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 愛。歌手は愛を歌い、詩人は愛に歓喜します。小説家は錯綜した愛の物語を組みたて、テレビや映画は

愛のドラマであふれています。しかし、そのような愛は真実なのでしょうか。この明快な論文のなかでシ

ュリーラ・プラブパーダは、物質界で私たちが経験している愛は幻であって、物質界にあるほかのすべて

のように一時的である、主張します。それでも、より高い愛――俗的なロマンチストですら想像もしえな

い愛が存在するのです 

 
 献愛奉仕のつる草は弱々しく延びますが、じょうずに世話をすれば、やがて神への純粋

な愛という果実を生みだします。主への純粋な愛とは、物質的な利益や恩恵を期待せず、

哲学的理解や果報的結果すら求めない思いにほかなりません。純粋な愛とは、主は偉大な

存在であり、私たちは主の一部分で、主こそ愛の至高の対象である、と知ることです。そ

の意識が人間の最高完成であり、自己の悟りの方法すべてにおける究極の目的です。主が

自分の愛する方で、クリシュナこそが愛の対象だと悟れば、人生が完成します。クリシュ

ナとの超越的な絆を味わうとき、ほんとうの幸福を感じることができます。その段階にな

れば献愛奉仕のつる草は堅固に守られていますから、ただつかまっているだけで至高の目

的地に到達することができます。木を着実に登っていけば、やがて頂上に達します。同じ

ように、献愛奉仕のつる草につかまっていれば神への愛を得ることができます。そのよう

にしてクリシュナの超越的な住居に到達すれば、クリシュナと個人的にふれあえることに

疑いの余地はありません。この世界でさまざまな人々と顔を顔をあわせて交流ができるよ

うに、同じように主と交流できるのです。 

 神は人間の作りあげたものでも、想像されたものでもありません。主は私たちと同じよ

うに、真実の存在です（私たちは幻想にとらわれているため、肉体が自分自身だと考えて

生きています。ほんとうは体は真実のものではなく、一時的な表われにすぎません）。神は

いない、または神は姿を持たない、と考える人たちがいますが、頭でいろいろと思い浮か

べるのは知識が乏しいためです。主クリシュナは確かに存在していますし、また主の住居

もあります。そこに行って主に会い、ふれあうこともできます。それは事実です。精神生

活という意味は、神と交流し、喜びと知識に満ちて永遠に生きるということです。永遠に

交流するとは、クリシュナとともに遊び、踊り、主を愛するという意味です。クリシュナ

を自分の子どもにすることも、なんでも望むようにできます。 

 生命体とクリシュナとの関係には５つあり、それらは受け身としての関係や主従関係、

友人関係、親子関係、恋愛関係です。クリシュナの住居では、牛も解放された魂であり、

スラビ牛と呼ばれています。クリシュナが牛を愛し、牛を抱き、頬を寄せるしぐさが描か

れた有名な絵がたくさんあります。クリシュナとの受け身としての関係はシャーンタと呼

ばれます。その関係にある者はクリシュナがきて、たださわってもらうだけで無上の幸福



を感じます。 

 受け身の関係以外の献愛者はじっさいに奉仕をすることを望んでいるので、次のように

考えます。「クリシュナは坐りたいと思っている。だから坐る場所を用意しよう。クリシュ

ナがなにかを食べたいと思っている。だからおいしいものを用意しよう」と。そしてじっ

さいにそうします。ある献愛者はクリシュナの友人になり、クリシュナと友だちのように

遊びます。かれらはクリシュナが神だということを知りません。かれらにとって、クリシ

ュナは親友であり、一瞬たりとも忘れることができない人です。一日中クリシュナのこと

を思い、夜眠るときは、「あしたクリシュナのところにいって、いっしょに遊ぼう」と考え

ます。朝になるとクリシュナの家にでかけ、クリシュナがお⺟さんに着飾ってもらってい

るよこで待ち、そして野原に遊びにでかけます。クリシュナローカ（クリシュナの住居）

では他にすることがありません。工場も、朝の通勤ラッシュも、そういった無意味なもの

はありません。ミルクとバターがいくらでもあり、だれでもおなかいっぱい食べることが

できます。クリシュナも友だちのことが大好きで、ときには友だちのためにバターを盗み

ます。ほんとうにそのような生活ができるのです。それこそが人生の完成です。私たちは

そういった人生の完成を追い求めなくてはなりません。クリシュナ意識とは人生を完成さ

せる方法なのです。 

 しかし、ほんの少しでもこの物質界に執着があれば、この世界にとどまらなければなり

ません。クリシュナはひじょうに厳格な方ですから、物質的な考え方を少しでも持って                      

いる人はぜったいにふれあいの輪にいれません。バクティは、物質的な汚れから自由でな

ければなりません。「私は博学な学者だ。私の頭脳で絶対真理を見つけだす」などと考えて

はいけません。それは愚かなことです。いくら考えても、万物の根本原因を見つけること

はぜったいにできません。『ブラフマ・サムヒター』に、「何百年間もの間、絶対真理を思

索しつづけたとしても、理解できない」とあります。物質界にとどまって思索をつづける

のは正しい方法ではありません。正しい方法はバクティ・ヨーガです。 

 主チャイタンニャは、クリシュナに献愛奉仕をすることこそ、人生における最高完成の

段階である、と言いました。献愛奉仕に比べれば、人々がこの世界で追い求めているもの

などは海の泡のようなものです。一般には、宗教は物質的利益を求めるものと考えられて

います。「私はヒンドゥ教徒だ」「キリスト教徒だ」「ユダヤ教徒だ」「イスラム教徒だ」「こ

の宗教をやっている。あの宗教をやっている。だから宗教は変えられない。クリシュナを

受けいれられない」などと人々は言います。これが宗教、ダルマと呼ばれるものです。そ

のような物質的で宗派的な考えでいるならば、この物質界をさまよいながら儀式や信仰を

つづけることになります。そういった人々は、宗教の道に従えば物質的利益が得られると

思っています。もちろん、どんな宗教でもそれなりに実践するならばその恩恵は受けられ

ます。 

 物質的な繁栄を求めるのは、感覚を満足させるためです。ふつう人々は「いい妻が欲し



い。いい子どもが欲しい。いい地位が欲しい。社⻑になりたい。大統領になりたい」など

と考えています。これが感覚の満足です。それでも、挫折したり、⾦持ちや社⻑になって

も幸福は得られないとわかったりしたとき、性生活に飽き、完全に絶望したときなどに、

LSD を飲んで無になろうとします。しかし、そんな無意味なことで幸福になれるはずがあ

りません。幸福になりたければクリシュナに近づかなければなりません。さもなければ、

LSD で錯乱状態になって、すべては非人格で無だ、という考えにおちいるだけです。人々

はみな不満に満ちています。真の精神的な生活をしないかぎり、不満のままでいつづけな

ければなりません。なぜなら人間は本来、精神的な存在だからです。 

 クリシュナなしでどうやって幸せになれるでしょうか？ たとえば、海に投げこまれた

とします。そこでどうやって幸せになれるでしょうか？ 海は住むのにふさわしい場所で

はありません。いくら泳ぎがじょうずでも、どれだけの時間泳げるでしょうか？ 結局は

疲れて溺れてしまうだけです。同じように私たちは本来精神的な存在です。ならばどうし

てこの物質界で幸せになれるでしょうか？ 幸せにはなれません。しかし、人々はこの世

界にとどまるために、一次的解決しか得られない無意味な計画を作っています。そういっ

たつぎはぎだらけの計画は幸福でもなんでもありません。もし、ほんとうに幸福が欲しい

のであれば、その方法は神への愛を得ることです。クリシュナを愛せないなら、犬や猫、

国や社会だけに愛を注ぐことをやめて、クリシュナに愛を向けないかぎり、幸福はありえ

ません。ルーパ・ゴースヴァーミーはそのことに関して、とてもよい例をあげています。

幻覚を起こす薬はたくさんあります。しかし、クリシュナ・プレーマー、つまり主への愛

という究極の薬を飲まないならば、瞑想や非人格的一元論に捕らわれるだろう、と言って

います。 

 クリシュナへの純粋な愛を手にいれるためには、献愛奉仕、すなわちクリシュナ意識を

はじめなくてはならない、とチャイタンニャ・マハープラブは助言します。クリシュナの

奉仕に没頭しなければならないのです。純粋な献愛奉仕の最高の完成段階とは、物質的な

欲望、哲学的思索、物質的利益を求めて行なう活動をしなくなる境地をいいます。純粋な

献愛奉仕の基本原則は、完全なクリシュナ意識になる以外の望みを持ってはならないとい

うことです。ほかの主の姿もクリシュナであることがわかっていても、それらの姿は崇拝

すべきではなく、クリシュナの姿だけに集中すべきです。クリシュナには多くの姿があり

ます。しかし、ラーダー・クリシュナの神像のような、横笛を持った姿のクリシュナを崇

拝すべきです。その姿に没頭するだけで、哲学的思索や物質的利益を期待して行なう活動

はしなくなります。また、クリシュナ意識を好意的なきもちで実践しなくてはなりません。

クリシュナを満足させるための奉仕、ということです。自己流ではクリシュナ意識になれ

ません。クリシュナ意識の活動をしていると自分では思っていても、はたしてそれが正し

いかどうか、だれが認めるのでしょうか。たとえば、アルジェナは道徳的な理由のために

戦うことをためらっていました。しかしかれの見方は果報的活動にもとづいており、その



段階にいれば、活動の報いで楽しんだり苦しんだりしなくてはなりません。アルジュナは、

家族を殺せば多くの反動を受ける、と考えていました。しかしそれはクリシュナに認めら

れませんでした。物質界での活動とその反動の法則をカルマの法則といいますが、献愛奉

仕はカルマを超えています。 

 純粋な愛は、果報的活動（カルマ）、哲学的推論、物質的な望みと離れていなくてはなり

ません。純粋な献愛奉仕は好意的な態度で、クリシュナのためになされるべきです。「好意

的態度」とは、クリシュナの望みに従うという意味です。クリシュナがクルクシェートラ

の戦いを望み、その望みがあったからこそクルクシェートラの戦いが行なわれました。主

はアルジュナに言いました。「あなたは自分がなにをすべきか考えているが、あなたが戦わ

なくても、結果はすでに決まっている。ここに集まった兵士たちはだれ１人として家に帰

ることはできず、ここで死ぬ。それはもう決まっている」。神の望みを変えることはできま

せん。クリシュナには２つの性質があります――守ることと殺すこと。主に殺されるべき

人はだれも守ることができません。また主に守られている人はだれも殺すことができませ

ん。クリシュナの望みは至高です。したがって、私たちの望みをクリシュナの望みと調和

させなければなりません。自分勝手に行動し、「これが私のクリシュナ意識だ」と言うべき

ではありません。クリシュナがほんとうにそれを望んでいるかどうかを注意深く確かめる

必要があります。そのような権威のある知識はクリシュナの代表者から伝えられます。精

神指導者の栄光をたたえる毎日の祈りで、「精神指導者が満足すれば、主も満足する。精神

指導者が満足しなければ、主を喜ばせることはできない」とあります。 

 ですから、できるかぎり精神指導者の命令を遂行しなくてはなりません。そうすること

で精神的に高められます。それが、好意的な態度でクリシュナ意識をする秘訣です。私は

歳をとってからアメリカに来て、クリシュナ意識を教えようとしています。それが精神指

導者の命令だからです。またそれが私の義務です。成功するか失敗するかはわからない。

でも、それは頓着していません。私が精神指導者から聞いたことをみなさんにしめすこと

ができれば、それで私の義務は完成します。これが好意的な態度でクリシュナ意識をする

ということです。ほんとうに真剣な人は、クリシュナの代表者をつうじてクリシュナの命

令を受け、それを人生のよりどころとします。この原則に忠実な人はかならず高められま

す。チャイタンニャ・マハープラブもそのように話しました。私のグル・マハラージは「グ

ルは超越的かつ透明な媒体である」とよく言われました。たとえば、私は眼鏡をかければ

この本の文字をはっきり読めますが、なければよく見えません。同じように、私たちの感

覚はみな不完全です。この目では主を見ることはできませんし、この耳ではハレー・クリ

シュナを聞くこともできません。グルという媒体をとおさなければなにもできません。目

が悪ければ眼鏡なしでは見えないように、グルという透明な媒体がなければ神に近づくこ

とはできません。「透明」とは、その媒体がまったく汚れていない、ということです。媒体

が透明であれば、その媒体をとおしてはっきり見ることができます。 



 主への純粋な愛の段階では、sarvendriya（サルヴェーンドリヤ）、つまり全感覚を使うこ

とが必要になります。これが意味することは、性生活もクリシュナ意識でできるというこ

とです。主を⽗親や⺟親として考えると、セックスを主の奉仕に使うことは許されません。

親子関係に性的関係はありえないからです。しかし、主を恋人と考えればセックスもあり

えます。ですから、チャイタンニャ・マハープラブは神との関係に関するもっとも完璧な

知識を私たちに与えたのです。ほかの宗教では、主を⽗親や⺟親以上の存在としてとらえ

ることはありません。インドでは、女神カーリーを神の現われと考える人が大勢います。

もちろん、それは認められていないのですが、そういった信仰があります。またキリスト

教の概念によれば、主は⽗親として考えられています。しかし、主チャイタンニャ・マハ

ープラブは主と性的な関係さえ持つことができると教えました。これが主チャイタンニャ

の類を見ない教えです。ゆがめられた形で存在しているとはいえ、この物質界ではセック

スの喜びはもっとも高く、もっとも大きな喜びを与えるものとされています。しかし、だ

れも精神界で性生活があるとは考えませんでした。全世界でそのような神学理論を述べた

例など１つもありません。この知識を初めて与えたのが、チャイタンニャ・マハープラブ

です。神を夫や恋人にすることができます。それはラーダーとクリシュナを崇拝するとき

にだけ可能です。しかし、だれもラーダー・クリシュナを理解できません。とくに非人格

主義者にはできません。かれらにはまったく理解ができません。神に姿があることさえわ

からないのですから。しかし、チャイタンニャ・マハープラブは神に姿があるだけではな

く、主は性生活さえ楽しむ、と言います。これがチャイタンニャ・マハープラブがしめし

たもっともすばらしい教えです。 

 いろいろな関係をとおして神に仕えることができます。しかし、物質界ではそれらの関

係はゆがめられた状態で存在しています。物質界での私たちの義務はなんでしょうか？ 

社会や友情や愛について私たちはどう考えているでしょうか？ それらはすべて物質的な

考えにもとづいたものです。社会には親子関係や恋愛関係があります。また敵対関係など

のラサ（関係）もあります。その関係は全部で 12 種類あり、そのなかで５つの関係が主要

なものです。残りの７つは、たとえば敵との関係などですが、どれも間接的な関係です。

ふつう敵同士であっても、殺す側と殺される側のあいだに関係があります。しかし、クリ

シュナとの関係に関するかぎり、敵としてクリシュナと関係を持ったとしても人生が完成

します。ですから、自分の感覚をクリシュナに使うときに生まれる関係は、12 のなかの１

つであり、そのうち５つの関係が直接的関係、残りの７つは間接的関係です。 

 クリシュナがカムサの闘技場に現われたとき、主を殺そうとたくさんのレスラーが待ち

かまえていました。まさに、クリシュナを殺すために招いたのです。敵のカムサは考えま

した。「もうじきクリシュナたちがやってくる。かれこれ 16 年も殺そうと試みてきたが、

かなわなかった。しかし、きょうは客人として招いた。ここに来れば、このレスラーたち

と戦って死ぬのだ」。悪魔的な人々や無神論者たちは、いつもクリシュナを、つまり神を殺



そうと考えています。それで、神は死んだなどという理論を作り、神が死ねばなんでもで

きる、と考えています。しかし、じっさいには、神が死んだと考えようが生きていると考

えようが、主の代理の物質エネルギーはひじょうに強く、悪事をはたらいた人間はぜった

いに逃がしません。なにか悪いことをすればすぐに罰せられます。神がいようがいまいが

関係ありません。神は死んでいると考えようが生きていると考えようが、物質エネルギー

は、たとえ少しでも物質自然の法則を破った者を罰するのです。神がそのように定めたの

ですが、愚かな人々はそれが理解できません。 

 しかし、主チャイタンニャは、すべての感覚を使い、好ましい態度で主クリシュナに純

粋な献愛奉仕をするようにと言いました。感覚を適切に使って、クリシュナの望むことな

らなんでもすべきです。しかし、クリシュナの意志に反して感覚を使ったとしても、クリ

シュナのことを考えているのであれば恩恵があります。たとえば、魔女プータナーはクリ

シュナを殺そうと思っていました。聖者は主に仕えようとしますが、悪魔や無神論者たち

はいつも主を殺そうとします。プータナーは考えました。「クリシュナを殺そう。小さな子

どもなのだから」。これが邪悪なきもちを持つ人間が犯すまちがいです。神クリシュナをふ

つうの子ども、もしくはふつうの人間だと思うからです。プータナーもそう思っていまし

た。「私の乳首には毒が塗ってある。乳を飲めばクリシュナは死ぬ」。このことからわかる

ように、敵としてクリシュナに近づいても、主は友として受けいれます。とても慈悲深い

方です。主はプータナーの邪悪な考えは抜きにして、かのじょを受けいれました。どの生

命体も束縛されていますが、クリシュナは違います。医者や精神科医は精神障害者を治療

しますが、治療をしても自分が精神障害を受けることはありません。怒った患者から罵声

を浴びせかけられても、ただ冷静に治療をつづけるだけです。同じように、クリシュナを

敵と考える者がいても、クリシュナがその人の敵になるわけではありません。プータナー

はクリシュナに毒を飲ませるために来ましたが、クリシュナはそのようには考えず、「ぼく

はこの人のお乳を飲んだ。だからぼくのお⺟さんだ」と考えました。プータナーを⺟親と

して考えたのです。その結果プータナーは解放され、クリシュナの⺟親、ヤショーダーと

同じ境地に達しました。最高完成はクリシュナと好意的関係を持つことですが、たとえ非

好意的な方法でクリシュナに接しても解放を達成することができる、と結論できます。ク

リシュナに殺された悪魔はすぐに解放されました。 

 非人格的ブラフマジョーティのなかに入る人々には２種類います。ブラフマジョーティ

に入ることを望む人々と、クリシュナに殺された悪魔たちです。したがって献愛者は、悪

魔でも与えられるような解放を受けいれる必要はないと結論づけます。 

 チャイタンニャ・マハープラブは純粋な献愛奉仕を勧めています。物欲を満たしたいと

望むべきではありませんし、経験的哲学でクリシュナを理解しようとすべきでもありませ

ん。また、クリシュナから物質的な恩恵を授かろうと思うこともよくありません。ただ一

つ、クリシュナに好意的な態度で、主が望んでいる形で仕えたいと望むべきです。クリシ



ュナがなにかを望んでいるのであれば、それをすべきです。私が弟子に水を１杯持って来

るように言うと、弟子の義務は水を１杯持ってくることです。弟子が、「プラブパーダは水

を欲しがっておられるけれども、もっといいものを持っていこう。温かいミルクがいい」

と考えたら、それは奉仕ではありません。その弟子には温かいミルクのほうがおいしく、

水よりはずっといい、と思うかもしれません。でも私が頼んでいるのは水ですから、ミル

クではなく水を持ってくるのが当然です。それが好意的な奉仕です。クリシュナがなにを

求めているのかを理解しなくてはなりません。関係が親密であれば、もっとも好意的な奉

仕をクリシュナにささげることができます。関係が親密でなければ、クリシュナがなにを

望んでいるかを精神指導者という透明な媒体をとおして知るべきです。 

 ヴァイシュナヴァは、自分はクリシュナと直接の関係がある、とは考えません。主チャ

イタンニャは「わたしはクリシュナのしもべのしもべの、その 100 人あとのしもべのしも

べである」と言いました。私たちはしもべのしもべのしもべになることを受けいれなけれ

ばなりません。それが師弟継承の方法です。もし、主への超越的な真の愛を望むなら、そ

の方法を受けいれなければなりません。受けいれなければ、ほんとうの主への愛は得られ

ません。主のことを話しはしても、じつは主を愛していないのです。純粋な献愛奉仕を育

んでいないので、（主の代わりに）犬を愛するのです。 

 「主への愛」というかもしれませんが、この方法を受けいれないかぎり、主の代わりに犬

を愛さなければなりません。それはまちがいです。チャイタンニャ・マハープラブは、主

への愛が欲しいのであれば、純粋な献愛奉仕の方法に従わなくてはならない、と言いまし

た。チャイタンニャ・マハープラブは自分独自の考えで言ったのではありません。『ナーラ

ダ・パンチャラートラ』や『シュリーマド・バーガヴァタム』などのヴェーダ経典にもと

づいて語ったのです。これら２つの経典と『バガヴァッド・ギーター』は献愛者にとって

ひじょうに権威のある経典です。チャイタンニャ・マハープラブは、『ナーラダ・パンチャ

ラートラ』の一節を引用しておられます。Håñékeëa håñékeça-sevanaà bhaktir ucyate（フ

リシーケーナ フリシーケーシャ・セーヴァナンム バハクティル ウッチャテー）。これが純粋な献愛奉仕の

定義です。Håñékeëa håñékeça-sevanaà（フリシーケーナ フリシーケーシャ・セーヴァナンム）。フリ

シーケーナは「諸感覚によって」という意味です。私たちは感覚を使わなければなりませ

ん。心だけ使えばよいというわけではありません。つまりクリシュナのことを思うだけで

は、純粋な献愛奉仕ではありません。瞑想とは心を集中させることです。しかし、だれも

クリシュナのことを考えてはいません。無や非人格的存在のことだけを考えています。ヴ

ェーダ経典に書かれているように、クリシュナ、あるいはナーラーヤナ、ヴィシュヌのこ

とを考えるのがほんとうのヨーガです。ヨーガ瞑想とは、心を超霊魂に集中させることで

す。超霊魂はクリシュナの４本腕のナーラーヤナの姿です。ヨーガ行法の権威者であるパ

タンジャリでさえも、ヴィシュヌの瞑想を語っています。しかし、人々が偽りの宗教を作

りだしているように、最近のいわゆるヨーギーたちも「無を思え」と自分勝手な方法を作



りだしています。 

 しかし『ナーラダ・パンチャラートラ』には Håñékeëa håñékeça-sevanaà（フリシーケーナ フ

リシーケーシャ・セーヴァナンム）と述べています。心はもちろん、全感覚を感覚の支配者のため

に使わなければなりません。これらの３つのサンスクリット語はひじょうに重要です。フ

リシーケーシャは「感覚の支配者」を指します。ですから、バクティ・ヨーガとは、諸感

覚を使って感覚の支配者に仕えることです。感覚の支配者とはクリシュナのことです。感

覚を与えられたのは物質界を楽しみたいと思ったからであり、そのことを忘れてはなりま

せん。豚の望みは糞を食べることですから、それにふさわしい肉体と感覚が与えられまし

た。同じように、特定の対象を楽しみたいと望めば、それにふさわしい身体が与えられま

す。私たちはある特定の束縛された感覚を持っていて、その感覚で物質界を楽しもうとし

ています。その状態こそが浄化されるべき点です。私たちは本来感覚をそなえていますが、

いまは物質的欲望によって覆われています。それを治療し、物質的な望みから自由になら

なくてはなりません。感覚がもはや物質的な肉体感覚の満足を望まなくなったとき、その

状態が純粋な献愛奉仕と呼ばれます。 

 先ほど引用した『ナーラダ・パンチャラートラ』の節から、精神魂がもともと感覚をも

っていることが理解できます。どんなに小さな身体であっても精神魂が入っています。精

神魂は非人格的なものではなく、感覚を持っています。本のなかに小さな虫がいることも

あります。針の先よりも小さな虫かもしれませんが、それでも動きます。虫たちも感覚を

持っているのです。小さなバクテリアも動くし、感覚も持っています。もともと生命体は

すべて感覚を持っています。感覚はある一定の物質的状況下で現われるのではありません。

無神論的理論によれば、物質的状況下では感覚が現われ、精神的状況下では感覚がなく、

すべてが非人格的存在である、とされています。しかし論理や理屈から判断しても、そん

なことはありません。精神的エネルギーの微粒子はたとえ原子よりも小さくても、感覚を

そなえています。それらの感覚は、物質的な要素に覆われているため、ゆがめられた形で

表われています。それらの感覚を浄化する必要があります。そして浄化された感覚は、感

覚の支配者を喜ばせるために使うことができます。クリシュナが感覚の支配者であり、所

有者です。ですから私たちは神の一部分であり、感覚は主からの借り物です。貸出し中、

というところでしょうか。主の感覚の満足のために私たちの感覚を使うのが、最高の感覚

使用法です。それが純粋なクリシュナ意識の方法です。 

 主チャイタンニャは『シュリーマド・バーガヴァタム』から純粋な献愛奉仕の例をあげ

ています。『シュリーマド・バーガヴァタム』では、クリシュナがすべての魂の心臓に坐っ

ていると述べられています。ですから、川の水が自然に海に流れていくように、主の栄光

を聞くとすぐに魂は神に惹きつけられます。これが純粋な献愛奉仕の第一歩です。ハレー

クリシュナを唱えるとすぐにクリシュナの所有物やクリシュナの名前、名声、住居、交流

者たちがそのなかに現われてきます。それがクリシュナ意識のはじまりです。前後関係を



頼りに節を思いだすことがありますが、それはひとつの言葉を聞いたときに、その節の背

後にある知識をすべて思いだすことです。同じように、ほんの少し主の性質の栄光を聞く

だけで、クリシュナに惹かれ、クリシュナにまつわるものすべてに魅惑されます。それが

純粋なクリシュナ意識のはじまりです。そのときはもはやガティ（心の動揺）がありませ

ん。 

 それはゴーピーたちと同じです。ゴーピーはクリシュナの横笛の音色を聞くとすぐにな

にもかもやめてしまいます。横になっているゴーピーも、家事をしているゴーピーも、子

どもの世話をしているゴーピーも、クリシュナの横笛の音色を聞くとすぐにすべてを忘れ、

主のもとに駆けつけました。夫や兄弟、⽗親から「仕事を放って、どこに行くのか」と聞

かれても、ゴーピーたちは気にせずに出ていきます。クリシュナに思いを没頭させること

ではどのような障害もありません。そのような状態が純粋な献愛奉仕のはじまりです。 

 プルショーッタマはクリシュナのことです。「プルシャ」とは享楽者という意味です。束

縛された生命体は偽りの享楽者です。物質界で生命体はすべてプルシャとしてふるまって

います。「プルシャ」はもっと正確な意味では「男性」です。男性は楽しむ者であり、女性

は楽しまれる者であるとされています。物質界では、男性でも女性でも楽しもうとする傾

向を持っています。ですからだれもがプルシャです。しかし、真のプルシャはただ一人、

神だけです。私たち生命体は主のエネルギーであり、主が最高の享楽者です。私たちはプ

ルシャではありません。エネルギーは楽しまれるためにあり、私たちエネルギーは神の道

具です。ですからプルショーッタマは超越的な神・クリシュナです。神への純粋な献愛が

あれば、障害物はすべてなくなります。それが純粋なクリシュナ意識の兆しです。 

 純粋なクリシュナ意識では、野望も動機もありません。他の宗教や崇拝には、なにか目

的があります。解放を望んだり、物質的な繁栄を望んだり、高い惑星に行こうと望んだり、

クリシュナローカに行きたいと望んだりします。しかし純粋なクリシュナ意識ではそのよ

うな望みはまったくありません。純粋な献愛者はクリシュナの至上の住居に行くことさえ

望みません。もちろん純粋な献愛者はクリシュナのもとに行きますが、そこに行くことを

望んでいるわけではありません。ただクリシュナに仕えることが唯一の望みなのです。 

解放にはさまざまな種類があります。サーローキャ解放は、神と同じ惑星に住むことで

す。ヴァイクンタ惑星の住⺠は、神と同じ惑星に住んでいます。サールシュティ解放とは、

ナーラーヤナとほとんど等しい富を持つことです。解放された個々の魂はナーラーヤナと

同じ富を持つことができます。すなわち４本腕に４つの象徴を持ち、ほとんど同じような

体で、同じような富や装飾品を持ち、同じような建物に住むなど、すべて同じ富を持って

います。サールーピャ解放とは主と同じ姿、顔形を持つことを意味します。サーミーピャ

解放とは、決して離れることがなく、いつも神と交流していることを意味します。たとえ

ば私たちがこうしていっしょに坐っているように、主と交流できるのです。それがサーミ

ーピャ・ムクティと呼ばれます。つまり、いつもそばにいることができるのです。しかし、



純粋な献愛者はこのような解放さえ受けいれません。ただ１つの望みはクリシュナに仕え

ることであり、どのような種類の解放も眼中にないのです。クリシュナ意識の人は神との

交流を得るのですが、それさえ望んではいません。ただ唯一の望みは、主への超越的な愛

情奉仕をすることです。献愛奉仕、すなわちクリシュナ意識の最高完成は、神からどのよ

うな恩恵も利益も受けいれないときにしめされます。プラフラーダ・マハラージは、どん

な恩恵でも授けよう、と主からいわれたときに、「主よ、私はあなたの永遠のしもべです。

私の義務はあなたに仕えることです。ですから、どうして恩恵など受けいれられましょう

か？ 受けいれたらあなたのしもべではなく、商人になります」と答えました。そのよう

に答えたということは、プラフラーダ・マハラージが純粋な献愛者である証拠です。クリ

シュナは優しい方なので、献愛者の望みをすべてかなえます。物質的な望みであっても、

献愛者の心の奥底になにか望みがあるならば、主はその望みもかなえます。主はとても親

切な方です。しかし、たとえ主が恩恵を授けようと言っても、純粋な献愛者はどのような

恩恵も受け取ろうとはしません。それがバクティ・ヨーガすなわち献愛奉仕の崇高な立場

です。 

 物質的な欲望や動機で献愛奉仕を行ない、その望みをかなえようとするならば、主への

純粋な愛は決して得ることができません。「私はこれこれの富が欲しいので、クリシュナ意

識、クリシュナへの献愛奉仕をしています」と考えるならば、その望みは満たされるかも

知れませんが、ゴーピーたちが持っているようなクリシュナへの純粋な愛は決して得られ

ないでしょう。なんらかの動機を持っているならば、たとえ献愛奉仕をしていたとしても、

主への純粋な愛の段階には到達できません。『バクティ・ラサームリタ・シンドゥ』でルー

パ・ゴースヴァーミーは「物質的な恩恵（ブクティ）あるいは解放（ムクティ）を望むか

ぎり、幽霊のように一時的なものを受けいれなければならない」と語っています。マーヤ

ーが心のなかにあるのに、主への純粋な愛から引きだされる精神的至福がどうして楽しむ

ことができるでしょうか？ いいかえれば、物質的な欲望があるかぎり、たとえ解放を望

んだとしても、主への純粋な愛は得られないということです。純粋な献愛奉仕はすべての

欲望を拒絶したもの――つまり、献愛奉仕をしたいから献愛奉仕をすることです。 

 ルーパ・ゴースヴァーミーの生き方が純粋な献愛奉仕のすばらしい見本です。ルーパ・

ゴースヴァーミーとその兄のサナータナ・ゴースヴァーミーはそれぞれヴリンダーヴァナ

に住み、バジャン（献愛奉仕）をつづけていました。ルーパ・ゴースヴァーミーは森に住

んでいたのでおいしい料理を作る材料も道具もなく、村人からチャパティを１枚１枚物乞

いしては食べていました。ルーパ・ゴースヴァーミーはある日、兄のサナータナ・ゴース

ヴァーミーを思って、「もし材料があれば、おいしい料理を作ってクリシュナにささげ、兄

を招待できるのだが」と考えました。そう望んだ瞬間、12 歳くらいのかわいい乙女が、た

くさんの材料――牛乳、小⻨粉、ギーなどをもってきました。それがヴェーダの教えです。

つまり、世帯者はときには放棄階級にある聖者や僧侶に食べ物をささげることになってい



ます。ルーパ・ゴースヴァーミーはクリシュナがたくさんの食べ物を送ってくださったこ

とを喜び、これでごちそうが作れると思いました。そうしてごちそうを作り、兄を招待し

ました。 

 招かれたサナータナ・ゴースヴァーミーは驚いて言います。「どうやって材料を手に入れ

たのだ。森にいるのにこれほどすばらしいごちそうが作れるなんて」 

 ルーパ・ゴースヴァーミーが説明しました。「けさ望んでいたとき、幸運にもクリシュナ

がこれらを運んでくださいました。美しい乙女がきて、材料を置いていってくれたんです。

それはそれはきれいな女の子でした」。 

 それを聞いたサナータナ・ゴースヴァーミーはいいました。「その子はラーダーラーニー

だ。あなたは主の永遠の妃、ラーダーラーニーに奉仕をさせてしまった。なんということ

をしたのだ」。これがルーパ・ゴースヴァーミーとサナータナ・ゴースヴァーミーの哲学で

す。すなわち主からの奉仕を受けいれず、ただ奉仕をすることだけを望んでいたのです。

しかし、クリシュナはひじょうに賢い方なので、献愛者に仕える機会をいつも探していま

す。それは精神的な競争です。純粋な献愛者はクリシュナからなにも欲しがりません。た

だ仕えることしか考えません。そしてクリシュナも献愛者に仕える機会を探しているので

す。献愛者がクリシュナを喜ばそうとするのと同じように、クリシュナもいつも献愛者を

喜ばそうとしています。 

 それが超越世界です。絶対的な段階では、人を利用しようというきもちはまったくあり

ません。だれもが仕えることを望むばかりで、奉仕を受けたいとは思っていません。超越

世界ではだれもが仕えようとしています。あなたは私に奉仕をしたいと思い、私はあなた

に奉仕したいと思っています。それはすばらしい心がまえです。物質界というのは、私は

あなたから盗みたい、あなたも私から盗みたいと思っている、という意味です。それしか

ありません、そしてそれが物質界です。その点をよく知っておかなくてはなりません。物

質界ではだれもが友だちや両親を利用しようと思っています。しかし超越世界では、だれ

もが仕えようとしています。その仕える中心がクリシュナです。献愛者はみな、友人とし

てしもべとして、あるいは両親として恋人として仕えようとしています。それと同時にク

リシュナも献愛者に仕えようとしています。それが超越的関係です。その中心が奉仕です。

もちろんだれもが完全に満たされているので、奉仕する必要はありません。空腹になるこ

ともないので食べる必要はないのですが、おいしい食べ物をささげ合うのです。それが超

越世界です。クリシュナや献愛者にただ仕えるという境地に達しないかぎり、奉仕をして

得られる超越的な喜びを味わうことはできません。なにか動機があって奉仕をすれば、そ

の喜びは決して得られないでしょう。動機もなく、個人的な肉体感覚の欲望も持たずに、

クリシュナと献愛者に奉仕をするべきです。 


