
精神的な共産主義精神的な共産主義精神的な共産主義精神的な共産主義    
 
 1971 年、歴史に残るソ連訪問の際シュリーラ・プラブパーダは、ソ連科学アカデミー・インド研究部部

⻑およびモスクワ大学インド学学部⻑であるグリゴリー・コトフスキー教授と会⾒しました。なごやかな

雰囲気のなかでシュリーラ・プラブパーダとコトフスキー教授は、共通する話題について教授の部屋で熱

心に話を交わし、シュリーラ・プラブパーダが現代の理想的社会に関する根本的な改革を提案しました。 
 
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 先日、『モスクワニュース』紙を読みました。共産党大会の際

に書記⻑が「われわれは、社会主義国家発展のために諸外国の経験を取りいれる」と宣⾔

していました。しかし思いますに、ヴェーダ主義こそが社会を大いに発展させるものです。

たとえば社会主義国には、だれも飢えてはならない、だれでも食料を得る便宜を受けなく

てはならない、という考えがありますね。同じように、ヴェーダの説くグリハスタ（世帯

者）の生活では、世帯者は自分の家にいるトカゲや蛇でさえ飢えないよう世話をすべきだ、

と⾔われています。そういう下等生物でさえ食料を与えなくてはいけないのですから、人

間ならなおさらです。グリハスタは、昼食を食べるまえに表に出て「おなかをすかせてい

る方がおいでなら、どうか来てください！ 食事ができております！」と呼ぶように勧め

られています。返事がないときにその家の者が食事をはじめます。現代社会では、国⺠が

国の所有者であるとされていますが、ヴェーダでは éçäväsyam idaà sarvam（イーシャーヴァ

ーッシャンム・イダンム・サルヴァンム）――すべてはイーシャ・最高の支配者が所有している、とさ

れています。Tena tyaktena bhuïjéthäù（テーナ・テャクテーナ・ブブンジータハーハ）――主によっ

て割り当てられたものだけを享受することができます。Mä gådhaù kasya svid dhanam（マ

ー グリハダハ・カッシャ・スヴィッド・ダハナンム）、しかし、他人の財産を侵害してはいけない、とも

⾔われています。それが『イーショーパニシャッド』、すなわちヴェーダです。同じ考えが

さまざまなプラーナ文典でも説明されています。ヴェーダ経典には、理想的社会について

すばらしい考えがたくさんあります。私は、この考えがソ連の思慮深い人々に提供される

べきだと思っています。ですからこのような話し合いを望んでいたのです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 いまこの国で、ひじょうに古い歴史について強い関心が寄せられるよ

うになり、とても興味深い現象だと思っています。その点を考慮したうえで、私たちソ連

科学アカデミーは偉大なインドの文化的遺産をロシア語に翻訳し、多く出版しました。こ

れまで、プラーナ文典を数冊、『ラーマーヤナ』の一部を出版していることを知って尊師も

興味をいだかれることでしょう。ロシア語で全部訳された『マハーバーラタ』も第１刷、

第２刷と出版して、好評をえています。また、『マヌ・スムリティ』をサンスクリット語の

注釈付きで出版しています。これらの書物に対する関心はとても大きく、すべて１週間で

売り切れました。在庫は１冊もありません。古代ヴェーダ文化の書物に対する読書熱がこ

こモスクワやソビエトで高まっており、そのような状況を考慮し、たくさんの書物を作っ



たわけです。 

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 プラーナのなかでも、『シュリーマド・バーガヴァタム』を『マ

ハー・プラーナ』と⾔います。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 『マハー・プラーナ』。 

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。私はこの文典を、最初にサンスクリット語の原文、

その音訳、各単語の訳、次にその節の訳、最後に要旨解説、つまり節の解説をして出版し

ました。『シュリーマド・バーガヴァタム』には全部で 18,000 の節があります。すべてを

文字どおり翻訳してあります。ごらんになればわかりますが、この『バーガヴァタ・プラ

ーナ』のすべての節をこの方法で翻訳しました。アーチャーリャ、つまりバーガヴァタ哲

学を布教してきた偉大な聖人たちは、nigama-kalpa-taror galitaà phalam（ニガマ・カルパタ

ロール・ガリタン・パハランム）、「『シュリーマド・バーガヴァタム』は、ヴェーダという望みの木

に実った熟した果実である」（『シュリーマド・バーガヴァタム』第１編・第１章・第３節）

と⾔っています。この書物はインドのすべての学者が認めており、主チャイタンニャはと

くにこの『シュリーマド・バーガヴァタム』について布教しました。ですから、私たちも

この書物を英語で出版したのです。ご希望なら、お⾒せします。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 モスクワ、レニングラードの両図書館には、ヴェーダの各書物からサ

ンスクリット語の原語で書かれた古代インド文化に関する主要な文献がほとんど揃ってい

ます。たとえば、当科学アカデミーのレニングラード支部には『マヌ・スムリティ』が６

種類ないし８種類ほど置かれています。当科学アカデミーは、帝政ロシア時代にレニング

ラードで設立されました。現在レニングラード支部ではアジア文化史の研究を専門に行な

っていて、インド宗教史について現在進行中の翻訳・研究の成果をお⾒せすることができ

ます。またインド宗教の現状、ヒンドゥ主義、現代インドのヒンドゥ教などについてもわ

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 ヒンドゥ教に関する話題はとても複雑です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ほんとうにそうですね（２人、笑う）。私が知るかぎりでは、ヨーロッ

パ的に⾒ると、それは宗教ではありません。生き方そのもの、つまり、宗教、哲学、生き

方、学びたいものすべてが含まれています。 

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 ヒンドゥという⾔葉はサンスクリット語ではありません。イ

スラム教徒がつけた名前です。インダス川のことは教授もご存じと思いますが、サンスク

リット語ではシンドゥと呼ばれます。イスラム教徒は「s」を「h」と発音します。それで、

シンドゥと⾔う代わりにヒンドゥになりました。ですから、ヒンドゥという語はサンスク

リット語の辞書に載っていないのに、使われるようになった、というわけです。しかし、

真の文化的制度はヴァルナーシュラマです。ヴァルナーシュラマには、４つのヴァルナ（社

会的区分）――ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ――と４つのアー

シュラム（精神的区分）――ブラフマチャリャ、グリハスタ、ヴァーナプラスタ、サンニ



ャーシー――があります。ヴェーダ主義的人生観では、この４つのヴァルナと４つのアー

シュラムの制度に属していなければ、文化的人間とは⾒なされません。この４つの社会階

級と４つの精神的階級の制度に加わってこそ、人間生活がはじまります。それがヴァルナ

ーシュラマです。インドの文化は伝統あるヴェーダ制度にもとづいています。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ヴァルナーシュラマ、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 そうです。『バガヴァッド・ギーター』は、教授もお読みにな

ったことでしょうね。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 はい。 

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 この『バガヴァッド・ギーター』（第４章・第 13 節）には、

cätur-varëyaà mayä såñöaà（チャートゥル・ヴァルニャンム マヤー・スリシュタンム）とあります。ヴ

ァルナーシュラマ制度はヴィシュヌ（神）によって作られた、という意味です。ヴァルナ

ーシュラマは神が創造された制度ですから、変えることはできません。どこにでも⾒られ

る制度です。太陽に似ています。太陽は神の創造物で、太陽光線はアメリカ、ソビエト、

インドなど、どこでも照らしています。同じように、このヴァルナーシュラマ制度は、形

は変わってもかならずどこにでも⾒られます。たとえば、ブラーフマナというもっとも知

的な階級は社会の頭脳と考えられます。クシャトリヤは管理階級にある人々で、ヴァイシ

ャは生産階級にある人々、そしてシュードラが労働階級の人々です。この４種類の人々は

どこにいっても、さまざまな名前で存在しています。根源の創造者によって作られた制度

ですから、このヴァルナーシュラマ・ダルマは普遍的に存在しているのです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ヨーロッパや以前のロシアの学者の意⾒によれば、ヴァルナーシュラ

マ制度は後世に作られたということで、古いヴェーダ経典の原文を読むと、社会はもっと

単純で農業中心だったことがわかります。かれらの意⾒では、ヴァルナーシュラマ制度が

インドの社会に導入されたのは、最初からではなく、ヴェーダ時代の後期だということで

す。古代の原文を分析すれば、古代インドにはこのヴァルナーシュラマ制度はそれほど⾒

られなかったことがわかります。 

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 私たちの理解は、『バガヴァッド・ギーター』の cätur-varëyaà 

mayä såñöaà（チャートゥル・ヴァルニャンム マヤー・スリシュタンム）という⾔葉にもとづいています。

『バガヴァッド・ギーター』は 5,000 年前に語られた文典であり、『バガヴァッド・ギータ

ー』でクリシュナが「わたしは『バガヴァッド・ギーター』の知識を太陽神に語った」と

述べています。太陽神に伝えられた時期を逆算すれば、およそ 4,000 万年前になります。

ヨーロッパの学者に 5,000 年前の歴史がさかのぼれるでしょうか。あるいは４万年前のこ

とがわかるでしょうか。ヴァルナーシュラマ制度が少なくとも 5,000 年前まで存在してい

たことを私たちは証明できます。ヴァルナーシュラマ制度については『ヴィシュヌ・プラ

ーナ』（第３編・第３章・第９節）にも、varëäçramäcäravatä puruñeëa paraù pumän（ヴ

ァルナーシュラマーチャーラヴァター プルシェーナ・パラハ・プマーン）とあります。ヴァルナーシュラマ



制度は、現代人が計算できるような歴史上の制度ではありません。自然な区分です。『シュ

リーマド・バーガヴァタム』もヴァルナーシュラマ制度を体に比べています。体は４つの

部分、つまり頭、腕、腹、足に分けられます。ですから、もともとこの４つの区分は社会

という体にも存在しているのです。社会の頭と考えられる人々、社会の腕と考えられる人々、

生産階級に属する人々などに分けられます。歴史をさかのぼる必要はありません。創造さ

れた日からこの世に存在しているのですから。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 どんな社会にも４つの区分があると⾔われましたが、そうかんたんに

は⾒分けられないのではないでしょうか。たとえば、社会のいろいろな社会階級や職業グ

ループを４つに分けることはできるでしょうし、そのことに問題はないと思います。ただ

１つむずかしい点は、たとえば私たちのような社会主義国家、あるいは他の社会主義国家

では、生産者グループと労働者とはどのように⾒分けられるでしょうか？ 

シュリーラシュリーラシュリーラシュリーラ・プラブパーダ・プラブパーダ・プラブパーダ・プラブパーダ たとえば、私たちは知的階級に属しています。これが１つの

区分です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 知的階級、つまりブラーフマナですね。そしてすべての知識人も同じ

階級に属している、ということですね。 

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 そうです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 次が管理者階級。 

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。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 では、だれがヴァイシャやシュードラなのでしょう？ そこがむずか

しい点です。他の労働者たち、つまり工場労働者、集団農場労働者などの区分がつけにく

いのです。このように⾒ますと、私個人の意⾒として、社会主義国と社会主義国になりつ

つある国々とのあいだには大きな差があるのではないでしょうか。というのは、現代の⻄

洋社会は社会的あるいは職業的な階級をブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュ

ードラ、つまり知的、生産的、生産体系の所有者（たとえば工場主）、ふつうの労働者とい

った特定の階級にすべて区分できるのに対し、この国にはヴァイシャはいないからです。

工場に管理者がいて、その人たちをクシャトリヤと呼べるでしょうし、またシュードラ、

労働者たちもいます。しかし、中間の人たちがいません。 

シュリーラ・プラシュリーラ・プラシュリーラ・プラシュリーラ・プラブパーダブパーダブパーダブパーダ そのこともヴェーダが説明しています。Kalau çüdra 

-sambhavaù（カラウ・シュードラ・サンバハヴァハ）。現代は、ほとんどの人たちがシュードラです。

しかし、シュードラしかいない社会の秩序は乱れます。教授が⾔われたように、この国は

シュードラの国かもしれませんが、それでもブラーフマナにふさわしい人たちもいます。

それは必要なことなのです。そのように社会階級を区分しなければ、混乱をきたすに決ま

っています。それがヴェーダの説く科学的判断です。ソ連の人々がシュードラ階級に属し

ているとしても、社会の秩序を維持するには、シュードラを訓練してブラーフマナに育て

なくてはなりません。社会はシュードラだけに依存することも、またブラーフマナだけに



依存することもできません。体に必要なことを満たすには、頭、腕、胃、足が不可欠です。

足、頭、腕などが体全体の使命を満たすために協力し合う必要があります。ですから、ど

んな社会でも、この４つの区分がなければ混乱をきたします。健全に機能できません。マ

ーヤーの世界になり、混乱あるのみです。頭脳がなくてはいけないのに、いまその頭脳が

不足しています。教授の国や私の国のことだけを⾔っているのではありません。社会その

ものについて⾔っています。昔、インドは君主政治でした。たとえば、マハーラージ・パ

リークシットはクシャトリヤの王であり、死ぬ寸前、放棄階級になることを宣⾔しました。

そして自己の悟りについて聞くために森に隠遁しました。社会全体に平和と繁栄をもたら

したいと願うのなら、巧みに国を治めるひじょうに知的な人々、巧みに生産する人たち、

そして労働者を作らなくてはなりません。それがいま必要とされていることで、避けてと

おることはできません。それがヴェーダの考え方です。Mukha-bähüru-päda jäù（ムカハ・

バーフール・パーダ ジャーハ）（『シュリーマド・バーガヴァタム』第 11 編・第 17 章・第 13 節）。

ムカは「顔」、バーフは「腕」、ウールは「腰」、パーダは「足」のことです。どんな国でも、

円滑で整然としたこの４つの社会階級が整っていなければ、国も社会も円滑な管理は期待

できません。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ヴァルナーシュラマ制度は古代社会で自然な労働分担を形成したよう

に思えます。しかし現代社会の労働分担ははるかに複雑で洗練された状態になっています。

ですから、現代社会を単に４区分に分割するならば、混乱が生じる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 混乱が生じた原因は、昔インドで、あるブラーフマナの子ど

もがブラーフマナとしての資格がないのにブラーフマナであると主張したことからはじま

っています。そして他の人たちも、迷信や慣習に従って、その子をブラーフマナと認めま

した。ですから、インドの社会秩序は乱れるようになりました。しかし、このクリシュナ

意識運動では、世界中のだれでもブラーフマナになれるように教育をしています。世界が

ブラーフマナの頭脳を必要としているからです。マハーラージ・パリークシットは君主で

はありましたが、ブラーフマナや博学な学者たちを顧問として選び、その助⾔を受けてい

ました。君主が勝手に政治をするのではありません。歴史を⾒ても、君主が適切な政治を

しないとブラーフマナの顧問たちに更迭させられました。ブラーフマナは政治にはかかわ

っていませんでしたが、国王の義務について助⾔をしていました。これはそれほど遠い昔

のことではありません。アショーカ王の時代はどれほど昔のことでしたか？ 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 私たちの専門用語で⾔うと、古代および中世インドですね。 

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 はい。 

コトフスキー教コトフスキー教コトフスキー教コトフスキー教授授授授 尊師のおっしゃるとおりです。古代および封建時代の行政は、ブラー

フマナに門戸を開いていました。立法部門の高管理階級はほとんどブラーフマナで占めら

れていました。ムガル帝国時代でさえ、イスラム教徒の皇帝や政治家に助⾔するブラーフ

マナがいましたね。 



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 そのとおりです。ブラーフマナたちは博学な人々として認め

られ、王の顧問としての役割をはたしていました。たとえば、ヒンドゥ教の王チャンドラ

グプタはアレクサンダー大王の時代の人物です。チャンドラグプタが即位する以前、アレ

クサンダー大王はギリシャからインドに入って、インドを征服しました。チャンドラグプ

タ王が即位したとき、この王はチャーナキャを大臣に任命しました。このチャーナキャと

いう人物の名前はご存じですか？ 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 はい。 

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 チャーナキャはすばらしいブラーフマナの政治家で、ニュー

デリーの外国の大使館が集まっている地区はこの人物の名前にちなんでチャーナキャ・プ

リーと呼ばれています。チャーナキャ・パンディットは、偉大な政治家であると同時にブ

ラーフマナでもありました。その知識の広さたるや驚くべきものでした。かれが説いた道

徳律はいまでも尊ばれています。インドでは、現在でも生徒たちがチャーナキャ・パンデ

ィットの教えを学んでいます。大臣の座にあっても、かれはブラーフマナの精神をもちつ

づけていました。報酬をもらわなかったのです。報酬を受けとるブラーフマナは犬同然で

ある、とされていました。『シュリーマド・バーガヴァタム』でそう⾔われています。助⾔

はしても、雇われませんでした。このように、チャーナキャ・パンディットは小さな小屋

に住んでいましたが、じつにインドの総理大臣だったのです。このようなブラーフマナ文

化とブラーフマナの頭脳がヴェーダ文化の基準です。『マヌ・スムリティ』はブラーフマナ

文化の水準をしめす良い例です。『マヌ・スムリティ』が書かれたか時代はだれもさかのぼ

ることができませんが、その経典は完璧な書物としてヒンドゥ教の法律になっています。

立法者が毎日のように新しい法律を施行して社会の秩序を維持する必要はありません。マ

ヌが授けた法律は完璧ですから、どんな時代にも通用します。サンスクリット語では「ト

ゥリ・カーラードウ」、つまり「過去・現在・未来に通用する」と述べられています。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 お話をさえぎって申し訳ありませんが、私の知るかぎりでは、18 世紀

後半のインド社会はイギリス支配体制下にあり、ヒンドゥ法典では治められていませんで

した。当時はかなり変化がありました。当時ヒンドゥ教徒が従っていたヒンドゥ法は『マ

ヌ・スムリティ』法典とはずいぶん違ったものでした。 

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 現在も法は変えられています。つい最近でもパンディット・

ジャワハルラール・ネールが自己流のヒンドゥ法律を作りました。離婚の権利を認めたの

ですが、『マヌ・スムリティ』にそんなことは書いてありません。最近変えられたことはた

くさんありますが、以前は人間社会全体が『マヌ・スムリティ』に従って治められていま

した。厳密に⾔いますと、現代のヒンドゥ教徒はヒンドゥ経典に厳格に従っていません。 

 しかし私たちは、古代ヒンドゥ社会に戻ることを説いているわけではありません。とう

ていできないことです。温故知新、それが私たちの考えです。たとえば『シュリーマド・

バーガヴァタム』には理想的社会に関連した概念が説かれています。説かれた相手はマハ



ーラージ・ユディシュティラです。良い教え、良い体験があるのなら、それを取りいれる

のが得策でしょう？ そこが私の⾔いたいところです。加えて、現代文化は１つ大事な点

を⾒逃しています――人生の目的です。科学的に⾔うと、人生の目的とは自己の悟り、つ

まり ätma-tattva（アートマ・タットヴァ）です。人類が自己の悟りに達しないかぎり、人間社会

はあらゆる面で挫折する、とヴェーダで⾔われています。現に、それがいまの状況です。

経済的、または他の面でなにもかも達成しているのに、平和や安定を保てず、争ってばか

りいます――個人的に、社会的に、政治的に、国家的に。冷静に考えてみればわかります

が、多くの知識分野でとても発達していても、心理状態は下等動物と同じです。『シュリー

マド・バーガヴァタム』は、人間の体はただ感覚満足のためにあくせく働くためのもので

はない、と結論しています。しかし、大半の人々は感覚満足以外のことを知りません。来

世についてなにも知りません。体が終わってなにが起こるのかを学ぶ科学的知識の分野が

まったくない。とても重要な知識分野なのに。 

 『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第 13 節）では、dehino 'smin yathä dehe（デーヒノ

ー スミン・ヤタハー・デーヘー）と⾔われています。デーヘーは「肉体」、デーヒナハは「肉体の

所有者」の意味です。Dehino 'smin yathä dehe kaumäraà yauvanaà jarä 

（デーヒノー スミン・ヤタハー・デーヘー カウマーランム ヤウヴァナンム ジャラー）。デーヒー、つまり

体の所有者が体のなかにいて、体が状態変化をつづけます。子どもは子どもらしい体を持

ち、年をとるにつれて別の体になります。しかし体の所有者は最初からずっと変わること

なく存在しつづけています。同じように、この体がすっかり変化すると別の体に入ります。

だれもそのことが理解できません。現世でさえも、私たちはさまざまな体を受けいれ、赤

ん坊から子どもへ、少年へ、⻘年へと体を変えつづけています。私も子どもの体を持って

いました。しかし、もうその体は存在していません。いまでは違った体になっています。

この体が存在しなくなれば別の体を受けいれなくてはならない、ということを理解するの

が特別にむずかしいことでしょうか？ これは偉大な科学です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ご存じだと思いますが、この問題に関連して２つの正反対の意⾒があ

ります。それぞれの宗教でわずかに違っていますが、それでも、どんな宗教でも転生、つ

まり魂の輪廻を認め、そして追究しています。キリスト教、ユダヤ教、そして…… 

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 宗教のことを教授と話しているのではありません。科学や哲

学です。特定の宗教が特定の哲学を有する――それは大した問題ではありません。体の変

化にもかかわらず体の所有者が永遠であるならば、体が完全に変化したとき、その所有者

は別の体に入ります。それはかんたんに理解できるはずだという点がいまの論点です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 もう１つ、個別の存在はない、という考え方もあります。２つの現象

はない――つまり体と体の所有者は同じだとする考え方です。 

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 （きっぱりと）それは違います。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 体が死ねば、所有者も死にます。 



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 違います。それにしても、なぜ大学にはこの事実を科学的に

研究する分野がないのでしょうか？ それが私の提案です。いま欠けているのはそこです。

教授のおっしゃるとおりかもしれませんし、あるいは私の⾔うとおりかもしれません。し

かしとにかく、このことを学ぶ知識分野が必要です。最近、トロントの心臓外科医が魂の

存在を認めました。その方と手紙をやりとりしましたが、魂がいることを強く信じておら

れます。他の⾒解もありますが、私たち献愛者は正しい権威から知識を得ています。この

主題について私たちはクリシュナの⾔葉を受けいれています。クリシュナは正しい権威者

であり、すべてのアーチャーリャから権威者として認められています。『バガヴァッド・ギ

ーター』も全世界の学者や哲学者が認めている書物です。クリシュナが⾔います。 
 

デーヒノー スミン ヤタハー デーヘー 
dehino 'smin yathä dehe 

 
カウマーランム ヤウヴァナンム ジャラー 
kaumäraà yauvanaà jarä 

 
タタハー デーハーンタラ・プラープティル 
tathä dehäntara-präptir 

 
ディーラス タトゥラ ナ ムッヒャティ 
dhéras tatra na muhyati 

 
 「肉体をまとった魂が、この体のなかを少年から、⻘年、⽼年へと間断なく移り変わるよ

うに、魂は同じように、死ぬときに別の体に入っていく。冷静な人物は、そのような変化

に惑わされない」 （『バガヴァッド・ギーター』第２章・第 13 節）。 

 これはクリシュナ、すなわちクリシュナ意識の師弟継承における最高権威者が話した⾔

葉です。私たちはそのような知識を疑うことなく受けいれます。それがヴェーダ式の理解

のしかたです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ここで問題になるのは、私たちは議論し尽くしたことでなければ受け

いれない、という考えを持っていることです。議論にもとづいた点だけを信じます。 

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 もちろん、それも許されています。『バガヴァッド・ギーター』

（第４章・第 34 節）でそう⾔われています。Tad viddhi praëipätena paripraçnena sevayä

（タドゥ・ヴィッディ プラニパーテーナ パリプラシュネーナ セーヴァヤー）。パリプラシュナ（議論）は

許されています――しかし、挑戦的な態度ではなく、理解しようとする心がまえでなけれ

ばなりません。議論が禁止されているわけではありません。しかし、ヴェーダに関して⾔

えば、その教えにまちがいはありませんから、ヴェーダの学者たちはその⾔葉どおりに受

けいれています。たとえば、牛の糞は動物の糞です。ヴェーダではそれをなんと⾔ってい

るのでしょうか？ 動物の糞に触ったら――たとえ自分の便だとしても――その人の体は

汚れるから、沐浴して体を洗うべきだと⾔っています。ヒンドゥ教の教えでは、排泄した



ら沐浴しなければならないことになっています。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 それはまったくうなずける衛生学上の知識ですね。 

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 そうです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 そう、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 しかし、ヴェーダの別の個所では、牛の糞は動物の糞ではあ

っても純粋だと⾔っています。不潔な場所にその糞を撒けば、その場所は清浄になります。

ちょっと聞いただけでは矛盾していますね。ある個所では、動物の糞は不潔だから触った

らすぐに体を清めなさいと⾔い、また別の個所では牛の糞は純粋だと⾔う。私たち人間の

知識から⾒ると矛盾しています――だとしても、ヴェーダに従っている人々はそれを受け

いれています。そしてじっさいに牛の糞を分析すると、殺菌性があることがわかります。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 それは知りませんでした。 

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 そうなんです。ある医学教授が分析し、その結果、牛の糞は

殺菌性をそなえていることを発⾒しました。このように、ヴェーダの⾔葉は一⾒矛盾して

いるように⾒えても、綿密に分析すると結果的に正しいことがわかります。例外があるよ

うに⾒えますが、そのまま受けいれられています。そして科学的に分析、実験してみれば、

正しいことがわかります。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 そうですね。科学的な視点から分析すればそれは正しいことです。 

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 他にも例があります。ほら貝です。これは動物の骨であり、

ヴェーダの教えでは、動物の骨に触れると体は汚れ、やはり体全体を洗わなくてはなりま

せん。でも、このほら貝は神像の部屋に置かれています。ヴェーダでほら貝は純粋だとさ

れているからです。ここで私が⾔いたいのは、献愛者はヴェーダの法律を議論せずに受け

いれている、ということです。ヴェーダ学者はそのようにヴェーダ原則に従っています。

ヴェーダの⾔葉を引用して自分の意⾒を実証すれば、それは正しいと認められるのです。

他の方法で実証する必要はありません。プラマーナ（証拠）にはさまざまな種類がありま

す。ヴェーダから⾔葉を引用することをシュルティ・プラマーナと⾔います。法廷で法律

書の⾔葉を引用する弁護士が正しい意⾒を⾔っていると判断されるように、このシェルテ

ィ・プラマーナにもとづいていれば、ヴェーダ学者たちはそれを正しいと認めます。ヴェ

ーダのことをシュルティということは教授もご存じだと思います。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 はい。 

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    
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 
 

ウトゥーパーターヤイヴァ 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） 

 なにを受けいれるにしても、シュルティやスムリティ、各プラーナ、パンチャラートラ

にもとづいていなくてはなりません。プラーナで証明できないようなことを⾔っても、混

乱をきたすだけです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授    １つだけ、よろしいですか？ ヴェーダで⾔われていることは科学的

にも証明できます。現代では科学研究所で発表した内容が正しい知識です。その正否を自

分で分析しなくても正しいと認めることができます。科学研究所から、あることについて

「これは良くない」という結果が出されたとします。そうすると、大衆もそれを正しいと

解釈だと受けいれます。「そのとおりだ。科学者たちが⾔っていることだから、それは正し

い」と。 

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 同じように、ヴェーダの権威ある記述はアーチャーリャ（偉

大な師）によって受けいれられています。インドはアーチャーリャ ―― ラーマーヌジャ

ーチャーリャ、マドヴァーチャーリャ、シャンカラーチャーリャ ―― によって治められ

ていました。アーチャーリャがヴェーダを受けいれ、その従者たちがアーチャーリャを受

けいれてきました。そうして得られる恩恵は、牛の糞がはたして純粋かどうかを自分で調

べて時間を無駄にしなくてもいい、という点です。ヴェーダで純粋だとされているから受

けいれればいい、ということです。シュルティ・プラマーナを受けいれることで、時間が

節約できます。このように、ヴェーダには社会学、政治学、その他どのような分野の⾔葉

でも収められています。ヴェーダの意味は「知識」だからです。 
 

サルヴァッシャ チャーハンム フリディ サンニヴィシュトー 
sarvasya cähaà hådi sanniviñöo 

 
マッタハ スムリティル ギャーナンム アポーハナンム チャ 
mattaù småtir jïänam apohanaà ca 
 

ヴェーダイシュ チャ サルヴァイル アハンム エーヴァ ヴェーデョー 
vedaiç ca sarvair aham eva vedyo 
 

ヴェーダーンタ・クリドゥ ヴェーダ・ヴィドゥ エーヴァ チャーハンム 
vedänta-kåd veda-vid eva cäham 

 
        （『バガヴァッド・ギーター』第 15 章・第 15 節） 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 １つ質問してもよろしいですか？ スワミの組織は世界中にたくさん

支部があるのですか？ 



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 はい。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 本部はどこで、クリシュナ意識協会の支部はどこにあるのでしょうか。 

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 全部で 65 の支部があります。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 65 の支部。 

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。本部はロサンゼルスにあります。主チャイタンニ

ャの降誕地マーヤープルに重要なセンターを現在建設中です。インドへは？ 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ６回か７回ほど。いまはカルカッタで面倒なことが起こっていますね。

バングラディッシュからの難⺠がたくさん流れこんでいますから。 

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。でも私たちはカルカッタで 10 日間サンキール

タナをしました。素晴らしいサンキールタナでしたよ。集まった人たちの数は毎日３万人

以上です。私は『シュリーマド・バーガヴァタム』や『バガヴァッド・ギーター』を基盤

にして法話をしますので、聴衆もとても興味をもって聞いてくれました。このように、世

界中の人たちが私たちの布教に反応し、とくにアメリカの⻘年たちからの反響があります。

かれらはとても熱心で、またイギリス、ドイツ、フランスにもそんな⻘年たちがいます。

ソ連のあとはパリに行くことになっています。（弟子に）あの場所の名前は？ 

弟子弟子弟子弟子 パリ、のですか？ ああ、フォンテナイ・オーグ・ローゼスですね？ 

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 そう。そこで一軒家を購入しました。立派な家です。私たち

の方法はとてもかんたんです。私は弟子たちに４つの禁止事項を守るよう教えます。不義

の異性関係を絶つこと、肉、魚、卵を食べないこと、賭博をしないこと、タバコやお茶や

コーヒーも含む陶酔物を取らないこと、この４つです。この４つの規則に従い、ハレー・

クリシュナ・マハー・マントラを唱える方法に従うだけです。ただその方法に従うだけで

⻘年たちが速やかに高められていることが、教授にもごらん頂けると思います。とてもか

んたんな方法です。それから、『シュリーマド・バーガヴァタム』、『バガヴァッド・ギータ

ー』など、たくさんの書物を出版しました。クリシュナ意識運動をはじめてから、私は 400

ページほどの本を約 12 冊出版しました。『クリシュナ』を２巻、『シュリーマド・バーガヴ

ァタム』を６巻、『主チャイタンニャの教え』を１巻、『献身奉仕の海』を１巻などです。

こうやってクリシュナ意識を広めようとしています。クリシュナは歴史上の実在人物であ

り、それはレーニンが歴史上の実在人物であるのと同じです。この国の人たちがレーニン

の哲学を理解しようとしているように、私たちもクリシュナの哲学を理解しようとしてい

ます。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 その 65 の支部にはたくさん従者さんがいるのですか？ 

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 ええ、それはもちろん。いまは入門を受けた弟子が 1,000 人

ほどいて、興味を持っている人たちもたくさんいます。その 1,000 人はクリシュナ意識の

原則を受けいれています。ここにいる⻘年たちもそうです（２人の秘書を指さす） 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ということはこちらのお弟子さんたちはふつうの⻄洋、あるいはヨー



ロッパの大学との関係を絶っているということでしょうか？ たとえば、ふつうの大学で

ごくふつうに講義を受けていた一般学生でもスワミに入門させてもらったり、組織に加わ

れるのでしょうか？ 

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 この協会に加わって入門式を受けたいと思う人ならだれでも

歓迎します。そのつもりがなければ、寺院を訪れてクリシュナ意識の哲学に耳を傾け、本

を読めばいいのです――本や雑誌を読み、質問して答えを得る、そんな機会が豊富に用意

されています。まず私たちの哲学を理解しようとなさってください。とつぜん⻘年がやっ

てきて、すぐに私の弟子になる、ということはありません。まず寺院にきて、献愛者たち

と交流し、この哲学を理解しようとします。勧誘はしません。自主的に弟子になりたいと

思うようになるのです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 学生ではなく、⻘年労働者とか農家の⻘年の場合はどうなりますか？ 

全生涯を捨てて、クリシュナ意識運動に参加し、所定の寺院に住むことになるのですか？ 

物質世界での日々の暮らしはどのようにつづけていけばいいのでしょうか？ 

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 先ほど⾔いましたが、私たちの布教活動は全世界にブラーフ

マナを作るために行なわれています。ブラーフマナたちの数が不足しているからです。真

剣に私たちの運動に参加する人は、ブラーフマナにならなくてはなりません。そしてブラ

ーフマナとしての義務を遂行し、クシャトリヤやシュードラの義務をやめるのです。もち

ろん、仕事をつづけながらクリシュナ意識運動の勉強をすることもできます。この運動に

参加している学者もたくさんいます。ハワード・ウィーラーというアメリカのオハイオ州

立大学の教授が私の弟子になり、教授としての仕事をつづけながら収入のほとんどをクリ

シュナ意識の勉強のために使っています。グリハスタつまり世帯者は、収入の 50 パーセン

トを協会に寄付し、25 パーセントを家族のために、残りの 25 パーセントを個人的なこと

に使うのが理想です。しかし、主チャイタンニャ・マハープラブは、グリハスタ（世帯者）

でも放棄階級でも、ブラーフマナでもシュードラでも、それはまったく問題ではない、と

説かれました。主チャイタンニャは 「クリシュナの科学を理解している人は、わたしの

グルである」と⾔っています。ベンガル語では、kibä vipra, kibä nyäsé, çüdra kene naya（キ

バー ヴィプラ、キバー ニャーシー、シュードラ ケーネー ナヤ）といいます。ベンガル語の方はいか

がですか？ 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 少し、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 けっこうです。⾔葉の感じだけでも聞いてください。Yei 

kåñëa-tattva-vettä, sei 'guru' haya（イェーイ クリシュナ・タットゥヴァ・ヴェーッター、セイ 「グル」 

ハヤ）。「クリシュナの科学を理解した者はだれでもグルになれる」（『チャイタンニャ・チャ

リタームリタ』マデャ・第８章・第 128 節） 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 しかし、社会のさまざまな分野でブラーフマナを作ることは、伝統的

ヒンドゥ経典の記述を否定することになります 



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 いいえ。否定ではありません。打ち立てているのです。 

コトフコトフコトフコトフスキー教授スキー教授スキー教授スキー教授 すべての経典やプラーナなどの教えによれば、この４つのヴァルナの

階級にいる人は、その階級に生まれた人間ではなくてはいけない、とありますが。 

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、それはまったく違います。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 それがすべてのヴァルナの基盤であり…… 

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 違います。お⾔葉ですが。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 すべてのヴァルナの基盤となるものは…… 

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 教授はまちがったことを⾔っています。申し訳ないのですが、

そのまちがっていることを指摘させてください。『バガヴァッド・ギーター』（第４章・第

13 節）には cätur-varëyaà mayä såñöaà guëa-karma-vibhägaçaù、（チャートゥル・ヴァルニャ

ンム マヤー スリシュタンム グナ・カルマ・ヴィバハーガシャハ）「ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァ

イシャ、シュードラというこの４つの階級は、各人の性質をもとにしてわたしが創造した

ものである」と書かれています。誕生については触れられていません。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 「生まれが大切だ」という考えは、そのことを定着させようとしたブ

ラーフマナがあとで付け加えたもので、その点ではスワミの意⾒に同意します。 

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 そのようなブラーフマナたちがインドの文化をだいなしにし

てしまったのです。インドからパキスタンが分裂したのもそれが原因です。ほんとうは歴

史的事実からみると、地球全体がバーラタ・ヴァルシャで、マハーラージ・パリークシッ

ト皇帝の時代までは１つの国家として治められていました。その後しだいに分裂するよう

になりました。そういう歴史があったのです。そしていまパキスタンになって分裂し、バ

ーラタ・ヴァルシャは小さな国々に分裂してしまいました。ほんとうは、ヴェーダ経典に

よれば、地球全体がバーラタ・ヴァルシャでした。それ以前は、イラーヴリタ・ヴァルシ

ャと呼ばれていました。しかし、バラタ王が地球を治めるようになってバーラタ・ヴァル

シャと⾔われるようになりました。この文化（クリシュナ意識）はいつも存在していまし

た。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教など、ほとんどの宗教は２、３千年程度の歴史し

かありません。しかし、このヴェーダ経典の歴史は、その始まりが計算できないほど古い

のです。ですからサナータナ、つまり永遠だと⾔われています。この文化は人間社会のた

めにあります。単なる宗教的信念ではありません。宗教の信念は変わりますが、真のダル

マは変えられません。クリシュナのことを知ろうとしてください。主は『バガヴァッド・

ギーター』（第 18 章・第 66 節）で⾔いました、Sarva-dharmän parityajya mäm ekaà 

çaraëaà vraja（サルヴァ・ダルマーンム 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

べての宗教を捨てて、ただわたしに身をゆだねなさい」。それが真の知識――神への服従で

す。あなたも私も、だれでも、だれかに服従しています。それはまぎれもない真実です。

生活はこの服従心でなりたっています。そう思われませんか？ この点では同意していた

だけますか？ 



コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ある面ではかならず服従しなければならない、ということですね。 

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 そうです。ある面だけではなく、すべてにおいてです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 たとえば、社会に服従しなくてはいけないし、すべての人々に服従し

なくてはいけない。 

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。すべての人々、あるいは国、王、政府、どんなも

のにでも服従しなくてはなりません。この服従する心はかならず存在しています。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ただ１つの問題点は、政府や王に対して半分だけ服従することはでき

ない、ということです。主な違いは、王に服従するか、人に服従するか、社会に服従する

か、ということです。 

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 それは色の違いにすぎません。しかし服従するという原則は

かならず存在しています。君主政治に服従しようが、⺠主政治に服従しようが、貴族、独

裁政治に服従しようが、結局は服従しなくてはなりません。服従しなければ生活はぜった

いに成り立ちません。ですから、私たち献愛者は神に服従するよう教えているのであり、

そうすればあらゆることから守られます。クリシュナが sarva-dharmän parityajya mäm 

ekaà çaraëaà vraja（サルヴァ・ダルマーンム 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）と⾔っているように。「私はだれにも服従しない」と⾔える人はだれもいません。どん

な人でも、です。違いは、なんに対して服従するか、です。最終的な服従の対象はクリシ

ュナです。ですから『バガヴァッド・ギーター』（第７章・第 19 節）でクリシュナは bahünäà 

janmanäm ante jïänavän mäà prapadyate（バフーナーンム ジャンマナーンム アンテー ギャーナ

ヴァーン マーンム プラパッデャテー）「幾度となく生まれ変わりながら多くの物事に服従したあと、

ほんとうに賢い者はわたしに服従する」と⾔いました。väsudevaù sarvam iti sa mahätmä 

su-durlabhaù（ヴァースデーヴァハ サルヴァンム イティ サ マハトゥマー ス・ドゥルラバハハ）「そのよ

うなマハトマーは稀である」。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 しかし同時に、その服従には反乱が伴うように思えます。人類の歴史

を⾒ますと、人類はある種の服従に対して反乱を起こすことだけで発展してきたことが証

明されています。中世ではフランス革命がありました。服従を拒む反乱です。しかし、革

命そのものが人⺠への服従を意味していました。同意していただけますか？ 

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 はい。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ですから、服従が最終地点ではありません。他の要因が存在していま

す。つまり服従にはかならず２つの面――服従と反抗――が伴います。 

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 しかしクリシュナに服従すれば、それが最終地点です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 なるほど。 

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 そこで完全に終わる、つまりもうだれにも服従しなくてもよ

くなります。それ以外の服従は、革命で変えられてしまいます。しかし、クリシュナのも

とへ来ればそれで充分です。完全な満足が得られます。例をあげてみます。子どもが泣い



ていて、まわりにいる人たちが次から次にその子をだっこしてあやそうとします。もちろ

ん、そんなことでは泣きやみません。しかし、⺟親のひざに置かれたら…… 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 泣きやむ。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 そうです。ほんとうに満足するからです。それが服従です。教授がお

っしゃった服従の対象はさまざまな概念のなかで変わります。しかし、そのような服従は

じつはどれもマーヤーへの服従です。ですから『バガヴァッド・ギーター』ではそのよう

な服従、つまりクリシュナを無視した服従はどれもマーヤーであると⾔われています。ど

んなものに服従しようと、最終的な服従はクリシュナへの服従です。それができて、はじ

めて幸福に生きられるようになります。だれでも服従しなくてはいけません。しかし、ク

リシュナに服従すれば、心から超越的な満足感を味わうことができます。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 クリシュナ意識運動の教えに対して、インドの保守的なヒンドゥ教徒

やブラーフマナから敵意を向けられたことはありませんか？ 

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 すべて論破しました。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ほう。 

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 保守的なヒンドゥ教徒が何人来ようと、私たちにはヴェーダ

経典という武器があります。ですから、敵対するような人たちはもういません。アメリカ

のキリスト教の聖職者でさえ、私に好意的です。「この⻘年たちはアメリカ人、キリスト教

徒、ユダヤ教徒でした。それが、いま神を熱心に求めている。しかし、私たちはかれらを

救うことができなかった」と、ある聖職者が⾔っていました。そのことを認めているので

す。弟子の父や両親が私を訪ね、お辞儀をします。そして「スワミジ、あなたがこの国に

来て神の意識を布教されたことは、じつに幸運なことです」と⾔ってくれました。このよ

うに私は歓迎されています。インドでもそうです。教授が聞かれたのでお答えしますが、

私のまえにも多くのスワミたちが⻄洋諸国に来ていますが、かれらがたった１人のクリシ

ュナ意識の献愛者も作れなかったことはすべての宗派が認めています。だれもが、それを

認めているのです。別に私が手柄をたてたとは思っていません。しかし、私はヴェーダの

知識をありのままに、なにも加えずに伝えたからこそ、確かな効果が出たのだと確信して

います。私はそう確信しています。自分には適切な薬がある、と思っていれば、それを患

者に投与すればかならず治る、という確信も持つはずです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 1,000 人のお弟子さんのうち、インドにいるのは何人ほどですか。イ

ンドではいくつほど寺院を持っていますか？ 

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 インド、ですか？ 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 はい。 

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 インドには、何千、何万、何百万というクリシュナ意識の人

がいます。インドでは当然のことなのです。ヒンドゥ教の人でクリシュナ意識でない人は

いません。 



コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 はい、それはわかります。 

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 ヴァイシュナヴァです。これをヴァイシュナヴァ派と⾔いま

す。教授もインドに行かれたからご存じと思いますが、インドには何千万ものヴァイシュ

ナヴァがいます。たとえば、こちら（その場で話を聞いていたインドの紳士）はインド航

空の管理職にある方です。私の弟子ではありませんが、この方もヴァイシュナヴァでクリ

シュナ意識です。同じように、インドには何千万というクリシュナ意識の人たちがいます。

クリシュナ意識のイスラム教徒さえいるのですよ。ゴーラクプル大学にイスラム教徒の教

授がいまして、その人は主クリシュナのすばらしい献愛者です。自然なことなんです。『チ

ャイタンニャ・チャリタームリタ』では、クリシュナ意識はどこにでも、だれの心のなか

にもある、と⾔われています。この方法でよみがえらせればいいのです。教授の心にもあ

ります。まったく無関係なことではありません。だれの心にでもクリシュナ意識がありま

す。この方法を実践すれば、それが目覚めさせられます。太陽が昇るのに似ています。太

陽は、突然どこからともなく昇ってくるわけではありませんね。同じように、クリシュナ

意識は遍在していますが、マーヤーで包まれています。この方法でふたたびよみがえり、

また献愛者との交流によってめざめます。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 きのうモスクワに来られたのですね。モスクワ市内はご覧になりまし

たか？ 

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。観光には興味がありませんから。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 でも、いずれにしても、古いホテルに滞在するというのもおもしろく

ないでしょう――――会う人もほとんどいないでしょうし。あさって発たれるのですね。 

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 そういうスケジュールになっています。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 行き先はアメリカですか、それともヨーロッパですか？ 

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 ヨーロッパです。パリに行きます。ロンドンとサンフランシ

スコで大きな祭典を２つ催すことになっています。弟子たちがラタ・ヤートラーという山

車の祭典を準備しているところです。この山車（だし）の祭典はインドのジャガンナータ・

プリーで毎年行なわれています。ジャガンナータ・プリーには行かれましたか？ 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 はい。ずいぶん古くから行なわれている祭典ですね。とても古い伝統

があります。大きな山車です。 

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 そうですね。その祭典がいまはロンドンやサンフランシスコ

という⻄洋諸国でも行なわれています。そのうち、他の国でも開催されるようになるはず

です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 ロンドンには大きなインド人社会がありますからね。 

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 いいえ、そういうことではなく、これはイギリス人やアメリ

カ人の手で開催されるのです。ロンドンとサンフランシスコのインド人たちはみんな、サ

ヒーブになろうとしています。この⾔葉、ご存じですか？ 



コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 （笑う）⻄洋化ですね。（２人、笑う）。大学の有名な社会人類学者が

おもしろいことを⾔っていました。現代インドには、⻄洋化とサンスクリット化という２

つの流れがあるというのです。ブラーフマナや上流階級の人たちが⻄洋化し、そして下層

階級や不可触賎⺠の人々がブラーフマナ儀式などをはじめているのです。インドにはいま

このような興味深い流れがあります。しかし、残念ながら問題が多いようです。 

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 問題は、インドがどこにも位置されていない、ということで

す。みんなが⻄洋の生活をまねしようとしているのですが、物質主義の面や技術面からす

ると、百年は遅れています。そんな状況です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 そう、それは当たっていますね。しかし、尊師はインドのためになに

をなさるおつもりですか？ 

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    1 つ、私が体験していることがあります。インドの精神的財

産が全世界に広められたなら、インドの栄光は高まることでしょう。どの国を訪れても、

人々はいまでもインドの文化を称えているからです。インドの精神的知識という宝庫が適

切に世界へ分け与えられたら、少なくともインド以外の人たちもインドからなにかを得て

いることがわかるでしょう。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 もちろんです。そのとおりですね。インドの文化的遺産は世界のどこ

にでも知られるようになることでしょう。しかし同時に、そのことでインドの人々はどの

ような恩恵が得られるのでしょうか。インド国内にいるだけですから、インドの文化的遺

産が全世界に広められても、なにも得られるものがないようですが。インドの村には肥料

やトラクターなどが必要です。 

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 ええ、そのことについて異論はありません。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 そうです。反論の余地のない事実です。しかし同時に、インド国内で

なにかが具体的になされなくてはなりません。それを⻄洋化と呼ぶ人がいるかもしれませ

んが、産業・技術面での画期的な導入は、インド国⺠の生活で――農業や産業などあらゆ

る面で―― 必要とされています。 

シュリエフ・プラブパーダシュリエフ・プラブパーダシュリエフ・プラブパーダシュリエフ・プラブパーダ アルジュナは『バガヴァッド・ギーター』を悟る前は戦士で、

そして『バガヴァッド・ギーター』を悟ったあともやはり戦士としてふるまいました。そ

のように、現在の立場を変える必要はありません。たとえば、教授は相当な社会的地位に

就いておられます。私は、そのような地位を変えるべきだとは⾔いません。訪ねてきたの

は、クリシュナ意識の哲学を納得していただくためです。それだけが目的です。アルジュ

ナは最初戦うのを拒みました。「クリシュナ、私は親族を殺したいとは思いません。この王

国が欲しいとも思いません」。しかし、アルジュナは『バガヴァッド・ギーター』について

教わり、最後にクリシュナがアルジュナに聞きました。「さて、あなたの結論は？」。アル

ジュナは答えました、kariñye vacanaà tava（カリッシェー ヴァチャナンム タヴァ）（『バガヴァ

ッド・ギーター』第 18 章・第 73 節）「はい、あなたが⾔われたとおりにします」と。つま



り、アルジュナの意識が変わったということです。かれは戦士だったし、戦士でありつづ

けました。しかし、意識が変わりました。これがいま望まれていることです。社会の現状

を混乱させるつもりはありません。技術を持つな、とも⾔いません。人々がクリシュナ意

識を理解してくれるよう活動する、それが私たちの布教の計画です。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 もちろん、同時に、どんな意識でも最終目標は社会を変えること、つ

まりより良い社会を築くことです。 

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 それは自動的に達成されます。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 私個人としては、最終目的が社会を混乱させるものではないという点

が不満です。なぜなら、現代社会では意識をつうじて変化すべき点が山ほどあるからです。 

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 最初に変えるべきことは、苦行を受けいれて規定原則に従う

ことです。たとえば、陶酔物をとってはいけない、という規則。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 陶酔物におぼれてはいけない、そして質素にならなくてはならない、

などの決まりですね。 

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 この方法に従えば…… 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 他のことも自動的に達成される。 

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 生活がすっかり変わります。この４つのこと、つまり不義の

性生活、陶酔物、肉食、賭博は、社会の改善には大きな障害になるからです。 

コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授コトフスキー教授 そうすれば、おのずから生活も質素になりますね。つまり、不義の性

生活や陶酔物などの罪を犯さない人は、必然的にある程度質素な生活を送るようになりま

すから。 

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 先日、ボンベイである紳士と話をしていました。その人にク

リシュナの⾔葉を話しました。 
 

マーンム ヒ パールタハ ヴャパシュリッテャ 
mäà hi pärtha vyapäçritya 

 
イェー ピ シュフ パーパ・ヨーナヤハ 
ye 'pi syuù päpa-yonayaù 

 
ストゥリヨー ヴァイッシャース タタハー シュードゥラース 
striyo vaiçyäs tathä çüdräs 

 
テー ピ ヤーンティ パラーンム ガティンム 
te 'pi yänti paräà gatim 

 
 「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る」 

（『バガヴァッド・ギーター』第９章・第 32 節） 

なぜ、ヒンドゥ社会で高い階級にいる人々が『バガヴァッド・ギーター』のこの教えを無



視したのでしょうか？ クリシュナは、päpa-yonayaù（パーパ・ヨーナヤハ）「低い階級に生ま

れた人でも、わたしを受けいれたなら超越的な境地に入ることができる」と⾔いました。

いわゆる低い階級の人たちが高められるように、高い地位の人たちはなぜこの教えを広め

なかったのでしょう。なぜ、かれらを⾒捨てたのでしょうか。その結果、インド人はイス

ラム教徒を受けいれずに拒否し、そしていま、互いに分断されています。永遠の敵になっ

てしまいました。私たちはいま人類の歴史上初めて、人々を、たとえ低い階級に生まれた

人でさえも、クリシュナ意識という高い境地に導く活動をしています。魂は純粋だからで

す。ヴェーダには、魂はどんな物質的汚れにもおかされない、とあります。いま一時的に

汚れに包まれているだけです。この覆いを取り除かなくてはなりません。そうすれば、純

粋になれます。それが人生の使命です。自分自身を物質的な世界から救いだし、精神的理

解の境地に入り、クリシュナに服従するという使命です。その境地に入る人が人生を完成

させることができるのです。 


