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 1972 年９月、アフリカのナイロビ大学で講義を依頼されたシュリーラ・プラブパーダは、会場となった

同校の構内にあるタイフラ（独立）ホールを埋めつくした学生と政府高官のまえで演説しました。シュリ

ーラ・プラブパーダはその講演で、ケニヤという発展途上国の国⺠に助⾔しました。「……精神的な発展を

目指してください。精神的発展こそが健全な発展です。犬や猫のように生きているアメリカ人やヨーロッ

パ人をまねてはなりません。すでに原子爆弾は作られています、次の大戦が起これば、かれらの誇る高層

ビルもなにもかもが終ってしまうのです……」と。 
 
 クリシュナ意識を広めるためのこの集いに参加してくださったみなさんのご厚意に心か

ら感謝いたします。クリシュナ意識運動は、だれもが人生の完成を達成できる社会を確立

すべく努力を重ねております。きょうお話ししたいことは、人間生活の真の意義です。こ

の意義について、私は全世界の人々に話しをしてきました。 

 人間生活は、何千何億年という⻑い年月の進化の果てに得られます。『パドマ・プラーナ』

には「生命形態には 840 万種類ある」と説かれていますが、このことをよく覚えておくべ

きです。生命形態は水生動物から始まります。ヴェーダ経典にもあるように、創造の初期

には惑星全体が水に沈んでいました。この物質界は５つの濃密な要素――土、水、火、空

気、空間――で構成されています。この５つのほかに、３つの希薄な要素――心、知性、

自我――があります。これらの覆いを越えた次元に精神魂が存在し、いま物質界にいる精

神魂はこれらの８つの要素で包まれています。この知識は『バガヴァッド・ギーター』に

述べられています。 

 人間だけが精神魂を持っているわけではありません。獣、鳥、爬虫類、昆虫、木、植物、

水生動物など、私たちはだれもが精神魂です。物質界にいる精神魂はさまざまな衣服に覆

われているだけであり、いまみなさんが白い服、緑の服、赤い服などで体を包んでいるの

と同じです。しかし、私たちはそのような衣服を問題にしているのではありません。精神

魂としてのみなさんについてお話ししたいのです。『バガヴァッド・ギーター』（第５章・

第 18 節）にこの⾔葉があります。 
 

ヴィデャー・ヴィナヤ・サンパンネー 
vidyä-vinaya-sampanne 

 
ブラーフマネー ガヴィ ハスティニ 
brähmaëe gavi hastini 

 
シュニ チャイヴァ シュヴァ・パーケー チャ 
çuni caiva çva-päke ca 

 
パンディターハ サマ・ダルシナハ 
paëòitäù sama-darçinaù 

 



 「謙虚な聖者は真の知識という視力で、博識で心穏やかなブラーフマナ、牛、象、犬、犬

を⾷べる者（賤⺠）を等しく⾒つめている」 

 聖者は、肌の色、知性、種などで生命体を区別しません。すべての生命体を精神魂とい

う小さな粒子として⾒るのです。ヴェーダにも次のように⾔われています。 
 

ケーシャーグラ・シャタ・バハーガッシャ 
keçägra-çata-bhägasya 

 
シャターンムサハ サードゥリシャートゥマカハ 
çatäàçaù sädåçätmakaù 

 
ジーヴァハ スークシュマ・スヴァルーポー ヤンム 
jévaù sükñma-svarüpo 'yaà 

 
サンキャーティートー ヒ チトゥ・カナハ 
saìkhyätéto hi cit-kaëaù 

 
 「無数の精神的原子が存在し、その大きさは毛髪の頂点の１万分の１である」。道具を使

って精神魂の大きさを測ることができないため、極小の精神魂の大きさが髪の毛を基準に

して測られています。⾔葉を変えると、魂はひじょうに小さい、原子よりも小さい、とい

うことです。この微粒子がみなさんのなかに、私のなかに、象のような巨大な動物のなか

に、すべての人間、アリ、木、全生命体のなかに存在しています。とはいっても、科学的

な知識では魂の大きさは測定できませんし、医者も魂が体のどこにいるかを⾒つけること

ができません。そのため物質的な科学者たちは魂が存在しないと結論していますが、それ

は事実ではありません。魂は存在します。魂の存在が、生体と死体の違いを決定します。

魂が体から出た瞬間、体は死にます。もうなんの価値もなくなるのです。魂が体から出た

ら体が死ぬという事実は、どれほどの大学者や哲学者でも認めざるをえません。死体には

価値がありませんから、ただ捨てられるだけです。その点をよく理解してください。魂が

輪廻している、という事実について『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第 22 節）が説

明しています。 
 

ヴァーサーンムシ ジールナーニ ヤタハー ヴィハーヤ 
väsäàsi jérëäni yathä vihäya 

 
ナヴァーニ グリフナーティ ナロー パラーニ 
naväni gåhëäti naro 'paräëi 

 
タタハー シャリーラーニ ヴィハーヤ ジールナーニ 
tathä çaréräëi vihäya jérëäny 

 
アニャーニ サンムヤーティ ナヴァーニ デーヒー 
anyäni saàyäti naväni dehé 

 
 「古くなった服を捨てて新しい服を着るように、魂も、古くて役にたたなくなった肉体を



捨てて、新しい肉体をまとう」 

 服が古くなったら、捨てて別の服を着ます。同じように、魂は望みに応じて衣服を変え

ています。魂は神の部分体ですから、神と同じ質を持っています。神は最高の意志、最高

の力をそなえた最高の独立者です。そして主の部分体である私たちも、主がそなえている

質をほんの少しだけそなえています。私たちにも意志、思考、感情、望みがあります。ヴ

ェーダでは、神こそが全生命力のなかの最高の生命力である、と⾔われています。それを

cetanaç cetanänäm（チェータナシュ チェータナーナーンム）と⾔います。主はまた、すべての生命

体に生活必需品を授けます。 

 私たち生命体の数はとうてい数え切れません。無限です。しかし、神は１人です。主も

私たちと同じように生命体ですが、私たちはその生命力の小さな部分体です。たとえば、

金の１粒には金鉱と同じ質があります。海水１滴を分析すれば、広大な海と同じ化学物質

で構成されていることもわかります。同じように、私たちは主の部分体ですから、主と同

じです。神の質をそなえた微粒子、精神魂、すなわち生命力が、水生動物から木や植物へ、

それから昆虫へ、爬虫類へ、鳥や獣の体へ、と転生しています。ダーウィンの進化論は、

魂の輪廻を部分的に説明しているにすぎません。ダーウィンはヴェーダ経典から知識を取

りいれただけですが、魂のことはまったく知りません。魂は水生動物から植物や木へ転生

し、そして昆虫の生活、鳥の生活、動物の生活、人間の生活を経て、人間生活に入って非

文化的生活から文化的生活に移ります。人間の文化的生活は進化の頂点です。この頂点が

分かれ道となります。この分かれ道からふたたび進化の繰りかえしに転落するか、あるい

は神聖な生活へ高められるか、のどちらかです。選ぶのは私たちです。『バガヴァッド・ギ

ーター』にそのことが説明してあります。 

 人間生活とは発達した意識という意味です。だからこそ、犬や猫や豚のように人生を無

駄にしてはなりません。それが人間に与えられた教えです。人間の体も犬や猫の体のよう

にやがて死滅しますが、この生涯で最高完成が得られるという点で、大きな違いがありま

す。私たちは神の部分体ですが、いつのまにかこの物質存在に転落しました。いま、ふる

さとへ、主のもとに帰られるよう自分を高めなくてはなりません。それが最高完成です。 

 じっさいに、別の世界、精神界が存在しています。『バガヴァッド・ギーター』（第８章・

第 20 節）がそう説いています。 
 

パラス タスマートゥ トゥ バハーヴォー ニョー 
paras tasmät tu bhävo 'nyo 

 
ヴャクトー ヴャクタートゥ サナータナハ 
'vyakto 'vyaktät sanätanaù 

 
ヤハ サ サルヴェーシュ ブフーテーシュ 
yaù sa sarveñu bhüteñu 

 
ナッシャトゥス ナ ヴィナッシャティ 



naçyatsu na vinaçyati 
 
 「しかし表われていない自然界があり、そこは永遠で、表われた、そして表われていない

物質界を超越している。至上の世界であり、決して消滅することはない。この物質界が消

滅しても、その世界はその姿のままとどまるのである」 

 物質界では、すべてが創造され、しばらく存続し、副産物を作りだし、縮小し、最後に

消滅します。私たちの体も、生殖行為によってある時点に作られたものです。父親の精液

が乳化し、豆粒の形になり、そこに生命体（魂）が宿ります。魂が宿っているために、手、

足、目などが形を取るようになります。この発育は 7 カ月で完了し、９カ月になると子宮

から出てきます。魂がなかにいるからこそ胎児が成⻑します。魂がいなかったら発育する

ことはなく、死産となります。その死体を化学薬品の中に保存しておくこともできるでし

ょうが、もちろん成⻑することはありません。成⻑とは体を変える、ということです。私

たちはだれでも、小さいころには赤ん坊の体がありました。しかし、その体はもうありま

せん。赤ん坊の体は幼児の体に成⻑し、その体が少年の体になり、そして⻘年の体に、や

がて老人の体に変わっていきます。最期にその体は完全に消滅します。全宇宙現象界、こ

の物質界という巨大な姿も、同じ経過をとおって機能しています。ある時点に創造され、

進化し、維持され、またある時点で破壊されます。それが物質界の性質です。Bhütvä bhütvä 

praléyate（ブフートゥヴァー ブフートゥヴァー プラリーヤテー）、一定期間表われ、ふたたび消滅し

ます。 

 バーヴァは「自然」という意味です。決して消滅せず、永遠なる別世界が存在していま

す。私たちはジーヴァ、すなわち精神魂ですからやはり永遠です。このことを『バガヴァ

ッド・ギーター』（第２章・第 20 節）が確証しています。 
 

ナ ジャーヤテー ムリヤテー ヴァー カダーチン 
na jäyate mriyate vä kadäcin 

    
ナーヤンム ブフートゥヴァー バハヴィター ヴァー ナ ブフーヤハ 
näyaà bhütvä bhavitä vä na bhüyaù 

    
アジョー ニッテャハ シャーシュヴァトー ヤンム プラーノー 
ajo nityaù çäçvato 'yaà puräëo 

    
ナ ハニャテー ハニャマーネー シャリーレー 
na hanyate hanyamäne çarére 

    
 「魂は、いつなんどきでも、生まれも死にもしない。過去に存在しはじめたわけではなく、

今存在するようになったわけではなく、未来に存在するようになるわけでもない。生まれ

ることなく、永遠で、つねに存在し、太古の昔から存在している。肉体が殺されても、魂

は殺されない」 

 神が生まれず、死なないように、私たち精神魂も誕生や死を体験しません。しかし「自



分が肉体だ」と思っているために、生まれたり死んだりしている、と誤解するのです。そ

のような考え方をマーヤー（幻想）といい、魂を肉体と同一視するこの幻想から解放され

た瞬間、ブラフマ・ブータという境地に達します。Aham brahmäsmi（アハンム ブラフマース

ミ）「私はこの体ではない。精神魂であり、最高ブラフマンの部分体である」という境地を

悟ったならば、ブラフマンの悟りと呼ばれるものを達成します。ブラフマンの悟りを得た

瞬間、私たちは幸福感に包まれます。 

 ほんとうだと思われますか？ もしも、自分は誕生しない、死なない、永遠だ、とはっ

きり悟ったら、幸福になれると思われますか？ そうです、ほんとうに幸福感に満たされ

るようになります。このように、ブラフマンを悟ったら、精神的に悟ったら、もうなにか

を欲しがったり、悲しみにうちひしがれることもなくなります。全世界の人々が渇望と悲

嘆に苦しめられています。アフリカ人であるみなさんはいま、ヨーロッパ人やアメリカ人

のようになることを望んでおられるかもしれません。しかし、ヨーロッパ人は帝国を失い、

いま嘆いています。このように、一方では望み、もう一方では嘆いています。同じように、

物質生活とは渇望と悲嘆の単なる組み合わせです。持っていないものを欲しがり、失った

ものを嘆く、それが物質界でだれもがやっていることです。しかし「私は神（パラブラフ

マン）の部分体であり、私はブラフマンである」と悟れば、この渇望と悲嘆を超越するこ

とができます。 

 よく耳にする四海同胞とか、国連が築こうとしている調和は、国⺠が精神的境地に達し

たとき、ブラフマンの悟りを達成したときに実現します。ブラフマンの悟りが人生の目標

なのです。犬や猫や豚のようにただ働くだけではいけません。豚は昼も夜も糞をけんめい

に探し、⾒つけたら⾷べ、そして性欲を高め、相手を選ばず交尾します。豚は⺟親、兄弟

など、みさかいなく交尾をします。それが豚の生き方です。しかし経典が説いているよう

に、人生の目的は犬や猫や豚のように感覚満足を求めて必死に働くことではありません。

悟るための人生です。「私はこの物質界には属すものではない。精神魂で、永遠の存在であ

る、しかし、どうしたことか生老病死という束縛された状態に転落してしまった」。人生は、

４つの物質的苦しみ――生老病死――を解決するためにあります。それが人生の目的です。

人生は豚のように必死に働いて感覚満足に浸り、そしてある日突然に死ぬためにあるので

はない、という点をよく考えてください。 

 魂を信じない人たちはとても不運な状態にいます。自分がどこから来たのか、どこに行

くのか知らないからです。魂の知識はとても大切なのですが、どの大学でも論じられてい

ません。しかし、そもそもこの体の本質はなんなのでしょうか？ 死体と生体の違いは？ 

なぜ体は生きているのでしょう？ 体はどんな状態にあるのでしょう？ そしてその価値

とは？ そのような主題について研究している人はいまだれもいませんが、私たちはクリ

シュナ意識運動をとおして、自分は体ではない、魂である、ということが理解できるよう

に人々を導いています。人生の使命は、犬や猫の仕事とはまったく違います。それが、私



たち献愛者のメッセージです。 

 魂に関するかぎり、進化は絶えずつづいています。私たちは生存競争で苦闘し、永遠の

生活を目指して闘っています。永遠の生活は夢ではありません。人として生きているいま

こそ最善をつくせば、来世で精神的体を得ることができます。みなさんの精神的体はすで

にみなさん一人ひとりの内にあり、物質存在の汚れをすべて取りのぞけば、すぐに取り戻

すことができます。それが人生の目的です。自分にとってなにがもっとも大切なものか、

だれも知りません。それは自己を悟ること、すなわち「私は神の部分体であり、主の王国

に帰って、主と結ばれなくてはならない」という悟りです。 

 私たちが社会生活を営んでいるように、神も精神界で社会生活を営んです。みなさんも、

その世界に行って主と結ばれることができます。体がなくなれば自分はなくなる、という

のではありません。それはまちがった考えです。『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第

12 節）でクリシュナは、クルクシェートラの戦場でアルジュナにそう教えられました。 
 

ナ トヴ エーヴァーハンム ジャートゥ ナーサンム 
na tv evähaà jätu näsaà 

 
ナ トゥヴァンム ネーメー ジャナーディパーハ 
na tvaà neme janädhipäù 
 

ナ チャイヴァ ナ バハヴィッシャーマハ 
na caiva na bhaviñyämaù 
 

サルヴェー ヴァヤンム アタハ パランム 
sarve vayam ataù param 
 

 「わたし、あなた、そしてここにいる王たちがかつて存在しなかったことはない。また将

来、わたしたちのだれ一人として存在しなくなることはない」 

 永遠の生活を手にいれる方法はとてもかんたんですが、同時にとてもむずかしいとも⾔

えます。むずかしいのは、魂の輪廻を信じていないからです。それでも、権威者から知識

を授かるだけで、その方法はとてもかんたんになります。クリシュナ意識は、クリシュナ

というもっとも完璧な方から知識を授かる方法であり、物質自然の法則に縛られているふ

つうの人間からは正しい知識は得られません。束縛された生命体から得る知識にはかなら

ず欠陥があります。 

 束縛された魂の欠点とは？ それは、かならず間違える、かならず幻想に落ちる、かな

らず人をだます、かならず不完全な感覚を持っている、ということです。私たちが完璧な

知識を持つことはできません、なぜなら、だれかをだましたいと思っていますし、感覚が

不完全だからです。感覚が不完全なのに、だれもが目を自慢にし、なんでも⾒たがってい

ます。だからこう⾔うのです、「私に神を⾒せられるか」と。ほんとうは、その問いに「は

い」と答えることもできます。毎瞬間でも神は⾒えるのです。クリシュナが⾔いました、raso 



'ham apsu kaunteya（ラソー ハンム アプス コウンテーヤ）「わたしは水の味である」。だれでも

水を飲み、水を味わいます。水の味が神であると実感すれば、神を悟る道を進みはじめた

ことになります。クリシュナはまたこうも⾔いました、prabhäsmi çaçi-süryayoù（プラバハー

スミ シャシ・スーリャヨーホ）「わたしは太陽の光、月の光である」と。毎日、だれでも太陽や月

の光を⾒ていますね。そして、太陽や月がどのように光を放っているか思いを馳せてみれ

ば、結局主のもとへ思いは到達するのです。同じような例がいくらでもあります。神の意

識になって、みずから神を悟りたいと思うなら、むずかしいことはまったくありません。

決められた方法にただただ従えばいいのです。『バガヴァッド・ギーター』（第 18 章・55

節）には tato mäm-tattvato jïätvä（タトー マーンム・タットゥヴァトー ギャートゥヴァー）とありま

す。だれでも、主について正しく知らなくてはなりませんし、主の降誕、他界、使命につ

いても学ばなくてはなりません。主を正しく知ったら、私たちはすぐにでも主の王国に入

ることができます。現在の体を終えたあと、神・クリシュナを悟った人は、また別の体を

取るために物質界に戻ってこなくてもいいのです。クリシュナは mämeti（マーメーティ）「そ

の人物は、わたしのもとへ来る」と⾔いました。主のもとに帰ることが、私たちの目的で

す。 

 ですから、犬や猫のように時間を無駄にしてはなりません。快適な暮らしをすべきです。

しかし同時に、クリシュナ意識になって、神をいつも意識すべきです。そのような生き方

が、私たちを幸福にしてくれます。主を知らなければ、あるいはクリシュナ意識でなけれ

ば、平和も幸福もありえません。平和と幸福の道は『バガヴァッド・ギーター』に説かれ

ています。 

 神を心から知りたいと思っている方には、主はとてもかんたんに理解できます。主は万

物の所有者です。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）。し

かし現実は、だれでも「私が所有者だ」と考えています。たとえばみなさんの国では、昔

イギリスがこの国の所有者だと主張していましたが、いまはみなさんが所有者である、と

主張しています。この先いったいどうなるのか、だれが知っているでしょうか？ だれが

ほんとうの所有者か、だれもそれを知らないのが事実です。土地があり、それは神の所有

物です。しかし、だれもが「私が所有者だ。私はこれもあれも所有している」と考えてい

ます。アメリカはヨーロッパ人が来るまえから存在していましたが、いまではアメリカ人

が「われわれがこの国の所有者だ」と考えています。同じように、かれらの前にはアメリ

カインディアンも「われわれが所有者だ」と⾔っていました。ほんとうは、どちらも所有

者ではありません。神が所有者です。 
 

イーシャーヴァーッシャンム イダンム サルヴァンム 
éçäväsyam idam sarvaà 

 
ヤトゥ キンチャ ジャガテャーンム ジャガトゥ 
yat kiïca jagatyäà jagat 



 
テーナ テャクテーナ ブフンジータハー 
tena tyaktena bhuïjéthä 

 
マー グリダハハ  カッシャ スヴィドゥ ダハナンム 
mä gådhaù kasya svid dhanam 

 
 「宇宙に存在する一切の生物・無生物は、主によって支配され、所有されている。ゆえに、

自分に必要なものとして割り当てられたものだけを受けとるべきであり、それ以外は、そ

れがだれのものかをよく承知したうえで、受けとってはならない」 

（『イーショーパニシャッド』第１節） 

 そのような悟りがいま欠けています。主クリシュナはすべての姿――アメリカ人の姿、

アフリカ人の姿、猫の姿、犬の姿、木の姿など――を所有している、と宣⾔していますが、

それは真実であり、主こそが所有者で最高の父親です。そのことを悟る人が神の悟りを得

ます。権威ある書物やヴェーダ経典に述べられているとおりに神を悟る人は、さまざまな

党や団体が繰りかえしている争いがなくなることに気がつくことでしょう。すべてが平和

になるのです。 

 だれでも、神の所有物を使う権利があります。子どもは父親の扶養のもとで生きる権利

があるようなものです。経典には、自分の家に住んでいる小さなアリにでも⾷べ物を与え

なくてはならない、とあります。それが精神的理想社会です。だれでも、ヘビでさえ飢え

させてはなりません。だれでもヘビを怖がっていますが、自宅にへビが居ついているなら

ば、そのヘビに⾷べ物を与えるのも主人の義務です。これが神の意識の考え方、すなわち

クリシュナ意識です。Samaù sarveñu bhüteñu（サマハ サルヴェーシュ ブフーテーシュ）。超越的

な境地にいる人は、どんな生命体にも平等です。このように、『バガヴァッド・ギーター』

には、私たちが全生命体を神の部分として平等に⾒るようになれば、そこから献愛奉仕の

生活が始まる、と書かれています。クリシュナ意識運動は、すべての人々が自分の正体や

自分の人生の目的が理解できるように権威ある方法で導いています。心を清める方法はと

てもかんたんです。ただマハー・マントラ――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――を唱えさえすればいいのです。さまざまな国や宗教の⻘年男⼥がクリシ

ュナ運動に参加しましたが、もうかれらはそんな宗派や国などにまったく頓着していませ

ん。自分の正体、そして自分と至高者の関係を知ることにしか関心がありません。 

 神こそが最高の所有者で、私たちはその子ども、あるいはしもべです。だから、『バガヴ

ァッド・ギーター』が勧めるように主に奉仕をしましょう。神がすべての所有者であるこ

とがわかったとき、世界を悩ませている問題はすぐに解決されます。もちろん、それが実

現するにはある程度の時間がかかることでしょう。だれもがこの高尚な哲学を理解できな

いかもしれません。しかし、すべての国の知的な人たちが理解してくれれば、それで充分



です。『バガヴァッド・ギーター』（第３章・第 21 節）にもそう説かれています。 
 

ヤドゥ ヤドゥ アーチャラティ シュレーシュタハス 
yad yad äcarati çreñöhas 

 
タドゥ タドゥ エーヴェータロー ジャナハ 
tat tad evetaro janaù 

 
サ ヤトゥ プラマーナンム クルテー 
sa yat pramäëaà kurute 

 
ローカス タドゥ アヌヴァルタテー 
lokas tad anuvartate 

 
 「偉大な人物がすることに一般人も従う。また偉人が模範的な行動をとおしてしめす基準

に、世界も従おうとする」 

 世界中のもっとも知性ある人々がクリシュナ意識の哲学を理解し、そして全世界に広め

てくださるように、私たちは努めています。そしていま、私はこのアフリカという国に参

りました。知性あるアフリカのみなさんに、クリシュナ意識の哲学を理解し、広めていた

だきたいと希望します。みなさんは、この国を発展させようとなさっています。どうか、

精神的な発展を目指してください。精神的発展こそが健全な発展です。犬や猫のように生

きているアメリカ人やヨーロッパ人をまねてはなりません。感覚満足の上に築かれたその

ような文化は永続しません。すでに原子爆弾は作られています、次の大戦が起これば、か

れらの誇る高層ビルもなにもかもが終わってしまいます。私のこの話を、人生という真の

観点から、精神的な観点から理解してください。それが、クリシュナ意識運動の目的です。

みなさんに心からお願いいたします。どうか、クリシュナ意識の哲学を学んで理解してく

ださい。ご静聴ありがとうございました。 


