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1973 年のある日、シュリーラ・プラブパーダはカリフォルニア在住の女性から一風変わった手紙を受け

取りました。手紙には彼女がプラブパーダの２人の弟子に会い、その２人が会う人々に対してひじょうに

否定的な態度をしめしていたことが書かれていました。彼女の誠実な気づかいに感謝したシュリーラ・プ

ラブパーダは、多忙な布教活動のなか、次のようなおもいやりのある返事を送りました。 
 
尊師 

 愛情を込めて、この手紙をお送りいたします。サンフェルナンドの K マートで尊師の若

い弟子２人と、別々の日に話す機会がございました。２人とも、会う人々に対してひじょ

うに否定的な見方をしているようにお見受けいたしました。 

 そうあるべきだと思っていただきたくありません。２人は神を代表する立場にあるはず

です。神を代表するきもちは内から生じるはずです。慈愛をこめて人々と接するべきでは

ないでしょうか。私はそう理解しております。ですから、大衆に布教するには適切なお弟

子様をお選びになったほうがよろしいのでは。さもなくば、尊師の使命が挫折の憂目にあ

うかもしれません。 

 愛は存在します。愛に身をまかせましょう。なにをするにも愛が大切なはずです。 

 尊師のためにお祈りいたします。私のためにもお祈りを。 

かしこ。神の御加護のあらんことを。 

           リーン・ラドウィグ 

 

親愛なるリーン・ラドウィグ様 

 祝福をお受けください。カリフォルニアからのお手紙、確かに受け取りました。貴女の

お書きになったことについて、注意深く読ませていただきました。インドで忙しく布教活

動をしていたために、返事が遅れてしまったことをお許しください。貴女のご不満として、

カリフォルニアで私の若い弟子たちとお会いになり、その２人が「会う人々に対してひじ

ょうに否定的な見方をしている」とのご意見でした。もちろん、私にはその状況がどのよ

うなものであったかわかりませんが、ご指摘が事実だとしたら、どうか私の親愛なる弟子

たちの不親切で無遠慮な態度を許していただきたく存じます。みずからの生涯を捨ててま

でも主へ仕えることはたやすいことではありません。そしてマーヤー（幻想）という物質

の力は、献愛者になるために幻想への奉仕を捨てた者をふたたび捕らえようとします。で

すから、マーヤーの攻撃に対抗するために、そしてさまざまな誘惑のなかでも強くあろう

とするために、献愛奉仕をはじめたばかりの若く未熟な初心者心きに、柔らかい献愛奉仕

のつる草を台無しにするような態度を人々に対してすることがあります。かれらは自分を

守るためにそのような感情に走ることがあり、マーヤーの物質的力にまだ強く魅せられて



いる非献愛者の目にはそんなかれらが否定的、あるいは悲観的に映ることでしょう。 

 しかし、真実として言えることは、この物質界は苦しい場所、否定的な場所、毎瞬間危

険が潜んでいる場所だということです。Duùkhälayam açäçvatam（ドゥフカーラヤン アシャー

シュヴァタンム）、つまり生老病死、苦しみと苦痛だけのはかない住居なのです。この事実を悟

る境地にはめったに入れません。ですから、そのような人たちは「偉大な魂」と呼ばれて

います。 
 

マーンム ウペーッテャ プナル ジャンマ 
mäm upetya punar janma 

 
ドゥフカハーラヤンム アシャーシュヴァタンム 
duùkhälayam açäçvatam 

 
ナープヌヴァンティ マハートゥマーナハ 
näpnuvanti mahätmänaù 

 
サンムシッディンム パラマーンム ガターハ 
saàsiddhià paramäà gatäù 

 
 つまり、物質界が苦しくはかない場所であること、duùkhälayam açäçvatam（ドゥフカハー

ラヤンム アシャーシュヴァタンム）を知った人は、決して物質界に戻ってくることがありません。

また主の純粋な献愛者になることによって、忌まわしい物質界から脱する資格を得ている

ために、クリシュナはそのような献愛者をいつもそばに置かれるのです。この節はクリシ

ュナ、すなわち至高主みずからが『バガヴァッド・ギーター』（第８章・第 15 節）で語ら

れたものです。クリシュナよりすばらしい究極の権威者が他にいるでしょうか？ この節

では、精神生活を発展させるうえでの１つの重要点が記述されています。すなわちクリシ

ュナの奉仕に用いてクリシュナを喜ばせるのでないかぎり、物質的な物事は悲観的な視点

で見るべきだと教えているのです。心の奥の願望をこの俗世界で満足させようとしても、

かなわないということをよく知っておくべきです。 

 貴女は、お手紙のなかで「愛」という言葉を幾度かお使いになっていましたが、真実と

して言えることは、この世にはぜったいに愛情はないということです。人々が愛情と呼ん

でいるものはじつは欲情、あるいは個人的な感覚満足に対する欲望なのです。 
 

カーマ エーシャ クローダハ エーシャ 
käma eña krodha eña 

 
ラジョー・グナ・サムドゥバハヴァハ 
rajo-guëa-samudbhavaù 

 
マハーシャノー マハー・パープマー 
mahäçano mahä-päpmä 

 
ヴィッディ エーナンム イハ ヴァイリナンム 
viddhy enam iha vairiëam 



 
 「最高人格主神が答えました。「アルジュナよ。そうさせているのはただ一つ、欲望であ

る。欲望は激情の様式とかかわることで生じ、のちに激しい怒りに変化し、そしてそれこ

そが、この世界のすべてを食いつくす罪深い敵である」 

 クリシュナは弟子のアルジュナに「食欲こそ、この世の敵である」と言いました（『バガ

ヴァッド・ギーター』第３章・第 37 節）。現在では物質的な「愛情」に愛という言葉が使

われていますが、ヴェーダの言語の中では、そのような意味における「愛」という語はあ

りません。カーマという言葉は、欲情もしくは物質的な欲望のことで、愛情という意味は

ありませんが、真実の愛情を表わすヴェーダの言葉はプレーマで、これは神への愛情だけ

を指しています。神を愛するのでないかぎり、愛はありえません。まさに、欲情を満たそ

うとする望みでしかないのです。物質に囲まれたこの世界では、人間のすることすべて ―

―人間のすべての行動はもちろん、すべての生命体の行動も――は、男性と女性の魅力で

ある性欲にもとづいています。性欲によって刺激され、性欲によって汚されているのです。

全宇宙はその性生活を中心にして回り、そして苦しんでいます。それが赤裸々な事実なの

です。よく言われる愛情の中身は「あなたが私の感覚を満たせば、私があなたの感覚を満

たしてあげる」というきもちであり、その互いの満足が終われば、またたくまに離婚、別

れ、争い、嫌悪という結果に終わります。このように、多くのことがまちがった愛情の観

念に縛られて行なわれています。ほんとうの愛情とは至高主への、クリシュナへの愛情を

指します。 

 だれでも自分の愛情を、自分が価値あるものと判断した対象に注ごうとします。しかし

そこで問題になるのは、無知です。なぜなら、ほんとうに自分の愛情を受けいれ、そして

応えてくれるような最高の愛の対象をどこに見つけたらいいのか知らないからです。まっ

たく知らないのです。正しい知識も得られません。私たちが物質に執着しても、それが私

たちの顔を蹴とばすか、やがてその思いが薄れていくか、私たちを幻滅させるかです。か

ならず私たちを失望させ、挫折させるはずです。それは事実です。しかし、貴女の国に生

まれた私の弟子たち、そして全世界の若人たちが、その事実を「そう、そのとおりだ」と

受けいれ、クリシュナから正しい知識を学んでいます。 
 

バフーナーンム ジャンマナーンム アンテー 
bahünäà janmanäm ante 

 
ギャーナヴァーン マーンム プラパデャテー 
jïänavän mäà prapadyate 

 
ヴァースデーヴァハ サルヴァンム イティ 
väsudevaù sarvam iti 

 
サ マハトマー ス・ドゥルラバハハ 
sa mahätmä su-durlabhaù 

 



 「誕生と死をなんどもくり返したあと、真の知識に立脚した者はわたしに身をゆだねる。

わたしがすべての原因の原因であること、存在するものすべてがわたしであることを知っ

ているからである。そのような偉大な魂はきわめて希にしか見られない」 

（『バガヴァッド・ギーター』第７章・第 19 節）。 

 ふたたびクリシュナはここでマハートマ（偉大な魂）という言葉を使っています。です

から、貴女がお会いになった献愛者たちはふつうの人間ではありません。ほんとうです。

真に賢い者、偉大な魂です。なぜなら、無数の誕生を経て物質的生活という苦しみの病を

体験し、幻滅したからです。だからこそもっと高尚な知識を求め――より良いものを求め

――クリシュナを見つけ、クリシュナに服従し、正しい知識に立脚するマハートマになっ

たのです。物質界はちょうど刑務所に似ています。私たちを罰し、幻滅させることで、私

たちがクリシュナに服従し、至福と完全な知識に満たされた永遠の生活ができる本来の状

態に戻っていけるように創造された場所なのです。ですから、献愛者たちはスドゥルラバ

ハすなわち、人間社会ではひじょうに稀なことをした名誉ある人々なのです。 

 クリシュナに服従すれば、愛情の対象となる究極の人物を見つけることができます。そ

の方がクリシュナ、神です。神への愛情はだれの内面にもあります。ちょうど火をつける

前のマッチのようです。包まれた状態にあるのです。しかし、どうにかして主への眠って

いる愛情を高め、クリシュナが自分にとって最高の崇拝の対象、友、主人、恋人になれば、

私たちはもう失望することも、不幸になることもありません。愛情が適切に表現されてい

るからです。 
 

マッチッター マドゥ・ガタ・プラーナー 
mac-cittä mad-gata-präëä 

 
ボーダハヤンタハ パラスパランム 
bodhayantaù parasparam 

 
カタハヤンタシュ チャ マーンム ニッテャンム 
kathayantaç ca mäà nityaà 

 
トゥッシャンティ チャ ラマンティ チャ 
tuñyanti ca ramanti ca 

 
 「純粋な献愛者たちの思いはわたしのうちにあり、生涯はわたしへの奉仕に余すところな

くささげられ、いつもたがいに高めあい、わたしについて語りあうことで大きな満足と喜

びを感じている」 

 クリシュナに身をゆだねて生きる献愛者たちは「大いなる満足と至福」を味わい、いつ

も啓発され、貴女がおっしゃるとおり、いつも積極的であり、否定的なところがありませ

ん。高い段階にある献愛者はすべての人の友です。Yoga-yukto viçuddhätmä（ヨーガ・ユクト

ー・ヴィシュッダートマー）、すなわちクリシュナに愛情を込めた奉仕をしている純粋な魂は、



sarva-bhütätma-bhütätmä（サルヴァ・ブータートマー・ブータートマー）「だれにも親みを感じ、そ

してだれもが彼に親しみを感じる」のです。またクリシュナは『バガヴァッド・ギーター』

の別の個所で言われました。Yo mad-bhaktaù sa me priyaù（ヨー マッド・バクタサ メープリヤ

ハ）「献愛者は主からひじょうに愛されていて」、adveñöä sarva-bhütänäà maitraù karuëa 

eva ca（アドヴェーシュター サルヴァ・ブーターナーン マイトラ カルナ エーヴァ チャ）「まったくねた

みがなく、全生命体の親友である」と。さらに、献愛者はだれにも平等の態度をとります。

Paëòitäù sama-darçinaù（パンティター サマ・ダルシナハ）。「この人は善人、あの人は悪人」と

いう区別はつけません。 

 以上が、円熟した知識を高めることによって得られるクリシュナ意識の高い段階です。

いま、私の弟子はほとんどが若い⻘年たちです。徐々に知識を会得しており、またこの方

法は効果的で確実ですから、この方法から離れずに付いていけば、貴女がおっしゃるとお

り、正しい境地に、つまり愛情に支えられた境地に辿りつくことができます。しかし、そ

の愛情は物質的ではありません。ですからまちがったありきたりの感傷的な愛情といっし

ょにみなすべきではありません。それが私たち献愛者の見解です。献愛者たちには愛情が

ないという見方は、物質的な人たちの見解からすれば事実かもしれません。献愛者たちは、

家族、友人、妻、国、人種のような肉体観念、あるいは浮わついた感覚満足に支えられた

愛着を捨てました。マーヤーの愛情（欲情）から離れ、クリシュナへの愛情、あるいは終

わりのない、完全にむくわれる愛情を求めていますが、まだその境地に完全に入っていな

い、ということだけなのです。悪癖に溺れている貴女の国の人々がすぐに肉食、陶酔物、

不義な性関係などの汚らわしいことをやめ、一晩のうちに自己を悟った偉大な魂になれる

とは思っていません。ありえないことです。できると思ったら、それはただの夢想です。

しかし、クリシュナの献愛者として入門を受けることで、人間社会の頂点に置かれるので

す。Sa buddhimän manuñyeñu sa yuktaù kåtsna-karma-kåt（サ ブッディマーン マヌッシェー

シュ サ ユクタクリツナ・カルマ・クリット）「献愛者は、人間社会における識者である。あらゆる

活動をしてはいるけれども、超越的境地に立っている」。また、献愛者は精神的理解の最高

地点にまでたどりついていないかもしれませんが、たとえ短所があっても高尚な人物とし

て見なされます。 
 

アピ チェートゥ ス・ドゥラーチャーロー 
api cet su-duräcäro 

 
バハジャテー マーンム アナニャ・バハーク 
bhajate mäm ananya-bhäk 

 
サードゥル エーヴァ サ マンタヴャハ 
sädhur eva sa mantavyaù 

 
サミャグ ヴャヴァシトー ヒ サハ 
samyag vyavasito hi saù 



 
 「もっとも忌まわしいことをしても、献愛奉仕をしている者は神聖な気質をそなえている、

と考えることができる。ただしい決心に支えられているからである」 

 『バガヴァッド・ギーター』第９章・第 30 節） 

 よく「過つは人の常」と言います。初心者のころは、まちがいがよくあるものです。ど

うか、かれらの過ちを寛大に見て、許していただきたく存じます。重要なことは、かれら

がクリシュナにすべてを、自分たちの命さえもささげているということです――そしてそ

れは決してまちがった選択ではありません。 

貴女の幸福を願う者 

A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ 


