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ラージャ・ヴィッデャーラージャ・ヴィッデャーラージャ・ヴィッデャーラージャ・ヴィッデャー    知識の王知識の王知識の王知識の王 

 

第１節第１節第１節第１節                                                        é[q>aGavaNauvac 
wd&   Tau   Tae   GauùTaMa&  Pa[v+YaaMYaNaSaUYave ) 
jaNa& ivjaNaSaihTa& YaJjaTva  Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 1 )) 

 
çré-bhagavän uväca 

idaà tu te guhyatamaà 

pravakñyämy anasüyave 

jïänaà vijïäna-sahitaà 

yaj jïätvä mokñyase 'çubhät 
 

çré-bhagavän uväca—最高人格主神が言った; idam—この; tu—しかし; te—あなたに; 

guhya-tamam—もっとも秘奥なもの; pravakñyämi—私は話している; anasüyave—嫉妬心

のない者に; jïänam—知識; vijïäna—悟られた知識; sahitam—〜と共に; yat—〜である

もの; jïätvä—知っている; mokñyase—あなたは解放されるだろう; açubhät—この苦しい

物質存在から。 
 

訳訳訳訳        最高人格主神が言最高人格主神が言最高人格主神が言最高人格主神が言いました。「愛しいいました。「愛しいいました。「愛しいいました。「愛しいアルジュナよ。あなたはわたしを妬む気持アルジュナよ。あなたはわたしを妬む気持アルジュナよ。あなたはわたしを妬む気持アルジュナよ。あなたはわたしを妬む気持

ちがないから、ちがないから、ちがないから、ちがないから、もっとも秘奥な知識と悟りをさずけよう。その知識によって、もっとも秘奥な知識と悟りをさずけよう。その知識によって、もっとも秘奥な知識と悟りをさずけよう。その知識によって、もっとも秘奥な知識と悟りをさずけよう。その知識によって、あなたはあなたはあなたはあなたは

物質存在の苦しみから解放される」物質存在の苦しみから解放される」物質存在の苦しみから解放される」物質存在の苦しみから解放される」 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        献愛者は、至高主について聞くほどに悟りを高めていきます。この「聞く方

法」が『シュリーマド・バーガヴァタム』で勧められています。「最高人格主神の教えには

完璧な力がこめられており、その力は、献愛者のあいだで最高主神について話しあわれると

きに悟ることができる。悟るべき知識だからこそ、推論家や型にはまった学者から学ぶこと

はできない」。 

献愛者はいつも至高主への奉仕に励んでいます。主は、クリシュナ意識に励む生命体の心
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理状態も誠実さもわかっており、献愛者との交流をとおしてクリシュナの科学が理解できる

知性をさずけます。クリシュナにまつわる語りあいには強い力がこめられており、幸運な人

がその交流に恵まれ、その知識を吸収消化しようとすれば、かならず精神的悟りを高めるこ

とができます。主クリシュナは、より高い、そして力強い奉仕ができるようアルジュナを力

づけるために、これまでの説明よりもさらに秘奥な教えをこの第９章で展開します。 

 『バガヴァッド・ギーター』の第１章は、この本の導入部分です。第２章では、説かれた

精神的知識が「秘奥な知識」と述べられました。第７章と第８章で述べられた話題はとくに

献愛奉仕と関連しており、またクリシュナ意識に高めてくれることから、「より秘奥な知識」

と呼ばれました。しかし、第９章で扱われるのは純粋無垢な献愛奉仕です。ですから、「も

っとも秘奥な知識」と呼ばれています。クリシュナに関するもっとも秘奥な知識を持つ人は、

ごく自然に超越的な境地に到達します。ですから、物質界にいても苦しみを感じていません。

『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』は、物質存在にいても、至高主に愛情奉仕をする誠

実な望みを持つ人物は解放されている、と説明しています。同じように、『バガヴァッド・

ギーター』の第10章でも、そのような奉仕をしている者も解放されている、と述べられて

います。 

そして、この最初の節には特別な重要性がこめられています。Idaà jïänam（イダンム ギ

ャーナンム）（この知識）は純粋な献愛奉仕を指しており、それは９つの方法――聞くこと、

唱えること、思いだすこと、仕えること、崇拝すること、祈りをささげること、敬意を表す

ること、主と友人関係を保つこと、すべてを放棄する――で構成されています。この９つの

方法を修練することで、精神的意識、すなわちクリシュナ意識に高められます。こうして献

愛者の心からけがれが洗いながされるとき、クリシュナの科学が理解できます。生命体は物

質的な存在ではない、と理解するだけでは充分ではありません。その理解は精神的悟りの第

一歩と言えるのですが、肉体の活動と、自分は肉体ではないと理解した人物の精神的活動の

違いもよく知っておかなくてはなりません。 

第７章では、最高人格主神の富に満ちた力、主のさまざまな力、劣性と優性の自然界、物

質的現象界について説明されました。そしてこの第９章では、主の栄光が描写されます。 

この節のanasüyave（アナスーヤヴェー）というサンスクリット語もひじょうに重要です。ふ

つうの解説者は、学術的には優れていても、クリシュナ、最高人格主神を妬んでいる者たち

ばかりです。学識豊富な者たちでも『バガヴァッド・ギーター』については、ひじょうにあ

いまいなことしか書けません。クリシュナを妬んでいるかれらの解説は、読んでもなにも得

られません。主の献愛者が書いた解説書だけが正しいのです。嫉妬心のある人間には『バガ

ヴァッド・ギーター』を説明することはできないし、クリシュナの知識を完璧に説明するこ

ともできません。主のことを知りもせずに、主の気質を非難する者は愚かです。そのような
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解説書は注意深く避けなくてはなりません。クリシュナが最高人格主神であること、純粋で

超越的な人物であることを理解した人物にとって、この章はひじょう有益です。 

 

第２節第２節第２節第２節                                        raJaivÛa  raJaGauù&   Paiv}aiMadMautaMaMa( ) 
Pa[TYa+aavGaMa& DaMYa| SauSau%& k-TauRMaVYaYaMa( )) 2 )) 

 
räja-vidyä räja-guhyaà 

pavitram idam uttamam 

pratyakñävagamaà dharmyaà 

su-sukhaà kartum avyayam 
 

räja-vidyä—教育の王; räja-guhyam—秘奥な知識の王; pavitram—もっとも純粋なもの; 

idam—これ; uttamam—超越的; pratyakña—直接の経験によって; avagamam—理解され

て ; dharmyam— 宗 教 原 則 ; su-sukham— 非 常 に 幸 福 な ; kartum— 実 践 す る こ と ; 

avyayam—永遠の。 
 
訳訳訳訳        この知識は教育の王であり、秘密のなかの秘密である。もっとも純粋な知識であこの知識は教育の王であり、秘密のなかの秘密である。もっとも純粋な知識であこの知識は教育の王であり、秘密のなかの秘密である。もっとも純粋な知識であこの知識は教育の王であり、秘密のなかの秘密である。もっとも純粋な知識であ

り、また悟りによって直接自己の本質が理解できるため、宗教の完成と言える。永遠不り、また悟りによって直接自己の本質が理解できるため、宗教の完成と言える。永遠不り、また悟りによって直接自己の本質が理解できるため、宗教の完成と言える。永遠不り、また悟りによって直接自己の本質が理解できるため、宗教の完成と言える。永遠不

滅であり、また楽しく実践することができる。滅であり、また楽しく実践することができる。滅であり、また楽しく実践することができる。滅であり、また楽しく実践することができる。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説 

 
 『バガヴァッド・ギーター』のこの章は「教育の王」と呼ばれています。これまで説明さ

れてきた教義や哲学の真髄が含まれているからです。インドの主要な哲学者には、ガウタマ、

カナーダ、カピラ、ヤーギャヴァルキャ、サーンディリャ、ヴァイシュヴァーナラがいます。

そして、最後にヴャーサデーヴァという『ヴェーダンタ・スートラ』の著者がいます。です

から、哲学あるいは超越的知識について不足するものはなにもありません。いま主はこの第

９章を、ヴェーダやさまざまな哲学の研究から得られるすべての知識の王、すべての知識の

真髄であると表現しています。なぜもっとも秘奥な知識なのか、それは秘奥で超越的な知識

は魂と肉体の違いの理解を含んでいるからです。そしてすべての秘奥な知識の王は献愛奉仕

で頂点に達します。 

ふつう、人々はこの秘奥な知識について教育を受けていません。物質界の知識しか教わっ

ていないのです。一般的な教育に関しては、政治・社会・物理・化学・数学・天文学・工学

など、さまざまな分野が用意されています。全世界に、あるいは多くの大学に多種多様な知

識分野がありますが、あいにく、精神的な魂の科学を教えている大学や教育施設はありませ
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ん。それでも、魂はからだに関するもっとも重要な部分です。魂がいなければ肉体にはなん

の価値もありません。それでも人々は、肉体観念の生活に大きな重点を置いています。 

 『バガヴァッド・ギーター』はとくに第２章で、魂の重要性を強調しています。最初に主

は、肉体はかならず滅するが魂は不滅であると言います（antavanta ime dehä nityasyoktäù 

çarériëaù アンタヴァンタ・イメー デーハー ニッテャッショークターハ シャリーリナハ）。それが秘奥な

知識です。精神魂と肉体とは違うもの、その質は不変・不滅で永遠である、と知るだけの段

階です。また、魂に関する明確な情報は提供されていません。一般的にも、魂と肉体とは違

う、肉体が終われば、あるいは肉体から解放されれば、魂は無にとどまり、そして姿も形も

ない状態になる、というと考える人がときどきいます。しかしじつは、それは正しくありま

せん。体内でこれほど活発に動いている魂が、肉体から解放されたあと活動しなくなる、と

いうことがありえるでしょうか。魂はつねに活動的です。もし魂が永遠ならば、永遠に活発

であり、精神界におけるその活動は、精神的な知識のなかでももっとも秘奥な知識と言えま

す。ですから精神魂のその活動は、ここで「すべての知識の王、すべての知識のなかでもっ

とも秘奥な知識」と言われています。 

この知識は、ヴェーダ経典で説明されているように、もっとも純粋な活動です。『パドゥ

マ・プラーナ』では人の犯す罪について分析され、「罪とは何度もくり返されてきた罪の結

果である」とされています。果報的活動に奔走する人々は、罪な結果として現われるさまざ

まな状態や姿に縛られます。たとえば、⽊の種が植えられると、その⽊はすぐに成⻑を始め

るわけではありません。時間がかかる、ということです。最初は小さな芽を出し、やがて⽊

の形になり、花を咲かせ、くだものを実らせ、完全に成⻑したとき、種を蒔いた人がその花

や実を楽しみます。同じように、人が罪なことをすると、種のように、その結果が出るのに

時間がかかります。さまざまな段階として現われるのです。その人のなかでは罪なおこない

は完了しているかもしれませんが、罪な活動の結果、あるいは果実はまだ楽しまれていませ

ん。種として残っている状態の罪、すでに実らせて果実を行動者に与えている状態、そして

それが苦しみや苦痛として味わわれている状態です。 

第７章の第28節で説明されたように、すべての罪な活動の反動を完全に終わらせ、そし

て敬虔な活動だけをする人物は、物質界の二元性から解放され、最高人格主神クリシュナに

献愛奉仕をするようになります。言いかえれば、ほんとうに至高主に献愛奉仕をしている

人々は、すでにすべての反動から解放されているということです。このことが『パドゥマ・

プラーナ』で確証されています。 
 

aprärabdha-phalaà päpaà 

küöaà béjaà phalonmukham 
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krameëaiva praléyeta 

viñëu-bhakti-ratätmanäm 
 

最高人格主神への献愛奉仕に励んでいる人々にとって、罪の反動は、すでに結実していよ

うと、種の姿で貯められている状態であろうと、やがてすべてが消えていきます。ですから、

献愛奉仕という浄化手段には大きな力がこめられており、そのことがpavitram uttamam（パ

ヴィトゥランム ウッタマンム）、もっとも純粋なもの、と呼ばれています。Uttama（ウッタマ）は

「超越的」という意味です。Tamas（タマス）はこの物質界、あるいは「暗闇」で、uttama

（ウッタマ）は物質的活動を超越したもの、という意味になります。献愛奉仕をしている献愛

者の行為はふつうのおこないにしか見えませんが、決して物質的なものではありません。献

愛奉仕を正しく見て、そして奉仕の本質をよく知っている人は、それが物質的な活動ではな

いこともよくわかっています。精神的な深い愛情がこめられ奉仕であり、物質自然界の様式

にけがされたものではありません。 

献愛奉仕の遂行そのものが完璧であるため、その結果を直接見ることができます。結果を

じっさいに見ることができ、唱名の禁止事項に触れずにクリシュナの聖なる名前（ハレー ク

リシュナ ハレー クリシュナ クリシュナ クリシュナ ハレー ハレー／ハレー ラーマ 

ハレー ラーマ ラーマ ラーマ ハレー ハレー）を唱えている人は、超越的な喜びを感じ、

物質的なけがれをすべて洗いながし、すぐに清められていることを知っているからです。だ

れでもこのことが体験できます。さらに、聞くだけではなく、献愛奉仕の教えを世に広めた

り、クリシュナ意識の布教活動を助けたりすれば、徐々に精神的な高まりを感じるようにな

ります。この精神生活の高まりは、これまで受けた教育や資格で決まるのではありません。

方法そのものが純粋であるため、ただ奉仕を実践するだけで純粋になることができます。 

 『ヴェーダンタ・スートラ』（第３編・第２章・第26節）にも次のような説明があります。

Prakäçaç ca karmaëy abhyäsät「献愛奉仕には強い力がこめられており、実践するだけで

まちがいなく精神的に高められる」。このじっさいの例が、女中の子だったナーラダの前世

に見られます。教育を受けたわけでも、高い家系に生まれたわけでもありません。⺟が偉大

な献愛者たちに仕えていたからナーラダも同じように仕え、また⺟親がいないときにもその

献愛者たちに仕えていました。ナーラダが言っています。 
 

ucchiñöa-lepän anumodito dvijaiù 

sakåt sma bhuïje tad-apästa-kilbiñaù 

evaà pravåttasya viçuddha-cetasas 

tad-dharma evätma-ruciù prajäyate 
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これは『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第５章・第25節）の言葉で、ナー

ラダが自分の前世について弟子のヴャーサデーヴァに説明しているところです。純粋な献愛

者たちと暮らしていた４ヶ月間、幼い召使いとしてかれらと親密な交流をしていました。か

れらが料理を食べのこすと、ナーラダ少年がその皿を洗いますが、あるときその残り物を食

べたいと思いました。少年は偉大な献愛者たちの許しを得て食べ、そして自分もあらゆる罪

の反動から解放されました。こうして残り物を食べつづけたかれは、徐々に聖者たちと同じ

ような純粋な心を持つ少年になっていきます。献愛者たちは、聞いて唱えることで尽きるこ

とのない献愛奉仕を味わっていましたが、ナーラダも徐々にその味わいを高めていきました。

さらにナーラダが言います。 
 

tatränvahaà kåñëa-kathäù pragäyatäm 

anugraheëäçåëavaà manoharäù 

täù çraddhayä me 'nupadaà viçåëvataù 

priyaçravasy aìga mamäbhavad ruciù 
 

ナーラダは聖者たちとのふれあいをとおして、主の栄光を聞いて唱える味わいを得て、献

愛奉仕への強い望みを高めていきました。ですから、『ヴェーダンタ・スートラ』がprakäçaç 

ca karmaëy abhyäsät（プラカーシャシュ チャ アビャーサートゥ）と述べているように、献愛奉仕

を実践してさえいればすべてはおのずと明らかになり、そして理解できるようになります。

これがpratyakña（プラテャクシャ）・直接の知覚です。 

Dharmyam（ダハルミャンム）は「宗教の道」という意味です。ナーラダは女中の子でした。

学校に行っていたわけでもありません。ただ⺟の仕事を手伝っていただけですが、幸運なこ

とに、⺟が献愛者に仕えていたのです。幼いナーラダもその機会に恵まれ、ただ献愛者たち

と交流するだけですべての宗教の最高の目標を達成しました。最高の宗教の目標は、『シュ

リーマド・バーガヴァタム』が sa vai puàsäà paro dharmo yato bhaktir adhokñaje（サ ヴ

ァイ プンムサーンム パロー ダハルモー ヤトー バハクティル アドホークシャジェー）と述べているように、

献愛奉仕です。宗教に携わっている人たちでも、宗教の最高完成が献愛奉仕に辿りつくこと

であることを知りません。第８章の最後の節（vedeñu yajïeñu tapaùsu caiva ヴェーデーシュ 

ヤゲーシュ タパフス チャイヴァ）で説明されたように、ヴェーダ知識は自己を悟るために必要

です。しかしこの例でわかるように、ナーラダは精神指導者の学校に行ったわけでも、ヴェ

ーダ原則にもとづいた教育を受けたわけでもなかったのに、ヴェーダの研究の最高の結果を

手にいれました。この方法には力があり、定期的に宗教活動をしていなくても、最高完成に

高められます。どうしてそれが可能なのでしょうか。それはヴェーダ経典でäcäryavän 

puruño veda（アーチャーリャヴァーン プルショー ヴェーダ）と確証されています。偉大なアーチャ



 

7 

 

ーリャたちと交流すれば、教育を受けていなくても、ヴェーダを研究したことがなくても、

自己を悟るために必要な知識すべてに精通することができます。 

その献愛奉仕の方法が私たちを幸福（susukham・ススカハンム）にしてくれます。なぜでし

ょうか。献愛奉仕はçravaëaà kértanaà viñëoù（シュラヴァナンム キールタナンム ヴィシュノーホ）

（『シュリーマド・バーガヴァタム』（第７編・第５章・第23節）という方法で構成され

ていますから、ただ主の栄光の唱名を聞くだけで、あるいは権威あるアーチャーリャたちが

説く超越的な知識に関する哲学的講義に出席するだけでかまいません。ただ座り、学ぶだけ

でいいのです。そして、神にささげたおいしい食べ物の残りを食べます。献愛奉仕はどれ一

つとっても、楽しく実践できます。どれほど貧しい人でもできます。主が言います、patraà 

puñpaà phalaà toyam（パトゥランム プシュパンム パハランム トーヤンム）、献愛者がささげるも

のならどのようなものでも受けいれる、と。葉、花、ちょっとしたくだもの、少しの水など、

それは世界のどこでも得られるもので、どのような地位にあってもだれでもささげられ、愛

情をこめてささげれば主は受けいれます。歴史には多くの例が残されています。主の蓮華の

御足にささげられたトゥラシーの葉を味わっただけで、聖者クマーラたちも偉大な献愛者に

なりました。献愛奉仕はこれほどすばらしいのであり、また楽しい気持ちで実践できます。

神は、愛情をこめてささげられたものだけを受けいれるのです。 

献愛奉仕は永遠に存在する、ともここで言われています。マーヤーヴァーディー哲学者の

主張はまちがっています。かれらも献愛奉仕と称してなにかをすることがありますが、その

考えの根底には、解放されていないあいだは献愛奉仕をつづけるけれども、最終的に、解放

されれば「神と一つになる」と思っています。その場かぎりの献愛奉仕は純粋な献愛奉仕と

しては受けいれられません。ほんとうの献愛奉仕は解放のあとにもつづきます。献愛者が神

の住む精神的惑星に行くと、そこでも至高主に仕えつづけるのです。至高主と一つになろう

とはしません。 

『バガヴァッド・ギーター』にしめされるように、ほんとうの献愛奉仕はじつは解放のあ

とから始まるものです。解放されたあと、ブラフマンの境地（ブラフマ・ブータ 『シュリ

ーマド・バーガヴァタム』（第４編・第30章・第20節））に到達したとき、そこからその

人の献愛奉仕が始まります（samaù sarveñu bhüteñu mad-bhaktià labhate paräm サマハ 

サルヴェーシュ ブフーテーシュ マドゥ・バハクティンム ラバハテー パラーンム）。カルマ・ヨーガ、ギ

ャーナ・ヨーガ、アシュターンガ・ヨーガ、あるいはほかのヨーガだけを実践しても最高人

格主神は理解できません。実践すればバクティ・ヨーガに向かってわずかに進むことはでき

ますが、献愛奉仕の段階に来なければ、人格主神がだれかを知ることはできません。『シュ

リーマド・バーガヴァタム』でも、献愛奉仕を実践して純粋になれば、とくに『シュリーマ

ド・バーガヴァタム』や『バガヴァッド・ギーター』を悟った魂たちから聞くことで、クリ
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シュナ・神の科学が理解できます。Evaà prasanna-manaso bhagavad-bhakti yogataù（エ

ーヴァンム プラサンナ・マナソー バハガヴァドゥ・バハクティ ヨーガタハ）。心から愚かなものごとがす

べて出ていったとき、神の正体が理解できるようになります。これが、献愛奉仕の方法・ク

リシュナ意識があらゆる秘奥な知識の王と呼ばれる由縁です。もっとも純粋な宗教の姿であ

り、なんの困難もなく楽しく実践できます。ですから、だれでもこの方法をはじめるべきで

す。 

 
第３節第３節第３節第３節                                        Aé[ÕDaaNaa"  Pauåza DaMaRSYaaSYa ParNTaPa ) 

APa[aPYa Maa& iNavTaRNTae  Ma*TYauSa&SaarvTMaRiNa )) 3 )) 
 

açraddadhänäù puruñä 

dharmasyäsya parantapa 

apräpya mäà nivartante 

måtyu-saàsära-vartmani 
 

açraddadhänäù—信念のない者達; puruñäù—そのような者達; dharmasya—宗教の方法

に向かって; asya—これ; parantapa—敵の殺害者よ; apräpya—達成することなく; mäm—

私を; nivartante—戻ってくる; måtyu—死の; saàsära—物質存在の; vartmani—その道で。 
 
訳訳訳訳        敵の征服者よ。献愛奉仕に信念のない者はわたしに到達することはでき敵の征服者よ。献愛奉仕に信念のない者はわたしに到達することはでき敵の征服者よ。献愛奉仕に信念のない者はわたしに到達することはでき敵の征服者よ。献愛奉仕に信念のない者はわたしに到達することはできない。やない。やない。やない。や

がて物質界の誕生と死の道にがて物質界の誕生と死の道にがて物質界の誕生と死の道にがて物質界の誕生と死の道に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        信念のない人は献愛奉仕の道を完成させることはできない――それがこの節

の意味です。信念は献愛者との交流から作られるものです。不運な人々は、偉大な人物たち

からヴェーダ経典の証拠をすべて聞いても、神に信念を持つことができません。ためらって

いるために、主への献愛奉仕に立脚することができないのです。信念はクリシュナ意識を高

めるもっとも大切な要素です。『チャイタンニャ・チャリタームリタ』では、信念とは「至

高主・シュリー・クリシュナに仕えるだけであらゆる完成を手にいれることができる」とい

う確信である、と言われています。それがほんとうの信念です。『シュリーマド・バーガヴ

ァタム』が説いています。 
 

yathä taror müla-niñecanena 

tåpyanti tat-skandha-bhujopaçäkhäù 

präëopahäräc ca yathendriyäëäà 

tathaiva sarvärhaëam acyutejyä 
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『シュリーマド・バーガヴァタム』（第４編・第31章・第14節） 
 

 「⽊の根に水を注げば、幹・枝・葉を満たすことができ、また胃に食べ物を供給すること

でからだの感覚をすべて満足させることができる。同じように、至高主への超越的な奉仕を

すれば、おのずからすべての半神や生命体を満足させることができる」。ですから、『バガ

ヴァッド・ギーター』を読んだあと、読者はこの本の結論にすぐに到達しなくてはなりませ

ん。つまり、ほかのすべての仕事を捨てて、至高主クリシュナ・最高人格主神への奉仕をは

じめる、ということです。この哲学に確信を持つこと、それが信念です。 

その信念をクリシュナ意識で高めることができます。クリシュナ意識の人物には３つの段

階があります。三流の人は信念がまったくありません。表向きには献愛奉仕をしているよう

に見えても、最高完成の段階に来ることはできません。ほとんどの場合、やがて横道に逸れ

てしまいます。奉仕はしても、不動の確信と信念がないため、クリシュナ意識を最後までや

りとげることができません。布教活動をしているときじっさいにそういう人たちに会います。

隠された動機でクリシュナ意識をはじめても、少しでも生活が改善されたとたん、修練をや

め、昔の生活にもどっていきます。クリシュナ意識に高められるのは、信念だけにかかって

いると言えます。その信念の高まりについては、献愛奉仕の経典に精通し、堅い信念の状態

に到達した人を一流のクリシュナ意識の人物といいます。二流の献愛者は、献愛奉仕の経典

の理解をそれほどそなえていなくても、クリシュナ・バクティ、すなわちクリシュナへの奉

仕に自然に堅い信念を持ち、優れた奉仕を実践しているため優れた信念をはぐくみます。か

れらは、経典を完璧に理解せず、優れた信念もなく、ただ交流と実直さで従おうとしている

三流の人たちよりも優れた段階にいます。三流の献愛者は道から逸脱するかもしれませんが、

二流の献愛者になれば逸脱せず、また一流の献愛者には逸脱する可能性がまったくありませ

ん。一流の段階にいる人物はかならず道をきわめ、最後には最善の結果を手にいれます。三

流のクリシュナ意識の献愛者は、クリシュナへの献愛奉仕がすばらしいことはわかっている

のですが、『シュリーマド・バーガヴァタム』や『バガヴァッド・ギーター』などの経典か

ら充分な知識を得ていません。三流の献愛者はときに、カルマ・ヨーガやギャーナ・ヨーガ

に気持ちが傾き、心が乱されることがありますが、カルマ・ヨーガやギャーナ・ヨーガの影

響から解放されると、二流の、あるいは一流の献愛者に変貌します。クリシュナに対する信

念も３段階に分けられ、そのことが『シュリーマド・バーガヴァタム』で説明されています。

一流の執着、二流の執着、三流の執着についても『シュリーマド・バーガヴァタム』の第

11編で説明されています。クリシュナや献愛奉仕のすばらしさについて聞いたあとでも信

念が持てず、献愛奉仕はただ讃辞を並べるだけの方法にすぎない、と考える人々は、献愛奉

仕の道を進むことはむずかしいと言えます。かれらには完璧な境地を手にいれるのはほとん
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ど不可能です。このように、信念は献愛奉仕をする際の重要な要素なのです。 
 

第４節第４節第４節第４節                                    MaYaa   TaTaiMad&   Sav|  JaGadVYa¢-MaUiTaRNaa ) 
MaTSQaaiNa SavR>aUTaaiNa Na cah&  TaeZvviSQaTa" )) 4 )) 

 

mayä tatam idaà sarvaà 

jagad avyakta-mürtinä 

mat-sthäni sarva-bhütäni 

na cähaà teñv avasthitaù 
 

mayä—私によって; tatam—浸透して; idam—この; sarvam—すべて; jagat—宇宙現象

界; avyakta-mürtinä—未現の姿によって; mat-sthäni—私の中に; sarva-bhütäni—全生命

体; na—ではない; ca—もまた; aham—私; teñu—それらの中に; avasthitaù—位置されて。 
 

訳訳訳訳        表わされていないわたしの姿のなかに表わされていないわたしの姿のなかに表わされていないわたしの姿のなかに表わされていないわたしの姿のなかに全宇宙が広がっている。すべてがわたしの全宇宙が広がっている。すべてがわたしの全宇宙が広がっている。すべてがわたしの全宇宙が広がっている。すべてがわたしの

内にある、しかし、わたしはそのなかにいない。内にある、しかし、わたしはそのなかにいない。内にある、しかし、わたしはそのなかにいない。内にある、しかし、わたしはそのなかにいない。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        最高人格主神は鈍感な感覚で知覚することはできません。『バクティ・ラサ

ームリタ・シンドゥ』（第１編・第２章・第234節）次の言葉があります。 
 

ataù çré-kåñëa-nämädi 

na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 

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

 

主シュリー・クリシュナの名前・名声・崇高な娯楽などは、物質的な感覚で理解できるも

のではありません。正しい導きのもとで純粋な献愛奉仕をする人だけに主はしめされます。

『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第38節）ではpremäïjana-cchurita-bhakti-vilocanena 

santaù sadaiva hådayeñu vilokayantiと言われています。「主に対する超越的な愛情を高め

た者が、自分の内にも外にもつねに最高人格主神・ゴーヴィンダを見ることができる」。で

すから、ふつうの人に主を見ることはできません。ここでは、主はあらゆる場所に広がって

いる、どこにでもいるけれども、物質的な感覚で見ることはできない、と言われています。

これはavyakta-mürtinä（アヴャクタ・ムールティナー）という言葉でしめされています。しかし

じつは、たとえ私たちには主が見えないとしても、すべては主のなかで支えられています。



 

11 

 

第７章で学んだように、全物質宇宙現象界は主の２つの力――優性・精神的力、そして劣性・

物質の力――の組みあわせにすぎません。太陽の光が全宇宙に広がっているように、主の力

は全創造界に広がり、そしてすべてはその力によって支えられています。 

しかし、主はあらゆる場所に広がっているのだから、個人としての存在を失っている、と

結論づけてはなりません。そのような主張を論破するために、主は「わたしはあらゆる場所

にいる、そしてすべてはわたしの内にある、しかし、わたしはすべてから離れている」と言

います。たとえば、国王の力の表われである政府の各指揮者たち。さまざまな政府の各省庁

は国王の力が表わされたものであり、どれも国王の力によって支えられています。しかしそ

れでも、各省庁に国王本人がいるわけではありません。これがもっともわかりやすい例です。

同じように、私たちが目にしているもの、あるいは存在しているものすべては、物質界であ

ろうと精神界であろうと、最高人格主神の力によって支えられています。創造は主のさまざ

まな力が拡散されることで起こり、『バガヴァッド・ギーター』はその事実をviñöabhyäham 

idaà kåtsnam（ヴィシュタビャーハンム イダンム クリトゥスナンム）と表現しています。主は自分の

代表者、すなわち主のさまざまな力の拡散によって存在しているのです。 
 

第５節第５節第５節第５節                                Na c MaTSQaaiNa >aUTaaiNa PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( ) 
>aUTa>a*à  c   >aUTaSQaae  MaMaaTMaa  >aUTa>aavNa" )) 5 )) 

 

na ca mat-sthäni bhütäni 

paçya me yogam aiçvaram 

bhüta-bhån na ca bhüta-stho 

mamätmä bhüta-bhävanaù 
 

na—決して〜ない; ca—もまた; mat-sthäni—私の中に位置している; bhütäni—全創造

物; paçya—見よ; me—私の; yogam aiçvaram—人智を絶した神秘的力; bhüta-bhåt—全生

命体の維持者; na—決して〜ない; ca—もまた; bhüta-sthaù—宇宙現象界の中に; mama—

私の; ätmä—自己; bhüta-bhävanaù—全現象界の源。 
 

訳訳訳訳        しかしなおかつ、創造されたものすべてがわたしの内で支えられているわけではしかしなおかつ、創造されたものすべてがわたしの内で支えられているわけではしかしなおかつ、創造されたものすべてがわたしの内で支えられているわけではしかしなおかつ、創造されたものすべてがわたしの内で支えられているわけでは

ない。わたしのない。わたしのない。わたしのない。わたしのこのこのこのこの不可思議な富を見よ！不可思議な富を見よ！不可思議な富を見よ！不可思議な富を見よ！    わたしは全生命体の維持者であり、またどわたしは全生命体の維持者であり、またどわたしは全生命体の維持者であり、またどわたしは全生命体の維持者であり、またど

こにでも存在するが、この宇宙現象界の一部ではない。わたしそのものが創造界の源だこにでも存在するが、この宇宙現象界の一部ではない。わたしそのものが創造界の源だこにでも存在するが、この宇宙現象界の一部ではない。わたしそのものが創造界の源だこにでも存在するが、この宇宙現象界の一部ではない。わたしそのものが創造界の源だ

からである。からである。からである。からである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        主は、mat-sthäni sarva-bhütäni（マトゥ・スタハーニ サルヴァ・ブフーターニ）（『バ

ガヴァッド・ギーター』第９章・第４節）、「すべてはわたしによって支えられている」と
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言います。この点を誤解してはなりません。主は物質界の維持や継続には直接かかわっては

いないのです。アトラスが地球を肩に乗せている絵を見ることがありますが、巨大な地球を

かかえ、疲れきっているように見えます。そのようなイメージを、創造された宇宙を支える

クリシュナの姿にあてはめてはなりません。すべては主によって支えられているのですが、

同時に主はすべてから離れている、と主は言っています。天体系は宇宙空間に漂っており、

この空間が至高主の力です。しかし、主はこの空間とは別の存在です。別次元で存在してい

るのです。ですから、主は「すべては、わたしの人智を絶する力に支えられているが、わた

しは最高人格主神として、それらから離れている」と言います。これが主の人智を絶する富

なのです。 

 『ニルクティ』というヴェーダ辞書では、yujyate 'nena durghaöeñu käryeñu（ユッジャテー 

ネーナ ドゥルガハテーシュ カーリェーシュ）「至高主は、自分の力をしめしつつ、想像を絶した崇

高な楽をくりひろげている」とあります。主はさまざまな力をそなえる人物であり、主が決

定することが真実です。人格主神はこのように理解しなくてはなりません。私たちがなにか

を計画しても、なにかと問題が生じ、思いどおりに行動できないことがよくあります。しか

しクリシュナがなにかを望んだとき、そう望むだけで、すべては完璧に実行され、それがど

うやって実現したかわからないほどです。主がその事実を説明しています。主は全物質現象

界の維持者・継続者ではあっても、この物質現象界に触れることはしません。その至高の意

志によってすべては創造され、すべては維持され、すべては破壊されます。主の心と主自身

に違いはありません（私たち自身と、私たちの物質的心は違う存在ですが）、なぜなら主は

絶対的な精神魂だからです。主は同時にすべてのなかに存在しています。しかし私たち人間

は、主が個人として存在していることが理解できません。主は物質現象界とは別次元で存在

している方ですが、すべては主によって支えられています。このことがyogam aiçvaram（ヨ

ーガンム アイシュヴァランム）「最高人格主神の神秘的力」という言葉で表現されています。 
 

第６節第６節第６節第６節                                    YaQaak-aXaiSQaTaae iNaTYa& vaYau" SavR}aGaae MahaNa( ) 
TaQaa  SavaRi<a  >aUTaaiNa   MaTSQaaNaqTYauPaDaarYa )) 6 )) 

 
yathäkäça-sthito nityaà 

väyuù sarvatra-go mahän 

tathä sarväëi bhütäni 

mat-sthänéty upadhäraya 
 

yathä—ちょうど〜のように ; äkäça-sthitaù— 空間に位置して ; nityam— いつも ; 

väyuù—風; sarvatra-gaù—至る所に吹いている; mahän—偉大な; tathä—同様に; sarväëi 
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bhütäni— 創 造 さ れ た 全 生 物 ; mat-sthäni— 私 の 内 に 位 置 し て ; iti— そ の よ う に ; 

upadhäraya—理解しようとする。 
 
訳訳訳訳        いたるところに吹いている強烈な風がつねに空間にあるように、創造されたすべいたるところに吹いている強烈な風がつねに空間にあるように、創造されたすべいたるところに吹いている強烈な風がつねに空間にあるように、創造されたすべいたるところに吹いている強烈な風がつねに空間にあるように、創造されたすべ

ての生物はわたしの内に存在している。ての生物はわたしの内に存在している。ての生物はわたしの内に存在している。ての生物はわたしの内に存在している。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ふつうの人には、巨大な物質創造界が主によって支えられていることは、ほ

とんど想像さえできません。しかし主は私たちが理解できるように例を挙げています。空は、

私たちが思い浮かべられる最大の現象界です。そしてその空で、風あるいは空気が宇宙でも

っとも巨大な現象界です。空気の動きが万物の動きに影響を与えます。しかし、その風がど

れほど巨大なものだとしても、やはり空間にあります。風は空間を越えることができない、

ということです。同じように、すばらしい宇宙現象界すべては神の至高の意思によって存在

していますが、そのどれもがその至高者の意思どおりに動いています。「１枚の葉さえ、最

高人格主神の意思なくして動かない」という表現があります。すべては主の意志によって動

いているのです。主の意志によってすべてが創りだされ、すべてが維持され、すべてが破壊

されています。それでも、主はそのすべてから離れた存在であり、それは空が風の動きから

つねに離れている状態に似ています。 

ウパニシャッドではyad-bhéñä vätaù pavate（ヤドゥ・ビヒーシャー ヴァータハ パヴァテー）「風

は、至高主への恐れから吹いている」と言われています（『タイッティリーヤ・ウパニシャ

ッド（第２編・第８章・第１節）。また『ブリハドゥ・アーラニャカ・ウパニシャッド』（第

３編・第８章・第９節）では etasya vä akñarasya praçäsane gärgi sürya-candramasau 

vidhåtau tiñöhata etasya vä akñarasya praçäsane gärgi dyäv-äpåthivyau vidhåtau 
tiñöhataù 「最高人格主神の管理のもとで、至上の命令によって、月、太陽、そして他のす

ばらしい惑星が動いている」と言われています。『ブラフマ・サムヒター』（第５章・第

52節）の言葉です。 
 

yac-cakñur eña savitä sakala-grahäëäà 

räjä samasta-sura-mürtir açeña-tejäù 

yasyäjïayä bhramati sambhåta-käla-cakro 

govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
 

これは、太陽の動きを説明した節です。太陽は至高者の目とされ、熱と光を拡散させる広

大な力を秘めています。それでもその動きは、ゴーヴィンダの至上の意思という命令によっ

て定められた軌道を回っています。物質現象界は私たちにとってはすばらしく、また巨大な

姿として映りますが、ヴェーダ経典を学べば、最高人格主神の完璧な支配下にあるという証
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拠を見つけることができます。このことが、この章の後半部で詳しく説明されていきます。 
 

第７節第７節第７節第７節                                    SavR>aUTaaiNa k-aENTaeYa Pa[k*-iTa& YaaiNTa MaaiMak-aMa( ) 
k-LPa+aYae  PauNaSTaaiNa k-LPaadaE  ivSa*JaaMYahMa( )) 7 )) 

 
sarva-bhütäni kaunteya 

prakåtià yänti mämikäm 

kalpa-kñaye punas täni 

kalpädau visåjämy aham 
 

sarva-bhütäni—創造された全生物; kaunteya—クンティーの子よ; prakåtim—自然; 

yänti—入る; mämikäm—私の; kalpa-kñaye—創造期の終わりに; punaù—再び; täni—そ

れがすべて; kalpa-ädau—創造期の始めに; visåjämi—創造する; aham—私。 
 
訳訳訳訳        クンティーの子よ。物質現象界すべてが創造期クンティーの子よ。物質現象界すべてが創造期クンティーの子よ。物質現象界すべてが創造期クンティーの子よ。物質現象界すべてが創造期の終わりにわたしのうちの終わりにわたしのうちの終わりにわたしのうちの終わりにわたしのうちに入り、に入り、に入り、に入り、

次の創造期が始まるとき、わたしは次の創造期が始まるとき、わたしは次の創造期が始まるとき、わたしは次の創造期が始まるとき、わたしは自分自分自分自分の力の力の力の力ででででふたたび物質創造界を創りだす。ふたたび物質創造界を創りだす。ふたたび物質創造界を創りだす。ふたたび物質創造界を創りだす。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質宇宙現象界の創造・維持・破壊は、人格主神の至上の意思に完全に依存

しています。「創造期の終わりに」という表現は、ブラフマーが死ぬとき、という意味です。

ブラフマーは100年間生きますが、その１日（昼）は地球の年月では43億年に相当します。

そして夜も同じ期間に相当します。ブラフマーの１ヶ月はそのような昼と夜の30日、１年

は12ヶ月に相当します。そのような100年が過ぎてブラフマーは死に、荒廃・破壊が起こ

ります。これは、至高主によって表わされた力がふたたび主のなかに引きこまれるというこ

とです。そしてふたたび、宇宙現象界が表わされる必要があるときに、主がふたたび創造し

ます。Bahu syäm（バフ シャーンム）「わたしは一人だが、無数に増える」。これがヴェーダ

の格言です（『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』第６編・第２章・第３節）。主はみず

からをこの物質界のなかに拡大させ、全宇宙現象界がふたたび姿を現わすのです。 
 

第８節第８節第８節第８節                                    Pa[k*-iTa& SvaMaví>Ya ivSa*JaaiMa PauNa" PauNa" ) 
>aUTaGa]aMaiMaMa&   k*-TòMavXa&  Pa[k*-TaevRXaaTa( )) 8 )) 

 

prakåtià sväm avañöabhya 

visåjämi punaù punaù 

bhüta-grämam imaà kåtsnam 

avaçaà prakåter vaçät 
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prakåtim—物質自然界; sväm—私自身の; avañöabhya—〜の中に入っていく; visåjämi—

私が創造する; punaù punaù—何度も何度も; bhüta-grämam—全宇宙現象界; imam—これ

ら; kåtsnam—全体で; avaçam—自動的に; prakåteù—自然界の力の; vaçät—〜の義務で。 
 

訳訳訳訳        全宇宙の秩序はわたしによって保たれている。わたしの意思で何度もくり返し自全宇宙の秩序はわたしによって保たれている。わたしの意思で何度もくり返し自全宇宙の秩序はわたしによって保たれている。わたしの意思で何度もくり返し自全宇宙の秩序はわたしによって保たれている。わたしの意思で何度もくり返し自

動的に表わされ、またわたしの意思によって最後に破壊される。動的に表わされ、またわたしの意思によって最後に破壊される。動的に表わされ、またわたしの意思によって最後に破壊される。動的に表わされ、またわたしの意思によって最後に破壊される。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        物質界は最高人格主神の劣性の力の表われです。このことは何度か説明され

てきました。宇宙が創造されるとき、物質の力がマハトゥ・タットヴァとして放出され、そ

のなかに主の最初のプルシャ化身であるマハー・ビシュヌが入ります。主は「原因の海」の

なかに横たわり、呼吸をとおして無数の宇宙を放出し、さらにその各宇宙のなかにガルヴォ

ーダカシャーイー・ヴィシュヌとして入っていきます。これが各宇宙の創造の過程です。主

はさらにクシーローダカシャーイー・ヴィシュヌとなって万物のなかに、極微の原子のなか

にでさえ入っていきます。この事実がこの節で説明されています。主は万物に入っていくの

です。 

生命体は物質自然界のなかに受胎させられ、過去の活動の結果に応じてさまざまな状況に

置かれます。こうして物質界の活動がはじまるのです。多種多様な生物の活動は、この創造

の瞬間からはじまります。すべてが進化するというわけではありません。さまざまな姿の生

物は宇宙とともにすぐに作られます。人間・動物・爬虫類・鳥――どれも同時に創造されま

す。生命体が前回の創造期に持っていたすべての望みがふたたび表わされます。この節で

avaçam（アヴァシャンム）という言葉によってはっきりしめされているのは、生命体はこの過

程とは関係がない、という点です。過去の創造期でのかれらの過去の生活状況はふたたび表

わされ、そのすべてが主の意志によって為されています。これが最高人格主神の人智を越え

た力です。そして主は、さまざまな生物種を創造したあとでもかれらとの関係はいっさいあ

りません。創造は、さまざまな生命体の望みを叶えさせるためにあり、主はその活動にはい

っさいかかわりません。 
 

第９節第９節第９節第９節                                    Na c Maa& TaaiNa k-MaaRi<a iNabDNaiNTa DaNaÅYa ) 
odaSaqNavdaSaqNaMaSa¢&-    Taezu    k-MaRSau )) 9 )) 

 
na ca mäà täni karmäëi 

nibadhnanti dhanaïjaya 

udäséna-vad äsénam 

asaktaà teñu karmasu 
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na—決して〜ない; ca—もまた; mäm—私を; täni—それらすべて; karmäëi—活動; 

nibadhnanti—縛る; dhanaïjaya—富の征服者よ; udäséna-vat—中立に; äsénam—位置さ

れて; asaktam—魅了されることなく; teñu—それらに対して; karmasu—活動。 
 
訳訳訳訳        ダナンジャヤよ。そのような活動が、わたしを縛ることはできない。わたしはどダナンジャヤよ。そのような活動が、わたしを縛ることはできない。わたしはどダナンジャヤよ。そのような活動が、わたしを縛ることはできない。わたしはどダナンジャヤよ。そのような活動が、わたしを縛ることはできない。わたしはど

のような物質的活のような物質的活のような物質的活のような物質的活動にも魅了されず、どちらにも偏らない立場にいる。動にも魅了されず、どちらにも偏らない立場にいる。動にも魅了されず、どちらにも偏らない立場にいる。動にも魅了されず、どちらにも偏らない立場にいる。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この主題について気をつけるべきことは、最高人格主神にはなにもすべきこ

とはない、という誤解です。主はいつも精神界で活動しています。『ブラフマ・サムヒター』

（第５章・第６節）では、ätmärämasya tasyästi prakåtyä na samägamaù「主は、永遠で、

喜びに満ちた精神的活動をしているが、物質的なものごととはなんの関係もない」と言われ

ています。物質的な活動は、主のさまざまな力のもとでおこなわれています。主は、物質界

のことではいつも中立の立場にいます。この中立の立場については、この節でudäséna-vat

（ウダーシーナ・ヴァトゥ）という言葉で表現されています。物質的な活動のすべてを支配してい

ても、なおかつ中立な立場に位置している、ということです。その例として、法廷に座る裁

判官が挙げられます。裁判官の判断でさまざまな状況が起こります。死刑を宣告されたり、

収監されたり、あるいは厖大な富が譲渡されることがある――それでも、裁判官は中立の立

場にいます。判決による利益にも損失にもかかわっていません。同じように主は、すべての

活動に対して手をくだしているのに、つねに中立です。『ヴェーダンタ・スートラ』（第２

編・第１章・第34節）ではvaiñamya-nairghåëye na（ヴァイシャミャ・ナイルグリフリニェー ナ）

と言われています。これは、「主は物質界の二元性にはかかわらない」という意味です。主

は二元性を超越した方です。また物質界の創造や破壊に執着しているわけでもありません。

生命体は、過去の活動に応じたさまざまな姿をまとっていますが、主はかれらの自由を邪魔

することはありません。 
 

第第第第10節節節節                                MaYaaDYa+ae<a Pa[k*-iTa" SaUYaTae SacracrMa( ) 
heTauNaaNaeNa   k-aENTaeYa    JaGaiÜPairvTaRTae )) 10 )) 

 

mayädhyakñeëa prakåtiù 

süyate sa-caräcaram 

hetunänena kaunteya 

jagad viparivartate 
 

mayä—私によって; adhyakñeëa—監督下で; prakåtiù—物質自然界; süyate—表わされ

る; sa—両方; cara-acaram—動くものと動かないもの; hetunä—その理由で; anena—こ
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れ; kaunteya—クンティーの子よ; jagat—宇宙現象界; viparivartate—機能している。 
 

訳訳訳訳        クンティクンティクンティクンティーの子よ。わたしの力の１つであるこの物質自然界は、わたしのーの子よ。わたしの力の１つであるこの物質自然界は、わたしのーの子よ。わたしの力の１つであるこの物質自然界は、わたしのーの子よ。わたしの力の１つであるこの物質自然界は、わたしの指示指示指示指示でででで

動き、動く生物・動かない生物すべてを作りだしている。その法則のもと、この現象界動き、動く生物・動かない生物すべてを作りだしている。その法則のもと、この現象界動き、動く生物・動かない生物すべてを作りだしている。その法則のもと、この現象界動き、動く生物・動かない生物すべてを作りだしている。その法則のもと、この現象界

は創造と破壊をは創造と破壊をは創造と破壊をは創造と破壊をははははてしなくてしなくてしなくてしなくくり返している。くり返している。くり返している。くり返している。 
 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節では、至高主は物質界の活動にはいっさいかかわっていないけれども、

至上の指揮者としてとどまっている、とはっきり述べられています。至高主とは至高の意志、

という意味であり、また物質現象界の背後にいる存在でもありますが、その管理は物質自然

界によってなされています。クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』で、「さまざまな姿

や種類の生命体がいるが、わたしがその⽗親である」と言います。⽗親は⺟親の胎内に種を

植えて子どもをもうけますが、同じように、至高主も物質界を見つめるだけで生命体を物質

自然界という子宮のなかに受胎させ、生命体はさまざまな姿や種類の生物となって、（前世

の望みや活動に応じて）物質界に現われます。全生命体は至高主に一瞥されて誕生するので

すが、受けいれるからだは過去の行動や望みに応じて決定されます。ですから、主はこの物

質創造界に直接かかわっているのではありません。主が物質自然界を見るとその自然界が機

能しはじめ、すぐに万物が創りだされます。物質自然界を見つめるということは、やはり至

高主も活動していると言えるのですが、直接この現象界とはなんの関係もありません。この

例がスムリティで挙げられています。かぐわしい花の香りは、そのまえに立っている人の嗅

覚に触れるのですが、その嗅ぐ行為と花とは離れています。同じような関係が、物質界と最

高人格主神とのあいだにあります。主はじっさいにはこの物質界とはなんの関係もないので

すが、見つめ、そして命じることで物質界を創造します。要約すると、物質自然界は最高人

格主神の指揮管理がなければなにもできない、それでも、主神は物質的な活動にはいっさい

執着していない、と言えます。 
 

第第第第11節節節節                                    AvJaaNaiNTa Maa& MaU!a MaaNauzq& TaNauMaaié[TaMa( ) 
Par&   >aavMaJaaNaNTaae   MaMa   >aUTaMaheìrMa( )) 11 )) 

 

avajänanti mäà müòhä 

mänuñéà tanum äçritam 

paraà bhävam ajänanto 

mama bhüta-maheçvaram 
 

avajänanti—あざ笑う; mäm—私を; müòhäù—愚かな者達; mänuñém—人間の姿で; 

tanum—体; äçritam—身につけている; param—超越的な; bhävam—自然; ajänantaù—知
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らない; mama—私の; bhüta—存在する物すべての; mahä-éçvaram—至高の所有者。 
 

訳訳訳訳        愚か者たちは、人の姿として降誕したわたしをあざ笑う。存在するものすべての愚か者たちは、人の姿として降誕したわたしをあざ笑う。存在するものすべての愚か者たちは、人の姿として降誕したわたしをあざ笑う。存在するものすべての愚か者たちは、人の姿として降誕したわたしをあざ笑う。存在するものすべての

至高主であるわたしの超越的な質を知らないのである。至高主であるわたしの超越的な質を知らないのである。至高主であるわたしの超越的な質を知らないのである。至高主であるわたしの超越的な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        前の章の説明から、最高人格主神は人間の姿として現われても、ふつうの人

間ではないことははっきりしています。完璧な宇宙現象界の創造・維持・破壊を指揮する人

格主神が、ふつうの人間であるはずがありません。それでも、クリシュナを桁外れの力を持

つ人間と考える愚か者たちがたくさんいます。しかし主クリシュナこそ、『ブラフマ・サム

ヒター』がéçvaraù paramaù kåñëaù（イーシュヴァラハ パラマハ クリシュナハ）と確証しているよ

うに、根源の人格主神、至高主です 

イーシュヴァラ・支配者はいくらでもいますし、互いに優劣を競っています。社会の管理

者階級を見ても、一般公務員や管理職、書記官、大臣、その上に大統領が陣取っています。

それぞれ支配者と言えるのですが、やはりだれかに支配されている立場にあります。『ブラ

フマ・サムヒター』ではクリシュナが最高の支配者である、と言われています。物質界でも

精神界でも、多くの支配者がいることは疑いのない事実ですが、クリシュナが最高の支配者

であり（éçvaraù paramaù kåñëaù）、そして主のからだはsac-cid-änanda（サチ・チドゥ・アー

ナンダ）、物質的ではありません。 

物質のからだは、これまで述べられてきたようなすばらしい活動をすることはできません。

主のからだは永遠で、喜びにあふれ、知識に満たされています。主はふつうの人間ではない

のですが、愚か者は主を人間として見ます。主のからだはこの節でmänuñém（マーヌシーンム）

と呼ばれていますが、それはアルジュナの友だちとして、クルクシェートラの戦争に巻きこ

まれた政治家のように、あたかもふつうの人間のようにふるまっているからです。多くの面

でふつうの人間のように行動してはいるのですが、そのからだはじつはサチ・チドゥ・アー

ナンダ・ヴィグラハです（『ブラフマ・サムヒター』第５章・第１節）。すなわち永遠の喜

びと絶対的な知識をそなえているのです。この点はほかのヴェーダでも確証されています。

Sac-cid-änanda-rüpäya kåñëäya（サチ・チドゥ・アーナンダ・ルーパーヤ クリシュナーヤ）「私は、永

遠で喜びと知識にあふれた姿を持つ最高人格主神、クリシュナに尊敬の礼を表する」（『ゴ

ーパーラ・ターパニー・ウパニシャッド』（第１章・第１節）。別の説明もあります。Tam 

ekaà govindam（タンム エーカンム ゴーヴィンダンム）「あなたはゴーヴィンダ、すなわち感覚と

牛の喜びの源でもあります」。そしてSac-cid-änanda-vigraham（サチ・チドゥ・アーナンダ・ヴィ

グラハンム）「その姿は超越的であり、知識・至福・永遠性にあふれています」（『ゴーパー

ラ・ターパニー・ウパニシャッド』（第１章・第35節）。 

主クリシュナのからだが超越的な質、喜び、知識にあふれているのに、クリシュナをふつ
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うの人間として嘲笑する『バガヴァッド・ギーター』の解説者がたくさんいます。前世の敬

虔なおこないで優れた学者に生まれても、シュリー・クリシュナについてそのように考える

のは、貧弱な知識によるものです。そのような人をムーダ（müòha）と呼びます。愚かな

人間だけがクリシュナをふつうの人間と捉えるからです。愚か者がクリシュナを凡人と考え

るのは、至高主の秘奥な活動について、また主のさまざまな力についてなにも知らないから

です。また、クリシュナのからだは完璧な知識と喜びの象徴であり、存在するものすべての

所有者であり、だれにでも解放をさずけられることも知りません。クリシュナには無数の超

越的な資質がそなわっていることを知らないからこそ、主を嘲笑するのです。 

さらに、最高人格主神の物質界での降誕が内的力の表われであることも知りません。主は

物質の力の支配者です。さまざまな箇所でmama mäyä duratyayä（ママ マーヤー ドゥラテャ

ヤー）と説明されているように、物質の力はひじょうに強くても主の支配下にあり、主に身

をゆだねる人はだれでも、この物質の力の支配から抜けだすことができます。クリシュナに

服従する魂が物質の力の影響から抜けだせるのですから、全宇宙創造界の創造・維持・破壊

を指揮する至高主のからだと私たちのからだが比較できるわけがありません。ですから、ク

リシュナを凡人と考えるのはじつに愚かなことです。また愚かな人々は、ふつうの人間のよ

うに現われた人格主神クリシュナが、あらゆる原子の、そして宇宙体という巨大な現象界の

支配者であることがどうしても理解できません。最大のもの、そして最小のものはかれらの

判断力を越えていますから、人間のような姿でありながら無限大と無限小を同時に支配でき

ることが理解できません。じっさい、主は無限大と無限小を支配していても、この現象界か

ら完全に離れた境地にいます。主のyogam aiçvaram（ヨーガンム アイシュヴァランム）、すなわ

ち「人智を絶した超越的な力」に関連して明言されているように、主は無限大なるものも無

限小なるものも同時に支配でき、なおかつそれらから離れた立場にいることもできます。人

間のように現われたクリシュナが無限大と無限小を支配できることは、愚か者には理解でき

なくても、純粋な献愛者たちは受けいれます。クリシュナが最高人格主神であることを知っ

ているからです。だからこそ献愛者たちは主に完全に身をゆだね、クリシュナ意識に、主へ

の献愛奉仕に励むのです。 

主が人間のように現われたことについては、非人格論者と人格論者のあいだに多くの争点

があります。しかし、クリシュナの科学を理解するための権威ある文献『バガヴァッド・ギ

ーター』と『シュリーマド・バーガヴァタム』に答えを求めれば、クリシュナが最高人格主

神であることが理解できます。主はふつうの人間のように地上に現われましたが、ふつうの

人間ではありません。『シュリーマド・バーガヴァタム』の第１編、第１章では、シャウナ

カを筆頭とする聖者たちがクリシュナの活動について尋ねました。 
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kåtavän kila karmäëi 

saha rämeëa keçavaù 

ati-martyäni bhagavän 

güòhaù kapaöa-mäëuñaù 
 

 「主クリシュナ、最高人格主神は、バララーマとともに人間のように遊び、そしてみずか

らを隠して、数多くの超人間的な活動をくりひろげた」（『シュリーマド・バーガヴァタム』

第１編・第１章・第20節）。主が人間の姿で現われれば、愚か者は惑わせられるものです。

主が地上で見せたすばらしい活動は、人間にはとうていできないことばかりでした。ヴァス

デーヴァとデーヴァキーという両親のまえに４本の腕の姿で現われましたが、両親からの祈

りを聞いたあと、ふつうの赤ん坊の姿に変身しました。『シュリーマド・バーガヴァタム』

（第10編・第３章・第46節）ではbabhüva präkåtaù çiçuù（バブフーヴァ プラークリタハ シシュ

フ）「ふつうの赤ん坊のように、ふつうの人間のようになった」とあります。そしてこの節

でも、主がふつうの人間のように現われるのは、主の超越的なからだの特質の一つである、

と言われています。『バガヴァッド・ギーター』の第11章でも、アルジュナが４本腕のク

リシュナの姿を見られるよう祈ったとあります（tenaiva rüpeëa catur-bhujena テーナイヴ

ァ ルーペーナ チャトゥル・ブフジェーナ）。至高主のこの姿がふつうの人間のものではないことは

歴然としています。 

クリシュナをあざ笑い、またマーヤーヴァーディー哲学に影響されている人たちのなかに

は、『シュリーマド・バーガヴァタム』から次の節（第３編・第29章・第21節）を引用し、

クリシュナがふつうの人間であることを立証しようとします。Ahaà sarveñu bhüteñu 

bhütätmävasthitaù sadä（アハンム サルヴェーシュ ブフーテーシュ ブフータートゥマーヴァスティタハ）

「至高者は全生物のなかにいる」。しかしこの節を理解するには、クリシュナを嘲笑する権

威のない者たちの解説ではなく、ジーヴァ・ゴースヴァーミーやヴィシュヴァナータ・チャ

クラヴァルティー・タークラのようなヴァイシュナヴァ・アーチャーリャからの説明に耳を

傾けなくてはなりません。ジーヴァ・ゴースヴァーミーの説明では、クリシュナはパラマー

トマーという完全拡張体として、動く生物・動かない生物の内に至高の魂として住んでいる

ため、寺院で祭られている至高主の姿であるアルチャー・ムールティ（arcä-mürti）だけ

に心を集中させ、他の生命体に敬意を払わない初心の献愛者はだれでも、寺院で主の姿を無

益に崇拝しているにすぎない、と言われています。主の献愛者には三段階あり、初心者は一

番下にあたります。かれらは献愛者よりも寺院の神像にきもちが向いているため、ヴィシュ

ヴァナータ・チャクラヴァルティー・タークラは、このような考え方は正さなくてはならな

い、と警告しています。献愛者なら、クリシュナはすべての心のなかにパラマートマーとし
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て住んでいるから、どのようなからだでも至高主の寺院の象徴である、と見なさなくてはな

りません。主の寺院に敬意を表するのですから、パラマートマーが住んでいるすべての肉体

に対しても適切な敬意を払わなくてはなりません。だれでも適切な敬意を受けるべきであり、

決して軽視されるようなことがあってはなりません。 

寺院での崇拝を嘲笑する非人格論者たちもたくさんいます。神はどこにでもいるのだから、

なぜ寺院の崇拝だけに限る必要があるのか、と主張しているのです。しかし神がどこにでも

いるのであれば、寺院のなか、あるいは神像のなかにもいるはずではありませんか？ 人格

論者と非人格論者ははてしなく論争をくり返すでしょうが、クリシュナ意識にいる完璧な献

愛者は、『ブラフマ・サムヒター』が確証しているように、クリシュナは最高人格者である

と同時にどこにでもいることを知っています。主みずから住む住居がゴーローカ・ヴリンダ

ーヴァンであり、またいつもそこにいるとしても、さまざまな力や完全拡張体をとおして、

物質・精神両創造界のあらゆる場所に存在しているのです。 

 
第第第第12節節節節                                MaaegaaXaa Maaegak-MaaR<aae MaaegajaNaa ivceTaSa" ) 

ra+aSaqMaaSaurq&  cEv Pa[k*-iTa& MaaeihNaq&  ié[Taa" )) 12 )) 
 

moghäçä mogha-karmäëo 

mogha-jïänä vicetasaù 

räkñasém äsuréà caiva 

prakåtià mohinéà çritäù 
 

mogha-äçäù—彼らの希望が砕かれて; mogha-karmäëaù—果報的な活動に挫折して; 

mogha-jïänäù—知識において混乱して ; vicetasaù—惑わされて ; räkñasém—邪悪な ; 

äsurém—無神論者; ca—そして; eva—確かに; prakåtim—自然; mohiném—惑わしている; 

çritäù—〜に保護を求めている。 
 

訳訳訳訳        このように惑わされた者たちは、邪悪で無神論的な考え方に惹かれる。困惑したこのように惑わされた者たちは、邪悪で無神論的な考え方に惹かれる。困惑したこのように惑わされた者たちは、邪悪で無神論的な考え方に惹かれる。困惑したこのように惑わされた者たちは、邪悪で無神論的な考え方に惹かれる。困惑した

その状態にいれば、解放への望み、果報的活動、そして知識の修養もすべてその状態にいれば、解放への望み、果報的活動、そして知識の修養もすべてその状態にいれば、解放への望み、果報的活動、そして知識の修養もすべてその状態にいれば、解放への望み、果報的活動、そして知識の修養もすべて打ちくだか打ちくだか打ちくだか打ちくだか

れるれるれるれる。。。。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        自分はクリシュナ意識である、献愛奉仕をしている、と吹聴しても、心の奥

底では最高人格主神、クリシュナ、絶対真理者を受けいれていない献愛者たちがたくさんい

ます。そういう人たちは、献愛奉仕の結果――神のもとに帰っていくこと――は決して手に

入りません。同じように、結果にこだわって敬虔な活動をし、最後には物質界の束縛から解

放されたいと願っている人も、決して成功の二文字を手にいれることはできません。最高人
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格主神クリシュナをあざ笑っているから、そしてクリシュナをあざける者は悪魔的、そして

無神論者だからです。第７章で言われていますが、そのような邪悪な無法者はぜったいにク

リシュナに服従しません。ですから、推論に頼って絶対真理を悟ろうとすれば、クリシュナ

もふつうの人間と同じ、という間違った考えに導かれるだけです。まちがった考えに囚われ

たかれらは、肉体は物質の覆いにすぎないのだから、その肉体から解放されたら自分も神と

同じ存在になる、と考えます。クリシュナと一つになろうとするこの試みは、妄想によって

打ちくだかれます。神を無視し、邪悪な心で精神的知識をきわめようとしても、失敗するし

かありません。その事実がこの節にしめされているのです。そのような人たちが、『ヴェー

ダンタ・スートラ』やウパニシャッドのようなヴェーダ経典を学ぼうとしても、混乱するば

かりです。 

ですから、クリシュナ・最高人格主神をふつうの人間と考えるのは大きな冒涜です。結局、

クリシュナの永遠な姿が理解できないために惑わされます。『ブリハドゥ・ヴィシュヌ・ス

ムリティ』が明言しています。 
 

yo vetti bhautikaà dehaà 

kåñëasya paramätmanaù 

sa sarvasmäd bahiñ-käryaù 

çrauta-smärta-vidhänataù 

mukhaà tasyävalokyäpi 

sa-celaà snänam äcaret 
 
 「クリシュナのからだを物質的と考える者は、シュルティやスムリティにあるすべての儀

式や活動から排除しなくてはならない。偶然でもそのような者の顔を見たら、すぐにガンジ

ス川で沐浴し、忌まわしい穢れから逃れなくてはならない」。クリシュナをあざけるのは最

高人格主神に嫉妬しているからで、その結果、無神論的・悪魔的な生物のなかで誕生をくり

返す運命にあります。かれらが求める真の知識はいつまでも幻想に包まれ、やがて物質創造

界の暗⿊の世界に転落していきます。 
 

第第第第13節節節節                                MahaTMaaNaSTau Maa& PaaQaR dEvq& Pa[k*-iTaMaaié[Taa" ) 
>aJaNTYaNaNYaMaNaSaae  jaTva >aUTaaidMaVYaYaMa( )) 13 )) 

 
mahätmänas tu mäà pärtha 

daivéà prakåtim äçritäù 

bhajanty ananya-manaso 

jïätvä bhütädim avyayam 
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mahä-ätmänaù—偉大な魂達 ; tu—しかし ; mäm—私に ; pärtha—プリターの子よ ; 

daivém—神聖な; prakåtim—自然; äçritäù—〜に保護を求めて; bhajanti—奉仕をする; 

ananya-manasaù—心が逸脱することなく; jïätvä—知っている; bhüta—創造の; ädim—

根源者; avyayam—無尽蔵。 
 

訳訳訳訳        プリターの子よ。惑わされていない偉大な魂は神聖な力に守られている。わたしプリターの子よ。惑わされていない偉大な魂は神聖な力に守られている。わたしプリターの子よ。惑わされていない偉大な魂は神聖な力に守られている。わたしプリターの子よ。惑わされていない偉大な魂は神聖な力に守られている。わたし

を最高人格主神として、を最高人格主神として、を最高人格主神として、を最高人格主神として、そしてそしてそしてそして根源かつ無尽蔵の存在であることを知っているから、全根源かつ無尽蔵の存在であることを知っているから、全根源かつ無尽蔵の存在であることを知っているから、全根源かつ無尽蔵の存在であることを知っているから、全

身全霊をこめて献愛奉仕に励んでいる。身全霊をこめて献愛奉仕に励んでいる。身全霊をこめて献愛奉仕に励んでいる。身全霊をこめて献愛奉仕に励んでいる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節ではマハートマーについて明確に説明されています。マハートマーの

最初の兆候は、すでに神聖な世界に入っている、という点にあります。物質自然界に支配さ

れていないのです。それがどう結果として表われるのでしょうか。第７章で説明されていま

す。最高人格主神シュリー・クリシュナに身をゆだねた者は、すぐに物質自然界の支配から

解放される――これがその資格です。最高人格主神に自分の魂すべてをささげた人々はすぐ

に物質自然界の支配からまぬがれることができます。それがまず必要なことです。中間の力

にいる生命体は、物質自然の支配から解放された瞬間、精神的な自然に導かれるようになり

ます。精神的な力の導きをdaivé prakåti（ダイヴィー プラクリティ）「神聖な自然」といいます。

ですから、そのように高められた人は――最高人格主神に身をゆだねることで――偉大な

魂・マハートマーの境地に到達します。 

マハートマーはクリシュナ以外のことに心を向けません。クリシュナこそが根源の至高の

人物であることを、すべての原因の原因であることを知っているからです。そのことに疑い

の余地はありません。マハートマー、偉大な魂は、別のマハートマー・純粋な献愛者とのふ

れあいをとおして高められていきます。純粋な献愛者はクリシュナの別の姿、たとえば４本

腕のマハー・ヴィシュヌの姿にも惹かれません。クリシュナの２本腕の姿だけに心を奪われ

ています。クリシュナのほかの姿には惹かれませんし、半神の、あるいは人間の姿にも関心

がありません。クリシュナ意識のなかで、クリシュナだけを瞑想しています。いつもクリシ

ュナ意識のなかで、主への揺るぎない奉仕に励んでいるのです。 
 

第14節         SaTaTa&  k-ITaRYaNTaae  Maa&  YaTaNTaê d*!v]Taa" ) 
NaMaSYaNTaê Maa& >a¢-ya iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )) 14 )) 

 
satataà kértayanto mäà 

yatantaç ca dåòha-vratäù 
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namasyantaç ca mäà bhaktyä 

nitya-yuktä upäsate 
 

satatam—いつも; kértayantaù—唱えている; mäm—私について; yatantaù—全霊を込

めて努力している; ca—もまた; dåòha-vratäù—決意と共に; namasyantaù—敬意を表して

いる; ca—そして; mäm—私を; bhaktyä—熱意を込めて; nitya-yuktäù—永遠に従事して; 

upäsate—崇拝する。 
 
訳訳訳訳        いつもわたしの栄光を讃え、堅い決意とともに努力しつづけ、わたしのまえにひいつもわたしの栄光を讃え、堅い決意とともに努力しつづけ、わたしのまえにひいつもわたしの栄光を讃え、堅い決意とともに努力しつづけ、わたしのまえにひいつもわたしの栄光を讃え、堅い決意とともに努力しつづけ、わたしのまえにひ

れ伏す偉大な魂たちは、強い熱意とともにわたしを永遠に崇拝する。れ伏す偉大な魂たちは、強い熱意とともにわたしを永遠に崇拝する。れ伏す偉大な魂たちは、強い熱意とともにわたしを永遠に崇拝する。れ伏す偉大な魂たちは、強い熱意とともにわたしを永遠に崇拝する。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        マハートマーは、凡人に判を押して押して作りだせるものではありません。

その基準についてこの節が説明しています。マハートマーは至高主クリシュナ、人格主神の

栄光を唱えることに没頭しています。ほかにすることはありません。いつも主を讃えていま

す。言いかえれば、非人格論者ではない、ということです。讃えるべきときは、至高主を、

その名前、永遠な姿、超越的な質、非凡な娯楽を讃えながら、その行為を完遂させなくては

なりません。私たちは主にまつわるすべてを讃えなくてはなりません。だからこそマハート

マーは最高人格主神に心を執着させているのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』は、至高主の姿のない様相、すなわちブラフマジョーティに

執着している人をマハートマーとは呼びません。次の節で、さまざまな表現で説明されてい

ます。マハートマーは、『シュリーマド・バーガヴァタム』が述べているように、半神や人

間ではなく、ヴィシュヌについて聞いたり唱えたりしながらさまざまな献愛奉仕をとおして

活動しています。それがほんとうの献愛奉仕です。主を思いだすこと、すなわちçravaëaà 

kértanaà viñëoù（シュラヴァナンム キールタナンム ヴィシュノーホ）とsmaraëam（スマラナンム）です。

そのようなマハートマーは、最後には５つの超越的なラサの１つをとおして至高主と結ばれ

る堅い決意を持っています。その成功を勝ちとるために、あらゆる活動に励みます――心、

からだ、声、すべてを――至高主シュリー・クリシュナの奉仕で活用するのです。それが完

全なクリシュナ意識です。 

献愛奉仕のなかでは守るべき特定の活動があります。たとえば、月の満ち欠けの11日目

に起こるエーカーダシー（Ekädaçé）や主の降誕日などに絶食をしたりする修練です。この

ような規則や原則が偉大なアーチャーリャたちによって、精神界で最高人格主神と交流する

ことを求める人々に用意されています。マハートマー・偉大な魂は、このような規則や原則

に厳格に従っていますから、求める結果をかならず達成します。 

この章の第２節で言われているように、献愛奉仕はかんたんにできますし、楽しく実践で
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きます。厳しい改悛や苦行に打ちこむ必要はありません。熟達した精神指導者に導かれ、世

帯者であろうと、サンニャーシーであろうと、ブラフマチャーリーであろうと、世界のどの

場所でどのような環境で生きていても、最高人格主神への献愛奉仕を実践すれば、やがて真

のマハートマー・偉大な魂に変貌するのです。 

 
第15節       jaNaYajeNa  caPYaNYae YaJaNTaae MaaMauPaaSaTae ) 

Wk-TveNa Pa*Qa¤e-Na bhuDaa  ivìTaaeMau%Ma( )) 15 )) 
 

jïäna-yajïena cäpy anye 

yajanto mäm upäsate 

ekatvena påthaktvena 

bahudhä viçvato-mukham 
 

jïäna-yajïena—知識の修養によって ; ca—もまた ; api—確かに ; anye—他の者達 ; 

yajantaù—犠牲にすること; mäm—私を; upäsate—崇拝する; ekatvena—一体性の中で; 

påthaktvena—二元性の中で; bahudhä—多様性の中で; viçvataù-mukham—そして宇宙体

の中で。 
 

訳訳訳訳        さらに、知さらに、知さらに、知さらに、知識を身につけて苦行をし、至高主を唯一絶対の存在として、無数の姿識を身につけて苦行をし、至高主を唯一絶対の存在として、無数の姿識を身につけて苦行をし、至高主を唯一絶対の存在として、無数の姿識を身につけて苦行をし、至高主を唯一絶対の存在として、無数の姿

にににになった存在として、なった存在として、なった存在として、なった存在として、そしてそしてそしてそして宇宙体として崇拝する者もいる。宇宙体として崇拝する者もいる。宇宙体として崇拝する者もいる。宇宙体として崇拝する者もいる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節は、これまでの節を要約したものです。主はアルジュナに、純粋にク

リシュナ意識の人、そしてクリシュナ以外になにも知らない人をマハートマーと呼ぶ、と説

きました。しかしさらに、完璧なマハートマーの境地に達したわけではなく、さまざまな方

法でクリシュナを崇拝する人たちもいます。それは、すでに説明されたように、苦しむ人、

金銭的に困窮した人、探求心の強い人、知識を高めようとする人たちのことです。しかし、

さらに低い段階にいる人たちとして、(1) 自分を至高主と同じ存在として崇拝する人、(2)

至高主の姿を作りあげ、その姿を崇拝する人、(3) 最高人格主神のヴィシュヴァルーパ

（viçvarüpa）の姿、すなわち宇宙体を崇拝する人たちがいます。この３種類の人のなかで

もっとも低い段階の人は、一元論者となって自分を至高主として崇拝している人たちで、そ

の数がもっとも多いといえます。自分を至高主と考え、その考えにもとづいて自分自身を崇

拝するのです。自分は物質の肉体ではない、精神魂である、と理解できるので、これも神の

崇拝の一つです。少なくとも、そのような感情をそなえているからです。２番目の段階には

半神を崇拝する人たちが含まれ、想像したあげく、どの姿も至高主の姿と考えます。そして、

３番目の人たちには、この物質宇宙という現象界を越えたものはいっさい理解できない人た



 

26 

 

ちが含まれます。宇宙が至上の有機体・生命体であると考え、崇拝します。宇宙も主の別の

姿だということです。 
 

第16節         Ah& §-Taurh& Yaj" SvDaahMahMaaEzDaMa( ) 
MaN}aae_hMahMaevaJYaMahMaiGanrh&    huTaMa( )) 16 )) 

 

ahaà kratur ahaà yajïaù 

svadhäham aham auñadham 

mantro 'ham aham eväjyam 

aham agnir ahaà hutam 
 

aham—私; kratuù—ヴェーダの儀式; aham—私; yajïaù—スムリティの儀式; svadhä—

供物; aham—私; aham—私; auñadham—薬草; mantraù—超越的な吟唱; aham—私; 

aham—私 ; eva—確かに ; äjyam—溶けたバター ; aham—私 ; agniù—火 ; aham—私 ; 

hutam—捧げ物。 
 

訳訳訳訳        しかし、儀式、犠牲、祖先への供物、薬草、超越的な吟唱はわたしである。わたしかし、儀式、犠牲、祖先への供物、薬草、超越的な吟唱はわたしである。わたしかし、儀式、犠牲、祖先への供物、薬草、超越的な吟唱はわたしである。わたしかし、儀式、犠牲、祖先への供物、薬草、超越的な吟唱はわたしである。わた

しはバターであり、火であり、そして供物である。しはバターであり、火であり、そして供物である。しはバターであり、火であり、そして供物である。しはバターであり、火であり、そして供物である。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ジョーティシュトーマ（Jyotiñöoma）というヴェーダの儀式もクリシュナで

あり、スムリティで述べられているマハー・ヤギャ（Mahä-yajïa）もクリシュナです。ピ

トゥリローカにささげる供物、あるいはピトゥリローカを喜ばせるための儀式は、浄化され

たバターという形での薬であり、それもクリシュナです。これに関連して唱えられるマント

ラもクリシュナです。そして、儀式でささげられる乳製品もクリシュナです。火もクリシュ

ナです。なぜなら、火は５つの物質要素の一つであり、だからクリシュナの分離した力とし

て述べられています。言いかえると、ヴェーダのカルマ・カーンダ部門で勧められているヴ

ェーダの儀式も、すべてはクリシュナであるということです。さらに言いかえれば、クリシ

ュナに献愛奉仕をしている人々は、ヴェーダで勧められている儀式をすべて履行しているこ

とになります。 
 

第17節         iPaTaahMaSYa  JaGaTaae  MaaTaa  DaaTaa iPaTaaMah" ) 
veÛ& Paiv}aMa( pk-ar ‰k(- SaaMa YaJaurev c )) 17 )) 

 
pitäham asya jagato 

mätä dhätä pitämahaù 



 

27 

 

vedyaà pavitram oàkära 

åk säma yajur eva ca 
 

pitä—⽗親; aham—私; asya—これの; jagataù—宇宙; mätä—⺟親; dhätä—支持者; 

pitämahaù—祖⽗; vedyam—知られるべきもの; pavitram—浄化するもの; oà-kära—音節

のオーム（oà）; åk—リグ・ヴェーダ; säma—サーマ・ヴェーダ; yajuù—ヤジュル・ヴェ

ーダ; eva—確かに; ca—そして。 
 
訳訳訳訳        わたしは、この宇宙の⽗、⺟、支える者、祖⽗である。知識の対象、清める者、わたしは、この宇宙の⽗、⺟、支える者、祖⽗である。知識の対象、清める者、わたしは、この宇宙の⽗、⺟、支える者、祖⽗である。知識の対象、清める者、わたしは、この宇宙の⽗、⺟、支える者、祖⽗である。知識の対象、清める者、

オームという音節である。またわたしはリグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・オームという音節である。またわたしはリグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・オームという音節である。またわたしはリグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・オームという音節である。またわたしはリグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・

ヴェーダである。ヴェーダである。ヴェーダである。ヴェーダである。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         全宇宙現象界、動くもの、動かないものはすべて、クリシュナの力のさま

ざまな活動をとおして現われます。私たちは物質界で、クリシュナの中間の力にすぎないさ

まざまな生命体と多様な関係を作りだしています。プラクリティの創造界のなかで、⽗親、

⺟親、祖⽗、創造者などとして現われても、じっさいはだれもがクリシュナの部分体です。

ですから、⽗や⺟として現われるこのような生命体はやはりクリシュナなのです。この節に

あるdhätä（ダハーター）は「創造者」という意味です。両親がクリシュナの部分体であること

はもちろん、創造者、祖⺟、祖⽗たちもクリシュナです。すべての生命体がクリシュナの部

分体ですから、結局はすべてがクリシュナです。ヴェーダをとおして知りたいと思っている

ことは、クリシュナを理解するための前進的段階にすぎません。私たちを浄化してくれるも

のはすべてクリシュナです。同じように、ヴェーダ原則をすべて知りつくそうとする探求心

の強い生命体はクリシュナの部分体ですから、やはりクリシュナです。ヴェーダのマントラ

のオーム（oà）はプラナヴァという超越的な音ですが、それもクリシュナです。また４つ

のヴェーダ、すなわちサーマ、ヤジュル、リグ、アタルヴァにあるすべての聖歌のなかでも、

プラナヴァ、すなわちオームカーラ（oàkära）はとくに著名であるため、クリシュナとし

て理解されています。 

 
第第第第18節節節節                                GaiTa>aRTaaR Pa[>au" Saa+aq iNavaSa" Xar<a& SauôTa( ) 

Pa[>av" Pa[l/Ya" SQaaNa& iNaDaaNa&  bqJaMaVYaYaMa( )) 18 )) 
 

gatir bhartä prabhuù säkñé 

niväsaù çaraëaà suhåt 

prabhavaù pralayaù sthänaà 

nidhänaà béjam avyayam 
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gatiù— 目 標 ; bhartä— 支 え る 者 ; prabhuù— 主 ; säkñé— 目 撃 者 ; niväsaù— 住 居 ; 

çaraëam—保護地 ; su-håt—もっとも親密な友 ; prabhavaù—創造 ; pralayaù—消滅 ; 

sthänam—地面; nidhänam—支える場所; béjam—種; avyayam—不滅の。 
 
訳訳訳訳        わたしは目的地、支える者、主人、目撃者、住居、庇護地、親密な友である。わわたしは目的地、支える者、主人、目撃者、住居、庇護地、親密な友である。わわたしは目的地、支える者、主人、目撃者、住居、庇護地、親密な友である。わわたしは目的地、支える者、主人、目撃者、住居、庇護地、親密な友である。わ

たしは創たしは創たしは創たしは創造、破壊、万物の基盤、すべてを支える場所、そして永遠なる種である。造、破壊、万物の基盤、すべてを支える場所、そして永遠なる種である。造、破壊、万物の基盤、すべてを支える場所、そして永遠なる種である。造、破壊、万物の基盤、すべてを支える場所、そして永遠なる種である。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        Gati（ガティ）は、私たちが行きたいと思っている目的地です。窮極の目的地

は、ほとんどの人は知りませんが、クリシュナです。クリシュナを知らない人はまちがって

導かれ、いわゆる「発展を目指す行進」は不完全で、幻覚にすぎません。さまざまな半神を

目標にしている人々もたくさんおり、厳格な方法に従ってチャンドラローカ、スーリャロー

カ、インドラローカ、マハルローカなどに辿りつきます。しかし、そのようなローカ・惑星

はクリシュナの創造物ですから、同時にクリシュナでありクリシュナではありません。その

惑星はクリシュナの力の表われですから、やはりクリシュナですが、しかし、クリシュナを

悟る１つのステップの役割をはたしています。クリシュナの多彩な力を求めるのは、クリシ

ュナに間接的に近づこうとしていると言えます。しかし、直接クリシュナに近づくべきであ

り、そうすれば時間とエネルギーを節約することができます。エレベーターに乗って最上階

に行けるのに、階段を一段ずつ登っていく必要があるでしょうか。すべてはクリシュナの力

によって支えられています。ですから、クリシュナに守られていなければ、なにも存在でき

ません。クリシュナは最高の支配者であり、すべては主のもので、すべては主に力によって

支えられているからです。クリシュナはすべての人の心にいるため、最高の目撃者です。住

居、国、惑星など、私たちが住んでいる場所もクリシュナです。クリシュナは私たちが保護

を求める最終的な目的地であり、ですから、守られるためにも、そして苦しみを消すために

も、クリシュナに保護を求めなくてはなりません。また、救いを求めるべき相手は生命体の

はずです。クリシュナは至高の生命体です。クリシュナは私たちの創造の源、すなわち至高

の⽗ですから、だれであってもクリシュナに優る友にはなれませんし、クリシュナほど私た

ちの幸せを願う者にもなれません。クリシュナは創造の源、そして破壊後の窮極の庇護地で

す。そして、クリシュナはすべての原因の永遠なる原因です。 

 
第19節         TaPaaMYahMah& vz| iNaGa*õaMYauTSa*JaaiMa c ) 

AMa*Ta&  cEv  Ma*TYauê   SadSaÀahMaJauRNa )) 19 )) 
 

tapämy aham ahaà varñaà 

nigåhëämy utsåjämi ca 
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amåtaà caiva måtyuç ca 

sad asac cäham arjuna 
 

tapämi—熱を与える ; aham—私 ; aham—私 ; varñam—雨 ; nigåhëämi—保留する ; 

utsåjämi—放出する; ca—そして; amåtam—不死; ca—そして; eva—確かに; måtyuù—死; 

ca—そして; sat—精神; asat—物質; ca—そして; aham—私; arjuna—アルジュナよ。 
 

訳訳訳訳        アルジュナよ。わたしは熱をアルジュナよ。わたしは熱をアルジュナよ。わたしは熱をアルジュナよ。わたしは熱を与え、雨を降らせ、そして抑制する。わたしは不死、与え、雨を降らせ、そして抑制する。わたしは不死、与え、雨を降らせ、そして抑制する。わたしは不死、与え、雨を降らせ、そして抑制する。わたしは不死、

わたしは死の権化である。精神も物質も、わたしの内にある。わたしは死の権化である。精神も物質も、わたしの内にある。わたしは死の権化である。精神も物質も、わたしの内にある。わたしは死の権化である。精神も物質も、わたしの内にある。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        クリシュナはさまざまな力を使って、電気や太陽という媒体をとおして熱や

光を発散させています。夏、空から雨が降るのを抑えているのはクリシュナであり、雨期に

なれば豪雨を降らせます。寿命を延ばして私たちを支えている力はクリシュナであり、また

クリシュナは死という姿で最期に姿を表わします。クリシュナの力をこのように分析すれば、

クリシュナには物質も精神も違いがなく、物質・精神両方であることが確信できます。クリ

シュナ意識を高めた段階では、ものごとを区別して見なくなります。すべてのうちにクリシ

ュナだけを見るのです。 

クリシュナは物質でもあり精神でもあるため、あらゆる物質現象界を含む巨大な宇宙の姿

もクリシュナであり、そして２本腕のシャーマスンダラの姿で横笛を吹くヴリンダーヴァン

での崇高な娯楽は、最高人格主神のクリシュナの姿です。 
 

第20節           }aEivÛa Maa& SaaeMaPaa" PaUTaPaaPaa 
YajEirîa    SvGaRiTa&   Pa[aQaRYaNTae ) 

Tae Pau<YaMaaSaaÛ SaureNd]l/aek-‚ 
  MaéniNTa idVYaaiNdiv dev>aaeGaaNa( )) 20 )) 

 

trai-vidyä mäà soma-päù püta-päpä 

yajïair iñövä svar-gatià prärthayante 

te puëyam äsädya surendra-lokam 

açnanti divyän divi deva-bhogän 
 

trai-vidyäù—３つのヴェーダを知る者達; mäm—私を; soma-päù—ソーマの甘露を飲む

者 達 ; püta— 浄 化 さ れ て ; päpäù— 罪 の ; yajïaiù— 儀 式 で ; iñövä— 崇 拝 す る こ と ; 

svaù-gatim—天国への道; prärthayante—祈る; te—彼ら; puëyam—敬虔な; äsädya—到達

すること; sura-indra—インドラの; lokam—世界; açnanti—楽しむ; divyän—神々しい; 
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divi—天国で; deva-bhogän—神々の楽しみ。 
 

訳訳訳訳        ヴェーダを学び、ソーマの甘露を飲む者たちは、天国の惑星を目指してわヴェーダを学び、ソーマの甘露を飲む者たちは、天国の惑星を目指してわヴェーダを学び、ソーマの甘露を飲む者たちは、天国の惑星を目指してわヴェーダを学び、ソーマの甘露を飲む者たちは、天国の惑星を目指してわたしをたしをたしをたしを

間接的に崇拝している。罪の反動を清めたかれらは、敬虔な、インドラが住む天国の惑間接的に崇拝している。罪の反動を清めたかれらは、敬虔な、インドラが住む天国の惑間接的に崇拝している。罪の反動を清めたかれらは、敬虔な、インドラが住む天国の惑間接的に崇拝している。罪の反動を清めたかれらは、敬虔な、インドラが住む天国の惑

星に誕生し、そこで神々の快楽を味わう。星に誕生し、そこで神々の快楽を味わう。星に誕生し、そこで神々の快楽を味わう。星に誕生し、そこで神々の快楽を味わう。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節のtrai-vidyäù（トゥライ・ヴィデャーハ）は３つのヴェーダ、すなわちサーマ、

ヤジュル、リグを指します。この３つのヴェーダを学んだブラーフマナをtri-vedé（トゥリ・

ヴェーディー）といいます。３つのヴェーダの知識に強く執着している人々は社会で尊ばれる

ようになります。あいにく、ヴェーダを学ぶ窮極の目的を知らない著名な学者たちも多く見

られるのも事実です。ですからクリシュナはここで、自分がトゥリ・ヴェーディーのための

窮極の目標であると宣言しています。ほんとうのトゥリ・ヴェーディーはクリシュナの蓮華

の御足に身をゆだね、主を満足させるために純粋な献愛奉仕に励みます。献愛奉仕はハレ

ー・クリシュナ・マントラを唱えることからはじまり、同時にクリシュナをほんとうに理解

できるようになります。残念なことに、ヴェーダを形式的に学ぶ人々は、インドラやチャン

ドラといったさまざまな半神に儀式をすることしか興味がありません。さまざまな半神崇拝

者は、努力のはてに低い物質自然のけがれから清められ、高い天体系に、あるいはマハルロ

ーカ、ジャナローカ、タポーローカといった天上の国に高められます。高い天体系では、地

球の何百何千倍もの快楽を味わうことができます。 
 

第21節          Tae Ta& >au¤-a SvGaRl/aek&- ivXaal&/ 
+aq<ae Pau<Yae MaTYaRl/aek&- ivXaiNTa ) 

Wv& }aYaqDaMaRMaNauPa[Paàa 
  GaTaaGaTa&   k-aMak-aMaa  l/>aNTae )) 21 )) 

 

te taà bhuktvä svarga-lokaà viçälaà 

kñéëe puëye martya-lokaà viçanti 

evaà trayé-dharmam anuprapannä 

gatägataà käma-kämä labhante 
 

te—彼ら; tam—それ; bhuktvä—楽しんでいる; svarga-lokam—天国; viçälam—広大な; 

kñéëe—使い果たされて; puëye—彼らの敬虔な活動の結果; martya-lokam—死を免れない

地球に; viçanti—転落する; evam—こうして; trayé—３つのヴェーダの; dharmam—教義; 

anuprapannäù—従っている; gata-ägatam—死と誕生; käma-kämäù—感覚の楽しみを望

んでいる; labhante—到達する。 
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訳訳訳訳        こうして、えもいわれぬ天国の快楽を味わい、敬虔な活動の結果が使いはたされこうして、えもいわれぬ天国の快楽を味わい、敬虔な活動の結果が使いはたされこうして、えもいわれぬ天国の快楽を味わい、敬虔な活動の結果が使いはたされこうして、えもいわれぬ天国の快楽を味わい、敬虔な活動の結果が使いはたされ

たあと、かれらはこの死を免れない地球にたあと、かれらはこの死を免れない地球にたあと、かれらはこの死を免れない地球にたあと、かれらはこの死を免れない地球にもどもどもどもどってくる。３つのヴェーダのってくる。３つのヴェーダのってくる。３つのヴェーダのってくる。３つのヴェーダの原則に固執原則に固執原則に固執原則に固執

して感覚の楽しみを求める者たちは、誕生と死のして感覚の楽しみを求める者たちは、誕生と死のして感覚の楽しみを求める者たちは、誕生と死のして感覚の楽しみを求める者たちは、誕生と死のくくくくりりりり返し返し返し返しを得るだけなのである。を得るだけなのである。を得るだけなのである。を得るだけなのである。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        高位の天体系に高められる人は⻑寿を満喫し、快楽を味わうすばらしい機会

に恵まれますが、いつまでもそこにいられるわけではありません。敬虔な活動の結果を使い

はたせば、また地球に送りかえされるのです。完璧な知識を達成していなければ、『ヴェー

ダンタ・スートラ』で janmädy asya yataù（ジャンマーディ アッシャ ヤタハ）と言われている

ように、すなわちクリシュナというすべての原因の原因を理解できなければ、人生の窮極目

標を達成できることはできず、回転移動をくり返す観覧車に乗っているように、高位の惑星

に高められてまたもどってこなくてはなりません。これは、行けば決して戻ってこない精神

界に高められるかわりに、上位と下位の天体系のあいだを誕生と死をくり返しながらさまよ

っているにすぎない、ということです。ならば、精神界に行って喜びと知識に満ちた永遠な

生活を満喫し、苦しい物質存在の世界に決してもどってこない道を選ばなくてはならないは

ずです。 

 
第22節         ANaNYaaiêNTaYaNTaae Maa& Yae JaNaa" PaYauRPaaSaTae 

Taeza& iNaTYaai>aYau¢-aNaa& YaaeGa+aeMa& vhaMYahMa( )) 22 )) 
 

ananyäç cintayanto mäà 

ye janäù paryupäsate 

teñäà nityäbhiyuktänäà 

yoga-kñemaà vahämy aham 
 

ananyäù—他に対象物がない; cintayantaù—集中している; mäm—私に; ye—〜である者達; 

janäù—人々; paryupäsate—適切に崇拝する; teñäm—彼らの; nitya—いつも; abhiyuktänäm—

献愛奉仕に安定して; yoga—必要な物事; kñemam—保護; vahämi—もたらす; aham—私。 
 

訳訳訳訳        しかし、一意専心にわたしの崇高な姿を瞑想し、わたしをいつも崇拝している者しかし、一意専心にわたしの崇高な姿を瞑想し、わたしをいつも崇拝している者しかし、一意専心にわたしの崇高な姿を瞑想し、わたしをいつも崇拝している者しかし、一意専心にわたしの崇高な姿を瞑想し、わたしをいつも崇拝している者

がいれば、わたしはかれらが持っていないものをさずけ、すでに持っているものを守る。がいれば、わたしはかれらが持っていないものをさずけ、すでに持っているものを守る。がいれば、わたしはかれらが持っていないものをさずけ、すでに持っているものを守る。がいれば、わたしはかれらが持っていないものをさずけ、すでに持っているものを守る。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説     クリシュナ意識なしでは一瞬たりとも生きていけない人は、聞き、唱え、思

い、祈りをささげ、崇拝し、主の蓮華の御足に仕え、他の奉仕に励み、主との友人関係を培

い、主に完全に身をゆだねながら献愛奉仕をしているため、１日24時間、クリシュナのこ
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としか考えることができません。そのような活動はどれも吉兆で精神的な力にあふれ、その

活動によって献愛者は完璧な自己の悟りをさずかり、最高人格主神とのふれあいだけを望む

ようになります。そして難なく主に近づけるのです。これがほんとうのヨーガです。献愛者

は主の慈悲をさずかり、物質的環境に縛られた生活には決してもどってきません。主は献愛

者がヨーガをとおしてクリシュナ意識に到達できるよう助け、やがて完全にクリシュナ意識

になれば、その境地から条件づけられた生活という苦境に転落しないよう守ってくれます。 

 
第23節        Yae_PYaNYadevTaa>a¢-a  YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" ) 

Tae_iPa MaaMaev k-aENTaeYa YaJaNTYaiviDaPaUvRk-Ma( )) 23 )) 
 

ye 'py anya-devatä-bhaktä 

yajante çraddhayänvitäù 

te 'pi mäm eva kaunteya 

yajanty avidhi-pürvakam 
 

ye—〜である者達 ; api—もまた ; anya—他の ; devatä—神々 ; bhaktäù—献愛者達 ; 

yajante—崇拝する; çraddhayä anvitäù—信念と共に; te—彼ら; api—もまた; mäm—私を; 

eva— 〜 だ け ; kaunteya— ク ン テ ィ ー の 子 よ ; yajanti— 彼 ら は 崇 拝 す る ; 

avidhi-pürvakam—間違った方法で。 
 

訳訳訳訳        クンティーの子よ。他の神々の帰依者たち、そして信念とともにその神々を崇拝クンティーの子よ。他の神々の帰依者たち、そして信念とともにその神々を崇拝クンティーの子よ。他の神々の帰依者たち、そして信念とともにその神々を崇拝クンティーの子よ。他の神々の帰依者たち、そして信念とともにその神々を崇拝

するかれするかれするかれするかれらは、じつはわたしだけを崇拝しているのだが、それをらは、じつはわたしだけを崇拝しているのだが、それをらは、じつはわたしだけを崇拝しているのだが、それをらは、じつはわたしだけを崇拝しているのだが、それをまちがまちがまちがまちがった方法でおこった方法でおこった方法でおこった方法でおこ

なっている。なっている。なっている。なっている。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         「半神を崇拝する者たちは間接的にわたしを崇拝しており、あまり知性の高

い崇拝とは言えない」、とクリシュナが言います。たとえば、⽊の根に水を注がずに枝や葉

に注ぐ人は、植物を育てる知識や決まりを知らずにそういうことをしています。同じように、

からだの各部を維持するには、胃に食べ物を供給しなくてはならないはずです。半神たちは、

いわば、至高主の政府にいる役人や管理者です。私たちが従うべき相手は大臣や役人ではな

く、政府が作った法律です。同じように、本来は、だれもが至高主だけを崇拝すべき立場に

います。それができれば、おのずと主に仕える役人や管理者を満足させることになります。

政府の代表者として仕事をしているかれらに賄賂を送るのは法律に違反しています。そのこ

とがここでavidhi-pürvakam（アヴィデヒィ・プールヴァカンム）という言葉で表現されています。

言いかえれば、クリシュナは半神たちへの不必要な崇拝を認めていない、ということです。 
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第24節        Ah&  ih  SavRYajaNaa&  >aae¢-a c Pa[>aurev c ) 
Na Tau MaaMai>aJaaNaiNTa TatveNaaTaXCYaviNTa  Tae )) 24 )) 

 

ahaà hi sarva-yajïänäà 

bhoktä ca prabhur eva ca 

na tu mäm abhijänanti 

tattvenätaç cyavanti te 
 

aham—私; hi—確かに; sarva—すべての; yajïänäm—儀式; bhoktä—楽しむ者; ca—そ

して; prabhuù—主; eva—もまた; ca—そして; na—〜ではない; tu—しかし; mäm—私を; 

abhijänanti—彼らは知っている; tattvena—真に; ataù—ゆえに; cyavanti—転落する; te—

彼ら。 
 

訳訳訳訳        わたしだけが受益者であり、すべての儀式の主わたしだけが受益者であり、すべての儀式の主わたしだけが受益者であり、すべての儀式の主わたしだけが受益者であり、すべての儀式の主（ぬし）（ぬし）（ぬし）（ぬし）である。ゆえに、わたしの真である。ゆえに、わたしの真である。ゆえに、わたしの真である。ゆえに、わたしの真

の超越的気質が理解できない者たちは正しい道から逸脱する。の超越的気質が理解できない者たちは正しい道から逸脱する。の超越的気質が理解できない者たちは正しい道から逸脱する。の超越的気質が理解できない者たちは正しい道から逸脱する。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        ここでは、ヴェーダ経典には数多くの種類のヤギャが用意されてはいるけれ

ども、どれも至高主を満足させるためにあるということが明言されています。ヤギャ

（Yajïa）はヴィシュヌのことです。『バガヴァッド・ギーター』の第３章では、ヤギャ、

すなわちヴィシュヌの満足のためだけに働かなくてはならない、とも言われています。人間

文化の完璧な姿、すなわちヴァルナーシュラマ・ダルマはとくにヴィシュヌを満足させるた

めにあります。ですから、クリシュナがこの節で言っているのは、「わたしは至上の主人だ

から、すべての儀式の結果を楽しむ者はわたしである」という事実です。しかし知性の足ら

ない人々はこの事実を知らず、はかない恩恵を求めて半神を崇拝します。そのためかれらは

物質存在に転落し、望むべき人生の目標に到達することができません。叶えたい望みが物質

的なものだとしても至高主に祈りをささげるべきであり（純粋な献愛奉仕とは言えないので

すが）、その結果、望んでいた結果を得ることができます。 
 

第25節        YaaiNTa    devv]Taa   devaiNPaTa›NYaaiNTa   iPaTa*v]Taa" ) 
>aUTaaiNa YaaiNTa >aUTaeJYaa YaaiNTa MaÛaiJaNaae_iPa MaaMa( )) 25 )) 

 
yänti deva-vratä devän 

pitèn yänti pitå-vratäù 

bhütäni yänti bhütejyä 

yänti mad-yäjino 'pi mäm 
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yänti—行く; deva-vratäù—半神の崇拝者達; devän—半神達に; pitèn—祖先に; yänti—

行く; pitå-vratäù—祖先の崇拝者達; bhütäni—幽霊と邪⻤に; yänti—行く; bhüta-ijyäù—

幽霊と亡霊の崇拝者達; yänti—行く; mat—私の; yäjinaù—献愛者達; api—しかし; mäm—

私に。 
 
訳訳訳訳        半神を崇拝する者は半神のなかに生まれる。祖先を崇拝する者は祖先のもとへ行半神を崇拝する者は半神のなかに生まれる。祖先を崇拝する者は祖先のもとへ行半神を崇拝する者は半神のなかに生まれる。祖先を崇拝する者は祖先のもとへ行半神を崇拝する者は半神のなかに生まれる。祖先を崇拝する者は祖先のもとへ行

く。幽霊や邪⻤を崇拝する者はそのような生物のあいだに生まれる。そしてわたしく。幽霊や邪⻤を崇拝する者はそのような生物のあいだに生まれる。そしてわたしく。幽霊や邪⻤を崇拝する者はそのような生物のあいだに生まれる。そしてわたしく。幽霊や邪⻤を崇拝する者はそのような生物のあいだに生まれる。そしてわたしを崇を崇を崇を崇

拝する者は、わたしとともに住む。拝する者は、わたしとともに住む。拝する者は、わたしとともに住む。拝する者は、わたしとともに住む。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        月、太陽、あるいは他の惑星に行きたい人は、そのために勧められている特

定のヴェーダ原則に、たとえばダルシャ・パウルナマーシー（darça-paurëamäsé）として

知られる方法に従うことでその目的地に到達します。このことはヴェーダの果報的活動の部

門に詳細に説明されており、さまざまな天国の惑星に住んでいる半神たちを崇拝する方法が

勧められています。同じように、特定のヤギャによってピター（Pitä）の惑星に行くことが

できます。さらに、幽霊の惑星に行ってヤクシャ、ラクシャ、ピシャーチャなどになること

ができます。ピシャーチャの崇拝は「魔法」や「⿊魔術」と呼ばれています。この魔法をお

こなう人たちはたくさんおり、それが精神的なものであると考えていますが、じつはまった

く物質的なおこないです。同じように、最高人格主神だけを崇拝する純粋な献愛者は、かな

らずヴァイクンタやクリシュナローカに到達します。この重要な節から理解できるのは、半

神を崇拝するだけで天国の惑星に行けるのであれば、あるいはピターを崇拝してピターの惑

星に行けるのであれば、さらに⿊魔術を修練すれば幽霊の惑星に行けるのであれば、純粋な

献愛者がクリシュナやヴィシュヌのもとに行けないはずがない、ということです。あいにく、

ほとんどの人が、クリシュナやヴィシュヌが住む崇高な惑星に関する情報を知らないため、

物質界に転落します。非人格論者でさえブラフマジョーティから転落するのです。だからこ

そクリシュナ意識運動は、全人類社会に崇高な情報を分けあたえています。ハレー・クリシ

ュナ・マントラを唱えれば、いま生きているあいだに完璧な境地に入り、ふるさとに、神の

もとに帰ることができる、と人々に知らしめるために。 
 

第26節        Pa}a& PauZPa& f-l&/ TaaeYa& Yaae Mae >a¢-ya Pa[YaC^iTa ) 
Tadh&     >a¢-yuPaôTaMaénaiMa     Pa[YaTaaTMaNa" )) 26 )) 

 

patraà puñpaà phalaà toyaà 

yo me bhaktyä prayacchati 
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tad ahaà bhakty-upahåtam 

açnämi prayatätmanaù 
 

patram—１枚の葉; puñpam—１輪の花; phalam—くだもの; toyam—水; yaù—だれで

も ; me—私に ; bhaktyä—愛情と共に ; prayacchati—捧げる ; tat—それ ; aham—私 ; 

bhakti-upahåtam—愛情と共に捧げられた; açnämi—受けいれる; prayata-ätmanaù—純

粋な意識を持つ者から。 
 

訳訳訳訳        愛情と愛情と愛情と愛情と熱意をこめて熱意をこめて熱意をこめて熱意をこめて、わたしに１枚の葉、１輪の花、くだもの、水をささげれば、、わたしに１枚の葉、１輪の花、くだもの、水をささげれば、、わたしに１枚の葉、１輪の花、くだもの、水をささげれば、、わたしに１枚の葉、１輪の花、くだもの、水をささげれば、

わたしはそれを受けいれる。わたしはそれを受けいれる。わたしはそれを受けいれる。わたしはそれを受けいれる。 

 

要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説    賢い人なら、永遠な幸福を得るために、喜びに満ちた永遠な住居に到達するた

めに、クリシュナ意識になって超越的奉仕をしなくてはなりません。その驚くべき結果を得

る方法はとてもかんたんですし、また極貧のなかの貧者でも、どのような資格がなくても実

践できます。この関係で必要な唯一の資格とは、主の純粋な献愛者になることにあります。

だれであろうと、どのような立場に置かれていようと、問題ではありません。その方法はと

てもかんたんで、１枚の葉やわずかな水やくだものでも、愛情をこめて至高主にささげるこ

とができ、また主は喜んで受けいれます。ですから、クリシュナ意識への扉はだれにでも開

かれています。かんたんで、だれでも同じようにできるからです。このかんたんな方法に従

ってクリシュナ意識になり、永遠で至福と知識に満ちた完璧な生活に到達できるのに、それ

を拒むような愚か者がいるでしょうか。クリシュナが欲しいのは私たちの愛情奉仕だけであ

り、そのほかにはありません。クリシュナは、純粋な献愛者からなら、小さな花でも受けい

れます。献愛者ではない者からはなにも受けとりません。みずから満ち足りた方ですから、

だれからも、なにももらう必要はありませんし、愛情と愛着を交換に純粋な献愛者からのさ

さげ物を受けいれます。クリシュナ意識を高めることが人生の最高完成なのです。バクティ

はこの節で２回繰りかえされていますが、それはバクティ・献愛奉仕がクリシュナに近づく

たった一つの方法であることを強調するためです。ブラーフマナになる、博識な学者になる、

大金持ちになる、偉大な哲学者になるなど、それがクリシュナに私たちの奉仕を受けいれて

もらう条件ではありません。バクティという基本原則がなければ、だれであろうと、クリシ

ュナに奉仕を受けいれるよう同意させることはできません。バクティはなにかの原因があっ

ておこなうものではありません。永遠な方法です。絶対完全者に直接奉仕をする活動です。 

ここで主クリシュナは、自分が唯一の受益者で、根源の主で、あらゆる犠牲のほんとうの

対象であることを確立させたうえで、どのような犠牲をささげてほしいのかをしめしていま

す。純粋になり、人生の目標に――神への超越的な愛情奉仕に――到達するために至高者に
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献愛奉仕をしたい人は、主がなにを望んでいるのかを見つけなくてはなりません。クリシュ

ナを愛している人は、クリシュナが欲しいものを差しだすものであり、望ましくないものや

頼まれていないものはささげません。肉、魚、卵はクリシュナにささげられない、というこ

とです。主がそれを望むのであれば、そう言ったはずです。しかしそうではなく、葉、くだ

もの、花、水などをささげてくれれば、わたしはそれを「受けいれる」と言います。ですか

ら、主は肉、魚、卵などは受けとらない、と理解しなくてはなりません。野菜、穀物、くだ

もの、ミルク、水が人間に用意された食べ物であり、主クリシュナみずからそう定めていま

す。それ以外のものは主が受けいれないのですから、ささげるべきではありません。ですか

ら、そういう食べ物をささげているのであれば、愛情奉仕をしていることにはなりません。 

第３章の第13節でシュリー・クリシュナは、儀式の残り物だけが純粋になっており、高

尚な生活を求め、束縛から解放されたいと望む人々が食べるにふさわしい、と明言していま

す。食べるものを主にささげない者たちは、ただ罪だけを食べている、と同じ節で言われて

います。言いかえれば、食べ物を口にするたびに物質自然界の複雑さにさらに深く絡まって

いく、ということです。しかし、おいしくて質素な野菜料理を作り、主クリシュナの写真や

神像のまえに置き、主にひれ伏し、この慎ましい料理を受けいれてください、と祈れば、精

神生活を着実に高め、からだを清め、そして明晰な思考ができる繊細な脳細胞が作られます。

またとくに、そのささげ物は愛情をこめて作らなくてはなりません。クリシュナは食べたが

っているわけではありません。主は、存在するものすべての所有者なのですから。それでも、

愛情をこめて喜んでもらおうとする人のささげ物なら、主は受けいれます。仕えたりささげ

たりするのに大切なことは、クリシュナに愛情をこめて活動する、という点にあります。 

絶対真理者には感覚がない、という考えに固執する非人格論哲学者たちは、『バガヴァッ

ド・ギーター』のこの節が理解できません。単なる隠喩として、あるいは『バガヴァッド・

ギーター』の語り手であるクリシュナの俗な質を証拠づけるものとして捉えています。しか

しじっさいは、クリシュナ・最高主神にも感覚はあり、その感覚は入れかわる、つまり、あ

る感覚が別の感覚の機能をはたす、と言われています。これが、クリシュナが絶対的な方で

ある、と言われる由縁です。感覚がなければ、あらゆる富を完全にそなえている、とは言え

ないはずです。第７章でクリシュナは、生命体たちを物質自然界のなかに受胎させる、と言

っています。これは、物質自然界を見つめる、という行為によっておこなわれます。ですか

ら、この例のように、食べ物をささげる献愛者の愛情の言葉をクリシュナが聞いているのは、

主が食べていること、また味わっていることとまったく同じです。この点が強調されなくて

はなりません。主は絶対的な境地にいる方ですから、主が聞いているのは、主が食べている、

そして味わっているのとまったく同じなのです。クリシュナが自分について説明するその言

葉をそのまま受けいれる献愛者だけが、最高絶対真理者がなにかを食べることができ、楽し
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むことができる、という事実を理解するのです。 
 

第27節         YaTk-raeiz YadénaiSa YaÂuhaeiz ddaiSa YaTa( ) 
YataPaSYaiSa  k-aENTaeYa TaTku-åZv  MadPaR<aMa( )) 27 )) 

 
yat karoñi yad açnäsi 

yaj juhoñi dadäsi yat 

yat tapasyasi kaunteya 

tat kuruñva mad-arpaëam 
 

yat—何でも; karoñi—あなたがする; yat—何でも; açnäsi—あなたが食べる; yat—何で

も ; juhoñi—あなたが捧げる ; dadäsi—あなたが放棄する ; yat—何でも ; yat—何でも ; 

tapasyasi—あなたが実行する犠牲; kaunteya—クンティーの子よ; tat—それ; kuruñva—す

る; mat—私に; arpaëam—捧げ物として。 
 
訳訳訳訳        なにをしようと、なにを食べようと、ささげたり捨てたりしようと、そしてどのなにをしようと、なにを食べようと、ささげたり捨てたりしようと、そしてどのなにをしようと、なにを食べようと、ささげたり捨てたりしようと、そしてどのなにをしようと、なにを食べようと、ささげたり捨てたりしようと、そしてどの

ような苦行を実践しようと、それを実行しなさい。クンティーの子よ。わたしへの捧げような苦行を実践しようと、それを実行しなさい。クンティーの子よ。わたしへの捧げような苦行を実践しようと、それを実行しなさい。クンティーの子よ。わたしへの捧げような苦行を実践しようと、それを実行しなさい。クンティーの子よ。わたしへの捧げ

物として。物として。物として。物として。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        このように、どのような状況にあってもクリシュナを忘れないよう暮らしを

組みたてることは、すべての人々の義務です。だれであっても、自分のからだと魂を維持す

るために働かなくてはなりませんから、クリシュナはこの節で「わたしのために働きなさい」

と勧めています。だれでも生きるために食べなくてはなりません。ですから、クリシュナに

ささげられた食べ物の残りを食べるべきです。文化人なら、ある種の宗教上の儀式を遂行し

なくてはなりません。だからこそクリシュナは「わたしのためにそれをしなさい」と勧め、

それはアルチャナ（arcana）と呼ばれます。だれでも慈善としてなにかをささげる気持ち

があります。クリシュナは「わたしにそれを渡しなさい」と言い、それは余分のお金はクリ

シュナ意識運動を促進させるために利用されなくてはならない、ということです。いま多く

の人が瞑想に関心を寄せていますが、現代では実践しにくいものです。しかし、数珠を使っ

てハレー・クリシュナ・マントラを唱えて１日24時間クリシュナを瞑想する修練をする人

は、まちがいなくもっとも優れた瞑想者・ヨーギーです。そのことは、『バガヴァッド・ギ

ーター』の第６章で明言されているとおりです。 
 

第28節         éu>aaéu>af-lE/rev&   Maae+YaSae   k-MaRbNDaNaE" ) 
SaNNYaaSaYaaeGaYau¢-aTMaa ivMau¢-ae MaaMauPaEZYaiSa )) 28 )) 
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çubhäçubha-phalair evaà 

mokñyase karma-bandhanaiù 

sannyäsa-yoga-yuktätmä 

vimukto mäm upaiñyasi 
 

çubha—吉兆なことから; açubha—そして不吉なこと; phalaiù—結果; evam—このよう

に ; mokñyase—あなたは自由になる ; karma—活動の ; bandhanaiù—その束縛から ; 

sannyäsa—放棄の; yoga—そのヨーガ; yukta-ätmä—心を堅固に定めて; vimuktaù—解放

されて; mäm—私に; upaiñyasi—あなたは到達する。 
 
訳訳訳訳        こうして、あなたは活動こうして、あなたは活動こうして、あなたは活動こうして、あなたは活動による束縛、その吉兆・不吉な結果から解放される。こによる束縛、その吉兆・不吉な結果から解放される。こによる束縛、その吉兆・不吉な結果から解放される。こによる束縛、その吉兆・不吉な結果から解放される。こ

の放棄の原則の放棄の原則の放棄の原則の放棄の原則に従ってに従ってに従ってに従ってわたしに心を定めれば、あなたは自由の身となってわたしのもとわたしに心を定めれば、あなたは自由の身となってわたしのもとわたしに心を定めれば、あなたは自由の身となってわたしのもとわたしに心を定めれば、あなたは自由の身となってわたしのもと

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        優れた導きのもとでクリシュナ意識で活動する人をyukta-vairägya（ユクタ・ヴ

ァイラーギャ）と呼びます。これはさらに、ルーパ・ゴースヴァーミーによって次のように説

明されています。 
 

anäsaktasya viñayän 

yathärham upayuïjataù 

nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

yuktaà vairägyam ucyate 
（『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』 第１編・第２章・第255節） 

 

ルーパ・ゴースヴァーミーは、物質界にいるかぎり活動しなくてはならない、と言います。

活動を止めることはできないのです。ですから、活動するのであれば、そしてその結果がク

リシュナにささげられれば、それがyukta-vairägya（ユクタ・ヴァイラーギャ）です。ほんとうに

放棄の心で活動していれば、その活動は心の鏡をきれいにしますし、活動する人も徐々に精

神的悟りにおいて高められ、最高人格主神に完全に身をゆだねるようになります。ですから、

その人はやがて解放され、またどのような解放なのかも明記されています。この解放を得る

人はブラフマジョーティと一体化するのではなく、至高主の惑星に入っていきます。この節

でもmäm upaiñyasi（マーンム ウパイッシャシ）とはっきり述べられています。つまり「かれは

わたしのもとに来る」、ふるさとに、神のもとに帰る、ということです。解放の境地には５

種類あり、ここで明言されているのは、至高主の導きに従って生涯を生きる献愛者は、肉体
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を捨てたあとに神のもとにもどって至高主との交流に直接加わることのできる境地に高め

られていく、ということです。 

主への奉仕に身をささげることだけを考えている人は、だれでもサンニャーシーです。そ

の人物は、主の至高の意志に身をゆだねつつ、いつも自分を永遠な召使いだと考えています。

そのため、なにをするにしても主の満足のためにします。どのような活動をしても、主への

奉仕として実行するのです。果報的な活動やヴェーダが定める義務に心を向けることはあり

ません。一般人はヴェーダに定められた義務をかならず遂行しなくてはなりませんが、主へ

の奉仕に完全に没頭している純粋な献愛者はヴェーダの義務に反したことをしているよう

に見えますが、じつはそうではありません。 

ヴェーダの権威者たちは、ひじょうに知的な人でも純粋な献愛者の計画や活動は理解でき

ない、と言います。そのことを表現する正確な言葉をtäìra väkya, kriyä, mudrä vijïeha nä 

bujhaya（『チャイタンニャ・チャリタームリタ』マデャ （第23章・第39節）と言います。

主への奉仕にいつも励んでいる人、あるいは主にどのように仕えるかを考えたり計画したり

している人は、すでに完全に解放されているのであり、将来、ふるさとに、神のもとに帰る

ことが保証されています。どのような物質的な非難も超越しています――クリシュナがすべ

ての非難を超越しているように。 
 

第第第第30節節節節                                    AiPa  ceTSauduracarae  >aJaTae  MaaMaNaNYa>aak(- ) 
SaaDaurev Sa MaNTaVYa" SaMYaGVYaviSaTaae ih Sa" )) 30 )) 

 
api cet su-duräcäro 

bhajate mäm ananya-bhäk 

sädhur eva sa mantavyaù 

samyag vyavasito hi saù 
 

api—〜でさえ ; cet—もし ; su-duräcäraù—もっとも忌まわしい行為をしている者 ; 

bhajate— 〜は 献愛奉 仕に 従事し ている ; mäm— 私に ; ananya-bhäk— 逸脱せ ずに ; 

sädhuù—聖者; eva—確かに; saù—彼; mantavyaù—〜と考えられる; samyak—完全に; 

vyavasitaù—不動の決意を持って; hi—確かに; saù—彼。 
 
訳訳訳訳        もっとも忌まわしいことをしても、献愛奉仕をしている者は神聖な気質をそなえもっとも忌まわしいことをしても、献愛奉仕をしている者は神聖な気質をそなえもっとも忌まわしいことをしても、献愛奉仕をしている者は神聖な気質をそなえもっとも忌まわしいことをしても、献愛奉仕をしている者は神聖な気質をそなえ

ている、と考えることができる。ている、と考えることができる。ている、と考えることができる。ている、と考えることができる。正しい正しい正しい正しい決心に支えられているからである。決心に支えられているからである。決心に支えられているからである。決心に支えられているからである。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説        この節で使われているsu-duräcäraù（ス・ドゥラーチャーラハ）という言葉はひじ

ょうに重要であり、またその意味を正しく理解しなくてはなりません。生命体が条件づけら
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れると、２種類の行動、すなわち条件づけられた行動、自分本来の行動、をとるようになり

ます。からだを守ったり社会や国の決まりに従ったりすることでは、献愛者でも条件づけら

れた生活にかかわる活動をする必要があり、それが条件づけられた活動と呼ばれるものです。

いっぽう、魂本来の気質を充分に理解し、そしてクリシュナ意識のなかで献愛奉仕をしてい

る生命体は、超越的な活動をしています。その活動は、生命体本来の境地でなされるもので

あり、とくに「献愛奉仕」と呼ばれます。条件づけられた生活をしているなかで、献愛奉仕

と、肉体にかかわる条件づけられた奉仕は平行しておこなわれる場合があります。それでも

やはり、二つの活動がぶつかることがあります。献愛者はできるだけ注意をはらい、健全な

生活環境が乱されないよう行動しなくてはなりません。献愛者は、完璧な活動かどうかはク

リシュナ意識の悟りの高さで決まることを知っています。しかしときには、クリシュナ意識

の人が、社会的あるいは政治的に非道なことをしているように見えることがあります。しか

し、一時的に道から逸れたからといって献愛者の資格がなくなったわけではありません。『シ

ュリーマド・バーガヴァタム』では、たとえ逸脱したとしても、至高主に誠心誠意仕えてい

るのであれば、心のなかにいる主はその献愛者を清め、非道な行為を許します。物質的なけ

がれはひじょうに強く、主への奉仕に没頭しているヨーギーでも誘惑に負けることがありま

す。しかしまたクリシュナ意識にも力がこめられているため、ときおり起こる逸脱はすぐに

修正されます。ですから、献愛奉仕はいつでも成功が保証されています。理想的な道からは

ずれたとしても、決してその献愛者をあざけってはなりません。次の節で説明されますが、

クリシュナ意識に完全に立脚していれば、ときおり起こる逸脱はやがて終わります。 

 ですから、クリシュナ意識にしっかり立脚し、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 ハレーを堅い決意とともに唱えている献愛者は、偶然に道から逸れたとしても、超

越的な境地にいると考えなくてはなりません。この節のsädhur eva（サードゥル エーヴァ）とい

う言葉は「かれは神聖な気質を持つ」という意味で、とくに強調されています。これは、た

とえ献愛者が偶然に道から逸れたとしても決してあざ笑ってはいけない、という非献愛者へ

の警告でもあります。またmantavyaù（マンタヴャハ）はもっと強調されています。この警告

に従わずに、偶然に逸脱した献愛者を冷笑すれば、至高主の命令に背いていることになりま

す。献愛者としての唯一の資格は、献愛奉仕に揺るぎない心で、そして一筋に従事すること

です。 

 『ヌリシンハ・プラーナ』が次にように述べています。 
 

bhagavati ca haräv ananya-cetä 

bhåça-malino 'pi viräjate manuñyaù 
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na hi çaça-kaluña-cchabiù kadäcit 

timira-paräbhavatäm upaiti candraù 
 

 この節の意味は、主への献愛奉仕に励む献愛者でもまちがったことをすることがあるが、

それは月面の斑点のようなものと考えなくてはならない、という意味です。斑点があっても、

月光の広がりをさまたげるわけではありません。同じように、献愛者が神聖な道から偶然に

逸脱しても、その献愛者が非道な人間になってしまうわけではありません。 

 誤解してはならないのは、超越的な献愛奉仕をしている献愛者ならどんなひどいことでも

できる、と考えてしまうことです。この節は、物質との結びつきという強い力のために偶然

に逸脱しまう献愛者について言及しています。献愛奉仕は、幻想の力に対する戦いの宣言で

す。その幻想の力と戦う充分な力がなければ、偶発的に転落する可能性はあるでしょう。し

かし充分な力をそなえていれば、すでに説明されたように、転落することはありません。こ

の節を口実にして愚かなことをして、私は献愛者だ、と言うのはまちがっています。献愛奉

仕をとおして自分を高めていないのであれば、その人間は高尚な献愛者ではありません。 
 

第第第第31節節節節                            i+aPa[& >aviTa DaMaaRTMaa XaìC^aiNTa& iNaGaC^iTa ) 
k-aENTaeYa  Pa[iTaJaaNaqih  Na Mae >a¢-"  Pa[<aXYaiTa )) 31 )) 

 
kñipraà bhavati dharmätmä 

çaçvac-chäntià nigacchati 

kaunteya pratijänéhi 

na me bhaktaù praëaçyati 
 
 kñipram—またたくまに; bhavati—〜になる; dharma-ätmä—正義の; çaçvat-çäntim—

永続する平和; nigacchati—到達する; kaunteya—クンティーの子よ; pratijänéhi—宣言す

る; na—決して〜ない; me—私の; bhaktaù—献愛者; praëaçyati—破滅する。 
 
訳訳訳訳        かれはすぐに気高い質をそなえ、永遠の平安を達成する。クンティーの子よ、声かれはすぐに気高い質をそなえ、永遠の平安を達成する。クンティーの子よ、声かれはすぐに気高い質をそなえ、永遠の平安を達成する。クンティーの子よ、声かれはすぐに気高い質をそなえ、永遠の平安を達成する。クンティーの子よ、声

高らかに宣言せよ。わたしの献愛者は決して滅びない、と。高らかに宣言せよ。わたしの献愛者は決して滅びない、と。高らかに宣言せよ。わたしの献愛者は決して滅びない、と。高らかに宣言せよ。わたしの献愛者は決して滅びない、と。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説      この意味を誤解してはなりません。主は第７章で、あくどいことをする者

は献愛者にはなれない、と言っています。献愛者でなければ優れた気質をそなえることはで

きません。ならば、偶然であろうと故意であろうと、悪いことをする者がはたして純粋な献

愛者になれるのだろうか、という質問が起こることでしょう。当然の質問です。第７章で言

われたように、そして『シュリーマド・バーガヴァタム』でも言われているように、献愛奉
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仕をぜったいしい邪悪な人間に優れた質はまったくありません。９種類の献愛奉仕に励んで

いる献愛者は、心からけがれをすべて洗いながす方法を実践しています。心に最高人格主神

を刻み、そして罪なけがれは自然に流しだされます。至高主をいつも考えていれば、自然に

純粋になっていくものです。ヴェーダによると、高尚な地位から堕落した人は、自分を清め

るために特定の浄化の儀式を執行しなくてはなりません。しかしこの節は、そのような条件

には触れていません。なぜなら、いつも最高人格主神を思っている献愛者の心のなかには、

すでにその清める方法が整っているからです。ですから、ハレー・クリシュナを唱える方法

――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――は、絶えずつづけなくて

はなりません。これが、献愛者を偶然の転落から守ってくれます。こうして、あらゆる物質

的なけがれのない境地に入っていくのです。    
 

第第第第32節節節節                            Maa&  ih  PaaQaR VYaPaaié[TYa Yae_iPa SYau"  PaaPaYaaeNaYa" ) 
iñYaae vEXYaaSTaQaa éUd]aSTae_iPa YaaiNTa Para& GaiTaMa( )) 32 )) 

 
mäà hi pärtha vyapäçritya 

ye 'pi syuù päpa-yonayaù 

striyo vaiçyäs tathä çüdräs 

te 'pi yänti paräà gatim 
 
 mäm—私の; hi—確かに; pärtha—プリターの子よ; vyapäçritya—とくに身を委ねる; 

ye—〜である者達; api—もまた; syuù—〜である; päpa-yonayaù—低い家庭に生まれて; 

striyaù—女性; vaiçyäù—商人; tathä—もまた; çüdräù—下級階級者; te api—たとえ彼らが; 

yänti—行く; paräm—最上の状態に; gatim—目的地。 
 
訳訳訳訳        プリターの子よ。わたしに身をゆだねる者は、女性、ヴァイシャ（商人）、シュプリターの子よ。わたしに身をゆだねる者は、女性、ヴァイシャ（商人）、シュプリターの子よ。わたしに身をゆだねる者は、女性、ヴァイシャ（商人）、シュプリターの子よ。わたしに身をゆだねる者は、女性、ヴァイシャ（商人）、シュ

ードラ（労働者）のような低い身分に生まれても、最高の目的地に到達することができードラ（労働者）のような低い身分に生まれても、最高の目的地に到達することができードラ（労働者）のような低い身分に生まれても、最高の目的地に到達することができードラ（労働者）のような低い身分に生まれても、最高の目的地に到達することができ

る。る。る。る。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説         この節で至高主が断言しているのは、献愛奉仕をする人々の階級に低い高

いの区別はない、という点です。社会通念ではそのような区分はあるかもしれませんが、主

への奉仕に区別はありません。だれでも至高の目的地に行く資格があるのです。『シュリー

マド・バーガヴァタム』（第２編・第４章・第18節）では、チャンダーラ（犬を食べる者）

という最下等の人間でも、純粋な献愛者とのふれあいで純粋になれる、と言われています。

献愛奉仕と純粋な献愛者の導きには強い力があり、下等・高等という人間の区別には関係な
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く、だれでもはじめることができます。無学な人でも純粋な献愛者に身をゆだねる人は、正

しい導きによって純粋になります。人間は物質自然界の様式に応じて、徳の様式（ブラーフ

マナ）、激情の様式（クシャトリヤ・管理者）、激情と無知が混ざった様式（ヴァイシャ・

商人）、無知の様式（シュードラ・労働者）に分けることができます。この分類にも属さな

い人々をチャンダーラといい、罪な家庭に生まれます。一般的に、高い家庭に生まれた人は

罪な家庭に生まれた人とのつきあいを避けようとします。しかし、献愛奉仕には強い影響力

があり、純粋な献愛者は低い階級の人たちを人生の最高完成に導くことができます。これは、

クリシュナに身をゆだねる人だけができることです。この節のvyapäçritya（ヴャパーシュリテ

ャ）という言葉がしめしているように、クリシュナに身も心もゆだねなくてはなりません。

それができてこそ、偉大なギャーニーやヨーギーをも凌ぐ境地に高められます。 

 
第第第第33節節節節                            ik&-  PauNab]aRø<aa" Pau<Yaa >a¢-a raJazRYaSTaQaa ) 

AiNaTYaMaSau%& l/aek-iMaMa& Pa[aPYa >aJaSv MaaMa( )) 33 )) 
 

kià punar brähmaëäù puëyä 

bhaktä räjarñayas tathä 

anityam asukhaà lokam 

imaà präpya bhajasva mäm 
 
 kim—どれほど ; punaù—再び ; brähmaëäù—ブラーフマナ達 ; puëyäù—正義の ; 

bhaktäù—献愛者達 ; räja-åñayaù—神聖な王達 ; tathä—もまた ; anityam—一時的な ; 

asukham—苦しみに満ちた; lokam—惑星; imam—これ; präpya—得ている; bhajasva—愛

情奉仕に従事して; mäm—私に。 
 
訳訳訳訳        ならば、心清らかなブラーフマナ、献愛者、神聖な王については言うまでもない。ならば、心清らかなブラーフマナ、献愛者、神聖な王については言うまでもない。ならば、心清らかなブラーフマナ、献愛者、神聖な王については言うまでもない。ならば、心清らかなブラーフマナ、献愛者、神聖な王については言うまでもない。

ゆえに、このはかなく、そしゆえに、このはかなく、そしゆえに、このはかなく、そしゆえに、このはかなく、そして苦しい世界に来たからには、わたしへの愛情奉仕に励むて苦しい世界に来たからには、わたしへの愛情奉仕に励むて苦しい世界に来たからには、わたしへの愛情奉仕に励むて苦しい世界に来たからには、わたしへの愛情奉仕に励む

べきである。べきである。べきである。べきである。 
 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説      人を類別することはできるかもしれませんが、結局、この世界はだれにと

っても幸せに生きられる場所ではありません。この節で anityam asukhaà lokam（アニッテ

ャンム アスカハンム ローカンム）と明言されているとおりです。この世界ははかなく、苦しみに

満ち、常識ある紳士には住めない場所なのです。最高人格主神自身が、一時的で苦しみだら

けの場所だと宣言しているのですから。哲学者は、とくにマーヤーヴァーディー哲学者は、

この世界は偽りである、と言いますが、『バガヴァッド・ギーター』を読めば、偽りではな

く一時的だということがわかります。「一時的」と「偽り」は意味が違います。確かに物質
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界は一時的です、しかし、永遠な世界も存在しています。この世界は苦しみの場所、もうい

っぽうの世界は永遠で喜びに満ちています。 

 アルジュナは高尚な王家に誕生しました。主はアルジュナに、「わたしに献愛奉仕をはじ

めよ、そうすればすぐに神のもとへ、ふるさとへ帰ることができる」と教えました。はかな

くて苦しみに満ちたこの世界にいつまでもとどまっていてはいけません。だれもが最高人格

主神の胸に身をゆだね、尽きない幸福を手にいれることができます。至高主への献愛奉仕だ

けが、あらゆる種類の人々のあらゆる問題を解決させてくれます。ですから、だれもがクリ

シュナ意識を修練し、人生を完成させるべきです。 
 

第第第第34節節節節                                MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å ) 
MaaMaevEZYaiSa   Yau¤E-vMaaTMaaNa&   MaTParaYa<a" )) 34 )) 

 
man-manä bhava mad-bhakto 

mad-yäjé mäà namaskuru 

mäm evaiñyasi yuktvaivam 

ätmänaà mat-paräyaëaù 
 
    mat-manäù—いつも私を考えている; bhava—〜になる; mat—私の; bhaktaù—献愛者; 

mat—私の; yäjé—崇拝者; mäm—私に; namas-kuru—敬意を捧げる; mäm—私に; eva—完

全に; eñyasi—あなたは来るだろう; yuktvä—没頭して; evam—こうして; ätmänam—あな

たの魂; mat-paräyaëaù—私に身を委ねて。 
 
訳訳訳訳        いつもわたしのことを思い、わたしの献愛者になり、わたしに敬意を表し、崇拝いつもわたしのことを思い、わたしの献愛者になり、わたしに敬意を表し、崇拝いつもわたしのことを思い、わたしの献愛者になり、わたしに敬意を表し、崇拝いつもわたしのことを思い、わたしの献愛者になり、わたしに敬意を表し、崇拝

せよ。わたしへの思いに没頭すれば、かならずわたしのもとに来る。せよ。わたしへの思いに没頭すれば、かならずわたしのもとに来る。せよ。わたしへの思いに没頭すれば、かならずわたしのもとに来る。せよ。わたしへの思いに没頭すれば、かならずわたしのもとに来る。 

 
要旨解説要旨解説要旨解説要旨解説   この節では、クリシュナ意識だけが、けがれたこの物質界から救われる唯

一の方法であることが明言されています。ところが、不純な動機をもつ解説者はこの節では

っきり述べられていること、すなわち「献愛奉仕はすべて最高人格主神クリシュナにささげ

なくてはならない」という事実をねじ曲げています。悪意ある解説者たちがまちがった説明

をし、読者の気持ちを逸らせているのです。かれらは、クリシュナの心とクリシュナ自身に

変わりがないことを知りません。クリシュナはふつうの人間ではありません。絶対真理者で

す。主のからだ、心、主自身はすべて一つ、絶対的です。バクティシッダーンタ・サラスヴ

ァティー・ゴースヴァーミーが『チャイタンニャ・チャリタームリタ』（アーディ・リーラ

ー 第５章・第41-48節）に関する自著『アヌバーッシャ』のなかで、『クールマ・プラー

ナ』からdeha-dehi-vibhedo 'yaà neçvare vidyate kvacit の節を引用しています。これは、
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至高主クリシュナ自身とそのからだに違いはない、という意味です。このクリシュナの科学

を知らない解説者たちは、クリシュナを隠し、主の心やからだと主自身を分けて考えていま

す。クリシュナの科学を知らないからこその愚挙であり、また人々をまちがって導いて金儲

けをしているのも事実です。 

 邪悪な人間は確かにいます。かれらもクリシュナのことを考えています――しかし妬みの

心で。クリシュナの伯⽗のカムサのように。クリシュナのことをいつも考えていた男ですが、

敵として考えていました。いつも不安で、いつクリシュナが殺しにくるか怯えていたのです。

そのような考え方はなんの助けにもなりません。深い愛情でクリシュナを考えなくてはなり

ません。それがバクティです。そしていつもクリシュナの知識を修練しなくてはなりません。

好ましい修練とは？ 正しい教師から学ぶ方法です。クリシュナは最高人格主神です、そし

てこれまで何度も説明してきたように、主のからだは物質的ではなく、永遠な喜びと知識に

あふれています。この理解にもとづいてクリシュナについて語りあえば、献愛者になる助け

になってくれます。そうでなければ、つまりまちがった情報源から知識を得ても、得られる

ものはなにもありません。 

 ですから、クリシュナの永遠で根源の姿に心を向けなくてはなりません。「クリシュナこ

そが至高者である」と確信して崇拝してください。インドには、クリシュナを崇拝するため

の寺院が数えきれないほど建てられており、人々はそこで献愛奉仕に励んでいます。その修

練をするには、クリシュナに敬意を表わさなくてはなりません。神像のまえに深々と頭をさ

げ、心、からだ、活動を、いいえ、すべてをクリシュナのために使うのです。そのような修

練をすれば、逸れることなくクリシュナに完全に心を没頭させることができます。この修練

をとおして、私たちはクリシュナローカに移されます。まちがった解説者に導かれてはなり

ません。クリシュナについて聞き、唱えるという献愛奉仕の９つの方法に励むべきです。純

粋な献愛奉仕は、人間だからこそ達成できる最高境地なのです。 

 『バガヴァッド・ギーター』の第７章と第８章は、推論の知識・神秘的ヨーガ・果報的活

動とは無縁の純粋な献愛奉仕について述べられています。充分に浄化されていない人々は、

非人格のブラフマジョーティや局所的パラマートマーという主の様相に心が惹かれるかも

しれませんが、純粋な献愛者は至高主に直接仕えます。 

 クリシュナを讃える美しい詩があり、そのなかでは、「半神を崇拝する者は理解力にいち

じるしく欠け、クリシュナからの無上の恩恵は得られない」と明記されています。しかし献

愛者は、最初は水準を満たすことができないかもしれませんが、それでもほかの哲学者やヨ

ーギーよりも優れた境地にいます。いつもクリシュナ意識のなかにいる人は、申し分のない、

神聖な人物と考えるべきです。ふとしたはずみで献愛奉仕に反することをしても、その反動

は打ちけされ、やがて完璧な完成の境地に辿りつきます。純粋な献愛者が道から逸れる可能
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性はありません。至高主神がみずから、かれらを導いているからです。知性ある人は、直接

クリシュナ意識を修練すべきであり、そうすれば物質界でも幸せに生きることができます。

そしてやがて、クリシュナから無上の報酬をさずかるのです。 

 

 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９

章、「もっとも秘奥な知識」に関する要旨解説を終了します。 


