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「信じること belief からそのもの beingになる」"from belief into being" 

ブラザーチャーリー 2017年 2月 20日 マドバン 

 

 

先日のアビヤクトムーリーでババが言った一つのことは、私は本当に特別なポイントだと思ったのですが、

私たちは自分の永遠の役を今記録している、ということでした。千分の一秒ごとに自分が行うことは何で

あれ、それによって今、自分の未来のために記録していることがわかります。それは何と深いことでしょ

うか？私は自分の記録がこのマドバンを訪れること、この素晴らしい家族と一緒に私たちの美しい家に繰

り返し訪れることであるというが本当にうれしいです。 

 

私たちは皆、この素晴らしい旅路にいます。ババは純粋になりディーティになる目的について話しますが、

私は、その途上がどんなに困難でも、この学んでいく素晴らしい旅路のプロセス全体をとても気に入って

います。 

 

人生の旅路において私たちがどのように進んでいくかを何百もの方法で示すことができます。私たちは体

の意識から魂の意識になる旅路、不純から純粋になる旅路、傷つきやすく影響されやすい魂から揺ぎ無い

安定した魂になる旅路を進んでいます。けれども私たちは「信じること belief」から「そのもの being」

になる旅路も進んでいます。それも特別な旅路です。私たち皆がまだその旅路を旅しています。 

 

そして時に私たちのブラーミンライフにおける体験は、私たちが何を今学んでいるかを実際に強調してく

れます。 

一つの体験をお話ししましょう。私はロンドンでスピリチュアルな誕生を取ったので、子供時代はロンド

ンで過ごしました。かつて、ダディとデニースベンが BBCの宗教テレビ局の誰かと会う約束があり、私は

彼女たちと一緒のその男性に会いに行きました。彼は南ロンドンの教会で働いていました。彼のオフィス

の壁は床から天井まで本で埋め尽くされていました。そこは図書館のようでした！私は一部屋の中にそれ

程たくさんの本があるのを見たことがありませんでした！彼は明らかに素晴らしい学者でした。とてもた

くさんの宗教について本を読んできました。けれども私は彼の顔を見た時、知識がそのもの beingの状態

に変換されていないことが分かりました。なぜなら彼の顔は落ち着きや安らぎや満足を発していなかった

からです。彼の言うことを聞きながら、私はダディがとても謙虚に座っていて、彼女の顔がただ輝いてい

たことを見ました。ダディは本当にそのもの beingになっている化身のようでした。 

ですから私たちの旅路とは、信じるステージ‘belief stage’から出て、そのもの beingになるステー

ジ’being stage’に入ることです。 

 

別の体験があります。約８年前にメルボルンで世界宗教会議がありましたが、ダディはそこにいました。

ダディはラビ（ユダヤ教の聖職者）と話していました。彼はとても愉快な人でした。彼は、３つのこと、

情報、知識、叡智があると言いました。そして、こう言いました。私にはたくさんの情報があり、少し知

識がありますが、叡智が全くありません、と。彼は本当にとても謙虚でした。 

 

私たちは情報の世界に住んでいます。「平和」や「愛」のような言葉を検索すると、何百万という検索結

果がでるでしょう。外にはとてもたくさんの情報があります。 

知識は「哲学」です。つまり、論理の知識であり信仰の知識です。 

けれども、叡智とは、叡智と共に生き、叡智になり、叡智そのものでいることです。叡智は私たち皆がこ

うなりたいと望んでいる状態そのものです。 
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私はダディがかつてこう言っていたのを思い出します。全ての知識の究極の結果は、完全に愛に満ちた状

態になることです、と。それはとても特別なことです。私たちは学習して身につけ、真実を修得し、真実

を自分の深いところにもたらしますが、私たちが自分の意識から現して表現する形は愛そのもののステー

ジです。それはまるで私たちが真実を愛の状態、愛そのもののステージに変換するかのようです。そして

それは私たちの素晴らしい旅路です。 

 

信じること beliefは重要ですが、信じるとは何でしょうか？ 

信じるとは私は自分の真実を見つけたと自覚している状態です。自分の真実を見つけて自分の真実を吸収

し、それからそのことについて語ります。「これが、私は誰であるかということです。ここが私が属して

いるところです」と。それは、自分が何を信じているかを自覚している状態をつくりだします。 

 

けれども‘being’とは何でしょうか？‘being’は私が自分の真実を生きていると自覚している状態です。

私はただそのことについて考えて信じてそのことを説いているだけではなく、私は誰であるかというその

ものになります。 

 

信じること‘belief’からそのものになる‘being’この旅路とは何でしょうか？ 

それは知力の旅路です。私の知力は神の真実を理解します。そのこと自体が素晴らしい美徳です。そうし

て旅が始まります。真実は私の考え、気持ち、態度、視線、振る舞いに浸透していきます。すると、私は

知力にある知識を「私は誰であるか」という表現に変換し始めます。 

‘belief’ から‘being’への旅路はスピリチュアルな力の究極の状態です。 

ババが、スピリチュアルな力を自分の考えが自分の行動と一致しているときの状態と定義したことがある

のを私は覚えています。 

 

私にはたくさんの意欲的な考えがあります。私はこうになりたいと思います。私はここにいたいと望む場

所のビジョンがあります、と。自分が言いたいことや行いたいことはあまりなく、自分がどうありたいか、

という望みがあります。自分自身がそうである状態は自分が力強い魂であるステージです。私が望むこと

は実際、私の考えや振る舞いになっていきます。 

 

けれども最終的に、‘belief’ から ‘being’への旅路は天使になることです。根本的に私たちは天使に

なることをイメージします。 

どうして天使は非常に魅力的なのでしょうか？天使は beingのステージしかないからです。話したり説い

たり道徳を説いたりする天使は見ませんね。天使は実際、神の真実の生きている形です。そのため私たち

は皆ここでそうなります。 

 

この旅路にはたくさんのステップがあります。 

 

o 最初のステップは、体の意識の状態からブラーミンになるステップです。そしてそれは巨大な一歩です。

ライフスタイルがすっかり変わるからです。このステップの基礎は‘belief’(信じること)です。つまり、

ババの真実を信じることです。このステップは、私たちが実際にそのステージに入るかのようです。そし

て私たちを維持します。belief(信じること)から力を得るからです。 

 

o 2つ目のステップは、ブラーミンから奉仕ができる魂になるステップです。神が世界を変革するために

やって来たことを実際に認識し始めると、自分の時、お金、エネルギー、考え、言葉、行動を提供したい
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と望みます。けれどもそのステージの基礎は自分の役割 roleであることがしばしばです。私は奉仕家であ

ると自分を特定すると、それがアップダウンをもたらすことを私たちは知っています。 

 

o 次のステップは奉仕ができる者から天使になるステップです。私は、奉仕について実際に何かを行なっ

たりオーガナイズしたり計画を立てたりすることとは考えません。実際、天使であるとは「私は誰である

か」ということの現れです。 

 

私たちのとても多くは今この時点で、長い間、奉仕をしてきました。ですから私たちは天使のステージが

自分たち を引っ張っていると感じます。自分のサンスカーが向上して beingの状態に入るよう何かが私を

引っ張っているという感じがあります。私たちがそのもの beingの状態になると人々は私たちの輝く顔か

ら、慈悲のドリシティから、思いやりの感覚からメッセージを得ます。 

 

私たちはこれが長い旅路であると知っています。それは人生の旅路であり、学んでいく、つまり真実を体

験に変える旅路です。 

 

私はいつも自分自身の内面のこの旅路に魅了されてきました。知識を取る前の数年間は、私は旅人でした。

ここにいるたくさんの人たちのように、です。アジア、インド、中東、アフリカ、ヨーロッパの宗教のコ

ミュニティの中で暮らしながら世界をさまよっていました。私はあらゆる宗教の中で暮らしていました。

そして私が見つけたことは、私は人々が言った素晴らしいことが大好きであること、彼らは皆自分の特定

の信仰や伝統にとても力強い信念を持っていることでした。けれども私には「どのように信じていること

を体験に変えるのだろう？」という疑問がいつもありました。 

 

ロンドンに着いた時も私はまだ探していました。さまよい廻りながら、ロンドンの中心地、ハイドパーク

コーナーにある英国スピリチュアル協会と言われる場所に行きました。そこで私はダディとジェンティベ

ンに会い、即座に彼女たちには何かがあることがわかりました。光線があり、beingの状態があり、体験

の状態がありました。それが即座に私を惹きつけました。 

 

ですから、人々は私たちからフィーリングを確かに受け取ります。人々は私たちから微妙なものを確かに

受け取ります。最初にそのようにして人々はインスパイアされます。私たちが話すことよりも、です。 

 

瞑想は理論を beingの状態に変えると感じ始めたのはその時でした。 

 

私たちは神の知識を受け取り、神の真実を聞きますが、瞑想とは、内面でそれを beingの状態に変換する

練習です。そしてそれこそリアルなアートの形です。 

 

BKではない人たちに瞑想の方法を分かち合う時、何回も私が言うことは、最初のステップは「知ること」

であり、2番目のステップは「信じること」であり、3番目のステップは「体験すること」です、というこ

とです。 

 

それは、私は魂です、ということを知るのと同じです。私は魂です、と私は信じていますが、私が自分自

身を体験すると、それが平和のスペースを創り出します。それは自動的に真実をフィーリングに変換し、

私はフィーリングの形になります。 

 

これがババの方法です。沈黙に座り、崇高な考えの力を使って、それを崇高なフィーリングの力に変えま

す。それが実際に私を維持し始めます。 
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私がよくシェアする一つの体験があります。その体験が私にそれだけのインパクトがあるからです。私た

ちダブルフォーリナーが 1985年にオームシャンティバーバンでババに会うためにやって来たとき、ババは

私たち皆に瞑想コースをもう一度するように、と言いました！ 

ババはそれを「認識するコース realisation course」と言いました。 

 

ババの言葉は私の心にまだ刻み込まれています。ババは私たちに言いました。「あなた方は知識を知って

います。知識を信じています。けれども、知識を体験していません！」と。 

それからババは知識のポイントの一つひとつが体験につながっていると言いました。 

 

この世界では、人々は知識を持つと、それで終わりと考えます。ひとたびそれを知ると、おしまいです。

「私は知っている」と。とてもたくさんのことを知っている専門家たちの世界がありますね。 

 

けれどもブラーミンの人生において、知ることはまさに最初のことです。知る‘knowing’をフィーリング 

‘feeling’ に変換するプロセスがあります。信じていること‘belief’を平和の体験や愛の体験や属し

ている体験に変換します。そして私たちは皆それに時間がかかることがわかります。 

 

ババが「子供たち、知識を攪拌しなさい」と言う時、彼は実際こう言っています。子供たちが beingの状

態を創り出します。子供たち、知識を体験しなさい、と。 

 

私たちの旅路は理論を変換する旅路です。私たちは知性で物事を理解する環境の中で育ってきましたが、

感じて体験するように知力からその習慣を取る必要があります。 

 

そのため 1番目のステップは知ることであり、2番目のステップは信じることです。私たちは 1週間でそ

れをすることができます。次の 998ステップは、残りの BKライフになりますが、信じていることをフィー

リングに変換し、beingの状態に変換し、スピリチュアルな体験に変換する方法を自分自身に教育してい

きます。 

 

 

❖ 宗教と精神性には大きな違いがあります。 

 

宗教は知って信じることの方が主です。人々がある特定のことに信仰を持つと、しばしば、とても独断的

になり、原理主義的になります。 

 

時に私は宗教を 2次元的なものとして考えます。2次元は連結と切れ目があります。2次元は平面上のもの

であり深さがありません。宗教は時にそのようです。信仰はいくらか支えを与えてくれますが、実質がな

く深さがありません。 

 

精神性は 3次元的です。知って、信じて、体験そのものになります。体験するほど、どんどん深みに向か

います。それは魂をとても豊かにし精神的に力強くします。そのとき信じていることを体験に変換するア

ートの形を身につけていきます。 

 

自分自身を観察してみると、私たちは自分の育てられ方、教育や文化の中で合理的に考える方法を教わっ

たと思います。それは論理的に系統立てて合理的に考えるのにとても役立ちます。これはとても役に立つ

科学の遺産です。それは、アイディアを得てそれを大きくして美しく飾り立てるという創造的な形で考え
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る方法を教えてくれました。創造性は素晴らしいですが、私たちはもっとポジティブに考える方法を身に

つけることもできます。 

 

一方、ババは私たちに「体験型思考」を教えています。私は信じるものを得てそれについて考えていくこ

とから体験にしていきます。その旅路を進んでいくうちに考えは減っていき、フィーリングや体験へとさ

らに掘り下げていきます。それは先取りして体験しているかのようです。知識に入りランダムな体験をし

ます。ある日ただ座っていると何か素晴らしいことが起こり、1週間後、何か他の驚くべきことが起こり

ます。6ヶ月後、何か素晴らしいことが起こり…それからブラーミンライフの残りはそれほど新しさを体

験しません。ですからお決まりの日課になり、瞑想に座ってババが私たちにこうなって欲しいと望んでい

る実際の beingの状態になるよりも、ただ瞑想に座って信じる方へと戻っていきます。 

 

私はかつて、私は宗教的な BKか、あるいは私はスピリチュアルな BKか、どうかについて数人と話し合っ

たことを思い出します。 

私たちのほとんどは「私はスピリチュアルな BKです」と言うでしょう。宗教のイメージは崇拝や献身など

私たちが実際に行っていないことだからです。 

 

けれども何によって自分のサンスカーが構築されたでしょうか？ブラーミン人生に入るとき私は何を携え

ているでしょうか？ 

私は半サイクルの間の宗教、献身、思い込みの遺物を携えています。それによって私の思考は構築され、

実際に力強く影響を及ぼし得ます。 

 

私がババのところにやって来るとき、何が最も影響を及ぼしますか？私の金時代のサンスカーでしょう

か？それとも銅時代のサンスカーでしょうか？ 

実際に影響し始めるのは銅時代のサンスカーです。 

 

ですから宗教は信じることの方が主であり、精神性は beingの方が主です。 

 

宗教は私たちのサンスカーを強固に構築しました。ですからブラーミンライフにおいてさえ時々自分の古

い習慣に戻ります。知ることと信じることに安心感を覚えます。それは献身者のようにブラーミンライフ

を送るかのようです。 

私たちは皆、そうする方がとても楽だということがわかります。自分がより心地良いと感じるところで自

分自身を確立するのはとても楽です。けれども、新しい体験をするよりも信じることに基づいてただ進ん

でいくことになります。 

 

宗教は習慣になり得ます。精神性は新しさをもたらします。この人生において自分のパターンが常習化す

るのはとても簡単です。 

新しさは必要不可欠ですが、新しさはどこからやって来ますか？知識を攪拌することによって新しい体験

をします。 

 

私は最近、知識のチャーニング、つまりこの常にチャーニングへと掘り下げていくことの重要性にさらに

気づくようになりました。 

私たちはブラーマババの話を聞いてきました。時に子供達が早朝、ブラーマババの部屋に入るとババはこ

う言いました。「子供たち、私は子供たちのために調理中です、食事を用意していますよ」と。ダディジ

ャンキも同じです。彼女の知力は常にチャーニングしています。 
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私は自分自身でこのことについてよく考えてきました。私がフリーのとき、私は内面で何をしているだろ

う？と。私はしばしば状況について考えて、今、起きていることに対処しています。けれども beingの状

態にいる真のブラーミンは人生に対処するよりも知識のチャーニングに戻ります。フリーの時、自分がど

う感じるか、人が何と言ったか、人が何をしたか…などが心のスペースの大半を占めています。神の真実

に入り、神の真実を探求するよりも、です。 

 

私が 1970年代にブラーミンを始めた初期の頃、英語のムーリーが全くなかったことを思い出します。そし

てダディがムーリーを読み、ジェンティベンが英語でムーリーを書き取ったものです。ですから私たちは

床の上でジェンティベンの周りに座り彼女の肩越しにムーリーを見て書き留めていました。私は一言一言

その通りに書いたものです。私は、始めたばかりのオーストラリアの小さなグループにコピーを送ってい

たからです。ですから朝のムーリーで彼らは私の手書きを読んでいました。 

 

1936年や 1937年にたくさんの他のシスターたちが始めた 6ヶ月後にダディが始めたと話すのを聞いたこ

とがあります。ダディは追いつくためにムーリーを 1日 8回から 10回読んでいました。ですから私もそう

しようと言いました。私は自分がムーリーの一言一言をその通り書き取った小さな本を持っていたからで

す。 

 

私がしたことは、クラスの中でムーリーを聞いて書き留めることでした。それは楽しいことでした。 

 

ムーリーを読み始めて 2回目に、様々なポイントすべてが見え始めました。ババがどのように一つのポイ

ントから別のポイントにジャンプするのか、そしてそれらのポイントはどのようにつながっているのかが

わかります。ババは金時代の牛について話して、それから通りにポスターを貼ることについて話します。

ですから私はそのつながりを見るようになりました。 

 

ムーリーを読んで 3度目に、私はもっと深いことを見始めました。 

 

けれども 4回目に読む時は、もっと魂の意識になっていくことがわかりました。 

 

5回目に読む時は、それが体験であると感じました。 

 

そして 6回目に読む時は、ほとんどヨガにいるかのようでした。 

 

そしてこれが瞑想の方法だと認識し始めました。 

 

ヨガの中でババの近くにいることを体験するという真実に深く入っていきます。これが神の方法です。心

がチャーニングに専念するほど、知性(頭)でポイントを復習することはなくなり、それは beingの状態に

変換されていきます。チャーニングとはすべて、信じていること beliefを自分がそのものに beingになる

旅路についてです。 

 

私たちのサンスカーは宗教によって構築されています。 

時に私は、宗教が心を閉ざし、精神性が心を開くと感じます。時に、自分の内面に信念体系全体があると、

安心感があります。けれどもそれは自分の信念体系と違う人を拒絶するということになりやすいです。 

 

宗教家の人は偏狭な方が多いというパラドックスがあります。ババとの旅路に就くと、私たちはババの真

実を自分の存在の中に吸収し始めます。すると私たちは皆、誰をも受け入れるようになります。 
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beingの状態になると、一人ひとりの人間の魂がどうあろうと自分の兄弟です。それは頭で信じているだ

けではなく、自分が彼らに与えることができるフィーリングになります。 

 

宗教は出来上がった製品であり、精神性は過程です。 宗教は製品全体です。信念体系、衣服、儀式などは

製品全体です。けれども精神性は製品全体であり、絶えず学んでいく旅路全体でもあります。 

 

けれども私たちはそれを製品にすることもできます。私たちは「これが、謂わば私は BKというものです」

とすることができます。BKとはこれをします。BKとはこれを信じます、と。そして、私たちは違う形で他

の人を見始めたりもします。 

 

私たちは旅路にいます。それは絶え間ない旅です。最も困難なことは新しさを見出すのをやめたり、学ぶ

のをやめたりして停滞する時です。 

 

最近の私たちの大きい困難は、最も微妙な形でこうしたコンフォートゾーン(居心地のいい場所)に最終的

に至ることです。 

 

人生に困難があると、気づかないうちにコンフォートゾーンの方に向かいます。ですから私たちは自分に

困難をもたらすことを避けます。そして困難に出くわさないように人生を形作ることにとても賢くなりま

す。けれども実際、私たちは困難があると、学んで変わります。 

 

ブラーミンライフにおいても物事を避けるのはとても簡単です。時に私はうまくいっている、安定してい

ると感じますが、それは、自分がちょっと困難だ、あるいはちょっと居心地が悪いと感じるようなことを

避けてきたからです。 

 

beingそのものになること全体は私たちの大きな維持です。つまり、スピリチュアルな体験が私たちの大

きな維持です。 

 

自分が本当に意欲的になる時、熱意を感じる時はどんな体験がありますか？それは何かを感じる時や何か

を体験する時です。 

 

実際にババに近いと感じる時、ババとのつながりがとてもリアルに感じ、ババにとても愛されているとい

うことを何回体験したことがありますか？自分がドラマの影響を超えていると感じると、そのような属し

ている感覚があります。何かを感じている時、それによってもっと感じたいと思うようになります。 

 

デリーでジャグディッシュバイと過ごした時のことを思い出します。彼は素晴らしい魂です。私は彼に尋

ねました。「この旅路において最も重要なことは何だと思いますか？」と。彼は即座に「新しい体験」と

答えました。 

 

私たちはスピリチュアルな子供時代にたくさんの新しい体験をします。ライフスタイルにおいて、関係に

おいて、瞑想している時でさえ私たちは特別な体験をします。けれどもしばらくすると、そうした体験は

どんどん減っていきます。ですから私たちは新しい体験よりも信念によって維持されるようになります。 

 

私はラメッシュバイが言ったことを思い出します。彼がインドでブラーミンファミリーの調査をしてわか

ったことは、多くの人がコースを始めた時に瞑想していたのと同じように今も瞑想しているということで

した。 
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初期の頃に身につけた方法で今も続けています。皆さんのほとんどがそのように瞑想のテープに従ってい

ます。あまり創造性がないので、ちょっと退屈してしまうことがあります。ちょっと退屈すると、好んで

沈黙に入ることや体験することを忘れます。 

 

スピリチュアルな体験がとても重要である理由は、つまりこの、そのものになる(“being”の)ステージが

とても重要である理由は、心に体験を求める性質があるからです。 

 

そしてもし体験がなければ、つまりババと一緒にいなければ、心は古い体験の方法に戻ります。体験を得

る古い方法に微妙に惹きつけられていきます。例えば感覚器官を通した体験、肉体的快感の体験に惹きつ

けられます。 

 

今日の私たちの世界を見てみましょう。ただ感覚器官の喜びしかありません。人々が作る映画、音、全て

がただ肉体的快感の体験です。こうした肉体的快感の体験はとても力強いので、時に私たちは感覚器官を

通して人生を楽しむことに引き戻されることもあり得ます。小さく微妙な魂は、感覚器官を通して体験を

見出す牢獄の中で生きます。あるいは関係から得る感情的な体験で生きます。時に私たちは古い関係を手

放しますが、もっと微妙な形で関係を再構築します。仲間であれ友情であれ、それは良いこともあります

が、時にズルズルと惹きつけられたり依存したりする方へ向かいます。心は体験を求めるからです。その

体験をババから得ていなければ、心は微妙に他のどこかを見始めます。 

 

知性の体験もそうですが、時に人々はババから体験を得るよりも知識の哲学に深く入って行きたがります。 

 

ババの方法は瞑想することです。瞑想は信じることから移行して体験していくことです。ババが私たちに

望むことは、純粋性のエッセンスに浸かり、味わい感じて、それになり、その状態でいることです。愛の

エッセンスに浸かり、それを味わいそれを感じて、それになることです。それを味わうと、自分が再び戻

るべきところがわかります。 

 

自分の魂を浸からせます。それは没頭していくかのようです。没頭すると、そうなっていき、それを感じ

てその状態で生きるようになります。それが、ババが私たちに向かってほしいところです。 

 

何年か前、私は、心は実験室のようであるとイメージしました。私はスピリチュアルな科学者のように、

心の実験室において beingの状態を創り出すために様々なことを実践します。時に私たちは「これはとて

も良さそうだ」と考えて、実際にやってみますが、まだ実際にはそれを感じていません。ですから自分の

心の実験室で実験をしなければなりません。 

 

私の世界全体は自分の心の中で起こります。心は人生の会場です。心は全てのことの会合場所です。自分

の考え方、自分の感じ方、私の態度、私の関係、全てが心の中で出会います。 

 

どのように自分の心の面倒を見ているでしょうか？自分は育まれていると感じるようにどのように心を維

持していますか？ 

 

私たちは本当の維持を求めています。ですから私は、心は神聖な場所です、とイメージします。心は自分

がコントロールできる唯一のものだからです。人生においてコントロールできるものは何もありませんが、

論理的にも根本的にも、心は自分がコントロールできるところです。 
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私はババが 80年代に話した放棄のムーリーをもう一度読みました。その中でババは「感覚器官の影響を放

棄する」ことについて話していました。 

 

心はそこに座っていますが、自分の感覚器官を入り口として色々なことが心に入ります。耳を通して何か

を聞きます。それが心に入り心が考え始めます。何かを見て心にそれを取り入れて、自分が見ているもの

によって自分の考え方や見方が作動し始めます。 

 

ですから、目が自分の考えをコントロールしているようには、私は自分の感覚器官をコントロールしてい

ません。自分自身よりも自分の感覚器官が私を駆り立てています。 

 

そのため瞑想は並外れたことです。瞑想に座るとき、自分が考えたい考えを創り出しているからです。座

ってチャーニングするとき、人生に対して反応しません。考えるべきことを自分に対して話しているだけ

ではなく、自分が心に望む考えをただ創り出しているのです。 

 

このことに関して 2つのことがあります。1) 心は考えの創造物であること 2) フィーリングがあること 

です。 

 

最近、心理学で論争があります。考えとフィーリング、どちらが先だろうか？と。けれどもそれは実際、

大したことではありません。 

 

考えると何かを感じます。何かを感じてそれが考えを創り出すこともあります。そのプロセスが実際内面

で起きています。 

 

ババが実際に教えていることは、神の真実に基づいて純粋で崇高な考えを使うことです。自分の神聖なス

ペース(心)が温かく静かで光があり楽でとてもスイートだと感じるように、純粋で崇高な考えをフィーリ

ングに変えます。 

 

私は時々、自分の心は金時代でどのようだろうかとイメージします。私の心はどのように考えるだろう

か？と。今とは想像もできないほど違うと思います。最小限の考えと最大の beingがあると思います。 

 

それはしずくが池に落ちていくのをスローモーションで見ているかのようです。しずくが池に触れた時、

しぶきが現れます。一つの考えが心に触れると、即座にフィーリングに変わるかのようです。それは愛の

フィーリングや属しているフィーリング、幸せのフィーリング…などです。それが心の状態です。 

 

今心の状態を見るなら、感じて beになることよりも、もっと考えています。それが私たちの問題です。私

たちは考え過ぎます。考えるほど、beになるキャパシティや内面で感じるキャパシティは抑圧されます。 

 

今この瞬間、考えることは私たちの敵です。考えは自分の親友にもなり得るし、最悪の敵にもなり得ます。

今は些細なことが起きると、あまりに考え過ぎるからです。考えに対して全くコントロールがないので、

神聖なスペースはその力に奪われます。完全な終止符を打って、とてもスイートな beingの状態やフィー

リングの状態に戻るよりも、考えに占拠されます。 

 

私たちは自分の心の実験室で本当に実験する必要があります。それはチャーニングです。一つの考えから

始めて、その考えで実験して、その深みに入ります。その考えはフィーリングに変わり始め、それを体験

するようになります。 
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それがババの瞑想方法です。それは知性の働きだけではなく、真実から beingの状態を抽出するかのよう

です。結局、知識の目的とは being の状態に私を連れていくことです。知識は知ったから終わりではなく、

信じることも信じたから終わりではありません。それらは be、あるいは体験へと連れていく乗り物です。 

 

心の実験室で実験する必要があります。私は時間をかけて一つのことに取り組むことが好きです。自分自

身の中に実際の変化が見えるようになるからです。魂の意識やババとの関係について考えて、それについ

て実験することです。 

けれども、このように自分に質問し続けることです。 

私はそれをどのように感じますか？ 

その beingの状態とはどのようですか？ 

私はただ頭でチャーニングしていますか？ 

私はチャーニングによって自分の本来の beingの状態を体験する方に向かっていますか？と。 

 

かつてあるムーリーの中でババが beingについてのとてもシンプルな方程式を教えてくれました。 

「点になり、点をつけて、点(ババ)を思い出しなさい」と。 

それが体験する方程式です。それをしてみましょう。 

 

o 点になる 

スピリチュアルな練習や努力の絶対的な基礎は、自分の体から遊離することです。絶えずそれをする必要

があります。私の体験では、体から遊離するほど、さらに体験の世界に入って行きます。それが基本的な

最初のステップです。 

 

o 2番目のステップは完全な終止符を打つことです。 

私たちの大きな問題は考えすぎることです。分析は重要な資質ですが、心が分析するのを止められないな

ら、分析はサトプラダーンからタモプラダーンに向かいます。ですから、ただ考えすぎるよりも beingの

状態に自分を連れていく考えを使いましょう。 

 

完全な終止符を打つことができるようになるにはスピリチュアルな力がたくさん必要です。けれども考え

が自分をどこに連れていっているかがわかると…こうした考えが自分をどこに連れていってくれるかは自

分でわかるものです…時に幸せな場所へ連れていってくれずに、暗い場所に連れて行くこともあり得ます。

葛藤があると心はそこに専念し始めます。ですから良い感じがしない場所に向かっていることが私たちに

はわかります。私は幸せに感じず、あまり良い感じもしません。ですから完全な終止符を打つことです。 

 

私はそうした時、点になり、点を打ちました。 

 

o そしてそれが点(ババ)を思い出す、つまりババを思い出してババの愛を体験する扉を開きます。それは

世界に対して自分の感覚器官を全て閉ざしてしまうかのようです。自分の記憶も閉ざしてしまうかのよう

です。そして神が私の存在の中に入ってくるようにします。他のことを閉じない限り、私の心は影響され

たままで、実際ババに没頭できません。 

 

 

＊＊＊オムシャンティ＊＊＊ 


