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《シンプルでいること ― 知識あるヨギのシンプルライフ》 

 

「責任、権利、正義」〜ジェンティベン 2017年 2月 19日 マドバンにて 

 

 責任について話す時、自動的にシンプルでいることについて考えるのではなく、その時に起きているたく

さんのことについて考えるものです。 

 

権利について考える時、シンプルでいることは通常、権利につながる言葉ではありません。 

  

さらに正義と、シンプルでいることについてです！ 

  

ですから私たち皆が本当に長い間探求してきた課題について、いつもとは違う見方を少しして、こうしたこ

とのすべてについてババが何と言っているかを見てみましょう。 

 

自分の基準を、いつもババ、つまりこれについてババは何と言っているだろうということに置けば、エッセ

ンスに戻れます。 

  

❖ 責任 

ちょうど数ヶ月前に復習したとても素晴らしいムーリーを思い出します。サーカームーリーもアビヤクトム

ーリーもすべて素晴らしいですが、そのムーリーは、自分自身に対する責任、ババに対する責任、他の人た

ちに対する責任とは何か？という課題を取り上げていました。 

ババはすべての課題をとてもシンプルにします！ 

本当にそのエッセンスに戻るなら、「私はあれこれもしなければならない…」という様々な考えすべてで心

配したり忙しくしたりする必要もありません。 

 

 ババが話した最初のステップは、自分自身に対する責任を果たし満足を体験するには？という満足

についてでした。どのように自分自身に対して責任を果たして満足していることができるでしょう

か？ババは「シュリマットに従えば、そうなります。シュリマットに従うということは確実に自分

が満足するということです」と言いました。 

 

シュリマットはとても巨大な課題ですが、注意を払いチェックすることを実践するなら、自分の心の中で起

きていること、自分が発している言葉、交流、行動についてのクオリティに関して自分がシュリマットから

外れるのはどこか、とても速やかに気づくようになります。 

 

 チェックしてチェンジすることは私たちが頻繁に話してきたことですが、ババが昨日のムーリーの中で

"attention"(注意)という言葉を使った時、↓ 

 

(2／18 祝 福 : 全ての宝を配って、増やすことで、コンスタントに満ちている子どもでありマスターであ

りますように。 

父は全ての子どもたちに同じ宝を与えてきて、子どもたちをマスターにしました。一人ひとりが同じ宝を受

け取りましたが、満ちていない者がいます。その理由は、どのようにその宝の面倒を見るか、あるいはどの

ように宝を増やすかを知らないからです。宝を増やす方法は宝を配ること、宝の面倒を見る方法は繰り返し

チェックすることです。注意とチェックという両方の守衛がしっかりしていると宝はコンスタントに安全に

守られます。) 

 

私はそれがまさにキーワードだと気づきました。次々と急いで物事を行うなら、シュリマットの境界線の中

にいるのかどうか、その線から外れたのかに注意を払わなくなります。 
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自分の考えや反応の速度を落として、反応を対応に変えていきながら、物事の速度を少し落とすと、確かに

自分は何かを変える必要があることに気づくことができます。 

ただ忙しくしていると、自分が変える必要があるのかを知ることさえできません。 

ですから、シュリマットに従うことを通して自分自身に対して満足することがとても重要です。ババは言い

ます。「自分自身に思いやりと慈悲を持ちなさい」と。ですから自分自身に対する責任を果たすことは活動

の場全体においてとてもたくさんあります。 

 

ですから自分の人生の目的と人生の意義を見つけることについて話す時、それはある意味、自分自身に対す

る自分の責任ということですが、満足という言葉はその中でまさに中心部分を占めていると思います。 

  

自分が目的と意義を見出すなら、とても満足感があるでしょう。人生の中で私は何をしているのかというこ

とについて意義を見出すことです。「私はカルマティートになりたい」という究極の意義というよりも、「私

が行うこと」あるいは「私が行うことの目的は何か」ということに重要性があるのかどうかについて見てい

くと、自分が行動規範内にとどまっているかに気づき、自分に満足することも分かります。 

  

 2つ目のことは「ババが私のことを喜んでくれていることをどうしたら感じられるだろうか？」とい

うことです。マドバンだけではなくどのセンターでも、ババズルームに入ると、ババは本当に私に

微笑んでくれます！とたくさんの人々が私に話します。それは空想ではないと私は思います。それ

は、私が部屋のどこに座っていようとババの目が私を見ているかのようです。そのような感じです。

絵からだけではなく、自分自身の内なる感覚から「ババは私に満足しているだろうか？」というこ

とを実際とても明確に感じることができます。 

  

ババが私に満足していないなら、実際、自分の良心が噛みつき、ちょっと居心地が悪くなります。すると自

分自身にも満足できないし、ババが自分に満足しているとも感じることができない状態になります。 

  

ババは愛の海なので、ババはいつでも私たち皆に愛を与えていますが、時々、自分がババからとても離れて

いると感じる時があります、そしてそれは「ババに正直でいることによって、私はババに対して自分の責任

を果たしているだろうか？」ということにすべてつながっています。ババは言いました。「どの程度、私は

ババに正直だろうか？」と。私がババに正直でいるなら、ババが私を愛してくれているという大変な満足感

があり、ババは、はい、子供よ、すべて結構です。進んでいきなさい、と言うでしょう。 

  

 3つ目のことは他の人たちに対する私の責任です。今それは大きなことです！なぜでしょうか？私が

他の人たちに対してたくさんの責任があると感じる人たちもいるかもしれませんが、私は同じよう

に感じる必要はないかもしれないからです。これをするのが私の責任だ、あれをするのはあの人の

責任だと人々は考えます。 

  

ババはとてもシンプルな方法を教えてくれました。それはあれもこれも行うことについて心配も懸念もする

必要はないということです。ある人たちを満足させるのはとても簡単ですが、別のある人たちを満足させる

のは簡単ではないからです。彼らを満足させようとすると、彼らの欲求のリストは大きくなっていきます。

その時どうしますか？その全てにどのように合わせますか？それが可能ではない時もあります。ババは言い

ました。あなたが彼らに敬意を払っていることをただ確実にしなさい、と。 

  

彼らについて、自分が敬意を払うに値するかどうかは問題ではありませんが、自分がするべきことは、自分

自身の中に敬意を払うサンスカーを作り出すことです。それは金時代に自分が一緒に持っていきたいクオリ

ティだからです。家に帰る前に今、自分しかその準備をすることはできません。 

  

ひとたび家に戻る旅路が始まると、それについて何もすることができません。なされることは何であっても

なされます。私はサイクル毎にそれをします。まだ今この時私たちには時間があります。 
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ババは、OK、今、自分のカルマを清算しなさい、と言って遊離しているわけではなく、ババは尚、愛に満ち

た両親の役に就いているということを私たちに思い起こさせています。あらゆる方面においてまだ愛と支え

と援助があります。 

  

今この時、私はただこのことに注意を払えばいいだけです。私は皆に対して敬意を払っているだろうか？と。

私が誰かに対して「No」と言わなくてはならなくても、ハートには彼らに対する敬意を持ち、敬意を持って

言葉を選ぶなら、自分ができる最善のことをした、自分がすべきことを果たしたことがわかり、残りは何か

しらのカルマの勘定やお互いのサンスカーなど何であれ、あとは私の知るところではありませんが、本当に

心配のない者でいられます。けれども少なくとも自分ができる最善のことをしたことがわかります。 

  

その特定のムーリーを思い出し、私はただ「責任」をそのシンプルな方法で考えます。それがシンプルでい

ることに至る方程式だと私は思いました。「この状況における私の責任は何だろう？」ということについて

混乱するときはいつでも、このシンプルな方程式に戻りましょう。この方程式に戻る度に、自分が軌道にい

て大丈夫だということがわかります。常に向上と前進の余地がありますが、大丈夫です。 

  

 

❖ 権利 

自分の権利に関してですが、自分が持つ権利のリストはどのようなものですか？ 

実際ババ以外誰に対しても私には何の権利もありません！ババはあらゆる権利に対する許可を与えます。つ

まり私を子どもでありマスターにします。ババが持っているすべては私のためにあります。それが私の権利

です。 

 

他の人たちについて言えば、私は他の人たちからどんな権利を得ることを期待していますか？ 

他の人たちが私にある特定の権利を与えるなら、相手が私に望む期待の糸もあるということです。 

ですから、私がある特定の「権利」を受け取るなら、この場合、相手の期待は何であるか、そして相手に対

する私の責任として相手が見ているものは何であるか、ということについて考えることは、常にとても重要

で役に立つことです。他の人たちから私は何の権利を得ることを期待しているのかについてとても気をつけ

ていることが最善です。 

 

ある特定のコミュニティの中で私にはどんな権利がありますか？ 

「権利」というこの言葉からとても遊離していることです。そしてスピリチュアルなレベルでただそれを受

け取ることが最善です。私たちは皆、スピリチュアルな旅路にいるからです。 

 

他のコミュニティ、例えば新しい時代のコミュニティや宗教のコミュニティの中では、とても明確な区別が

あります。「これらがルールです」「これらが権利です」「これらが責任です」と。 

 

ババの場合は、そのように白黒、明確に区別をつけるということはありません。物事を探求し物事を様々に

見ることができる余地があります。ですから、私の見方は適切な見方でしょうか？あるいは他の誰かの見方

が適切な見方でしょうか？ 

  

2人の人たちが同じ状況を様々な見方で見ることがあり得ることが私たちにはわかります。ですから「これ

らは私の権利です」という問題全体が全く違ったものになります。特に私たちがずっと一緒に暮らしている

とき、それはたくさんの葛藤を引き起こしかねません。リトリートの場所に住んでいる者たちは、朝から晩

までお互いの権利について見ています。その中でうまくやって行き幸せで満足していられるには高度なスピ

リチュアルな理解と自覚が必要です。 
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ロンドンのようにたくさんの生徒たちがいてたくさんのサンスカーと自分の権利が何であるかについてた

くさんの期待があるところの状況について考えると、それらを説明するのはあまり容易なことではありませ

ん。 

 

けれども 2つのことがあります。ここはファミリーでもありますが、大学でもあります。 

家族の中にも「秩序」があります。「神聖な秩序」があります。私たちは「ヒエラルキー」のあるこの世界

が好きではありませんが、その意味はとても素晴らしいです。それは「神聖な秩序」という意味だからです。 

  

神聖な秩序とは何でしょうか？神聖な秩序はスピリチュアルな秩序です。ですから自分の年長者に対してだ

けではなく、人に敬意を払うことは、一つひとつの関係において必要不可欠なものです。 

 

両親、年長の兄弟、年下の兄弟などのヒエラルキーの場における神聖な秩序だけではなく、大学内でも従う

べきとても厳しい規律と規則があります。そのことについて「パンダブ軍」として考えるなら、それはさら

に厳しいものになるでしょう！軍隊についてご存知なら、列からちょっとでもはみ出すことはできないとわ

かります。 

  

1950年代、イギリスでは兵役の強制が継続していて、その後、60年代になると終わりました。兵役の強制

があった 50年代と 60年代初期の時、私が思い出すのは、そこから出た人々は兵役によって規律を学んだと

言うことをかなり頻回に言っていたことです。 

 

家でいつも規律を学ぶわけではありません。両親は自分の子供たちに規律を教えるものですが、特に 70年

代や 80年代は少なくとも西洋世界には規律は何もありませんでした。 

バラットにはあるレベルの規律があることがわかります。時に、あるとても閉鎖的なコミュニティでは規律

は非常に極端です。私がジャイプールにいた時、マハバールコミュニティの中にいましたが、朝のクラスに

義理の母親がやって来て、10時に義理の娘がやって来ると彼らは言いました。2人とも同じ家族からやって

来るのに、今日までなお続いている彼らの礼儀作法に応じて、義理の母親と義理の娘は同レベルに座らず、

義理の母親は義理の娘より高い席に着くことになっているからです。 

礼儀作法や規律について言えば、それはかつて自然で敬意に満ちたものであったとしても、カリユグの終わ

りまでには完全に非常識なものになってしまいました！ 

 

もちろん、私たちは規律などに反応しますが、大学の観点から見ると、学校や大学内で何を求められるかに

ついて考えるのは難しくありません。すると、そうです、大学にはある特定の規律やガイドラインがありま

す、と気づきます。 

 

特にたくさんの学生たちとたくさんの様々なサンスカーがあるところ、ほとんどの国々が今、国際的なので、

世界中からやって来て様々な見方をする人たちがいるので、私たちは皆ババのシステムやマリヤダに従って

いますが、常に規律や行動規範の境界線を押し広げようとする働きがあります。 

 

私はそれに対処するのに 2つの方法があることがわかりました。 

 

一つ目の方法はただ微笑み続けることです。誰かが線から外れても、顔をしかめずに、ただ微笑み続けてい

ることです。そうではなく、あなたが反応したら、確かに彼らがしたことは間違っていても、あなたの反応

も間違っています。そしてこの「2つの間違い」は何も正しません。 

 

それに対処する 2つ目の方法は、クラスで一緒にその課題を取り上げることです。そうすればあなたが彼ら

を指摘しているとは誰も感じません。ですから、あなた方皆が話していることはスピリチュアルな課題にな

ります。 
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 ムーリーの復習はそれをするのに素晴らしい時間です。ムーリーの中に現れることは何であれ今起

きていることに結びつけることができるからです。けれどもムーリーの最中にそれをしないように

しましょう。ムーリーは神聖なものであるべきですからムーリーの最中にあまり議論しすぎないよ

うにすることです。ムーリーは神が私たちに話しているものなので、ムーリーはそのままにしてお

くことが重要です。どこかしらで幾らかコメントするのは大丈夫ですが、話し合いはしないことで

す。ムーリーの後、ほとんどの場所ではムーリーの復習をします。ですからムーリーの復習が対話

形式なら、その中でババがムーリーの中で取り上げたポイントは何であれそれについて話し合いま

しょう。質問も上がりますが、その時は質問について話すこともできます。ですからそれは良い機

会です。 

 

 もう一つの方法は誰かに個人的に話すことです。私たちは先輩「シニア」や後輩「ジュニア」とい

う言葉が好きではありません。より多くの体験がある者にそのことについて話して、それがどのよ

うな効果を奏するかを見ることが援助になります。私の権利と私の責任というこのバランスについ

ては世間ではすっかり誤解されています。ですから人々はとても攻撃的になり、それについて暴力

さえ振るいます。ですから「それは私の権利です」というサンスカーがギヤンの道においても多少

続いている人たちがいます。 

  

 けれどもババの子供としての自分の権利とは、ババが私に提供してくれるすべてを受け取ることができる

ことと理解しましょう。 

  

ババの学生としての私の権利とは、ババが私に与えて教えてくれる方法に従い、知識の宝のすべてを受け取

ることができるということです。 

  

サットグルのシュリマットに従っている子供としての私の権利は、完全に従順であるということです。 

  

この「権利」という表現はごちゃ混ぜになりとても誤解され得るものだとわかりますが、この最初の側面「私

の権利とは、神が持つ私と分かち合いたいと望んでいる宝のすべてを私にくれることに関して神が私に与え

てくれる権利である」ということをただ保っていればいいだけです。 

 

再び「これについてババは何と言っているだろう？」という方程式を見て、そしてエッセンスに戻ると、シ

ンプルになることがわかります。そしてもう複雑にしないことです。 

  

物事を複雑にする一つのことは、心のエネルギーをたくさん費やすことです。私たちはあまり持っていませ

んから、自分が持っているものは何であれ、大切に使って取っておいて増やしたいと望みます。エネルギー

を生み出しエネルギーを消費するよりエネルギーを創り出せるようになりたいと望みます。複雑にすること

によって自分のエネルギーが失われます。そうしたくはありませんね。 

  

 

❖ 正義 

 

正義はシンプルでいることとどんな関係があるでしょうか？ 

 

時に、特に責任という課題において、怒りと正義感が入って、私たちは、誰かがこうするべきだ、あるいは

誰それがこうするべきだ…と感じます。 

  

けれども正義という言葉は、ババは使っていません。ダルマの道に従うことが正義の道です。そのように訳

すべきです。正義は以下の意味以外ババの表現にはありません。ダルマの道が正義の道であり、そして私た

ちにとってダルマとはダルナということです。 
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各宗教間グループにおける会話を思い出します。2人のキリスト教徒の方がいました。課題全体は「法と秩

序を強化したいとき暴力は容認される」というものでした。その課題のタイトルで、金時代に物事がどのよ

うに起きたかを理解するよりも銅時代以降そうした考えがたくさん起きたということがわかります。その会

話を聞くことで宗教は銅時代になってからしか始まらないこと、ダルナ、神聖さ、正義は合流時代のもので

あり、金時代へと続いていくことを改めて自覚しました。 

  

彼らは平和を保つために暴力を使うことについて話していました。各宗教間グループの一員であった仏教徒

やヒンズー教徒はそれに関してとても明確な見方をしていました。非暴力の道に従うべきだ、と。彼らも、

もはやいつもそうであるとは限らないことは、私はわかっていますが、少なくともその課題の理解に関して

はとても明確でした。ですから平和を保つために暴力を使うことについて話していたのはそれぞれ違う宗派

出身の 2人のキリスト教徒でした。そのことが彼らの特定の信仰と関係していることだとは思いません。そ

れは聖書に基づくことというよりも彼らの個人的な意見だったと思います。けれども一方は平和を保つため

に真実を求めて戦うことができなければならないと言っていましたし、もう一方は暴力があれば平和は決し

て起こりえない、暴力があれば真実は決して起こりえないと言っていました。 

 

 私たち皆が目の当たりにしたことはとても感情に訴えるものでした。その集まりには私たちは 20人ぐらい

いて、その時までの雰囲気は完璧な調和がありました。 

 

私たちは環境について話していました。様々なバックグラウンドの人々のほとんどは、彼らがどんなバック

グラウンドからやって来たとしても、人間には、果たすことができなかった自然に対する責任があるという

ことを皆が受け入れていました。 

  

この平和と暴力の課題、宗教が暴力に対して、つまり「正義にかなった怒り」に対して yesと言うことはど

れほどかけ離れたことかということについて、様々な宗教の見方全てが非常に一致していました。 

 

ですから、実際そのキリスト教徒の方は「これが起きた、そしてその時には正義にかなった怒りがあった」

「神には正義にかなった怒りがある」ということについて聖書からたくさん引用していました。神にも正義

にかなった怒りがあるということを彼らは取り上げていましたが、実際、それは真実ではありません。 

 

どんなレベルの怒りや暴力にも対応することをババが私たちに求めるような状況はありません！その状況

においても、従うべき必要のある規律と行動規範があります。 

 

その行動規範に従うということがなければ、どうなるでしょう？ 

 

ダディプラカシマニと彼女がマドバンで物事に対処した方法を思い出すと、彼女の権威が直接及んでいたの

はマドバンに関して、でした。他のほとんどのことはゾーンに任せていました。彼女はダディジャンキに外

国の状況に対処するよう言いました。 

 

ダディプラカシマニがマドバンで起きることにどのように対応したかを私たちは見たものです。そして彼女

の対応は混乱の余地もないほどとても明確で率直なものでしたが、怒りや憤慨の決してないとても冷静なも

のでした。事態が本当に深刻なものなら、その人を呼んで「今あなたは一年間家に帰る時です」と指示を出

したものです。 

 

マドバンファミリーはとても少なかったので、誰かが突然去って行ったら、私たちは、彼らはどこにいるの

ですか？と尋ね、そして彼らは一年間家にとどまるようにと言われました、と言われたものです。ここにい

たあなた方の多くはその場面を思い出すことでしょう。 
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規律に沿って行動することがヤギヤで起きていることです。そうでなければ、間違っていることは何であれ

何倍にも大きくなるからです。そして何人がそのカルマによって影響されることでしょう。けれども、ただ

反応するよりも、それは思いやりの精神で平和に対応がなされるべきです。 

 

ダディプラカシマニは大抵、決断するためにマドバンチームを集めたものです。今もなお機能しているマド

バン委員会があります。様々な人々がいて、様々な時に委員会に参加していました。けれどもマドバンで、

一般的にヤギヤで起きることを決めるのはそのチームでした。世界に渡るヤギヤ内の全てのことに対するガ

イドラインと規律があります。 

  

ですから私が反応しているなら、関わる人にどんな利益があるかを理解するというプロセスを踏んでいませ

んし、私は家族の中に平和と調和の状態を作り出すことについて考えていないということです。けれどもそ

れが、自分がする必要のあることです。私は一歩一歩、プロセスを踏んでいく必要があります。 

  

再び、ババのマリヤダとは何かを思い出すならシンプルになります。マリヤダの線から外れて何かが起きて

いるなら、損失を抑えようとするステップを取る必要があります。 

 

ですから「正義」とは私たちが使う言葉ではありません。「正義にかなった怒り」「義憤」は役に立たない

ことです。 

 

時にババがムーリーにおいてとても強く話す時、人々はそのことについて尋ねます。ババはとても愛らしい

一方で、ムーリーの中でとても強く話す時があるのはどうしてですか？と。 

 

このことを疑問に思っていた一人の男性がいました。初期の頃は、8ヶ月間ババの知識に従ってからマドバ

ンに来るというシステムはまだ、ありませんでした。私たちがサーカームーリーの中で聞いたことは「あな

たが信頼を抱くや否や、私はババに会いに行きたいです、と自分の教師に言いなさい」ということでした。 

 

今は様々な理由で、私たち皆が従うべき規律やガイドラインがあります。けれどもその時はデリーにとても

新しい一人の生徒がいて、彼はババのムーリーを愛していましたが、ババのムーリーの中でとても強い語り

方に関しては反応していました。シスターたちはババがこうした全てを話す時、それは私たちの利益と向上

のためであり愛から話しています、と彼に話しましたが、彼は自分自身で分かりたくて、なぜババはそのよ

うに強く言うのかをババに尋ねたいと思いました。 

 

 ですから、彼はマドバンにやって来ました。ババが話したムーリーの一つはとても強いムーリーでした！

けれども素晴らしかったことは、彼がババの顔を眺めて、ババの声のトーンを聞いていたことでした。言葉

は非常に強い一方で、ババはとてもソフトで優しくそのことを話していたことを彼は感じることができまし

た。ですから、その魂は、ババの役においてババは私たちを向上させるためにやって来たのだから、ババは、

私たちに何ができて、何ができないか、そして何かの結果として起こる影響の全てについてとても明確であ

る必要があるということ、けれども、さらに、それはただ純粋な愛であり、ババの中に愛以外は何もないの

だ、ということを理解しました。 

 

ですから正義に関しても、エッセンスに戻りましょう。魂にとって向上とはどういうことでしょうか？ 

  

ある規律やマリヤダに従わないというサンスカーが続くことは、向上ではありません。それは問題になって

いくでしょう。けれどもそのことについて怒ることも向上ではありません。では私がする必要のあることは

何でしょうか？ 
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自分自身に尋ねることは「私は、相手を支えて向上もさせることができるように、どんな感情的反応も起こ

さないほど、十分遊離できるでしょうか？」という質問です。自分が遊離すると、適切なことが起こります。

魂は脱落せずババから離縁することもありません。 

  

ただ「正義にかなった反応」をするなら、危険なことに自分の反応が相手の魂をババから離すようなもの、

つまりその魂が続けていくことができなくなるようなものになります。 

 

自分にそのような責任はないことを必ず覚えておくことです。私が魂を軌道から押し出すような何かをした

り、何かを言ったりしなくても、神の子供を見つけるのは十分難しいからです。今もっと大きな絵の中で、

シンプルでいることの課題を探求しましょう。 

 

  

❖ シンプルでいること 

 

私はエネルギーについて考えます。全てのものがエネルギーだからです。どうして私たちはババに会いにマ

ドバンに来たいと思うのでしょうか？今は家の画面上でババを見ることもできるのですから、そちらの方が

ずっと心地良いはずです。マドバンへの旅路や 25000人の只中にいることはとても居心地悪いものですが、

私たちはそのエネルギーのためにここにやって来ます。ダディたちがホールに歩んで来るや否やそのエネル

ギーを感じます。 

  

(バップダダミーティングが始まる前、ダイヤモンドホールの)ステージ上に瞑想をコンダクトするヨギたち

が一列に並ぶと、彼らはまるで一つの世界にいるようであり、彼らの世界はとても美しいヨギの世界である

ことに気づきます。彼らはホールで起きている社交のすべてに本当に気づいていないことがわかります。自

分はただ静かにしてババと一緒にいます、とよく言うものですが、とてもたくさんの人々が行き交い、ハイ、

こんにちはと言ってハグし合うことはババのミーティングのドラマの一部です。ヨガのエネルギーがつくら

れている一方で、ホールの残りはお互いに会いたいと望みます。 

  

けれどもホールにいて、ダディたちが入って来るエネルギーを感じると、以前にはなかった沈黙が訪れます。

それからダディたちが別れを告げて、ダディゴザールが離れて飛んでいきます。これはダディゴザールだけ

が行くことのできる旅路であるとダディたちが知っているとてもスイートな場面です。けれども私たちが、

ダディゴザールだけがステージ上にいるのを見るとき、エネルギーがさらにやって来ます。そこには実際す

でにババが存在しているフィーリングがあります。ババが存在しているとても力強いフィーリングです。 

  

エネルギーを高めてその中でババとつながり、その力をどんどん受け取ってそのエネルギーを自分に入れる

ことです。すると私はそれを他の人たちと分かち合う道具になることができます。 

  

そのように奉仕がどんどん起きる必要があります。ただ私たちの存在を通して…です。人が私たちのフィー

リングやバイブレーションを感じることができるのは、言葉を通してではなく、私たちの存在を通して、で

す。 

 

このことは自分の考えやサンスカーと大いにつながっています。自分のサンスカーのクオリティがどうであ

れ、そのクオリティが発せられて、他の人たちはそれを受け取ります。 

 

 ダディプラカシマニはこのトーリーの費用、あのトーリーの費用について(パンダバーバンの)コートヤー

ドで真剣に話していたものです。彼女は一つひとつのトーリーの費用について知っていました！けれども忙

しい心の状態にあるその場面を見たことはないでしょう。すべてのことをとても静かな場面の中で見たこと

でしょう。そしてこの美しいエネルギーを受け取ったことでしょう。そうです、専念はしていますが、静か

な心の状態がありました。どうしてそれが起きたのでしょうか？彼女はその時、良いバイブレーションを分
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かち合おうとは考えていませんでしたが、それはとても自然でした。彼女はすでにその変革のプロセスにい

ました。彼女のサンスカーにあるその純粋性を感じたものです。 

 

ヨガとシンプルでいることの課題をつなげてみましょう。ヨガの力によって私のサンスカーはとてもシンプ

ルになります。複雑にはなりません。そして私のサンスカーは再び極めて純粋で清潔になります。 

  

サトプラダーンの状態について考えると、その状態のシンプルさ、純粋性、無垢について考えます。それは

私が今日達するべき状態です。そのためにとても速くとても強力な形で心がグルグル廻る原因になるものは

何であれ、その原因を取り除く必要があります。それを止めて変えて変革することを身につける必要があり

ます。 

  

自分の心に対処して心を純粋性の軌道上に保つなら、シンプルでいることは自分が努力においてしているこ

との大部分になります。 

  

ヨガに関してですが…たくさんのことについて考えているなら、魂の意識の状態に戻るには時間がかかり、

ババとつながりを作るのも時間がかかることが分かります。 

  

けれども自分の考えを何とかシンプルに保つなら、つまり考えを複雑ではなく、なぜ？どうやって？けれど

も…などがない状態で、考えをとてもシンプルに清潔にとても純粋に保つなら、その瞬間でさえ自分がどれ

くらい魂の意識であるかがわかります。 

  

私は自分自身で魂の意識をチェックするとてもシンプルな方法を見つけました。私は考えすぎているだろう

か？あるいは私の考えは静かだろうか？とチェックします。私が考えすぎると、意識はここ(体の意識)から

ここ(体の意識)へ移ります。私の考えのスピードが減っていき考えがシンプルになるなら、それは叡智にな

ります。 

 

今日の世界において哲学的な叡智はとても複雑です。議論しグルグル廻って別の角度などから見ます。 

  

けれどもママのムーリーやダディのクラスはとてもシンプルです。最近のアビヤクトバップダダのムーリー

はとてもシンプルです。過去のムーリーは大変深く、とても力強いですが、とても明確です。サーカームー

リーのエッセンスやバイブレーションをキャッチするなら、ババの言葉があなたを洗い流してくれ、あなた

を再び純粋で清潔に沈黙にしてくれることを感じます。ですから、シンプルでいること、純粋性、考え過ぎ

ないこと、そして魂の意識は自分のヨガのステージを強くすることができる方法になるのです。 

 

 今日私たちの多くが自分のサンスカーが変わっていないと感じるなら、私たちは自分のサンスカーに何と

か対処して行動において何も粗雑なところはなくても、サンスカーの変革がまだ起きていない、つまりサン

スカーの変革が起こる必要があると感じているということです。ですからヨガのクオリティを高める方法を

見出す必要があります。ヨガのために特別な時間を作り出すことが見られません。もしそうできるならそれ

は素晴らしいことです。 

 

例えば、一月の間、特別に 10分間タパシヤをした時、たくさんの国のたくさんの人たちが、あれはとても

力強かったと私に話してくれました。ムーリーを聞くとムーリーによって私たちは静かになり、きれいにな

って浄化されます。ギヤンが魂をきれいにするというとても力強い目的を果たすからです。ババが私たちに

与えてくれた一つのタパシヤのポイントを聞いてから 10分間皆がそれを体験しましたが、それはとても力

強いものでした。 

  

ですからヨガのために特別な時間を見出そうとするよりもヨガのクオリティを高めることが重要です。ヨガ

のために特別な時間を取れるなら結構です。取れなくても結構です。少なくとも自分のヨガのクオリティを
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高めましょう。ヨガのクオリティは大抵、一日を通して自分の人生に起きていることや物事に対する私の対

応や反応に大きく左右されます。 

  

ただ自分の考えを減らして心の状態をシンプルにすることが、ヨガを力強い形で高めていく方法になります。

そのようにするとサンスカーは自分の中で望む変革を遂げていくでしょう。 

 

 他の人たちがあることを取り上げて、あの人は 30年経っても変化が見られない、まだ同じままでいる、と

いうシグナルを送られることは、とても力強い鏡です。あるいはムーリーを読んでいると、アビヤクトムー

リーがとても明確なステップととても明確なステージを 1番、2番、3番まで示してくれますが、その全て

を読んでそれを自分自身のために鏡として使うこともできます。すると自分がさらにどこを変える必要があ

るのかがわかります。ですから、シンプルさとは完全な純粋性の状態に導いてくれます。そしてサトプラダ

ーンのステージが現実のものになります。 

  

以前、ババは、私たちにはまだラジョプラダーンのステージ、戦士、銀時代のステージのクオリティがある

ことについてたくさん話したことがあります。自分自身の中でまだ葛藤しているでしょうか？と。それはラ

ジョプラダーンからサトにシフトしてないということです。サトプラダーンはさらに次のステップです。 

  

ラジョプラダーンから速やかにシフトする一つの方法は、自分の心の中で起きている出来事をシンプルにす

ることです。さらに力強いヨガを持つことで、内面で起きている複雑さや緊張に対処できます。ですからエ

ッセンスを見出し自分自身にこう尋ねてみましょう。ババはこれについて何と言っているでしょうか？と。 

 

何千もの人間の意見、チャーニングがあります。ブラーミン家族の中でさえ、たくさんあります。けれども

自分を源、種につなげましょう。ババはこのことについて何と言っているだろうか？と。それをすると、い

つもシンプルさと純粋性があります。 

  

そしてシンプルさと純粋性を一緒に合体させると、自分がどれだけ純粋であるか、またシンプルでいること

の利益は何であるかも見えるようになります。 

 

そうでなければシンプルとは、バカ(単純)に近い感じであまり良くありませんが、シンプルで明確で清潔で

純粋でいることによってたくさんの感覚が現れてきます。それが、自分が人生で得たいものです。 

 

オムシャンティ 

 


