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 500 年前、偉大な聖者・神秘家である主チャイタンニャ・マハープラブは、ハレー・クリシュナ・マン

トラが世界中のすべての町や村に響きわたる、と予⾔しました。⻄洋⽂化圏では、大航海時代が迎えられ、

探究心が天⽂学に向けられていたころ、インドではシュリー・チャイタンニャ・マハープラブがみずから

率いて内的世界に向かう改革をはじめていました。チャイタンニャ・マハープラブの運動はインド亜大陸

に広がります。その従者の数は何百万にものぼり、インドはもとより⻄洋における宗教と哲学思想の将来

に大きな影響をおよぼしました。ここに紹介するのは、1969 年 11 月、シュリーラ・プラブパーダがロン

ドンのコンウェイ・ホールで、シュリー・チャイタンニャの神聖な降誕について語った演説です。 
 
 ⻩⾦のアヴァターラ、シュリー・チャイタンニャ・マハープラブは、約 500 年前に降誕

しました。インドでは、子どもが生まれると占星術師が呼ばれます。最高人格主神・主ク

リシュナが 5,000 年前に降誕したときも、主の両親はガルガ・ムニに占星を依頼しました。

「昔、この子は赤、⻩、⾦の３つの肌の⾊で化⾝している。そしていま、⿊みがかった⾊

で化⾝した」。クリシュナの肌の⾊は経典で「雲の⾊のように⿊みがかった⾊」と述べられ

ています。そして主チャイタンニャは、⻩⾦⾊の肌で降誕したクリシュナ自⾝です。 

 チャイタンニャ・マハープラブがクリシュナの化⾝だという証拠はヴェーダ経典の多く

の個所にあり、また学者や献愛者たちもそのことを確証しています。『シュリーマド・バー

ガヴァタム』では、いまの時代（カリ・ユガ）に現われるクリシュナ（神）の化⾝はいつ

もクリシュナについて語っている、と明⾔されています。主チャイタンニャはクリシュナ

自⾝なのですが、クリシュナの献愛者としてふるまい、いつも自分自⾝（クリシュナ）に

ついて教えていました。この時代に降誕する主の肌の⾊は⿊ではありません。すると⽩、

赤、⻩のいずれかになります。各時代に降誕する主の肌の⾊は⽩、赤、⻩、⿊の４⾊であ

り、赤、⽩、⿊の化⾝はすでに降誕されたのだから、残りの⻩⾦⾊がチャイタンニャ・マ

ハープラブの肌の⾊です。主チャイタンニャの肌の⾊は⿊ではありませんが、クリシュナ

自⾝です。 

 このアヴァターラのもう１つの特徴は、いつも交流者に囲まれている、という点です。

チャイタンニャ・マハープラブの絵を見ると、主とともに唱えている献愛者が主の背後に

大勢います。至高者は２つの使命のために化⾝する、と『バガヴァッド・ギーター』に述

べられています。また「敬虔な献愛者を救い、悪魔を滅ぼすために、わたしは出現する」

とクリシュナが⾔っています。クリシュナは降誕して多くの悪魔を滅ぼさなくてはなりま

せんでした。ヴィシュヌの絵を見れば、４本の手にほら貝、蓮華の花、こん棒、輪宝をも

っているのがわかります。最後の２つ、こん棒と輪宝は悪魔を殺すための武器です。この

世界には２種類の人間、つまり悪魔と献愛者がいます。献愛者は半神と呼ばれ、神聖な性

質を持っているため、神のような人々です。献愛者は神聖な人々ですが、非献愛者・無神



論者は悪魔と呼ばれます。このように、神・クリシュナは２つの使命、すなわち献愛者を

守り、悪魔を滅ぼすために出現されます。この時代に降誕されたチャイタンニャ・マハー

プラブの使命も同じく、献愛者を救い、非献愛者・悪魔を滅ぼすことです。しかし、主は

現代では別の武器を使います。それは戦闘棒でも輪宝でも、まして凶器でもありません。

主の武器はサンキールタナ運動です。主はサンキールタナ運動をはじめることで、人々の

邪悪な心を滅ぼしたのです。この点が主チャイタンニャがとくに重要とされる理由です。

現代人はすでに自分で自分を殺しています。原子爆弾を作って互いに殺しあっているので

すから、神がわざわざ降りてきて殺す必要はありません。主はただ邪悪な心を滅ぼすため

に降誕されました。クリシュナ意識運動によって、邪悪な心が滅ぼされるのです。 

 ですから『シュリーマド・バーガヴァタム』では、主チャイタンニャがこの時代におけ

る神の化⾝だと⾔われています。主を崇拝するのはだれでしょうか？ その方法はとても

かんたんです。交流者といっしょにいる主チャイタンニャの絵を飾るだけでいいのです。

主チャイタンニャが中央に立ち、主要な交流者であるニテャーナンダ、アドヴァイタ、ガ

ダーダラ、シュリーヴァースたちがその左右に立っています。その絵をただ飾るだけでい

いのです。どこに置いてもかまいません。その絵を見るためにわざわざ寺院に来なければ

ならない、というわけでもありません。だれでも自分の部屋にその絵を飾り、ハレー・ク

リシュナ・マントラを唱えさえすれば主チャイタンニャが崇拝できます。とてもかんたん

な方法です。しかし、このかんたんな方法をはじめるのはだれでしょうか？ それは知性

に恵まれた人です。むずかしいことはなにもありません。ただシュリー・チャイタンニャ・

マハープラブの絵を部屋に飾り、ハレー・クリシュナを唱えるだけで神を悟ることができ

ます。これほどかんたんな方法ですから、だれでもできます。お⾦もかからず、税⾦もと

られず、大きな教会や寺院を建てる必要もありません。だれでも、どこでも、道端や木陰

に座り、ハレー・クリシュナ・マントラを唱え、至高者が崇拝できるのです。これほどす

ばらしい機会があるでしょうか。たとえば、実業や政治に携わる人たち心きに絶好のビジ

ネス・チャンスに恵まれることがあります。賢い政治家は好機を決して逃しません。同じ

ように、この時代では充分な知性に恵まれた人はサンキールタナ運動に参加し、またたく

まに精神的に高められます。 

 主チャイタンニャは⻩⾦のアヴァターラとも呼ばれています。アヴァターラとは「下っ

ていく、降りてくる」という意味です。人がビルの５階や 100 階から降りてくるように、

アヴァターラは精神界にある精神惑星から降りてくるのです。私たちの肉眼や望遠鏡で見

える空はすべて物質空間です。しかしその物質空間を越えたところに別の空間があり、そ

れは肉眼や望遠鏡では見えません。その世界は『バガヴァッド・ギーター』で説明されて

おり、想像の世界ではありません。クリシュナは、物質空間の外に別の空間すなわち精神

空間があると⾔っています。 

 クリシュナの⾔葉は、そのまま受けとらなくてはなりません。たとえば、先生が生徒た



ちに、イギリスだけではなく、ドイツやインドなど、さまざまな国があることを教えると、

生徒は先生の説明どおりに受けいれなくてはなりません。別のところにある国なのですか

ら。同じように、この物質空間の外には別の空間があります。その空間は実験しても見つ

かりません。小さな子どもにドイツやインドが見つけられないのと同じです。知識は正し

い権威者から学ばなくてはなりません。同じように、物質界の外になにがあるかを知るに

はヴェーダの権威に頼らなくてはならず、ヴェーダを受けいれなければなにもわかりませ

ん。それは物質的な知識を越えています。人類は物質界の遠い星にでさえ行けないのです

から、物質界を越えたところなど行けるわけがありません。最新のロケットに乗っても宇

宙の頂点にある星に行くには４万年かかる、と科学者は計算しています。つまり、私たち

にはこの物質空間内でさえ自由に移動できないのです。科学技術も人間の寿命もかぎりあ

るもので、わたしたちはこの物質界に関する正しい知識でさえも得られません。 

 「あなたの力がどのように働いているのか説明してください」とアルジュナは『バガヴ

ァッド・ギーター』の会話でクリシュナに尋ねています。至高主は次々と例をあげて説明

したあと、最後に⾔いました。「アルジュナよ。わたしのエネルギーを説明しつくすことは

できない。あなたには理解する力がない。しかし、わたしのエネルギーの規模を想像する

ことはできよう。無数の宇宙で構成された物質界は、わたしの全創造界の４分の１である」。

私たちには１つの宇宙の状態さえ理解できません。しかも、何百万もの宇宙が存在してい

るのです。物質宇宙を越えたところに精神空間があり、そこには数えきれない精神惑星が

散在しています。その知識はヴェーダ経典から得られます。ヴェーダ経典を受けいれるな

らば、その知識が得られます。受けいれなければ、他に手段はありません。選ぶのは私た

ちにかかっています。ですから、ヴェーダ⽂化に従うアーチャーリャは、なにを説明する

にしてもヴェーダ経典を引用します。それを聞いた人は、「そう、それは正しい」と納得し

ます。裁判所では、弁護士が判例にもとづいて判断し、その内容が正確であれば裁判官が

受けいれます。同じように、ヴェーダにもとづいて証明する人は正しい立場にいます。 

 この時代のアヴァターラである主チャイタンニャについては、ヴェーダ経典に記述があ

ります。経典にはアヴァターラの特徴が記述されています。経典に記述がなければアヴァ

ターラではありません。気まぐれな投票で主チャイタンニャがアヴァターラに選ばれたの

ではありません。最近では、どんな凡人でも「私は神である」「私は神の化⾝である」と⾔

うと、愚かな人たちは「おお、この人は神だ」と信じてしまいます。献愛者はそのような

アヴァターラには目もくれません。ただヴェーダの証拠を受けいれます。アヴァターラは

ヴェーダの説明に合致していなくてはなりません。合致していれば、受けいれることがで

きます。そうでなければ受けいれることはできません。各アヴァターラについてはヴェー

ダで、降誕の場所、姿、活動などがはっきり説明されています。それがヴェーダの証拠で

す。 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』にアヴァターラの名前が列挙されていますが、そのな



かに仏陀の名前もあります。『シュリーマド・バーガヴァタム』は 5,000 年前に書かれた⽂

献で、未来の化⾝の名前を記載しています。そこには、主がやがて仏陀となって降誕する

とあり、⺟親の名はアンジャナー、出生の場所がガヤーと説明されています。そして 5,000

年前に書かれた『シュリーマド・バーガヴァタム』の予⾔どおりにブッダは 2,600 年前に

降誕しました。同じように主チャイタンニャの名前も、またカリ・ユガの最後のアヴァタ

ーラの名前もあります。そこでは「この時代の最後の化⾝はカルキである」とされていま

す。主カルキは、シャンバラという地に住むヴィシュヌ・ヤシャーという名のブラーフマ

ナの子息として降誕することになっています。インドにはその地名が実在し、そこに主が

現われます。 

 このように、アヴァターラは、各ウパニシャッドや『シュリーマド・バーガヴァタム』、

『マハー・バーラタ』、各ヴェーダ経典の説明と合致していなくてはなりません。ヴェーダ

経典の権威や、世界中でもっとも偉大な哲学者であるジーヴァ・ゴースヴァーミーなどの

偉大な権威者によれば、主チャイタンニャをクリシュナの化⾝として受けいれることがで

きます。 

 主チャイタンニャはなぜ降誕したのでしょうか。『バガヴァッド・ギーター』で主クリシ

ュナは「すべての義務を捨て、ひたすらわたしに仕えなさい。そうすれば、罪の反動をす

べて打ち消し、あなたを守る」と⾔いました。物質界の束縛された生活で、私たちはいた

ずらに罪の反動を作りだしています。しているのはただそれだけです。そして、罪の反動

ゆえに現在の体をさずかりました。罪の反動が止まれば物質の体に入る必要はありません。

精神的な体をさずかります。 

 精神的な体とはどのような体でしょうか。それは、生老病死に影響されない体です。知

識と喜びにあふれた永遠の体です。多種多様な体はそれぞれの望みに応じて作られました。

さまざまな楽しみを求めているかぎり、さまざまな物質の体に入らなくてはなりません。

神・クリシュナはとても親切な方で、求めるものはなんでもさずけます。⻁の体を授かっ

てその力と牙で動物を捕まえ、血を吸いたいと思っている魂には、クリシュナがその機会

を与えます。また主の奉仕だけをする献愛者のような神聖な体が欲しければ、その体も授

けます。『バガヴァッド・ギーター』にそのような記述がなされています。 

 ヨーガ（自己を悟る方法）の修練者がヨーガを完成できなかった場合、ふたたび機会が

与えられ、純粋なブラーフマナの家庭や裕福な家庭に生まれます。幸運にもそのような家

庭に生まれた人は、自己を悟ることがどれほど重要であるかを自然に理解できるようにな

ります。クリシュナ意識の子どもは、幼いころから唱えたり踊ったりする方法を⾝につけ

るため、成⻑してもその生き方を変えずに、ごく自然に精神的に高められていきます。と

ても幸運な子どもたちです。生まれたところがアメリカでもヨーロッパでも、両親が献愛

者であれば、かならず精神的に高められます。修行が完成できなかった魂はそのような機

会を得ます。献愛者の家庭に子どもが生まれたら、その子は前世でヨーガを実践していた



けれども、なにかの理由で中断したということです。ですからその子は、立派な両親に導

かれながら、精神的進歩の機会をふたたびさずかり、さらに精神的な進歩をつづけていき

ます。そうして神の意識を完全に高めた魂は、ふたたび物質界に誕生することはなくなり、

精神界に帰っていきます。 

 クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』で「アルジュナよ。わたしの降誕、他界、活

動をただ理解するだけで、現在の体を捨てたあとに精神界に誕生できる」と⾔っています。

だれでも体を捨てなくてはなりません。それはきょうか、あしたか、それともあさってか

もしれない。とにかく、いまの体から出なくてはなりません。しかし、クリシュナを理解

した人は、２度と物質の体に入る必要がありません。直接精神界に入り、無数にある精神

惑星のいずれかに誕生します。またクリシュナは「物質の体に入ったということは――イ

ンド人の体でも、月や太陽、ブラフマローカ、物質界のどこで生まれた体であっても――

罪を犯した結果であることをよく自覚せよ」と⾔っています。罪にもさまざまな程度があ

り、その程度に応じた体に入れられます。ですから、ほんとうの問題は、食べる、眠る、

性を営む、⾝を守る、といった次元の問題ではありません。物質の体を捨てて精神的な体

を得なくてはなりません。それがすべての問題を解決します。そしてクリシュナは「わた

しに服従し、完全なクリシュナ意識になれば、すべての罪の反動から完全に守られる」と

約束しています。 

 クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』でそう約束していますが、クリシュナを理解

できない愚かな人たちもたくさんいます。『バガヴァッド・ギーター』では、そのような人

間たちはムーダと呼ばれています。ムーダは「愚か者」という意味で、クリシュナは「か

れらにはわたしの正体がわからない」と⾔います。多くの人たちがクリシュナを誤解して

います。私たちにクリシュナの理解をさずけるために、クリシュナ自⾝が『バガヴァッド・

ギーター』の教えを与えているにもかかわらず、ほとんどの人がその好機を逃しています。

ですから哀れみ深いクリシュナは献愛者としてふたたび降誕し、クリシュナに服従する方

法を私たちにしめしました。『バガヴァッド・ギーター』の最後の教えは服従することです

が、ムーダ（愚か者）は、「どうして服従しなくてはいけないのか」と反抗します。ですか

ら慈悲の海であるクリシュナが献愛者の姿で化⾝し、『バガヴァッド・ギーター』の教えを

実践する方法を教えました。チャイタンニャ・マハープラブの教え心くにむずかしい知識

ではなく、『バガヴァッド・ギーター』で説かれている「神に服従する方法」だけを主は教

えました。ただそれだけを教えたのですが、さまざまな種類の人々が主の教えを受けいれ

て神に近づく機会を得ることができるように、１つの教えをいろいろな形で説きました。 

 チャイタンニャ・マハープラブは、神に直接到達する機会を私たちに授けました。主チ

ャイタンニャの主要な弟子であるルーパ・ゴースヴァーミーは、はじめてチャイタンニャ・

マハープラブに会ったときベンガル地方の政府の大臣でしたが、チャイタンニャ・マハー

プラブの運動に参加したいと願っていました。そして大臣の地位を捨て、主のもとに行き



主に服従したとき、主チャイタンニャにすばらしい祈りの⾔葉をささげました。 
 

ナモー マハー・ヴァダーニャーヤ 
namo mahä-vadänyäya 

 
クリシュナ・プレーマ・プラダーヤ テー 
kåñëa-prema-pradäya te 

 
クリシュナーヤ クリシュナ・チャイタンニャ・ 
kåñëäya kåñëa-caitanya- 

 
ナームネー ガウラ・トゥヴィシェー ナマハ 
nämne gaura-tviñe namaù 

 
 「主よ、あなたは化⾝のなかでもっとも寛大な方です」。なぜそういえるのでしょうか？ 

Kåñëa-prema-pradäya te（クリシュナ・プレーマ・プラダーヤ テー）「神への愛情を直接さずけて

いるからです。あなたには他の目的はありません。その方法はとてもすばらしく、だれで

もすぐに神を愛する方法を会得することができます。ですからあなたこそがすべての化⾝

の中でもっとも寛大な方なのです。クリシュナ自⾝でなければ、そのような恩恵をさずけ

ることはできません。ですから私は、あなたがクリシュナ自⾝であることを断⾔できるの

です。Kñëäya kåñëa-caitanya- nämne（クリシュナーヤ クリシュナ・チャイタンニャ・ナームネー）。

あなたはクリシュナご自⾝です。しかしクリシュナ・チャイタンニャという名前で降誕さ

れました。あなたに⾝をゆだねます」 

 これがその方法です。主チャイタンニャ・マハープラブはクリシュナ自⾝であり、とて

もかんたんな方法で至高者への愛情を高める方法を教えています。ただハレー・クリシュ

ナを唱えなさい、という教えです。 
 

ハレール ナーマ ハレール ナーマ 
harer näma harer näma 
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kalau nästy eva nästy eva 
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 「現代では、ハレー・クリシュナ・マントラをひたすら唱えるのが最善の方法である。他

に方法はない」。現代人は、あまりに多くの悟りの方法があるために混乱させられています。

真の瞑想やヨーガは現代人にはあまりにもむずかしいために実践できません。ですから主

チャイタンニャは、唱名法を実践すればすぐに悟りの境地に到達できると教えました。 

 神への愛情を得る方法として主チャイタンニャが授けた唱名法は、サンスクリット語で



サンキールタナと呼ばれています。「サン」はサミャク「完全」、「キールタナ」は称賛や記

述を意味します。ですからサンキールタナという語の意味は、「神あるいは最高の完全全体

者を完全に称えること」です。しかし、どのような記述や称賛もキールタナであるとはい

えません。⽂法的にはキールタナと⾔えても、ヴェーダの解釈からすれば、キールタナと

は最高の権威者、絶対真理者、神を称えるという意味です。それがキールタナです。 

 献愛奉仕は、シュラヴァナ（çravaëa）からはじまります。シュラヴァナは「聞く」、キ

ールタナは語ることです。語り手と聞き手がいる場合もあります。または、１人だけで語

り聞くこともできます。だれの助けも必要としません。ハレー・クリシュナを唱えるとい

うことは、唱えて聞くということです。それが完全な方法です。しかし、なにを唱え、な

にを聞くのでしょうか？ ヴィシュヌやクリシュナのことを唱え、聞くのです。それ以外

はキールタナではありません。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）、聞くことによってヴィシュヌすなわち遍在する絶対真理者・神が理解できるの

です。 

 聞かなくてはなりません。ただひたすら聞く、それが第一歩です。教育も物質知識も必

要ありません。子どものようにすなおであればいいのです。子どもはハレー・クリシュナ

を聞くだけで、すぐに反応し、踊ります。神は、私たちが⾔葉や音を聞けるように、耳と

いうすばらしい器官を授けてくださいました。しかし『シュリーマド・バーガヴァタム』

に述べられているように、正しい権威から聞かなくてはなりません。神に一生をささげた

人物から話を聞くのです。そのような人物を satäm（サターンム）といいます。正しい権威や

悟った魂から聞いてこそ効果が現われます。そして至高者クリシュナの⾔葉は、聞く耳に

とても心地よいものです。充分な知性をそなえた人は悟った魂の⾔葉に耳を傾けます。そ

うすることによって、物質的な混乱からすぐに解放されます。 

 人生は、解放の道を進むためにあります。それが apavaruga・アパヴァルガ「束縛から

の解放」です。だれもが束縛されています。物質の体に入っているということ自体が束縛

を受けている証拠です。しかし束縛の道を進んではいけません。その道がカルマです。心

がカルマに縛られていれば、かならず物質の体に入ります。死ぬとき、「あの仕事がやり遂

げられなかった。いま死のうとしている！ これも、あれをしなくてはいけないのに！」

と考えると、クリシュナがその仕事をやり遂げるチャンスを与えます。つまりまた新しい

体に入れられるのです。「よろしい。できなかったのなら、いまそれをしなさい。この体で」

と機会を授けるのです。ですから『シュリーマド・バーガヴァタム』には「そのような愚

か者たちは、発狂したかのように酔っている。酔っているから、すべきでないことをする」

と述べられています。そのような愚か人はなにをしているのでしょうか？ マハーラー

ジ・ドリタラーシュトラが一番いい例です。マハーラージ・ドリタラーシュトラは、自分

の息子たちのために奸策を使ってパーンダヴァ兄弟を殺すつもりでいました。それに気づ

いたクリシュナは、叔父のアクルーラを送ってやめさせようとされました。ドリタラーシ



ュトラはアクルーラの話は理解したものの、次のように⾔います。「アクルーラ。確かにお

まえの⾔うとおりだ。しかし私はもう腹を決めているので、考えを変えるわけにはいかな

い。どうしてもだ。この先なにが起こっても、それはそれで仕方のないことだ」 

 感覚を満足させたいと思うと、たちまち狂気に陥ってしまいます。狂った状態では、善

悪の見境がつかなくなり、どんなことでもします。たとえばなにかを欲しがるあまり狂っ

て殺人などの罪を犯す――そんな事件が世のなかにはいくらでもあります。自分が抑えき

れないからです。同じように、だれでも感覚を満たすことが習慣になっています。狂って

いるために、心がカルマに完全に没頭しているのです。とても不運なことです。なぜなら

そもそも肉体というものは一次的であり、不幸や苦しみを引き起こすものだからです。物

質の体こそが悩みの種なのです。その問題を深く研究すべきです。狂ってはいけない。人

生はそんなことのためにあるのではないのですから。現代⽂化の欠点は、だれもが狂った

ように感覚満足を求めているという点にあります。欲を満たすことしか頭になく、人生の

ほんとうの価値を知らないために、人生というもっとも価値あるものが活用できません。 

 死んだあと、次の体がどのようなものになるかはまったくわかりません。たとえば来世

で木に生まれるなら、同じ場所に何千年も立ちつづけなくてはなりません。それでも、人々

はそのことを真剣に考えようとせず、「それがどうした？ 立っていなくてはならないとし

ても、忘れてしまうから大丈夫」とさえ⾔います。下等な生命体は、忘却に包まれていま

す。木に記憶力があるなら、とても生きつづけることができないでしょう。３日間ずっと

立っているように⾔われたら、どうしますか？ 人間には記憶力がありますから、⾔われ

たとおりに立っていたら気が狂ってしまうでしょう。このように自然の法則によって、下

等な生命体は忘却に包まれています。意識が発達していないのです。木にも命はあります

が、切り倒そうとしても意識が発達していないので抵抗しません。ですから、人と生まれ

たからには人生を注意深く正しく利用すべきです。クリシュナ意識運動は、完全な生活に

到達するためのものです。人々をだまし、利用する運動ではありません。しかし残念なこ

とに、だれもがだまされることに慣れています。あるインド詩人が⾔ったように、すばら

しいことを口にしても馬鹿を⾔うなと反論され、だまそうとすれば大いに喜ばれます。詐

欺師のグルが「私の教えに従い、代⾦を払いなさい。そうすれば６カ月で神にしてあげよ

う」と⾔うと、人々は「はい、払いましょう。これで６ヶ月で神になれます」と喜びます。

嘆かわしいことです。そんな方法では、ほんとうの問題は解決できません。この時代で人

生の諸問題を解決するには、キールタナをする以外に方法はありません。キールタナこそ

が現代に勧められている方法なのです。 
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 現代のカリ・ユガでは、キールタナ以外の方法で自己を悟り、人生を完成させることは

できません。キールタナは、現代において必要不可欠です。 

 すべてのヴェーダ経典には、最高絶対真理者・ヴィシュヌだけを瞑想せよと記述されて

います。しかしさまざまな時代に対しては、それぞれ特定の方法が勧められています。神

秘的ヨーガの瞑想法は、人間の寿命が何万年もあったサッテャ・ユガに可能な方法でした。

現代人は信じないかもしれませんが、前の時代では寿命が 10 万年もありました。その時代

はサッテャ・ユガと呼ばれ、神秘的ヨーガの瞑想法はその時代だけに可能でした。偉大な

ヨーギーであるヴァールミーキ・ムニは、その時代に６万年間瞑想をつづけましました。

それほどの年月がかかる方法なので、いまそれができるはずがありません。まねることは

できるでしょうが、それではなにも得られません。しかし、じっさいにそのような瞑想を

するには、気の遠くなるような年月が必要なのです。その次の時代（トゥレター・ユガ）

の自己の悟り法は、ヴェーダで勧められているさまざまな儀式を執り行なうことでした。

そして次の時代の方法は寺院での崇拝です。そして現代ではハリ・キールタナすなわち神

ハリ（クリシュナ）を称えることによって、以前の時代と同じ結果が得られます。 

 ほかのキールタナは勧められていません。ハリ・キールタナは、主チャイタンニャによ

って 500 年前にベンガルではじめられました。ベンガルでは、ヴァイシュナヴァとシャー

クタのあいだに対立があります。シャークタたちは、カーリー・キールタナというキール

タナ法を導入しました。しかしヴェーダ経典にはカーリー・キールタナという方法は勧め

られていません。キールタナはハリ・キールタナです。「ヴァイシュナヴァはハリ・キール

タナをすればよい。私はシヴァ・キールタナやデーヴィー・キールタナやガネーシヤ・キ

ールタナをする」と⾔う人もいますが、それはまちがいです。ヴェーダ経典には、ハリ・

キールタナ以外のキールタナは認められていません。キールタナとはハリ・キールタナす

なわちクリシュナを称えることです。 

 ハリ・キールタナはとてもかんたんです。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 ハレー唱えるだけです。ハレー、クリシュナ、ラーマという３つの語しかありませ

ん。でもその３語が巧みに配列されているので、だれでもハレー 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 ハレーと唱えることができます。クリシュナ

意識運動が⻄洋ではじまって以来、ヨーロッパやアメリカ、アフリカ、エジプト、日本の

人たちがこぞってこのマントラを唱えています。むずかしくはありません。だれもがとて



も楽しく唱え、その結果も確かに得ています。どこがむずかしいのでしょうか？ 私たち

は、無料で、だれにでもこの唱名を分け与えています。しかも唱名はかんたんにできます。

ただ唱えるだけで、自己を悟り、神を悟ることができます。神を悟れば、自然をも悟るこ

とができます。たとえば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、０という数字を覚えれ

ば、算数のすべてを学んだことになります。算数は、この 10 の数字の位置を組み変えるだ

けの学問だからです。同じように、ただクリシュナについて学びさえすれば、知識が完成

します。ハレー・クリシュナ・マントラを唱えるだけで、クリシュナがかんたんに理解で

きるのです。この機会を逃してはいけません。 

 人間社会に与えられたこの機会をぜひ活用してください。伝統的で、かつ科学的な方法

です。わずか３年か４年でなくなってしまうような勝手に作られた宗教ではありません。

そのような新興宗教とは違います。『バガヴァッド・ギーター』でクリシュナ自⾝が説いて

いるように、この哲学は無尽蔵かつ不滅であり、失われることも滅ぶこともありません。

クリシュナ意識は、ある時期には姿を消したように見えることもありますが、ぜったいに

なくなりません。ですからこの教えは avyayam（アヴャヤンム）といわれます。Vyaya（ヴャヤ）

は使い尽くすことです。たとえば 100 ドルあったとしても、どんどん使っていけば、いつ

かはなくなります。これがヴャヤ（使い尽くす）という意味です。しかし、クリシュナ意

識は違います。主チャイタンニャが änandämbudhi-vardhanaà（アーナンダーンブディ・ヴァル

ダハナンム）と⾔ったように、クリシュナ意識の知識は広がりつづきます。「アーナンダ」は喜

びという意味ですが、ふつうの喜びではなく超越的な喜びです。「アンブディ」は海のこと

です。物質界の海は大きくなりません。しかしクリシュナ意識を高めるならば、超越的至

福が増えていきます。änandämbudhi-vardhanaà（アーナンダーンブディ・ヴァルダハナンム）。繰り

かえしますが、この方法はとてもかんたんです。だれでもどこでも唱えることができ、税

⾦を払う必要もなく、なんの損失もありません。しかも得るものはかぎりなく大きい。 

 シュリー・チャイタンニャ・マハープラブはこのキールタナ運動を『シクシャーシュタ

カ』で説明しています。シクシャーは「教え」、アシュタカは「８」です。チャイタンニャ・

マハープラブは、私たちがクリシュナ意識を理解できるように８つの節からなる『シクシ

ャーシュタカ』を残しました。主はそのなかで ceto-darpaëa-märjanaà（チェートー・ダルパ

ナ・マールジャナン）（心を浄化せよ）と⾔っています。その意味はこれまで繰りかえし説明し

てきましたが、なんど聞いても新鮮な⾔葉です。ハレー・クリシュナの唱名は、決して飽

きることがありません。私の弟子たちは１日に 24 時間ハレー・クリシュナ・マントラを唱

えつづけても、決して飽きません。踊り唱えつづけるのです。試してみてください。ハレ

ー・クリシュナの唱名は物質的ではないため、決して飽きません。俗世間では、いくら気

に入ったものの名前でも３回、４回、10 回も⾔いつづけたら、そのうち退屈してきます。

それは事実です。しかしハレー・クリシュナは物質的な名前ではないので、いくら唱えて

も決して飽きることがありません。唱えれば唱えるほど心の物質的な汚れが取りのぞかれ、



物質界で生きるうえでの諸問題もしだいに解決されていきます。 

 私たちは人生の諸問題がなんであるかさえも知りません。『バガヴァッド・ギーター』に

しめされているように、現代教育は人生の真の問題についてなんの答えも与えてくれませ

ん。教育を受けた知識人なら、人生の問題がなんであるかを知るべきです。その問題は『バ

ガヴァッド・ギーター』で「生老病死の苦しみを知れ」と説明されています。残念ながら、

だれも生老病死の問題に関心がありません。病気になっても、「大丈夫。医者にみてもらえ

ばいい。薬を飲めば治る」と考えて、深刻には受けとめません。「病気になりたくない。ど

うして病気にかかるのだろう。病気をなくすことはできるのだろうか」とは考えません。

動物と同じように、知性が低いからです。動物は苦しんでいますが、自分が苦しんでいる

ことはわかりません。動物が屠殺場に連れていかれ、すぐまえの動物が殺されているのを

見ても、目のまえにある草を食べて満足しています。それが動物の生き方です。次は自分

の番で、確じつに殺されることがわからない。私はじっさいにそういう光景を見たことが

あります。カーリーの寺院で、１匹のヤギが儀式にささげられようとしているのですが、

別のヤギは草を楽しそうに食べていました。 

 マハーラージャ・ユディシュティラがヤマラージに、「世界でもっとも不思議なことはな

にか」と質問されたことがありました。マハーラージャ・ユディシュティラはそれに対し

て「もっとも不思議なことは、友や父親、親戚が次々に死んでいるのに、自分は死なない

とだれもが考えていることです」と答えました。動物が次の瞬間に殺されるのがわからな

いのと同じように、人間は自分が死ぬとは考えません。ただ、草を食べて満足しています。

物欲を満たすことに頭がいっぱいで、死が迫りつつあることに気づかないのです。 

 父も死に、⺟も死に、みんな死んでいく。ならば次は自分の番のはずです。では、死ん

だあとはどうなるのでしょうか？ それがわかりません。そこが問題です。人々はその問

題を突きつめて考えませんが、『バガヴァッド・ギーター』には、その追究こそが真の教育

である、と述べられています。真の教育とは「死にたくないのになぜ死ぬのか」と尋ねる

ことです。それがほんとうの質問です。年を取りたくない、でも老いは避けられない。問

題は数多くありますが、それこそがまさに問題の核心点です。 

 その問題を解決するために、主チャイタンニャ・マハープラブはハレー・クリシュナの

唱名を私たちに授けました。私たちの心がハレー・クリシュナ・マントラの唱名の力でき

れいになったら、問題に満ちた物質存在という猛火はすぐに消えます。なぜ消えるのでし

ょうか。心がきれいになったら、自分が物質界の住⺠ではないことに気づくからです。だ

れもが自分は物質界の一員だと思いこんでいるために、自分はインド人だ、イギリス人だ

などと考えています。しかし、ハレー・クリシュナ・マントラを唱えれば、自分が体では

ないことを悟ります。「私はこの物質の体とも、物質界とも関係がない。私は精神魂）であ

り、神の一部分だ。私は主との永遠の関係を持ち、物質界とはなんのかかわりもない」と

理解することが解放であり、知識です。物質界とまったくかかわりがないことが解放であ



り、物質界と無関係であることを理解することがブラフマ・ブータです。 

 その理解に達したならば、なにも義務はありません。一般の人たちは、物質界との関係

で自分を見ているために、数多くの義務があります。『シュリーマド・バーガヴァタム』で

は、自己を悟らないかぎり義務や債務に束縛される、と述べられています。私たちは半神

から恩義をうけています。半神は想像上の生命体ではなく、実在します。太陽、月、空気

などは半神が支配しています。政府の各部署に部⻑がいるように、熱を支配する太陽神、

空気をつかさどるヴァーユなど、自然界を支配する半神がたくさんいます。ヴェーダでは

半神は主宰神と述べられており、それらの半神を無視するわけにはいきません。さらに、

私たちに知識を授けてくれる偉大な聖者や哲学者がたくさんいて、そのような人々からも

恩義を受けています。ですから、誕生した瞬間から私たちは数多くの生命体に恩義がある

のですが、それをすべて返すのは不可能です。ですからヴェーダ経典は、クリシュナの蓮

華の御足に保護を求めよ、と勧めています。そしてクリシュナも、「わたしに⾝をゆだねた

者は、他のだれにも⾝をゆだねなくてもよい」と⾔っています。 

 ですから、クリシュナ意識の献愛者はクリシュナに⾝をゆだねます。まず第一歩が、聞

いて唱えることです。それが 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）です。みなさんに、心からお願いいたします。どうかこの唱名をはじめてくださ

い。クリシュナ意識運動は主チャイタンニャによって 500 年前にインドのベンガルではじ

められ、いまはインド全土、とくにベンガル地方にはチャイタンニャ・マハープラブの献

愛者が数百万人もいます。そして現在は⻄洋諸国でも行なわれています。ですから、どう

か真剣にクリシュナ意識運動を理解してください。私たちが他の宗教を非難しているとは

思わないでください。他の宗教を非難するつもりはありません。クリシュナ意識はもっと

も崇高な宗教であり、神への愛を人類に与えることを使命としています。ただそれだけで

す。私たちは神への愛情を教えています。だれでも、だれかを愛しています。しかし、そ

の愛情の対象がまちがっています。男性、女性、国家、社会、犬、猫などに愛情を注いで

も、満足は得られません。神にこそ愛情を向けるべきです。神に愛情を注げば、真の幸福

が得られます。 

 クリシュナ意識運動が新興宗教であるとは思わないでください。至高者の存在を認めな

い宗教があるでしょうか？ 神には「アラー」「クリシュナ」などさまざまな呼び方があり

ますが、神の存在を認めない宗教はありません。クリシュナ意識運動では、神を愛すべき

である、とただ教えています。私たちは多くのものごとに惹かれていますが、愛情を神に

向けてこそ幸せになれます。他のものを愛する方法を学ぶ必要はありません。神を愛すれ

ば、すべてを愛していることになります。神を愛してください。ただ木や草花や昆虫だけ

を愛するだけではいけません。それでは決して満足できない。神を愛する方法を学んでく

ださい。それがチャイタンニャ・マハープラブの使命であり、私たちの使命でもあるので

す。 


