
聖なる哀れみの心聖なる哀れみの心聖なる哀れみの心聖なる哀れみの心    
 
 さまざまな宗教にさまざまな聖者がいるが、聖者に共通する点は、哀れみの心です。シュリーラ・プラ

ブパーダがその哀れみについて説きます。 
 
 きょうは、主の聖なる御名の栄光についてお話しします。マハーラージ・パリークシッ

トとシュカデーヴァ・ゴースヴァーミーが、あるブラーフマナのことについて話し合って

いる内容です。このブラーフマナはとても堕落し、ありとあらゆる悪事をはたらいていた

のですが、聖なる名前を唱えただけで救われました。その話は『シュリーマド・バーガヴ

ァタム』の第６編にあります。 

 『シュリーマド・バーガヴァタム』の第５編では宇宙の天体系が見事に説明されています。

宇宙には地獄と呼ばれる惑星がいくつかあります。地獄や天界に関する説明は、『シュリー

マド・バーガヴァタム』だけではなく、あらゆる宗教の経典に登場します。現代の天文学

でも惑星の距離が記述されていますが、それと同じように、『シュリーマド・バーガヴァタ

ム』も、地獄の惑星の位置、地球からの距離を記述しています。天文学者は、月と地球の

距離、太陽と地球の距離を計算しています。同じように、『シュリーマド・バーガヴァタム』

には地獄の説明が書いてあります。 

 地球上でさえ、さまざまな環境があります。北極に近い⻄洋諸国の気候は、赤道に近い

インドとはまったく異なっていますね。このように、地球上でさえさまざまな環境と生活

条件が異なっているのですから、さまざまな環境や生活条件を持つ惑星が存在するのも当

然です。 

 パリークシット・マハーラージはシュカデーヴァ・ゴースヴァーミーから地獄の惑星に

ついて話を聞いたあと、尋ねました。 
 

アドゥネーハ マハー・バハーガ 
adhuneha mahä-bhäga 

 
ヤタハイヴァ ナラカーン ナラハ 
yathaiva narakän naraù 

 
ナーノーグラ・ヤータナーン ネーヤートゥ 
nänogra-yätanän neyät 

 
タン メー ヴャーキャートゥンム アルハシ 
tan me vyäkhyätum arhasi 

 
 「このうえなく幸運で知識豊かなシュカデーヴァ・ゴースヴァーミーよ。おとしいれられ

ているその恐ろしい苦痛にさいなまれる地獄の状態から、人間たちが救われる方法につい

てお話しください」（『シュリーマド・バーガヴァタム』第６編・第１章・第６節）。 

 パリークシット・マハーラージはヴァイシュナヴァ（献愛者）であり、ヴァイシュナヴ



ァは苦しんでいる人々にいつも哀れみを感じています。他人が苦しんでいるのを見ると、

自分も辛くなるのです。たとえば、主イエス・キリストは、人々の苦しみを見てひじょう

に心を痛めました。ヴァイシュナヴァ、あるいは献愛者――神の意識、クリシュナ意識の

人すべて――は、どんな国、どんな宗派に属していても、このように哀れみが篤いのです。

ですから、ヴァイシュナヴァすなわち主の栄光を称えている説教徒を侮辱することはとり

かえしのつかない罪となります。 

 神クリシュナは、ヴァイシュナヴァの蓮華の御足を侮辱する者を決して許しません。

Kåpämbudhi（クリパーンブディ）、すなわちヴァイシュナヴァは慈悲の海です。

Väïchä-kalpa-taru（ヴァーンチャー・カルパ・タル）。だれでも望みを持っています。しかしヴァ

イシュナヴァはすべての望みをかなえることができます。カルパ・タルは「望みの木」で

す。精神界には望みの木があります。物質界では、リンゴはリンゴの木からしか取れませ

んが、クリシュナローカやヴァイクンタの惑星では、すべての木が精神的で、どんな望み

でもかなえてくれます。そのことが『ブラフマ・サムヒター』にあります。Cintämaëi 

-prakara-sadmasu kalpa-våkña（チンターマニ・プラカラ・サドゥマス カルパ・ヴリクシャ）。 

 ヴァイシュナヴァは mahä-bhäga（マハー・バーガ）、すなわち幸運な人とも呼ばれます。ヴ

ァイシュナヴァになり、つねに神を意識している人はとても幸運です。 

 チャイタンニャ・マハープラブが言ったように、生命体は全宇宙のさまざまな天体系の

なかで、さまざまな生命形態の姿で生きながらさ迷っています。生命体は、望みさえすれ

ば、そしてその準備をすれば、地獄でも天界でもどこにでも行けます。多くの天界惑星、

多くの地獄惑星、多くの生命形態が存在します。生命形態の数は合わせて 840 万種です。

生命体はこれらの生命形態のなかをさ迷い、生きているときに作りあげる心理状態に応じ

た体に入ります。自分で播いた種を刈り取るということです。 

 チャイタンニャ・マハープラブが言ったように、物質界を旅している無数の生命体のな

かで幸運に恵まれるのは、だれもかれもというのではなく、ほんのひと握りの人しかいま

せん。だれもが幸運だとしたら、それこそ全員がクリシュナ意識になっていることでしょ

う。クリシュナ意識はどこでも広く布教されています。しかし、なぜ人々は受けいれよう

としないのでしょうか？ 理由は１つ、不運だからです。だからチャイタンニャ・マハー

プラブは、幸運な人だけがクリシュナ意識をはじめるのであり、はじめた人たちは希望、

充実、至福、知識に満ちた生活に入る、と言いました。 

 人々の家を訪ねて不運な人々を幸運に変える――それがヴァイシュナヴァの仕事です。

ヴァイシュナヴァは「どうすれば、この人たちが地獄のような生活から救われるだろうか？」

と考えます。パリークシット・マハーラージはそう尋ねたのです。「聖者よ。悪事の報いと

して、魂は地獄のような生活や惑星に転落させられます。では、そのような魂を救う方法

はないものでしょうか？」。これが、その質問です。ヴァイシュナヴァが、主みずからが、

あるいは主の息子や親密な献愛者が降誕するとき、その使命はたった１つ――苦しんでい



る罪深い人間を救うことです。それを成就する方法を知っているのです。 

 プラフラーダ・マハーラージがナラシンハデーヴァに会ったとき、次のように言いまし

た。 
 

ナイヴォードゥヴィジェー パラ ドゥラッテャヤ・ヴァイタラニャース 
naivodvije para duratyaya-vaitaraëyäs 

 
トゥヴァドゥ・ヴィーリャ・ガーヤナ・マハームリタ・マグナ・チッタハ 
tvad-vérya-gäyana-mahämåta-magna-cittaù 

 
ショーチェー タトー ヴィムカハ・チェータサ インドゥリヤールタハ 

çoce tato vimukha-cetasa indriyärtha- 
 

マーヤー・スカハーヤ バハランム ウドゥヴァハトー ヴィムーダハーン 
mäyä-sukhäya bharam udvahato vimüòhän 

 
 「主よ」とプラフラーダは祈ります。「自分自身の救いはそれほど願っていません」（『シ

ュリーマド・バーガヴァタム』第７編・第９章・第 43 節）。マーヤーヴァーディー哲学者

は、自分の解放が邪魔されないよう細心の注意をはらっています。「布教をして他の人間と

交われば、自分が道からはずれ、悟りも消えてしまうかもしれない」と考えるのです。だ

から、かれらは布教しようとしません。ヴァイシュナヴァだけが堕落する危険を覚悟で布

教に参加します。しかし、かれらは堕落しません。束縛された魂たちを救うためなら、地

獄でさえ行きます。それがプラフラーダ・マハーラージの使命です。かれは、naivodvije（ナ

イヴォードヴィジェー）「私は、物質界に住むことをそれほど恐れていません」と言いました。 

 プラフラーダ・マハーラージはさらに言葉をつづけます。「私は、自分のことは心配しま

せん。いつもクリシュナ意識でいられるように教育を受けたからです」。かれはクリシュナ

意識でしたから、来世でかならずクリシュナのもとに帰ることを確信していました。『バガ

ヴァッド・ギーター』で言われているように、クリシュナ意識の規定原則を注意深く実践

する人は、来世で最高の目的地にたどりつくことが約束されています。 

 プラフラーダ・マハーラージがつづけます。「私が心配しているのはただ一つです」。ご

らんなさい。自分のことをなにも心配していない人でも、心配事があるのです。それはな

んでしょうか？ çoce tato vimukha-cetasa（ショーチェー タトー ヴィムカハ・チェータサ）「クリ

シュナ意識でない人たちのことが心配なのです。「私は大丈夫です。しかし、クリシュナ意

識でない人たちのことが、どうしても心配です」。なぜ、クリシュナ意識でないのでしょう

か？ Mäyä-sukhäya bharam udvahato vimüòhän（マーヤー・スカ−ヤ バラン ウドヴァハトー 

ヴィムーダハーン）。愚か者たちは、目先の幸福のために詐欺的文化を作ってしまったのです。 

 「マーヤー・スカーヤ」。詐欺的文化。まさにそのとおりです。毎年多くの車が作られて

います、そしてそのために地面を掘り返して道路を作らなくてはなりません。これが、さ

らに次々と問題を作っていきます。だから、マーヤー・スカーヤ、幻想的な幸福であり、



それにもかかわらず、現代人はそのような幸福を求めつづけています。幸福になるために

なにかを作りだしても、結果として新しい問題を作りだしているだけです。 

 みなさんの国では世界一車の数が多いようですが、それで問題が解決されるわけではあ

りません。生活問題を解決するために車を作ったはずです。しかし、車のために余計な問

題が生じているのを見たことがあります。ロサンゼルスにいたとき、弟子のダヤーナンダ

が私を病院につれていくことになりましたが、医者に見てもらうには、50 キロも車で走ら

なければなりませんでした。車を作ったことで、人に会うのに 50 キロも 60 キロも車を走

らせるはめになったのです。 

ニューヨークからボストンまで飛行機なら１時間で行けます。ところが、空港に行くま

でにそれ以上の時間がかかってしまいます。このような状態をマーヤー・スカーヤといい

ます。マーヤーは「偽の」「幻想」という意味です。さらに快適な状態を作るために、不幸

な状態を新たに作りだしてしまうのです。物質界はそのように作用します。神や自然界が

用意してくれた安楽な暮らしに満足できず、不自然な快適さを作ろうとすれば、おのずと

不快な状態も同時に作りだされます。ほとんどの人がこのからくりを知りません。快適な

環境を作った、と思っているのでしょうが、じっさいは生活費をかせぐために 60 キロも運

転して出勤し、また 60 キロの道のりを運転して帰ってきます。このような状態を見て、プ

ラフラーダ・マハーラージは、このヴィムーダーンたち――物質主義者たち、愚かな者た

ち――は、はかない幸福を求めて余計な重荷を背負っている、と言いました。Vimüòhän, 

mäyä-sukhäya bharam udvahato（ヴィムーダハーン マーヤー・スカハーヤ バハランム ウドヴァハトー）。

ですから、ヴェーダ文化では、サンニャーシーという放棄階級の生活を受けいれ、まった

く不安のない状態で精神生活を実践するよう勧めています。 

 家族生活をしながらクリシュナ意識を実践するのもすばらしいことです。バクティヴィ

ノーダ・タークルは世帯者で行政⻑官でしたが、すばらしい献愛奉仕をしました。ドルヴ

ァ・マハーラージやプラフラーダ・マハーラージもグリハスタ（世帯者）でしたが、奉仕

に支障がないような生活を作るために自分を訓練していました。ですからプラフラーダ・

マハーラージは「私は、いつもクリシュナ意識にいられる方法を学びました」と言います。

それは、どんな方法でしょうか？ Tvad-vérya-gäyana-mahämåta-magna-cittaù(トゥヴァド

ゥ・ヴィーリャ・ガーヤナ・マハームリタ・マグナ・チッタハ)。ただひたすら、主の力に満ちた活動や遊

戯を称えるのです。ヴィーリャは「ひじょうに勇ましい」という意味です。 

 クリシュナの活動はいつも英雄的です。『クリシュナ』を読めば主の活動がどのようなも

のかがわかります。クリシュナの御名、名声、活動、交流者、主にまつわるものすべてが

冒険に満ちています。プラフラーダ・マハーラージはそのことについて言いました。「私は

どこへ行こうと、あなたの英雄的行ないを称えるならば守られることを確信しています。

私は決して道からはずれません。しかし、ただ忙しく働くだけの文化を作りだしてしまっ

た人々のことが心配でなりません。どうしても、かれらのことを考えてしまうのです」 



 プラフラーダは言葉をつづけます。 
 

プラーイェーナ デーヴァ ムナヤハ スヴァ・ヴィムクティ・カーマー 
präyeëa deva munayaù sva-vimukti-kämä 

 
マウナンム チャランティ ヴィジャネー ナ パラールタハ ニシュタハーハ 
maunaà caranti vijane na parärtha-niñöhäù 

 
ナイターン ヴィハーヤ クリパナーン ヴィムムクシャ エーコー 
naitän vihäya kåpaëän vimumukña eko 

 
ナーニャンム トゥヴァドゥ アッシャ シャラナンム ブフラマトー ヌパッシェー 
nänyaà tvad asya çaraëaà bhramato 'nupaçye 

 
 「主よ。自分の解放のことしか考えていない聖人や聖者がたくさんいます」（『シュリー

マド・バーガヴァタム』第７編・第９章・第 44 節）。ムナヤハは「聖人」、「哲学者」とい

う意味です。Präyeëa deva munayaù sva-vimukti-kämä（プラーイェーナ デーヴァ ムナヤハ ス

ヴァ・ヴィムクティ・カーマー）。かれらはただ自分の解放だけしか考えていません。ヒマラヤ山

脈などの人里離れたところに住むのを好み、だれとも話そうとしません。都会に住む俗人

とつきあえば乱され、修行の道から堕落するかもしれない、と恐れています。「自分が救わ

れればそれでいい」と考えているのです。 

 プラフラーダ・マハーラージは、人々が昼も夜も働きつづける文化を作りあげた都会に

聖人たちが来ないことを残念がっています。このような聖者たちには同情心がありません。

プラフラーダは、「私は、感覚満足のためにあくせく働いている堕落した人々を心配する」

と言いました。 

 確かに一生懸命に働くことにもそれなりの意味があるかもしれません。しかし、本人た

ちはそれがなんであるか知りません。かれらが知っているのは、ただ性生活。裸の踊りを

見るためにあちらこちらへとさ迷っています。プラフラーダ・マハーラージは言います、

naitän vihäya kåpaëän vimumukña（ナイターン ヴィハーヤ クリパナーン ヴィムムクシャ）「主よ。

私は自分だけの解放は望んでいません。このような愚かな人たちを連れていけなければ、

私は行きません」。プラフラーダ・マハーラージは、堕落した人々がいっしょでなければ、

至高者の王国に帰らないと拒みました。これがヴァイシュナヴァ主義です。Nänyaà tvad 

asya çaraëaà bhramato（ナーニャンム トゥヴァドゥ アッシャ シャラナンム ブフラマトー）「私はた

だこの人たちに、あなたに服従する方法を教えたいと思っています。ほんとうに、ただそ

れだけが私の目標です」。 

 ヴァイシュナヴァは、服従しさえすれば道が開かれることを知っています。Naivodvije 

para duratyaya-vaitaraëyäs tvad-vérya-gäyana-mahämåta-magna-cittaù（ナイヴォードゥヴ

ィジェー パラ ドゥラッテャヤ・ヴァイタラニャース トゥヴァドゥ・ヴィーリャ・ガーヤナ・マハームリタ・マグナ・

チッタハ）「なんとかして、かれらがクリシュナの前にひれ伏すよう導きたい」。それはかんた



んな方法です。ただ、信念を持ってクリシュナの前にひれ伏し、そしてこう言ってくださ

い。「主クリシュナ。私は⻑いあいだ、多くの生涯、あなたを忘れて生きてきました。いま、

やっと目が覚めました。どうか、私を受けいれてください」と。ただそれだけです。この

方法を学び、主に真剣に服従するだけで、道はまたたくまに開かれるのです。これがヴァ

イシュナヴァの哲学的な考え方です。ヴァイシュナヴァは、堕落し、束縛された魂を救う

方法をいつも考えています。そのための計画をいつも考えています。ヴリンダーヴァナの

６人のゴースヴァーミーのように。主チャイタンニャの弟子だった６人のゴースヴァーミ

ーは、なにをしていたのでしょうか？ シュリーニヴァース・アーチャーリャが詠んでい

ます。 
 

ナーナー・シャーストラ・ヴィチャーラナどのようにプナウ サッド・ダハルマ・サンスターパカウ 
nänä-çästra-vicäraëaika-nipuëau sad-dharma-saàsthäpakau 

 
ローカーナーン ヒタ・カーリナウ トリブヴァネー マーニョウ シャラニャーカラウ 
okänäà hita-kärinau tribhuvane mänyau çaraëyäkarau 

 
ラーダー・クリシュナ・パダーラヴィンダ・バジャナーナンデーナ マッターリカウ 
rädhä-kåñëa-padäravinda-bhajanänandena mattälikau 

 
ヴァンデー ルーパ・サナータノウ ラグ・ユゴウ シュリー・ジーヴァ・ゴーパーラカウ 
vande rüpa-sanätanau raghu-yugau çré-jéva-gopälakau 

  
 
 「６人のゴースヴァーミー、すなわちシュリー・サナータナ・ゴースヴァーミー、シュリ

ー・ルーパ・ゴースヴァーミー、シュリー・ラグナータ・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、シュリー・ジーヴァ・ゴースヴァーミ

ー、シュリー・ゴーパール・バッタ・ゴースヴァーミーは、全人類の恩恵のために、永遠

の宗教原則を確立する目的で経典を綿密に研究するのに熟達した方たちです。いつも、ゴ

ーピーたちの感情に浸りながら、ラーダーとクリシュナへの超越的愛情奉仕をしています」

（『シャッド・ゴースヴァーミー・アシュタカ』第２節）。 

 同じくヴァイシュナヴァの哀れみの心で、パリークシット・マハーラージがシュカデー

ヴァ・ゴースヴァーミーに語りかけています。「あなたは、さまざまな地獄の状態について

説明してくださいました。では、苦しんでいる人々をどうしたら救えるか、その方法をお

教えください。どうか、そのことを説明してください」 
 

アドゥネーハ マハー・バハーガ 
adhuneha mahä-bhäga 

 
ヤタハイヴァ ナラカーン ナラハ 
yathaiva narakän naraù 

 
ナーノーグラ・ヤータナーン ネーヤートゥ 
nänogra-yätanän neyät 



 
タン メー ヴャーキャートゥンム アルハシ 
tan me vyäkhyätum arhasi 

 
 ナラは人間、堕落した者たちを指します。Narakän naraù/ nänogra-yätanän neyät tan 

me（ナラカーン ナラハ ナーノーグラ・ヤータナーン ネーヤート タン メー）「どうすれば、かれらは

その地獄の苦しみと恐ろしい苦痛から救われるのでしょうか？」。それがヴァイシュナヴァ

の心です。マハーラージ・パリークシットは言いました。「いつのまにか、かれらはこの地

獄の生活に堕落しました。しかし、だからといって、そのような状態にいつづけなくては

ならない、ということではありません。かれらが救われる方法があるはずです。どうかそ

の方法を教えてください」 

シュカデーヴァ・ゴースヴァーミーが答えます。 
 

ナ チェードゥ イハイヴァーパチティンム ヤタハーンムハサハ 
na ced ihaiväpacitià yathäàhasaù 

 
クリタッシャ クリャーン マナ・ウクタ・パーニビヒ 
kåtasya kuryän mana-ukta-päëibhiù 

 
ドゥルヴァンム サ ヴァイ プレーテャ ナラカーン ウパイティ 
dhruvaà sa vai pretya narakän upaiti 

 
イェー キールティター メー バハヴァタス ティグマ・ヤータナーハ 
ye kértitä me bhavatas tigma-yätanäù 

 
 「これまでにさまざまな地獄の状態や、恐ろしい苦痛について説明してきた。しかし、そ

れらを乗りこえなくてはならない」（『シュリーマド・バーガヴァタム』第６編・第１章・

第７節）  

 どうやって乗りこえることができるのでしょうか？ 悪事はさまざまな形をとってなさ

れます。悪いことをじっさいに行なうこともありますし、また頭のなかで「あの男を殺し

てやる」と思うこともあります。どちらも悪いことです。頭で考え、感じ、望めば、次に

は行動が起こります。 

 先日、ある本を読んでいましたが、道路を歩いているとき犬に吠えられたとすると、責

任が問われるのは、法律によれば犬の飼い主だそうです。「だれであろうと、犬に吠えられ

て怖い思いをするべきではない。だから犬はきちんと飼わなくてはならない」。その本には

そんなことが書いてありました。この国の法律だそうです。犬はただ吠えているだけです

が、それも罪と見なされるわけです。だとしても、犬に責任はありません。動物ですから。

しかし、飼い主が犬を親友として飼っているのですから、法律では飼い主が責任を負うこ

とになります。人の犬が自分の家に勝手に入ってきたら、犬は殺されないでしょうが、そ

の犬の飼い主が訴えられます。 

 犬が人に吠えることが非合法であるように、気分を害することを言うのも罪です。それ



はちょうど犬が吠えているようなものです。このように、さまざまな罪があると言えます。

悪いことを考えようと、悪いことを口にしようと、またじっさいに悪いことを行なおうと、

どれも罪と見なされます。Dhruvaà sa vai pretya narakän upaiti（ドルヴァン サ ヴァイ プ

レーテャ ナラカーン ウパイティ）。罪の報いとして、かならず苦しみが返ってきます。 

 人々は来世を信じていません。罪の報いを避けたいと思うからです。しかし、避けられ

ることではありません。法律には従わなければなりません。できなければ罰せられるだけ

です。同じように、だれも神の法律を無視することはできません。ぜったいに不可能です。

他人はだませるかもしれません。物を盗んだり、なんとか隠れて法律の処罰から逃げられ

たりするかもしれません。しかし、より高い法律、つまり自然の法律からは逃げられませ

ん。なぜなら、目撃者がいくらでもいるからです。太陽の光が見ています。月の光が見て

います。そしてクリシュナが最高の目撃者として、私たちを見ています。「私は悪いことを

している。しかし、だれも見ていない」とはぜったいに言えません。 

 クリシュナは、みなさんの心臓にいる最高の目撃者です。みなさんが考えていること、

していることをちゃんと覚えています。また便宜も提供します。つまり感覚を楽しみたい

と思うと、クリシュナはそれができるように取り計らうのです。『バガヴァッド・ギーター』

にそう書いてあります。Sarvasya cähaà hådi sanniviñöo（サルヴァッシャ チャーハン フリディ 

サンニヴィシュタハ）「わたしは、すべての生命体の心臓に座っている」。Mattaù småtir jïänam 

apohanaà ca（マッタハ スムリティル ギャーナン アポーハナン チャ）「わたしから、記憶、知識、

忘却が生じる」。 

 このように、クリシュナは私たちに機会を授けます。クリシュナが欲しければ、クリシ

ュナを得る機会を与え、クリシュナが欲しいと思わなければ、クリシュナを忘れる機会も

与えます。クリシュナを忘れて人生を楽しみたいと思っていれば、忘れられるような機会

を用意し、またクリシュナ意識になって人生を楽しみたいのなら、クリシュナ意識に邁進

できるような機会も与えます。どちらを選ぶかは、みなさんしだいです。 

 クリシュナ意識などなくても幸福になれると思う人を、クリシュナは邪魔しません。

Yathecchasi tathä kuru（ヤテーッチャシ タター クル）。（BG18.63）クリシュナはアルジュナに

助言したあと、「これですべてを説明した。自分の望みどおりに自由にしなさい」と言われ

ました。アルジュナがすぐに答えました。Kariñye vacanaà tava（カリッシェー ヴァチャナン タ

ヴァ）「あなたの命令を実行いたします」（BG18.73）と。それがクリシュナ意識です。 

 神は、私たちのささやかな自主性は妨害しません。主の命令に従って行動したいと思っ

ている人を、主は助けます。ときには修行の道からそれることがあっても、真剣になりさ

えすれば――「これからは、いつもクリシュナ意識をつづけ、主の命令を実行しよう」と

決心すれば――クリシュナは助けます。どんなことになっても、たとえ堕落しても、主は

許し、もっと知性を授けます。クリシュナ意識になったみなさんの知性は「そんなことを

してはいけない。あなたのすべきことはこれだ」と言うでしょう。しかし、クリシュナを



忘れたい、クリシュナなしで幸福になりたい、と思えば、クリシュナは、なんど誕生して

もクリシュナを忘れるような機会をどんどん提供してくださいます。 

 パリークシット・マハーラージはこの節で「私が『神はいない』と言おうと、それで主

がいなくなるわけでもないし、自分の行動に責任がなくなるわけでもない」と語っていま

す。神はいない、と言うのが無神論です。無神論者は、いつも罪深いことばかりしている

から主を望んでいません。神がいるなどと思ったら、罰せられるという思いで震えあがる

でしょう。だから主の存在を否定します。それが、無神論者のやりかたです。主を認めな

ければ、罰せられることはないし、いくらでも好きなことができる、というわけです。 

 ウサギは大きな動物に襲われると、目を閉じて「これで殺されない」と考えます。もち

ろん、殺されます。同じように、神の存在や主の法を否定しても、主自身も主の法律も実

在します。裁判所で犯罪人が「私は国の法律など気にしない」と大きくかまえても、法律

に従わざるをえません。同じように、主の存在を否定する愚かな主張――「神はいない」「私

が神だ」――をしても、結局は、良い行動でも悪い行動でも、行動の責任は負わなくては

なりません。 

 活動には２種類――善と悪――があります。品行方正で敬虔な活動をすれば、平和な将

来が約束されるでしょう。悪いことをすれば、その報いで苦しみます。だからシュカデー

ヴァ・ゴースヴァーミーが言います。 
 

タスマートゥ プライヴァーシュヴ イハ パーパ・ニシュクリタウ 
tasmät puraiväçv iha päpa-niñkåtau 

 
ヤテータ ムリテョール アヴィパデャタートゥマナー 
yateta måtyor avipadyatätmanä 

 
ドーシャッシャ ドゥリシュトゥヴァー グル・ラーガハヴァンム ヤタハー 
doñasya dåñövä guru-läghavaà yathä 

 
ビヒシャク チキトゥセータ ルジャーンム ニダーナヴィトゥ 
bhiñak cikitseta rujäà nidänavit 

 
       （『シュリーマド・バーガヴァタム』第６編・第１章・第８節） 

 さまざまな償い方があります。悪いことをし、それを打ち消すようなことをすれば、そ

れが償いになります。聖書にその例がいくつかあります。シュカデーヴァ・ゴースヴァー

ミーは「自分が責任を負っていることをよく自覚すべきである。そして罪の程度に応じて、

シャーストラ（経典）が定める償いをしなくてはならない」と言っています。 

 病気になれば病院で診察してもらってその代償として診察料を払うように、ヴェーダに

従った生活では、罪深いことをしたときにはブラーフマナのところに行って償いをするこ

とが勧められています。 

 シュカデーヴァ・ゴースヴァーミーは、自分が犯した罪の度合に応じた償いをしなくて



はならないと言い、そしてさらに例をあげました。Doñasya dåñövä guru-läghavaà yathä 

bhiñak cikitseta rujäà nidänavit（ドーシャッシャ ドゥリシュトゥヴァー グル・ラーガハヴァンム ヤタ

ハー ビヒシャク チキトゥセータ ルジャーンム ニダーナヴィトゥ）。医者に相談すれば、病気の重さに応

じて、医者は安い薬、高い薬を処方してくれます。ただの頭痛ならアスピリンぐらいで、

深刻な病気にかかっている人には何十万もする外科手術をすることでしょう。同じように、

罪深い生活は病気にかかった状態であり、健康な体に戻るには所定の治療法に従わなくて

はなりません。 

 誕生と死の鎖に縛られることは、魂が病気にかかっている状態です。魂は精神的ですか

ら、誕生も死も病気もありません。クリシュナは『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第

20 節）で「ナ ジャーヤテー」（魂は誕生しない）、「ムリヤテー」（魂は死なない）と言い

ました。Nityaù çäçvato 'yaà puräëo na hanyate hanyamäne çarére（ニテャ シャーシュヴァ

トー ヤン プラーノー ナ ハニャテー ハニャマーネー シャリーレー）。魂は朽ちることなく、永遠に

生きます。体が消滅してもなくなりません。na hanyate hanyamäne çarére（ナ ハニャテー ハ

ニャマーネー シャリーレー）。「ナ ハニャテー」 は、体が消滅したあとでも、魂は殺されも消

滅もしないという意味です。 

 現代文化が見逃しているのは、死後になにが起こるかを教える教育機関がないという点

です。いまはもっとも不完全な教育がおこなわれている時代です。死後に関する知識がな

ければ、動物のように死ぬしかないからです。動物は、死んだあと別の体に入ることを知

りません。そういう知識がまったくないのです。 

 人間生活は将来動物になるためにあるものではありません。食べること、眠ること、性

生活、身を守ることだけに気をとられてはいけません。食べるために豪華な設備を用意し

ても、ぐっすり眠れるような豪邸を作っても、性生活が満喫できるような計画を立てても、

あるいは身を守るために強力な軍隊を作っても、それが人間の証拠とは言えません。そん

な文化は動物生活と同じです。動物でも食べ、眠り、性生活を営み、動物なりの方法で身

を守っているのですから。では、体に必要なこの４つのことだけしかしないのなら、人間

生活と動物生活とではどこが違うというのでしょう？ 

 その区別は、人間が「なぜ、私はこんな辛い状態に置かれてしまったのだろう？ 抜け

だす方法はあるのだろうか？ 永遠の生活はじっさいにあるのだろうか？ 私は死にたく

ない。幸福に穏やかに生きたい。その機会はあるのだろうか？ あるとしたらその方法は？ 

その科学はどこに？」と尋ねるとき、明確になります。そのような質問をし、その答を見

つける生き方をする――それが人間文化です。それができなければ、犬の文化、動物の文

化です。 

 動物は、食べ、眠り、性生活を営み、安全に生きられればそれで満足します。しかしほ

んとうは、守られてなどいません。冷酷な死からはだれも守られていないからです。たと

えば、ヒラニャカシプは永遠に生きたいと思い、厳しい苦行をしました。いわゆる科学者



は、科学的方法を使えば死ななくなる、と言っています。これも狂人の言葉です。できる

わけがないのですから。科学的知識をどれほど高めても、４つの問題――生老病死――を

解決する科学的方法はありません。 

 賢い人は、その４つの問題をなんとか解決しようとします。だれも死にたくありません。

しかし解決法はありません。どうしても死ぬのです。世界中の人間がいくつも中絶法を発

明して人口抑制を試みていますが、やはりどこかでだれかが生まれつづけています。つま

り、誕生は止められない、ということです。科学的方法を使って最新式の機械を発明して

も、病気は根絶できません。錠剤を１粒飲めばすべての病気にかからなくなる、などとい

うことはぜったいに起こりません。 

 『バガヴァッド・ギーター』には、janma-måtyu-jarä-vyädhi- duùkha-doñänudarçanam 

（ジャンマ・ムリテュ・ジャラー・ヴャーディ・ドゥフカ・ドーシャーヌダルシャナン）と書かれています。人

生の問題をすべて解決した、と思う人がいるかもしれませんが、では、生老病死という４

つの大問題の解決はなんでしょうか？ その解決法がクリシュナ意識です。 
 

ジャンマ カルマ チャ メー ディヴャンム 
janma karma ca me divyam 

 
エーヴァンム ヨー ヴェーッティ タットゥヴァタハ 
evaà yo vetti tattvataù 

 
テャクトゥヴァー デーハンム プナル ジャンマ 
tyaktvä dehaà punar janma 

 
ナイティ マーンム エーティ ソー ルジュナ 
naiti mäm eti so 'rjuna 

 
 「アルジュナよ。わたしの降誕と活動の超越的な特質を知る者は、肉体を去ったあとに物

質界にもどることなく、わたしの永遠なる住居に到達する」 

 だれでも毎瞬間体を捨てています。この体を捨てる最後の瞬間を「死」と言います。し

かし、クリシュナは言いました。「わたしの降誕、他界、活動について、表面的にではなく

じっさいに理解すれば、体を捨てたあと、ふたたび物質界に戻ってくることはない」と。 

 物質界に戻ってこないということは、どうなるのでしょうか？ Mämeti（マーメーティ）―

―クリシュナのもとに戻るのです。クリシュナのところへ戻りたい人は、精神的な体を準

備しなくてはなりません。それがクリシュナ意識です。みなさんがクリシュナにしっかり

と意識を定めれば、やがて次の体が、精神的な体が得られ、みなさんをあっと言うまにク

リシュナローカヘ、クリシュナの住居へ運び、幸福な生活が始まります。精神界でこそ、

みなさんは永遠に、そして至福に満ちて生きるのです。 


