
現代科学という小さな世界現代科学という小さな世界現代科学という小さな世界現代科学という小さな世界    
 
 1973 年４⽉、ロサンゼルスのヴェニスビーチでの⻑い早朝散歩の途中、シュリーラ・プラブパーダは現

代科学と科学者について話しました。緻密な哲学的知識、深い常識、好感に満ちた率直さで、プラブパー

ダは、生命の起源について一般的に受けいれられている科学者の理論がどれほど偏狭で不合理であるかを、

弟子たちにあばきました。話のなかには、有機化学者ソーダム・シン博士が加わり、録音されたテープで

はシュリーラ・プラブパーダとシン博士のやりとりが中心になっています。 

 
シュリーラ・プラブシュリーラ・プラブシュリーラ・プラブシュリーラ・プラブパーダパーダパーダパーダ 科学技術の世界は、生命は物質から生じたというまちがった

考えに支えられています。そういう無意味な理論がだれにも疑われずに幅をきかせている

のを、私はだまって見過ごすわけにはいきません。生命は物質から生じたのではなく、物

質が生命から生じました。これはただの理論ではなく、事実です。科学者はまちがった理

論に支えられています。ですから、その計算や結論はすべてまちがっていますし、人々は

そのために苦しんでいるのです。このまちがった現代科学の理論が正されたなら、人類に

幸福がもたらされます。ですから私たちは科学者に挑戦し、論破しなくてはなりません。

そうでないと、科学者たちが社会全体をまちがって導くことになります。 

 物質は６つの変化をたどります。誕生、成⻑、維持、生殖、衰退、そして死。しかし、

物質のなかにいる生命、つまり精神魂は永遠です。そのような変化はたどりません。生命

が成⻑し、衰えていくように「見える」けれども、ほんとうは、物質の体がもはや維持で

きなくなる状態まで、これらの６つの変化をとおりすぎているだけです。やがて体が死に、

魂は別の新しい体に入ります。服が古くなって着られなくなれば新しい服に変えるのと同

じように、体が古くなって使えなくなると魂は新しい体に移ります。 

 クリシュナが『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第 13 節）で言っているように、dehino 

'smin yathä dehe kaumäraà yauvanaà jarä tathä dehäntara-präptir（デーヒノー スミン ヤ

タハー デーヘー コウマーランム ヤウヴァナンム ジャラー タタハー デーハーンタラ・プラープティル）、つま

り「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」のです。そのあとの節（第２

章・第 18 節）では antavanta ime dehä nityasyoktäù çarériëaù（アンタヴァンタ イメー デー

ハー ニッテャショクターハ シャリーリナハ）とも言いました。それは、永遠不滅の生命体が入って

いる物質の体だけが破壊される、という意味です。物質の体は死ぬ定めにありますが、体

の中にいる生命は 「ニッテャ」、永遠です。 

 ヴェーダでは、体のなかにいる魂の大きさは毛髪の先端の１万分の１と言われています。

魂はそれほど小さい。まさに原子ほど小さいのです。その原子ほどの精神的エネルギーが

あるから、私の体は動いています。この知識を難解だと思いますか？ ある男が、自分は

とても丈夫で強いと思っているとします。なぜ、丈夫で強いのでしょう？ 体のなかに小



さな精神的火の粉があるからです。しかし、その精神的火の粉が体から出たとたん、体は

死に、強さも活力も消えてしまいます。物質こそ生命の原因・起源である、と科学者が言

うのなら、化学物質を死体に注射して生き返らせてください、と言いたい。もちろん、そ

んなことはできません。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 科学者は、精神魂は目に見えないのだから、存在しているとは思えない、と言

っています。 

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 見えるわけがありません。あまりにも小さいために目では見

えないのです。そんな力は私たちにはありません。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 だとしても、なにかの方法で見たい、と思っています。 

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 猛毒をほんの１滴でも体のなかに入れると、その体はすぐに

死にます。その毒がどのように作用するのかだれにも見えません。しかし、やはり毒は効

きます。同じように、ヴェーダには、魂という極小の粒子があるからこそ体全体がすばら

しい働きを見せる、と書いてあります。自分の体をちょっとでもつまめば、すぐに痛みを

感じます。体全体の皮膚の感触を自分で感じているからです。しかし、魂がいなくなった

とたん、つまり死んだとたん、いくら体を傷つけようと、切り刻もうと、死体は抵抗しま

せん。これほどかんたんなことなのに、どうしでわからないんでしょうね？ これで魂を

発見したことにはなりませんか？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 それは確かに魂でしょう。しかし、神のことはどうでしょう？ 

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 最初は魂のことをきちんと理解してください。魂は小さな神

です。小さなサンプルがどういうものかわかれば、全体もわかります。 

 （杖で枯れ木を指しながら）ここに物体があります。昔は、この木にも葉や枝がついて

いました。では、どうしていまは成⻑しないのでしょう？ 科学者はこの質問に答えられ

ますか？ 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 科学者は、化学物質の組成が変化したから、と答えるでしょうね。 

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 ほほう。じゃあ、かれらの化学の知識がそれほど発達してい

るというのなら、適当な化学物質をこの木に注入して、また葉や枝を成⻑させてみせても

らいたいものだね。 

ブラフマーナンダ・スワミブラフマーナンダ・スワミブラフマーナンダ・スワミブラフマーナンダ・スワミ 知識を語るなら、自分の理論を証明しなくてはなりません。

科学者は、生命が化学物質の組成で生じているという理論を研究所で見せなくてはいけま

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 そのとおり。科学的方法とは、まず観察し、仮説をたて、そ

して証明することを言う。しかし、科学者は自分の仮説が実証できない。ただ観察し、そ

して無意味なことを言うだけです。 

 科学者は、化学物質が生命の原因だと言いますが、この木が生きていたときにあった化

学物質はいまでもこのなかにあり、生命のエネルギーもまだあります。この木のなかには



無数の微生物が生きていて、それも生命体です。この木のなかに生命力がなくなったとは

だれも言えないはずです。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 でも、この木そのものの生命力はどうですか？ 

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 そうです、そこが違いです。生命は個別的存在であり、木の

なかに入っていたその特定の個別の生命体が出ていった、ということです。それが正しい

結論です。生命を支えるのに必要な化学物質はいまでもこの木のなかにありますが、それ

でもこの木は死んでいるからです。 

 もう１つ例があります。住んでいた部屋から出たとしましょう。私は出たとしても、あ

とにアリとかクモなど無数の生命体が残っています。私が出たからといって、その部屋に

はもう生命体が住めなくなる、というわけではありません。他の生命体がまだ住んでいま

す。私という個別の生命体が出た、ということだけです。木に含まれている化学物質は部

屋のようなものです。個々の生命体、つまり魂が活動するのに必要な環境にすぎません。

だから、科学者は化学研究所で生命体を作りだすことがぜったいにできないのです。 

 ふつうの科学者たちは、生命は化学物質から生じた、と言います。それなら、「その化学

物質はどこから来たのか？」と質問すべきです。化学物質は生命から生じたのであり、こ

れは、生命には神秘的な力がある、ということです。たとえば、木にはたくさんのミカン

がなり、それぞれのミカンにはクエン酸などの化学物質が含まれています。では、この化

学物質はどこから来たのでしょう？ もちろん、木のなかの生命からです。科学者は、化

学物質の起源を見逃しています。化学物質から研究をはじめていますが、その化学物質の

起源を突き止めることができません。化学物質は最高の生命体、すなわち神に作られまし

た。人間の生きた体から多くの化学物質が作りだされるように、最高の生命体（神）は大

気、水、人間、動物、土にあるすべての化学物質を作りだしました。それが、神の神秘的

力です。神の神秘的力を認めなければ、生命の起源の問題は解決できません。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 科学者は、神秘的力を信じることはできない、と答えるでしょう。 

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 では、化学物質の起源について説明しなくてはならない。こ

の木は生きていたときに多くの化学物質を作っていたことは、だれにもわかります。科学

者にも否定できない事実です。しかし、どうやって作られるのでしょう？ この質問に科

学者は答えられないのですから、生命力には神秘的な力が秘められていることを認めなく

てはなりません。私は、自分の爪がどうやって伸びているのか説明することはできません。

私の判断力を越えた次元で起こっていることです。言葉をかえれば、それは想像を越えた

力、つまりアチンテャ・シャクティによって伸びている、ということです。ですから、こ

のアチンテャ・シャクティがごくふつうの生命体にも起こっているのなら、神がどれほど

このアチンテャ・シャクティを持っているのか想像すらできません。 

 神と私の違い、それは、私には神と同じ力がそなわり、ほんの少しなら化学物質を作り

だせるけれども、神はそれを無限の量で作りだせる、ということです。汗という形で私も



水を作りだすことができますが、神は海を作ります。海水の１滴を分析すれば、海水の質

がわかります。同じように、ふつうの生命体も神の部分体であり、生命体を分析すること

で、神のこともわかるようになります。神にはすばらしい神秘的力があります。神の神秘

的力は機敏に働きます。まさに電気機械のようです。機械は特定のエネルギーで動きます

が、巧みに作られているのでただボタンを押せばすべての機能を果たします。同じように、

神が「創造あれ」と言っただけで、宇宙が創造されました。このように考えれば、自然の

働きもそれほど理解しにくいことではありません。主はすばらしい力を持っていますから、

ただ主が命令するだけで創造が瞬時になされます。 

ブラフマーナンダ・スワミブラフマーナンダ・スワミブラフマーナンダ・スワミブラフマーナンダ・スワミ 科学者は神やアチンテャ・シャクティを受けいれないでしょ

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 そこがかれらの愚かさだね。神は存在するし、アチンテャ・

シャクティも存在する。 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 科学者は、生命は生化学的に創造された、と言っています。 

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 では私は科学者たちに言いたい。「ならば、生命を自分の手で

作ってごらんなさい。生物学と化学がそれほど発達しているのなら、生命ぐらい作れるで

しょう」とね。 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 将来作ってみせる、と答えるでしょうね。 

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 将来のいつ？ 科学者が創造の過程を知っているのなら、な

ぜいま生命が作れないのだろう？ 生命が生化学的に作られたのなら、生物学者と化学者

がそれほど発達しているのなら、どうして研究所で生命を作って見せてくれないのか。こ

の一番肝心な質問をすると、かれらは「将来、それをやってみせる」と言う。でも、どう

して将来でないとだめなのか？ 馬鹿げた説明だと思う。「将来」がどれほど明るくても、

信じてはいけない。そんな科学の進歩にどんな意味があるだろうか？ ただ愚かなことを

言っているにすぎない。 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 今まさにできつつある、と言うかもしれません。 

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 それも言い方を変えただけ。生命の起源に関する真理がまだ

わかっていないことを認めなくてはいけない。将来生命が作れる、と期待しているのは、

いまの知識が不完全だということ。かれらの提案は、事後日付の小切手を渡されるような

ものだね。たとえば私が君に１万ドル借りるとして、こう言ったとする、「全額をこの事後

日付の小切手で払います。それでいいでしょうか？」。君が賢い人間なら、たぶん「いま、

少なくとも現金で５ドル払っていただけませんか？ それが確実な保証になりますから」

と答えると思う。同じように、科学者は生化学を使っても木の葉１枚作れないのに生命は

物質から作られた、と言い張る。こんな愚かしい話があるだろうか？ だれも疑問に思わ

ないのだろうか？ 私なら「生命の起源が生命」だということを証明できる。親が子ども

をつくるとき、父親も生きているし、その子も生きている――これがその証明だ。しかし、



科学者が言う「生命が物質から生じた」という理論の証拠はどこにあるだろう？ 生命の

起源は生命である、と私たちは証明できて、その根源の生命がクリシュナだということも

証明できる。でも、ただの石ころから子どもが産まれた、という証拠がはたして挙げられ

るだろうか。科学者は「生命が物質から生じた」ということが証明できない。それでも、

その証明を将来にしてみせる、と言う。 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 科学者の言う科学の完全性の基盤とは、感覚をとおして得られる

経験だけです。 

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 ということは、私たちの言う「井の中の蛙（かわず）」の哲学で

科学者が困っている、ということだね。１匹のカエルが井戸のなかに住んでいた。ある日、

友人が訪ねてきて「大⻄洋というものがある」と教える。 

 「ほほう。その大⻄洋というのは？」と井戸のカエルが聞く。 

 「広い海だよ」と友人ガエル。 

 「どのくらい広いの？ この井戸の２倍？」 

 「とんでもない。もっと広いよ」 

 「もっと広い？ いったい、どのくらい？ 10 倍ぐらい？」 

 井戸のカエルはそうやって広さを想像します。しかし、そんな調子で大⻄洋の広さと深

さがわかるだろうか。私たちの能力、経験、思考力はほんとうにたかが知れている。カエ

ルは自分が住んでいる井戸に合わせて考える。それ以外に考える力がそなわっていないか

ら。同じように、科学者は絶対真理者、いっさい万物の根本原因について、自分たちの不

完全な感覚と頭脳だけに頼って知ろうとしている。だから結局は混乱するしかない。「科学

者」たちのまちがいの根源は、結論を得るのに帰納法に頼っているからだ。たとえば、科

学者が帰納法を使って人間はかならず死ぬかどうかを調べるとすると、すべての人間に会

って、どこかに死なない人間がいるかどうかを調べなくてはならない。科学者はこう言う。

「人間はすべて死ぬという理論を受けいれるわけにはいかない。もしかしたら死なない人

間がいるかもしれないし、まだすべての人間を見たわけではないのだから、その考えを認

めるわけにはいかない」と。これが帰納法。そしてもう１つの演繹法は、自分の父親、先

生、グルが「人はかならず死ぬ」と言ったら、それを受けいれる、という態度。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 知識を得るには、帰納法と演繹法があ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。自力で知識を得る帰納法ではぜったいに成功しま

せん。感覚をとおして得られた知識に頼っても、その感覚は不完全だからです。ですから

私たち献愛者は、権威ある情報から聞くという演繹法を受けいれます。 

 神は帰納法ではわかりません。ですから、主はアドークシャジャ（直接の知覚では理解

できない方）と呼ばれます。科学者は「神はいない」と言いますが、それは直接見たり聞

いたりして知ろうとしているからです。しかし主はアドークシャジャです。だから科学者

は、主を知る方法を知らないから神のことがわからないのです。超越的科学を知るために



は、まず正統なグルに近づかなくてはなりません。つつましいい態度で精神指導者の言葉

を聞き、そして仕えるのです。主クリシュナはそのことを『バガヴァッド・ギーター』（第

４章・第 34 節）で、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）と言いました。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 『ネイチャー』という科学雑誌があります。植物や動物のような自然の産物に

関する雑誌です。でも、神のことについては触れられていません。ただ自然だけに言及し

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 植物が自然によって作られたことは確かですが、そこで考え

るべきことは「では、なにが自然を作りだしたか？」という点です。この質問こそが知性

のあかしです。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 科学者はそのことは考えませんね。 

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 だから私は、愚か者と言っているのです。自然、と言ったら、

次に「だれの自然か？」と考えるべきです。たとえば、私が「私の」力、と言い、あなた

が「私の」力、と言う。ですから、力、について話すのであれば、次は、それは「だれの」

力？、と尋ねなくてはなりません。 

 力、それはエネルギーのことです。そしてエネルギー、と言ったら、そのエネルギーの

源があるはずです。たとえば、電気のエネルギーの源は発電所ですね。電気は自然に作り

だされたわけではありません。発電所を作り、発電機を設置しなくてはなりません。同じ

ように、ヴェーダでは、物質自然はクリシュナの指揮下で働いている、と言われています。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 つまり、科学は中間点から始まった、つまり根本的起源から始まっていない、

とおっしゃるのですね。 

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、そのとおりです。科学者は根本的起源について知りま

せん。科学者の研究はかならず特定の地点からはじまります。そして、その地点の起源を

知りません。膨大な研究調査にもかかわらず、つきとめられないのです。根本的起源が神

であることをどうしても受けいれなくてはなりません。神こそ、すべての神秘力を完全に

そなえ、すべてを作りだされた方です。主みずから『バガヴァッド・ギーター』（第 10 章・

第８節）で言いました。Ahaà sarvasya prabhavo mattaù sarvaà pravartate（アハンム サル

ヴァッシャ プラバハヴォー マッタハ サルヴァンム プラヴァルタテー）、「わたしはすべての精神界、物

質界の根源である。すべてはわたしから作りだされた」と。私たち献愛者の結論は盲目的

な信念に支えられているのではありません。もっとも科学的です。物質は生命から生じま

した。生命――すなわち根源のなかには無限の物質資源があります。これが、創造に関す

るすばらしい神秘です。 

 現代科学の分析は、サーンキャ哲学、つまり物質要素を分析する学問に似ています。サ

ーンキャは「数える」という意味です。私たちもある意味ではサーンキャ哲学者と言えま

す。というのは、物質要素を数え、分析しているからです。これは土、これは水、これは



空気、これは太陽光線、これは火、というように。さらに、私は自分の心も、知性も、自

我も分析できます。しかし、自我を越えた存在は数えられません。しかし、クリシュナは、

自我を越えたものも存在している、と言いました。それが生命力、すなわち精神魂です。

科学者はそこを見逃しています。かれらは、生命は物質要素の結合物にすぎないと考えて

いますが、クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』（第７章・第５節）で述べられました。

Apareyam itas tv anyäà prakåtià viddhi me paräm（アパレーヤンム イタス トヴ アニャーンム プ

ラクリティンム ヴィッディ メー パラーンム）、「この劣性の自然の他に、わたしの優性の自然が存在

する」。劣性エネルギーとは物質要素のことで、優性エネルギーは生命体のことです。 
 

ブフーミル アーポ ナロー ヴァーユフ 
bhümir äpo 'nalo väyuù 

 
カハンム マノー ブッディル エーヴァ チャ 
khaà mano buddhir eva ca 

 
アハンカーラ イテーヤンム メー 
ahaìkära itéyaà me 

 
ビヒンナー プラクリティル アシュタダハー 
bhinnä prakåtir añöadhä 

 
 「土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我――これらが、わたしの分離した８種類

の物質的力を構成している」 『バガヴァッド・ギーター』第７章・第４節）。 

 クリシュナはその節で、「ヴァーユ」（気体）はクリシュナから発生し、気体よりも細妙

な要素が「カン」（空間）であると説明しています。この空間よりも希薄なものが心、心よ

りも希薄な物質が知性、そして知性よりも希薄な要素が魂です。しかし、科学者はその知

識を知りません。ただ濃密な物質しか見えません。科学者もヴァーユについて言及するこ

とがありますが、そのヴァーユはどこから来たのでしょう？ 気体はいったいどこから発

生したのでしょう？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 それには答えられませんね。 

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 私は答えられますよ。気体はカン（空間）から生じ、空間は

心から、心は知性から、知性はクリシュナの優性エネルギー、すなわち精神魂から生じた、

という知識があるからです。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 劣性と優性エネルギーはサーンキャ哲学で研究されているのですか？ 

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 いいえ。サーンキャ哲学は優性エネルギーについては研究し

ていません。物質エネルギーだけを分析しているだけで、その点では科学者と同じです。

科学者もサーンキャ哲学者も精神魂についてはなにも知りません。ただクリシュナの物質

エネルギーだけを研究しているにすぎないのです。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 物質要素の創造力を分析しているのですか？ 



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 物質要素に創造する力はありません。魂が創造の源です。物

質だけでは生命は作りだせませんし、物質そのものがなにかを作りだすこともできません。

生命体が水素と酸素を混ぜて水を作ることはできます。しかし、物質そのものに創造する

力はありません。水素の入ったビンを酸素の入ったビンの近くに置くだけで、あなたがな

にもしないのに、２つが自然に結合しますか？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 いいえ。２つを混ぜ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。優性エネルギー、つまり生命体の力が必要なので

す。酸素と水素は劣性エネルギーですが、優性エネルギーが２つを混ぜれば水になります。 

 劣性エネルギーは、優性エネルギーから力を加えられないかぎり、まったく力はありま

せん。（太平洋を指さしながら）この海は、いま静かに波うっています。しかし、優性の力、

つまり風が押すと、高い波が作りだされます。海そのものは、優性力が加えられないかぎ

り力はありません。同じように、空気よりも優性なエネルギーがあり、そのエネルギーよ

りも優性なエネルギーが存在し、優勢なエネルギーを調べていくと、最後にクリシュナに、

もっとも優性の力にたどり着きます。それが、真の分析の仕方です。列車がいま動きだそ

うとしているとします。機関車が列車を１台引くと、その列車が次の列車を引き、それが

次の列車を引きます。こうして列車全体が動きだします。そして、この動きの原動力は運

転士、すなわち生命体です。同じように、宇宙創造にあたって最初に引いた人物がクリシ

ュナです。そして次々に引かれた結果、全宇宙創造界が存在するようになります。これは

『バガヴァッド・ギーター』（第９章・第 10 節）で説明されています。Mayädhyakñeëa 

prakåtiù süyate sa-caräcaram（マヤーデャクシェーナ プラクリティヒ スーヤテー サ・チャラーチャランム）、

「クンティーの子よ、わたしのエネルギーであるこの物質自然はわたしの指示で作用し、

すべての動くもの動かぬものを産みだす。その法則にもとづいて、この物質現象は創造と

破壊をなんどもくりかえしている」。後の節にはこうあります。 
 

サルヴァ・ヨーニーシュ カウンテーヤ 
sarva-yoniñu kaunteya 

 
ムールタヤハ サンバハヴァンティ ヤーハ 
mürtayaù sambhavanti yäù 

 
ターサーンム ブラフマ マハドゥ ヨーニル 
täsäà brahma mahad yonir 

 
アハンム ビージャ・プラダハ ピター 
ahaà béja-pradaù pitä 

 
 「クンティーの子よ。あらゆる生物種は、誕生をとおして物質自然界のなかに存在できる

ようになり、わたしがその種を与える父親であることを知れ」 

（『バガヴァッド・ギーター』第 14 章・第４節） 



たとえば、菩提樹の種を植えたとします。やがてその種から巨大な木が育ち、無数の新

しい種を作りだします。それぞれの種は、つぎに新しい無数の種を作り、それがいつまで

もつづきます。このように、クリシュナが最初に種を与えた父親です。 

 不幸なことに、科学者は中間的な原因にしか目を向けません。遠い根本原因までは考え

が向きません。原因には２種類あります。中間的原因と遠い根本的原因。クリシュナはヴ

ェーダ（『ブラフマ・サムヒター』5.1）で、sarva-käraëa-käraëam（サルヴァ・カーラナ・カー

ラナンム）、万物の根本原因と述べられています。万物の根本原因がわかれば、万物がわかり

ます。Yasmin vijïäte sarvam evaà vijïätaà bhavati（ヤスミン ヴィギャーテー サルヴァンム エ

ーヴァンム・ヴィギャータンム バハヴァティ）、「根本原因がわかれば、そのあとの従属的原因もおの

ずとわかってくる」。確かに科学者は根本原因を探究しています。しかし完璧な知識の源で

あるヴェーダが根本原因の知識を提供しているにもかかわらず、受けいれようとしません。

不公平で、不完全な知識にいつまでもしがみついています。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 科学者はエネルギー資源に不安を持っており、いまでは太陽エネルギーを、料

理や照明、その他さまざまな目的に利用しようとしています。いっさいのエネルギー資源

を使いつくしたとき、太陽エネルギーを使うことを計画しています。 

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 それは別に新しい考え方ではありません。木が火を出すのは、

根に太陽エネルギーを蓄えているからです。そんなことはだれでも知っています。物質的

な科学者はちっぽけな存在であるにもかかわらず、思いあがっています。科学者が偉業を

成し遂げたとは思えません。だれでも知っていることを話しているだけですから。切り倒

したばかりの木を燃やしても火は出ません。まず太陽の熱にあてて乾燥させなくてはいけ

ません。エネルギーを太陽から吸収した木は燃料として利用できます。じっさい、万物は

太陽のエネルギーで維持されています。しかし科学者は、太陽のエネルギーの起源を知り

ません。『バガヴァッド・ギーター』（第 15 章・第 12 節）でクリシュナが言いました。 
 

ヤドゥ アーディテャ・ガタンム テージョー 
yad äditya-gataà tejo 

 
ジャガドゥ バハーサヤテー キヒランム 
jagad bhäsayate 'khilam 

 
ヤチ チャンドゥラマシ ヤチ チャーグナウ 
yac candramasi yac cägnau 

 
タトゥ テージョー ヴィッディ マーマカンム 
tat tejo viddhi mämakam 

 
 「物質界全体の暗闇を消しさる太陽の輝きは、わたしから放たれている。そして⽉の輝き、

火の輝きも、わたしから発せられている」 

 さらに、クリシュナは言いました。Jyotiñäà ravir aàçumän（ジョーティシャーンム ラヴィル 



アンシュマーン）「光のなかで、わたしは燦然と輝く太陽である」（『バガヴァッド・ギーター』

第 10 章・第 21 節）。また『バガヴァッド・ギーター』の第 11 章でアルジュナはクリシュ

ナに言いました。çaçi-sürya-netram（シャシ・スーリャ・ネートゥランム）「太陽と⽉は、あなたの

偉大なる無限の目です」。この知識は『バガヴァッド・ギーター』に収められていますが、

科学者はただ思索するだけではこのような知識は得られません。できると思いますか？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 不可能です。 

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 科学者たちにどんな知識があるというのでしょう。地球上の

砂をすべて数え尽くすことができたとしても、神を理解することはできない、と経典は述

べています。物質的な分析力がどれほどあっても、無限な方を理解できる能力があるとい

うことにはなりません。主は物質的な計数能力をはるかに越えた方です。どうして科学者

は、自分の力や能力をそれほど自慢するのでしょう？ 物質についてさえ知らないのです

から、精神的なことなどわかるわけがありません。科学者やふつうの生命体の知識はどれ

も限られています。しかし、クリシュナの知識はまったく違います。クリシュナから知識

を授かったら、その知識は完璧です。経典から、海には 90 万種類の生命体がいる、という

知識が得られます。経典に収められている知識は正確です。クリシュナが授けた知識だか

らです。またクリシュナみずからが「最高人格主神として、わたしは過去、現在、未来に

起こることをすべて知っている」（『バガヴァッド・ギーター』第７章・第 26 節）と言いま

した。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 最高の知者から知識を得なくてはならない、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 完璧な知識を得るには、自分よりも優れた人物、つまりグル

に近づかなくてはなりません。特定の分野を勉強するのに自宅で本を読んでもいいでしょ

うが、大学に行ったり教授から教わったりすればずっと効果はあがります。同じように、

グルに近づくことが大切です。もちろん、にせもののグルにつかまったら、得られる知識

もにせものです。しかしグルが完璧なら、得られる知識も完璧です。私たちは主クリシュ

ナをグルとして受けいれています。主が完璧な知識を持つ方なら、主に従う私たちの知識

も完璧です。私たちが完璧になる必要はありません。完璧な方から知識を授かれば私たち

の知識も完璧になります。海全体を調査した結果にもとづいて海のなかに 90 万種類の生命

体が存在する、と言っているのではありません。経典から得た知識だから完璧である、と

いうのが私たちのアプローチです。それが、ヴェーダにもとづく探究法です。 

 科学者は厖大な調査をしますが、どれほどの大科学者と言われる人間でも感覚は不完全

です。ですから、そんな人間が完璧な知識を得ることはできません。人間の目にしても、

それほどたいした価値はありません。太陽の光がなければなにも見えないし、顕微鏡がな

ければ小さなものも見えない。目は不完全ですから、その目が作りだした道具もやはり不

完全です。では、そんな私たちが完璧な知識を得られるものでしょうか？ 生命体には限

界がありますから、持っている知識にもかぎりがあります。子どもなら、２と２を足せば



４になることぐらいは知っているでしょうが、その子が高等数学を話しだしたら、だれも

相手にはしないでしょう。科学者たちは感覚をとおして知識を得ます。そしてその感覚は

かぎりのある不完全なものです。したがって、科学者の知識も有限で不完全です。科学者

たちは無知に包まれているためにすべてを知っていると言うかも知れませんが、それは無

意味な主張です。 

 盲人が盲人の手を引いても、２人とも溝に落ちてしまったらなんにもなりません。自然

の法則は、私たちの手足をがんじがらめに縛っています、それなのに、だれもが自由に行

動できると思いこんでいます。それが幻想です。自然の法則で何重にも縛られているのに、

愚か者は自分が自由であると思っています。また、空に雲が隠れれば太陽は見えません。

私たちの視力はその程度です。自然の法則が見ることを許してくれたときだけしか見るこ

とができません。実験というものはある条件下だけでしかできないものであり、条件が満

たされていなければ実験はできません。そんな実験から得られる知識を、科学者はなぜそ

れほど誇っているのでしょう？ 

 実験をする必要がどこにありますか？ もうすでに自然界に存在しているのです。私た

ちに物が見えるように、神は太陽エネルギーを授けています。他に知るべきことがありま

すか？ たくさんのリンゴが木から落ちています。万有引力の法則をそれ以上説明する必

要があるでしょうか。ほんとうは、科学者たちに常識がないのです。ただ「科学的」説明

に固執しているだけです。かれらは、引力の法則は特定の条件下で作用する、と言います

が、では、その条件を作ったのはだれでしょうか？ クリシュナが主ラーマチャンドラと

して降誕したとき、主が海に岩を投げいれたとき、岩が水に浮きました。重力の法則はそ

のとき働かなかったということです。ですから、重力の法則は神の指揮下だけで働く、と

言えます。その法則は最終的なものではありません。王は法律を施行しても、すぐそのあ

とに変えることもできます。究極の立法者はクリシュナであり、法則は主の望みだけで働

きます。科学者は神の意志をいろいろと説明しようとしますが、マーヤー（幻想）に捕ら

われているので、幽霊にとり憑かれた者のように話します。なぜ木にこれほど多様性があ

るか、だれか科学的説明ができるでしょうか？ 

カラーンダラ・カラーンダラ・カラーンダラ・カラーンダラ・ダースダースダースダース 科学者は、突然変異によってさまざまな種が形成される、と言っ

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 では、それは自然の意志に違いない。ならば、自然の意志と

はなんだろう？ 地面に意志があるだろうか？ 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース その点については、科学者は明確に言及していません。 

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 ということは、完璧な知識がないということだね。自然の背

後にはクリシュナの意志がある、ということを知らないのだから。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 科学者は、さまざまな植物の化学組成が違っているからだ、と言います。 

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 そうだとしましょう。では、その化学物質の構成を作ったの



はだれですか？ 「化学組成」と言ったら、神の存在を考えなくてはいけない。 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 神を引き合いにだす必要はない、と科学者は言います。２つの元

素を混合すれば…… 

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 神であろうと、神でなかろうと、かならずだれかの意志が存

在しているはず。「意識」がなくてはならない。２つの元素を混合すれば、特定の物質がで

きる。では、だれがそれを混ぜるのだろうか？ 意識があってこそなされることであり、

その意識こそがクリシュナだ。どこにでも意識がある。そして意識の存在を認めるとすぐ

に、意識が人格を持った存在であることも認めざるをえない。だから、私たちはクリシュ

ナ意識について語っている。『バガヴァッド・ギーター』には、意識は遍在している、とあ

る。君にも意識があり、私にも意識がある、しかし、それとは違った種類の意識、すなわ

ち遍在的な意識がある。私の意識は私の体のなかだけに限られていて、君の意識も君の体

のなかだけに限られている。しかし、もう１つ別の意識が君の体のなかに、私の体のなか

に、いや、どこにでもある。それがクリシュナ意識だ。 

 じっさい、世界に存在するすべてが相対的なもので、それは、科学的事実でもある。私

たちの体、命、知性、そしてすべてが相対的で、私たちから見れば、アリの一生はとても

短いように思えるけれども、アリにとってみれば 100 年に匹敵する。その 100 年という年

⽉はそれぞれの体で違ってくる。同じように、ブラフマーという私たちから見たら途方も

ない寿命を持つ生命体も、かれ自身から見れば 100 年の寿命にすぎない。これが相対的の

意味だ。 

カラーカラーカラーカラーンダラ・ダースンダラ・ダースンダラ・ダースンダラ・ダース 相対性とは、人それぞれの状況に依存する、という意味ですね。 

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。だから、「蓼食う虫も好きずき」と言う。自分が⽉では

生きられないから⽉に生命体はいない、とみんなが考えている。だれでも相対的に、つま

りすべてを自分の物差しで計っている。これを「井戸の中のカエル」と言う。カエルは自

分の井戸を基準にしてしかものが考えられない。その井戸しか知らないから、大⻄洋の広

さを考える力がない。神は確かに偉大だけれど、私たちはその偉大さを自分の相対的な物

差しで計ろうとする。昆虫のなかには夜生まれる種類がいて、夜に成⻑し、夜に子孫を作

り、夜のうちに死ぬ。太陽を見ることがない。その昆虫にしたら、昼というものがあるこ

とは信じられない。朝があることを教えてあげても、「朝はない」と答えるだろうね。同じ

ように、経典にはブラフマーの⻑い寿命について書かれているけれども、人間がそれを聞

いても信じない。「だれがそんなに⻑く生きられるものか」と言うはずだね。『バガヴァッ

ド・ギーター』（第８章・第 17 節）でクリシュナが言っている。 
 

サハスラ・ユガ・パリャンタンム 
sahasra-yuga-paryantam 

 
アハル ヤドゥ ブラフマノー ヴィドゥフ 
ahar yad brahmaëo viduù 



 
ラートゥリンム ユガ・サハスラーンターンム 
rätrià yuga-sahasräntäà 
 

テー ホー・ラートゥラ・ヴィドー ジャナーハ 
te 'ho-rätra-vido janäù 

 
 「人間の計算で、1,000 の創造期がブラフマーの昼の⻑さ、そして同じ歳⽉がブラフマー

の夜の⻑さである」 

 その計算からすると、ブラフマーは何億、何兆年も生きることになる。もちろん、経典 

が証拠だといっても、そんな数字は信じがたいと私たちは思う。それは「クリシュナが無

意味なことを話している。しかし私たちのほうが権威者である」ということになる。偉大

な学者でさえも、そのような経典の言葉を聞けば、単なる空想だと言う。じっさいは愚か

者にすぎないのに、だれからも信頼される学者でとおっていて、経典にある神の言葉に反

論し、否定しながら、自分が神の上に立とうとしている。こうして、学者、科学者、哲学

者のふりをした愚かな人たちが全世界をまちがって導いている。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 もちろん、ダーウィンの進化論についてたくさんの書物が出ています。どの図

書館に行っても、進化論に関係する本は何百冊も置かれています。 

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 科学者たちは進化論を認めていますか、否定していますか？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 たいていは認めています。しかし、かなり疑問視する科学者もいます。 

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 ダーウィンは生命形態の進化について語っていますが、精神

的進化に関する真の知識については知りません。魂が下等な生命体の体から高等な生命体

のなかを転生していく、という事実を知らないのです。ダーウィンの理論によれば、人間

はサルから進化したということですが、見ればわかるようにサルは絶滅していません。サ

ルが人間のすぐ前の祖先だとするなら、なぜサルはいまでも生きているのですか？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 ダーウィンは、生命形態は個別に創造されたのではなく、特定の種から次の種

へと変化しつづける、と言っています。 

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 個別に作られたのではないのなら、なぜある特定の種からい

きなりはじまるのですか？ ダーウィンは最初の生命形態がどのようにして存在しはじめ

たかを、きちんと説明しなくてはならない。 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 科学者の主張によれば、土は生化学によって形成されたものです。

土が神によって創造されたものであるということを決して教えようとしません。そんな教

育をすれば、愚か者あつかいにされる、と思っているからです。 

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 生物学と化学がそれほど発達しているのなら、科学者になに

かを作ってもらいたいものだね。将来に生命を作る、と言っているけれども、どうして将

来でしか作れないんだろう。生命はすでに作られている。科学は将来をあてにする学問と

でもいうのだろうか。未来はどれほど楽しそうに見えても、あてにしてはいけない。未来



はきっと楽しい、とだれもが期待している。しかし、ほんとうにそれがあてになるだろう

か？ 科学者は、じつは真理を知らないことを正直に認めなくてはいけない。化学と生物

学の実験をしても草１本も作れない。それでも、創造は化学・生物学的に起こったと主張

している。こんなばかばかしい話を聞いても、だれも反論しない。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 最終的な分析結果から生命の根源について考えると、すべては物質から生じた、

と言っています。言いかえれば、生物が無生物から生じている、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 では、いまはどこから生物が生じているのですか？ 昔は生

物が無生物から生じたけれども、いまではそうではない、ということですか？ このアリ

たちは土が集まってこういう形態になったのでしょうか？ もちろん違います。アリ 1 匹

さえただの物質から生じることはありません。無生物から生物が生じるという理論にどの

ような根拠がありますか。ダーウィンは、遠い昔には知性ある人間がいなかった、また人

間が類人猿から進化したと主張しています。過去に知的頭脳が存在していなかったとした

ら、私たちが研究しているヴェーダ経典が何千年も前に書かれたという事実はどう説明が

つくのでしょうか？ 科学者は、ヴャーサデーヴァのような聖者についてはどう言ってい

るのですか？ 

シン博士シン博士シン博士シン博士 とくに説明していません。ただ、森に住む未知の聖者ぐらいに思っています。 

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 ヴャーサデーヴァはかれらにとって未知の人物かもしれませ

んが、じっさいに存在していた聖者です。あのようなすばらしい頭脳がどうして存在しえ

たのでしょう。あなたや私には未知であっても、ヴャーサデーヴァの深遠な頭脳、哲学、

言葉、言語、詩的作品、言葉の力は実在しました。本人のことはわからなくても、その人

の頭脳については理解できるはずです。 

シン博士シン博士シン博士シン博士 さまざまな動物たちが最初から存在していた、ということでしょうか？ 

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 そうです。さまざまな生命体が同時に創造されたことは『バ

ガヴァッド・ギーター』で明らかにされています。すべての動物、人間、半神は創造のは

じめから存在していました。生命体は特定の体を望み、クリシュナがその体を授けます。

それぞれの生命体は独自の望みを持っていますから、特定の自然の様式と接するようにな

ります。その接し方しだいで、特定の体を授かるのです。心理的力、考え方、感じ方、望

み方が生命体の入る体を決定します。進化の過程も確かに存在します。しかし、生命体が

進化する、あるいは１つの生命体が別の生命体に進化する、ということではありません。

そのことでクリシュナが説いています。 
 

アヴャクタードゥ ヴャクタヤハ サルヴァーハ 
avyaktäd vyaktayaù sarväù 

 
プラバハヴァンティ アハル・アーガメー 
prabhavanty ahar-ägame 

 



ラートゥリ・アーガメー プラリーヤンテー 
rätry-ägame praléyante 

 
タトゥライヴァーヴャクタ・サンムギャケー 
tatraivävyakta-saàjïake 

 
 「ブラフマーの１日が始まると、すべての生命体が、表われていなかった状態から姿を表

わし、夜の訪れとともに、ふたたび表われていない状態になっていく」 

 進化とは、各生命体がさまざまな生命形態を転生しながら精神的に進化していくことで

す。魂が魚の体に入ると、その魂はそこから進化の過程を１つひとつ上に昇らなくてはな

りません。階段のいちばん上にいた人が下に降りたら、また１段１段昇っていくのと同じ

です。もちろん、科学者は研究調査で頭がいっぱいなので、そのことが理解できません。

来世であなたは木になりますよ、などと言おうものなら、なんてばかなことを言っている

んだ、ぐらいにしか思いません。結局、研究調査してなにがわかるのでしょう？ いっさ

い万物の根本原因がわかったら、知り得ることのすべてがわかり、知り得ないことはなく

なります。ヴェーダには yasmin vijïäte sarvam evaà vijïätaà bhavat（ヤスミン ヴィギャー

テー サルヴァンム エーヴァンム ヴィギャータンム バハヴァティ）と書かれています（『ムンダカ・ウパ

ニシャッド』1.3）。絶対真理がわかっていれば他の真理もおのずからわかります。しかし絶

対真理を知らない人は、なにも知りません。公認の科学者や哲学者でなくても、ただ１つ

のこと、すなわちクリシュナのことを知っている人はだれにでも大胆に挑戦できます。 

 現代文化は、なににも依存していないことを誇っていますが、じっさいは石油に１から

10 まで依存しています。石油の供給が止まったら、愚かな科学者にいったいなにができる

でしょう？ なんにもできない。試験管で石油を作って、なに不自由なく文化的生活が営

めるようにしてみせてもらいたいものです。いまインドでは水が不足しています。科学者

になにができますか？ 水の化学組成なら知っているかもしれませんが、水がなくて人々

が困っていてもただ手をこまねいているだけです。唯一の救いは雲だけで、それは神が操

っています。ほんとうは、科学者にはなにもできないのです。⽉に行ってきた、と言うか

れらも、持ってきたのはほこりと石。愚かな政府は税金を集めて、それを無駄なことに使

う。それがかれらの知性です。まさに愚か者の国です。政治家には思いやりも同情心もあ

りません。かれらは、自分が使っているお金は市⺠が汗水流して納税したものだというこ

とを考慮しません。巨大なロケットを他の惑星に打ちあげるために血税を使っている、と

は考えもしないのです。やっているのは、もっとほこりを持ってくる、という公約です。

最初は手のひらいっぱいだったが、そして次は何トンも持ってくる、と約束しているので

す。こんなことのどこに意味があるのですか？ 

カラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダースカラーンダラ・ダース 科学者たちは、火星に生物がいるのではないかと信じています。 

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 かれらが信じようと信じまいと、どんな利益が得られるだろ

う？ 私たちが知っているのは、ここに生命体がいるということ。かれらもそれを知って



いるのに、争って生物を殺そうとしている。生命体がいる、人間がいる、まちがいなく生

命体がいる。しかし、巨大な爆弾で人間を殺そうと躍起になっている。これがかれらの言

う科学の進歩だ。 

シシシシン博士ン博士ン博士ン博士 科学者は、他の惑星でなにが起こっているか知りたがっています。 

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、かれらの子どもじみた好奇心のために莫大な

お金が使われている、ということです。好奇心を満たすためには途方もないお金を使って

いますが、貧困にあえぐ国から援助を求められると、そんなお金はない、と答えます。⽉

に行くことをとても自慢しているようですが、クリシュナのゴーローカ・ヴリンダーヴァ

ナに行くことにはまったく興味をしめしません。そこに行ったら好奇心はすべて満たされ、

劣性エネルギーを越えた次元に優性の精神的エネルギーが実在することがわかります。物

質的エネルギーは独立して動くことはできず、精神的エネルギーの助けが必要です。物質

要素は、ひとりでに生まれでたものではありません。魂が創造する力を持っているのです。

人間は物を使ってなにかを作ろうとしますが、物質そのものには物を作る力がありません。

水素と酸素は優性エネルギーが力を加えてこそはじめて結合します。愚かな人だけが、物

質でできている全宇宙現象界が自動的にできあがったと考えます。すばらしい車があって

も、運転する人がいなければなんの役にもたちません。機械の操作法を知った人がボタン

を押さなければ、機械は動きません。同じように、優性エネルギーがなければ劣性エネル

ギーは動きません。このすばらしい宇宙現象界の背後には、優性エネルギーの指揮がある

のです。そのような知識はすべて経典に述べられていることですが、人々はそれを信じよ

うとしません。 

 ほんとうは、いっさい万物が神のものです。しかし、ほとんどの人々は自分の財産だと

か、国有財産だとか思っています。いま世界各国が人口過剰で頭を悩ませていますが、ほ

んとうは神が充分に資源を供給しているのです。土地も食料も、私たちが正しく使うので

あれば充分に供給されます。人類が人為的に問題を作りだし、それを科学者たちが破壊的

な道具を提供しながら次から次に助⻑しています。神の所有物を使いつくそうとしている

悪人や泥棒を奨励しているだけです。殺人犯や泥棒を助ける人も犯罪者です。そうでしょ

う？ 世界には多くの混乱が生じていますが、その原因は科学者が泥棒や悪人たちを助け

ていることにあります。つまり、全員が犯罪人ということです。Stena eva saù（ステーナ エ

ーヴァ サハ）。神が真の所有者であることを認めない者は泥棒です。 

 私たちの使命は、愚かな人を真の人間にすることです。いまこそ、それを実現できる方

法を見つけなくてはなりません。愚かな人たちは苦しんでいます、しかしかれらも神の子

どもですから、ほんとうは苦しむべきではありません。神の存在についても幸福について

も、かれらは知りません。至福に満ちた永遠の生活があることも知りません。研究調査に

多くの時間を費やしながら 50 年、60 年、70 年と生きていますが、そのあといったいなに

が起こるのか知りません。生命は永遠であるという知識がないのです。かれらは、ほんと



うは動物のように生きています。動物は死んだあとどうなるか知りませんし、じっさいに

死ぬことについて深く考えることもありません。なぜ自分がここにいるのか、人生にはど

んな価値があるのかも知りません。マーヤーの力に翻弄され、動物たちはただ食べ、眠り、

身を守り、性を営み、そしてむなしく死んでいきます。ただそれだけの一生です。人々は

懸命に働いています。でもなんのために？ 次の世代のためにいっしょう懸命に働いてい

る、と答えますが、なんのためにその準備をしているのでしょう？ この質問にかれらは

答えられません。クリシュナ意識運動は、神・クリシュナをすべての中心とした真の人生

の意義を確立するためにはじめられました。だからこそ、この重要な運動を理解するのが

科学者にとってすばらしい恩恵となるのです。 


