 物 理 的 な 表 わ れ ; kñaraù— 絶 え ず 変 化 し て い る ; bhävaù— 自 然 ; 

puruñaù—太陽や月を含むすべての半神を含む宇宙体; ca—そして; adhidaivatam—アディ

ダイヴァと呼ばれる; adhiyajïaù—至高の魂; aham—私（クリシュナ）; eva—確かに; 

atra—この中に; dehe—体; deha-bhåtäm—肉体をまとった者の; vara—最善の者よ。 
 

訳訳訳訳        肉体をまとった者のなかでもっとも優れた者よ。絶えず変化する物質自然肉体をまとった者のなかでもっとも優れた者よ。絶えず変化する物質自然肉体をまとった者のなかでもっとも優れた者よ。絶えず変化する物質自然肉体をまとった者のなかでもっとも優れた者よ。絶えず変化する物質自然界は、界は、界は、界は、

アディブータ（アディブータ（アディブータ（アディブータ（adhibhüta）・物質現象界と言われる。太陽神や月の神のようなすべての）・物質現象界と言われる。太陽神や月の神のようなすべての）・物質現象界と言われる。太陽神や月の神のようなすべての）・物質現象界と言われる。太陽神や月の神のようなすべての

半神を含む主の宇宙体をアディダイヴァ（半神を含む主の宇宙体をアディダイヴァ（半神を含む主の宇宙体をアディダイヴァ（半神を含む主の宇宙体をアディダイヴァ（adhidaiva）と言う。そして全生命体の心）と言う。そして全生命体の心）と言う。そして全生命体の心）と言う。そして全生命体の心にいにいにいにい

る至高の魂として代表されるわたし・至高主はアディヤギャ（儀式の主）と呼ばれている至高の魂として代表されるわたし・至高主はアディヤギャ（儀式の主）と呼ばれている至高の魂として代表されるわたし・至高主はアディヤギャ（儀式の主）と呼ばれている至高の魂として代表されるわたし・至高主はアディヤギャ（儀式の主）と呼ばれてい

る。る。る。る。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質界にはつねに変化する気質があります。肉体はふつう６つの状態を通過

します。生まれ、育ち、一定期間留まり、副産物を作り、縮小し、そして消滅します。この

物質の自然をアディブータといいます。ある時期に作られ、またある時期に消滅するのです。

至高主の宇宙体は、すべての半神やその惑星を含んでおり、アディダイヴァタと呼ばれてい

ます。そして個々の魂と体内で共存するのが至高の魂、すなわち主クリシュナの完全代表者

です。至高の魂をパラマートマーあるいはアディヤギャといい、生命体の心臓のなかに住ん

でいます。この節のなかにあるeva（エーヴァ）は、この言葉を使うことでパラマートマーと

主は異なる存在ではないことを強調しているため、とくに重要です。至高の魂、最高人格主

神は、個々の魂とともに住み、その魂の活動の目撃者であり、さまざまな意識を持つその魂

の源です。至高の魂が個々の魂に自由に行動できる機会を与え、そしてその行動の一部始終

を目撃します。超越的な奉仕をしている純粋な献愛者は、至高主がこのさまざまな様相をそ

なえていることは自然に理解できます。アディダイヴァタと呼ばれる主の巨大な宇宙体は、

至高の魂として表われている主が理解できない初心者の瞑想の対象です。初心者は、宇宙

体・ヴィラートゥ・プルシャ（viräö-puruña）を瞑想するよう勧められていますが、宇宙体

の足は低位の惑星、目は太陽と月、頭は上位の天体系と考えられています。 
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第５節第５節第５節第５節                                    ANTak-ale/  c  MaaMaev SMarNMau¤-a k-le/vrMa( ) 
Ya"  Pa[YaaiTa Sa MaÙav& YaaiTa NaaSTYa}a Sa&XaYa" )) 5 )) 

 

anta-käle ca mäm eva 

smaran muktvä kalevaram 

yaù prayäti sa mad-bhävaà 

yäti nästy atra saàçayaù 
 

anta-käle—生涯の終わりに; ca—もまた; mäm—私を; eva—確かに; smaran—思い出す

こと; muktvä—終えること; kalevaram—その肉体; yaù—〜である彼; prayäti—行く; 

saù—彼; mat-bhävam—私の特質; yäti—達成する; na—ではない; asti—〜がある; atra—

ここ; saàçayaù—疑い。 
 

訳訳訳訳        そして生涯を終え、肉体を捨てるときにわたしだけを思いだせる者はだれでも、そして生涯を終え、肉体を捨てるときにわたしだけを思いだせる者はだれでも、そして生涯を終え、肉体を捨てるときにわたしだけを思いだせる者はだれでも、そして生涯を終え、肉体を捨てるときにわたしだけを思いだせる者はだれでも、

わたしの崇高な自然界に到達する。このことに疑いの余地はない。わたしの崇高な自然界に到達する。このことに疑いの余地はない。わたしの崇高な自然界に到達する。このことに疑いの余地はない。わたしの崇高な自然界に到達する。このことに疑いの余地はない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節は、クリシュナ意識の重要性を強調しています。クリシュナ意識のな

かで肉体を終える人はだれでも、すぐに至高主の超越的な精神界に移されます。至高主は純

粋な人々のなかでもっとも純粋な方です。ですから、つねにクリシュナ意識に立脚している

人はだれでも純粋な心の持ち主です。Smaran（スマラン）という言葉は重要です。クリシュ

ナを思いだすことは、献愛奉仕を修練していない不純な魂にはとうていできることではあり

ません。ですから、クリシュナ意識は幼いころから始める必要があります。生涯の幕を閉じ

るときに成功をおさめようとする人は、クリシュナを思いだす訓練は欠かせません。ですか

ら、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 ハレーを唱

えつづけなくてはなりません。主チャイタンニャは、木のような忍耐心を持つよう助言して

います（taror iva sahiñëunä・タロール イヴァ サヒシュヌナー）。唱えることには数多くの障

害がつきまとうかもしれません。しかしそのような障害に耐えつつ、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 ハレーを唱えつづけなくてはなりません。

それができてこそ、生涯を終えるとき、クリシュナ意識の恩恵をすべてさずかることができ

るのです。 
 
第６節第６節第６節第６節                                Ya& Ya& vaiPa SMarN>aav& TYaJaTYaNTae k-le/vrMa( ) 

Ta&  TaMaevEiTa  k-aENTaeYa   Sada TaÙav>aaivTa" )) 6 )) 
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yaà yaà väpi smaran bhävaà 

tyajaty ante kalevaram 

taà tam evaiti kaunteya 

sadä tad-bhäva-bhävitaù 
 

yam yam—何でも; vä api—少しでも; smaran—思い出している; bhävam—本質; 

tyajati—捨て去る; ante—最後に; kalevaram—この肉体; tam tam—同じように; eva—確

かに; eti—手に入れる; kaunteya—クンティーの子よ; sadä—いつも; tat—それ; bhäva—現

状; bhävitaù—思い出している。 
 

訳訳訳訳        クンティーの子よ。生命体は、クンティーの子よ。生命体は、クンティーの子よ。生命体は、クンティーの子よ。生命体は、肉体を終えるときに思い浮かべることを肉体を終えるときに思い浮かべることを肉体を終えるときに思い浮かべることを肉体を終えるときに思い浮かべることをかならずかならずかならずかならず

手にいれる。手にいれる。手にいれる。手にいれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        臨終という決定的な瞬間の変化について、この節が説明しています。死ぬと

きにクリシュナのことを考えながら肉体を捨てる人は、至高主の超越的な世界に到達します

が、クリシュナ以外のことを思っても同じ結果を得るという考えはまちがっています。この

点は注意深く判断しなくてはなりません。どうすれば、正しい心理状態で死を迎えることが

できるでしょうか。マハーラージャ・バラタはすばらしい人物でしたが、臨終の瞬間に１頭

のシカのことを考え、その結果、来世でシカの体に移されました。シカになっても前世のこ

とは覚えていましたが、動物のからだを受けいれなくてはなりませんでした。生きているあ

いだの思考は蓄積され、死ぬ瞬間の意識に影響を及ぼしますから、生きているいま来世を作

りだしている、と言えます。徳の様式で生活し、いつもクリシュナのことを考えていれば、

生涯を終えるときにクリシュナを思いおこす機会は充分あります。そしてそのことが、魂を

クリシュナの超越的な世界に移す助けになります。いつもクリシュナに真剣に奉仕をしてい

れば、来世もやはり超越的（精神的）な意識をたもち、物質的な状況に生まれることはあり

ません。ですから、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 ハレーの唱名が、生涯の終わりに意識を正しく変化させてくれる最善の方法です。 

 
第７節第７節第７節第７節                                TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu MaaMaNauSMar YauDYa c ) 

MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖMaaRMaevEZYaSYaSa&XaYa"      )) 7 )) 
 

tasmät sarveñu käleñu 

mäm anusmara yudhya ca 
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mayy arpita-mano-buddhir 

mäm evaiñyasy asaàçayaù 
 

tasmät—ゆえに; sarveñu—少なくとも; käleñu—時; mäm—私を; anusmara—思い続け

る ; yudhya— 戦う ; ca— もまた ; mayi— 私に ; arpita— 服従している ; manaù— 心 ; 

buddhiù— 知 性 ; mäm— 私 に ; eva— 確 か に ; eñyasi— あ な た は 到 達 す る だ ろ う ; 

asaàçayaù—疑いを越えて。 
 

訳訳訳訳        だからアルジュナよ。わたしを、クリシュナの姿をいつも考え、同時に、あなただからアルジュナよ。わたしを、クリシュナの姿をいつも考え、同時に、あなただからアルジュナよ。わたしを、クリシュナの姿をいつも考え、同時に、あなただからアルジュナよ。わたしを、クリシュナの姿をいつも考え、同時に、あなた

に定められた戦う義務をはたさなくてはならない。わたしにあらゆる活に定められた戦う義務をはたさなくてはならない。わたしにあらゆる活に定められた戦う義務をはたさなくてはならない。わたしにあらゆる活に定められた戦う義務をはたさなくてはならない。わたしにあらゆる活動を捧げ、心と動を捧げ、心と動を捧げ、心と動を捧げ、心と

知性をわたしに固定させることで、疑いなくわたしの知性をわたしに固定させることで、疑いなくわたしの知性をわたしに固定させることで、疑いなくわたしの知性をわたしに固定させることで、疑いなくわたしのもともともともとに来る。に来る。に来る。に来る。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        アルジュナへのこの教えは、物質的な活動をする人々にとって重要な意味が

こめられています。主は、定められた義務や仕事を捨てよ、とは言っていません。義務を遂

行し、同時にハレー・クリシュナを唱えながらクリシュナのことを思うだけでいいのです。

この活動が物質的なけがれから私たちを救い、心と知性をクリシュナに向ける助けになりま

す。クリシュナの名前を唱えることで、至高の惑星・クリシュナローカに疑いなく帰ってい

くのです。 
 

第８節第８節第８節第８節                                    A>YaaSaYaaeGaYau¢e-Na  ceTaSaa NaaNYaGaaiMaNaa ) 
ParMa& Pauåz& idVYa& YaaiTa PaaQaaRNauicNTaYaNa( )) 8 )) 

 

abhyäsa-yoga-yuktena 

cetasä nänya-gäminä 

paramaà puruñaà divyaà 

yäti pärthänucintayan 
 

abhyäsa-yoga—修練によって; yuktena—瞑想に従事して; cetasä—心と知性によって; na 

anya-gäminä—逸れることなく; paramam—至高者; puruñam—人格主神; divyam—超越的; 

yäti—到達する; pärtha—プリターの子よ; anucintayan—いつも〜を考えている。 
 

訳訳訳訳        わたしを最高人格主神として瞑想し、心が正しい道から逸わたしを最高人格主神として瞑想し、心が正しい道から逸わたしを最高人格主神として瞑想し、心が正しい道から逸わたしを最高人格主神として瞑想し、心が正しい道から逸れることなく、いつもれることなく、いつもれることなく、いつもれることなく、いつも

わたしを思いつづけている者は、わたしを思いつづけている者は、わたしを思いつづけている者は、わたしを思いつづけている者は、かならずかならずかならずかならずわたしのわたしのわたしのわたしのもともともともとに到達する。に到達する。に到達する。に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節で主クリシュナが強調しているのは、主を思うことの重要性です。ク

リシュナに関する記憶は、マハー・マントラ、ハレー・クリシュナを唱えることでよみがえ
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ります。至高主の名前の響きを唱えたり聞いたりする修練によって、耳、舌、心が正しく使

われます。この神秘的瞑想はかんたんに修練できますし、実践者を至高主に導いてくれます。

この節のpuruñam（プルシャンム）は楽しむ者、という意味です。生命体は至高主の中間の力に

属しますが、いまは物質的にけがれています。自分が「楽しむ者」と思いこんでいますが、

最高の「楽しむ者」ではありません。最高の享楽者とは、ナーラーヤナ、ヴァースデーヴァ、

さまざまな完全拡張体として降誕する最高人格主神である、とここで明言されています。 

献愛者は崇拝の対象者である至高主をどのような姿であっても――ナーラーヤナ、クリシ

ュナ、ラーマなど――ハレー・クリシュナを唱えて崇拝することができます。この修練によ

って献愛者はさらに清められ、生涯を終えるとき、唱名をつづけてきたおかげで、神の国に

移されていきます。ヨーガ修練とは、心のうちにいる至高の魂の瞑想です。同じように、ハ

レー・クリシュナを唱えれば、心をいつも至高主に定めることができます。心は不安定です

から、クリシュナを考えるように強いる必要があります。その一つの例として、毛虫はいつ

かは蝶々になることを思いつづけ、そしてその生涯でじっさいに蝶々に姿を変えます。同じ

ように、いつもクリシュナのことを考えていれば、生涯を終えるときに、かならずクリシュ

ナと同じ姿のからだを得ることができます。 
 
第９節第９節第９節第９節                                            k-iv& Paura<aMaNauXaaiSaTaar‚ 

Ma<aaer<aqYaa&SaMaNauSMareÛ"     ) 
SavRSYa DaaTaarMaicNTYaæPa‚ 

MaaidTYav<a| TaMaSa" ParSTaaTa( )) 9 )) 
 

kavià puräëam anuçäsitäram 

aëor aëéyäàsam anusmared yaù 

sarvasya dhätäram acintya-rüpam 

äditya-varëaà tamasaù parastät 
 

kavim—すべてを知る者; puräëam—最古の人物; anuçäsitäram—支配者; aëoù—原子

よりも; aëéyäàsam—より小さい; anusmaret—いつも〜のことを考える; yaù—〜である

者; sarvasya—すべての; dhätäram—維持者; acintya—想像を絶する; rüpam—〜である者

の姿; äditya-varëam—太陽のように輝き; tamasaù—暗闇に; parastät—超越的。 
 

訳訳訳訳        至高の人物至高の人物至高の人物至高の人物のことをのことをのことをのことを、すべてを知る方として、最古の人物として、支配者として、、すべてを知る方として、最古の人物として、支配者として、、すべてを知る方として、最古の人物として、支配者として、、すべてを知る方として、最古の人物として、支配者として、

もっとも小さなものよりも小さな存在として、万物の維持者として、あらゆる物質的概もっとも小さなものよりも小さな存在として、万物の維持者として、あらゆる物質的概もっとも小さなものよりも小さな存在として、万物の維持者として、あらゆる物質的概もっとも小さなものよりも小さな存在として、万物の維持者として、あらゆる物質的概

念を越えた方として念を越えた方として念を越えた方として念を越えた方として、想像も及ばない方として、つねに人格をそなえた方として瞑想し、想像も及ばない方として、つねに人格をそなえた方として瞑想し、想像も及ばない方として、つねに人格をそなえた方として瞑想し、想像も及ばない方として、つねに人格をそなえた方として瞑想し
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なくてはならない。主は太陽のように輝き、超越的で、物質自然界を越えた方である。なくてはならない。主は太陽のように輝き、超越的で、物質自然界を越えた方である。なくてはならない。主は太陽のように輝き、超越的で、物質自然界を越えた方である。なくてはならない。主は太陽のように輝き、超越的で、物質自然界を越えた方である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        至高者を思う方法がこの節で説明されています。主要な点は、主は非人格で

も無でもない、という事実にあります。姿のないもの、無を瞑想することはだれにもできま

せん。むずかしいことなのです。いっぽう、クリシュナを思う方法はとてもかんたんで、そ

れがこの節で明言されています。最初に理解しておくべきことは、主はプルシャ、人物であ

るという点です。献愛者は人物のラーマ、人物のクリシュナを思い浮かべます。考える対象

が主ラーマであろうと、あるいは主クリシュナであろうと、主の姿について『バガヴァッド・

ギーター』のこの節が説明しています。主はカヴィ、すなわち過去・現在・未来を知る方だ

からこそ、なにもかもわかっています。主は最古の人物です、すべての源なのです。すべて

は主から誕生しました。主は宇宙の至上の支配者であり、維持者であり、人類の指導者です。

もっとも小さなものよりも小さな存在です。生命体の大きさは毛髪の先端の１万分と説明さ

れていますが、主は私たちの想像を絶するほど小さな方であり、その小さな１部分のなかに

でさえ入っていくことができます。だから「もっとも小さな者よりも小さな者」と表現され

るのです。至高者として、主は原子のなかにも入っていけるし、もっとも小さな者の心のな

かにも入り、そして至高の魂としてその魂を支配します。また、それほど小さな方であって

も、なおかつ遍在し、すべてを維持しています。主によってすべての天体系が支えられてい

ます。巨大な惑星がいったいどのように空間に浮かんでいるのか、私たちは不思議に思うこ

とがあります。ここで述べられていますが、至高主は人智を絶する力を使って、巨大な惑星

や銀河系などを支えています。この関係から、acintya（アチンテャ）という言葉はひじょうに

重要です。神の力は私たちの観念や思考力の範囲を越えているため、想像を絶する（アチン

テャ）と表現されているのです。だれがこの点について反論できるでしょうか。主は物質界

を拡散させ、そしてなおかつこの世界を超越しています。私たちは物質界のことさえよくわ

かっていません。精神界に比べれば取るに足らないこの世界を。ならば、その世界を越えた

世界がはたして理解できるものでしょうか。アチンテャは物質界を越えたもの、という意味

で、また私たちの主張、論理、哲学的推論では手の届かない、人智を絶した領域です。です

から、知性ある人々は、無駄な論争や推論を避けて、ヴェーダ、『バガヴァッド・ギーター』、

『シュリーマド・バーガヴァタム』で述べられている知識を受けいれ、そのなかに用意され

ている原則に従わなくてはなりません。これが、私たちを正しい理解に導いてくれるのです。 

 
第第第第10節節節節                                                Pa[Yaa<ak-ale/ MaNaSaacle/Na 

>a¢-ya  Yau¢-ae  YaaeGable/Na cEv ) 
>a]uvaeMaRDYae Pa[a<aMaaveXYa SaMYa‚ 
  KSa Ta& Par& PauåzMauPaEiTa idVYaMa( )) 10 )) 
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prayäëa-käle manasäcalena 

bhaktyä yukto yoga-balena caiva 

bhruvor madhye präëam äveçya samyak 

sa taà paraà puruñam upaiti divyam 
 

prayäëa-käle—死ぬ時に; manasä—心によって ; acalena—それが逸れることなく ; 

bhaktyä—完全に専心して; yuktaù—従事して; yoga-balena—神秘的ヨーガの力で; ca—も

また; eva—確かに; bhruvoù—２つの眉; madhye—〜の間; präëam—生気; äveçya—確立さ

せている; samyak—完全に; saù—彼; tam—それ; param—超越的; puruñam—人格主神; 

upaiti—達成する; divyam—精神的王国で。 
 

訳訳訳訳     死ぬときに、自分の生気を眉間に集中させ、逸れることのない心、完全な献愛の死ぬときに、自分の生気を眉間に集中させ、逸れることのない心、完全な献愛の死ぬときに、自分の生気を眉間に集中させ、逸れることのない心、完全な献愛の死ぬときに、自分の生気を眉間に集中させ、逸れることのない心、完全な献愛の

心、そしてヨーガの力で心、そしてヨーガの力で心、そしてヨーガの力で心、そしてヨーガの力で至高主を思いだしている者は、まちがいなく最高人格主神に到至高主を思いだしている者は、まちがいなく最高人格主神に到至高主を思いだしている者は、まちがいなく最高人格主神に到至高主を思いだしている者は、まちがいなく最高人格主神に到

達する。達する。達する。達する。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節では、死ぬときに心は最高人格主神に専心させなくてはならないこと

が明言されています。ヨーガの修練者には、生気を眉間に（äjïä-cakra・アーギャー・チ

ャクラに）上昇させることが勧められています。シャトゥ・チャクラ・ヨーガ（ñaö-cakra-yoga）

という６つのチャクラの瞑想がここで勧められています。純粋な献愛者はそのヨーガを修練

しませんが、いつもクリシュナ意識にいるため、死ぬときでさえ主の恩寵で最高人格主神を

思いおこすことができます。このことが第14節で説明されています。 

この節にあるyoga-balena（ヨーガ・バレーナ）という言葉は重要です。ヨーガの修練をしな

ければ――シャトゥ・チャクラ・ヨーガであろうとバクティ・ヨーガであろうと――死ぬと

きに超越的な境地に入ることはできません。息を引きとろうとするとき、突然至高主を思い

だすことはできないのです。どれかのヨーガ、とくにバクティ・ヨーガを修練しなくてはな

りません。死ぬとき、心はひじょうに乱されますから、生きているときにヨーガをとおして

超越性を修練しなくてはなりません。 
 
第第第第11節節節節                                                Yad+ar& vedivdae vdiNTa 

ivXaiNTa YaÛTaYaae vqTaraGaa" ) 
YaidC^NTaae b]øcYa| criNTa 
  Tatae  Pad&  Sa°he<a  Pa[v+Yae )) 11 )) 

 

yad akñaraà veda-vido vadanti 

viçanti yad yatayo véta-rägäù 
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yad icchanto brahmacaryaà caranti 

tat te padaà saìgraheëa pravakñye 
 

yat—〜であるもの; akñaram— oàという音節; veda-vidaù—ヴェーダに精通する人々; 

vadanti—言う; viçanti—〜に入る; yat—〜であるものの中に; yatayaù—偉大な聖者達; 

véta-rägäù— 放 棄 階 級 に お い て ; yat— 〜 で あ る も の ; icchantaù— 望 ん で い る ; 

brahmacaryam—独身生活; caranti—修練する; tat—それ; te—あなたに; padam—状況; 

saìgraheëa—要約して; pravakñye—私は説明する。 
 

訳訳訳訳  ヴェーダに精通し、オームカーラを唱え、放棄階級にいる偉大な聖者たちはブラフ

マンのなかに入る。その完成境地を求める者は、独身生活を貫こうとする。解放を達成でき

るこの方法について、要約したいと思う。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主シュリー・クリシュナがアルジュナに勧めているのは、生気を眉間に集中

させるシャトゥ・チャクラ・ヨーガです。アルジュナがシャトゥ・チャクラ・ヨーガの修練

法を知らないことを前提にして、主はその方法を説明していきます。主は、ブラフマンは絶

対無二ではあるけれども、さまざまな表われと様相がある、と説明します。とくに非人格論

者にとっては、アクシャラあるいはオームカーラ（オームという音節）はブラフマンと同じ

です。クリシュナはここで、放棄階級の聖者が入る非人格のブラフマンについて説明します。 

ヴェーダを学ぶ生徒は最初からオームを唱えるよう教えられ、また完全な独身生活を貫い

て精神指導者と暮らしながら非人格のブラフマンについて学びます。こうしてブラフマンの

様相を悟るのです。独身生活は、精神生活を高めるために必要なことですが、いまでは、そ

のようなブラフマチャーリー（未婚の生徒）の生活はむずかしくなっています。世界の社会

構造は大きく変化し、学習の始めから独身を貫いて修行をするのは不可能と言えます。世界

中に、さまざまな教育機関がありますが、生徒がブラフマチャーリーの原則にもとづく教育

を保証できる機関はありません。独身生活をせずに精神生活をきわめるのはとてもむずかし

いことです。ですから主チャイタンニャは私たちに教えています、現代では、最高主を悟る

方法として、主クリシュナの聖なる名前の唱名、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――以外に方法はない、と。 

 
第第第第12節節節節                                SavRÜarai<a  Sa&YaMYa  MaNaae  ôid iNaåDYa c ) 

MaUDNYaaRDaaYaaTMaNa" Pa[a<aMaaiSQaTaae YaaeGaDaar<aaMa( )) 12 )) 
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sarva-dväräëi saàyamya 

mano hådi nirudhya ca 

mürdhny ädhäyätmanaù präëam 

ästhito yoga-dhäraëäm 
 

sarva-dväräëi—肉体のすべての扉; saàyamya—支配している; manaù—心; hådi—心

臓に; nirudhya—閉じこめている; ca—もまた; mürdhni—頭に; ädhäya—固定させている; 

ätmanaù—魂の; präëam—生気; ästhitaù—〜に位置して; yoga-dhäraëäm—ヨーガの状

況。 
 

訳訳訳訳  ヨーガとは、感覚にもとづく活動すべてから無執着になることである。すべてのヨーガとは、感覚にもとづく活動すべてから無執着になることである。すべてのヨーガとは、感覚にもとづく活動すべてから無執着になることである。すべてのヨーガとは、感覚にもとづく活動すべてから無執着になることである。すべての

感覚の扉を閉ざし、心を心臓に、生気を頭の頂点に固定させて、ヨーガに立脚するこ感覚の扉を閉ざし、心を心臓に、生気を頭の頂点に固定させて、ヨーガに立脚するこ感覚の扉を閉ざし、心を心臓に、生気を頭の頂点に固定させて、ヨーガに立脚するこ感覚の扉を閉ざし、心を心臓に、生気を頭の頂点に固定させて、ヨーガに立脚することととと

ができる。ができる。ができる。ができる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節がしめすヨーガを修練するには、まず感覚の楽しみに対するすべての

扉を閉ざさなくてはなりません。この修練がプラテャーハーラ（pratyähära）、すなわち

感覚をその対象物から引きはなす方法です。知識を得るための感覚器官――目・耳・鼻・舌・

感触――を完全に抑制し、感覚満足のために使うことを許してはなりません。こうすれば、

心は心臓のなかの至高の魂に集中され、生気は頭の頂点に上昇していきます。第６章でこの

方法が詳述されています。先に述べられたように、いまの時代でこの修練は実践的ではあり

ません。最善の方法はクリシュナ意識です。いつでも心を、献愛奉仕をとおしてクリシュナ

に集中させていれば、乱されない超越的な法悦境・サマーディにたやすくとどまることがで

きます。 
 
第第第第13節節節節                                p   wTYaek-a+ar&  b]ø  VYaahrNMaaMaNauSMarNa( ) 

Ya" Pa[YaaiTa TYaJaNdeh& Sa YaaiTa  ParMaa& GaiTaMa( )) 13 )) 
 

oà ity ekäkñaraà brahma 

vyäharan mäm anusmaran 

yaù prayäti tyajan dehaà 

sa yäti paramäà gatim 
 

oà— oàという文字の組みあわせ（オームカーラ）; iti—こうして; eka-akñaram—その

１つの音節; brahma—絶対的な; vyäharan—振動させている; mäm—私（クリシュナ）を; 

anusmaran—思い出している; yaù—〜である者は誰でも; prayäti—離れる; tyajan—終え
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ること; deham—この肉体; saù—彼; yäti—達成する; paramäm—至高者; gatim—目的地。 
 

訳訳訳訳  このヨーガ修練に立脚し、至上の文字の組み合わせであるこのヨーガ修練に立脚し、至上の文字の組み合わせであるこのヨーガ修練に立脚し、至上の文字の組み合わせであるこのヨーガ修練に立脚し、至上の文字の組み合わせである音節音節音節音節オームを唱えたあオームを唱えたあオームを唱えたあオームを唱えたあ

と、肉体を終えるときに最高人格主神を考えることができれば、と、肉体を終えるときに最高人格主神を考えることができれば、と、肉体を終えるときに最高人格主神を考えることができれば、と、肉体を終えるときに最高人格主神を考えることができれば、かならずかならずかならずかならず精神界の惑星精神界の惑星精神界の惑星精神界の惑星

に到達する。に到達する。に到達する。に到達する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ここではっきりと述べられているように、オーム、ブラフマン、主クリシュ

ナに違いはありません。クリシュナの姿のない音がオームですが、音のハレー・クリシュナ

にはオームが含まれています。ハレー・クリシュナ・マントラを唱えることは、いまの時代

に強く勧められています。ですから、生涯の終わりに肉体を終えようとするとき、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 ハレーを唱えることができ

れば、修練してきた内容に応じて精神的惑星の１つに確実に入ります。クリシュナの献愛者

はクリシュナの惑星、すなわちゴーローカ・ヴリンダーヴァンに入ります。人格論者には、

ヴァイクンタ惑星として知られる精神界の無数の惑星が用意されていますが、非人格論者は

ブラフマジョーティのなかにとどまっていなくてはなりません。 
 
第第第第14節節節節                                    ANaNYaceTaa" SaTaTa& Yaae Maa& SMariTa iNaTYaXa" ) 

TaSYaah&  Saul/>a" PaaQaR iNaTYaYau¢-SYa YaaeiGaNa" )) 14 )) 
 

ananya-cetäù satataà 

yo mäà smarati nityaçaù 

tasyähaà sulabhaù pärtha 

nitya-yuktasya yoginaù 
 

ananya-cetäù—心の逸脱なしで; satatam—いつも; yaù—〜である誰もが; mäm—私（ク

リシュナ）を; smarati—思い出す; nityaçaù—定期的に; tasya—彼に; aham—私は〜であ

る; su-labhaù—非常にたやすく到達する; pärtha—プリターの子よ; nitya—定期的に; 

yuktasya—従事して; yoginaù—献愛者のために。 
 

訳訳訳訳  心を逸らすこ心を逸らすこ心を逸らすこ心を逸らすことなくいつもわたしのことを思っている者は、わたしをたやすく手となくいつもわたしのことを思っている者は、わたしをたやすく手となくいつもわたしのことを思っている者は、わたしをたやすく手となくいつもわたしのことを思っている者は、わたしをたやすく手

ににににいいいいれることができる。プリターの子よ。つねに献愛奉仕に没頭しているからである。れることができる。プリターの子よ。つねに献愛奉仕に没頭しているからである。れることができる。プリターの子よ。つねに献愛奉仕に没頭しているからである。れることができる。プリターの子よ。つねに献愛奉仕に没頭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        この節ではとくに、バクティ・ヨーガをとおして最高人格主神に仕えている

純粋無垢な献愛者が到達する最終目的地について述べられています。前の節は４種類の献愛

者――苦しむ者・探求心の強い者・物質的な利益を求める者・推論的哲学者――について述
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べています。解放されるさまざまな方法――カルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、ハタ・ヨ

ーガ――についても言及されました。このヨーガ法の原則にはバクティもある程度加えられ

ていますが、この節はとくに純粋なバクティ・ヨーガについて、つまりギャーナ、カルマ、

ハタの各ヨーガとの混ぜ合わせのない方法が述べられています。純粋なバクティ・ヨーガに

おいて、ananya-cetäù（アナニャ・チェーターハ）という言葉でしめされているように、献愛者

はクリシュナだけを望んでいます。純粋な献愛者は、天国に高められることも、ブラフマジ

ョーティのなかの一体化も、救済も、物質的束縛からの解放も望みません。なにも望まない

のです。『チャイタンニャ・チャリタームリタ』では、純粋な献愛者をニシュカーマ（niñkäma）

と呼んでいますが、それは自分の興味のためにはなにも望まない、という意味です。完璧な

平和は、そのような献愛者だけが味わうもので、自分の利益のためだけに努力する人たちで

はありません。また、ギャーナ・ヨーギー、カルマ・ヨーギー、ハタ・ヨーギーも個人的な

興味を持っていますが、完璧な献愛者は最高人格主神を喜ばせること以外に望みはありませ

ん。だからこそ主は、主への揺るぎない奉仕をする人は、主をたやすく手にいれる、と言っ

ているのです。 

純粋な献愛者は、主クリシュナのさまざまな姿の一つをとおしていつもクリシュナへの献

愛奉仕に没頭しています。クリシュナはさまざまな完全拡張体や化身、ラーマやヌリシンハ

といった姿を持ち、献愛者はその至高主の超越的な姿のどれかを選び、心を愛情奉仕に集中

させています。そのような献愛者は、ほかのヨーガの修練者を悩ませる問題にぶつかること

はありません。バクティ・ヨーガは明瞭で、純粋で、またかんたんに実践できます。ハレー・

クリシュナを唱えるだけで始められるのです。主はだれにでも慈悲深い方ですが、先に説明

したように、逸脱することなくいつも主に仕えている人々にはとくに好意をしめします。そ

してさまざまな方法をとおして献愛者を助けます。ヴェーダ（『カタ・ウパニシャッド』（第

１編・第２章・第23節）の言葉に yam evaiña våëute tena labhyas/ tasyaiña ätmä vivåëute 

tanuà sväm とあります。「完全に身をゆだね、至高主への献愛奉仕に没頭している者は、

至高主をありのままに理解することができる」。また『バガヴァッド・ギーター』（第10

章・第10節）でも dadämi buddhi-yogaà tam（ダダーミ ブッデヒィ・ヨーガンム タンム） とあり

ます。これは、「主はそのような献愛者に充分な知性をさずけ、最後に精神界にいる主のも

とに辿りつくことができる」という意味です。 

純粋な献愛者がそなえる特質は、逸脱することなく、時や場所にこだわることなくいつも

クリシュナのことを考えている、という点にあります。その思いを妨げるものはなにもあり

ません。どこでも、いつでも奉仕をします。献愛者ならヴリンダーヴァナや主が住んでいる

聖地にとどまらなくてはならない、と言う人もいますが、純粋な献愛者はどこにでも住むこ

とができ、献愛奉仕をとおしてヴリンダーヴァナの雰囲気を作りだすことができます。シュ
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リー・アドヴァイタが主チャイタンニャに言っています、「主よ。あなたがおられる場所は、

どこであろうとヴリンダーヴァナです」。 

この節のsatatam（サタタンム）とnityaçaù（ニッテャシャハ）の、いつも、定期的に、毎日とい

う意味の言葉がしめしているように、純粋な献愛者はいつもクリシュナを思い、瞑想してい

ます。これが、主をかんたんに手にいれる純粋な献愛者の質です。バクティ・ヨーガこそが、

ほかのなににもまして『バガヴァッド・ギーター』が私たちに勧める方法なのです。一般的

にバクティ・ヨーガは５つの方法で実践されます。 (1)シャーンタ・バクタ――中立の立場

での献愛奉仕、(2)ダーッシャ・バクタ――召使いとして奉仕をする、 (3) サキャ・バクタ

――友人として奉仕をする、(4)ヴァートゥサリャ・バクタ――両親として奉仕をする、(5)

マードゥリャ・バクタ――至高主の伴侶として奉仕をする。これらのどれであっても、純粋

な献愛者はいつも至高主に超越的な愛情奉仕をし、主を忘れることはできないため、献愛者

は主をたやすく手にいれることができます。純粋な献愛者は一瞬たりとも至高主を忘れるこ

とができませんし、至高主も純粋な献愛者をほんの一時でも忘れることができません。これ

が、マハー・マントラを唱えるクリシュナ意識の方法――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――が提供してくれるすばらしい祝福です。 
 
第第第第15節節節節                                MaaMauPaeTYa   PauNaJaRNMa  du"%al/YaMaXaaìTaMa( ) 

NaaPanuviNTa MahaTMaaNa" Sa&iSaiÖ&  ParMaa& GaTaa" )) 15 )) 
 

mäm upetya punar janma 

duùkhälayam açäçvatam 

näpnuvanti mahätmänaù 

saàsiddhià paramäà gatäù 
 

mäm—私を; upetya—達成している; punaù—再び; janma—誕生; duùkha-älayam—苦

し み の 場 所 ; açäçvatam— 一 時 的 ; na— 決 し て 〜 な い ; äpnuvanti— 到 達 す る ; 

mahä-ätmänaù—偉大な魂達; saàsiddhim—完全; paramäm—窮極の; gatäù—到達して。 
 

訳訳訳訳  偉偉偉偉大な魂であり、わたしに強い愛情をいだくヨーギーたちは、わたしの大な魂であり、わたしに強い愛情をいだくヨーギーたちは、わたしの大な魂であり、わたしに強い愛情をいだくヨーギーたちは、わたしの大な魂であり、わたしに強い愛情をいだくヨーギーたちは、わたしのもともともともとに到に到に到に到

達したあと、苦しみに達したあと、苦しみに達したあと、苦しみに達したあと、苦しみに満ちたこのはかない世界には決してもどってこない。最高の完成満ちたこのはかない世界には決してもどってこない。最高の完成満ちたこのはかない世界には決してもどってこない。最高の完成満ちたこのはかない世界には決してもどってこない。最高の完成

を手にいれたからである。を手にいれたからである。を手にいれたからである。を手にいれたからである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        一時的なこの物質界は、誕生・老年・病気・死に満たされているため、最高

完成を達成し、至上の惑星クリシュナローカ、ゴーローカ・ヴリンダーヴァナに到達した人
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物がもどってきたがらないのは当たりまえです。至上の惑星については、ヴェーダ経典でア

ヴャクタ、アクシャラ、パラマートマー-・ガティなどと表現されています。言いかえれば、

その惑星は私たちの物質的視力を越え、また説明さえできない世界ですが、マハートマー（偉

大な魂）たちにとって至上の目的地です。マハートマーは悟った献愛者から超越的な言葉を

さずかり、クリシュナ意識を修練しながら徐々に献愛奉仕を高めます。超越的な奉仕に没頭

するかれらは、高位の物質的な惑星に行くことも、精神的惑星に行く気さえありません。た

だクリシュナが、クリシュナとのふれあいが欲しいだけで、ほかに望むものはありません。

それが人生の最高完成です。この節は、至高主クリシュナを人物として仕える献愛者につい

て特筆しています。クリシュナ意識の献愛者は人生の最高完成を手にいれます。すなわち、

かれらこそがもっとも優れた魂だということです。 
 
第１６節第１６節第１６節第１６節                                Aab]ø>auvNaaçaek-a"   PauNaraviTaRNaae_JauRNa ) 

MaaMauPaeTYa Tau k-aENTaeYa PauNaJaRNMa Na ivÛTae )) 16 )) 
 

ä-brahma-bhuvanäl lokäù 

punar ävartino 'rjuna 

mäm upetya tu kaunteya 

punar janma na vidyate 
 

ä-brahma-bhuvanät—ブラフマローカ惑星に至るまで; lokäù—天体系; punaù—再び; 

ävartinaù—戻ってくること; arjuna—アルジュナよ; mäm—私に; upetya—到達すること; 

tu—しかし; kaunteya—クンティーの子よ; punaù janma—再び誕生する; na—決して〜な

い; vidyate—起こる。 
 

訳訳訳訳  物質界物質界物質界物質界ではどこであってもではどこであってもではどこであってもではどこであっても、高位の惑星からもっとも低い惑星まで、誕生と死が、高位の惑星からもっとも低い惑星まで、誕生と死が、高位の惑星からもっとも低い惑星まで、誕生と死が、高位の惑星からもっとも低い惑星まで、誕生と死が

くり返されるくり返されるくり返されるくり返される苦しみの場所である。しかしクンティーの子よ、わたしの住居に到達する苦しみの場所である。しかしクンティーの子よ、わたしの住居に到達する苦しみの場所である。しかしクンティーの子よ、わたしの住居に到達する苦しみの場所である。しかしクンティーの子よ、わたしの住居に到達する

者は、二度と誕生することはない。者は、二度と誕生することはない。者は、二度と誕生することはない。者は、二度と誕生することはない。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        どのようなヨーギー（カルマ、ギャーナ、ハタなど）でも、クリシュナの超

越的な住居に辿りつき、二度ともどってこないためにも、最後にはバクティ・ヨーガ、すな

わちクリシュナ意識という献愛奉仕を完成させなくてはなりません。半神たちが住むもっと

も高い物質的な惑星に到達した人でも、誕生と死のくり返しに縛られます。地球に住む人々

が高位の惑星に上がっていくように、ブラフマローカ、チャンドラローカ、インドラローカ

などの高位の惑星にいる人々も、地球に降りてこなくてはなりません。ブラフマローカに行

くことのできるパンチャーグニ・ヴィデャー（païcägni-vidyä）という供儀が『チャーン
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ドーギャ・ウパニシャッド』で勧められていますが、もし到達したブラフマローカでクリシ

ュナ意識を高めなければ、かならずふたたび地球にもどってきます。高位の惑星でクリシュ

ナ意識を高めている人々は、そこからさらに高い惑星に高められ、宇宙の破壊が起こるとき

に、永遠の精神的王国に移されます。バラデーヴァ・ヴィデャーブーシャナは『バガヴァッ

ド・ギーター』の解説書で次の節を引用しています。 
 

brahmaëä saha te sarve 

sampräpte pratisaïcare 

parasyänte kåtätmänaù 

praviçanti paraà padam 
 

 「物質宇宙が破壊されるとき、つねにクリシュナ意識に励んでいたブラフマーとその献愛

者たちはすべて精神的宇宙に移され、各自の望みに応じて特定の惑星に入っていく」。 
 

第１７節第１７節第１７節第１７節                                SahóYauGaPaYaRNTaMahYaRd(b]ø<aae      ivdu" ) 
rai}a& YauGaSahóaNTaa& Tae_haera}aivdae JaNaa" )) 17 )) 

 

sahasra-yuga-paryantam 

ahar yad brahmaëo viduù 

rätrià yuga-sahasräntäà 

te 'ho-rätra-vido janäù 
 

sahasra—1,000; yuga—創造期; paryantam—〜を含んでいる; ahaù—日; yat—〜であ

るもの; brahmaëaù—ブラフマーの; viduù—彼らは知っている; rätrim—夜; yuga—創造

期; sahasra-antäm—同様に、1,000後の終わり; te—彼ら; ahaù-rätra—昼と夜; vidaù—理

解する者; janäù—人々。 
 

訳訳訳訳  人間の計算で、人間の計算で、人間の計算で、人間の計算で、1,0001,0001,0001,000の時代がブラフマーの昼の⻑さ、そして同じ歳月がブラフマの時代がブラフマーの昼の⻑さ、そして同じ歳月がブラフマの時代がブラフマーの昼の⻑さ、そして同じ歳月がブラフマの時代がブラフマーの昼の⻑さ、そして同じ歳月がブラフマ

ーの夜の⻑さである。ーの夜の⻑さである。ーの夜の⻑さである。ーの夜の⻑さである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質宇宙の存続期間は限られており、カルパ（kalpa）の循環をとおして表わ

されます。カルパはブラフマーの１日のことで、その１日は４つのユガ・時代（サッテャ、

トゥレーター、ドゥヴァーパラ、カリ）の1,000周期で構成されています。サッテャの時代

は美徳、知恵、宗教という特質があり、無知や悪徳は皆無に等しく、1,728,000年間存続し

ます。トゥレーター・ユガになると悪が入りこみ、1,296,000年間存続します。ドゥヴァー
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パラ・ユガでは美徳や宗教が劣化し、悪が増大し、864,000 年間存続します。そして最後

のカリ・ユガ（すでに5,000年が経過）では、争い、無知、無宗教、悪が蔓延し、真の美徳

はほとんど姿を消し、432,000年間存続します。カリ・ユガでは悪があまりにもはびこるた

め、至高主みずからカルキ・アヴァターラとして現われ、悪魔たちを抹殺し、献愛者たちを

救い、やがて次のサッテャ・ユガが始まります。そして同じ周期がふたたび始まります。こ

の４つのユガが1,000回循環した⻑さがブラフマーの昼を、同じ期間が夜を構成しています。

ブラフマーはその「年数」の1,000回の周期を生き、そして死にます。地球上の計算の「年

数」が総計で311兆400億年になります。このような計算を基準にすれば、ブラフマーの生

涯は私たちには想像もつかない、あるいは際限のない年月に聞こえますが、「永遠」という

視点から見れば、一瞬の閃光です。「原因の海」では、あたかも大⻄洋に浮かぶ泡のように

無数のブラフマーが現われては消えていきます。ブラフマーとその創造界は物質宇宙の一部

を占めているだけですから、同じ流転を無限にくり返しているのです。 

物質宇宙のなかでは、ブラフマーでさえ誕生・老年・病気・死のくり返しに縛られていま

す。それでも、宇宙を管理することで至高主に直接仕えているため、すぐに解放を達成しま

す。高尚なサンニャーシーは、ブラフマーが住み、物質界の頂点の惑星であるブラフマロー

カに高められ、その寿命は天体系の高位の天国よりも⻑いのですが、やがてブラフマーもブ

ラフマローカの住人も物質自然界の法則に従って死に直面しなくてはなりません。 
 
第１８節第１８節第１８節第１８節                                AVYa¢-aÜy¢-Ya" SavaR" Pa[>avNTYahraGaMae ) 

ra}YaaGaMae  Pa[l/IYaNTae   Ta}aEvaVYa¢-Sa&jke- )) 18 )) 
 

avyaktäd vyaktayaù sarväù 

prabhavanty ahar-ägame 

rätry-ägame praléyante 

tatraivävyakta-saàjïake 
 

avyaktät— 表 わ さ れ て い な い 状 態 か ら ; vyaktayaù— 生 命 体 ; sarväù— す べ て ; 

prabhavanti—表わされる; ahaù-ägame—１日の始まりに; rätri-ägame—夜の訪れの時に; 

praléyante—消滅する; tatra—その中に; eva—確かに; avyakta—表わされていない状態; 

saàjïake—〜と呼ばれる。 
 

訳訳訳訳  ブラフマーの１日が始まると、すべての生命体が、表わされていなかった状態かブラフマーの１日が始まると、すべての生命体が、表わされていなかった状態かブラフマーの１日が始まると、すべての生命体が、表わされていなかった状態かブラフマーの１日が始まると、すべての生命体が、表わされていなかった状態か

ら姿を表わし、そして夜の訪れとともに、ふたたび表わされていない状態にら姿を表わし、そして夜の訪れとともに、ふたたび表わされていない状態にら姿を表わし、そして夜の訪れとともに、ふたたび表わされていない状態にら姿を表わし、そして夜の訪れとともに、ふたたび表わされていない状態にもどってもどってもどってもどっていいいい

く。く。く。く。 
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第１９節第１９節第１９節第１９節                                >aUTaGa]aMa" Sa WvaYa& >aUTva >aUTva Pa[l/IYaTae ) 
ra}YaaGaMae_vXa"   PaaQaR    Pa[>avTYahraGaMae )) 19 )) 

 

bhüta-grämaù sa eväyaà 

bhütvä bhütvä praléyate 

rätry-ägame 'vaçaù pärtha 

prabhavaty ahar-ägame 
 

bhüta-grämaù—全生命体の集まり; saù—これら; eva—確かに; ayam—これ; bhütvä 

bhütvä—繰り返し誕生する; praléyate—消滅する; rätri—夜の; ägame—訪れに; avaçaù—

自動的に; pärtha—プリターの子よ; prabhavati—表わされる; ahaù—昼の; ägame—訪れ

に。 
 

訳訳訳訳  ブラフマーの１日の訪れとともに全生命体は姿を現わし、そしてブラフマーの夜ブラフマーの１日の訪れとともに全生命体は姿を現わし、そしてブラフマーの夜ブラフマーの１日の訪れとともに全生命体は姿を現わし、そしてブラフマーの夜ブラフマーの１日の訪れとともに全生命体は姿を現わし、そしてブラフマーの夜

の訪れとともになすすべもなく姿を消していく。いつはてるともなくの訪れとともになすすべもなく姿を消していく。いつはてるともなくの訪れとともになすすべもなく姿を消していく。いつはてるともなくの訪れとともになすすべもなく姿を消していく。いつはてるともなくくり返されてくり返されてくり返されてくり返されて。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質界にとどまろうとする知性の足らない人々は、高位の惑星に高められて

も、やがてふたたびこの地球に降りなくてはなりません。ブラフマーの昼のあいだ、高位・

低位いずれの惑星であっても、生命体はそのあいだ活動しますが、ブラフマーの夜が始まる

と、消えていきます。昼間、物質的な活動をするためにさまざまな肉体をまとい、夜になれ

ば肉体がなくなり、ヴィシュヌのからだのなかで静止した状態でとどまります。そしてブラ

フマーの昼が始まれば、ふたたび姿をまとって現われます。Bhütvä bhütvä praléyate（ブフ

ートゥヴァー ブフートゥヴァー プラリーヤテー）（『バガヴァッド・ギーター』第８章・第19節）。

「昼に姿を現わし、夜にふたたび姿を消していく」。結局、ブラフマーの一生が終わると生

命体たちは表わされていない状態になり、そのまま何百万、何千万年ものあいだとどまりま

す。そしてブラフマーが次の創造期にふたたび誕生すると、生命体たちも姿をとって現われ

ます。このように、物質界の魅力にすっかり虜になっているのです。しかし、クリシュナ意

識を始める知的な人々は、主への献愛奉仕を実践しながら人間生活を活用し、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 ハレーを唱えます。こうして、

この生涯のあいだでさえ、クリシュナの精神的惑星に移され、そして二度と生まれることな

く、永遠に喜びに満ちた生活を満喫するのです。 
 
第２０節第２０節第２０節第２０節                            ParSTaSMaatau >aavae_NYaae_VYa¢-ae_VYa¢-aTSaNaaTaNa" ) 

Ya"  Sa  SaveRzu  >aUTaezu  NaXYaTSau Na ivNaXYaiTa )) 20 )) 
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paras tasmät tu bhävo 'nyo 

'vyakto 'vyaktät sanätanaù 

yaù sa sarveñu bhüteñu 

naçyatsu na vinaçyati 
 

paraù—超越的; tasmät—それに; tu—しかし; bhävaù—自然; anyaù—別の; avyaktaù—

表わされていない; avyaktät—表わされていない状態に; sanätanaù—永遠な; yaù saù—〜

であるもの; sarveñu—すべて; bhüteñu—表われ; naçyatsu—消滅させられて; na—決して

〜ない; vinaçyati—消滅させられて。 
 

訳訳訳訳  しかししかししかししかし表わされていない自然界が表わされていない自然界が表わされていない自然界が表わされていない自然界があり、そあり、そあり、そあり、その世界の世界の世界の世界は永遠で、は永遠で、は永遠で、は永遠で、顕現・未顕現・未顕現・未顕現・未顕現の顕現の顕現の顕現の物質物質物質物質

を超越している。至上の世界であり、を超越している。至上の世界であり、を超越している。至上の世界であり、を超越している。至上の世界であり、物質界が消滅しても、そのままとどまるのである。物質界が消滅しても、そのままとどまるのである。物質界が消滅しても、そのままとどまるのである。物質界が消滅しても、そのままとどまるのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナの優性で精神的な力は、超越的、そして永遠です。ブラフマーの

昼と夜に出現と消滅をくり返す物質界の変化を超越しています。クリシュナの優性の力は、

物質自然界の質とは正反対です。優性と劣性の自然については第７章で説明されています。 
 
第２１節第２１節第２１節第２１節                                AVYa¢-ae_+ar wTYau¢-STaMaahu" ParMaa& GaiTaMa( ) 

Ya&  Pa[aPYa  Na  iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 21 )) 
 

avyakto 'kñara ity uktas 

tam ähuù paramäà gatim 

yaà präpya na nivartante 

tad dhäma paramaà mama 
 

avyaktaù—表わされていない; akñaraù—完全無欠の; iti—このように; uktaù—〜と言

われている; tam—それ; ähuù—知られている; paramäm—窮極; gatim—目的地; yam—〜

であるもの; präpya—得ている; na—決して〜ない; nivartante—戻ってくる; tat—それ; 

dhäma—住居; paramam—至上の; mama—私の。 
 

訳訳訳訳  ヴェーダーンタ学者が「表わされていない、そして完全無欠なヴェーダーンタ学者が「表わされていない、そして完全無欠なヴェーダーンタ学者が「表わされていない、そして完全無欠なヴェーダーンタ学者が「表わされていない、そして完全無欠なもの」と表現し、もの」と表現し、もの」と表現し、もの」と表現し、

至高の目的地として知られ、辿りついた者が決して至高の目的地として知られ、辿りついた者が決して至高の目的地として知られ、辿りついた者が決して至高の目的地として知られ、辿りついた者が決してもどもどもどもどってこない場所ってこない場所ってこない場所ってこない場所――――――――それがわたそれがわたそれがわたそれがわた

しの至高の住居である。しの至高の住居である。しの至高の住居である。しの至高の住居である。 
 

要 旨 解 説要 旨 解 説要 旨 解 説要 旨 解 説         人格主神クリシュナの至高の住居は、『ブラフマ・サムヒター』で
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cintämaëi-dhäma（チンターマニ・ダハーマ）「すべての望みが満たされる場所」と表現されてい

ます。ゴーローカ・ヴリンダーヴァナという名で知られる主クリシュナの至高の住居は、試

金石で作られた宮殿が建ちならんでいます。また、「望みの木」と呼ばれる木々が立ちなら

び、求められる食べ物をなんでも実らせ、尽きることなく牛乳を出すスラビ牛にあふれてい

ます。主は、この住居で無数の幸運の女神（ラクシュミー）たちから奉仕を受け、ゴーヴィ

ンダという名前で呼ばれ、根源の主、そしてすべての原因の原因です。だれをも恍惚とさせ

る横笛の音を奏で（veëuà kvaëantam・ヴェーヌンム クヴァナンタンム）、崇高なその姿は全宇

宙を魅了し、目は蓮華の花びらを思わせ、肌は美しい雨雲の色をしています。えも言われぬ

魅力に満ちた方で、その美しさは無数の天使の美しさをも凌ぐほど。鮮やかなサフラン色の

服をまとい、首に花輪がかけられ、髪は孔雀の羽で飾られています。『バガヴァッド・ギー

ター』のなかでは、主の住居ゴーローカ・ヴリンダーヴァナに関する説明は少なく、精神界

の頂点の惑星として述べられています。『ブラフマ・サムヒター』では華麗な描写がなされ

ています。ヴェーダ経典（『カタ・ウパニシャッド』 第１編・第３章・第11節）は、最高

主神の住居に優る場所はなく、窮極の目的地（puruñän na paraà kiïcit sä käñöhä paramä 

gatiù）と述べています。ひとたびその地に行けば、物質界には決してもどってきません。

クリシュナの至高の住居とクリシュナ自身はまったく同じです。インドのマトゥラー地方に

あるヴリンダーヴァナ（約135平方キロ）はデリーから南東約145キロの場所にあり、精神

界にあるゴーローカ・ヴリンダーヴァナが再現された聖地です。主クリシュナはこの地に降

誕し、崇高な娯楽を楽しみました。 

 
第２２節第２２節第２２節第２２節                                Pauåz" Sa Par" PaaQaR >a¢-ya l/>YaSTvNaNYaYaa ) 

YaSYaaNTa"SQaaiNa  >aUTaaiNa YaeNa SavRiMad&  TaTaMa( )) 22 )) 
 

puruñaù sa paraù pärtha 

bhaktyä labhyas tv ananyayä 

yasyäntaù-sthäni bhütäni 

yena sarvam idaà tatam 
 

puruñaù—最高人格者; saù—彼（主）; paraù—他に凌ぐ者がいない至高者; pärtha—プ

リターの子よ; bhaktyä—献愛奉仕によって; labhyaù—到達することができる; tu—しかし; 

ananyayä—無垢な、逸脱しない; yasya—〜である者を; antaù-sthäni—〜の中; bhütäni—

この物質現象界のすべて; yena—〜である者によって; sarvam—すべて; idam—私達が見

ることのできるものすべて; tatam—広げられている。 
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訳訳訳訳  だれをも凌ぐ最高人格主神は、純粋無垢な献愛奉仕によって到達できる。主は自だれをも凌ぐ最高人格主神は、純粋無垢な献愛奉仕によって到達できる。主は自だれをも凌ぐ最高人格主神は、純粋無垢な献愛奉仕によって到達できる。主は自だれをも凌ぐ最高人格主神は、純粋無垢な献愛奉仕によって到達できる。主は自

分の住居に住み、同時にどこにでも存在し、分の住居に住み、同時にどこにでも存在し、分の住居に住み、同時にどこにでも存在し、分の住居に住み、同時にどこにでも存在し、またすべては主のうちにある。またすべては主のうちにある。またすべては主のうちにある。またすべては主のうちにある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節ではっきり述べられているのは、行けばもどってこない至上の目的地

は、クリシュナ・至高の人物の住居だということです。『ブラフマ・サムヒター』は、この

至上の住居をänanda-cinmaya-rasa（アーナンダ・チンマヤ・ラサ）、すべてが精神的な喜びに満

たされている場所、と描写しています。そこに表わされている多様性は精神的至福であり、

物質とはまったくかかわりがありません。またその多様性は最高人格者の様相が広げられた

もので、第７章で説明されているように、主の精神的な力が完全に表わされた世界です。物

質界については、主はいつでも至高の住居に住んでいるのですが、自分の物質的力をとおし

てどのような場所にも存在しています。精神的・物質的な力によって、主はどこにでも――

物質宇宙にも精神宇宙にも――存在しているのです。この節のYasyäntaù-sthäni（ヤッシャー

ンタハ・スタハーニ）は、すべては精神的あるいは物質的力によって主の内で支えられている、

という意味です。主はこの２つの力によってあらゆる場所に存在しているのです。 

クリシュナの至高の住居あるいは無数のヴァイクンタ惑星に入ることは、バクティ・献愛

奉仕でこそ実現でき、そのことがbhaktyä（バハクテャー）という言葉で表現されています。ほ

かの方法は、至高の住居に到達する助けにはなりません。ヴェーダ（『ゴーパーラ・ターパ

ニー・ウパニシャッド』第１章・第21節）も、至高の住居と最高人格主神について述べて

います。Eko vaçé sarva-gaù kåñëaù（エーコー ヴァシー サルヴァ・ガハ クリシュナハ）。その住居

には、一人の、クリシュナという名の最高人格主神が住んでいます。主は至上の、慈悲深い、

神であり、一人の人物としてそこに存在しながら、自らを何百万・何千万もの完全拡張体に

分身させています。ヴェーダは主について、１箇所に立っていても、さまざまなくだもの、

花、さまざまに変化する葉を作りだす１本の木に例えています。ヴァイクンタ惑星を統括す

る主の完全拡張体は４本の腕を持ち、プルショーッタマ、トゥリヴィクラマ、ケーシャヴァ、

マーダヴァ、アニルッダ、フリシーケーシャ、サンカルシャナ、プラデュムナ、シュリーダ

ラ、ヴァースデーヴァ、ダーモーダラ、ジャナールダナ、ナーラーヤナ、ヴァーマナ、パド

ゥマナーバなど、さまざまな名前で知られています。 

 『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第37節）も、主はつねに至高の住居ゴーローカ・ヴ

リンダーヴァンに住んでいるけれども、すべてを円滑に治めるために遍在している（goloka 

eva nivasaty akhilätma-bhütaù）、と確証しています。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６章・第８節）はparäsya çaktir vividhaiva çrüyate/ 

sväbhäviké jïäna-bala-kriyä ca（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』マデャ 第13章・

第65節 引用）と述べています。これは、主の力はあまねく広がっており、はるかかなたに
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存在していても、１つの欠陥もなくすべてを宇宙現象界のなかで規則正しく管理している、

という意味です。 
 
第２３節第２３節第２３節第２３節                                Ya}a k-ale/ TvNaav*itaMaav*ita& cEv YaaeiGaNa" ) 

Pa[YaaTaa YaaiNTa Ta& k-al&/ v+YaaiMa >arTazR>a )) 23 )) 
 

yatra käle tv anävåttim 

ävåttià caiva yoginaù 

prayätä yänti taà kälaà 

vakñyämi bharatarñabha 
 

yatra—〜において; käle—時間; tu—そして; anävåttim—戻らない; ävåttim—戻る; 

ca—もまた; eva—確かに; yoginaù—様々な神秘主義者; prayätäù—他界して; yänti—到達

する; tam—それ; kälam—時間; vakñyämi—私が説明しよう; bharata-åñabha—バーラタ家

の筆頭者よ。 
 

訳訳訳訳  バーラタの第一人者よ。ヨーギバーラタの第一人者よ。ヨーギバーラタの第一人者よ。ヨーギバーラタの第一人者よ。ヨーギーが他界するとき、この世界にーが他界するとき、この世界にーが他界するとき、この世界にーが他界するとき、この世界にもどもどもどもどってくることってくることってくることってくること

のないさまざまな時間帯について説明しよう。のないさまざまな時間帯について説明しよう。のないさまざまな時間帯について説明しよう。のないさまざまな時間帯について説明しよう。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        至高主に完全に身をゆだねた魂である純粋無垢な献愛者は、いつ、どんな方

法で肉体を出るかまったく気にしていません。すべてをクリシュナの手にゆだねているため、

かんたんに、そして穏やかに主神のもとに帰っていきます。しかし純粋ではなく、またカル

マ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ、ハタ・ヨーガといった精神的悟りの方法に頼る人は、適切

な時間帯に肉体を出て、誕生と死の世界にもどってくるかどうかを確かめなくてはなりませ

ん。 

完璧なヨーギーなら、物質界を去っていく時間と状況を選ぶことができます。しかし、そ

れほど熟達していなければ、偶然に、特定の適切な時間帯に他界することに身をまかせなく

てはなりません。他界する、そしてもどってこないための適切な時間については、次の節で

主が説明しています。アーチャーリャ・バラデーヴァ・ヴィデャーブーシャナによると、こ

の節で使われているサンスクリット語のkäla（カーラ）という言葉は、時間の主宰神を指して

います。 
 
第２４節第２４節第２４節第２４節                            AiGanJYaaeRiTarh" éu(c)-" z<MaaSaa otaraYa<aMa( ) 

Ta}a  Pa[YaaTaa GaC^iNTa b]ø  b]øivdae JaNaa" )) 24 )) 
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agnir jyotir ahaù çuklaù 

ñaë-mäsä uttaräyaëam 

tatra prayätä gacchanti 

brahma brahma-vido janäù 
 

agniù—火; jyotiù—光; ahaù—日; çuklaù—漸大月の２週間; ñaö-mäsäù—６ヶ月間; 

uttara-ayanam—太陽が北側を通過する時 ; tatra—そこ ; prayätäù—他界した者達 ; 

gacchanti—行く; brahma—絶対者に; brahma-vidaù—絶対者を知る者; janäù—人々。 
 

訳訳訳訳  至高のブラフマンを知る者たちが至高者に到達できるのは、火の神の影響がある至高のブラフマンを知る者たちが至高者に到達できるのは、火の神の影響がある至高のブラフマンを知る者たちが至高者に到達できるのは、火の神の影響がある至高のブラフマンを知る者たちが至高者に到達できるのは、火の神の影響がある

期間に、光のなかで、１日の吉兆な瞬間に、新月から満月に向かう２週間のあいだに、期間に、光のなかで、１日の吉兆な瞬間に、新月から満月に向かう２週間のあいだに、期間に、光のなかで、１日の吉兆な瞬間に、新月から満月に向かう２週間のあいだに、期間に、光のなかで、１日の吉兆な瞬間に、新月から満月に向かう２週間のあいだに、

あるいは太陽が北側を移動しているときにこの世界から他界するときである。あるいは太陽が北側を移動しているときにこの世界から他界するときである。あるいは太陽が北側を移動しているときにこの世界から他界するときである。あるいは太陽が北側を移動しているときにこの世界から他界するときである。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        火、光、昼、月の２週間について言及されるのは、魂が他界するときにはさ

まざまな主宰神がこれら（火、光、昼、月）に影響を及ぼしている、ということです。死ぬ

とき、心は魂を新しい生涯に連れていきます。上記の時間帯に偶然あるいは意図的に肉体を

離れる人は、非人格のブラフマジョーティに到達することができます。ヨーガ修練に熟達し

た神秘主義者は、肉体を離れる時間と場所を選ぶことができます。一般人にその力はありま

せん――偶然に吉兆な時間に他界して、誕生と死のサイクルにもどってこないこともありえ

ますが、ほとんどの場合はこの世界にもどってきます。しかし、クリシュナ意識の純粋な献

愛者は、肉体を離れる時間が吉兆であろうと不吉であろうと、偶然であろうと計画どおりで

あろうと、この世界にもどってくることも怖がりません。 
 
第２５節第２５節第２５節第２５節                            DaUMaae rai}aSTaQaa k*-Z<a" z<MaaSaa di+a<aaYaNaMa( ) 

Ta}a  caNd]MaSa&  JYaaeiTaYaaeRGaq  Pa[aPYa  iNavTaRTae )) 25 )) 
 

dhümo rätris tathä kåñëaù 

ñaë-mäsä dakñiëäyanam 

tatra cändramasaà jyotir 

yogé präpya nivartate 

 

dhümaù—煙; rätriù—夜; tathä—もまた; kåñëaù—残月の２週間; ñaö-mäsäù—６ヶ月

間 ; dakñiëa-ayanam—太陽が南側を通過する時 ; tatra—そこ ; cändra-masam—月 ; 

jyotiù—光; yogé—神秘主義者; präpya—到達している; nivartate—戻って来る。 
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訳訳訳訳  煙煙煙煙のなかで、夜に、月が欠けるとき、太陽が南側を通過するときに他界する神秘のなかで、夜に、月が欠けるとき、太陽が南側を通過するときに他界する神秘のなかで、夜に、月が欠けるとき、太陽が南側を通過するときに他界する神秘のなかで、夜に、月が欠けるとき、太陽が南側を通過するときに他界する神秘

主義者は月主義者は月主義者は月主義者は月に到達するが、ふたたびに到達するが、ふたたびに到達するが、ふたたびに到達するが、ふたたびもどもどもどもどってくる。ってくる。ってくる。ってくる。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         『シュリーマド・バーガヴァタム』の第３編で、カピラ・ムニが、果報的活

動や供儀に熟達した者たちは死んだあと月に到達する、と述べています。そしてこの高尚な

魂たちは月で約１万年間住み、ソーマ・ラサ（soma-rasa）を飲むことを楽しみます。そし

てやがて地球にもどってきます。これは、月にも高度に発達した生命体たちがいるというこ

とです。愚鈍な感覚では理解できないだけのことです。 
 
第２６節第２６節第２６節第２６節                                éu(c)-k*-Z<ae GaTaq ùeTae JaGaTa" XaaìTae MaTae ) 

Wk-Yaa   YaaTYaNaav*itaMaNYaYaavTaRTae    PauNa" )) 26 )) 
 

çukla-kåñëe gaté hy ete 

jagataù çäçvate mate 

ekayä yäty anävåttim 

anyayävartate punaù 
 

çukla—光 ; kåñëe—そして暗闇 ; gaté—他界の方法 ; hi—確かに ; ete—これら２つ ; 

jagataù—物質界の; çäçvate—ヴェーダの; mate—意見で; ekayä—１つによって; yäti—行

く; anävåttim—戻らないこと; anyayä—他の者によって; ävartate—戻ってくる; punaù—

再び。 
 

訳訳訳訳  ヴェーダは、この世界から他界する２つの方法がある、ヴェーダは、この世界から他界する２つの方法がある、ヴェーダは、この世界から他界する２つの方法がある、ヴェーダは、この世界から他界する２つの方法がある、と言う。１つは光、もうと言う。１つは光、もうと言う。１つは光、もうと言う。１つは光、もう

１つは暗闇である。光のなかで他界する者は１つは暗闇である。光のなかで他界する者は１つは暗闇である。光のなかで他界する者は１つは暗闇である。光のなかで他界する者はもどもどもどもどってこない。しかし、暗闇のなかで他ってこない。しかし、暗闇のなかで他ってこない。しかし、暗闇のなかで他ってこない。しかし、暗闇のなかで他

界する者は界する者は界する者は界する者はもどもどもどもどってくる。ってくる。ってくる。ってくる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        他界すること、もどってくることに関する同じ説明が『チャーンドーギャ・

ウパニシャッド』（第５編・第10章・第３−５節）でアーチャーリャ・バラデーヴァ・ヴ

ィデャーブーシャナによって引用されています。大昔から、結果にこだわって活動する人々

や哲学的推論にいそしむ人々は、往来をくり返しています。しかし、それで窮極の解放を達

成するわけではありません。クリシュナに身をゆだねていないからです。 
 
第２７節第２７節第２７節第２７節                                NaETae Sa*Taq PaaQaR JaaNaNYaaeGaq MauùiTa k-êNa ) 

TaSMaaTSaveRzu  k-ale/zu YaaeGaYau¢-ae  >avaJauRNa )) 27 )) 
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naite såté pärtha jänan 

yogé muhyati kaçcana 

tasmät sarveñu käleñu 

yoga-yukto bhavärjuna 
 

na—決して〜ない; ete—これら２つ; såté—さまざまな道; pärtha—プリターの子よ; 

jänan—彼は知っていても; yogé—主の献愛者; muhyati—惑わされる; kaçcana—どれも; 

tasmät—ゆえに; sarveñu käleñu—いつも; yoga-yuktaù—クリシュナ意識に従事して; 

bhava—ただそうなる; arjuna—アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳  アルジュナよ。アルジュナよ。アルジュナよ。アルジュナよ。献愛者はこの２つの道を知っている、しかしぜったいに惑わされ献愛者はこの２つの道を知っている、しかしぜったいに惑わされ献愛者はこの２つの道を知っている、しかしぜったいに惑わされ献愛者はこの２つの道を知っている、しかしぜったいに惑わされ

ない。だから、献愛奉仕に立脚せよ。ない。だから、献愛奉仕に立脚せよ。ない。だから、献愛奉仕に立脚せよ。ない。だから、献愛奉仕に立脚せよ。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナはアルジュナに、物質界を離れる方法に惑わされてはいけない、

と助言しています。至高主の献愛者は、準備をして死ぬとか偶然に死ぬとか、思い悩むべき

ではありません。クリシュナ意識にしっかり心を定め、ハレー・クリシュナを唱えるだけで

いいのです。どちらの方法で死ぬかなど、思い悩むのは愚かなことです。クリシュナ意識に

没頭する一番の方法は主への奉仕と自分を調和させることにあり、それができれば安全に、

確かに、そして直接精神界に帰っていくことができます。Yoga-yukta（ヨーガ・ユクタ）とい

う言葉にはとくに重要な意味がこめられています。ヨーガに立脚している人は、すべてをク

リシュナ意識のなかでおこなっています。シュリーラ・ルーパ・ゴースヴァーミーが助言し

ています。Anäsaktasya viñayän yathärham upayuïjataù（アナーサクタッシャ ヴィシャヤーン 

ヤタハールハンム ウパユンジャタハ）「物質的なものごとに執着せず、すべてクリシュナ意識をと

おして実行するように」と。献愛者は、ユクタ・ヴァイラーギャ（yukta-vairägya）という

この方法に従って完成を達成するため、このような説明に惑わされません。献愛奉仕に励め

ばかならず至高の住居に帰っていけることを知っているのです。 

 
 
第２８節第２８節第２８節第２８節                                            vedezu Yajezu TaPa"Sau cEv 

daNaezu  YaTPau<Yaf-l&/  Pa[idíMa( ) 
ATYaeiTa TaTSavRiMad& ividTva 

YaaeGaq Par& SQaaNaMauPaEiTa caÛMa( )) 28 )) 
 

vedeñu yajïeñu tapaùsu caiva 

däneñu yat puëya-phalaà pradiñöam 
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atyeti tat sarvam idaà viditvä 

yogé paraà sthänam upaiti cädyam 
 

vedeñu—ヴェーダの研究において; yajïeñu—ヤギャ・儀式の執行において; tapaùsu—さ

まざまな苦行を耐えることにおいて; ca—もまた; eva—確かに; däneñu—慈善を施すこと

において; yat—〜であるもの; puëya-phalam—敬虔な活動の結果; pradiñöam—示されて; 

atyeti—乗り越える; tat sarvam—これらすべて; idam—これ; viditvä—知っている; yogé—

献愛者; param—至上の; sthänam—住居; upaiti—到達する; ca—もまた; ädyam—根源の。 
 

訳訳訳訳  献愛奉仕を実践する者は、ヴェーダの研究、儀式の遂行、苦行の修練、慈善の施献愛奉仕を実践する者は、ヴェーダの研究、儀式の遂行、苦行の修練、慈善の施献愛奉仕を実践する者は、ヴェーダの研究、儀式の遂行、苦行の修練、慈善の施献愛奉仕を実践する者は、ヴェーダの研究、儀式の遂行、苦行の修練、慈善の施

し、哲学的探求、果報的活動から得られる結果を失うわけではない。献愛奉仕を実践しし、哲学的探求、果報的活動から得られる結果を失うわけではない。献愛奉仕を実践しし、哲学的探求、果報的活動から得られる結果を失うわけではない。献愛奉仕を実践しし、哲学的探求、果報的活動から得られる結果を失うわけではない。献愛奉仕を実践し

さえすれば、これらすべてを手にいれ、生涯の終わりに、さえすれば、これらすべてを手にいれ、生涯の終わりに、さえすれば、これらすべてを手にいれ、生涯の終わりに、さえすれば、これらすべてを手にいれ、生涯の終わりに、至高で永遠なる住居に到達す至高で永遠なる住居に到達す至高で永遠なる住居に到達す至高で永遠なる住居に到達す

るのである。るのである。るのである。るのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節は第７章と第８章の要約であり、とくにクリシュナ意識と献愛奉仕に

ついて述べています。私たちは精神指導者のもとでヴェーダを研究すべきであり、師に導か

れてさまざまな改悛や苦行を実践しなくてはなりません。ブラフマチャーリーは精神指導者

の家で召使いのように仕え、各家庭を訪ねて寄付をつのり、精神指導者に渡さなくてはなり

ません。師の指示があったときだけに食べ、指示がなければその日は絶食します。それが、

ブラフマチャーリーの従うヴェーダ原則です。 

師の元でヴェーダを学んだあと――少なくとも５歳から20歳まで――完璧な気質をそな

えた人物に成⻑することができます。ヴェーダの研究は、机上の空論を楽しむ気晴らしでは

なく、人格形成のためにあります。訓練を受けたブラフマチャーリーは結婚して世帯者の生

活に入ることが許されます。世帯者になれば、さらなる精神的高まりを求めてさまざまな儀

式を遂行しなくてはなりません。国・時・相手に応じて、そして『バガヴァッド・ギーター』

が述べる徳・激情・無知の慈善の内容をよく見きわめたうえで、慈善を施さなくてはなりま

せん。世帯者の生活から離れたあとにはヴァーナプラスタの階級を受けいれ、森に住み、木

の皮で身をまとい、髭を剃らないなどの厳しい苦行に耐えしのびます。ブラフマチャーリー、

世帯者、ヴァーナプラスタ、そして最後にサンニャーサの階級の生活を修練することで、や

がて完璧な境地に到達します。ある人は天国へ、さらに精神生活を高めた人は精神界の非人

格のブラフマジョーティのなかに、またヴァイクンタ惑星、そしてクリシュナローカに入っ

ていきます。これがヴェーダ経典が説く生き方です。 

しかしクリシュナ意識のすばらしさは、献愛奉仕というただ一つの方法で、すべての階級

の義務を超越できるという点にあります。 
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この節のidaà viditvä（イダンム ヴィディトゥヴァー）という言葉は、「この章と第７章でシュ

リー・クリシュナが説いている教えを理解しなくてはならない」という意味が含まれていま

す。それは学識や推論に頼るのではなく、献愛者との交流をとおして聞くことで理解しなく

てはなりません。第７章から第12章が『バガヴァッド・ギーター』の真髄です。最初の６

章と最後の６章は、中間の６章の覆いともいうべきもので、それはとくに主によって守られ

ています。『バガヴァッド・ギーター』を（とくにこの中間の６章を）理解できる幸運な人

の生活は、あらゆる苦行・儀式・慈善・推論などを越えた祝福に満たされています。クリシ

ュナ意識を修練するだけで、その活動の結果を得ることができるからです。 

 『バガヴァッド・ギーター』に対する信念がそれほど強くない人は、献愛者からその教え

を学ばなくてはなりません。第４章の始めに断言されたように、この書物の真意は献愛者だ

けが理解するものであり、献愛者でなければすべてを理解することはできません。推論家か

らではなく、クリシュナの献愛者から学ぶべきなのです。これが信念の証しです。献愛者を

求め、献愛者と交流できる幸運に恵まれた人は、ほんとうに『バガヴァッド・ギーター』の

研究を始め、そして理解することができます。献愛者との交流をとおして精神生活を高める

ことで献愛奉仕の生活に立脚し、そしてその奉仕が、クリシュナ、神、クリシュナの活動・

姿・娯楽・名前などにまつわる疑いを晴らしてくれます。疑問がすべて洗いながされれば、

着実にヴェーダの研究ができるようになります。そして『バガヴァッド・ギーター』を研究

することに喜びを感じ、いつもクリシュナ意識にいることを自覚できる境地に到達します。

精神生活をきわめたとき、クリシュナへの愛情を忘れることはありません。これが最高の献

愛奉仕の境地であり、その境地に入った献愛者は、精神界・ゴーローカ・ヴリンダーヴァナ

のクリシュナの住居に、そしていつまでも幸せに生きられる世界に辿りつくのです。 
 

 これで、バクティヴェーダンタによる『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』の第８

章、「至高者への到達」に関する要旨解説を終了します。 


