
もっとも優れたものともっとも美しいものを知る 
 

1974 年５月、アイルランドの有名な詩人デスモンド・ジェームズ・ベルナルド・オグレーディ氏が、ロ

ーマのクリシュナ意識国際協会を訪れ、シュリーラ・プラブパーダと⻑時間にわたって⽩熱した議論を繰

り広げました。シュリーラ・プラブパーダとオグレーディ氏は、自己の本性と各人の義務、戦争廃止、現

代教育とその諸問題、永遠の生命、愛の本質について特に話し合いました。 
 
オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 あなたの書かれた『バガヴァッド・ギーター』はじつにすばらしい。 

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 ２年間で５刷です。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 ハレークリシュナ運動はどの国で一番盛んですか。 

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 世界中で。アフリカ、アメリカ、カナダ、日本、それに中国。

でも、じっさいに一番成功している国といえば、アメリカです。たくさんのアメリカ人が

クリシュナ意識を実践しています。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 ここローマではどうですか？ 警察とは問題ありませんか？ 

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 問題だらけです。警察がやってきて妨害することもあります

が、しばらくすると妨害にも飽きて、やがてなにもしなくなります。（笑） 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 体制を変えるべきでしょうか？ 驚くべきことですが、私自身もいまの

体制にいやけがさしています。そのことに関してなにか助言がおありでしょうか？ 

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 アイルランド人というのは、戦争に飽きないのですね。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 はい（笑）。闘魂が血のなかに流れているのです。 

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 絶えず戦争が起こっていますね。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 では、どうしたらいいと思われますか？ 私はいまここにただ座ってい

るだけです。それは道徳的に正しいことと言えるでしょうか？ 

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 肉体概念に捕らわれているかぎり、つまり自分がこの体だと

考え、「私はアイルランド人だ、イタリア人だ、いやアメリカ人だ、インド人だ」などと考

えているかぎり戦争は絶えません。犬と猫のケンカを止めることはできません。なぜケン

カをするのでしょうか？ 犬は、自分が偉い犬だと思い、猫は猫で自分こそが偉い猫だと

思っているからです。それと同じように私たちも、自分はアイルランド人だ、いやイギリ

ス人だ、と考えるならば、犬や猫同然です。自分がこの肉体であると思っているかぎり戦

争は起こります。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 マハトマ・ガンジーが議会で争ったことはどうお考えですか？ 

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 それもやはり犬と同じ考えです。なんの違いもありません。

犬は犬の体を持っているので、自分は犬だと考えます。同じように、インドで生まれたの

で自分がインド人だと考えるならば、犬とどれだけ違いがあるでしょうか？ 自分が肉体

であると考えることはまさに動物と同じです。自分は肉体ではなく、精神魂であると理解



するならば、心が平安になります。そうしなければ、決して平安は得られません。Sa eva 

gokharaù（サ エーヴァ ゴーカラハ）。自分が肉体であると考えている人はまさに牛やロバのよ

うである、とヴェーダ経典に書かれています。自分が肉体であるという誤った思い込みを

超えなければなりません。では、どうしたら超えられるでしょうか？ 
 

マーンム チャ ヨー ヴャビヒチャーレーナ 
mäà ca yo 'vyabhicäreëa 

 
バハクティ・ヨーゲーナ セーヴァテー 
bhakti-yogena sevate 

 
サ グナーン サマティーテャイターン 
sa guëän samatétyaitän 

 
ブラフマ・ブフーヤーヤ カルパテー 
brahma-bhüyäya kalpate 

 
 「献愛奉仕に没頭し、どのような状況にあっても着実な者は、すぐに物質自然界の様式を

超越し、ブラフマンの境地に到達する」 

 クリシュナ意識国際協会には、メキシコ人も、カナダ人も、インド人も、ユダヤ人も、

イスラム教徒もたくさんいます。しかし、かれらは自分がイスラム教徒だとかキリスト教

徒だとかユダヤ教徒などとは思っていません。かれらはみなクリシュナのしもべです。そ

れがブラフマンの悟りです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 それもまたブラフマンという名前をつけていることになるわけですね。 

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 ええ、名前はかならずあります。たとえばオグレーディとい

う名前はあなただけのもので、他のアイルランド人もまた１人ひとり別々の名前がありま

す。しかし、アイルランド人はみな自分がアイルランド人だと思っています。名前は違う

かもしれませんが、それは関係ありません。性質が同じなのです。それが大切な点です。

私たちがクリシュナの質を得るならば、たとえ名前が違ったとしても平安が得られるでし

ょう。そのことを so 'ham（ソー ハンム）といいます。国⺠１人ひとりの名前は違うかもしれ

ませんが、国⺠は皆、同じ国⺠だと思っています。多様性があったとしても質が同じなら

ば、同一性があります。それがブラフマブータです。 
 

ブラフマ・ブブータハ プラサンナートゥマー 
brahma-bhütaù prasannätmä 

 
ナ ショーチャティ ナ カーンクシャティ 
na çocati na käìkñati 

 
サマハ サルヴェーシュ ブフーテーシュ 
samaù sarveñu bhüteñu 

 
マドゥ・バハクティンム ラバハテー パラーンム 
mad-bhaktià labhate paräm 



 
 「この崇高な境地にいる者はすぐに至高のブラフマンを悟り、完全な喜びに浸る。決して

嘆かず、なにかを得ようとする望みももたない。すべての生命体に等しく接する。そのよ

うな境地で、わたしへの純粋な献愛奉仕を達成するのである」 

（『バガヴァッド・ギーター』第 18 章・第 54 節） 

 この世界は、物質エネルギーに影響された人にとっては苦しみの場所ですが、献愛者に

とってはヴァイクンタと変わるところがありません。非人格主義者にとっては、ブラフマ

ンの段階に達すること、すなわち絶対者と一体になることが最高の完成です。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 絶対者は内なるものですか、外なるものですか。 

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 内なるものでも外なるものでもありません。絶対者には二元

性はありません。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 ええ、でも各個人のレベルでは…… 

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 私たちは絶対的存在ではありません。が、絶対的段階に達し

たとき絶対的存在となります。しかし私たちはいまは相対世界にいます。絶対真理は相対

世界にも存在するのですが、私たちの感覚では絶対真理が理解できません。時間の支配下

にあるかぎり、絶対的存在になることはできません。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 それでは、「絶対的存在」とは時を超越した生命のことですか。 

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 そのことは『バガヴァッド・ギーター』第４章・第９節に述

べられています。 
 

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」 

 それが絶対的段階――つまり神のもとに戻ることです。物質世界においてこの肉体が自

分だと思うかぎり、次々と別の体に生まれ変わります。それは絶対的段階ではありません。

ここにそのことがはっきりと書かれています。精神界に戻れば、絶対的な立場を得るので

す。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 わかりました。しかし１つお尋ねしたいことがあります。それは、私た

ちがただここで座っているだけでよいのかという点です。つまり、あなたはそこに座って



いて、私たちは友として歓談しています。しかし海の向こう側では…… 

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 見逃している点は、座る場所によってじっさいの存在が変わ

るわけではないということです。私たちは人間です。アイルランド人だ、イギリス人だ、

またプロテスタントだ、カトリックだ、などという概念は単なる服装の違いにすぎません。

さまざまな名前から自由にならなければなりません。自由になるとき、私たちは浄化され

るのです。 
 

サルヴォーパーディ・ヴィニルムクタンム 
sarvopädhi-vinirmuktaà 

 
タット・パラトヴェーナ ニルマランム 
 tat-paratvena nirmalam 

 
フリシーケーナ フリシーケーシャ・ 
håñékeëa håñékeça- 

 
セーヴァナンム バクティル ウチャテー 
sevanaà bhaktir ucyate 

 
『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』第１編・第１章・第１節） 

 感覚を浄化し、その感覚で感覚の支配者に仕えるとき、人生が完成します。それが非二

元性であり、絶対性です。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 しかしアメリカ人、インド人、アフリカ人などの国籍意識を持たざるを

えないように社会体制自体が形作られているのではありませんか？ 

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 そのとおりです。物質的な社会というのは二元性があるとい

うことです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 しかし、それは避けられないことです。どうやって非物質的な生き方な

どできるでしょうか？ 

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 クリシュナ意識ならば可能です。蓮は水中に生えているので

すが、水に触れることはありません。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 ある特定の状況での例をもってして、万事を説明することはできないの

ではないでしょうか？ 漠然とした精神的な概念でどうやって政治問題が議論できるでし

ょうか。２つはまったく違ったものです。 

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 ときにはいろいろな例をあげることによって、問題がもっと

よくわかるものです。クリシュナはすべての問題を解決することができます。アイルラン

ド・イギリス間の問題だけではありません。すべての問題が解決できるのです。それを多

様性のなかの統一性といいます。ここにいる献愛者たちは１人ひとり経歴は違うのですが、

クリシュナ意識なので皆まとまっているのです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 それはすばらしい。ええ、わかりますよ。１つ知りたいことがあるので



すが、あなたがいうクリシュナ意識とは、キリスト意識とは違うのですか？ 

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 いえ、違いはありません。キリストは主の言葉を説教しにき

ました。真のキリスト意識になれば、おのずとクリシュナ意識になります。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 では、クリシュナ意識すなわち神の意識になることは自己を悟るという

ことですか？ つまり、自分がいったい誰なのかを知ることなのですか？ 

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、神の意識は自己の悟りを含んでいます。しかし自己の

悟りの段階に達したからといって、かならずしも神の意識になることはできません。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 できないのですか。 

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 できません。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 内なる神の意識を達成することはできます。 

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、すでに神の意識を達成しているということです。陽

の光を浴びて太陽を知覚することができるならば、自分自身を見る能力は当然あることに

なります。暗闇のなかでは自分を見ることはできません。夜は自分の手足も見えません。

しかし太陽のもとでは、太陽も自分も見ることができます。陽の光がなければ、すなわち

神の意識がなければ、自己の悟りも不完全です。しかし神の意識になれば、自己を悟り、

自分が誰であるのかもはっきりします。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 教師という職業柄、たくさんの若者に接しますが、解放について説教め

いたことは教えてはいません。ただ学生たちに対して対して教えることは、善とはなにか、

美とはなにか、もっとも精神性を養うものはなにかという点です。もちろん教育制度の許

す範囲内でですが、できるかぎり努めています。学生たちは精神的問題に関しては中立的

な立場を失いがちで、感傷的になる傾向がよくあります。学生たちは「自分は誰なのか？」

もしくは「すべてはなぜ存在しているのか？」という点についてよく尋ねます。 

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 ふむ。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 さもなければ、「自分はなぜここにいるのか？」と尋ねるのです。 

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、すばらしい。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 さらにこう尋ねるのです。「なぜ僕はここにいるんですか？ 先生はだれ

なんですか。なんの権利があってこう考えるべきだとか、こうしろ、こうしちゃいけない

なんて言えるんですか？ なんでシェークスピアを読まなきゃいけないんですか？ モー

ツアルトを聞かなきゃいけないんですか？ ぼくはボブ・ディランのほうが好きなんです」

とこんな具合です。この種の質問というのはたいがい世のなかに幻滅したとき、不安で疑

いの念を持っているとき、いまの社会が信じられないときに発する質問です。こういうと

きはしばしば大きな覚悟で答えなくてはなりません。むしろ直接に答えるよりも、まず学

生がどうしてこんな質問をするのかよく考えてあげて間接的に答えなければならないので

す。どうです？ もっと直接的に答えてあげるべきだと思われますか？ 

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 あなたの言っている問題というのは…… 



オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 現代教育についてです。 

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 ふむ。たくさんの質問があるわけですが、現代教育はそれに

答えることができません。「なぜ私はここに来たのか。なんの目的で来たのか？」こういっ

た質問には、完璧に答えてあげるべきです。ですからヴェーダは、tad-vijïänärthaà sa 

gurum eväbhigacchet（タッド・ヴィギャーナールタン サ グルン エーヴァビガッチェートウ）と述べてい

ます。すべての質問に対する答えを見つけるには真正な精神指導者に近づかねばならない、

と。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 もしそういった精神指導者がいなかったらどうしますか。ニクソン氏が

精神指導者であると言われたらどうなりますか。どうしたらよいでしょう？ 

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 いいえ、ニクソン氏は精神指導者にはなれません（笑）。真正

な精神指導者委には資格があります。まだその節の最初の１行しかお聞かせしていません。

だれが精神指導者たりえるかという点に関して次の節が答えています。çrotriyaà 

brahma-niñöham（シュロートリヤン ブラフマニシュタン）。シュロートリヤンとは正統的権威から

聞いた人を指します。つまり、精神指導者とは資格のある精神指導者から経典を聞いた人

のことです。それは資格のある医者から医学を学んだ医者のようなものです。同じように

真正な精神指導者は、師弟継承に属していなければなりません。そして根源の精神指導者

が神です。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 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 神から聞いた人が、聞いたことをそのまま弟子に伝えます。

もし弟子が聞いたことを変えないならば、その弟子も真正な精神指導者です。それが私た

ちの方法です。私たちは神クリシュナから聞くことによって教えを受け、その教えによっ

て完全な人物とはだれかを知るのです。または、クリシュナの献愛者で、クリシュナの言

葉を悟った主の代表者から聞きます。話すだけでナンセンスな言葉かりする、それではい

けません。そういう人は精神指導者ではありません。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 いま、年⽼いた⽗がアイルランドの⻄部に住んでいます。78 歳で、あな

たと同世代です。その歳になって、こう言うようになりました。「神⽗さまは、最後には、

すべてを知る方は神です、と言われる。私はだれが神に教えたのか知りたい。いったい神

に教えたのはだれだ。おまえは学校も出たし、本も読んでいる。教えてくれ。だれが神に

教えたのか？」と。私は答えられません。それが 78 歳の⽼人と 79 歳の⽼人の違いです。 

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 いいえ。歳の違いではありません。知識の違いです。『ブラフ

マ・スートラ』には、神とはだれなのか、という質問がなされています。最初の質問がそ

れです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 それで、神に教えたのはだれですか？ 

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 いえ。まず最初にだれが神なのかという質問があります。そ

れから、だれが神に教えたのか、尋ねることができます。『ヴェーダーンタ・スートラ』に



は、athäto brahma jïäsä（アタハ−トー ブラフマ ジギャーサー）、いまこそ、神がだれであるか

を尋ねるべきだ、とあります。主がだれであるかを知らないならば、どうして主に教えを

授けた人を知ることができましょう？ 主を知らなければ、主に教えを授けたのはだれか、

という質問など起こりません。そうではないですか？ 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 そのとおりです。 

シュリーラ・プラブパシュリーラ・プラブパシュリーラ・プラブパシュリーラ・プラブパーダーダーダーダ 主がだれであるか、については『ブラフマ・スートラ』のな

かにあります。Janmady asya yataù（ジャンマーディ アシャ ヤタハ）。つまり、すべてのものが

発現する源。それが主です。神からすべてのものがやってくるのです。さて、その神はど

んな性質をもっているでしょうか？ 主は死んだ石のようなものでしょうか？ それとも

生命体でしょうか？ そのことも説明されています。Janmädy asya yato 'nvayäd itarataç 

cärtheñv abhijïaù svaräö（ジャンマーディ アッシャ ヤトー ンヴァヤードゥ イタラタシュ チャールテシ

ュヴ アビギャハ スヴァラートゥ）（『シュリーマツド・バーガヴァタム』第１編・第１章・第１節）」。

神は万物を直接的、間接的にも完全に知っておられる、ということです。もしすべてを完

全に知らないならば、主とはいえません。それからあなたのなされた、だれが神に教えた

か？ という質問ですが、その回答もあります。Svaräö（スヴァラートゥ）つまり、主は完全に

独立した存在であるということです。主は他者から教わる必要がありません。それが神で

す。もし他者から教わる必要があるならば、神とはいえません。クリシュナは『バガヴァ

ッド・ギーター』を語りましたが、それを第三者から学ぶ必要などありませんでした。私

はそれを精神指導者から学ばなければなりませんでしたが、クリシュナはそうではありま

せん。だれからも学ぶ必要のない人、その人が神です。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 人類愛はどこからきたのですか？ 

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 すべては神からきています。私たちは主の一部分なので、愛

というものを持っています。もともとの愛というのは神にあるのです。神になかにないも

のなど存在しません。したがって、愛も神のなかにあるのです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 愛の現われは神の現われですか？ 

シュリーラ・プラブパシュリーラ・プラブパシュリーラ・プラブパシュリーラ・プラブパーダーダーダーダ 愛する傾向が神のなかにないならば、どうやって私たちに現

われてくるでしょうか？ 息子は⽗親に似るものです。愛する傾向が主の中にもあるので、

私たちにもその傾向があるのです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 たぶん、あなたが持っておられる愛は必要によって生まれてきたもので

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 いいえ。たぶんということはありません。われわれは絶対的

な用語を用いて至高者を定義しています。Janmädy asya yatah（ジャンマーディ アッシャ ヤタ

ハ）つまり、すべてのものが発生する源が神です。戦う傾向も神の中にありますが、主が戦

うことも主が愛することも絶対的なものです。物質世界で私たちが体験する戦いというも

のは、愛とは正反対のものです。しかし、主の中にある戦う傾向と、愛の傾向は同一のも



のです。これが「絶対」という意味です。ヴェーダ経典に述べられているように、主によ

って殺された者は解放を達します。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 独力で神を理解することは可能でしょうか？ 

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 いえ、不可能です。では、節を引用しましょう。

Tad-vijïänärthaà sa gurum eväbhigacchet（タドゥ・ヴィギャーナールタンム サ グルンム エーヴァ

ビガッチェートゥ）。Abhigacchet（アビヒガッチェートゥ）は「しなくてはならない」という意味です。

独力では不可能です。これはサンスクリット文法でヴィディリン形というもので、選択の

余地のないときに使用されます。ですから Abhigacchet（アビヒガッチェートゥ）は、精神指導者

に近づかなければならないという意味です。それがヴェーダの見解です。したがって『バ

ガヴァッド・ギーター』に見られるように、アルジュナはクリシュナと話していたのです

が、問題が解決できないとわかったとき、クリシュナに服従してクリシュナをグルと受け

いれました。 
 

カールパニャ・ドーショーパハタ・スヴァバハーヴァハ 

kärpaëya-doñopahata-svabhävaù 
 

プリッチャーミ トゥヴァーンム ダハルマ・サンムーダハ・チェーターハ 
påcchämi tväà dharma-sammüòha-cetäù 

 
ヤッチレーヤハ シャーン ニシュチタンム ブルーヒ タン メー 
yac chreyaù syän niçcitaà brühi tan me 

 
シッシャス テー ハンム シャーディ マーンム トゥヴァーンム プラパンナンム 
çiñyas te 'haà çädhi mäà tväà prapannam 

 
 「私はいま、なにをすべきかわからなくなり、つまらぬ心の弱さゆえに冷静さを失ってい

ます。このような状況のなかでお聞きします、なにが私にとって最善なことなのかを。私

はあなた様の弟子となり、あなた様に身をゆだねた魂となります。どうか、教えをおさず

けください」 （『バガヴァッド・ギーター』第２章・第７節） 

 ここでわかるように、アルジュナは自分の義務がなんであるのか迷っています。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 その義務とは自分に対する義務ですか？ 他人に対する義務ですか？ 

あるいは国家に対する義務でしょうか？ 

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 軍人の義務は敵と戦うことです。アルジュナは軍人でした。

それで、クリシュナは次のように忠告しました。「相手は敵で、お前は軍人だ。なぜ戦わな

いのだ？ それはよいことではない」。するとアルジュナがつづけていいました。「私には

迷いがあります。そのために正しい判断ができません。あなたを精神指導者として受けい

れます。どうか、正しくお導きください」。混乱した状況で、どうしたらよいかわからない

とき、その知りたいことがらを知っている人に近づきます。法律上の問題を解決するには

弁護士のところへ行き、病気のときには医者に行きます。この物質界にいるすべての人は、



自分がだれであるのか知らないでいます。ですから、私たちの義務は、真の知識を与える

ことのできる真正な精神指導者に近づくことです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 私も迷っています。 

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、精神指導者に近づかなければなりません。 

オグレオグレオグレオグレーディ氏ーディ氏ーディ氏ーディ氏 精神指導者は私の問題を解決してくれるのですか？ 

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、精神指導者とはすべての問題を解決してくれる人のこ

とです。もし、弟子の問題を解決できないならば、その人は精神指導者ではありません。

それが精神指導者を見分ける方法です。 
 

サンムサーラ・ダーヴァーナラ・リーダハ・ローカ・ 
saàsära-dävänala-léòha-loka- 

 
トゥラーナーヤ カールニャ・ガハナーガハナトゥヴァンム 
träëäya käruëya-ghanäghanatvam 

 
プラープタッシャ カリャーナ・グナールナヴァッシャ 
präptasya kalyäëa-guëärëavasya 

 
ヴァンデー グローホ シュリー・チャラナーラヴィンダンム 
vande guroù çré-caraëäravindam 

 
 この混乱した世界は、山火事のようなものです。山火事になると動物たちはすべて混乱

してしまいます。どこに行けば助かるかもわからないからです。この物質世界という燃え

盛る炎のなかではだれもが混乱しています。どうやって山火事を消すことができるでしょ

うか？ 人間の作った消火器も役にたたず、バケツで水をかけてもダメです。解決方法は、

天からの雨です。雨が降らなければ山火事は消えません。その力は人間の手にあるのでは

なく、主の慈悲にあります。同じように、人間社会が混乱して解決方法を見出せないとき、

神の慈悲を受けている精神指導者が、混乱した人間社会に解決方法をさずけることができ

ます。神の慈悲を受けた人が精神指導者となり、主の慈悲を人々に配ることができるので

す。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 問題は精神指導者を見つけることです。 

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 それは問題ではありません。問題はあなたが真剣であるかど

うかです。あなたは問題を抱えています。しかし、主はあなたの心臓のなかにもいます。

Içvarah sarva-bhütänäm（イーシュヴァラ サルバブーターナンム）。主は遠くにいるわけではあり

ません。真剣ならば、あなたに精神指導者を送ります。ですから、主はチャイテャ・グル、

つまり心のなかにいるグルとも呼ばれます。主は内からも外からも助けます。これらはす

べて『バガヴァッド・ギーター』に書いてあります。物質の体は機械のようなものです。

しかし、心臓のなかには魂がいて、その魂とともに超霊魂すなわちクリシュナがいて導い

ています。主は言います。「あなたはこれが欲しいのか。ではここにその機会がある。やり



なさい」と。あなたが真剣なら、こう言うでしょう。「主よ。わたしはあなたが欲しいので

す」。すると主は導き、言います。「ではここにきて、こうやって私を得なさい」。それが主

の優しさです。しかし、私たちがなにか別のものを欲しがるならば、と私たちはそれを得

ることができます。主はとても親切な方です。私がなにか欲しいとき、主は心臓のなかか

ら導き、どうやってそれを得るか教えます。ですから、精神指導者が欲しいと思うとき、

導かないわけがありません。まず、主をいつも思う、クリシュナ意識をふたたびよみがえ

らせなければなりません。そのとき神は精神指導者を送ってくれるのです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 どうもありがとうございました。 

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 ありがとうございました。あなたにお願いがあります。あな

たは詩人です。主のことを詩にしてください。あなたはそれができる方ですから、主のこ

とを書いてください。そうすれば、人生が完成するでしょう。こういう教えがあります。 
 

イダンム ヒ プンムサス タパサハ シュルタッシャ ヴァー 
idaà hi puàsas tapasaù çrutasya vä 

 
スヴィシュタッシャ スークタッシャ チャ ブッディ・ダッタヨーホ 
sviñöasya süktasya ca buddhi-dattayoù 

 
アヴィッチュトー ルタハ カヴィビヒル ニルーピトー 
avicyuto 'rthaù kavibhir nirüpito 

 
ヤドゥ・ウッタマシュローカ・グナーヌヴァルナナム 
yad-uttamaçloka-guëänuvarëanam 

 
       （『シュリーマド・バーガヴァタム』第１編・第５章・第 22 節） 

 社会には、詩人や科学者、宗教家、哲学者、政治家など指導者がたくさんいます。そう

いった人たちにこの教えがあります。神の栄光を称えることで、その人の義務が完璧なも

のとなるのです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 私の経験にもとづく理解ですが、だれもがなにか特別な理由があって特

定の職業につかされてい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 その理由がここに述べられています。Avicyutaù（アヴィチュタ

ハ）。ぜったいに正しい選択は、「指導者たちに主の栄光を称えさせよ」ということです。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 しかし、あなたは精神指導者は選ばれるといっていますね。精神指導者

や詩人、聖職者は神に選ばれる、と。こういった人は詩を書いたり、絵を描いたり、音楽

を作ったりするように選ばれているのですね。 

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 そうです。曲をつくるとき、神に関する曲を作ってください。

それで人生が完成します。 

オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 神のために曲を作るならば人生が完成するのですか？ 

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 そうです。 



オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏オグレーディ氏 ありがとうございました。 


