
第４章第４章第４章第４章    クリシュナとキリストクリシュナとキリストクリシュナとキリストクリシュナとキリスト    
 

クリシュナ、クリストス、キリスト 
 
 1974 年、⻄ドイツのフランクフルト・アム・マインにあるクリシュナ意識国際協会の近くで、シュリー

ラ・プラブパーダと数人の弟子たちは、ニーダーラルライヒ修道院のベネディクト会士エマニュエル・ユ

ングクラウセン神父と朝の散歩をしました。シュリーラ・プラブパーダがキリスト教のロザリオに似た瞑

想用の数珠をもっているのを見たエマニュエル神父は、「主イエス・キリストよ、われらに情け深くあって

ください」と私もいつも祈っているのです、と説明した。以下が、そのとき交わされた会話です。 
 
シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ キリストはどういう意味ですか？ 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 キリストはギリシャ語のクリストスから派生した言葉で、「香油を塗ら

れた者」という意味です。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ クリストスは「クリシュナ」のギリシャ語訳です。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 それは興味深いですね。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ インド人はクリシュナをよく「クリシュタ」と言います。ク

リシュタはサンスクリット語で「魅力」という意味です。ですから、私たちが至高主のこ

とを「キリスト」「クリシュタ」「クリシュナ」と言えば、それはすべてを魅了する神のこ

とを指しています。主イエスが「天にましますわれらが父よ。願わくばあなたの御名のあ

がめられんことを」と言ったとき、その至高者の名前は「クリシュタ」「クリシュナ」だっ

たということです。どうでしょう、この意見に同意されますか？ 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 イエスは、神の子として、私たちに神のほんとうの名前を教えてくだ

さったのだと思います。それがキリストです。神を「父」と呼ぶことはできますが、ほん

とうの名前で呼ぶなら「キリスト」でなくてはなりません。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ そうですね。「キリスト」はクリシュタの別のいい方であり、

「クリシュタ」はクリシュナと同じ意味ですが、発音が違うだけです。イエスは、神の名

前を称えよ、と教えられましたが、きのうある神学者の話で「神には名前がない。つまり、

主は『父』という名前だけで呼ぶべきだ」といっているのを聞きました。子どもは父親を

「お父さん」と呼びますが、その父親にも特定の名前があります。同じように、「神」は神

を指す一般的な名前であり、その名前がクリシュナです。だから「キリスト」「クリシュタ」

「クリシュナ」と呼んだとしても、結局、同じ神を呼んでいることになります。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 そうですね。神のほんとうの名前を呼ぶとしたら、「クリストス」でな

くてはなりません。私たちの宗教には「父（神）、子（キリスト）、聖霊」という三位一体

説があります。神の名前は神の子の啓示でしか知ることができない、と私たちは信じてい

ます。イエス・キリストは父の名前を教えてくださいました。ですから、私たちはキリス

トを啓示された神の名前として受けいれています。 



シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ じっさいは、クリシュナでもキリストでもたいした問題では

ありません。同じ至高者の名前ですから。大切な点は、いまの時代では主の御名を唱えな

くてはならない、と勧めているヴェーダ経典の教えに従うことです。その一番かんたんな

方法がマハー・マントラ、つまりハレー 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

ーの唱名です。ラーマもクリシュナも至高者の名前で、ハレーは至高者の力です。ですか

ら、このマハー・マントラを唱えるときは、至高者と、その力に向かって呼びかけている

のです。この力には精神的力と物質的力の２種類があります。いま私たちは物質の力に捕

らえられています。ですからクリシュナに「物質的力に仕えている私たちを救い、精神的

力に仕えられるようにしてください」と祈るのです。それが私たちの哲学の言わんとする

ところです。ハレー・クリシュナは「おお至高者の力、至高者（クリシュナ）よ。どうか、

あなたに仕えさせてください」という意味です。奉仕をする心は、私たちがもともとそな

えている性質です。いつのまにか、その心が物質的なことに使われているのですが、精神

的力に向けられれば人生は完成します。バクティ・ヨーガ（至高者への愛情奉仕）を修練

するということは、「ヒンドゥ教」「イスラム教」「キリスト教」など、宗教の名前にとらわ

れずに、ひたすら至高者に仕えるということです。人間は、キリスト教、ヒンドゥ教、イ

スラム教などのさまざまな宗教を作りましたが、そんな名前に囚われないで、自分がヒン

ドゥ教徒だ、キリスト教徒だ、イスラム教徒だと思わなくなったとき、純粋な宗教すなわ

ちバクティについて語れるようになります。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 ムクティですか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ いいえ。バクティです。バクティには、ムクティ（物質的な

苦しみからの解放）も含まれています。バクティなしではムクティもありません。しかし

バクティをすれば、ムクティも含まれています。このことは『バガヴァッド・ギーター』（第

14 章・第 26 節）でわかります。 
 

マーンム チャ ヨー ヴャビヒチャーレーナ 
mäà ca yo 'vyabhicäreëa 

 
バハクティ・ヨーゲーナ セーヴァテー 
bhakti-yogena sevate 

 
サ グナーン サマティーテャイターン 
sa guëän samatétyaitän 

 
ブラフマ・ブフーヤーヤ カルパテー 
brahma-bhüyäya kalpate 

 
 「献愛奉仕に没頭し、どのような状況にあっても着実な者は、すぐに物質自然界の様式を

超越し、ブラフマンの境地に到達する」 



エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 ブラフマンはクリシュナのことですか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ クリシュナはパラブラフマンです。ブラフマンは３つの段階

で悟ることができます。非人格的ブラフマン、局所的なパラマートマー、人格的ブラフマ

ンです。クリシュナは人格的存在であり、最高のブラフマンです。絶対真理は究極的には

人格的存在だからです。『シュリーマド・バーガヴァタム』（第１編・第２章・第 11 節）が

それを確証しています。 
 

ヴァダンティ タトゥ タットゥヴァ・ヴィダス 

vadanti tat tattva-vidas 
 

タットゥヴァンム ヤジ ギャーナンム アドゥヴァヤンム 

tattvaà yaj jïänam advayam 
 

ブラフメーティ パラマートゥメーティ 

brahmeti paramätmeti 
 

バハガヴァーン イティ シャブデャテー 

bhagavän iti çabdyate 
 
 「絶対真理者を知る博学な超越主義者たちは、二元性のないこの本源をブラフマン

（Brahman）、パラマートマー（Paramätmä）、バガヴァーン（Bhagavän）と呼ぶ」 

 最高人格主神の様相が主の究極的な悟りです。主は６つの富を完璧にそなえています。

主はだれよりも強く、だれよりも裕福で、もっとも美しく、もっとも有名で、もっとも賢

く、そしてもっとも放棄心のある方です。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 そのとおりです。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 至高者は絶対なる方ですから、その御名、姿、質も絶対的で、

またそれらは主と同じです。ですから、主の聖なる御名を唱えるということは、主とじか

にふれあうのと同じです。主と交流する人は主の性質をそなえるようになり、そしてすっ

かり清らかになった人は、至高主の交流者になるのです。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 しかし、私たちは主の御名を理解する力が限られています。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ たしかに限界がありますが、至高者にかぎりはありません。

無限・絶対なる方ですから、主には無限の御名があり、それぞれが「至高者自身」です。

精神的な理解を高めていくほどに、主の御名がやがてわかってきます。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父    １つお聞きします。私たちキリスト教徒は神の愛について説き、神の

愛を悟ろうとし、全身全霊をこめて主に仕えようとしています。では、クリシュナ意識運

動とキリスト教とはどう違うのでしょう。イエス・キリストがすでに同じ教えを説いてい

るのに、どうして尊師はお弟子さんたちを⻄洋諸国に送り、神の愛を布教しようとなさっ

ているのですか？ 



シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 問題は、キリスト教の人たちが至高者の戒律に従っていない、

ということです。そう思いませんか？ 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 そうですね。ある意味では、確かに尊師のおっしゃるとおりです。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ だとするなら、キリスト教で説かれている主への愛の真意は

どこにあるのでしょうか。主の命令に従っていないとすれば、主に対して愛があるといえ

るでしょうか。ですから私たちは、至高者への愛がどのようなものかを教えています。主

を愛しているなら、主の教えに背けないはずです。背いているのであれば、その愛は真実

ではありません。 

 世界中の人々が至高者を愛さずに犬を愛しています。ですからクリシュナ意識運動は、

忘れていた至高者への愛情を取りもどす方法を、必要不可欠なものとして教えているので

す。キリスト教だけではありません。ヒンドゥ教もイスラム教も、すべての宗教もその点

では同罪です。「キリスト教だ」「ヒンドゥ教だ」「イスラム教徒だ」と判で押したように宗

教家を装っていますが、ほんとうは至高者に従っていません。そこが問題なのです。 

客人客人客人客人 キリスト教徒がどのような教えに背いているとお考えですか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ まず、「汝、殺すなかれ」という戒律を破っています。屠殺場

を作っていますから。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 個人的には、同感です。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ それはけっこうです。キリスト教徒として至高者を愛したい

のなら、まず動物を殺すことをやめなくてはなりません。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 しかし、一番大切なことは…… 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 計算の仕方が１つでもまちがっていれば、正しい計算はでき

ません。その後にいくら数を足そうが引こうが、すでにまちがっているのなら計算結果は

かならずまちがっています。経典の好きな個所だけは受けいれ、気にいらないところは捨

てる。それでも都合のいい結果を期待する――それではだめです。たとえば、ニワトリは

うしろから卵を産み、前からエサを食べます。そこで農夫が考えます。「ニワトリの前は、

エサを食べさせなくちゃいけないからカネがかかる。切り落としたほうがいいだろう」。し

かし頭を切り落としたらもう卵は手に入りません。死んだニワトリですから。同じように、

経典のむずかしい部分は捨てて、都合のいいところだけに従う――そんな解釈では正しい

結果は得られません。経典にあることは好き嫌いに関係なく、すべてを受けいれなくては

なりません。最初に言われている「汝、殺すなかれ」という命令に従わなくて、主を愛し

ているなどとどうしていえるのでしょうか？ 

客人客人客人客人 キリスト教徒は、その命令を人間だけに適用し、動物のことではないと考えていま

す。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ ということは、キリストは、正しい語つまり「殺人」を選ぶ

ほど賢くなかった、ということになります。「殺す」と「殺人」は意味が違います。「殺人」



は人を殺すことです。イエス・キリストは頭が悪くて、「殺人」という適切な語が使えなか

ったのだとお考えですか。「殺す」といえば、どんな殺害も、とくに動物の殺害のことを指

します。イエスが、ただ人間を殺すことだけを言いたかったなら「殺人」という語を使っ

たはずです。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 しかし旧約聖書では、「汝、殺すなかれ」はじっさいに殺人に関するも

のでした。イエスが「汝、殺すなかれ」と言ったとき、イエスは単に「殺人を犯してはな

らない」という意味を広げて、愛をもって人に接するべきだという新しい意味を与えまし

た。いずれにせよ、「汝、殺すなかれ」という教えによって、イエスは対人間関係に関して

教えているのであり、対動物関係に関してはなにも言っていません。イエスが言う「汝、

殺すなかれ」とは、単に殺人を犯すなというものではなく、心理面・感情面に関するもの

です。人を侮辱したり、傷つけたりしてはならないという教えなのです。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 旧約、新約の解釈問題ではありません。戒律がじっさいにな

にを語っているかが大切なのです。新解釈を加えるのと、直接の意味を受けいれるのは、

まったく別の問題です。直接の意味を受けいれるべきです。「汝、殺すなかれ」は、「キリ

スト教徒は殺してはいけない」という意味です。現状維持のために新解釈を加えることが

あるかもしれませんが、別の意味に解釈する必要がないことは明白です。解釈する必要が

あるのは、意味がはっきりしていないときです。でも、「汝、殺すなかれ」という戒律は単

純明解ではありませんか。解釈する必要がどこにありますか？ 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 植物を食べるのも殺すことになりますか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ ヴァイシュナヴァの哲学は、植物でさえ不必要に殺してはい

けない、と教えます。『バガヴァッド・ギーター』（第９章・第 26 節）でクリシュナが言っ

ています。 
 

パトゥランム プシュパンム パハランム トーヤンム 
patraà puñpaà phalaà toyaà 

 
ヨー メー バハクテャー プラヤッチャティ 
yo me bhaktyä prayacchati 

 
タドゥ アハンム バハクティ・ウパフリタンム 
tad ahaà bhakty-upahåtam 

 
アシュナーミ プラヤータートゥマナハ 
açnämi prayatätmanaù 

 
 「愛情と一途な思いで、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」 

 献愛者は、クリシュナが要求する食べ物だけをささげ、そしてその残りものを食べます。

クリシュナに菜食の料理をささげるのが罪なら、それはクリシュナの罪であって、私たち



の罪にはなりません。しかし、至高主は apäa-viddha（アパーパ・ヴイッダハ）で、罪の反動をぜ

ったいに受けません。主は太陽のような方です。太陽の光は強力で、尿でさえも浄化しま

す。私たちにはぜったいにできないことをやってのけるのです。クリシュナはまた国王に

もたとえられます。国王は強大な権勢の持ち主ですから、殺人者に絞首刑を課しても、罰

せられることはありません。主に最初にささげた食べ物を食べることは、戦時中に兵士が

敵を殺すようなものです。戦争中、司令官が兵士に敵を殺すよう命令すれば、従順な兵士

は敵を殺して勲章を授かります。しかし、同じ兵士が自分のために人を殺せば罰せられま

す。同じように、プラサーダ（クリシュナにささげた食べ物の残り）だけを食べれば、私

たちはどんな罪も負いません。その点は『バガヴァッド・ギーター』（第３章・第 13 節） 

で確証されています。 
 

ヤギャ・シシュターシナハ サントー 
yajïa-çiñöäçinaù santo 

 
ムッチャンテー サルヴァ・キルビシャイヒ 
mucyante sarva-kilbiñaiù 

 
ブフンジャテー テー トゥヴ アガハンム パーパー 
bhuïjate te tv aghaà päpä 

 
イェー パチャンティ アートゥマ・カーラナートゥ 
ye pacanty ätma-käraëät 

 
 「主の献愛者はあらゆる罪から解放されている。最初に儀式としてささげられた食べ物を

食べるからである。自分の感覚の楽しみのためだけに食べものを用意する者たちは、まさ

に罪だけを食べているにすぎない」 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 クリシュナは、動物を食べるのを許すことがありますか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ あります――動物の世界で。しかし、文化的な人間、宗教心

のある人間は、動物を殺して食べるようなことはしません。動物を殺すことをやめ、そし

てキリストの聖なる御名を唱えれば、すべては完璧です。あなたに説教するつもりはあり

ませんが、どうか主の御名を唱えてくださるようお願いします。聖書も同じことを要求し

ているはずです。ですから、お互いに協力し、唱えようではありませんか。クリシュナの

唱名に差しつかえがあるなら、「クリストス」「クリシュタ」と唱えればいいのです。どち

らも同じですから。シュリー・チャイタンニャ・マハープラブは言いました。Nämnäm akäri 

bahudhä nija-sarva-çaktiù（ナームナーム アカーリ バフダハー ニジャ・サルヴァ・シャクティヒ）。「至

高主には何千何億という名前があり、主とその御名は同じだから、それぞれの御名が至高

者と同じ力をもつ」。ですから、「ヒンドゥ教」「キリスト教」「イスラム教」などの宗教を

受けいれても、それぞれの経典にある主の御名を唱えさえすれば、精神的境地に到達でき

ます。人生は自己の悟りのために――至高主を愛する方法を学ぶためにあります。それが、



人間のほんとうの美しさです。この義務をヒンドゥ教、キリスト教、イスラム教として遂

行しようと、それはどれでもいいことなのです。ただ遂行しさえすればいいのです。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 同感です。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ （瞑想用の 108 個の数珠を指さして）私たちはいつもこの数

珠を持ち歩いています。あなたのロザリオと同じですね。あなたは唱えておられますが、

どうして他のキリスト教の人たちは唱えないのでしょう。せっかく人間になれたのに、な

ぜこの機会を見逃しているのでしょう。犬や猫は唱えられません。しかし私たちは唱えら

れます。人間の舌をもっていますから。主の聖なる御名を唱えても、失うものはなにもあ

りません。逆に、得るものははかりしれない。私の弟子たちはいつもハレー・クリシュナ

を唱える修練をしています。映画を見にいくことも、俗的なことをすることもできます。

でも悪いことはすべてやめました。魚や肉や卵も食べず、陶酔物もとらず、酒も飲みませ

ん。タバコも吸わず、ギャンブルもしません。推論もせず、異性との不純な関係もありま

せん。ただ、主の聖なる御名を唱えています。もし私たちに協力してくださるなら、教会

に行って「キリスト」「クリシュタ」または「クリシュナ」と唱えてください。反対する理

由はひとつもないはずです。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 ありません。私なら、喜んでみなさんに参加します。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ いや、個人の問題ではありません。神父をキリスト教会の代

表者としてお話ししているのです。教会を閉鎖したままにするのではなく、クリシュナ意

識国際協会に提供していただけませんか。私たちなら至高者の聖なる御名を 24 時間唱える

ことができます。クリシュナ意識国際協会では、訪れる人もなく閉鎖されたキリスト教会

をいくつも購入し、クリシュナ寺院にしました。ロンドンでは、何百という教会がまった

く使われておらず、閉鎖されているか俗的なことに使われていました。ロサンゼルスでは、

そのような教会を購入しました。だれも来ないので売りに出されていたのです。でも、い

までは何百何千という人たちが集まっています。知性ある人なら、至高者がどういう方か

が５分でわかります。５時間もいりません。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 わかります。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ でもふつうの人たちにはそれができません。わかりたくない

――それが人々の病気です。 

客人客人客人客人 神を理解するというのは知性の問題ではなく、謙虚さだと思います。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ 謙虚さは知性です。つつましくてすなおな人が至高主の世界

に行けます。聖書にもそう書いてありますね。しかし、愚か者の哲学ではだれもが神とさ

れ、そのような哲学にみんなが飛びついています。だから、つつましさとすなおさが失わ

れているのです。自分は神だと思っているような人間が、つつましい人間になれると思い

ますか。 

 ですから私は弟子たちに、つつましい人間になる方法を教えています。かれらはいつも



寺院でグルに尊敬の礼をささげ、そして精神的な悟りを深めています。ヴェーダ経典には

「至高者、そして主の代表者であるグルに固い信念をもつ者には、ヴェーダ経典の意味が

啓示される」とあります。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 でも、その謙虚さをだれに対してもささげるべきものではないでしょ

うか？ 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ そのとおりです。しかし、敬意の表し方には２種類あります。

特別の敬意を払う方法と、ふつうの尊敬を払う方法です。シュリー・クリシュナ・チャイ

タンニャは、人から尊敬されることを期待せず、たとえ侮辱されたとしてもいつも万人に

敬意を払うべきである、と教えました。しかし、至高者や主の純粋な献愛者には特別の敬

意を払うべきです。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 同感です。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ キリスト教の神父のみなさんはクリシュナ意識運動に協力す

べきだと思います。キリストやクリストスの名前を唱え、動物の屠殺を許可することをや

めなくてはなりません。それは聖書の教えとも一致しています。私の独断ではありません。

そのように活動なさってください。そうすれば世界が変わっていくことがおわかりになる

でしょう。 

エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父エマニュエル神父 心から感謝いたします。 

シュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダシュリーラ・プラブパーダ ハレー・クリシュナ。 


