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インド大使館

(03)3262-2391〜97

協会発行の『シュリーマッド・バガヴ
ァッド・ギーター』をお持ちの方はご
持参下さい。
逗子例会
11 月 21 日（日） 11:00〜16:30

講話

のテーマ：マントラ（真言）
皆様のご参加をお待ちしています。
11 月 13 日（土）より隔月で京都にて「バ
ガヴァッド・ギーターとウパニシャッ
ドを学ぶ」ための講座を開催します。
詳細は本号最終ページをご覧下さい。
8 月の逗子例会
てくれと言われました。ラカールは、
シュリー・ラーマクリシュナの

それは召使いのする仕事だと言って断

聖なる一触れ

り、自分は師が神について話すのを聞

スワーミー・メダサーナンダ

きに来たのであって、召使いの仕事を

による講話

やりに来たのではないと不満げに言い

完結編

ました。が、師が何度も頼むので、彼
メッセージ‐隠れた意味

は仕方なく師の足をさすり始めました。
するとその途端、ラカールの前にカー

今度は、信者がシュリー・ラーマク

リ母神が現れました。母神は師の周り

リシュナに触れた全く違う例をお話し

をぐるぐると歩くと師の体の中に溶け

しましょう。ラカール・チャンドラ・

入って行ったのです。ラカールは驚き

ゴーシュ（後のスワーミー・ブラマー

のあまり言葉も出ませんでした。する

ナンダ）がシュリー・ラーマクリシュ

とシュリー・ラーマクリシュナが彼を

ナのもとを訪れるようになって間もな

からかうようにこう言われました。
「ラ

い頃のことです。ラカールは大変裕福

カール、これで聖人の足をさするとど

な家の息子で、家では召使いに身の回

んなことが起こるのか分かっただろ

りのことをやらせていましたが、シュ

う？」

リー・ラーマクリシュナに足をさすっ

『シュリー・ラーマクリシュナの福
2

音』には師が誰かに足をさするよう頼
レスリングの対戦

む場面がよく出てきます。足をさする
ことには何か意味があるのだろうかと
思うかもしれません。表面的な理由と

スワーミー・ヴィジュニヤーナーナ

しては、師が単にお疲れになったから

ンダは、出家する前は建築士や技師と

なのですが、その裏には、その信者に

して仕事をしており、スワーミー・ヴ

恩寵を与えたい、霊的な目覚めを授け

ィヴェーカーナンダの発案と指示によ

たいという師の願いがあるのです。ス

りベルル・マートに建てるラーマクリ

ワーミー・アドブターナンダジ（元の

シュナ寺院を設計しました。スワーミ

名はラトゥ）は学校に通ったことがな

ー・ヴィジュニヤーナーナンダは、若

く字が読めませんでした。スワーミー

い頃ダクシネシュワルに何度かやって

は召使いの仕事をしていましたが、聖

来ました。ある時ハリ・プラサンナ・

職者になりたいと思っていました。何

チャタージ（スワーミー・ヴィジュニ

年か師に仕えていましたが、その仕事

ヤーナーナンダ）が、他の信者や訪問

の一つは師の頼みで足をさすることで

客と共にシュリー・ラーマクリシュナ

した。ある時スワーミーが師の足をさ

と話をしていると、いつの間にか皆が

すっていると、師がこうお尋ねになり

いなくなって自分と師が二人だけにな

ました。
「ラトゥ、お前のラーマ（ラト

っていました。突然師はお尋ねになり

ゥのイシュタ〈個々人が礼拝する神〉）

ました。「レスリングを知っているか」

が今何をしているか分かるか」神であ

ハリは聖人からこんな思いがけない質

るラーマが今何をしているかなんてど

問をされてびっくりしましたが、実際

うやって分かるのかと思いながら、ラ

にレスリングを少しやったことがあっ

トゥは答えました。
「いえ、分かりませ

たので、はい、と答えました。「よし、

ん」すると師は言いました。
「お前のラ

じゃあ、ちょっとやってみよう」ラー

ーマは、今針の穴にラクダを通してお

マクリシュナはこのとき衰弱して弱っ

られるぞ」後にスワーミーはこの言葉

た状態で、一方のスワーミーは若い盛

の意味を次のように説明しました。
「私

りでしたが、師が言い張るのなら仕方

の霊的レベルはそのとき非常に低かっ

ないとスワーミーは師の挑戦を受けて

たのだが、シュリー・ラーマクリシュ

立つことにしました。スワーミーが両

ナは私にお触れになることで霊的な力

手で師を壁に追いやると師はスワーミ

をたくさん私に伝えて下さったので

ーの肩にぐっと手を押しつけました。

す」このことを師は、不可能な業を為

その途端、スワーミーの体から力が抜

しているという意味で「針の穴にラク

けていき、同時に大きな喜びの気持ち

ダを通す」と表現されていたのです。

が全身に広がり圧倒されました。シュ
3

リー・ラーマクリシュナは「ほら、私

ナンダ）の膝の上に突然乗ったことが

の負けだ。お前の勝ちだよ」とおっし

あります。実はこれは、この青年が将

ゃいました。後になって、スワーミー・

来僧となってどれだけの重みを背負う

ヴィジュニヤーナーナンダジはこの出

ことができるか試していたのです。あ

来事を回想し、自分は結局シュリー・

るいは、スワーミーの強さを試してい

ラーマクリシュナを師として受け入れ

ただけでなく、将来の重責に備えて力

たのであるから、本当に勝ったのは自

を伝えていたのかもしれません。

分ではなく師だったと言いました。
ある時、宗教上のお祭りの際にシュ
この場合も、周りから見たらふざけ

リー・ラーマクリシュナはある信者の

てレスリングをやっているだけのよう

家を訪ねました。家では霊的な議論が

ですが、実際にはシュリー・ラーマク

繰り広げられ、信者らは神や神の恩寵

リシュナには恩寵を授けるつもりがあ

などについて語り合っていました。そ

ったのです。このように、師のような

の中に、聖典の学者でありながら無神

神の化身の考えや行為は本当に理解す

論者であると宣言する者がいました。

るのが大変難しいのです。師自らが説

師はその学者に突然お触れになりまし

明する、あるいは知性ある信者が自分

た。そして、勉強したのにどうして神

で気付く場合を除いて、普通の人には

を信じないのかとお尋ねになりました。

師の行為を理解するのはほぼ不可能と

学者は師に摑まれた途端、前言を撤回

言えるでしょう。スワーミー・ヴィジ

して本当は自分は神を信じているのだ

ュニヤーナーナンダジが説明しなかっ

と言い始めました。ここでも、師の一

たら、師がお触れになる深い意味を周

触れで無神論者が神を信じるようにな

囲の人が理解することはできないでし

ったのです。師はよく、エゴ（自我）

ょう。

の大きいために神から遠ざかっている
人がたくさんいる、神への信仰を打ち

スワーミー・サラダーナンダジは、

立てるのにエゴが最大の障害である、

ラーマクリシュナ・マートとラーマク

と仰っていました。当時、エゴに邪魔

リシュナ・ミッションの初代書記長で、

されている人にシュリー・ラーマクリ

後に『シュリー・ラーマクリシュナの

シュナがお触れになると、エゴは途端

生涯』を執筆されましたが、僧院の設

に小さく縮んで彼らは神を信じるよう

立当初は大きな責務を背負っていまし

になったのです。
『シュリー・ラーマク

た。スワーミーがまだ僧になる前、あ

リシュナの福音』の中で師が人に触れ

る時シュリー・ラーマクリシュナは年

ることが多いのは、こういう理由もあ

若いシャラト（スワーミー・サラダー

るのです。
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授け、彼はそれから大変高徳な人にな
ったのです。

考えただけで伝える

シュリー・ラーマクリシュナはまた、

先ほど、シュリー・ラーマクリシュ
ナが触れただけで相手に霊的体験をさ

思っただけで、あるいは相手の前にい

せる例をいくつかお話ししました。さ

るだけで、霊的な力を伝えることもで

らに、カーリパーダの場合は、酒好き

きました。ある日、若い信者のターラ

な性質が変わってしまいました。この

ク（後のスワーミー・シヴァーナンダ

ように性質が変わってしまう例には、

ジ）がパンチャヴァティの森で深く瞑

ヨギン・マーに関係する話もあります。

想に浸っていました。この森はダクシ

ヨギン・マーはシュリー・ラーマクリ

ネシュワルのカーリ寺院にあり、師が

シュナへの信仰心が非常に厚く、後に

霊的修養を積んだ場所です。師はター

ホーリー・マザーの所に住んでマザー

ラクのそばに行って、立ったまま彼を

にお仕えしました。ヨギン・マーがま

見ていました。ターラクはそこに師が

だ自分の家にいた頃、師は彼女の家を

いて自分を見ていることに気付いてい

たびたび訪れましたが、彼女の兄弟は

ませんでしたが、後に語ったところに

なぜか師の訪問を快く思っていません

よると、彼はその時自分の奥深くに巨

でした。家の近くにマンマータという

大な霊的パワーが湧き起こり「クンダ

名のごろつきが住んでいました。この

リニ（潜在的な霊的エネルギー）」が目

男は近所にいざこざがあった時に解決

覚めるのを感じていました。シヴァー

する、言わば用心棒のような仕事をし

ナンダジは、師がただ思っただけで人

ており、ヨギンの兄弟ヒララルはこの

の「クンダリニ」を目覚めさせること

男を雇ってシュリー・ラーマクリシュ

ができるのだと言っていました。

ナを脅させました。ところが、師の言
葉を少し聞いた途端、マンマータは師

ヴィヴェーカーナンダの兄弟のマヘ

の足下にひれ伏して許しと救いを乞い

ン ド ラ ナ ー ト ・ ダ ッ タ は 、『 Sri

始めました。師はダクシネシュワルに

Ramakrishner

来るように言い、マンマータは友人（後

Memories of Sri Ramakrishna)』とい

のスワーミー・アカンダーナンダジ）

う素晴らしい著書の中で、シュリー・

に連れられて師のところにやって来ま

ラーマクリシュナはサマーディの境地

した。マンマータが友人に紹介されて

にある時に、思いのままに霊的な力を

師の前に立つと、師は指で彼の筋肉に

周囲に向けて放つことができたと言っ

Anudhyan

(Sacred

触れて強そうだねとおっしゃいました。 ています。さらに、神への何らかの信
仰を持つ人がこの霊的エネルギーゾー

この一触れで師はマンマータに恩寵を
5

ンに入ると、自分が霊的に高まるのを

マクリシュナの甥のリドイは、悟りを

感じることができたそうです。このよ

得るために瞑想などの修行を長い間一

うに、霊性を伝えるのに肉体が触れあ

生懸命に行っていました。師はリドイ

うことは必ずしも必要ではなかったの

に、自分にはもう十分に仕えているし

です。

そんなに激しく修行する必要はないと
おっしゃっていたのですが、リドイは
全く聞き入れようとしませんでした。

静めの一触れ

ある時リドイは霊的体験を得て、シュ
シュリー・ラーマクリシュナは、一

リー・ラーマクリシュナが神の化身で

触れで霊的な流れを止めることもでき

自分は聖なる従者であると叫び始めま

ました。例えば、皆で集まって霊性に

した。なぜダクシネシュワルなんかに

ついて語り合ったりキルタン（信仰歌）

引きこもって時間を無駄にしているん

を歌ったりしていると、クンダリニに

だ、二人は世界中を歩いて神の到来を

過度の霊的刺激を受けて意識を失う人

告げ教えを説かなければ、と大声でわ

が時折出たものでした。すると師は必

めき散らしたのです。師は静かにして

要に応じて、信者に触れてクンダリニ

くれと必死に頼まれたのですがリドイ

の上昇を止め、流れを下向きに変えて

は一向に収まりません。師は恥ずかし

通常の意識に戻しておられました。ま

くなってリドイに触れ、
「マーよ、リド

た、師は相手の胸に軽く触れてから、

イをお静め下さい！」とおっしゃいま

瞑想に行きなさいと指示することもあ

した。すると途端にリドイはいつもの

りました。触れられた信者の瞑想は深

状態に戻り、泣きながら言いました。

く長時間となったので、師は再び彼ら

「おじさん、何をするんですか。私は

に触れて効果を止め彼らが家に帰れる

あんなにも霊的に高まっていたのに、

ようにしてやりました。師はいつどの

おじさんのせいで台無しだ！」師はお

ようにして誰に霊的目覚めを与えるか

っしゃいました。
「わんぱく小僧め、私

を決めていらっしゃいました。という

は静かにしてくれと頼んだじゃないか。

のも、信者に十分な準備できていない

私は深い霊的体験を何度もしているが、

時にクンダリニを目覚めさせてしまう

あんな風にわめいたりしないぞ。お前

と、いろいろと問題が起きる可能性が

はわずかの目覚めを経験しただけで大

あるからです。霊的目覚めを得る前に、

騒ぎだ。私への奉仕はもう十分だと言

人は霊的修行を積んで心も体も浄まっ

ったのに、お前は全然聞かないんだ

ている必要があるのです。

ね！」

こんな例もあります。シュリー・ラー

痛みのある接触
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影響を受けることはありませんでした。
インドには、聖職者の足の塵を取る

不純な人に触れられた時、なぜ師の反

ことで尊敬を表すと共に至福を受ける

応にこのような違いが起きるのでしょ

という伝統があります。
『シュリー・ラ

うか。恐らく女優らの場合は、芝居の

ーマクリシュナの福音』などの本から、

中で女神や信者の役を演じたすぐ後で

師やホーリー・マザーは浄い人に触れ

内面的に浄められていたから、また心

られると何も問題はないが非常に世俗

から師の恵みを受けたいと思っていた

的な考えや行動を取る人に触られると

から、などが理由でしょう。師も、芝

痛みに苦しむことがあったのが分かり

居を見たために触れられることに対し

ます。そんな時、師とマザーの反応は

準備ができていたのかもしれません。

違っていました。師は霊的体験を押さ

一方、家政婦の場合は、違った状況に

えようとはせず、そうした体験を周囲

あり心の準備が全くできていなかった

に見せるのにためらいはありませんで

わけです。こうした解釈はあくまで私

した。ですから、触れられて痛いこと

たちの憶測に過ぎませんが、イエス・

があれば、相手が恥ずかしく思うこと

キリストの場合も、不道徳な生き方を

があっても構わず痛みを表現していま

していたマグダラのマリアに触れて彼

した。一方、シュリー・サーラダー・

女を変えたという有名な例があります。

デヴィはマハーマーヤーの化身でした
から、霊的な恍惚状態にあっても触れ

今の私たちにどのようなプラスがある

られて不快な思いをしても、抑え隠す

のか

ことができたのです。
「師の一触れ」はずっと昔の出来事
ある時、若い頃不道徳な人生を送っ

なのに、現代の私たちに一体どのよう

ていた年配の家政婦がカーリ寺院に来

な意義があるのでしょうか。私たちは

て、シュリー・ラーマクリシュナの足

シュリー・ラーマクリシュナにもホー

に触れたことがありました。師は焼け

リー・マザーにもすぐに会うことはで

るような痛みを感じて、ガンガーの水

きないのに、このような話が私たちと

で何度も洗い流さないといけませんで

どのような関係があるのでしょう。皆

した。また、ギリシュ・チャンドラ・

さんの多くは、自宅に師やマザーの写

ゴーシュの宗教的芝居を見に行った際

真、ブッダの絵や像を置いていると思

には、芝居の後で数人の女優が師に触

います。マザーは、私たちが絵や像、

れて敬意を表しました。この女優らは

写真を神だと考えて篤く信仰し、深く

不道徳な生き方をしていたのですが、

礼拝や瞑想を行えば、その絵や像、写

師は触れられたことで特にマイナスな

真に神が特別に姿を現されるとおっし
7

ゃいました。それは単なる紙切れや粘

日曜日に開催された逗子例会でクリシ

土、木ではなくなり、神がそこに住ま

ュナ生誕祝賀会を行いました。祝賀会

われるのです。ダクシネシュワルにあ

には ISKON 東京の寺院長マドゥ・マ

るカーリ母神の像は石でできていまし

ンガラ・ダース師をお招きしてシュリ

たが、シュリー・ラーマクリシュナが

ー・クリシュナをテーマに講話を行っ

強く信じ、愛し、礼拝したためにカー

ていただきました。

リ母神が本当にその像の中に姿を現し
たのです。私たちの信仰が十分な強さ
に達した時、師は私たちが持つ写真の
中に住まわれるのです。その時信仰心
を持ってその写真に触れれば、何かし
らの恩恵を授かることでしょう。
インドには神々の像がたくさんあり、
午前 11 時にヴェーダのマントラで祝

ドゥルガ母神やカーリ母神などの女神

や神に捧げる祭りがいろいろあります。 賀会は始まり、バガヴァッド・ギータ
これらの祭りでは最後に神の像が川に

ーの一節を輪読しました。そして、ゲ

浸されるのですが、その前に信者らは

ストであるダース氏がキルタンを歌わ

敬愛と信仰の気持ちから像の足に触れ

れ、お話をされました。以下が講話の

ます。信者らにとって像は粘土や石で

要約です。

はなく、神の現れなのです。こうして
触れることで、恩寵をいただく、浄め

「クリシュナ降誕祭に講話をする機

られる等の霊的恩恵を受けたいと願っ

会をいただき感謝しています。私はマ

ているのです。このように、現代に生

ドゥ・マンガラ・ダースといいます。

きる私たちも聖なる一触れから恩恵に

長いので、マドゥと覚えて下さい。1992

与ることができるのです。

年にこの名前をいただき、入門しまし
た。この名は、クリシュナの友人の名

9 月の逗子例会

です。よく冗談を言うおもしろい友で、
実は私が以前芸人をやっていたことか

シュリー・クリシュナ生誕祝賀会

らこの名をいただきました。

クリシュナの生誕日はあるインドの

さきほど皆でギーター第 12 章を唱

暦で 2010 年 9 月 1 日に当たるため、日

えましたが、この章でクリシュナは、

本ヴェーダーンタ協会では 9 月の第 3

どんな段階からでもバクティを実践す
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ることができるのを説いています。ク

にバクティを捧げ完成していったかと

リシュナは非常に親切で寛大ですね。

いう例がたくさん出ています。例とし

初めは一番高いところから、すなわち

て、ドゥルヴァ・マハラージの話をお

常に私を思い私に知性を固定しなさい

話ししましょう。彼は王様の第一王妃

と要求します。しかしこれは大変難し

の息子でしたがある理由から母親は女

いことです。次に、それができないの

中へと格下げされてしまい、第二王妃

であればできるようになるために、修

が第一王妃となります。彼が 5 歳のあ

行をしなさいと言います。これはサー

る日、第一王妃の侮辱的な言葉に深く

ダナーバクティと言います。これは望

傷ついて激怒し、復讐の思いから霊的

みを変えるための修行で、きっかけは

修行を始めました。ドゥルヴァは苦行

どんな望みでもいいから、次第により

の末ついに悟りを開き、その苦行に満

高いレベルの望みを持つようにするも

足したヴィシュヌは彼の望みを叶える

のです。さらに、それができない人に

ために、彼の前に姿を現しました。怒

は、私のために働きなさいと説く。そ

りと復讐心から修行を始めたにもかか

れもいやだ、自分のために働きたいと

わらず、神は彼の努力に応えてくれた

言うのなら、それもいい、ならばいい

のです。しかしドゥルヴァは、美しい

ことのために働きなさい。それさえも

ヴィシュヌの姿を目にすると、自分が

いやだ、自分の稼ぎは全部自分で使い

求めていたものは何の価値もないもの

たいというような人は、知識だけでも

だったと気づいて後悔し、
「永遠にあな

少し勉強してみてと言うのです。

たの蓮華の御足を瞑想し仕えることだ
けが私の願いです」と言いました。し
かしヴィシュヌは、「だめだ、お前は、
父親より大きな王国を手に入れて見返
してやりたいと願って修行を始めたの
だ。私はそれをかなえなければならな
い」と言って聞きません。そこでドゥ
ルヴァは仕方なくヴィシュヌの言葉を
聞き入れて、自分の王国として一つの
惑星をもらいました。それが現在の北

シュリーマッド・バーガヴァタムと

極星です。

いう教典があります。ギーターを高校
としたらこれは大学にたとえることが
できます。18,000 節、全 12 巻の聖典

このドゥルヴァの話には霊性に関す

で、いろんなタイプ・段階のディボー

る大切な話がいっぱいあります。でも、

ティ（信者）がどうやってクリシュナ

私が今日一番伝えたいことは、自分と
9

自分のグルに正直になるということで

第 1 巻には物質宇宙の研究が書いてあ

す。ドゥルヴァは、修行のため森に向

ります。霊的な百科事典と言われてい

かう途中でナーラダムニに出会いまし

るものになぜ物質宇宙のことが書いて

た。ナーラダは彼に次のような素晴ら

あるかというと、自分のいる場所、ス

しい教えを授けました。
「修行において

タート地点について知るためなので

自分より優れた人に会ったら心から喜

す」

びなさい。同じぐらいのレベルの人に
忘れられない物語

は友好的に接しなさい。自分よりまだ
低い所にいる人に出会ったら、思いや

師の最後の教え

りを持って助けてあげなさい。すべて
の人に心から敬意を払って生きるなら、
一生を終えたとき必ず解脱することが

師の死期が迫っていることを知り、

できる」しかしドゥルヴァはそれを受

弟子らは師のために立派な葬式を出し

け入れませんでした。あなたの教えは

たいと願っていた。しかし、師はその

ごもっともだが、私にはできない、そ

ことを聞くとこう言った。
「天と地が私

れはサットワ・グナを身につけた人が

の棺となり、太陽や月や星々が私の礼

実践できることであり、クシャトリヤ

服となる。そして神の創造物すべてが

の自分のハートには響かない、と正直

墓まで私に付き従ってくれる。これ以

に打ち明けました。そこでナーラダは

上厳かで豪華なことがあるだろうか」

ドゥルヴァに合った方法を伝え、ドゥ
師は土に埋めないで欲しいと頼んだ

ルヴァはそれを実践してわずか半年後

が、弟子らは聞き入れようとせず、そ

に悟りを得るのです。

んなことをしたら動物や鳥に食べられ
てしまいますと抗議した。

ここで分かるように、今自分がどこ
にいてどんな状態なのかを知り、それ
を正直にグルに伝えて自分が実践でき

「では、私の付き人を私のそばに置

る修行法を求めることは、グルと弟子

いてくれ。そうしたら動物たちを追い

の関係において大変重要なことです。

払えるから」と、師は微笑んで言った。

そうすればグルは、自分に最も合う方
法を教えてくれるのです。例えば、道

「でも、どうやって指示を出される

に迷った時、誰かに電話して道を教え

のですか。もう意識がなくなっていら

てもらおうとしても、今自分がどこに

っしゃるのに」

いるか分からなければ、相手には助け
「意識がないのなら、私が鳥や獣に

ようがありません。バーガヴァタムの
10

食べられても問題はないと思うんだが

着くとすでに多くのボランティアが待

ね」

機していました。
（Anthony de Mello 著
『Short Wisdom Stories』）

ナマステ・インディア 2010
日本ヴェーダーンタ協会は、9 月 25
日（土）〜26 日（日）に東京・代々木
公園で開催された「ナマステ・インデ
ィア 2010」に参加しました。ナマステ・
インディアは毎年数万人の人が訪れる

イベント会場側のスタッフが、前日

イベントで、協会が参加するのは今年

の晩と当日早朝、嵐の中を各ブースに

で 4 年目になります。

天幕を張り電源用のケーブルを準備し
て下さいました。土曜日は少なくとも
午前中いっぱい嵐の影響で雨にやられ
るのではないかと懸念されましたが、
心配している時間はありません。とに
かく皆でディスプレイ用の棚を組み立
てて設置し、販売する品々を棚やデー
ブルの上に並べていきました。

店内の祭壇

イベント当日までの数日間、逗子の
協会では出店に必要な品々が準備され
ました。本、お香、写真、瞑想マット、
エコバッグなどの販売品の他、ディス
プレイ用の棚なども用意され、イベン
ト前日の夜、レンタルしたバンに積み
込まれました。25 日（土）の早朝、ス

午前 10 時までにブースの準備がほ

ワーミー・メダサーナンダと数人のボ

ぼ完了し、シュリー・ラーマクリシュ

ランティアの方々が逗子を出発して

ナとホーリー・マザー、スワーミー・

代々木公園へと向かいました。会場に

ヴィヴェーカーナンダのお写真を並べ
11

た小さな祭壇も設置されました。会場

スを一目見ようと集まっており、中に

にどっと人がなだれ込んできました。

は見る席を確保できずに仕方なくシア

幸いなことに、この後すぐに天気は回

ターの裏側に回っていた人たちもいま

復して日が照り始め、出店者らもお客

した。

様たちも喜んでいました。
26 日（日）の夕方になると再び雨が
土曜日も翌日の日曜日も、会場には

降り出しましたが、イベントは大成功

人の波が始終絶えず、協会のお店にも

を収め夜 8 時頃幕を閉じました。ボラ

多くのお客様が入りました。お買い上

ンティアの方々が残った品々を箱に詰

げいただいた皆様に協会の活動につい

め、分解した棚と一緒にバンに詰め込

て記したパンフレットと協会で販売し

みました。雨の中の作業でしたが、そ

ている商品のカタログを差し上げまし

の場は幸せで満ち足りた雰囲気に包ま

た。

れていました。撤収作業の後、スワー
ミー・メダサーナンダとその場にいた
ボランティア全員で集合写真を撮りま
した。そして、ヴェーダの「プールナ
マダ、プールナミダム」を皆で唱えま
した。
（Enrico Colombo 氏寄稿）
フィリピン・ヴェーダーンタ・ソサ
エティ

お店ではボランティアの方々が交代
で販売の手伝いをして下さいました。

マニラ国際ブックフェア 2010 に参加し

休憩時間には会場内のインド料理ブー

て

スに行って都内のインド・レストラン
が提供しているおいしい料理を楽しま

9 月 15 日〜19 日、マニラ湾に面した

れていました。また、野外シアターで

SMX という大規模な展示場で、マニラ

はフェスティバル開催時間中、絶えず

国際ブックフェアが開催され、フィリ

文化プログラムが行われていました。

ピン・ラーマクリシュナ・ヴェーダー

インドの音楽や伝統舞踊の他、現代的

ンタ・ソサエティが出展しました。ヴ

な「ボリウッド（Bollywood）」風のダ

ェーダーンタ・ソサエティの出展は今

ンスも披露されていました。シアター

年で 4 年目になります。

の周りには多くの人々がパフォーマン
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毎年このブックフェアには数万人が

かけました。私たちの本に興味を示し

来場し、来場者の中には学生の団体も

た方々にはソサエティについて記した

数多く見られます。展示場にはあらゆ

チラシを配ると共に、ソサエティの連

る種類の書籍が並べられます。宗教や

絡先の入ったしおりとお香数本をプレ

哲学に関する本も数多くあり、様々な

ゼントしました。
（Enrico Colombo 氏寄稿）

宗派のキリスト教団体や仏教団体など
も出展します。フィリピン・ラーマク
リシュナ・ヴェーダーンタ・ソサエテ

日本ヴェーダーンタ協会創立

ィでは、140 種類の書籍を合計 645 冊

50 周年祝賀会閉会式記念講演

出品しました。

2010 年 5 月 30 日
山口泰司教授

フィリピンでは英語がよく使われる
ため、フェアに展示される本の大部分
は英語ですが、タガログ語の本もかな
りありました。ヴェーダーンタ・ソサ
エティが出品した本はほとんどがイン
ドから輸入した英語版ですが、タガロ
グ語の本も 1 冊出しました。これは、
『A
Short Life of Sri Sarada Devi, the
Holy Mother』のタガログ語版（日本語

まず始めに、本日、
「日本ヴェーダー

版は『霊性の師たちの生涯』の中に収

ンタ協会」創立 50 周年祝賀会の場に、

め ら れ て い ま す ） で 、 Flordeliza S.

一言ご挨拶申し上げるようお招きいた

Flancia 教授が翻訳されたものです。

だきましたことに、心より感謝申しあ
げます。

フィリピン・ラーマクリシュナ・ヴ

私は西洋哲学を専攻して、広く哲学

ェーダーンタ・ソサエティにとって、

的人間学の立場から、人間の本質を能

フェアは本の販売で利益を得ることよ

うるかぎり多様な視角に立ってトータ

りも、フィリピンの一般市民に対して

ルに理解したいと、若いころより悪戦

ソサエティの知名度を上げるための場

苦闘してまいりましたが、これと言っ

です。今回は約 150 冊の本が売れ、た

た成果もあげられずに、ひとり我をあ

くさんの方々にソサエティのマニラ・

われんで参りました。

センターの存在を知ってもらうことが

そのような者が、いつしかインド哲

できました。また、ソサエティを訪問

学に惹かれるようになって、とうとう

しいろいろな活動に参加するよう声も

昨年は、近代インド思想の金字塔とも
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唱われる、シュリー・オーロビンドの

に、私は、実存哲学や精神病理学をは

主著『The Life Devine、神の生命――

じめ、芸術学はもとより、動物行動学

霊的進化の哲学』の翻訳を出版するま

や進化生物学などにまで手を出して、

でになってしまいました。本日お招き

人間の全貌を学問として捉えようとし

にあずかりました理由も、おそらくは

たのですが、
「魂の世話」というソクラ

そこにあるものと思われます。

テスのキャッチフレーズには一歩も近
づけないという無力感は、どうするこ

そこでまず、私が西洋哲学を専攻し

ともできませんでした。

ながらも何故インド思想に引かれるよ

しかし私のこの無力感は、17 世紀以

うになったのか、そのわけを少しくお

来西洋の近代哲学そのものが抱きつづ

話してみたいと存じます。
ご存知の通り、西洋では科学に代表

けてきた無力感だと言ってもいいので

されるように、学問は分析的理性と感

す。17 世紀 18 世紀の哲学は理性を人

覚による確証とを真理の最高法廷と考

間の最高の能力と考えて、理想主義の

えます。つまり頭でも考えられず体で

立場から人間を限りなく高邁なものと

も確かめられないようなものは、存在

して捉えようとしたのですが、19 世紀

しないも同然と考えるわけです。とこ

の産業社会になると、ひ弱な理想主義

ろが哲学は、本来、一体この自分は何

に代わって、新たに物質的現実に立脚

ものなのか、はたして自分はどこから

した感覚的世界が真理の法廷とされて、

来てどこに行こうとしているのか、ま

いっそう力強い現実主義の人間観が押

たこの世を超えたところには何が広が

し出されるようになっていきます。と

っているのか、意識をかぎりなく深く

ころが 19 世紀も半ばを過ぎて近代社

掘り下げていったらどこに行き着き、

会の矛盾が様々なかたちで顕かになり

意識をかぎりなく高く昇っていったら

はじめると、人々は大きな社会不安の

どこに到るのか、といった謎めいた問

なかで、人間が無意識のうちにかかえ

いに、真正面から取り組むはずの学問

ている、ただの理性でもただの感性で

です。そのようななかで人間をトータ

も解決することができないような根本

ルに捉えようとすれば、どうしても無

不安に次第に深く目覚めるようになっ

理が生ずるのは当然です。人間を理性

ていきます。やがて、頭よりもからだ

と感覚の枠のなかに閉じこめて、その

よりももっと深いところに人間を解く

範囲のなかで決着をつけようとすれば、 鍵が潜んでいるのではないのかという
とかく、胸の憶いとか、魂のねがいと

思いが、実存哲学となって結実し、意

か、生命の輝きとか、幽玄な情趣とい

識よりもっと深い無意識にこそ問題解

ったものは、ことごとく切り捨てられ

決の糸口は隠されているのではないの

るしかないからです。それでもめげず

かという思いが、精神病理学などを誕
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生させ、20 世紀になると、ほとんどす

したが、その後たまたま手にした書物

べての人文科学は、それぞれの分野で

から偶然に知ったのが、神に酔える宗

無意識的世界の構造を探ろうと一斉に

教的天才、ラーマクリシュナの蜜のよ

走り出したと言ってもよいほどです。

うに甘く、朝露のように爽やかな人格

そのようななかで現代の西洋哲学は

でした。こうした偉大な人たちを身近

せっかく＜実存＞といった観念や＜無

に感じながら、芸術に、それもとりわ

意識＞といった観念を探り当てながら

け東西の宗教音楽に慰めを見出すとい

も、それらが＜生命＞に、それも宇宙

うのが、無力感克服のせめてもの私の

的生命に根を張るものであり、それら

道でしたが、やはり学問上の無力感は

が＜魂＞に、それも神の魂に発するも

いかんともしがたく、私は、意識の神

のであることを認めようとしないため

秘と生命の神秘を科学的進化論の視点

に、理性の無力と感性の頼りなさを徒

から扱ったダニエル・デネットの二つ

に嘆くばかりで、ついに人間のかかえ

の大著の研究と紹介をすませたあと、

る根本問題を解くことができずにいる

いよいよインドのヴェーダーンタ哲学

のです。この無力感をきわめて垢抜け

の伝統を踏まえて生命の霊的進化の哲

した仕方で華麗に表現したのが、ポス

学を説いたシュリー・オーロビンドの

トモダンといわれる一群の現代思想で

大著に取り組むことにしたのです。オ

す。この思想は「近代の死」を宣言し、

ーロビンドの『神の生命』は若いころ

ヨーロッパ中心主義、理性中心主義を

宮沢賢治研究家の親友と二人で読み始

告発して、人間的視点の無限の多様性

めていたのですが、西洋流の合理思想

と真理の相対性を説く、きわめて真摯

しか知らない自分からしたら、発想が

な哲学ではあるのですが、無常の法と

あまりにも奇抜でその独特の言葉遣い

無我の法は説いても、霊魂の不滅や神

もひどく難解に思われたため、ついに

の実在はもとより、八正道さえ説くこ

棚上げにしてしまっていたのです。と

とがないため、ついに希望の哲学とな

ころが私は、これを理解し、これを紹

ることができないでいるのです。

介しないかぎり自分の哲学研究は永遠

私がこのようななかで西洋哲学の限

に中途半端なものに終わってしまうと

界と自分の無力感を克服しようと、若

いう強迫観念じみた憶いを次第に禁じ

いころより純粋に個人的なレベルで憧

ることができなくなっていたため、西

れつづけてきたのが、澄み切った水の

洋哲学と理性からの呪縛のなかですっ

ような境地で静かに道を説かれる釈尊

かり重くなってしまっていた腰を上げ

の人格と、虐げられた者たちへの燃え

てやっと本格的に研究し始めてみると、

るような憶いで火を噴くような教えを

何故か今度は、読むもの読むものの一

説かれるキリスト・イエスの人格とで

字一句が、自分が書きたいと思うとお
15

りに書かれ、自分が言いたいと思うと

殺未遂のテロ事件の黒幕と見なされて

おりに言われていることが分かり、私

一年間の投獄を余儀なくされてしまい

は学問の歓びを心の底からやっと味わ

ます。しかし獄中では、帰国後すでに

うことができるようになったのでした。 始めていたヴェーダーンタ哲学の研究
ところで、シュリー・オーロビンドと

とバガヴァッド・ギーターの研究など、

言っても、日本ではご存知ない方がほ

本格的なインド研究とヨーガの修練を

とんどではないかと思われますので、

一年間集中して行うことで、普通では

ここで少しく彼について紹介させてい

考えられないほど高い霊的境地に達し

ただきますと、オーロビンドは、1872

て、革命家から宗教家への転身の準備

年に、イギリス帰りの医者の息子とし

が期せずしてとげられていたため、一

てカルカッタに生まれたのですが、父

年後に無罪放免の身となったときには、

親が大のイギリスびいきで、何として

今度こそは何としてもインドの英雄に

も息子をイギリスによるインド統治の

死罪をと待ち構えていたイギリスの官

高等文官試験にパスさせたいという思

憲の手を逃れるべく、仏領首都ポンデ

いから、早くも 7 歳になったばかりの

ィシェリーに亡命して、そこで哲人宗

オーロビンドを、二人の兄たちと一緒

教家としての道を歩み始めることにな

にイギリスに送りこんでしまうのです。 るのです。彼は生涯この地にとどまっ
幸いオーロビンドは、持ち前の抜群の

て、ヨーガ、それもとりわけ瞑想の実

探究心と理解力とによって、イギリス

修体験をベースに、人類の実態と可能

での厳しい試練に耐えて名門セント・

性をめぐる一連の膨大な著作活動を続

ポール校からケンブリッジ大学へと順

けながら、後進の指導に当たりました。

調に進んで、古典学では首席の成績で

政治への関心は生涯失われることはあ

大学を終了するのですが、すでに揺る

りませんでしたが、イギリスからのイ

ぎないものとなっていたインド独立革

ンドの解放というテーマに代わって、

命への憶いから、インド統治の高等文

無知からの人類の解放と、霊的進化に

官試験だけはあえてボイコットして、

よる人類の統一という理想が、新たな

帰国後はバローダ藩王国の政務官とし

目標となったのです。

て働くかたわら、ひそかに革命運動を

さて、オーロビンドの思想を紹介す

準備していたのです。しかしながら時

る前に、その思想と哲学的生涯を理解

到ったと見るや、当時の政治運動のメ

するための決定的な鍵となるオーロビ

ッカ、カルカッタに赴いて、政治・ジ

ンド自身の言葉を二つ、紹介させて下

ャーナリズムの世界で急進派のリーダ

さい。

ーとしてたちまちにして頭角をあらわ
「・・・ところが監獄には、
「ギータ

すのですが、その間に起こった要人暗
16

ー」と「ウパニシャッド」を携えてい

ときの言葉は失われてしまったが、よ

ったので、私は「ギーター」のヨーガ

り低い自己のうちにより高い「自己」

を実修し、
「ウパニシャッド」を頼りに

を形成せよといった内容のものであり、

瞑想をしたのです。
・・・疑問や難しい

それは、サーダナーが終りに近づいた

問題が生ずると、光を求めて、時折「ギ

頃、もう一度語りかけるという約束を

ーター」を開いてみたのですが、そこ

伴うものであった。そして以下に記す

からは助けや答えが返って来るのが普

のが、3 番目のメッセージである。
（1912 年 10 月 18 日）

通でした。
・・・監獄では、一人で瞑想
をしていると、2 週間にわたって、ヴィ

「カルマの完璧なサンニヤーサにな

ヴェーカナンダの声が絶えず私に語り

りなさい。

かけていたので、私は嘘偽りなく彼の

思考の完璧なサンニヤーサになりな

存在をありありと身近に感じていたの

さい。

です。
・・・その声が語りかけてくるの

憶い（感情）の完璧なサンニヤーサ

は、霊的経験の、きわめて重要な限ら

になりなさい。

れた特殊な分野でのことでしかなく、

これが、私の最後のメッセージです」

そのテーマについて言うべきことを言
い終わると、その声はぴたりと止まっ

以上でおわかりのように、何と、シ

てしまうのでした。
（「Sri Aurobindo on Himself」より）

ュリー・ラーマクリシュナこそがオー
ロビンドの影のスーパーヴァイザーで

1912 年 12 月 5 日の日記（「Record of

あり、ヴィヴェーカナンダこそがオー

Yoga」より）

ロビンドの影のチューターであったの

・・・10 月 18 日に・・・シュリー・

です。

ラーマクリシュナより 3 回目の、そし

オーロビンドによれば、永遠の実在

て最後のメッセージが届いた。最初の

でもあり、永遠の意識でもあり、永遠

メッセージはバローダで届いたもので、 の至福でもある絶対者ブラフマンは、
「オーロビンドよ、寺院を建てなさい、

その全き自由意志にもとづいて、イン

寺院を建てなさい」というものと、蛇

ヴォリューションという退縮のプロセ

のプラヴリッティ the snake Pravritti

スを繰り広げることで天地万物を形成

が自分をむさぼり食らっている寓話と

し、みずから無限に多様な物質的現実

であった。次のメッセージが与えられ

となってこの世にくだるのです。

たのは、ポンディシェリーに到着して

生命も意識も欠いた、ただの死せる

すぐ、シャンケル・チェティ Shanker

物質的現実と見えるもののうちにも、

Chetti の家でのことであったが、その

ブラフマンの永遠の実在と意識と至福
17

とがそっくり姿なきままに息づいてい

世界への脱皮をとげようとしている、

るため、やがて時が到ると、死せる物

なくてはならない仲間ではないか、と

質のうちから生命が目覚め、盲目的生

いうわけです。しかしこうしたすべて

命のうちから意識が目覚め、おぼろな

の主張も、神の魂こそが我が魂であり、

意識のうちから精神が目覚めてくるの

神の生命こそが我らが生命なのだとす

です。インヴォリューションのプロセ

る、ヴェーダーンタ哲学の本髄に発す

スによって形成された天地万物が、エ

るものであることは、言うまでもあり

ヴォリューションという進化のプロセ

ません。最後に、オーロビンドの 1100

スによって順次より高い世界に目覚め

頁にも及ぶ大著『神の生命』も、ある

ながら、有限で束の間の世界を除々に

意味では、彼の事実上のチューター、

脱して、もと来た絶対者ブラフマンの

ヴィヴェーカナンダの、「人間の本性」

世界に近づいていくのだというのです。 と題するわずか数頁分のロンドン講演
だとしたら、精神に目覚めた人類が、

の、綿密無類な注解の書なのだという

すでに精神のうちに息づいている超精

ことを申し上げて、本日のお祝いの言

神 supermind や超理性 superreason に

葉とさせていただきます。

目覚めて、さらに超人類への脱皮の道
今月の思想

を辿り始めないはずはなく、古代イン
ドのリシたちや、天使・菩薩などに象
徴されるような、慈悲と智慧の権化と

自由な人間とは、自らの思考の果て

化した存在にまで高まれないはずはな

まで行くことを恐れない人のことであ

いではないか、というのです。

る。（レオン・ブルム）

このようなオーロビンドの主張を象
徴するのが、
「遍在する、聖なるまこと

〜土曜サット・サンガのご案内〜

の現実」という言葉であり、
「インヴォ

「バガヴァッド・ギーターとウパニシ

リューシォンとエヴォリューションの

ャッドを学ぶ」

循環」という言葉であり、「神の生命」
という言葉であり、
「全一的統合」とい

哲学書『ウパニシャッド』はインド思

う言葉なのです。

想の源泉です。

このように、存在する一切がまさに
神の生命を宿した聖なる現実だとすれ

ウパニシャッドを知ることなしにヨ

ば、私たちのからだやこの世の現実は

ーガを実修することは、迷い道を歩む

もとより、いかなる二分法の片割れも、

ようなものです。

切り捨てられるべきものは一つとして

今回は、ウパニシャッドの意味、作

なく、存在する一切が、本来の聖なる

者である賢者たちなど、基礎的な知識
18

から、ヴェーダ聖典、ヴェーダーンタ

ョン日本支部

思想についてお話いたします。

会会長）

日本ヴェーダーンタ協

インド・コルカタ（カルカッタ）生ま
れ。歴史学修士。

そしてさらに深く、至高の存在（ブ
ラーフマン）内なる自己（アートマン）

1974 年インド最大の僧団ラーマクリシ

の関係を説いていきます。

ュナ・ミッションで出家僧となる。
ヴェーダーンタ、ヨーガ哲学を研鑚。

また、聖典『バガヴァッド・ギータ
ー』は、ウパニシャッドの精髄といわ

1993 年日本ヴェーダーンタ協会に赴任。

れ、日常生活を通してヨーガを実践す

大聖ラーマクリシュナ、スワーミー・

る方法が説かれています。

ヴィヴェーカーナンダの思想を伝える
ために各地で講演。

これらを学び知ることによって、皆

インド思想のみならず、歴史学者とし

さんが幸せになり、瞑想は深まるでし

ても活躍。近著に『聖地ベナレスの歴

ょう。

史』がある。
講義はメダサーナンダ師が日本語でお

瞑想で心を調え、基本的な理論を学

話します。

び、実践につなげましょう。
易しく、ユーモアにあふれた解説で、
講師がお話いたします。是非ご参加く

【スケジュール】13:00：受付開始

ださい。

第1部

13:30：チャンティングと沈黙

の祈り
13:35：聖典『バガヴァッド・ギーター』

記

の概要と解説
【日

時】

14:50：質疑応答と瞑想

2010 年 11 月 13 日（土）

13：30〜17：00

15:00：ティータイム

【会

第2部

場】 ｢キャンパスプラザ京都｣

5Ｆ第 1 演習室

Tel：075-353-9111

の祈り
15:35：聖典『ウパニシャッド』の概

京都市下京区西洞院通塩小路下ル
（ＪＲ京都駅北側から徒歩 3 分
郵便局西側

15:30：チャンティングと沈黙

要と解説

中央

16:50：質疑応答と瞑想

ビッグカメラ前）

17:00：閉会
【講

師】

スワーミー・メダサーナ
員】 30 名様（定員になり次第、

ンダ師

【定

（インド、ラーマクリシュナ・ミッシ

締め切らせていただきます）
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【受講料】 2,500 円（どちらか 1 部の

発行：日本ヴェーダーンタ協会

み受講・・・1,500 円）当日お支払い。

249-0001

テキスト代は含みません。

Tel: 046-873-0428

神奈川県逗子市久木 4-18-1

Fax: 046-873-0592
【お申込み・お問い合わせ】

Website: http://www.vedanta.jp

下記の

担当者が、E-mail または FAX でお受

Email: info@vedanta.jp

けします。氏名・住所・電話・Ｅメー
ルアドレスをご記入ください（なお、
氏名と住所にはフリガナをつけてくだ
さるようお願いいたします）。
【締め切り】

11 月 6 日（土）

【ｷｬﾝｾﾙ】 速やかに下記までお知らせ
下さい。
※今後、当講座「バガヴァッド・ギー
ターとウパニシャッドを学ぶ」は、2
か月に 1 度実施する予定です。日程・
場所は追ってお知らせいたします。
テキストは、日本ヴェーダーンタ協会
『ウパニシャッド』
（￥1500+税）と『シ
ュリーマッド・バガヴァッド・ギータ
ー』
（￥1400+税）を使用する予定です。
必要な方はお申し込み下さい。
以
主

上
催：日本ヴェーダーンタ協会（イ

ンド、ラーマクリシュナ・ミッション
日本支部）
担当：前田きく江
E-mail: hau11340@tree.odn.ne.jp
FAX: 0797-77-2178
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