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 終章では、自己探究の科学における最終地点（至上魂シュリー・クリシュナの完全な悟り）についてシ

ュリーラ・プラブパーダが語ります。自己を悟る道における第一歩は、私たちは物質的存在すなわち肉体

ではないことを悟ることであります。次に、純粋な精神魂が至上魂の永遠部分体であることを悟り、最終

的には、至上魂と精神魂が永遠・至福・知識に満ちた関係において永遠に生きるという理解に達します。

永遠・至福・知識の段階に達することが、人生の最高完成なのです。 

 
 クリシュナが地上にいたとき、ヴリンダーヴァナの村人たちは誰もが主を愛していまし

た。クリシュナ以外のことはなにも知らなかったのです。クリシュナが神であるかどうか

も知らず、「クリシュナが神なら、愛そう」などという打算に煩わされることもありません

でした。村人たちの態度は純粋な愛そのものであり、「クリシュナが神であろうとなかろう

と、問題ではない。ただクリシュナを愛す」というのが村人たちの心情でした。まさにそ

れが純粋な真の愛です。「クリシュナが神なら、愛そう」という態度は、純粋な愛ではなく、

打算的な愛といえます。クリシュナは地上にいたときに非凡な力をなんどもしめしたので、

ヴラジャヴァーシー（ヴリンダーヴァナの村人）たちは「クリシュナはじつにすばらしい

子だ。半神なのかも知れない」とよく考えたものでした。半神は全能の力を持っている、

と考えていたからです。半神たちは物質界では強大な力の持ち主ですが、クリシュナがど

のような半神よりも優れた存在であることは一般に知られていません。半神のなかでもっ

とも高い立場にいるブラフマーは éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda-vigrahaù（イー

シュヴァラハ パラマハ クリシュナハ サッチダーナンダ・ヴィグラハ）「クリシュナは至高の支配者であり、

その体は知識、喜び、永遠性に満ちている」（BS5.1）と述べています。究極支配者であり、

すべての半神の主人であるクリシュナがどのような力の持ち主でいるのかを、ヴリンダー

ヴァナの村人たちは知りませんでした。しかし注目すべき点は、村人たちは、クリシュナ

が神であるかどうかを考えずに、クリシュナを愛していたことです。 

 ヴリンダーヴァナの村人たちがクリシュナを無条件に愛したのと同じように、クリシュ

ナもまた村人たちを無条件に愛しました。Vraja-jana-vallabha, giri-vara-dhäré（ヴラジャ・

ジャナ・ヴァルラバハ、ギリ・ヴァラ・ダハーリー）。村人たちは、天界の王のインドラへの供儀をやめ

たため、おそろしい危険にさらされました。激怒したインドラがヴリンダーヴァナに恐ろ

しい雲を送り、７日間豪雨を降らせました。村全体が大洪水に襲われ、村人たちが極限状

態に置かれます。クリシュナはそのときわずか７歳だったのですが、ゴーヴァルダンの丘

を傘のように７日間持ちあげて、村全体を救いました。天界の王インドラが渾身の力で村

を破壊しようとしたのですが、主クリシュナがただ小指１本で村を守ったのです。インド

ラは、主の力を目のあたりにして、主クリシュナにひれ伏すしかありませんでした。 

 こうして主クリシュナは Gopéjana-vallabha（ゴーピージャナ・ヴァルラバ）「ゴーピー



ジャナを守る方」とも呼ばれるようになりました。クリシュナ意識運動の目的は、どのよ

うにしてゴーピージャナ（「クリシュナを純粋に愛する者」の意）になるかを教え広めるこ

とです。神を純粋に愛する段階に達したなら、どのような危険なときでも主が守ります。

山や丘さえも持ちあげるのですから。クリシュナはヨーガ修行を積んで力を得て、ゴーヴ

ァルダンの丘を持ちあげたのではありません。主クリシュナは神ですから、幼くても全能

の力をしめします。主は子どものようにふるまい、子どものように人々と遊びましたが、

必要なときには全能者・至上者として、遺憾なく力を発揮されました。それが至上者・ク

リシュナの質です。主クリシュナは瞑想やヨーガ修行をして神になったわけではありませ

ん。神になったのではなく、永遠に神なのです。 

 主クリシュナは神ですが、献愛者たちとのふれあいを楽しみます。そして献愛者を満足

させるために、目下としてふるまうこともあります。献愛者の子の立場を喜んで受けいれ

ることもよくあります。たとえば、ヤショーダーナンダナ（ヤショーダーの愛し子）にな

りました。主は至上者であり、誰からも崇拝される存在です。主を叱る者は誰もいません。

でも主クリシュナは、献愛者である両親に叱られるのを楽しみました。叱られることも主

の楽しみですから、献愛者は「あなたの父になり、あなたを叱ります」と主を叱る立場を

受けいれるのです。クリシュナが戦いを望むときにも、同じように献愛者が悪魔ヒラニャ

カシプになって主と戦いました。このように、クリシュナがすることはなんでも献愛者と

の関係をとおして行なわれます。クリシュナの交流者になるには、クリシュナを思うこと、

すなわちクリシュナ意識をたかめなくてはなりません。 

 Yaçodä-nandana vraja-jana-raïjana（ヤショーダー・ナンダナ ヴラジャ・ジャナ・ランジャナ）。ク

リシュナがすることは一つ、ヴラジャジャナを喜ばせることにあり、ヴラジャジャナはク

リシュナに満足してもらうことだけを考えていました。それが愛の交歓です。Yamunä 

-téra-vana-cäré（ヤムナー・ティーラ・ヴァナ・チャーリー）。神クリシュナはヤムナー川のほとりを

歩き、ゴーピーや牧童、鳥、みつばち、牛たちに喜びを授けます。その鳥やみつばち、牛

や人間たちはふつうの生き物ではありません。自己探究の道を究め、なんども生まれ変わ

ったのちにクリシュナと遊ぶ段階に達した偉大な魂たちです。クリシュナ意識運動の目的

は、誰でもクリシュナローカに達することができる方法を教えることです。クリシュナ意

識の道に従えば、主クリシュナの友、しもべ、親となり、主とふれあうことができます。

主クリシュナは献愛者との関係に応じて、献愛者に応えます。主がどのように応えるかは、

『主チャイタンニャの教え』に既述したとおりです。クリシュナとの関係を理解するには、

主チャイタンニャとその交流者である６人のゴースヴァーミー（シュリー・ルーパ、サナ

ータナ、シュリー・ジーヴァ、ゴーパール、ラグナータ・ダース、ラグナータ・バッタ）

の足跡に従わなければなりません。６人のゴースヴァーミーはいつも恍惚に満ちてハレ

ー・クリシュナを唱え踊っていました。６人のゴースヴァーミーの教えによれば、クリシ

ュナ・キールタナ（主クリシュナの聖なる御名を唱えること）に没頭すればクリシュナへ



の愛の大海に浸ることができます。クリシュナの御名を唱えたら、すぐに愛の大海に浸る

ことができます。それが純粋な献愛の証しです。６人のゴースヴァーミーたちはキールタ

ナをして、すぐにバガヴァーン・クリシュナの愛に浸り尽くしました。 

 ６人の・ゴースヴァーミーは、主チャイタンニャ・マハープラブの献愛者だけに親しま

れたのではありません。献愛者でない人たちからも好意的に迎えられました。純粋な献愛

者はだれもねたまないので、誰からも親しまれます。純粋な献愛者は、わけへだてなく親

しく接します。したがって６人のゴースヴァーミーは、ハレー・クリシュナを唱えること

で、誰が資格を持つか持たないかを決して区別しませんでした。物質的段階は二元相対性

の場であり、高低や男女などの対立が存在しますが、精神的段階では二元相対性は存在し

ません。純粋な献愛者は平等な視座からすべてを見るために、ねたむ心がありません。ね

たみがないからこそ、純粋な献愛者は崇拝に値するのです。ねたみのない人こそが崇拝に

値するとさえ言えます。精神的段階に達した人だけが嫉妬心を捨てることができるからで

す。『バガヴァッド・ギーター』第５章・第 18、19 節でもその点が明らかにされています。 
 

ヴデャー・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 

 
 

イハイヴァ タイル ジタハ サルゴー 
ihaiva tair jitaù sargo 

 
イェーシャーンム サーミェー スティタンム マナハ 
yeñäà sämye sthitaà manaù 

 
ニルドーシャンム ヒ サマンム ブラフマ 
nirdoñaà hi samaà brahma 

 
タスマードゥ ブラフマニ テー スティターハ 
tasmäd brahmaëi te sthitäù 

 
「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。すべてを等しく見ることができ、穏やか

な心を持つ者は、すでに誕生と死の束縛を克服している。ブラフマンのように



完璧な気質をそなえているからこそ、すでにブラフマンの境地にいるのである」 

 その段階に達するのは、主チャイタンニャ・マハープラブの慈悲を授かった献愛者です。

主チャイタンニャの慈悲を授かれば、苦しめる人類を物質の汚れから救うことができます。

６人のゴースヴァーミーは主チャイタンニャの慈悲を授かった献愛者たちですから、vande 

rüpa-sanätanau raghu-yugau çré-jéva-gopälakau（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）というマントラで私たちは尊敬の礼をささげます。６人のゴ

ースヴァーミーは世界に真の宗教を確立するために経典を詳細に研究し、導きの書として

数多くの文典を私たちに残しました。そのなかでももっとも名高い書物が『バクティ・ラ

サームリタ・シンドゥ』（邦題『献身奉仕――喜びの海』）であり、同書には初心の献愛者

に対しての道標が説かれています。６人のゴースヴァーミーは日夜懸命に奉仕に励み、た

だひたすら著作、唱名、踊りに明け暮れ、⾷事、睡眠、性の営み、保身などの身体的欲求

から完全に解放されていました。性生活や恐怖から身を守ることなどは、まったく眼中に

ありませんでした。ただクリシュナに没頭していたからです。日々の睡眠は多くとも１時

間半で、ほとんど毎日が断⾷状態でした。空腹感に襲われたときは、世帯者の家に行き、

１切れ２切れのパンを請うのみでした。 

 そのような聖者の使命は、人々の意識を高めることで、苦しめる人類に幸福をもたらす

ことです。物質界では、誰もが互いに搾取しようとしています――国が別の国を、社会が

別の社会を、実業家が別の実業家を利用としています。それが生存競争と呼ばれるもので

す。人々は生存競争を闘いながら生きつづけてきたために、「力は正義である」という法が

できあがりました。しかし誰の目にも明らかなように、最大の力を誇る人でも苦しめられ

るのが世の習いです。ロシア、アメリカ、中国間で闘いが繰りひろげられ、そのために人々

が苦しんでいます。生存競争は苦悩の別名です。しかしクリシュナの純粋な献愛者の関心

は、他人を搾取することではなく、喜びをもたらすことにあります。だから純粋な献愛者

はどこでも崇拝されるのです。チャーナキャ・パンディットは、裕福な者と博識な者と比

べることはできない、裕福な者は自分の国、あるいは自分の住む星で讃えられるかもしれ

ないが、博識な者は行く先々で讃えられるからである、と言っています。 

 献愛者にとっては、天国も地獄も違いがありません。献愛者はどちらにいても、クリシ

ュナが心の中にいるからです。クリシュナがいればどこであっても地獄ではなくなります。

どの星もヴァイクンタになるのです。たとえばハリダース・タークルはイスラム教徒だっ

たので、プリーのジャガンナータ寺院に入ろうとしませんでした。当時、イスラム教徒は

寺院に入ることをヒンドゥ教徒から禁じられていました。ハリダース・タークルは、「かれ

らに迷惑をかけてはいけない。ここで唱名していればいい」と考えました。すると逆に、

ジャガンナータその方である主チャイタンニャが、毎日ハリダースを訪ねるようになりま

した。それが主の純粋な献愛者の力です。ジャガンナータの寺院を訪ねなくても、主ジャ



ガンナータ自身が訪ねてくるのです。主チャイタンニャは、海に沐浴に行く途中、ハリダ

ースの小屋を訪ねるのを日課にしていました。主は小屋に入り、尋ねます。「ハリダース、

なにをしているのか」。そしてハリダースが「主よ、お入りください」と答えます。これが

主の献愛者の立場です。だからこそ、主自身を崇拝するよりも主の献愛者を崇拝するほう

が価値ある、とクリシュナが言っています。献愛者には人々にクリシュナをさずける力が

あります。クリシュナ意識の科学に精通しているからです。献愛者はクリシュナの言葉を

聞き、クリシュナ・プラサーダムを⾷べ、クリシュナを楽しむすべを知っています。非人

格主義者や虚無主義者たちは、aham brahmäsmi（アハンム ブラフマースミ）について無味乾燥

な哲学を説いて「私は精神魂である」と言いますが、それを聞いてだれが惹かれるでしょ

う。「私は石である」とか「私は無である」と考える人たちにどういう違いがあるでしょう

か。どうして私たちが石や材木や無にならなくてはいけないのでしょうか。私たちのほん

とうの立場は、主クリシュナと愛情に満ちた交歓をすることにあるのです。 

 クリシュナへの愛の灯火は、純粋な献愛者である精神指導者によって灯されます。私自

身に関して言えば、私の精神指導者、尊師オーム・ヴィシュヌパーダ・バクティシッダー

ンタ・サラスヴァティー・ゴースヴァーミー・プラブパーダの命令で、⻄洋世界でクリシ

ュナ意識を広める使命を受けいれました。尊師の強い望みは、⻄洋でシュリー・チャイタ

ンニャの教えを説教することです。私がその使命をまっとうできれば、それは尊師の恩寵

によるものであり、その成功に恩師が満足してくださることと思います。初めて精神指導

者に出会ったとき、私はまだ若く、国家主義者で、責任ある会社で働いていました。とく

に会いにいくつもりはなかったのですが、今でもカルカッタに住んでいる友人が無理やり

私を尊師のもとに連れていきました。私が会うことをためらっていたのは、父がよくサン

ニャーシーたちを家に招いていたのですが、かれらに満足してはいなかったからです。そ

ういうことがあったため、バクティシッダーンタ・サラスヴァティー・ゴースヴァーミー・

マハーラージも同じたぐいの「聖者」だと思っていました。ならば会っても無駄、と考え

たのです。それでも、友人はしぶる私を無理やり連れていきました。断わりつづけること

もできなかった私は友人に同行し、その結果、人生最大の幸運を得たのでした。 

 初めて会った尊師は、私のように教育を受けた⻘年は外国に出てチャイタンニャ・マハ

ープラブの福音を説くべきだ、と言われました。私は、インドは外国に支配された国です、

だれも私たちの言葉に耳を傾けないのではないでしょうか、と答えました。じっさい、当

時はどの外国もインドを弱小国と考えており、大半の独立国からしてみれば、インドはイ

ギリスに支配された植⺠地にすぎなかったのです。あるベンガル詩人は、非文化的な国が

独立しているのに、インドはイギリスに依存している、と嘆いていました。尊師は、国が

独立していようと独立していまいと、政治的状況は仮の姿にすぎない、と言われ、私たち

が目ざしているのは人類の永遠な恩恵であり、チャイタンニャ・マハープラブの教えの布

教に挑まなくてはならない、と力説されました。それがいまからおよそ 50 年前、1922 年



に私とグル・マハーラージが最初に出会ったときの様子です。 

1933 年に私は正式に入門を授かりました。それはグル・マハーラージがこの世を他界さ

れる３年前のことです。尊師はその２週間ほどまえに私に手紙を送られ、主チャイタンニ

ャ・マハープラブの福音を英語圏で説教することを強調されました。その手紙を受けとっ

たあと、ときどき夢のなかでグル・マハーラージが私を呼び、私は家を出て師についてい

きました。そのような夢を見ながら「私は出家しなくてはならない。師は私が家を出て、

サンニャーシーになることを望んでおられる」と考えました。でも私は「そんな恐ろしい

ことはできない。妻を捨てる、子どもを捨てるなんて」と考えていました。これがマーヤ

ーです。私は家庭生活から離れたくないと思っていたのですが、グル・マハーラージは、

放棄するおもいを私の心のなかにめざめさせたのです。そして尊師の命令に従って家を出

て、子どもからも離れました。しかしグル・マハーラージの恩寵で、いまでは全世界にす

ばらしい息子や娘を持っています。このように、クリシュナに仕えてもなにも失うことは

ありません。私はそのことを自分の人生で経験しました。 

1965 年にインドを離れたとき、たいへんな苦労が待ちうけているのではないか、と恐れ

ていました。貨幣の持ち出しはインド政府が禁じていたため、40 ルピーと数冊の書物しか

持っていくことができませんでした。私はそんな状態でニューヨークに到着しましたが、

すべてはクリシュナとグル・マハーラージの恩寵でした。『チャイタンニャ・チャリターム

リタ』に述べられているように、クリシュナの慈悲とグルの慈悲は同時に授けられるもの

です。それがクリシュナ意識運動で成功する秘訣です。クリシュナはいつも私たちの内に

います。ですから、私たちがなにを考えているかがわかり、私たちが主の意志に従って活

動できるよう導きます。物質界を楽しみたいのであれば、商機に目ざとい実業家、人気の

ある政治家、狡猾な人間となって、金もうけをして人生を楽しめるようにクリシュナが知

性を授けます。物質的生活の水準から見て、多くの人が人生の成功を納め、貧者から出発

してたちまちのうちに億万⻑者になりました。しかしかれらの小さな努力がそのような結

果をもたらしたわけではありません。知性がなければ、状況を改善することはできません。

そしてその知性はクリシュナから授けられます。『バガヴァッド・ギーター』でクリシュナ

が言っているように、主クリシュナが超霊魂として全生命体の心臓のなかにいるからこそ、

主の意志で記憶と忘却が生じます。生命体の望みに応じて、クリシュナが記憶と忘却を授

けます。クリシュナを忘れて物質界を楽しみたいと望めば、クリシュナから必要な知性を

授かり、クリシュナを忘れます。 

 「私はじょうずに世界を楽しむことができる。だれもがそのように楽しんでいる。ならば、

私が同じように楽しめない理由がどこにあるのだ」と多くの人が思っています。それは幻

想です。物質界にほんとうの喜びはないからです。美しい容姿を得て、有名になり、高い

知性をはぐくみ、豊かな教養を身につけ、富と力を手に入れ、美しい妻子に恵まれ、そし

てケネディ大統領のように高い地位に就いたとしても、いつ弾丸の標的となるかわかりま



せん。物質界はそういうところです。１歩進むごとに危険が待ちかまえています。喜びに

はかならず陰がつきまとい、たとえ喜びを得たとしても、それは苦闘と犠牲を払わないか

ぎり手に入りません。そのうえ、得た喜びも一時的なものでしかありません。なぜなら物

質界では、永遠の喜びを与えてくれるものがないからです。その喜びを与えてくれるのは、

クリシュナしかいません。 

 ゆえにクリシュナは『バガヴァッド・ギーター』で、無意味な物質的活動を捨て主に服

従することが全生命体にとっての幸せである、と説いています。あいにく、現代人は物質

自然の幻に目をくらまされ、マーヤー（幻想）に惹かれています。主クリシュナに身をゆ

だねれば完全に守られることを主みずから宣言しているのですが、それでも強い執着のた

めに、人々は主に身をゆだねることができません。私は⻄洋に行って説教することを恐れ

ていました。そして世界の多くの人々も、クリシュナに服従すればなにかを失ってしまう

のではないかと不安に思っています。しかしクリシュナは慈しみ深い方です。主に服従す

ることでなにかを失ったとしても、主はその何千倍も報いてくれます。 

 精神指導者もまた慈悲心あふれる方です。「みなさん、どうかクリシュナ意識をはじめて

ください」と願いながら、一軒一軒、国から国へ、街から街へと請い歩きます。こうして

精神指導者はクリシュナにひじょうに親密な奉仕を捧げています。クリシュナは命令を下

す至高主であり、精神指導者がその命令を実行します。だから精神指導者はクリシュナに

とってひじょうに愛しいのです。クリシュナが献愛者を地獄に送ろうと天国に送ろうと、

献愛者にとっては同じことです。精神指導者という純粋な献愛者にとって、クリシュナ意

識がなければ地獄も天界も同じです。魂たちは地獄で苦しめられ、天界ではさまざまな感

覚の喜びを得ることができます。しかし主の献愛者はクリシュナ意識でいさえすれば、ど

んなところでも穏やかに暮らすことができます。地獄に送られても、ハレー・クリシュナ

を唱えて満足しています。じっさい、献愛者は地獄ではなくクリシュナを信じています。

同じように、感覚の楽しみに満ちた天界に送られても、心はその世界から離れています。

感覚がクリシュナによって満たされているからです。このように、主に仕えるためなら献

愛者はどこにでも行く心がまえができています。だからこそクリシュナはそんな献愛者を

愛しく思っているのです。 

 この世界に対する執着を捨てた非人格主義哲学者は、この世界は虚偽で、ブラフマンこ

そが真実である、と言います。しかし感覚満足に満ちた世界に行くことを拒みます。物質

的状況に影響されることを恐れているからです。しかしクリシュナ意識の人にその恐れは

ありません。クリシュナに保護を求め、クリシュナの保護を得ているために、どこに行く

ことも恐れないからです。 

 ですから、クリシュナ意識がまったくないところに行っても、献愛者はハレー・クリシ

ュナを唱えてその場所をクリシュナ意識で満たしますから、なんの問題もありません。こ

の機会を活用すべきです。一人部屋に閉じこもり、唱えていればいい、ということではあ



りません。偉大な聖者ナーラダはどこにでも行ける宇宙飛行士でした。もっとも高尚な惑

星にいることもできるのですが、ときには地獄に行き、そこで教えを広めます。それが神

のしもべの美しさです。クリシュナへの、そしてクリシュナの部分体への愛情のために、

いつも行動しています。 

 献愛奉仕の礎となっているのがクリシュナへの純粋な愛です。友人、しもべ、両親、恋

人など、クリシュナに対するどのような関係にあったとしても、献愛者の奉仕は打算のな

い純粋なものです。なぜならクリシュナ意識はどのような物質的な状況にも依存しないか

らです。クリシュナ意識は超越的で、物質自然の様式とはなんのかかわりもありません。

献愛者は恐れずどこにでも出向いてきます。そのために、献愛者の目には物質的状況はど

れもまったく同じものに見えるのです。この世界では、快適な場所、不快な場所があるよ

うに見えますが、これまで説明してきたように、献愛者は心が作りだす状況に翻弄される

ことはありません。献愛者は物質存在の原理そのものがいまわしいものと捉えます。クリ

シュナを忘れる世界だからです。 

 献愛奉仕を受け身的に行なう段階では、主の非人格的な光や心臓のなかの超霊魂が重要

されるかもしれませんが、「クリシュナは私と親しい絆で結ばれている親しい主人である」

と考えることが、クリシュナ意識のほんとうの目覚めです。もちろん非人格的様相や超霊

魂の様相を悟ることは、クリシュナ意識の一部です。神の非人格的様相や超霊魂の様相を

悟る段階に達すれば、主に対する崇敬の念が生まれます。しかし、友人関係、主従関係、

親子関係、恋愛関係を築き、主クリシュナと親密な絆をよみがえらせるとき、そのような

崇敬の念は消えていきます。 

 人物としてふれあう境地は、非人格的段階や超霊魂（パラマートマー）の段階よりも確

かに高いものです。受け身の段階では、単に自己と絶対真理が質的に同じであると悟りま

す。すなわち自己が至上者の部分体であることを悟るのです。その概念も確かに知識です。

なぜならクリシュナのしもべとしての関係を確立すれば、神クリシュナの完全な富を正し

く認識しはじめることができるからです。神が６つの富をそなえていることを知れば、主

に奉仕をはじめるようになります。クリシュナの偉大さを知り、クリシュナの優位性を理

解すれば、主に仕えるようになるのです。超越的な奉仕がはじまれば、神の偉大さがさら

に理解できるようになります。主に仕えて主の感覚を満たす者は自分自身も満足を得るこ

とができます。なぜならクリシュナは超霊魂であり、個別の生命体は主の部分体であるか

らです。主が満足すれば生命体も満足します。胃が満足すれば体の各部も満足します。胃

から栄養分が身体の各部に送られるからです。ある暑い日のことでしたが、私の兄弟弟子

がグル・マハーラージをあおぎはじめましたが、グル・マハーラージは「どうしていきな

り私をあおぎはじめたのか」と尋ねました。弟子がこたえました。「尊師が満足なされば、

私たちも満足するからです」。これこそ、私たちが従うべき原理です。自分の感覚を満足さ

せるのではなく、クリシュナの感覚を満たそうとすべきです。そうすればおのずと私たち



も満足します。 

 クリシュナ意識の人はいつもクリシュナを満足させるために励んでいます。それがまさ

にクリシュナ意識の第一歩です。非人格的概念では神に姿がないので、当然主の感覚を満

足させることはできません。しかしクリシュナを主人として見れば、主に仕えることがで

きます。『バガヴァッド・ギーター』ではクリシュナがフリシーケーシャ（感覚の支配者）

と呼ばれています。絶対真理者が感覚の支配者であると知り、私たちの感覚は主の感覚か

ら作られたのだから主の感覚を満たすために使うべきものである、と理解したら、全生命

体の内に眠っているクリシュナ意識が目覚めます。あるときチャイタンニャ・マハープラ

ブが「クリシュナと中立的な立場にある状態と、主人と召使いという関係では、どう違う

か」と尋ねました。どちらの状態でもクリシュナの偉大を自覚しているのですが、中立の

立場では、奉仕をするきもちは起こりません。ですから、クリシュナと生命体の主従関係

の方が、中立の立場よりも高いと言えます。クリシュナと友人関係をはぐくめば、超越的

な質が１つ加わります。神は偉大であり、神に仕えるべきだという思いは存在しますが、「ク

リシュナは友だちだ。だからクリシュナが幸せになれるようつきあってあげたい」という

感情がプラスされるのです。友だちとの関係では、奉仕をするだけではなく、喜びと満足

を与えようとします。また対等だという思いも感じています。クリシュナと献愛者が対等

な立場で交流するのです。したがって友人関係にある献愛者は、クリシュナが自分よりも

優れた立場にいることを忘れてしまいます。かれらは、ゲームの結果しだいでクリシュナ

の肩に乗ったりすることがありますが、そんなときでも、自分はクリシュナよりも高い立

場にいる、などとは考えませんでした。互いに純粋な愛情で結ばれているのですから、感

覚満足も自分を讃えることもありません。献愛者の唯一の望みはクリシュナを喜ばせるこ

とです。またクリシュナは友だちを肩に乗せて、喜んでいました。友だちとしてつきあっ

ていれば、相手からほっぺたを叩かれることもありますが、それで自分を低く見ることは

ありません。友人関係では、友だちから平手打ちをもらうこともありますが、かといって

自分が劣った立場にいるというわけではありません。ふたりが友人関係で結ばれているの

であれば、侮辱も劣等感もありません。 

 クリシュナ意識やクリシュナとの関係の根本的基礎となるものは、クリシュナの喜びの

エネルギーという存在です。シュリーマティー・ラーダーラーニーやヴラジャの乙女たち、

牧童たちはすべてクリシュナの喜びのエネルギーの拡張体です。誰でも喜びを求めていま

す。私たちの源であるクリシュナが、完全な喜びに満ちているからです。そのことはマー

ヤーヴァーディーたちには決して理解できません。かれらは喜びのエネルギーを否定して

いるのですから。ですから、マーヤーヴァーダ哲学は不完全で劣っています。クリシュナ

意識の人は、クリシュナのなかに、クリシュナに関連するすべて（友人、しもべ、父⺟、

配偶者）のなかに喜びのエネルギーがあることを知っています。クリシュナの感覚を喜ば

せようとする関係は、すべてクリシュナの喜びのエネルギーの表われです。 



 個々の魂は、本来主の喜びのエネルギーの部分体です。しかし物質自然とかかわること

でほんとうの自分の立場を忘れ、輪廻転生にとらわれて次々に体を変え、生存競争をつづ

けています。いまこそ、その苦闘からの解放を目指すべきです。生老病死の苦しみを強要

する輪廻転生から解放されなくてはなりません。そして永遠なクリシュナ意識の生活に到

達しなくてはなりません。永遠に生きることはできます。人間として生まれた機会に最善

をつくせば、来世で精神的体を得ることができます。精神的体はすでに濃密な肉体のなか

にそなわっています。しかし物質存在の汚れから解放されたときにはじめて明らかになり

ます。それが全人類のの人生の目的であり、ほんとうの利益です。「私は神の部分体であり、

主の王国に戻り、主のもとに帰らなければならない」と悟ることが本当の利益です。この

世界でも社会生活があるように、神も精神界に社会生活を用意しており、私たちもそのな

かに参加することができます。物質的体が滅んだあと、すべてが終わるわけではありませ

ん。『バガヴァッド・ギーター』（第２章・第 21 節）でクリシュナは、「私も、あなたも、

ここにいる王たちも、かつて存在しなかったことはなく、将来、存在しなくなることもな

い。はじめも終わりもなく、永遠に存在している」と言っています。だから私たちは永遠

に生きつづけます。生と死という変化はただ一時的な体が変化しているにすぎません。永

遠の生活を達成するほんとうの道はとてもかんたんです。クリシュナ意識の道は、もっと

も完璧な方・クリシュナから授かった知識です。クリシュナ以外から得た知識にはかなら

ず欠陥があります。束縛された魂はかならず幻想におちいり、だます傾向があり、まちが

いを犯し、感覚が不完全だからです。しかしクリシュナから授かった知識は、クリシュナ

を見る力をじっさいに与えてくれます。「神を見せられるか」と挑戦する人もいますが、そ

れに対して私は「もちろん。毎瞬間見ることができる」と答えます。クリシュナは raso 'ham 

apsu kaunteya（ラソー ハンム アプス カウンテーヤ）「私は水の味である」と言っています

（Bg.7.8）。私たちは毎日水を飲みますが、水には味があります。ですから、水の味をクリ

シュナだと考えるなら、毎日神を悟っていることになります。またクリシュナは『バガヴ

ァッド・ギーター』で、prabhäsmi çaçi-süryayoù（プラバハースミ シャシ・スーリャヨーホ）「私は

太陽と月の光である」と言っています。毎日太陽の光を浴び、夜には月の光を見ることが

できますが、その光の源に思いをはせることができれば、最後に神の意識に到達します。『バ

ガヴァッド・ギーター』には、そのほかさまざまな例が挙げられています。なぜならクリ

シュナは、表われているものの最初であり、中間であり、終わりだからです。神の意識に

なりたいと思い、自分本来の境地を悟りたいと願うのはそれほど難しいことではありませ

ん。ただ神をほんとうに理解すればいいのです。主はどのように現われ、どのように他界

し、どう行動するのか、ということがわかれば、私たちも神の王国に入る資格が得られま

す。神・クリシュナを理解した人は、この物質の体を捨てたあと、ふたたび地球に戻って

くることも、また肉体が与えられることはありません。では、どこに行くのでしょうか。

クリシュナが言います、mäm eti（マーンム エーティ）「私のもとに来る」と。それこそが、知



性ある人間が目的なのです。 


