
クリシュナ意識の典拠となる経典クリシュナ意識の典拠となる経典クリシュナ意識の典拠となる経典クリシュナ意識の典拠となる経典 
    
 1970 年 1 月 11 日付の『ロサンゼルスタイムズ』紙に、「カリフォルニア州立大学バークレー校の教授

会（哲学及び南アジア言語学教授 J・F・スタール博士を含む）は、実験的に開講される予定だったクリシ

ュナ意識哲学講座（ハレー・クリシュナのバークレー寺院⻑ハンス・カリー⽒担当予定）を履修単位とし

て認めるよう依頼した同⽒の要請を却下した」という記事が掲載されました。理由としてスタール教授は、

「献愛者は哲学的議論をすべきところを唱名に時間を費やしすぎる」と述べています。この記事がハレー・

クリシュナ運動の創始者・精神指導者であるシュリーラ・プラブパーダの目にとまり、師とスタール教授

のあいだで書簡による哲学論議が展開されました。 
    
『ロサンゼルスタイムズ』紙からの抜粋 
    
 カリフォルニア州立大学バークレー校の哲学および近東言語学教授を勤め、インド哲学

の講座を開く J・F・スタール教授は、クリシュナ意識運動はインドの正統的宗教であり、

その従者も真剣であると信じていると語った。同⽒はまた、クリシュナ意識運動が急成⻑

して従者が増加している状況の背景には、現代の若い世代が組織的礼拝を拒絶すると同時

に神秘主義的な信仰を求めている事実があると分析する。 

 しかし、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教から離れた若い世代の信仰者たちは、それ

ら伝統宗教の説く人格神への信仰心を失い、絶対的確信もないまま神秘的宗教を求めてい

るとも指摘している。 

 「クリシュナ運動の従者はヒンドゥ教に改宗した人々だが、興味深いことに、クリシュナ

意識運動は高度に人格主義的である。かれらは人格神クリシュナを崇拝するが、人格神の

崇拝はキリスト教と共通する点である。キリスト教の教義を部分的にヒンドゥ宗派に移植

したものではないだろうか」と同教授は語る。 

 さらに同教授は、ハレー・クリシュナの従者が哲学探究の際に唱名に多大な時間を費い

やす傾向がある点も指摘する。同教授をはじめとする教授会はその傾向を危倶し、バーク

レー寺院の院⻑ハンス・カリー⽒担当予定のクリシュナ意識に関する実験的冬期講座に履

修単位を認める要請を却下した。 

 

『ロサンゼルスタイムズ』紙宛のシュリーラ・プラブパーダの書簡 
    
1970 年１月 14 日 

『ロサンゼルスタイムズ』編集⻑殿 

 貴紙 1970 年１月 11 日（日）掲載の記事「クリシュナの唱名」に関連して、私の方から

１つ指摘させていただきたい点がございます。それは、ヒンドゥ宗教の基幹をなすものが

至高者（ヴィシュヌ）の人格的概念にあるという点です。至高者の非人格的概念は一次的



なものではなく、あくまでも２次的なものであり、至高者の持つ３様相の１つにすぎませ

ん。絶対真理は究極的には最高人格主神であり、パラマートマーの概念は遍在性をしめす

主の局在的様相、そして非人格的概念は、主の偉大さと永遠性をしめす様相です。しかし、

この３様相が総合されて完全なる全体を構成するのです。 

 Ｊ・Ｆ・スタール教授の意見では、クリシュナ意識運動はキリスト教とヒンドゥ教の混

合であり、だれかに作られたかのように表現されていますが、それはまちがっています。

キリスト教、イスラム教、仏教が人格主義を重視することは、ここでは否定いたしません。

しかしクリシュナ宗教は、キリスト教、イスラム教、仏教が世界に存在するはるか以前か

ら人格主義を標榜してきました。ヴェーダの概念では、宗教とは人格神による法律とされ

ています。宗教は人間が作ったものではなく、人間に優る至高者のみが作るものです。宗

教は至高者が制定された律法なのです。 

 私のまえに多くのスワミがアメリカに来ましたが、残念ながら、至高者の人格性に関す

る知識が不充分なまま、非人格的様相を強調する者ばかりでした。『バガヴァッド・ギータ

ー』が、まさに「絶対真理は本来非人格的存在であり、化身の際に肉体をまとう、と考え

るのは愚か者のみである」と語っています。一方、ヴェーダ経典にもとづくクリシュナ哲

学では、本来、絶対真理者は神である、と謳われています。主の完全拡張体は局在的様相

として全生命体の心臓に存在し、そして非人格的ブラフマンの光輝はすべての場所に遍在

する超越的な光です。 

 『バガヴァッド・ギーター』で明らかにされているように、ヴェーダにもとづく絶対真理

探究法の目的は、人格を持つ神を探すことです。絶対真理の他の２様相、すなわちパラマ

ートマーやブラフマンの様相に満足している人々は、貧困な知識の持ち主とされています。

つい最近、『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』というヴェーダ経典を出版しましたが、

同書ではその論点について詳しく説きました。 

 ヒンドゥ教に関しては、インドには無数のクリシュナ寺院があり、クリシュナを崇拝し

ないヒンドゥ教徒は１人もいません。ゆえに、クリシュナ意識運動は人が作った宗教では

ありません。すべての学者、哲学者、宗教家、一般の人々が批判的研究をとおしてクリシ

ュナ意識運動を理解することを、私どもは切に希望しております。真剣な研究のもとでは

クリシュナ意識運動の崇高な意義が理解されるものと確信しております。 

 唱名も典拠に支えられたものです。スタール教授は献愛者がクリシュナの聖なる御名を

つねに唱えていることに遺憾の念を表明されましたが、それは教授が権威あるクリシュナ

意識運動に関して知識に欠けていることの証しです。スタール教授をはじめとするカリフ

ォルニア州立大学バークレー校の学識ある教授諸⽒は、カリー⽒の要請を却下せず、そし

て神を忘れた現代社会に必要なこの権威ある運動の真理について忍耐強く耳を傾けるべき

でありましょう（注・講義の履修単位はその後認定された）。混乱する若い世代を救えるの

はクリシュナ意識運動しかありません。私は、アメリカ合衆国の責任ある監督者すべてを



招き、超越的なクリシュナ意識運動を理解していただくとともに、万⺠の恩恵のためにク

リシュナ意識運動が広められるような寛大な便宜を提供してくださるよう要請いたします。 

A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ 

ハレー・クリシュナ運動の精神指導者 

 

シュリーラ・プラブパーダとスタール教授の往復書簡 

 

1970 年１月 23 日 

スワミ・A・C・バクティヴェーダンタ様 

 親愛なるスワミジ 

 『ロサンゼルスタイムズ』宛に出され、また『デイリー・カリフォルニア』に掲載された

貴殿の手紙をありがたく頂戴いたしました。報道機関のインタビューや書簡をとおして宗

教や哲学の問題を議論しても得るものはほとんどないことは貴殿もご理解していただける

ことと存じます。しかし、私の意見を２つほどかんたんに述べさせてください。 

 第一に、クリシュナへの献身は歴史が古いことも（ヴェーダほど古くないことは確かで

しょうが）、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教に影響を受けていないことも存じておりま

す（このことに関して私は仏教の名前は挙げておりません）。人格主義・非人格主義の相違

は漠然としたものです。しかし議論を簡略化するためにその違いを受けいれて話を進めま

す。人格主義を強調する⻄洋⽂化のなかで育った人々が、同じように人格主義を強調する

インドの⽂化を受けいれていることに私は驚かされましたが、⻄洋の一神教に不満を感じ

た人々が、非人格的絶対真理を強調するインド哲学を受けいれていることはさほど驚くべ

きことではありません。 

 第２に、私自身は、クリシュナの唱名に対する嫌悪を言ったことも感じたこともござい

ません。唱名に対して不快感を覚えたことがないばかりか（なかには感じる人もいますが）、

むしろ個人的には好感を持っております。しかし、『バガヴァッド・ギーター』（ヴェーダ

経典は言うまでもなく）を理解するために絶えず唱名する必要がないことは明白な事実で

す。『バガヴァッド・ギーター』の主題は、唱名とはかなり違ったものであり、その主題は

インド哲学講座の中でもある程度議論しております。 

 

Ｊ・Ｆ・スタール 

哲学および南インド言語学教授 

 

1970 年１月 30 日 

Ｊ・Ｆ・スタール様 

哲学および南インド言語学教授 



カリフォルニア州立大学バークレー校 

 

親愛なるスタール教授 

1970 年１月 23 日付のお手紙を拝読いたしました。貴殿は、最後の段落に、「唱名に対し

て不快感を覚えたことがないばかりか（なかには感じる人もいますが）、むしろ個人的には

好感を持っております」と書かれました。この言葉に私はたいへん満足し、私たちの機関

誌『バック・トゥ・ゴッドヘッド』の第 28 号を同封いたしました。同誌には、オハイオ大

学におけるプログラムの記事が掲載されております。学生たちは唱名がまったくの初体験

だったのですが、ハレー・クリシュナ・マントラを好意的に受けいれてくれました。この

唱名は心に喜びを与えるものであり、精神的意識すなわちクリシュナ意識を一般の人々の

心に注ぐ最善の方法です。 

 唱名は精神的悟りを得るもっともかんたんな方法であり、ヴェーダでも勧められていま

す。『ブリハン・ナーラディーヤ・プラーナ』には、「主ハリ（クリシュナ）の聖なる御名

を唱えることが物質存在の諸問題から解放を達成するための唯一の方法であると同時に、

現代のカリ時代には、ほかに道はない、ほかに道はない、ほかに道はない」と強調されて

います。 

 ⻄洋⽂化は一神教にもとづくものですが、現代⻄洋人は推論にもとづくインドの非人格

的理論にまちがって導かれています。⻄洋の若い世代の失意は、一神教に関する正しい教

育が施されていないことによるものです。そのような教育制度に⻘年たちは不満を感じて

います。クリシュナ意識運動は⻘年たちにとってまたとない恩恵です。なぜなら、クリシ

ュナ意識運動に参加すれば、権威あるヴェーダの教育制度に従って⻄洋の一神教を正しく

理解できるような教育が受けられるからです。クリシュナ意識運動では、単なる理論的議

論に留まるのではなく、ヴェーダが定める規則に従って学ぶのです。 

 しかし、貴殿が手紙の最後に「『バガヴァッド・ギーター』（ヴェーダ経典は言うまでも

なく）を理解するために絶えず唱名する必要がないことは明白な事実です」と書かれたこ

とに、少なからず驚いています。『バガヴァッド・ギーター』には、次の節をはじめ、唱名

に関する節が多数あることを見逃しておられるようです。 
 

サタタンム キールタヤントー マーンム 
satataà kértayanto mäà 

 
ヤタンタシュ チャ ドゥリダハ・ヴリターハ 
yatantaç ca dåòha-vratäù 

 
ナマッシャンタシュ チャ マーンム バハクテャー 
namasyantaç ca mäà bhaktyä 

 
ニッテャ・ユクター ウパーサテー 
nitya-yuktä upäsate 



 
 「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」 

（『バガヴァッド・ギーター』第９章・第 14 節） 

 幻想に惑わされず神を完璧に悟っている偉大な魂がなにをしているかが、この節で述べ

られています。Satataà kértayanto mäà（サタタンム キールタヤントー マーンム）――。「かれら

はいつも（サタタン）わたしの栄光を唱え（キールタヤンタハ）、そして nitya-yuktä upäsate

（ニッテャ・ユクター ウパーサテー）――いつも私（クリシュナ）を崇拝している」 

 ですから、貴殿が「明白な事実」と言われる根拠が私にはわかりません。 

 お望みなら、ヴェーダからの引用句をいくらでもしめすことができます。ヴェーダには、

超越マントラであるオームカーラもクリシュナでもあると述べられています。プラナヴ

ァ・オームカーラはヴェーダの神聖な真髄です。ヴェーダに従うということはヴェーダの

マントラを唱えるということであり、オームカーラを唱えなければどんなヴェーダのマン

トラを唱えても完璧に唱えたことにはなりません。『マーンドゥーキャ・ウパニシャッド』

には、オームカーラは至高主を表わすもっとも吉兆な音である、と述べられています。『ア

タルヴァ・ヴェーダ』でも同じように確証されています。オームカーラは至高主の音の現

われであり、だからヴェーダの主要な言葉です。これに関連して、至高主クリシュナが言

います、praëavaù sarva-vedeñu（プラナヴァハ サルヴァ・ヴェーデーシュ）「わたしはすべてのヴ

ェーダ・マントラの中の音節オームである」（『バガヴァッド・ギーター』第７章・第８節）

と。 

 さらに『バガヴァッド・ギーター』の第 15 章・第 15 節でクリシュナは言います。「わた

しは全生命体の心臓のなかに住み、記憶と知識と忘却を与える。全ヴェーダはわたしを知

るためにあり、わたしが全ヴェーダを知り、わたしがヴェーダーンタの編纂者である」。至

高主が全生命体の心臓に住んでいることは『ムンダカ・ウパニシャッド』と『シュヴェー

ターシュヴァタラ・ウパニシャッド』にも述べられています。Dvä suparëä sayujä sakhäyä

（ドゥヴァー スパルナー サユジャー サカハーヤ）。至高主と個々の魂は、親しい２羽の鳥のように

１本の木にとまっています。いっぽうの鳥は木の実、つまり物質的活動の反動を食べ、も

ういっぽうの鳥・超霊魂はそれを見つめています。 

 ですから、ヴェーダーンタ研究の目的は至高主クリシュナを知ることにあります。その

点が『バガヴァッド・ギーター』の第８章・第 22 節で強調され、神秘的ヨーガの方法を実

践し、究極的に神聖な音節オームを唱えることで修行者は主の最高の精神的惑星に入る、

と述べられています。『ヴェーダーンタ・スートラ』はもちろん貴殿も読まれたことでしょ

うが、第４章のアディカラナ第４節のスートラ第 22 節では、anävåttiù çabdät（アナーヴリッ

ティヒ シャブダートゥ）「音によって解放される」と明言されています。献愛奉仕をし、神を正

しく理解することで、私たちは主の住居に帰っていくことができ、この物質的状態にふた



たび戻る必要がなくなります。どうすればそれが可能なのでしょうか？ 主の名前をつね

に唱えることがその答です。 

 アルジュナはヨーゲーシュヴァラ（神秘的知識の支配者・クリシュナの別名）から精神

科学の結論を完璧に学んだ模範的な弟子であり、唱名の力を認めて、sthäne håñékeça（スタ

ハーネー フリシーケーシャ）、「あなたのなまえを聞いて全世界が歓喜し、だれもがあなたに心を

奪われています」（『バガヴァッド・ギーター』第 11 章・第 36 節）という言葉をささげま

した。唱名が至上絶対真理・神と接触する直接の方法であることがここで権威づけられて

います。クリシュナの聖なる御名をただ唱えるだけで、魂は至高者クリシュナに惹かれ、

魂のふるさと至高者のもとに帰っていくことができます。 

 『ナーラダ・パンチャラートラ』は、ヴェーダのすべての儀式、マントラ、理解は、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 ハレーという８つの言葉に要約されている、

と述べています。また同じように『カリ・サンタラナ・ウパニシャッド』も、16 の言葉、

すなわちハレー 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、物質的なカリ時

代の堕落と汚れの反動を消すためにある、と述べています。 

 これまで挙げた論点はすべて、自著『主チャイタンニャの教え』に詳説されています。 

 ですから唱名の方法は、人生を完璧にする実践的方法であることはもちろん、もっとも

偉大なヴェーダ学者・献愛者であった主チャイタンニャ（クリシュナ意識運動ではクリシ

ュナの化身と受けいれられています）が提唱された権威あるヴェーダ原則です。クリシュ

ナ意識運動の献愛者は主がしめした権威ある足跡にひたすら従っています。 

 クリシュナ意識運動は万⺠のためにあります。生命体本来の精神状態とは、永遠性・至

福・知識に満ちて生きることです。その本来の状態に達する方法は、抽象的で無味乾燥な

理論ではありません。ヴェーダが述べる精神生活は、単に理論的なものでも、無味乾燥な

ものでも、また非人格的なものでもありません。ヴェーダは、神への純粋な愛情を教える

ことだけを目的としており、至高者と個々の魂との調和を実現する方法こそがクリシュナ

意識、すわなち主の聖なる御名を唱えることです。 

 精神的自己の悟りの目的はただ１つ、神への愛を取りもどすことです。そしてヴェーダ

は超越的理解を提供する唯一の情報源です。ヴェーダの正しい継承から逸脱した不完全な

見解に従えば、『バガヴァッド・ギーター』の真義が漠然としたものになってしまいます。

このように、現代ではヴェーダの結論が曖昧模糊としたものになっていますが、あたかも

一致しないように見えるそれらの結論を調和させるのが、ヴェーダの神髄であるクリシュ

ナ意識（至高者への愛）なのです。 

 

敬具 



A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ 

 

1970 年２月８日 

スワミ・A・C・バクティヴェーダンタ様 

親愛なるスワミジ 

１月 30 日付の興味深くご丁寧な手紙、また『バック・トゥ・ゴッドヘッド』の最新号、

確かに受け取りました。スワミジのご厚情に感謝いたします。これまで貴協会の会員の方

たちと話しあう機会はございましたが、私の見解からすれば、すべてに満足のいくもので

はありませんでした。しかし、今回、貴殿からさらに確かな情報を頂戴したことで、私た

ちの話しあいもより高いレベルに進むことでしょう。 

 残念ながら、貴殿が引用された経典のすべてがクリシュナの唱名だけを規定している、

という説明を納得するまでには至っていません。もっとも重要と思われるものだけに限っ

て、私も節を引用したいと存じます。 

 『バガヴァッド・ギーター』（第９章・第 14 節）にある kértayantah（キールタヤンタハ）は、

クリシュナの唱名を指しているとはかぎりません。この言葉はふつう称えること、唱える

こと、吟唱すること、語ることを指し、また歌や聖歌、説明、会話を意味することもあり

ます。『バガヴァッド・ギーター』の解説者たちはそう解釈しています。シャンカラは自分

の解説書でその言葉を単に繰りかえしているにすぎませんが、アーナンダギリは、ヴャー

キャーの解説でキールタナを vedänta-çravaëaà praëava-japaç ca（ヴェーダーンタ・シュラヴァ

ナンム プラナヴァ・ジャパシュ チャ）「ヴェーダーンタを聞き、オームを唱えること」と説明して

います（ヴェーダ・マントラのオームがクリシュナであることは『バガヴァッド・ギータ

ー』でも言われていますし、またクリシュナは同時に他のさまざまな物事であると述べら

れいます。また『バガヴァッド・ギーター』はスムリティであり、シュルティではありま

せん。したがってヴェーダではありません）。また解説者ハヌマーンも、自著『パイシャー

チャ・バーシャ』で、「キールタヤンタハ」は単に bhäñamänaù（バハーシャマーナハ）「（につい

て）語ること」と説明しています。 

 私の考えでは、この語の正確な意味よりも節全体の意味のほうが重要です。その節は、「す

べての者がキールタナを行なう」という内容ではなく、「偉大な魂のなかにはキールタナを

する者もいる」と語っているのです。それは次の節の内容を検討すれば明らかです。つま

り、anye（アニェー）「他の者たち」は、ギャーナのなかで yajïena... yajanto mäm（ヤギェー

ナ…ヤジャントー マーンム）を行なうと語っています。つまり、他の者たちは、知識崇拝によっ

て私（クリシュナ）を崇拝するのです。『バガヴァッド・ギーター』はじつに寛容で、１つ

の点 sarva-phala-tyäga（サルヴァ・パハラ・テャーガ）を強調してはいますが、さまざまな宗教的

アプローチをすべて容認しています。 

 そして最後に、『ヴェーダーンタ・スートラ』の最後には anävåttiù çabdät（アナーヴリッテ



ィヒ シャブダートゥ）と言われています。シャブダはヴェーダの啓示あるいは経典を指してい

ます。それは⽂脈と解説者の意見からみても明確なことです。シャンカラは数多くの原⽂

（ity ädi-çabdebhyaù（イティ アーディ・シャブデービャハ）「これらのシャブダによれば」で終わ

る原⽂）を引用し、「経典によれば、戻ることはない」という記述を支持しています。また

その最終スートラにあるシャブダを manträrtha-vädädi（マントラールタハ・ヴァーダーディ）「マ

ントラ、説明など」を指すものだと述べています。ヴァーチャスパティ・ミシュラは『パ

ーマティ』でその意見を支持し、それに反する意見を çruti-småti-virodhaù（シュルティ・スム

リティ・ヴィローダハハ）「スムリティとシュルティに矛盾する」と明らかにしています。 

私の意見に関心をいただき、改めてお礼申しあげます。 

 

敬具 

J・F・スタール 

 

1970 年２月 15 日 

J・F・スタール様 

哲学および南インド言語学教授 

 

親愛なるスタール様 

1970 年２月８日（日）付の手紙、ありがたく受け取りました。ふたたび意見を述べる機

会に恵まれたことをうれしく思います。 

 すべての経典がクリシュナの唱名を規定している点を貴殿に確信していただくために、

主チャイタンニャの権威ある言葉を引用いたします。主チャイタンニャは kértanéyaù sadä 

hariù（キールタニーヤハ・サダー・ハリヒ）「つねに主ハリすなわちクリシュナを称えよ」（『シクシ

ャーシュタカ』第３節）と勧めています。同じように、マドヴァーチャーリャは、vede 

rämäyaëe caiva hariù sarvatra géyate（ヴェーデー ラーマーヤネー チャイヴァ ハリヒ サルヴァトゥ

ラ ギーヤテー）「ハリの御名は、ヴェーダや『ラーマーヤナ』の随所で歌われている」と述べ、

さらに『バガヴァッド・ギーター』（第 15 章・第 15 節）で主クリシュナが vedaiç ca sarvair 

aham eva vedyaù（ヴェーダイシュ チャ サルヴァイル アハンム エーヴァ ヴェーデャハ）（全ヴェーダ

はわたしを知るためにある）と言っています。 

 このように、経典はどれも至高者に焦点を絞っていることがわかります。『リグ・ヴェー

ダ』の第１編・第 22 章・第 20 節のマントラは oà tad viñëoù paramaà padaà sadä 

paçyanti sürayaù（オーム タドゥ ヴィシュノーホ パラマンム パダンム サダー・パッシャンティ・スーラヤハ）

「デーヴァはつねにヴィシュヌの至高の住居を見つめている」です。ですから、ヴェーダ

そのものが主ヴィシュヌを理解するためにあり、すべての経典が直接あるいは間接に至高

主ヴィシュヌの栄光を唱えています。 



 『バガヴァッド・ギーター』の第９章・第 14 節に関しましては、確かに貴殿がおっしゃ

るとおり、kértayantah（キールタヤンタハ）は、称える、唱える、朗唱する、語るという意味で

す。しかし、その対象はなんでしょうか？ もちろんクリシュナです。なぜなら mäm（マー

ンム）（わたしを）という語が使われているからです。シュカデーヴァ・ゴースヴァーミーは

『シュリーマド・バーガヴァタム』でクリシュナを称えています。それと同じようにクリ

シュナを称えている人たちに対して、私たちは異論を唱えるわけではありません。クリシ

ュナを称えるのもキールタナです。全ヴェーダの中で最高の⽂典である『シュリーマド・

バーガヴァタム』では、至高主クリシュナが称えられています。これは次の節からよく理

解できます。 
 

ニガマ・カルパ・タロール ガリタンム パハランム 
nigama-kalpa-taror galitaà phalaà 

 
シュカ・ムカハードゥ アムリタ・ドゥラヴァ・サンムユタンム 
çuka-mukhäd amåta-drava-saàyutam 

 
ピバタ バハーガヴァタンム ラサンム アーラヤンム 
pibata bhägavataà rasam älayaà 

 
ムフル アホー ラシカー ブフヴィ バハーヴカーハ 
muhur aho rasikä bhuvi bhävukäù 

 
 「熟達し、思慮深き方たちよ。ヴェーダ経典という望みの木の熟した果実である『シュリ

ーマド・バーガヴァタム』を味わっていただきたい。この⽂献はシュリー・シュカデーヴ

ァ・ゴースヴァーミーの唇からほとばしりでた。ゆえにこの果実の甘露は、解脱した魂を

含むすべての人々にとってすでに味わい深いものなのに、その甘さをさらに増したのであ

る。」（『シュリーマド・バーガヴァタム』第１編・第１章・第３節） 

 マハーラージ・パリークシットはただ聞くだけで解放を達成し、シュカデーヴァ・ゴー

スヴァーミーはただ唱えただけで解放を達成した、と言われています。神への愛を得るに

は９つの方法があり、その最初に挙げられているのが聞くことです。この聞く、という方

法がシュルティです。次の方法が唱えることです。唱える方法をスムリティといいます。

私たちはシュルティとスムリティを同時に受けいれています。シュルティは⺟親、スムリ

ティは姉とされていますが、それは、子どもは⺟親から話を聞き、そしてふたたび姉から

説明を聞いて物事を学ぶからです。 

 シュルティとスムリティは２つの並行した線です。だからシュリーラ・ルーパ・ゴース

ヴァーミーが言います。 
 

シュルティ・スムリティ・プラーナーディ 
çruti-småti-puräëädi- 

 
パンチャラートゥラ・ヴィディンム ヴィナー 



païcarätra-vidhià vinä 
 

アイカーンティキー ハレール バハクティル 
aikäntiké harer bhaktir 

 
ウトゥパーターヤイヴァ カルパテー 
utpätäyaiva kalpate 

 
        （『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』第１編・第２章・第 101 節） 

 すなわちシュルティ、スムリティ、プラーナ、パンチャラートラを根拠としなければ、

純粋無垢な献愛奉仕はぜったいに得られない、ということです。ですからシャーストラ（ヴ

ェーダ経典）を根拠とせずに献愛奉仕の法悦境を見せようとする者は、ただ献愛者を妨害

しているだけです。またシェルティに従っているだけでは、veda-väda-ratäù（ヴェーダ・ヴァ

ーダ・ラターハ）（『バガヴァッド・ギーター』第２章・第 42 節）「ただ経典の言葉を口にする

だけで、理解も実践もしていないこと」になります。そういう人々は、『バガヴァッド・ギ

ーター』の真義を正しくは理解していません。 

 ですから『バガヴァッド・ギーター』はスムリティではありますが、すべてのヴェーダ

経典の真髄、すなわち sarvopaniñado gävaù（サルヴォーパニシャドー・ガーヴァハ）（シャンカラー

チャーリャの瞑想録・第４節参照）と言われています。『バガヴァッド・ギーター』はいわ

ば牛で、その牛乳がすべてのヴェーダとウパニシャッドの核心です。シャンカラーチャー

リャをはじめとするすべてのアーチャーリャが『バガヴァッド・ギーター』をそのように

受けいれています。したがって貴殿も『バガヴァッド・ギーター』がスムリティだからと

いってその権威を否定することはできません。それこそ貴殿が言われた çruti -småti- 

virodhaù（シュルティ・スムリティ・ヴィローダハハ）「スムリティとシュルティに矛盾する」の結論

になってしまいます。 

 キールタナとは vedänta-çravaëaà praëava japaç ca（ヴェーダーンタ・シュラヴァナンム・プラナ

ヴァ・ジャパシュ・チャ）「ヴェーダーンタを聞き、オームを小声で唱えること」であるというア

ーナンダ・ギリの引用句に関連して意見を述べますと、ヴェーダーンタを知る者は主クリ

シュナであり、またクリシュナはヴェーダーンタの編纂者です。主は veda-vit（ヴェーダ・ヴ

ィトゥ）と vedänta-kåt（ヴェーダーンタ・クリトゥ）です。ならば、クリシュナから聞くことがもっ

とも優れたヴェーダーンタ・シュラヴァナです。yajïena... yajanto mäm 

 貴殿は jïena-yajïena... yajanto mäm（ギャーナ・ヤギェーナ……ヤジャントー・マーンム）を引用さ

れましたが、それは「崇拝の対象はクリシュナである」という意味です。それは「マーンム」

（わたしに）という語がしめすとおりです。その崇拝方法は『イーショーパニシャッド』

のマントラ 11 で説明されています。 
 

ヴィデャーンム チャーヴィデャーンム チャ ヤス 
vidyäà cävidyäà ca yas 



 
タドゥ ヴェードーバハヤンム サハ 
tad vedobhayaà saha 

 
アヴィデャヤー ムリテュンム ティールトゥヴァー 
avidyayä måtyuà tértvä 

 
ヴィデャヤームリタンム アシュヌテー 
vidyayämåtam açnute 

 
 「無知と超越的知識――この２つの過程を並行して学べる者のみが、生死の繰りかえしの

影響からまぬがれ、不死の至福を満喫する」 

 ヴィデャー・vidyä「超越的知識」を高めることがなによりも大切ですが、それができな

い人はアヴィデャー「無知」によって物質的段階で束縛された状態に置かれます。物質存

在とは感覚満足の⽂化を追い求めることであり、感覚満足の知識「アヴィデャー」は生と

死の繰りかえしの原因になります。そのような知識しかない人々は、自然の法則からはな

にも学べず、幻想の美しさにとりこになって同じことをなんども繰りかえすのです。それ

に対しヴィッデャー（真知）とは、無知の活動の正体を把握し、同時に超越的科学を学び

ながら解放の道をつき進むことです。 

 さらに解放とは、不滅の命という祝福を楽しむことです。不滅の命は、神の永遠なる王

国・神の世界でこそ楽しむことができ（sambhüty-amåtam açnute・サンブフーティ・アムリタン

ム アシュヌテー）、それは万物の根本原因（sambhavät・サンバハヴァートゥ）なる方・至高主を崇

拝する結果として得られます。このように、ほんとうの知識（ヴィデャー）は神クリシュ

ナを崇拝するという意味になります。それが jïena-yajïena... yajanto mäm「知識の崇拝」

です。 

 この jïena-yajïena... yajanto mäm が知識の完成であり、『バガヴァッド・ギーター』（第

７章・第 19 節）も同じ見解をしめしています。 
 

バフーナーンム ジャンマナーンム アンテー 

bahünäà janmanäm ante 
 

ギャーナヴァーン マーンム プラパデャテー 
jïänavän mäà prapadyate 

 
ヴァースデーヴァハ サルヴァンム イティ 
väsudevaù sarvam iti 

 
サ マハートマ ス・ドゥルラバハハ 
sa mahätmä su-durlabhaù 

 
 「誕生と死をなんどもくり返したあと、真の知識に立脚した者はわたしに身をゆだねる。

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

ているからである。そのような偉大な魂はきわめて希にしか見られない」 



 その結論に達せず、クリシュナ抜きで無味乾燥な推論にふけっている人は、どれほど推

論しても、それは中身のないもみがらを叩いているようなものです。脱穀していない米と

中身を出したもみがらは同じように見えます。米を取り出す方法を知っている人は博識で

すが、空のもみがらを叩いて米を出そうといる人は無駄な努力をしているだけです。同じ

ように、ヴェーダの目的であるクリシュナを無視してヴェーダを研究している人は、ただ

貴重な時間を無駄にしているだけなのです。 

 幾度も生と死を繰りかえしたあとに真の知者となったとき、クリシュナが崇拝できるよ

うになります。知性を得た人はクリシュナに服従し、主こそがいっさいの根本原因であり、

主こそがすべてであるという悟りに達して、主の正体を知ります。そのような偉大な魂は

めったにいません。だから、クリシュナに徹頭徹尾仕えている人々はそのまれな sudurlabha 

mahätmä（スドゥルラバ マハートゥマー）です。ふつうのマハートマーではありません。 

 主チャイタンニャの恩寵により、その最高・完璧の境地がだれかれのわけへだてなく与

えられました。そしてすばらしい結果も出ています。でなければ、ヴェーダ⽂化のことを

知らなかった⻘年たちがなぜ、あっというまにハレー・クリシュナという超越的な言葉を

唱えただけでまれなマハートマの境地に入れたのでしょうか？ またとても真剣なかれら

は唱名を基盤にしながら献愛奉仕を堅じつに実践し、罪深い物質的生活の４原則――(1)肉

食、(2)不義の性的関係、(3)コーヒー、茶、タバコなどの陶酔物、(4)賭博――を厳格に避け

ています。そしてそれが『ヴェーダーンタ・スートラ』の最終スートラ、anävåttiù çabdät

（アナーヴリッティヒ シャブダートゥ）「音による解放」の意味です。 

 結果を見て学ぶこともできます（phalena paricéyate・パハレーナ・パリチーヤテー）。私は弟子

たちにそのように暮らすようしめし、またかれらもそれをしっかり守っています。上にあ

げたアヴィデャー（感覚満足）のない純粋な精神的生活を実践していることが、ヴェーダ

を正しく理解していることの証拠です。かれらは物質的な状態には戻ってきません。神へ

の愛情を味わっているからです。 

 Sarva-phala-tyäga（サルヴァ・パハラ・テャーガ）「活動結果の完全放棄」については、主自身

が『バガヴァッド・ギーター』で sarva-dharmän parityajya mäm ekaà çaraëaà vraja（サ

ルヴァ・ダハルマーン パリッテャジャ マーンム エーカンム・シャラナンム・ヴラジャ）「すべてを捨て、ただ

わたし――クリシュナ――に服従しなさい」と言って説明しています。ハレー・クリシュ

ナ・マントラは「おおクリシュナの至高なるエネルギーよ、おおクリシュナよ。永遠に仕

えさせてください」という意味です。だからこそ私たちはすべてを捨てて主に奉仕をして

いるのです。クリシュナが私たちに命令していることが、私たちの唯一の仕事です。私た

ち献愛者は、結果を伴うカルマ、ギャーナ、ヨーガの行動を捨てました。そしてそれが、

純粋な献愛奉仕の境地 bhaktir uttamä（バクティル ウッタマー）です。 

 

敬具 



A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ 

 

1970 年２月 25 日 

スワミ・A・C・バクティヴェーダンタ様 

クリシュナ意識国際協会創設者 

 

親愛なるスワミジ 

 ２月 15 日付の興味深いお手紙、ありがたく受け取りました。 

 貴殿の、クリシュナの唱名だけが必要である、という意見に対し、他にも必要なことが

あることを、私のほうからも節を引用したいと思います。Yadi çloko 'pi pramäëam, ayam 

api çlokaù pramäëaà bhavitum arhati（ヤディ シュローコー ピ プラマーナンム アヤンム アピ シュ

ローカハ プラマーナンム バハヴィトゥンム アルハティ）「ただ節だけが権威をもつのなら、この節も

また権威があるはずだ」とパタンジャリも語っています。パタンジャリはまた mahän hi 

çabdasya prayoga-viñayaù（マハーン ヒ シャブダッシャ プラヨーガ・ヴィシャヤハ）とも言っていま

す。つまり、言語の領域ははてしなく広いのです。いま私たちが展開している論議に終わ

りはないでしょう。 

 

敬具 

 

J・F・スタール 

 

カリフォルニア州ロサンゼルス 90034 

ワツェカ通り 3764 

 

1970 年４月 24 日 
 
親愛なるスタール様 

 ２月 25 日付の手紙、受け取りました。上記の住所の不動産購入のことで多忙な日がつづ

いていたことで返事が遅れました。おわびいたします。おかげさまで、すばらしい場所に

移転できました。寺院、講堂、私の部屋、そして献愛者たちの宿舎などがすべてそろった

近代的で快適な場所です。 

 お時間がありましたらぜひお訪ねください。おいでになる前日にでも連絡していただけ

れば、弟子が丁重におもてなしいたします。 

 これまで手紙のやり取りをつづけてきましたが、互いに引用を繰りかえしても問題の解

決にはならないのでは思います。法廷では、学識ある法律家たちが互いに法律書を引用し



ながら論争しますが、それがそのまま訴訟の最終決定になるわけではありません。最終決

定は裁判⻑が下します。私たちの場合も同じで、論争を繰りかえしても結論は引きだせま

せん。 

 さまざまな哲学者がさまざまな意見を述べながら経典を引用しても、矛盾する場合があ

ります。独自の意見をしめさなければ、有名な哲学者にはなれないからです。今回、正し

い結論に到達するのは難しいようです。いま申したように結論は裁判⻑の判断という権威

で決まります。私たちはクリシュナ自身である主チャイタンニャ・マハープラブの権威に

従っています。主チャイタンニャはヴェーダ経典にそって「現代では主クリシュナの唱名

が人生のすべての問題を解決するただ１つの結論である」と言われました。これはじっさ

いに体験されています。 

 先日、主チャイタンニャの降誕日にバークレーで弟子たちの盛大なパレードがあり、観

衆たちは「この人たちは、集まれば窓を壊して町を混乱させる群衆ではない」と言いまし

た。パレードを警備していた警察官も「クリシュナ意識運動の人たちは、穏やかな態度を

保ち警察に協力的でした。パレードを平穏に進めようとするかれらの努力で、警官動員数

も最小限で済みました」と証言しています。 

 デトロイトでも盛大な平和行進があり、クリシュナの献愛者たちは、群衆たちに「天使」

と呼ばれていたそうです。このように、クリシュナ意識運動は、人間社会のすべての問題

の万能薬としていまなくてはならない存在です。 

 他の引用句は今回の論議にふさわしくないようです。薬局にはいろいろな薬品が置いて

あり、どれも正しい薬かもしれません。しかし大切なことは、経験豊かな医者が患者の症

状にふさわしい薬を処方することです。「好きな薬を服用しなさい」とは言えません。じっ

さいにその人に効く薬が、一番その人にふさわしい薬であり、それが phalena paricéyate・

パハレーナ・パリチーヤテー）の意味です。 

 

敬具 

 

A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ 

 

シュリーラ・プラブパーダによる結びの言葉 
 
 裁判では、弁護士同士が正しい結論を出すために権威ある法律書から適切な条⽂を引用

しますが、原告・被告のどちらに有利な判決が下されるかは裁判官が判断します。弁護士

が意見を闘わせても、両方とも法律にのっとったもので、また正しいはずです。しかし結

局、どちらが状況にふさわしい論点を挙げたかで決まります。 

 主チャイタンニャは「主の聖なる御名を唱えることが超越的境地に達する唯一の方法で



ある」とするシャーストラの権威に従って判断を下しています。また私たちもその効能を

知っています。その方法に真剣に従う一人ひとりを見れば、公平な裁判官なら、他のどの

哲学者、宗教家、ヨーギー、カルミーたちより深い超越的悟りをもっていることがすぐに

わかるはずです。 

 ある状況に効果的ならば、なんであっても受けいれるべきです。ある特定の状況で他の

方法を否定しても、その否定された方法が正しくないわけではありません。しかし、時代、

時、対象などを考慮したうえで、たとえ正しい方法でも退けなくてはならない場合もあり

ます。すべては現実に即した結果で判断しなくてはなりません。そう判断すれば、この時

代にはハレー・クリシュナ・マハー・マントラを絶えず唱えることが、まちがいなく効果

的な方法なのです。 

  A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ 


