
クリシュナ意識――現代のためのヨーガクリシュナ意識――現代のためのヨーガクリシュナ意識――現代のためのヨーガクリシュナ意識――現代のためのヨーガ    
 
 最近、多くのヨーガ道場で教えられているヨーガや一般書店に並ぶヨーガ関連書籍は、健康や減量、ま

たは他人を操る心理的力を獲得し、経済力や性的能力を高めることが目的になっています。しかしほんと

うのヨーガはそのような外面的なものではありません。シュリーラ・プラブパーダの法話が、真実を説く

古来の秘伝を明らかにします。 
 

チェートー・ダルパナ・マールジャナンム バハヴァ・マハー・ダーヴァーグニ・ニルヴァーパナンム 
ceto-darpaëa-märjanaà bhava-mahä-dävägni-nirväpaëaà 

 
シュレーヤハ・カイラヴァ・チャンドゥリカー・ヴィタラナンム ヴィデャー・ヴァドゥー・ジーヴァナンム 
çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëaà vidyä-vadhü-jévanam 

 
アーナンダーンブディ・ヴァルダハナンム プラティ・パダンム プールナームリタースヴァーダナンム 
änandämbudhi-vardhanaà prati-padaà pürëämåtäsvädanaà 

 
サルヴァートゥマ・スナパナンム パランム ヴィジャヤテー シュリー・クリシュナ・サンキールタナンム 
sarvätma-snapanaà paraà vijayate çré-kåñëa-saëkértanam 

 
 サンキールタナ運動にすべての栄光あれ。Paraà vijayate çré-kåñëa-saëkértanam（パラン

ム ヴィジャヤテー シュリー・クリシュナ・サンキールタナンム)。500 年前、主チャイタンニャ・マハー

プラブは16才という若さでインドのナヴァドヴィープでサンキールタナ運動をはじめまし

た。いまでは無数の新興宗教が作られていますが、主チャイタンニャはそのような新しい

宗教を作ったわけではありません。人間が宗教を作ることはできません。Dharmaà tu 

säkñäd bhagavat-praëétaà（ダハルマンム トゥ サークシャードゥ バハガヴァットゥ・プラニータンム）。宗

教とは神が作った法典、つまり神の法律です。国家の法律に従わなければ暮らしていけな

いように、神の法則に背いて生きることはできません。『バガヴァッド・ギーター』（第４

章・第７節）で主は、宗教活動が正しく行なわれていないとき、yadä yadä hi dharmasya 

glänir bhavati bhärata（ヤダー ヤダー ヒ ダハルマッシャ グラーニル バハヴァティ バハーラタ）、そ

して非宗教的な活動が台頭するときに、abhyutthänam adharmasya（アビュッタハーナンム ア

ダハルマッシャ）、わたし（クリシュナ）は降誕する、tadätmänaà såjämy aham（タダートゥマー

ナン スリジャーミ アハンム）と言っています。物質界でも同じことがあてはまります。法律が

守られていないとき、政治家や警察官が事態を正常化するために法律を行使します。 

 主チャイタンニャ・マハープラブはゴースヴァーミーに崇拝されていました。このゴー

スヴァーミーとは、ルーパ・ゴースヴァーミー、サナータナ・ゴースヴァーミー、ラグナ

ータ・バッタ・ゴースヴァーミー、ジーヴァ・ゴースヴァーミー、ゴーパール・バッタ・

ゴースヴァーミー、シュリー・ラグナータ・ダース・ゴースヴァーミーの６人です。ゴー

は「土地」「牛」「感覚」、スヴァーミーは「主人」の意味です。ですからゴースヴァーミー

は「感覚の主人」を指します。ゴースヴァーミー、つまり感覚の主人になってこそ精神生

活が高められます。それがスヴァーミーの真の意味です。スヴァーミーは感覚の召使いで



はなく、感覚の主人です。 

 この６人のゴースヴァーミーの筆頭に立つ人物であるルーパ・ゴースヴァーミーは、主

チャイタンニャ・マハープラブを称えてすばらしい節を詠いました。 
 

アナルヒタ・チャリーンム チラートゥ カルナヤーヴァティールナハ カラウ 
anarpita-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau 

 
サマルパイトゥンム ウンナートッジヴァラ・ラサーンム スヴァ・バハクティ・シュリヤンム 
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam 

 
ハリヒ プラタ・スンダラ・ドュティ・カダンバ・サンディーピタハ 
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù 

 
サダー フリダヤ・カンダレー スプフラトゥ ヴァハ シャチー・ナンダナハ 
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù 

 
 「カラウ」はこの時代、つまりカリという鉄の時代を意味します。ひじょうに堕落した争

いと不和の時代です。ルーパ・ゴースヴァーミーは主チャイタンニャを称えて、不調和と

争いで混乱したこのカリ時代に「あなたは神への至上の愛をさずけるために降誕された」

と詠んでいます。Samarpayitum unnatojjvala-rasäà(サマルパイトゥンム ウンナートッジヴァラ・

ラサーンム)。その至上の愛は最高の愛情であるばかりではなく、輝かしいラサ、すなわち超越

的な心情でもあります。Puraöa-sundara-dyuti（プラタ・スンダラ・デュティ）「あなたの肌は金

色に輝いています」。「慈しみに満ちた方、主チャイタンニャ・マハープラブの姿が万人の

心のなかで踊りつづけるように、私はすべての者に祝福をささげる」（６人のゴースヴァー

ミーは、感覚の主人だからこそ、人々を祝福することができます）。 

 ルーパ・ゴースヴァーミーが主チャイタンニャ・マハープラブにプラヤーグで初めて会

ったとき、主チャイタンニャは通りで「ハレー・クリシュナ、ハレー・クリシュナ」と歌

い踊っていました。そのときにもルーパ・ゴースヴァーミーは主に祈りをささげて、namo 

mahä-vadänyäya kåñëa-prema-pradäya te（ナモー マハー・ヴァーダニャーヤ クリシュナ・プレーマ・

プラダーヤ テー）「あなたはすべての化身の中でもっとも寛大なる方。神への愛情を分け与え

ているからです」と詠いました。Kåñëa-prema-pradäya te kåñëäya kåñëa-caitanya- 

nämne gaura-tviñe namaù（クリシュナ・プレーマ・プラダーヤ テー クリシュナーヤ クリシュナ・チャ

イタンニャ・ナームネー ゴウラ・トゥヴィシェー ナマハ）「あなたはクリシュナ自身です。クリシュナ

ではないとすれば、クリシュナ・プレーマ「神への愛情」を世に広められるはずがありま

せん。神への愛情はたやすく手に入れることができないからです。しかしあなたは、だれ

にもその愛情を自由に分け与えています」 

 こうして、サンキールタナ運動はインドのベンガル地方のナヴァドヴィープではじめら

れました。主チャイタンニャがサンキールタナ運動をはじめた場所ですから、ベンガルの

人々はじつに幸運といえます。主チャイタンニャが予言しています。 
 



プリティヴィーテー アーチェー ヤタ ナガラーディ グラーマ 
påthivéte äche yata nagarädi gräma 

 
サルヴァトゥラ プラチャーラ ハイベー モーラ ナーマ 

 sarvatra pracära haibe mora näma 
 
 「全世界の町や村でサンキールタナ運動が広められるだろう」。これが主の予言です。 

 主チャイタンニャの恩寵で、サンキールタナ運動はニューヨークを皮きりに⻄洋諸国に

紹介されました。ニューヨークで始まったのは 1966 年のことです。その年、私はトンプキ

ンズ公園でハレー・クリシュナ・マントラを唱えはじめました。小さなムリダンガ（太鼓）

をたたきながら３時間ほど唱えているうちに、アメリカの⻘年たちが少しずつ集まってき

ました。そしていまも増えつづけています。まずニューヨークのセカンド・アヴェニュー・

26 番地の店舗が最初の寺院になり、次にサンフランシスコ、モントリオール、ボストン、

ロサンゼルス、バッファロー、コロンバスと支部が増えていきました。いま（1970 年現在）

では、ロンドンとハンブルクの寺院を加えると合計 24 の支部があります。ロンドン支部で

活動しているのはアメリカの⻘年男⼥たちで、全員が布教に励んでいます。かれらはサン

ニャーシーでもヴェーダーンタ学者、ヒンドゥ教徒、インド人でもありませんが、クリシ

ュナ意識運動を真剣に押し進めています。『ロンドンタイムズ』紙でも「クリシュナの唱名、

ロンドンを驚かす」という見出しでクリシュナ意識運動が紹介されました。いまではクリ

シュナ意識運動の支部が数多くあります。私の弟子は全員、すくなくともこの国では、ア

メリカ人やヨーロッパ人であり、唱え、踊り、『バック・トゥ・ゴッドヘッド』誌を配って

います。発行している書物もふえ、『シュリーマド・バーガヴァタム』『バガヴァッド・ギ

ーター』『主チャイタンニャの教え』『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』などがあり

ます。クリシュナ意識運動は感傷的な運動ではありません。この⻘年たちが宗教的感傷や

狂信によって踊っているとは思わないでください。クリシュナ意識運動は最高の哲学と至

高者の科学によって権威づけられています。 

 その点をしめすために、主チャイタンニャ・マハープラブについてお話しします。主は

布教の旅の途中、マーヤーヴァーディー・サンニャーシーたちの本拠地であるベナレスを

訪ねたことがあります。シャンカラーチャーリャの従者のほとんどがベナレスに住んでい

ます。チャイタンニャ・マハープラブはベナレスを訪れたときも、いつものように唱え踊

りました。主の運動を高く評価する人もいて、主のことはすぐに知れわたります。有名な

サンニャーシーであるプラカーシャーナンダ・サラスヴァティーは優れたヴェーダーンタ

学者であり、数多くのマーヤーヴァーディー・サンニャーシーの指導者的立場にありまし

た。ある日「ベンガルから来た若いサンニャーシーがすばらしい唱名と踊りを広めている」

といううわさを聞いたプラカーシャーナンダ・サラスワティーは不快に思い、言いました。

「それは偽物のサンニャーシーだろう。唱えたり踊ったりするなど、サンニャーシーのす

ることではない。サンニャーシーなら、哲学やヴェーダーンタの研究に余念がないはずだ」 



 プラカーシャーナンダ・サラスヴァティーの批判に不満を感じたある献愛者が、主チャ

イタンニャにそのことを伝えました。その献愛者がある日サンニャーシーを全員招いたの

ですが、その場でプラカーシャーナンダ・サラスヴァティーと主チャイタンニャ・マハー

プラブがヴェーダーンタに関する哲学議論を交わしました。その議論の内容は、『主チャイ

タンニャの教え』に記述されています。議論の結果プラカーシャーナンダ・サラスヴァテ

ィーとその弟子全員がヴァイシュナヴァになったことは、じつに注目すべき出来事でした。 

 またチャイタンニャ・マハープラブは、サールヴァバウマ・バッターチャーリャとも偉

大な議論を交わしています。サールヴァバウマ・バッターチャーリャは当時もっとも偉大

な学者でマーヤーヴァーディー（非人格主義者）でしたが、やはり同じくヴァイシュナヴ

ァとなりました。このように、チャイタンニャ・マハープラブの運動は単なる感傷的運動

ではありません。サンキールタナ運動を哲学的・論理的側面をとおして学びたい人には、

豊富な研究資料があります。なぜならクリシュナ意識は科学的運動であり、ヴェーダとい

う正しい典拠に支えられているからです。しかもかんたんに理解できる点がクリシュナ意

識運動の美点です。大学者、大哲学者、いや子どもでもかんたんに参加できます。自己を

悟るにはギャーナの道やヨーガの道などの方法もありますが、どれもいまの時代には実践

的ではありません。その点に関してヴェーダでは次のように述べられています。 
 

クリテー ヤドゥ デャーヤトー ヴィシュヌンム 
kåte yad dhyäyato viñëuà 

 
トゥレーターヤーンム ヤジャトー マカハイヒ 
tretäyäà yajato makhaiù 

 
ドゥヴァーパレー パリチャリャーヤーンム 
dväpare paricaryäyäà 

 
カラウ タドゥ ダハリ・キールタナートゥ 
kalau tad dhari-kértanät 

 
        （『シュリーマド・バーガヴァタム』第 12 編・第３章・第 52 節） 

 サッテャ・ユガ（⻩金の時代）では瞑想の方法が実践できました。たとえば、ヴァール

ミーキ・ムニは６万年瞑想して完成の境地に入りました。しかし、もちろん現代人はそん

なに⻑生きできません。それだけではなく、『バガヴァッド・ギーター』が説く瞑想の方法

によれば、まず人里離れた場所で、ただ一人堅固に座り、禁欲生活を貫くなど、多くの規

定原則に従わなくてはなりません。ですから、アシュターンガ・ヨーガの瞑想は現代では

できません。まねるだけで満足しているのなら、それは別問題ですが、完成を求めるので

あれば、アシュターンガ・ヨーガの定める８段階すべてを実践しなくてはなりません。そ

れができないなら、時間の無駄になってしまいます。 

 ヨーガや瞑想の最終目的はなんでしょうか？ 至高者、スーパーソウル、至高主と結ば



れることが全ヨーガ行法の目的です。同じように、ギャーナ（哲学的探究法）も至上ブラ

フマンを悟ることが目的です。確かにさまざまな方法がありますが、権威ある文典によれ

ば、このカリという鉄の時代には実践できません。したがって、ハリ・キールタナの道を

受けいれるべできです。ハリ・キールタナはなんの資格もなく実践できます。哲学やヴェ

ーダーンタを研究する必要もありません。主チャイタンニャとプラカーシャーナンダ・サ

ラスヴァティーの議論はそのような内容でした。 

 ヴェーダーンタ哲学に関する徹底的議論の席上で、プラカーシャーナンダ・サラスヴァ

ティーはまず次のように主チャイタンニャに尋ねました。「あなたが若いころから優れた学

者だったことは知っています（主チャイタンニャは偉大な学者で、ニマーイ・バンディッ

トと呼ばれていた 16 才のころ、カシミールの大学者ケーシャヴァ・カーシュミーリーを論

破しています）。またサンスクリット語の偉大な学者であり、とくに論理学で高い学識を備

えておられることも知っています。ブラーフマナの家庭に生まれ、いまはサンニャーシー

になっているというのに、なぜヴェーダーンタを読まずに、唱え踊っておられるのでしょ

うか」プラカーシャーナンダ・サラスヴァティーの最初の質問に対して、主チャイタンニ

ャは次のように答えました。「そのわけをお話ししましょう。グルから入門を授かったとき、

師は私をどうしようもない愚か者と呼ばれました。『ヴェーダーンタの議論は差し控えなさ

い。議論をしてもただ時間が無駄になるだけだ。ハレー・クリシュナを唱えよ。ただそれ

だけで人生が完成する』。師は言われました」。これが主の答でした。もちろん、チャイタ

ンニャ・マハープラブは愚か者ではありません。またヴェーダーンタは愚か者に研究でき

るものではありません。ヴェーダーンタを理解するには、充分な学問を修めて一定の段階

に達していることが必要です。ヴェーダーンタ哲学の言葉１つをとってみても、無数の意

味がこめられています。シャンカラーチャーリャやラーマーヌジャーチャーリャによる無

数の解説書を精読することも必要で、それらはいずれもサンスクリット語の大著です。そ

のようなヴェーダーンタ哲学が私たちに理解できるものでしょうか？ 不可能です。限ら

れた少数の哲学者には可能かもしれませんが、一般大衆には決して可能ではありません。

また一般の人間はヨーガを実践することもできません。しかしチャイタンニャ・マハープ

ラブが説かれたハレー・クリシュナの唱名を行なって最初に得られるものが、ceto - 

darpaëa - märjanaà（チェートーダルパナ・マールジャナン）です。つまりただ唱えるだけで、心

に積もった汚れがすべて洗い流されるのです。ただ唱えてください。お金もかからず、失

うものもありません。１週間も唱えれば、どれだけ精神的知識が深まったかが実感できま

す。 

 クリシュナ意識は主クリシュナの唱名だけで多くの従者を魅きつけ、かれらはクリシュ

ナ意識の哲学の全容を理解し、浄化されています。クリシュナ意識国際協会の運動は４年

前の 1966 年に始まったばかりですが、すでに多くの支部が開設されました。アメリカの⻘

年男⼥たちが真剣に取り組み、幸福もつかんでいます。本人たちに聞いてそれを確かめて



みてください。Ceto - darpaëa - märjanaà（チェートーダルパナ・マールジャナン）。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 ハレーと唱えるだけで、かれらは心の汚れを洗い

落としたのです。 

 次にあげられる点が、bhava-mahä-dävägni-nirväpaëaà（バハヴァ・マハー・ダーヴァーグニ・

ニルヴァーパナンム）です。すなわち、心の汚れが消え去れば、物質存在の問題がすべて氷解す

るのです。この世界はダーヴァーグニ（山火事）に比較されます。だれも不幸を求めてい

るわけではないのに、どうしても不幸になってしまう。それが物質自然の法則です。火事

などだれも求めていないのに、街では消防車が出動しています。どこかでかならず火事が

起こっています。同じように、求めていないことが身に降りかかることは、よくあること

です。死にたくないのに死ぬ。病気になりたくないのになる。歳をとりたくないのにとる。

私たちの意志や望みには無関係に、災厄が訪れます。 

 物質存在の仕組みをよく考えなくてはなりません。人生は、あくまでもものごとを理解

するためにあるものであり、動物のように食べ、眠り、性を営み、身を守るためのもので

はありません。そんなことは文化の発達とは言えません。『シュリーマド・バーガヴァタム』

には、肉体は感覚満足のためにあくせく働くためにあるのではない、とあります。 
 

ナーヤンム デーホー デーハ・バハージャーンム ヌリローケー 
näyaà deho deha-bhäjäà nåloke 

 
カシュターン カーマーン アルハテー ヴィドゥ・ブフジャーンム イェー 
kañöän kämän arhate viò-bhujäà ye 

        （『シュリーマド・バーガヴァタム』第５編・第５章・第１節） 

 あくせく働いて感覚満足を満たすのは豚のすることであり、人間がそんなことにかかわ

ってはいけません。人間はタパッシャ・苦行を学ぶべきです。とくにインドでは、偉大な

聖者や王、ブラフマチャーリーやサンニャーシーたちが、無知の眠りを克服するためにた

いへんなタパッシャを行ないました。ブッダは一国の王子でしたが、すべてを捨ててタパ

ッシャをしました。それがほんとうの人生です。インドをバーラタ・ヴァルシャと呼ばし

めたほどのバラタ王は、24 才という若さで王国、若い妃、子どもたちから離れてタパッシ

ャの生活に入りました。主チャイタンニャ・マハープラブも、24 才で若い妻、⺟親、すべ

てを捨てました。実例は他にもたくさんあります。このように、インドはタパッシャの国

ですが、いまではそれが忘れられ、科学技術の国になりつつあります。驚いたことに、イ

ンドはダルマの国、dharma-kñetre kuru-kñetre（ダハルマ・クシェートレー クル・クシェートレー）

だというのに、タパッシャを伝えなくなっています。 

 インドだけではありません。鉄の時代になったいま、すべてが堕落しています。

Präyeëälpäyuñaù sabhya kaläv asmin yuge janäù（プラーイェーナールパーユシャハ サビャ カラー

ヴ アスミン ユゲー ジャナーハ）（『シュリーマド・バーガヴァタム』第１編・第１章・第 10 節）。



カリ時代では寿命が短くなり、人々は自己の悟りに関心がありません。関心があったとし

ても、狡猾な指導者たちにかならずだまされてしまいます。堕落した時代です。だからこ

そチャイタンニャ・マハープラブが説いたハレー・クリシュナの唱名法が、もっともすぐ

れた、もっともかんたんな方法です。 
 

ハレール ナーマ ハレール ナーマ 
harer näma harer näma 

 
ハレール ナーマイヴァ ケーヴァランム 
harer nämaiva kevalam 

 
カラウ ナースティ エーヴァ ナースティ エーヴァ 
kalau nästy eva nästy eva 

 
ナースティ エーヴァ ガティル アニャタハー 
nästy eva gatir anyathä 

 
 「カリ・ユガという争いと不和の現代では、精神的悟りを達成するには、この名前を唱え

るしかない。ほかに方法はない、ほかに方法はない、ほかに方法はない」。これは『ブリハ

ン・ナーラディーヤ・プラーナ』の一節です。harer näma harer näma harer nämaiva 

kevalam（ハレール ナーマ ハレール ナーマ ハレール ナーマイヴァ ケーヴァランム）。ひたすらハレ

ー・クリシュナを唱えてください。他に方法はありません。Kalau nästy eva nästy eva 

nästy eva gatir anyathä（カラウ ナースティ エーヴァ ナースティ エーヴァ ナースティ エーヴァ ガ

ティル アニャタハー）。すなわちカリ時代では、自己の悟りの方法は他にありません。だからこ

そ受けいれなくてはなりません。 

 同じような節がもう１つ『シュリーマド・バーガヴァタム』にあります。第 12 編の第３

章で、パリークシット・マハーラージがカリ時代の欠陥についてシュカデーヴァ・ゴース

ヴァーミーから教わる個所がありますが、いままさに、その様相がすべて現実になりつつ

あります。しかし、シュカデーヴァ・ゴースヴァーミーは、締めくくりの言葉として言い

ました。Kaler doña-nidhe räjann asti hy eko mahän guëaù（カレール ドーシャ・ニデヘー ラー

ジャン アスティ ヒ エーコー マハーン グナハ）「王よ。確かにカリ時代は欠点ばかりだが、１つ

すばらしいことがある」。それはなんでしょうか？ kértanäd eva kåñëasya mukta-saìgaù 

paraà vrajet（キールタナーデーヴァ クリシュナッシャ ムクタ・サンガハ パランム ヴラジェートゥ）、ただ

ハレー・クリシュナ・マントラを唱えるだけで、解放を得て至高者のもとに帰っていける

のです。 

 その方法はじっさいに行なうことが可能であり、また正しい権威に支えられている方法

です。ただ唱えるだけで自分がどれほど精神生活の道を進んでいるかが自覚できます。ク

リシュナ意識運動は、私たちが独自に作りだした新しいものではありません。ヴェーダ経

典や、チャイタンニャ・マハープラブをはじめとするアーチャーリャたちによって権威づ



けられている教えです。実践方法はとてもかんたんです。失うものはなに１つありません。

またクリシュナ意識国際協会は料金を要求することもありません。秘密のマントラを売り、

「このマントラを唱えたら６カ月で神になれる」などと約束することは決してありません。

子ども、⼥性、少年少⼥、老人など、だれでも行ない、だれでも唱えることができ、そし

てその結果を見ることもできます。 

 クリシュナ意識運動の目的を達成するために、⻄ヴァージニア州にニュー・ヴリンダー

ヴァナ農場を建設中で、また他にもニュー・ナワドヴィープやニュー・ジャガンナータ・

プリーなどの精神的共同体を作っています。サンフランシスコではニュー・ジャガンナー

タ・プリー寺院が建てられ、ラタ・ヤートラー祭が毎年開催されています。今年はロンド

ンでもラタ・ヤートラー祭が盛大に開催されることになっています。主ジャガンナータ、

スバドラー、バララーマを３台の山車に乗せ、テームズ川まで引く予定です。アメリカ人

は、イングランドやヨークにちなんでアメリカ大陸にニューイングランドやニューヨーク

を作りました。ならばニュー・ヴリンダーヴァナがあってもいいはずです。とりわけニュ

ー・ヴリンダーヴァナは設立すべきです。というのは、主チャイタンニャが言っているか

らです。ärädhyo bhagavän vrajeça-tanayas tad-dhäma våndävanam（アーラーデヨー バハガ

ヴァーン ヴラジェーシャ・タナヤス タッドゥ・ダハーマ ヴリンダーヴァナンム）「ナンダ・マハーラージの

子クリシュナは、ヴラジャブーミのヴリンダーヴァナ・ダームで崇拝されているもっとも

崇高な神であり、また主の住居ヴリンダーヴァナは崇拝に値する地である」。⻄洋の⻘年男

⼥がクリシュナ意識をはじめたのですから、聖地ヴリンダーヴァナのような場所がかれら

にも必要です。２年前私といっしょにヴリンダーヴァナに行ったスワミ・キールタナーナ

ンダは、ヴリンダーヴァナがどのような聖地かをよく知っています。ですから、私は少な

くとも７つの寺院をアメリカに作るよう指導しました。ヴリンダーヴァナにはラーダー・

クリシュナの寺院が５千ありますが、なかでも重要なのはゴースヴァーミーたちによって

建立された７寺院です。経済基盤を牛と農業に置き、ハレー・クリシュナを唱え、穏やか

にクリシュナ意識を実践しながらニュー・ヴリンダーヴァナに住む。これがニュー・ヴリ

ンダーヴァナ計画です。Yuktähära-vihärasya yogo bhavati duùkha-hä（ユクターハーラ・ヴィ

ハーラッスャ……ヨーゴー バヴァティ ドゥフカ・ハー）（『バガヴァッド・ギーター』第６章・第 17

節）。人生は不要な必需品をふやすことが目的ではありません。質素な暮らしを営み、残り

の時間を使ってクリシュナ意識を高めるべきです。そうすれば体から離れたあと、もはや

ふたたび肉体に入ることはなく、ふるさとへ、至高者の国に帰っていけます。それが人生

の目的であるべきです。 

 物質生活はただ食べ、眠り、性を営み、身を守るだけですが、精神生活は、ただそれだ

けの生活ではありません。また、それは動物と人間の生活の違いでもあります。動物も人

間と同じように食べ、眠り、性を営み、身を守ります。犬が食べ、人も食べる。犬が眠り、

人も眠る。犬が交尾すれば、人間も性を営む。犬が犬流に身を守り、人も人間流に、たと



えば原子爆弾を作って身を守る。この４つは人間にも動物にも共通する動物生活の４原則

であり、それらをより洗練された形で行なったとしても人間文化とは言えません。動物文

化です。人間文化は athäto brahma jijïäsä（アタハートー ブラフマ・ジギャーサー）のためにあり

ます。これは『ヴェーダーンタ・スートラ』の第１節で、「いまこそブラフマンについて追

究するときである」という意味です。それが人生です。Jijïäsuù çreya uttamam（ジギャース

フ シュレーヤ ウッタマンム）「精神的な探究心」がない人は、動物と同じです。動物生活の４原

則に縛られて生きているだけだからです。自分はだれか、なぜ生老病死の苦しみにさいな

まれるのか、解決法はあるのだろうか、と追究しなくてはなりません。そのような問題こ

そ問われるべきであり、それが人生であり、精神生活です。 

 精神生活が人間の生き方であり、物質生活は動物の生き方です。『バガヴァッド・ギータ

ー』の教えに従って正しい生活を営んでください。Yuktähära-vihärasya（ユクターハーラ・ヴ

ィハーラッシャ）。たとえば、精神的な人間は食事をしない、ということではありません。正し

い食べ方をすればよいのです。『バガヴァッド・ギーター』では、どのような食べ物が一流

の徳の様式の食べ物か、２流の激情の様式の食べ物か、３流の無知の様式の食べ物かが説

明されています。人間文化といえるサットヴァ（徳の様式）段階まで自分を高めれば、超

越的意識すなわちクリシュナ意識を取りもどすことができます。すべてはシャーストラに

説明されています。ところが不幸なことに、私たちは経典の意見を求めようとはしません。 
 

エーヴァンム プラサンナ・マナソー 
evaà prasanna-manaso 

 
バハガヴァドゥ・バハクティ・ヨーガタハ 
bhagavad-bhakti-yogataù 

 
バハガヴァトゥ・タットゥヴァ・ヴィギャーナンム 
bhagavat-tattva-vijïänaà 

 
ムクタ・サンガッシャ ジャーヤテー 
mukta-saìgasya jäyate 

 
       （『シュリーマド・バーガヴァタム』第１編・第２章・第 20 節） 

 物質自然の三様式の束縛から解放されなければ、神を理解することはできません。「プラ

サンナ・マナソー」。ブラフマンを悟ってください。Brahma-bhütaù prasannätmä na çocati 

na käìkñati（ブラフマ・ブフータハ プラサンナートマー ナ ショーチャティ ナ カーンクシャティ）（『バガ

ヴァッド・ギーター』第 18 章・第 54 節）。シャーストラがそのような教えを授けてくれて

いるのですから、私たちは教えを理解して、説教するべきです。それが知性ある人の責任

です。大衆は至高者が偉大な存在であることを知っていますが、どれほど偉大かは知りま

せん。その知識はヴェーダ経典にあります。それを学ぶのが鉄の時代に生きる私たちの義

務です。それがハリ・キールタナであり、Paraà vijayate çré-kåñëa-saëkértanam（パランム 



ヴィジャヤテー シュリー・クリシュナ・サンキールタナンム）、すなわち神の称讃なのです。 


