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よび教え１００
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シュリー·シュリー·アナンダムルティ：「彼の⽣涯、使命および教えについての１００の側⾯」がシュリー·
シュリー·アナンダムルティ（シュリー·プラバト·ランジャン·サルカル）の⽣誕百周年に当たり創作され
た。

これは催事場向きとして最適の印刷バージョンである。私たちは最初に催事場を測定して、次にその場所に
適したサイズで各モジュールを印刷することを勧める。レイアウトが縦⽅向でＡ３⽤に最適化されるよう気
を付ける。室内展⽰には(ピンで壁に固定できるように)薄い光沢のあるボール紙に、屋外展⽰にはフォーム
コア、フレックスあるいは他の適当な材料に印刷することを勧める。

この印刷バージョンが基本的な内容のバージョンであることに注意。スクリーンと本のバージョンの両⽅
が、さらなる映像、物語およびほかに楽しみを与えるものに広がる内容を含んでいる。

スクリーン·バージョンをダウンロードする(装置で個⼈的に⾒たりスライドショーとして映写するために最
善)には、www.prsins�tute.org/outreach/exhibi�onsへ進んでください。

本を購⼊するには、www.prsins�tute.org/outreach/publica�onsへ進んでください。

展⽰物の印刷、スクリーンおよび本のバージョンは、フィルム(www.prsins�tute.org/outreach/films)、および
捧げ物⽬録の写真集 (www.prsins�tute.org/outreach/publica�ons)が付け加えられてる。

https://prsinstitute.org/outreach/exhibitions
https://prsinstitute.org/outreach/publications
https://prsinstitute.org/outreach/films
https://prsinstitute.org/outreach/publications


シュリー·シュリー·アナンダムルティ（シュリー·プラバト·ランジャン·サルカル）の⽣誕百周年に当たり、Baba Archives (およびBaba Museum), P.R. Sarkar ArchivesおよびAnanda Marga Digital Archiveの⽀援により、P.R. Sarkar
Instituteによって発表された。
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Ácárya Guńamuktánanda Avadhútaによって取りまとめられた。

Ácárya Guńamuktánanda Avadhútaによって以下の⼈たちの助⼒の許で編集された。

Ácárya Lokeshánanda Avadhúta
Ácárya Maheshvaránanda Avadhúta
Jyotsná Caujolle
Káliishauṋkar Mukherjee
Shivapriyá (Ellen Landau)
Shravańa Kumára

以下の⼈たちにも感謝します。

Ácárya Acyutánanda Avadhúta
Ácárya Prańavátmakánanda Avadhúta
Ácárya Shambhúshivánanda Avadhúta

テーマの選択：

Ácárya Guńamuktánanda Avadhúta
Ácárya Shambhúshivánanda Avadhúta
Shivapriyá (Ellen Landau)

⽇本語翻訳：越⽥ 徹、校正：⼩出 康雄

以下の団体の好意により古い記録·資料類を提供して頂いた。

Baba Archives, Kolkata (Ácárya Prańavátmakánanda Avadhútaに感謝します)
P.R. Sarkar Archives, Vermont（Giridhara Tom Barefootに感謝します）
Ananda Marga Digital Archive（Ácárya Guńamuktánanda AvadhútaおよびÁcárya Lokeshánanda Avadhútaに感謝します）

以下⼈たちから追加の古い記録·資料を提供して頂き感謝します。

Ácárya Manavendránanda Avadhúta
Ácárya Nárada Muni
Ácárya Vishvodgatánanda Avadhúta
Mukti Hava Bauman
Sauli Shántátma
Sukhadeva (Silvano Rossato)
Vishvashánti (Ole Brekke)

参照資料：

P.R.サルカルの作品の電⼦版

追加参考資料:

Ananda Katha Ácárya Naginá著
Anandamurti: The Jamalpur Years Deváshiish著
Anandamurtĳii As I Knew Him Ácárya Vĳayánanda Avadhúta著
Ashutosh Baba Ácárya Rámánanda Avadhúta著
A Garland of Lights: Baba’s Love for Taiwan Avadhútiká Ánanda Lalitá Ácáryá著
Baba in Fiesch Kusumitá著
Baba in Mahárliká Diipánvitá著
Baba’s Love for South America (多数のマルギーによる)
Bhagavan Anandamurti Ácárya Nárada Muni著
Divine Experiences Ácárya Parameshvaránanda Avadhúta著
Divine Footprints: Baba in Qahira Sector (多数のマルギーによる)
Experiences of My Beloved Master Ácárya Shiilabhadránanda Avadhúta著
From Brooklyn to Benares and Back Ácárya Vedaprajiṋánanda Avadhúta著
Glimpses of a Mystery Ácárya Bháskaránanda Avadhúta著
I Am Yours (多数のマルギーによる)
I Meet My Beloved Ácárya Dharmadevánanda Avadhúta著
Living With Baba Ácárya Tapeshvaránanda Avadhúta著
Meetings With My Master: A Woman’s Experience Nancy Niiti Gannon著
My Baba Stories from Bankipore Jail Paráshakti Dwivedi著
My Days With Baba Ácárya Sarveshvaránanda Avadhúta著
Never Shall We Forget You Ácárya Candranáth Kumár著
Reminiscences of Baba Ácárya Keshavánanda Avadhúta著
Shri Shri Anandamurti: Advent of a Mystery Ácárya Prańavátmakánanda Avadhúta著
Strange Experiences Shrii Prabhát Raiṋjan Sarkár著
The Life and Teachings of Shrii Shrii Anandamurti Ácárya Vĳayánanda Avadhúta著
The Tantric Guru: Enchanting Stories of His Life Ácárya Maháviiránanda Avadhúta著
The Unresolved Mystery Ácárya Amitánanda Avadhúta著
The Wandering Ascetic Life of Acharya Satyananda Avadhuta
This Life With My Adorable Beloved Avadhútiká Ánanda Harimayá Ácáryá著
Towards a Brighter Future: Fragrant Petals from the Life of Beloved Baba Ácárya Shambhúshivánanda Avadhúta著
Travels With the Mystic Master Ácárya Dharmavedánanda Avadhúta著
Walking With My Master Shrii Shrii Anandamurti Francisco Pena De Vera著
When the Time Comes: Conversations With Acharya Chandranath Kumar Deváshiish著
Who Can Ride the Tiger? Stories of Baba’s Life Avadhútiká Ánanda Ramá Ácáryá著
With My Master Ácárya Krpánanda Avadhúta著
You Are Never Alone: Baba is Here Ácárya Vandanánanda Avadhúta著

筆跡鑑定：

Káliishauṋkar Mukherjee
Uttpal Banerjee

⼿書きベンガル語の翻訳：

Ácárya Priyashivánanda Avadhúta
Káliishauṋkar Mukherjee

以下の本からプラバト·サンギータの歌を翻訳

「プラバト·サンギータ」シュリー·プラバト·ランジャン·サルカルによる
「プラバト·サンギータ：新しい夜明けの歌」シュリー·プラバト·ランジャン·サルカルによる

追加のプラバト·サンギータの翻訳：

Káliishauṋkar Mukherjee
Shravańa Kumára

絵画：

Avadhútiká Ánanda Cárushiilá Ácáryá
Avadhútiká Ánanda Ramá Ácáryá
Káiṋcan Karmakar
Máńik Bandopádhyáya

追加の写真：

Ácárya Guńamuktánanda Avadhúta
Ácárya Subuddhyánanda Avadhúta
Mahesh Kumár

画像編集：

Ácárya Guńamuktánanda Avadhúta
Ácárya Nárada Muni
Jagatbandhu (John Gross)

デザインとレイアウト：

Ácárya Guńamuktánanda Avadhúta
Ácárya Vĳitátmánanda Avadhúta

以下の⼈たちにも感謝します。

Avadhútiká Ánanda Advaeta Ácáryá
Jagadiish (George Azzopardi)

表紙の画像：

Ananta (Aaron Staengl)

以下に感謝します。

Ánanda Márga Gurukula
Ánanda Márga Pracáraka Samgha
Ánanda Márga Publications

この出版物の内容に関してもっと情報をお求めの⽅は、www.prsinstitute.orgをご参照ください。



サンスクリット語発⾳ガイド
サンスクリット語はマントラの呪⽂およびアナンダ・マルガの実践と哲学の専⾨⽤語である。この出版物ではシ
ュリー・シュリー・アナンダムルティによって与えられたローマン・サンスクリット語の⽅法が⽤いられてい
る。以下はその⽅法の簡単な発⾳ガイドである。

▪ aは「us」における「u」のように発⾳される。

▪ áは「father」における「a」のように発⾳される。

▪ iは「bit」におけるように発⾳される。

▪ iiは「beet」における「ee」のように発⾳される。

▪ uは「put」におけるように発⾳される。

▪ úは「boot」における「oo」のように発⾳される。

▪ rは先⾏する母⾳がない、あるいは次に来る母⾳がないとき、「ri」のように発⾳される。

▪ eは「day」における「a」のように発⾳される。

▪ aeは「size」における「i」のように発⾳される。

▪ oは「open」におけるように発⾳される。

▪ aoは「owl」における「o」のように発⾳される。

▪ mは́「sing」における「ng」のように発⾳される。

▪ ahは帯気⾳の「a」のように発⾳される。

▪ iṋは硬⼜蓋⾳の「ｎ」のように発⾳され、「uṋ」は喉（こう）⾳の「n」のように発⾳され、もし「ṋ」に別の
母⾳が先⾏していれば、その母⾳は⿐⾳で発⾳される。

▪ cは「child」における「ch」のように発⾳される。

▪ t、́d�およびnは́⾆を⼜の上部に着けて発⾳される。

▪ phは「father」における「f」のように発⾳される。

▪「h」があとに続く他のすべての⼦⾳は帯気⾳（たいきおん）として発⾳される(⼦⾳である最初の⾳の後に
「ha」という⾳が続く)

▪ yは語の始めにある場合には軽い「j」のように、語の中ほどか終わりにある場合には「ia」のように発⾳され
る。

▪ vは語の始めにある場合には「v」のように、語の中ほどにある場合には「ｗ」のように発⾳される。

▪ śは「sh」と「s」の中間で発⾳される。

▪ kśaは「ksha」(リグ・ヴェーダの場合)、あるいは「kha」(タントラの場合)のどちらかのように発⾳される。

▪ jiṋáは「gya」と発⾳され、したがって jiṋánaであれば「gyána」と発⾳される。

▪ ŕ(ベンガル語あるいはヒンディー語)は、硬⾳の「r」のように発⾳される。
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シュリー・シュリー・アナンダムルティ
は、プラバト・ランジャン・サルカルとし
ても知られ、弟⼦たちによって親しみを込
めてババ（「最愛の⼈」）と呼ばれてい
て、インド、ビハール州ジャマールプルで
５⽉の満⽉の⽇（ベンガル陰暦の最初の⽉
のヴァイシャキー・プルニマ)の⽇の出の
時刻に⽣まれた。しかし、その⽇は元々１
９２１年５⽉２１⽇であると考えられた
が、最近公になった情報によると今では１
９２２年５⽉１１⽇の可能性が⾼いと信じ
られている。いずれにせよ、彼の誕⽣⽇は
毎年アナンダ・プルニマ（「⾄福の満
⽉」）として祝われている。

サドグル(最⾼位のグル)としてババは献⾝
的な何⼗万⼈もの弟⼦たちの⽐類のない教
師、そして愛情深い⽗親であったし今もそ
うである。彼は何よりもまず⼀つの⽬標を
持って弟⼦たちを愛し導いた――総体的な
幸せとありとあらゆる個⼈および全体とし
ての社会の霊性の向上という⽬標であっ
た。そして、グルとしての役割の中で彼は
数多くの他の役割も果たした。例を挙げる
と哲学者、著者、科学者、⼼理学者、⾔語
学者、治療師、⼈道主義者、社会改⾰者お
よび⾰命論者でもある。彼は、世界的な霊
性の組織であるアナンダ・マルガ（「⾄福
の道」）の創設者および教師であり、プラ
ウトと呼ばれる社会・経済改⾰のシステ
ム、ネオヒューマニズムと呼ばれる社会哲
学、およびマイクロヴァイタと呼ばれる新
しい科学を紹介した。さらにはプラバト・
サンギータと呼ばれる５０００曲以上を作
詞作曲した。彼の教えと⼿本を⽰して、⼈
⽣の最も⾼い⽬標を熱望する何百万⼈もの
⼈々を奮い⽴たせ、⼈間のみならずこの惑
星そして宇宙全体の動物および植物の幸せ
のためのより⼤きな責任があると教えてい
る。

今回のプロジェクトの⽬的はババの⼈⽣、
任務および教えの包括的なあるいは徹底的
な記述であることを意図しているのではな
い。しかしながら、それは、歴史上の岐路
における私たちの惑星でのタラカ・ブラン
マの特異な世界と我々を魅了する多くの洞

察とともに、主要な出来事と画期的な事柄
の包括的な要約であることを意図してい
る。

「タントラにおいて全創造物はサンブーテ
ィとして知られている。タラカ・ブランマ
が『彼』⾃⾝の意志によって五⼤基本要素
（パンチャブータ）の助けを借りると
き、『彼』の物質的存在はサグナ・ブラン
マの領域に属していて、そうでなければ
『彼』はニルグナ・ブランマである。タラ
カ・ブランマが五⼤基本要素の助けを借り
るとき、タントラに照らしてそれはマハー
サンブーティ（偉⼤なる出現）と呼ばれ
る。…タラカ・ブランマは哲学の⼈物像で
はない――それは敬けんなこころの創造物
である」

⽇付、場所および他の情報を含む重要な詳
細が、徹底的に調査されていて、出版の⽇
に⾄るまでできるだけ正確になっている。
物語は彼の⽣涯と時代の良い味を出すため
に－ババ物語－の最も畏怖の念を起こさせ
るものの中から選び抜かれている。そして
画像はその物語⾵の歴史にふさわしいとい
うだけでなく、その品質と希少さからも選
択されている。

編集者



１．神秘の⼦供
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⼀九七⼀年ランチでのこと、冬の夜遅くババは⼣⽅の散策から
戻って、幼児期早期のある思い出をダダ·アミタナンダに物語っ
た。これはその夜のババの⾔葉をダダが思い出したもののうちの⼀
つである。

「私は私の母の⼦宮の中にいる。そこから母を⾒ていて彼⼥のこ
とがよく解る。私の⽗、私の姉、および他の親族が⾒える。私は彼
らをどんなによく知っていることか！ それに彼らの名前も知って
いる！」

「私は⽣まれる。⼦供は普通出⽣のときに泣く。私は泣かない
――まったくの笑顔だ。⽣まれて幸せだ。周りの⼈たちをとてもよ
く知っているので彼らを名前を呼びたい。だが、悲しや、いかに無
能⼒にされていることか！ 私の声帯は声を出すのをゆるされてい
ない」

「彼らは私に⾷べさせたがっている。ミルクの⼊ったカップに⼀
⽚の綿を⼊れた。その綿が⼀滴ずつ、私の⼜にミルクを滴（した
た）らすのだろう。何と愚かなことか！ 私はこの様にして⾷べさ
せられる⼦供なのか? 私は綿ではなく、カップから飲むつもり
だ。抗議して、カップを持つために⼿を持ち上げる。彼らは私がし
たことにひどく驚く！ 私は彼らをひどく当惑させたことが分かっ
たので、⽣まれたばかりの⼦供に戻ることにした」

「私は母のそばで眠っている。真夜中に⽬を覚ます。⾒えるもの
がとても異常だ！ 私という全存在、私の母という存在、簡易寝
台、部屋、向こうの空間がかくも快い光に満ち満ちている！ 私
は、それを⾒て楽しむ。その中で次第に⾃分を⾒失ってしまう。母
もこのすべてを巻き込む光を⾒たなら、彼⼥には何が起こるだろう
かと思い巡らす」

「私はしばしば夜中に⽬覚め、私の左の⽿からあらゆる種
類のそしてあらゆる⼤きさの⽣き物が出て来て、そこらじゅ
うを歩き、踊っているのが⾒える。興味をもってこのすべて
を⾒ている。しかし、ショーを終わらせるかのように、奇妙
なことが起こる。これらの⽣き物が、今や私の右の⽿の近く
に群がって、そこに⼊る。これはとても恐ろしい、だから叫
び声をあげて母にしがみつく。母は私が⾔わなければならな
いことのすべてを聞いて混乱する」

「解消されていない神秘（仮タイトル）」、最初にボッデ
ィ·カルパにて発⾏ (⼀九七五年⼀⽉)

ババは五才位までに、⽣涯にわたる早朝そして再び⼣⽅に
瞑想のために座る修⾏を始めていた。家族の誰も彼がいつこ
の修⾏を始めていたのか、そして、また彼がどうやってそれ
を学んでいたのかを知らなかったし、彼も⾔わなかったであ
ろう。しかし家族は、その時までにそのようなことに関して
独⽴⼼のある少年を放っておくことを学んでいた。

ほとんど異常なのは、彼の家族がベジタリアンではまった
くなかったという事実にもかかわらず、彼が⾮ベジタリアン
⾷を⾷べるのを拒否したことだった。

アナンダムルティ ジャマールプル時代



２．ババの名前
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ババが⽣まれて間もなく、周りの者たちが彼の⼜の中に乳を滴（し
たた）らせようとしたときに、ババがコップを取ろうと⼿を伸ばした
ので、祖母ヴィーナパニが恐怖に喘（あえ）ぎ⼤声を出した。「彼は
⼦供じゃない。彼はブラ［「年⽼いた⼈間」］だよ！」それ以来彼⼥
は、どうしても彼をブラと呼ぼうとしてきかなかった。その後、家族
の他の者と幼な馴染みのために、ブラはブブに単純化された。

三歳から五歳のときに、ババの出⽣時の名前はアルン(「真紅の夜明
け」)からプラバト·ランジャン(「夜明けを染める⼈」)に変わった。な
ぜなら、新たに⽣まれた彼のいとこがベンガル⼈活動家デシャバンド
ゥ·チッタ·ランジャン·ダスに因んで名付けられていて、すべての男性
は同じミドル ·ネームにするのが家族のならわしだったからであ
る。(このベンガル⼈活動家はババの出⽣の⽇に亡くなったのだが)

カリパハルの古いカリ寺へ、そして、デス·ヴァレーへと、その頃少
年だったババはジャマルプルの東の丘へ、夜は⾔うに及ばず⽇中でさ
え危険な場所の⼣⽅の散歩を楽しんだ。

編集者

ババは何年も経ってから話した。「幼年時代から私はとても勇敢だ
った。恐怖を知らなかった。夜遅く、よく虎の墓へ⾏ったものだ。お
よそ九歳のとき、ある夜、真夜中過ぎにそこに座っていると、光の存
在が私に向かっ来るのが分かった。私はその存在に尋ねた。『あなた
は誰ですか？』するとその存在は答えた。『私を知らないのか？ あな
た⾃⾝なのだよ』こう⾔ってから、その光の存在がやって来て私に溶
け込んだ。まさにその瞬間に、私は、宇宙全体が私の中あり、そして
私が宇宙のあらゆる部分の中にあるという経験をした」

誰がトラに乗ることができるのか

「私はサダナをしにジャマルプルの丘へ⾏った。私がある場所に
座っていると、誰かが私の⽿もとでこのように⾔う。『私と⼀緒に
来なさい。サダサナのためのもっと良い場所を教えてあげる。つい
て来なさい』私は誰も⾒えないのだが、はっきりとその存在を感
じ、その声にしたがう。その声が別の場所に私を連れて⾏き、サダ
ナをするように求める。しばらくしてその存在が私に⾔う。『無分
別ではないのか？ マーヤ（幻想）の中にいてはならない！ あな
たはP·R·サルカルか？ ⾃分が誰であるか知りなさい』すると⼀巻
の過去世のフィルム、若い時の⽣活が私の⽬の前に明確に閃（ひら
め）き私が誰であるか理解した」

「未解決の神秘」、ボディ·カルパにて最初に発⾏された。（⼀
九七五年⼀⽉）

)

⼀九五九年早々のある夜、私は、ババがよく毎夜遅くなってから
出かける野外の散歩に同⾏していた。私たちはたった⼆⼈であり、
その夜、グルは⾮常に愛想のいい幸せな雰囲気だった。彼は途中で
⽌まって、幼年時代からの出来事を物語った。グルは⾔った。「か
つて、光を放つ柱が私の前に現れ、まばゆい光で周囲にあるものす
べてを巻き込んでいた。私は尋ねた。『あなたは誰ですか？』『ア
ナンダムルティだ』、答が返って来た。すると私は輝く存在が徐々
に私の中に溶け込んだのに気付いた。そのときから、私はアナンダ
ムルティ[「⾄福の化⾝」]になった」

アチャリア·ハリワラブ
h

プラナイはイニシエーションを受けておよそ三年間、ババに友⼈
か同僚かのように話しかけるのを続けていて、今や彼をみずからの
グルとして崇拝し始めていたのに、ダダとかプラバト·ダと呼んで
いる。ある⽇、野外を散歩しているとき、ババは、この呼称の形が
グルと弟⼦の間では適切でないと彼に⾔った。彼はオフィスや⼈前
以外はダダと呼ぶべきではなく、むしろババと呼ぶべきだ。それ以
来、プラナイは彼らだけのときにはいつもこの伝統的な呼称の形式
にしたがった。ババは、他の弟⼦たちに同じことをするよう指導し
た。すぐに、皆が彼をババと呼んでいて、チャンドラナツとナギナ
のように彼より年⾧のものたちでさえも同様であった。

アナンダムルティ ジャマールプル時代ババの祖母、ヴィナパニ·サルカル



３．ババが虎に乗る
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⼀九三⼆年⼀⽉、⼆、三軒離れて住んでいたババより⼆歳若いサチン
ドラナンダ·マリクは、ババがおよそ⼗歳のときに起こった⾮常に神秘的
な事件を⽬撃した。彼はインタビューのとき、それをこのように語って
いる。

地元の⼦供たちは⼣⽅よくポロの遊び場へ⾏ったが、ブブダも私たち
と同⾏するのだった。しかし、私たちが遊んでいる間に彼はよくどこか
へ姿を消した。⼣暮れになって皆が家に帰るとき、彼がどこからともな
く現れて再び私たちに加わった。当初、私たちは異常に気付かなかっ
た。しかし、それがいつものように起こり始めたので、⼀体何が起こっ
ているのか知りたいと思い始めた。そのことを彼に尋ねると、答えるの
を避けたので、私の好奇⼼がさらに⼤きくなるだけだった。そこである
⽇、私と他の⼆⼈の友⼈が彼を注意深く⾒守ることにした。

遊び場についてから私たちは遊びに夢中だったのだが、ブブダがいなくな
っているのに気付いた。辺りを⾒わたすと、彼が⽔道局の囲い地を通り越し
てデス·ヴァレーの⽅に向かって歩いている。私たちは遊ぶのを⽌めて、少し
離れて⽤⼼深く彼について⾏った。驚いたことに、彼が⾮常に恐ろしい⾕間
の森に⼊るのが分かった。私たちは、そこを歩き回ると信じられている野⽣
動物と幽霊についての、あらゆる種類のぞっとするような話を聞いていたの
で、あえて彼の後について⾏きはしなかった。彼が⼣暮れ前に戻るのを知っ
ていたので少し離れたところで待った。しかし、暗くなってもまだ彼の気配
がないので、私たちは彼が安全なのかだんだん⼼配になってきた。そのとき
突然、私たちは物も⾔えないほど驚くものを⾒た。ブブダが虎に乗って森の
中の空き地を端から端まで歩いている。彼が森の端で降りて虎を軽くたたく
と、虎は⽊の間に⾒えなくなった。彼はこちら来て、私たちにそこで何をし
ているのかと尋ねた。私たちは我慢できず、彼がすることを⾒守っていたと
⾔った。

彼は尋ねた。「君たちは何を⾒たんだい？」

「僕たちは、君が虎に乗っているのを⾒た。君のお母さんに⾔いつける
からひどく叱られるだろうよ」

「君たちはまったく⾺⿅げているのではないか？ 僕が虎に乗ってい
る！ 誰がそのような作り話を信じよう？ 叱られるのは僕ではなく、
君たちだよ」

「僕たちは皆、⾒た。君は嘘をつくことはできないよ」

家に着くと直ぐ、それぞれが両親にブブダが虎に乗っているのを⾒たという信じら
れないようなニュースを話した。しかし、誰も私たちを信じることなく、そのような
話を作りあげた私たちを嘲笑った。私たちは⾃制することができずブブダの母親のと
ころへ⾏って、⾒たことを話した。彼⼥も私たちを信じなかった。それでも彼⼥は、
この話を確かめるためにブブダを呼んだ。

彼は⾔った。「マ、どうしてそんな話を信じられるの？ 彼らは今⽇、皆と遊んで
いるときに僕と⼜喧嘩して、今、仕返しをするために作り話をしているんだ」

ブブダの母親は私たちの⽅にふり向いて叱った。「悪い⼦たちだね。ブブのことで
嘘をつくなんて恥ずかしくないの、⼜喧嘩してただけなんしょう？」私たちは本当の
ことを⾔っているのを納得させるためにベストを尽くしたが無駄だった。

彼⼥は私たちに⾔った。「誰が虎にのることができるの？ 私がそのような作り話
を信じるとでも思っているの？」私たちは他の⼈たちにもこの話をしたが、誰も信じ
なかった。
.
次の⽇ブブダは私に尋ねた。「おいサチン、誰かが君を信じてくれたか？ 僕の代

りに叱られたのは、君ではなかったのか？ このことは、⼆度と誰にも話すなよ。誰
もそれを信じないんだから」

その出来事があってから、ブブダは私たちと⼀緒にポロの遊び場に来るの
を⽌めた。数⽇後私は彼が独りで湖とデス·ヴァレーの辺りへ⾏くのを⾒た。
そこは⼈々が特に⽇没時に⾏くのを恐れているところである。私は時折これ
が⽬に⼊ったが、その⾮常に恐ろしい場所へ⾏くのが怖いので、あえて彼に
ついて⾏きはしなかった。ブブダが若いにもかかわらず、どうしてそんなに
恐れ知らずであり得るのかといつも不思議に思った。

数年後、私はカラグプル·ヒルズに住むタントラの⼥性⾏者のことを聞い
た。⼈々は、彼⼥が虎を⼿なずけるオカルト·パワーを使うことができると断
⾔した。私は、ブブは恐らく彼⼥を訪ねるために森に⼊り込んでいたのだと
思った。私たちのブブダがアナンダムルティ――すなわち偉⼤な霊性のグル
であること――⼦供の頃の彼の不可解な振る舞いが私にとってつじつまが合
い始めたこと、そして彼の幼年時代の奇妙な出来事と彼の⾼められた霊的信
望を結び付け始めたのが明らかになったのは、ずっと後になってようやくの
ことであった。

シュリー·シュリー·アナンダムルティ 神秘の誕⽣
y



４．早過ぎる未来図
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ババが未だ幼かった頃、家族は頻繁にバムンパラという⽗親の先祖の
村を訪れていた。そこはとりわけ暑い夏休暇の時期には豊富な植物を⽬
にすることができ、空地もあってジャマールプルの不断の暑さを和らげ
て⼀息つかせるところである。

彼は寝台に⽬を開けたままあおむけになり、じっと遠くを⾒つめて
何時間も費やすのであった。バムンパラを訪れたうちのあるとき、姉
のヒラプラバは、当時１４才で分別のある若い⼥性であり、７歳の弟
に⼀⽇中横になって何をしているのかと尋ねた。「僕は宇宙の歴史を
⾒直しているんだ」ババは答えて、姉を少し喜ばせた。翌⽇、彼⼥は
再び尋ねた。ババは今度はこのように答えた。「僕は、この惑星で１
０００年後に何が起こるのか知っているよ」とうとうヒラプラバはだ
らけている弟にうんざりした。彼⼥は無為に過ごす弟をなじり始め
た。「おまえはここにいて、何もせずに時間を無駄にしている。まだ
母国語で⾃分の名前さえ書けはしない」ババは特徴的な静かな微笑み
をして、しばらくの間彼⼥を⾒た。それから、彼は引き出しのところ
へ⾏って⼀枚の紙とペンを取り出し、英語、アラビア語、およびさま
ざまなインドの⽂字など合わせて⼗種類の異なった書き⽅で、⾃分の
名前を完璧に書いた。姉はこれを⾒てあまりにびっくりしたので怖が
る⿃のように⾶んで逃げ、休暇の残りの間に弟と顔を合わすことはな
かった。

何年も経って、ババはダダ·ヴィジャヤナンダに⼜述しながら、バム
ンパラでのあの休暇の思い出にふけっていた。ババは寝台に横になっ
たまま、たぶん数時間を無駄に過ごし、カースト制度と他の社会悪に
対する戦いを含むだろう⽣涯の仕事の計画を練ることで忙しかったの
だ。ババはこのように⾔った。アナンダ·マルガ、すなわち１９５５年
つまり２５年以上後に創⽴することになる社会的·霊的な組織の来たる
べき⾻組みを⽴案したのは、あの休暇の間のことだった。それから彼
は机のところに⾏って引き出しから黄⾊くなった⼀枚の紙を取り出
し、弟⼦の前で卓上にその皺を伸ばして⾒せた。薄くなった筆跡がま
だはっきりと分かり、そこには彼が後で⽣み出すであろう組織のアウ
トラインが書かれている。

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

ババ:

「今⽇あなたが⾒ているものはすべて私が七歳のときの思考プロセスの
結果である……私のすべての仕事が１２歳までに、ジャマールプルにい
る間に終わったていたのだ」

バムンパラの家、ベランダに座っているババの母親と祖母とともに



５．初期の家族写真

Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

これらは１９２０年代以降で、知られているうちで最古のババと彼の家
族の写真である。

⼦供のババ

最も初期の家族写真、１９３０年頃 ババは左下にいる

ババは中央、姉が左にいて、弟が右にいる

ババの母、アバラニ·サルカル

ババの⽗、ラクシュミ·ナラヤン·サルカル



６．最愛の級友と理想的な学⽣
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ババは１９２７年から１９３０年までジャマールプルのケシャウプ
ル初等学校で学んだ。そこで彼は知性、不断の努⼒、粘り強さ、およ
び、あらゆるものへの優しい気持ちの持ち主だったので皆に愛されて
いた。彼は、科学的および地理的な無数の事実に驚くべき理解をもっ
ていたので「⽣きている百科事典」として知られるようになった。初
等教育を終えて、１９３１年から１９３９年まで東インド鉄道⾼校に
通い、クラスでは級友を気遣い、また⾃制⼼があり、戸外では積極的
でスポーツ好きな理想的な学⽣であった。フルートを吹き、詩と短編
を書くのも楽しんだ。

編集者

誰の質問にも答えることができるというババの評判は初等学校からの
ものであり、ここでも、他の誰⼀⼈として答えられない質問のある⼈は
誰でも彼のところへ⾏かされるというのが、他の⽣徒たちの中でありふ
れたことになった。ある⽇の午後、彼と彼の級友たちは休み時間に届い
たばかりの新しい地理学書を⾒ながらテーブルを囲んで座っていた。バ
バは他の⽣徒たちと⼀緒にページをパラパラとめくった。それから彼は
本を閉じて、級友たちに、あらゆるページからどんな質問でもよいから
するようにと挑戦した。他の少年たちはこの挑戦に⾶びついた。彼らは
本を開き、彼にはそれを⾒ることができないようにして質問を始めた。
ひとつずつ、彼はすべて正しく答えた。彼らは感動したが、以前これを
⾒たことがあった。しかし、最近東ベンガルのシルヘト地区の⼩さな村
からジャマールプルに移って来たヴィマレンドゥ·チャッテルジェーは、
⾒たことがなかった。彼が驚きを顕わにしたとき、ババは、彼に村の名
前を尋ね、それから稲⽥の境界線と各井戸の配置まで事細かに説明を始
めた。ババが先へ進めば進むほど、ヴィマレンドゥはさらに驚かされ
た。すべてのことがババが説明したとおりだった。「しかし、君はどう
やってあのすべてを知ることができるんだい？」彼はとうとう感情を顕
わにした。ババは嫌になったように、ブタの低いうめき声のような声を
少し出した。「⼈々は学んで（瞑想して）いない」彼は⾔った。「だか
らこれらのことを知らない」ヴィマレンドゥが、ババが⾮常に正確に説
明した情報はどんな本にも載っていないこと気付いたのはほんの数年後
であった。

ジャマールプルの鉄道⾼校

若い少年たちの中には、放課後ババの後をつけ始めた者もい
た。彼に同伴して野外へ⾏き、彼と⼀緒に町まで歩いて戻るこ
とができるように、彼が丘から戻るのを待っているのだ。ある
少年の両親は⼦供が毎晩遅く帰って来るので悩んでいて、ババ
についてゆく彼を叱り、⽌めるようにと⾔った。彼が不平を⾔
ったので、両親は何が魅⼒なのかと尋ねた。

「彼といるといつも気持ちがいいんだ」彼は⾔った。「ある
時、プラバトが道で⽴ち⽌まっていたので⾒ると、キラキラ輝
くオーラに包まれていたんだ。そのよううなオーラによって包
まれている⼈は普通の⼈であるはずはない、彼はそうなのか
な？」

彼の両親は答られなかった。それからはもう反論することは
なかった。

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

ババの⽗、ラクシュミ·ナラヤン·サルカルは尊敬すべきホメオ
パシー専⾨家であり地域社会の指導者であった。１９３４年の
ビハール地震の後の救援活動の際、ババは彼の友⼈たちを動員
し、救済資⾦に彼⾃⾝のポケットマネーを寄付して彼を助け
た。



７．⼿相⾒、占い師および奇跡の⼈
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かつて、バムンパラから来た若い親戚の⼈がババに尋ねた。「ブブ
ダ、あんたは好きなことの⼀切合切をすることができるのかい？」短
い沈黙の後、彼はまじめに答えた。「うん、できるよ」

ある⽇、ババの母は義母のヴィナパニ·サルカルと数年前に起こった
のことで議論を始めた。両⽅が、当⽇起こったことをはっきりと思い
出そうとして⼜論するうちに、ちょっと⾏き詰まった。ババは、彼⼥
たちが記憶を呼び起こすのを助けた。「その出来事を覚えているよ」
とこともなげに⾔った。そして、彼⼥たちが忘れていた詳細を思い出
させた。

「おまえはどうしてそれを知っているんだい?」驚いた祖母が尋ね
た。「おまえはその時、⽣まれてさえいいなかったんだよ」

「知っている、それだけだよ」これが彼の簡単明瞭な答だった。バ
バの母、アバラニは素直に微笑んだ。この先も、彼⼥の他の⼦供たち
のひとりが、彼⼥に答えることができない質問すると、いつもこのよ
うに⾔うのだった。「ブブに聞いておくれ。あの⼦がすべてを知って
いる。私が知らないことを何でも知っているよ」

アナンダムルティ…ジャマールプル時代

ババは学⽣なのにウパヴィッディア[神秘学]に精通していた。彼は、
この種の透視を⾏うときにはその前に、母、アバラニに事前の許可を
得るよう当⼈に指⽰するのであった。サルカル家の近親と友⼈たちは
彼のこの独⾃の才能について知っていた。戦争のゆえに海外とのコミ
ュニケーションは断ち切られ、そして多くの親類の⼈が彼らのかわい
い⼦供たちを⼼配した。不安に駆られた両親たちは、海外で暮らして
いる⼦供たちの情報を求めてババに話をもち掛けるのであった。ある
いは、例えばだれかが死んでいて、遺族は旅⽴った⼈への慰めを欲し
がった。そのようなタイプの切望していて探求⼼のある⼈々が、ババ
に透視をしてもらうための許可を求めてアバラニに懇願するのだっ
た。母親の許可を受けてから、ババはその⼈を彼の寝室の中に連れて
⾏き内側からドアのカギをかける。その部屋の隅に中型の鏡がある。
嘆願者は部屋の隅の安楽椅⼦に座り、そして、ババは部屋の反対側の
瞑想の席に座る

デス·ヴァレー、ジャマールプル

Jamalpur

その⼈は瞬きをせずに鏡をじっと⾒つめるよう指⽰され、ババも鏡を
のぞき込む。数分間で鏡に映像が現れる。この映像によって、質問者
は愛する⼈たちを⾒ることができ、彼らが健康で安⼼なことが解る。
何年間も、ババはその鏡によって切望する多くの両親と親類の⼈たち
を安⼼させた。とはいえ、彼は各透視の後、気分がすぐれないと感じ
るのだった。アバラニは息⼦の健康についての懸念からその魔法の鏡
を結局粉々に壊し、ババはこの種の透視を与えるのを⽌めた。１９８
２年に、彼は彼のプラバト·サンギータ歌集に載せるため、この魔法の
鏡についての歌(マヤ·ムクレ)を作曲した。

シュリー·シュリー·アナンダムルティの⽣涯と教え
i

ババより数才若かったマノランジャン·バネルジェーは、ババがケシ
ャウプルのシヴァの寺で⽬を閉じて⾧時間座っているのをしばしば⾒
たことがある。この光景は彼を感動させて決して⽌むことがなかっ
た。ある⽇、彼はさらにいっそう仰天させるものを⾒た。

「ある⽇、私が6クラスで勉強しているときのこと、４、５頭の雄⽜
の群れが私を細道を下⽅へと追いかけ始めた。私は⾃分の本を落とし
たが、本はそのままにして、助かるために⾛った。私が⾛っていると
き、通りの突き当りにブブダが⽴っていた。彼のところへ⾏くと、雄
⽜から私を護ってくれた。雄⽜たちは彼のところへ⾏き着くちょっと
前に、突然⽌まって彫像のように静かになった。私は驚いた。すると
彼は私に、⾏って教科書を拾うようにと⾔った。私は、本のところへ
⾏くまでに雄⽜たちが⽴っているところを横断しなければならないの
で、そうするのが怖かった。しかし、ブブダは何も⼼配することはな
いと繰り返し⾔って私を安⼼させた。雄⽜たちは私に危害を加えない
だろう。私はためらったが、とうとうそこを通り過ぎて本を拾った。
それから私はブブダのところへ戻った。雄⽜たちはその間ずっと1イ
ンチも動かなかった。私が本をもって戻った後、ブブダは雄⽜の⽅に
⼿を振った。そのときになってようやく雄⽜たちは動き、向きを変え
て歩き去った。この出来事で、私は、ブブダにはある特別な⼒がある
のが分かった」

アナンダムルティ: ジャマールプル時代



８．詩、歌および童話
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１９４０年から１９４６年まで、ババがカルカ
ッタの⼤学に通っていたとき、そしてジャマルプ
ルの鉄道⼯場のオフィス時代の初めの頃、彼は多
くの詩、物語、随筆および歌を書き、その多くが
当時の⼤衆雑誌で発表されたが、その後失われて
いる。

かつて、私たちの何⼈かがマルガ·グル（ババ）
から重要な⼜述を受けていた。突然、彼は間をお
いてから⾔った。「あのね、２０歳から２１歳の
ときにおよそ１５０篇の英語の詩を作ったよ」

情報源不明

これは私たちが原本を持っている３つの詩の⼀
つで、ババと彼の同僚が鉄道⼯場のオフィスで⼿
書きの雑誌を編集していたときに、ババが公述し
て同僚が書き留めたものである。

彼が２３歳のときに、ババは「青い海の⾦⾊の
蓮華」および「青い海の底なしの深みの許で」と
いう童話を書いた。その後、両⽅とも後年書かれ
た３冊⽬の本「ハッタマラの地で」と共にアナン
ダ·マルガ出版によって刊⾏された。

「青い海の底なしの深みの許で」はこの編集後
記と共に刊⾏された。
:

作者はこの物語を書いたとき⾮常に若かった。
そんなわけで、彼の気がすすまないにもかかわら
ず、私たちはそのようなユーモラスな物語を印刷
したい気持ちを抑えることができなかった。した
がって、全責任は出版社に帰する。

独りぼっち：

(1)

独りで世界の⼀部になったなら
秘密の使命のために

あなたを護ってあげられますように
⼼の内で

気持を逸らすものに囲まれて

(2)

空しい⼼を満たしてください
無⾔の平穏の中で
おお、神よ

そこに来てください
神の⼿で触れてください



９．ヴィッディアサガル⼤学
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１９３６年２⽉、ババがおよそ１４歳だったときに、彼の⽗親ラク
シュミ·ナラヤンは黒熱病によって亡くなった。彼は、母親に強く勧め
られて――家族の経済的窮乏にもかかわらず――教育を受け続けて、
１９３９年に⾼校を卒業した。同年内に、彼はカルカッタのヴィッデ
ィアサガル⼤学の理学部に籍を置き、母のいとこサラト·チャンドラ·
ボーズと彼の家族の家に同居した。

ババは当時ヴィッディアサガル⼤学に通っていた。

「当時私は⼤学にいて、北カルカッタの母のいとこの家に同居して
いた。家はガンジス川のすぐそばだ。⽕葬場も近くにある。三階建て
の家である。最上階の⼆つの部屋の内の⼀つはクリシュナの⼦供時代
の像を住まわせていたので、私は他の部屋で⽣活した。以前部屋だっ
たところの⽚隅の⼀部が⾚いカーテンでふさがれていて、そこで私の
親戚の年⾧の男性たちがタントラ·サダナを⾏っていた。北カルカッタ
のその地区は⾮常に⼈⼜密度が⾼かった。屋根伝いに渡れば容易に２
５か３０軒の家に⾏くことができる。誰かが屋根に登って３階に⾏
き、そしてそこから家の中に⼊る恐れがある場合には、親戚の者がサ
ダナを終えた後、夜、部屋の内側から⼆階と三階をつなぐ吹き抜けへ
のドアの鍵を内側から掛けるのであった。すなわち、夜、私は家の他
のメンバーから切り離されたのだ。死体運搬⼈が連⽇連夜⽕葬場への
通りを⾏き交うときに、家のそばを通るのであった」

「ディプテン、プラシャンタおよび私はヴィッディアサガル⼤学でよ
く⼀緒に研究していた。私たち３⼈は⾮常に親しい友⼈同⼠だ。よく
互いのための代理を務めたものである。ずる休みして映画に⾏き、皆
でコーヒー店に座りおしゃべりをしたこともある。⼤そう親しい中で
あったにもかかわらず、私たちは、それぞれの家族がどこに住んでい
るかさえ知らなかった。このような幸せな⽇々はすぐ⽬の前で終わっ
た。プラシャンタと私にはともに難しい家庭の事情があった。私の困
難は特に容易ならぬものだった。別れの⽇に３⼈は⼀緒に映画を⾒に
⾏き、⼼⾏くまで⾷べ、お互いのアドレスを書き留めた。本来ならば
互いに書くだろうか否かということには関わりなく、主要なニュース
は良かれ悪しかれ互いに確実に知らせることを約束した」

ババは「奇妙な体験」という本の中での⼤学時代について触れている

ババがヴィッディアサガル⼤学に通っていたときの研究室ノート



１０．カリカナンダ
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ババはカルカッタの⼤学に通っていたとき、よくフ
ーグリー川の⼟⼿で晩の散歩をしていた。カシミトラ·
ガットは川岸にある⽕葬場であり、⽇が暮れてから泥
棒が影に潜んでいるせいで危険な場所なのだが、彼は
ここで⽌まって瞑想の姿勢で座るのだった。１９３９
年８⽉、その⽉のシュラワニー·プルニマ（満⽉）の⽇
の⼣刻、ババはおよそ１７か１８歳で、満⽉の銀⾊の
光が穏やかな川⾯に反射するのを⾯⽩く味わいながら
そこに座っていたが、泥棒がババから略奪しようとし
て後ろから迫っていたのはその時だった。振り返って
⾒ることもなくババは⼤声で叫んだ。「おまえはカリ
チャランなのか？ こっちへ来て座れよ」この青年が
⾃分を⾒さえしないで名前を呼んだので、カリチャラ
ン·バンディオパダヤは驚いた。⾃分を知ってさえいな
い！ おまけに事態を少しも怖れていない。ババは彼
に、⾃分が持っているお⾦を全部やるが、最初に川に
浴してからはるかに貴重なもの――すなわち⼿解きを
受けなければならないと⾔った。この青年の存在と恐
怖⼼の無さによって謙虚になり、今では涙ながらに悔
いているカリチャランは川に浴して⼿解きを受け、新
しい⼈――カリカナンダ·アワドゥータになった。その
後、彼はババの家へ同⾏すると⾔ってきかなかった。
そして、カリカナンダの涙を誘う抗議の訴えにもかか
わらず、ババはポケットに持っていたわずかなコイン
を彼に与えると⾔い張った。この出来事が起こったの
はシュラワナというその⽉の満⽉だったので、その時
にいつもシュラワニー·プルニマが祝われる。

数年後、１９８０年８⽉２５⽇シュラワニー·プルニ
マの時に、ババはこの出来事を思い出した。

「これがシュラワニー·プルニマである。重要な⽇で
ある。そのとき私は⾮常に若く、カルカッタのヴィッ
ディアサガル⼤学で学んでいた。ある晩、⾮常におも
しろい出来事が起こった。突然、意地の悪い⼈がは私
の近くに来た。私は『意地の悪い』という⾔葉を⽤い
たが、それは⼈の永久的な状態ではない。今⽇意地の
悪い⼈が、明⽇は⾼貴な⼈であるかもしれず、そし
て、今⽇鈍感な、あるいは愚かな⼈が、明⽇賢明な⼈
であるかもしれない。これらはすべて相対性という束
縛によって縛られた相対的な事柄である。誰も永久に
意地の悪いと⾔う⾔葉を使うことはできない。意地の
悪い⼈の善なるものと精妙なるものをいつも育てよう
とすべきことを留意しておくべきだ……あの晩、ある
意地の悪い⼈が私のところに来た。彼は私から何を期
待することができただろうか？ しかしそのとき彼は
来た。私は⾃然な⼈間の⼼理にしたがって彼に尋ね
た。『おまえは何が欲しいのか？ おまえはなぜこの
悪の道を選ぶのか？』私たちの問答の間に、彼は⼈⽣
の進路を変えるべきであることに気付き、⼿解きを受
けた。それは私がそれまで誰にも与えたことのない最
初の霊性の⼿解きだった。そしてその同じ⽇に、シュ
ラワニー·プルニマが再び巡って来た……その後、⾧い
時間が過ぎ去っていた。それは恐らく１９３９年のこ
とだ。これはすべて、４１年前に起こった」



１１．鉄道⼯場のオフィス
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１９４１年、ババは、⼀家の暮らしを⽴てるためにカルカッタでの勉
学を離れてジャマルプルへ戻り、かつてアジアで最⼤と⾔われた鉄道⼯
場の経理部の職に就かなければならなかった。

「しばらくの間インドの独⽴運動に積極的に関与した後、家庭の難し
い事情を考えて、私は良い息⼦のように政府の仕事を始めなければなら
なかった」

なじみの薄い経験

１９６０年までに、職場で右に出る者がないほどの厳密さと完璧さに
対する評判があって、ババは経理部の監査役になっていた。⾼官でさ
え、P·R·サルカルが彼らのオフィスを検査しに来つつあると聞くと、よく
⼼配になるのであった。そして、彼らの報告に不規則なことがあれ
ば、P·R·サルカルが確実に⾒つけると⼀般に噂されていた。彼の部下たち
は次のようなことを思い出した。彼らが検査で彼に同伴したときのこ
と、彼は決まったように必ず、記帳ミスを含んでいるまさにその台帳の
まさにそのページに彼らの⽬を向けるのであった。彼がしばしば部屋の
あちこちで⾮難していた会計事務所からの彼らにしてみれば慣れている
指摘なのだ。だが⼀⽅、彼らはちょうどやってしまったたばかりの誤記
⼊への関⼼を呼び覚まそうと取り組んでいる。ババが、⼜頭で何⼈かの
上級⼠官を、彼らのために働く⼈々への接し⽅について⾮難したのも何
の秘密でもない。

アナンダムルティ：ジャマルプル時代

七⼗年代後半のあるとき、ババはジャマルプルの鉄道のオフィスでま
だ働いていた⽇々のことを話していた。彼がさまざまなオフィスを検査
しなければならなかった職務の部分と同様、彼らの仕事と報告を照査す
る部署の資⾦についてもだ。

こんな特別な事例もある。彼は店の役員を訪れる旨店に電話をしたとこ
ろ、部下が電話⼜に出た。

ババ：「こちらは本部のプラバト·ランジャン·サルカルです。明⽇、検
査のため貴店にお伺いします。担当の役員と話したいのですが、つない
でください。」

ババの⾔葉が電話で落雷のように落ちて来た。⾃制できない部下の叫
びが、受信機を通して聞こえる。「神よ！ プラバト·ランジャン·サルカ
ル！ サルカルさんがやって来る！」ババは、その⼈が受信機を落とし
て監督を呼びに⾛ったとき震え声だったので、怖れているのが分かっ
た。監督が電話に出て⾃分から名乗った。

ババ：「どうしたのですか？ あなたのところで働いている⼈は、私
の名前の聞いて、まるで⼼臓発作が起こったかのようにおびえているよ
うでしたよ。私は乱暴者でしょうか？」

役員は彼の部下の振る舞いを詫び、ババに予定どおりに来るように頼
んだ。ババは私たちに⾔った。「あなたたち皆が知っているように、私
がいつ点検に⾏こうとも、最初にすることはある特定ファイルと⽂書を
要求することなのだ。しかしながら、彼らにはそれが致命的であった。
私が正確に維持されていなかったまさにそのファイルと⽂書を要求する
からである。そこに私がすべての重⼤な⾷い違いと不規則なことをいつ
も⾒つけるのである」

「私を欺くための彼らの努⼒、すなわち虚偽の申し⽴て、⼆重帳簿、
粉飾状態などはいつも無惨に失敗するのであった。おまけに、私は決し
て何も受け取らない。現⾦も親切も、誰からもだ。それだけでなく、彼
らから検査の際勧められたどんな⾷べ物も摂らなかった。私は決してそ
ういうことはしなかったのだが、もし私が受け⼊れたなら、彼らの利益
のために⾏動するよう恩義を着せられたであろう」

「さて、⼈々は私を⾮常によく知っていて、彼らの詐欺という恥ずべ
き⾏為が私によって暴露されたら、彼らは絶望のあまりがっくりきて、
慈悲を嘆願するのだった。『サルカルさん、私はとてつもない貧困と常
ならぬ状況によってそれをするよう強いられました。私を⾸にしないで
ください！ お願いします！ 私には、養ってゆかねばならぬ⼤家族が
あります。彼らは飢えて死ぬでしょう、サルカルさん』」

ババは続けた。「私はジレンマに陥るのだった。⼀⽅では、罪⼈に好
意を⽰すために良⼼に逆らった⾏動をとることはできない。他⽅では、
私が貧しい者を失業させ、家族を飢えさせるようなことをできよう
か？ もちろん、私の奉仕⽣活の間に奉仕を⽌めるという事例はごく稀
だった。私は、責任を放棄することなく違反者を救うということがまっ
たく不可能でない限り、⼈の仕事を失わさせるかもしれないことは決し
てしなかった。本当に、私はこれらの貧しい⼈たちに同情した。だから
多くの場合、私は彼らにどうやって顔を⽴てるか、そして彼らの仕事を
持ち続けるか、同時に関連部署の側に少しの損失もなくするか、これら
のことを彼らにアドバイスするのだった」

ババと過ごした⽇々

１９５４年１⽉７⽇に撮られた鉄道⼯場のグループ写真 ババは３列⽬左から３番⽬
a



１２．兵役のババ
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１９４２年中頃、英国政府はインド国防軍(ＩＴＦ)、すなわち英国イン
ド軍の予備の補佐役にインド政府職員を募集することを決めた。鉄道、
郵便および電信事業などの主要な部⾨、および公共事業部で働いている
若くて望ましくは未婚の政府職員は、募集に応じる資格がある。彼らは
万⼀、英国の政権が兵役義務のための常任の治安部隊を撤退させるよう
なことがあれば、各政府機関に治安をもたらす任務を負うことになって
いた。⼊隊した⼈たちはカルカッタの近くのバンデルで予備トレーニン
グを受け、その後、北ベンガルとアッサムで例年の１ケ⽉のトレーニン
グ·セッションが続いた。１週間あたり２⽇間、短い⾏列⾏進のトレーニ
ング·セッションが勤務時間の後に計画されていた。新兵は働くためにユ
ニフォームを着るべきであり、毎⽉１２ルピーと８アンナの給付⾦が⽀
払われた。副収⼊が⼀家の暮らしを⽀えるのに役⽴つのでババは新兵に
なった。彼は少なくとも１９４３年の間、たぶんもっと⾧くかも知れな
いがＩＴＦにいた。

シュリー·シュリー·アナンダムルティ：神秘の到来

他の⼦供たちは母がしばしば話してくれていたので、彼らの兄がすべ
てのことを知っていると確信していた。１９４８年前半のある⽇、ババ
の弟、ヒマンシュはそのテーマを切り出した。「ダダ、お兄さんはすべ
てを知っている。どうやってそんなことができるのか私に教えてくれな
いか？ 僕もすべてのことを知ることができればいいのに」ババは顔を
しかめた。「すべてを知るのは良くない」彼は⾔った。「まったく良く
ない。そんなことは好きになれないだろう。神の導きがこれを許さない
わけがあるんだよ」

２、３⽇後、ババは、サルカル家で休⽇を過ごしていた彼のいとこのア
ジト·ビスワスと⼀緒に⾷卓に座っていた。ババの妹、ビジリ·プラバが彼
らに軽⾷を出していると、アバラニは彼⼥が家事をうまくできないこと
について彼⼥を叱り始めた。

「あなたはもうすぐ結婚するというのに、まだちゃんと⾷事の出し⽅も
習っていない、調理のことになればなおさらよ！ あなたの夫は何と思
うでしょう？」ババは、アバラニが静かになって娘を置いて⾏くまでビ
ジリ·プラバの肩を持ち始めた。

「彼⼥はそのような家の中の雑事を習う必要はない」再びテーブルで
彼らだけになると、ババはアジトに⾔った。「私の母が準備を忙しくし
ている妹の結婚式は決して⾏われないよ」

「プラバト、将来何が起ころうとしているのかを知ることができるの
は素晴らしいことだ」アジトは、頭を振り、いとこにしかない能⼒に驚
嘆して叫んだ。

「とんでもない」ババは彼に⾔った。「それは恵みではない。どちら
かと⾔えば災いだ。いいかい、私の妹は短命という運命にある。彼⼥
は、結婚の⽇を⽬にすることはできない。だから私は、彼⼥が最後の⽇
々に⼀切無⽤の⼼配に直⾯しないようそっとしておいてやりたいのだ。
それを考えてくれ。彼⼥に会うといつも、彼⼥の死が急速に近づいてい
るのに気づく。あなたは健康な若い⼥性を⾒ているが、私は彼⼥の死を
⾒ている。もし親しい⼈が死にかけているのを知っているとすると、そ
の⼈が⾃然に振る舞ったり友⼈や家族と⼀緒に平気でいるのがどれほど
難しいかをちょっと想像してみてくれ。天の摂理が、⼈は将来何が起こ
ることになっているかを知るべきでないように世の中を創ったのはなぜ
か、⼗分な理由があるのだよ」

翌⽇、ババは弟のヒマンシュに、数⽇間カルカッタに同⾏するように
頼んだ。およそ４、５⽇後、兄弟２⼈がジャマルプルに帰り着いたと
き、彼らは悲しみの中にある家族がいるのを知った。もう⼼配のない妹
ビジリ·プラバは前⽇黒熱病で亡くなっていた。それは彼らが数⽇前にカ
ルカッタに向け出発した時には発病の気配すらない病気であった。

アナンダムルティ: ジャマルプル時代

軍服姿のババ（右から２番⽬、⽴ち姿）、弟たちヒマンシュ·ランジャン（左に⽴っている）、スダンシュ·ランジャン（左から２番⽬）、マナス·ラン
ジャン（右）、姉ヒーラプラバ（右に⽴っている）および妹ビジリー·プラバ、１９４３年頃。ビジリー·プラバはその後すぐに亡くなった。



１３．古くからの弟⼦たち
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１９３９年と１９５４年の間にババは多くの弟⼦
に⼿解きをし、それは秘密で、さらに他の弟⼦たち
の存在も知らせないように誓わせたのだ。彼の同僚
の⼤部分と彼の家族でさえも霊性のグルとして彼の
役割について知らなかった。

１９５４年１１⽉７⽇、彼は最初の集会のために
ジャマルプルの第３３９ランプル·コロニー（鉄道
会社によって彼に提供された質素な１部屋＊）に弟
⼦たちに集まるよう呼びかけた。そこで彼らは、友
⼈と同僚の多くが兄弟弟⼦なのを発⾒して驚くので
あった。

１週間後、１１⽉１４⽇⽇曜⽇に、第２回の集会
がランプル·コロニーの部屋で⾏われたとき、ババ
は、スバシュ·チャンドラ·ボーズ(すなわちネタジ)
が、健在であり、チベットでサダナを実⾏している
と初めて具体的に説明した。

プラナイ、チャンドラナト、Ｖ·Ｋ·アシュタナ、
ナギナ、サチナンダン·マンダル博⼠、ラスマイ·ダ
スおよび他の⼈たちを含む約１５、６⼈の弟⼦が⼩
さな部屋にいた。

ババは少し話してから、クリシュナ·チャンドラ·
パル（ケストパルとかクリストというあだ名）によ
って死のデモンストレーションを⾏った。彼はクリ
ストの体からの⽣命⼒を抜き去り、体から⼼を切り
離し、そして、それを後でラヒリ·マハサヤだとさ
れた「偉⼤な聖者」の体のない⼼と置き換えた。す
ると、その体は新たな⼼の声で話すことができ、そ
こで、ババはそれに、⽕星、⽉、およびクレムリン
を含む幾つかの場所を訪れ、そこで何が⾒えるかを
述べるよう指⽰した。

１９９２年のクリシュナ·チャンドラ·パル(ケストパル、ク
リスト)

次に、ババはラヒリの⼼に、ヒマラヤを通ってチ
ベットの⽅へ⾏くよう命じた。そして⼀度チベット
でその⾸都ラサへ、それからリン·ポ·ポの修道院の
近くへ、そして洞窟の近くへと導き、そこで⾒たこ
とを述べるよう指⽰した。ラヒリは、まさに光を放
っている瞑想中の⼈が⾒えると⾔った。ババは彼に
もっと近くへ⾏ってそれが誰であるか⾒るよう指⽰
した。ラヒリはそれがネタジ·スバシュ·チャンドラ·
ボーズだと⾔った。

集まった⼈たちの間に興奮の波が広がった。彼ら
はその頃はもう多くの素晴らしいものをよく⽬にす
るのだが、これは別格である。

そして、ババはラヒリに、ネタジの⼼に⼊ってイ
ンドに戻りたいかと尋ねるよう命じると、彼から戻
りたくないという答えが返ってきた。するとババ
は、ラヒリに戻るよう、そしてクリストの体から出
るよう命じた。彼はそこで、クリストの⼼を体の中
に返したので、クリストは何が起こっていたのかと
いう認識はなく、まったく悪影響も起こらず正常な
意識を取り戻した。

それは今までババが⾏った中で最も素晴らしいデモ
ンストレーションの１つであった

ダダ·プラナワトマカナンダの覚え書きから編集

* 古くからの弟⼦たちは毎⽇ベランダに集まって、
瞑想しながらババが到着するのを待っていた。その
後――１９５６年には、部屋が⼩さ過ぎるので、１
９５８年１２⽉２８⽇にオリガンジで新築された今
のジャグリティ落成までは、サダル·バザルで家を
賃借した。



１４．ババとダダ·チャンドラナト
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ダダ·チャンドラナトは１９５０年か１９５１年に真剣にグルを捜し始めた
が、満⾜できる⼈を⾒つけることができていなかった。１９５２年に彼は休
みを取ってガドプルに戻り、その時までにインド中の弟⼦によってよく知ら
れた聖者になっていたマハトマに会いに⾏った。彼は⼤いに感銘を受けて、
結局は彼に⼿解きを求めることにした。しかしながらマハトマは⼿解きを断
って、彼にボジュプリー語（インド·アーリヤ語）で⾔った。サマイ·アヤ·タ·
ミリ――「時が来ればかなうだろう」１年後、彼は職場の同僚からババのこ
とを聞いて初めて彼を訪ねた。チャンドラナトジがババの家に到着したと
き、外に座っていたババの弟が彼を正⾯の居間の中へ招き⼊れた。次にカー
テンがかけられている出⼊⼜を通ってババに会うために奥の部屋に⼊った。
ババが部屋に⼊るためにカーテンを通り抜けるちょっと前に、チャンドラナ
トジは彼がベンガル語でこのように⾔うのを聞いた。キ、サマイ·ハラ?「そ
の時が来たのか？」

「その時が来たなら：アチャリア·チャンドラナト·クマールとの会話」

ダダ·チャンドラナトは彼の本「あなたを決して忘れない」で思い出し
た：

私はプラナムをしてババにあいさつをし、彼は私に座るように勧め
た。それから彼は⾔った。「あなたがここに来た⽬的は何ですか？私は
学識のある者ではないが、あなたの質問に応えましょう」

私は⾔った。「私は学識のある⼈を探し求めて来たのではありませ
ん。グルを探し求めて来たのです」

するとババの態度がすぐに変った。彼はまじめになって命じた。「こ
のドアを閉じなさい、そのドアを閉じなさい、この窓を閉じなさい、そ
してここに来て座りなさい」それから、彼はその場ですぐに私に⼿解き
をした。

アチャリア·シヴァ·シャンカル·バネルジー、アチャリア·チャンドラナト·
クマール、アチャリア·ラムチャンドラ·パンデイ（１９５５年頃）

ト·クマール、アチャリア·ラムチャンドラ·パンデイ（１９５５年頃）

プラナイ·クマール·チャッテルジー
とアチャリア·チャンドラナト·クマ
ール（１９５５年頃）

アチャリア·チャンドラナト·クマールと彼の妻、アチャリア·ランパリ·デ
ウィー（後年の名前）

アチャリア·シヴァ·シャンカル·バネルジー、アチャリア·イラ·バネルジ
ー、アチャリア·ランパリ·デウィ、アチャリア·チャンドラナト·クマール
（１９５５年頃）

アチャリア·チャンドラナト·クマ
ールとアチャリア·ランパリ·デウ
ィー（後年の名前）



１５．ＡＭＰＳ
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１９５４年１２⽉２５⽇、ババは弟⼦たちに新しい組
織のための内規と定款を起草するよう命じた。そして
１９５５年１⽉１⽇、ラムプル·コロニー地区で、彼は
その組織の名前を提案するように呼びかけた。申し出
られた最初のものはプシュティ·マルガ(献⾝の道)で、
２番⽬はブランマ·イシュタ·マルガだった。そこで、バ
バは組織をアナンダ·マルガ·プラチャラカ·サンガ(ＡＭ
ＰＳ)と呼ぶと公表した。彼は正式にそれを始動さ
せ、(ある説明によれば)最初の、(他の説明では、それ
は１９５４年１１⽉と１２⽉の集会後の４番⽬だった
のだが）ダルマ·マハーチャクラ（ＤＭＣ)がその同じ⽇
に開催された。

ババは最初のＤＭＣの講話――「社会の進化」――を
⾏い、そのＤＭＣで最初のヴァラマヤ·ムドラを与え、
そして、組織の最初の数年間に、たとえＤＭＣが実際
に特別に各⽉の満⽉に最も近い⽇曜⽇に開催されると
しても、年明け翌⽉の初⽇にＤＭＣがあると宣⾔し
た。すべてのＤＭＣの講話はそれ以降スバーシタ·サン
グラハという連続本に編さんされ、――アナンダ·ヴァ
チャナムルタム·シリーズ（ジェネラル·ダルシャンおよ
びＤＭＳの講話）、ナマミ·クリシュナスンダラム（１
９８０年８⽉から１９８１年４⽉の間にカルカッタで
⾏われた）およびナマー·シワヤ·シャンタヤ（１９８２
年に⾏われた）と共に――アナンダ·マルガのダルマ·シ
ャストラ（霊性の論⽂）を構成する。

ラムプル·コロニー地区の裏庭のババ、１９５５年頃

ＡＭＰＳは１９５５年１⽉９⽇に、ムンゲル登記事
務所で「地域社会の条例」に基づき、「主宰」として
のババおよび、最初の事務⾧としてのプラナイ·クマー
ル·チャッテルジーが公式に登録された。別のＤＭＣが
その同じ⽇にランプル·コロニー地区の中庭で開かれ
た。

次のＤＭＣは１９５５年２⽉６⽇(マギー·プルニマ)に
バガルプールの警察地区のダダ·チャンドラナトの家で
開かれた。ババはこの機会に、サンスカーラによって
病気になっていて死ぬところだったビンデシュワリ·シ
ンへ新しい命を与えた。ババは彼の命を救った後、彼
に⾔った。「⾏きなさい！ もう恐れることはない」
その時、ビンデシュワリは彼の妻に⾔った。「私は少
なくとも今のところ救われている。あなたは未亡⼈に
ならず幸いだ

。ジョゲシュワル·アナンダムルティが私に新しい命
を与えてくれた」そして、彼はその後――しばしば有
頂天になって泣き、踊る新しい⼈になった。



１６. タントラのグル
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弟⼦たちは、ババがカパリカ·サダナを教え始めるずっと前に
タントラのグルであることを知っていた。彼は愛情あふれる導
師、敬けんなグル、そして確固としたインスピレーションの源
であっただけではなく、弟⼦が正しい道を踏み外すときには罰
するのをためらわない厳格な監督者であり、そして断固とした
しつけが厳しい⼈でもあった。タントラのグルのこの側⾯は数
千年間のタントラの伝統の不可⽋の部分である。タントラのグ
ルは、霊性の修⾏法を弟⼦に教えてその道を前へ進むよう励ま
すだけでなくむしろ、１９６０年のＤＭＣの講話でババが説明
したように、「弟⼦がグルの教えに従うことを確かにするため
に細⼼の注意を払う。弟⼦が多少なりとも怠けていることが分
かったら、状況に応じた圧⼒を加えることによって弟⼦がもっ
と労を惜しまずに実践するよう強いる……また、教師はニグラ
ハ(罰を与えることができる⼈)でも、そしてアヌグラハ(恩恵を
授けることができる⼈)でもなければならない。罰するだけの
⼈、恩恵を授けるだけの⼈は理想的な教師ではない」

タントラの伝統では、グルは弟⼦をしばしばテストしてい
て、これらのテストは弟⼦がさまざまな精神的な弱さを克服す
るのを助けるために⽤いられる。ババのテストの多くは弟⼦の
通常の経験範囲内のものだったが、彼はこれらのテストに加え
て時々アヴィッディアのテクニックを⽤いた。

かつてババはキシュンにこのようなことを説明した。アヴィ
ディアのグルは弟⼦が憎悪や嫌悪などの性癖、すなわち⾮常に
強くて克服するのが難しい性癖に打ち勝つのを助けるためにそ
のようなテストを⽤いる。「私は、もはやこれをするよう⼈々
に求めはしないが」ババは彼に⾔った。「よく砂糖菓⼦を⽤意
して、時にはマーヤの助けを借りてそれを⼈間の死体のような
形にして、その⾁を⾷べるように求めたものだ。これは、⼼の
中にあるサドリプ（６つの敵）とアスタパーシャ（８つの⾜か
せ）という束縛を滅ぼすことになっていて、後で、それがどの
ような味がしたかを⾷べた⼈に尋ねると⽢いと⾔うのであっ
た」

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

アニルッダはババをとても恐れていた。彼はババを強⼒なタ
ントラの修⾏者であると⾒做していたが、そのことがババを訪
ねるのを⽌めさせはしなかった。インタビューのとき、彼はの
最初の散歩のときに起こった以下の出来事について説明した。

ババは、私に何かを⾒たいかと尋ねた。私は⾔った。「ババ
が⾒せたいのなら、⾒せてください」彼はも⼀度私に尋ねた。
私が同意したので、ババは私にオーケーと⾔うまで⽬を閉じて
開かないようにと⾔った。次に、彼は懐中電燈をつけて⽬を開
けるように私に⾔った。

「何が⾒える？」彼は尋ねた。そこに背の⾼さがおよそ７フ
ィート⼈が⽴っていた。ババは懐中電燈を周回させた。すると
その⼈が成⾧し始め⾼さ３０フィート、すなわちヤシの⽊と同
じ⾼さになった。私は恐怖におののいて、腰を曲げてババの⾜
をつかんだ。私は危害を加えないでおくようにと１０万ルピー
を彼に差出した。「私もヤシの⽊にするつもりですか？」と尋
ねた。

ババは⾔った。「⼼配するな、おまえを殺すつもりはないし
ヤシの⽊にするつもりもない。ただ私の⾜にしっかりつかまっ
ていなさい」それからババはその⼈を６フィートまで縮め、彼
に来るようにと呼びかけた。危害を加えないでおくようにババ
にお⾦を差し出すと私が⾔ったのを聞いたとき、その仲間は巨
⼈のように笑っていた。⼆⼈とも微笑んでいて、私は⼆⼈は偉
⼤なタントラの修⾏者であり、彼はババが私を殺すよう命じて
いた幽霊だったのかもしれないと思った。「⼼配するな」ババ
は⾔った。「彼はカリカナンダだ」ババが⾏くようにと⾔うと
仲間は突然姿を消した。するとババは⾔った。「もう遅い。私
たちはすぐに戻らなければならない。そうしなければおまえは
列⾞に乗り遅れるよ」

アナンダムルティ：ジャマルプル時代
s

恐らくある種のサマディの状態にあるババ
i



１７．ジャーマとニヤマ
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「かつて、私が農業⼤学の教授だったときに、バ
バはヒッサルを訪れた。私はその周りの散策に彼を
連れて⾏った際、新しいキャンパスの美しさを激賞
した。ババはこれを聴いて最後に⾔った。『不道徳
の⼀滴がこれらの美しい建物を破壊できる』今⽇、
私は彼の発⾔の意味が解る」

Ｇ.Ｄ.シャルマ

１９６９年のあるとき、議会で内務⼤⾂が⾔った。「アナ
ンダ·マルガはダルマについて話すべきだが、政治問題に⼲
渉すべきではない。ダルマと政治は調和しない」これを聞い
てババは⾔った。「すると、アダルマの⼈々がこの国を統治
し続けることになる！」

ババ⾃⾝の⼿書
き：

“「みずからの振
る舞いが正直で
善良な⼈たちに
誰も危害を加え
るべきでない」

アナンダ·ヴァニー、１９６１年１⽉１⽇、ババ⾃⾝の⼿書きで。「あなたの理想はあなたの⾏為が表現する。あなたの学識、あなたの社会的あるいは
経済的地位はあなたの理想とは関係がない」

ジャーマとニヤマ（道徳性というヨギの原則）についてのババ⼿書きの
覚書が、１９５０年代前半にババが⼿解きをしたゴウィンダ·ハルダルに
預けられた。

初期の頃からババは、「道徳がベース、サダナが⼿段、そして『⽣命
の神聖さ』が⽬標である」と強調した。

１９５７年のアナンダ·プルニマ（ババの誕⽣⽇）に、バ
バはジャーマとニヤマについての本、すなわち「⼈間とし
ての⾏為 (ジーワナ·ヴェーダ) 」をジャマールプルで⼀気に
授けた。ババは序論でこのように述べている：

「道徳はサダナ(霊性修⾏)の基盤である。しかしながら、
道徳性や善⾏が霊的進展の最⾼点ではないことを忘れては
ならない。道徳家として⼈は他の道徳家のために模範とさ
れるものを定めてもよいが、これをすることはサダカ（霊
性の熱望者）に⾔う価値のあるものではない。サダナは、
そのまさに最初に、⼼の平静を必要とする。この種の精神
的な調和も道徳性であると⾔ってもよい…

「道徳的な理想はサダナの道に基づいて進む能⼒および
そのインスピレーションによって⼈間を完成することがで
きるはずである。道徳的であることは時、所および⼈に係
わるバランスを維持するための⼈の努⼒に依存しているの
で、道徳規範に異なる部分があるかもしれない。しかし、
道徳⽣活の究極の⽬標はこの上ない⾄福への到達であり、
それゆえ相対性から来る如何なる不完全状態もあってはな
らない…

「アナンダ·マルガのサダナにおいては、徳育がブランマ
と⼀つであるというこの理想とともに授けられる、なぜな
らサダナはそのような道徳的な観念形成なしには可能では
ないので…

「したがって、サダナを始める前でさえ、⼈は道徳的原
則に厳格に従わなければならないことが強く求められる。
これらの原則に従わない⼈はサダナの道をたどるべきでは
ない。そうでなければ⾃分⾃⾝を傷つけ他者を傷つけるこ
とになる」



１８．チャリアーチャリア

Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

ババは１９５５年に、オリジナルのアナンダ·マルガ チャリア
ーチャリアを書き取らせ、直後にＡＭＰＳが設⽴された。初版はベ
ンガル語で１９５６年４⽉に発⾏された。序⽂は以下のとおり。

「⼈類の物質的、精神的および霊的進歩のための、第⼀の必須要件
は健全な社会秩序である。庶民の禍福に思いを馳せ、そして彼らの
⼼の習慣を熟考し、アナンダ·マルガは新しい社会秩序の確⽴に着
⼿している。真実で⾃然なものなら何でも受け⼊れていて、同時に
社会的な調整の⼿段が提案されている。社会の主要部分で渦巻く弊
害への救援が施されていないというのに、誤った丁寧さに紛れて社
会悪と精神障害が隠れている。

下の記述は、１９５５年にババが書き取らせ、⾒直して修正した「チャリアーチャリア」の最初の⼿書き原稿による⽬次のページであ
る。ババの訂正箇所は⾚⾊の部分である。

1. 幼児のジャタカルマ
2. ⼊居式
3. 結婚式

4. 秩序だったブランマチャリアおよび男⼥間の社会的な関係
5. アチャリアとの関係

6. ⽣計
7. ⼊浴の仕⽅

8. アチャリア[⾷事の摂り⽅]
9. ⾐服

１０．[社会の]役割と祭り
１１．植樹式
１２．旅⽴ち
１３．⼥性の健康
１４．社会的処罰
１５．遺体の処理

１６．シュラッダの儀式
１７．挨拶の⽅法
１８．ダルマチャクラ

１９．⽥舎の委員会あるいは地⽅の委員会
２０．あなたのさまざまな組織

２１．科学と社会
２２．サダナ

２３．アナンダ·マルガの宝物
２４．アサナ
２５．結びの⾔葉

２６．アチャリア、タットウィカ、プロダー、ダルマミトラム

そして、今の世界の教育されて⾒識の⾼いすべての⼈々、特に若い
世代が、あなたのイデオロギーをためらうことなく⽀持するであろ
うことは私の堅い信念である。本当に彼らはこのようなものを切望
して待っていた。勝利があなたのものでありますように」

新版が発⾏されて３巻となっている１９６０年代、１９７０年代
および１９８０年代にババはさらなる指図を加えた。最初の英語版
は１９６２年のアナンダ·プルニマ（満⽉の⽇）に発⾏された。全
３巻がアナンダ·マルガのサマージャ·シャストラ(社会の経典)を構
成する。最初の刊⾏物は持ち運びが容易なようにポケットに⼊る⼤
きさであった。



１９. カルパタルのババ
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ババは⾮常にまれにカルパタル、すなわち望みを果たす⼈の姿をとり、
振る舞った。

[そんなあるとき、私たち数⼈は]彼をマッサージするため部屋に集まっ
た。彼がまったく異なる世界に移ろうとしているのに気付いた。彼は何
から何まで異なった雰囲気に変った。彼はベッドに半分横たわる姿勢に
なって、⽚⽅の肘をベッドに付けてその⼿に頭をのせて休めている。こ
れはヴィシュヌ·ムドラと呼ばれている。私たちは何も⾔わず彼の体をマ
ッサージし続けた。

数秒後彼は叫んだ。「エコハン·バフスワミ！ 私は宇宙の中で独りだ
が多くのものの中に⾃分⾃⾝を創造した！」

そして彼は沈黙した。私たちは彼の体の違うところをマッサージし続け
た。すると奇妙なことが起こった。ババをマッサージしていて私は突然
彼の体をまったく感じることができなくなった。私はショックを受け
た。他のダダたちを⾒るとそれぞれに黙って同じような気持ちを表現し
た。数秒間、皆は彼をはっきりと⾒ることができたのに⾁体がないと感
じた。

それは彼がまるで固まった形のない光の存在であるかのようだ。そし
て、彼の体はゆっくりと固まり普通に戻り始めた。すると彼は私たちに
⾔った。「今、私はカルパタル·ムドラをしている。マハーサンブーティ
だけがこの能⼒を持っている。おまえたちが何が欲しかろうと、私に求
めるだけでよい。私がそれをかなえるよ」

針が落ちても分かる程の静けさだ。部屋は⽢い⾹りで満たされた。周
囲の状況は美しく、強烈に霊的だった。するとババは⾔った。「おまえ
たち皆が正しい。⼈間としてパラマ·プルシャに求めるものは何もな
い。『彼』はすべてを知っている。おまえたちが何か必要なのが分かる
と、『彼』はそれをおまえたちに与える。おまえたちは『彼』の神のリ
ーラだけを⾒ることになる」

彼は続けた。「『彼』に求めるものは⼀つしかない。おまえたちがず
っと『彼』の⾜元に留まることができるように純粋な愛と献⾝を求めな
さい。これはパラマ·プルシャの恩恵によってのみ可能だ。おまえたちは
皆パラマ·プルシャの息⼦と娘だ。『彼』は⼈の望みどおりに欲しいもの
なら何でも与える準備ができている。『彼』はおまえたちの『⽗』だ。
おまえたちが必要とするものをおまえたちに与えるのが『彼』の義務
だ。何かを求める理由はない」

「ババと暮らして」

マルギーへの恵みを表現した⼿書きのメッセージ：

「私はあなたの⼩さな『私』によって⽣み出されたすべての罪、ドグマおよび逸脱に
もかかわらずあなたの成功を望む。⼈⽣それ⾃体が戦いだ。サダカにとってこれは特
に当てはまる」

１９５７年７⽉８⽇

「新しい運命、新しい領域および新しい可能性が惜しみなく与えられますように」
あなたのアナンダムルティ

１９５８年５⽉３⽇



２０. ババがプラティ－クをデザインする
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１９５０年代前期から中期のあるとき、ババはアナンダ·マルガのイデ
オロギーの特質を象徴するプラティ－ク、すなわちマルガの徽章（きし
ょう）をデザインした。

アナンダ·マルガの出版物のタイトルページ、すなわちババの本の多く
の最初の部分にはプラティ－クが掲げられていて、以下の説明が載せて
ある。

「プラティ－クはアナンダ·マルガのイデオロギーの特質を視覚的に表現
している。六芒星は２つの正三⾓形から成る。上向きの三⾓形は⾏動
を、すなわち⼈類への無私なる奉仕をするときの外側へ向かうエネルギ
ーの流れを表す。

下向きの三⾓形は知識を、そして瞑想によって霊的な悟りを得るための
内側に向かう追求を表す。中央にある太陽は前進を、そしてあらゆる点
での向上を表す。熱望者の⽣涯を通しての⾏進の⽬標は霊的な勝利を意
味するスワスティカ（まんじ）によって象徴される」

かつてダダ·ケシャワナンダはババに尋ねたことがある。これまでにな
したすべての仕事の中で最⼤の時間とエネルギーを費やしたことは何だ
ったのかと。

ババは答えた。「最も⾧時間努⼒を注いだ仕事はプラティ－クの考案
だった。それには３０分かかった」



２１．アナンダ·マルガの宝物
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ババはチャリアーチャリアという本を１９５５年に書き取らせ、後の１９５６年
に発⾏しているが、その本のオリジナルの⼿書き原稿の部分として「アナンダ·マ
ルガの宝物」の章を書いている。下の記述はその⼿書き原稿のその章である。彼の
修正は⾚字でなされている。

これはその章の英語訳であり、１９６２年に発⾏されたチャリアーチャリア第１
巻の最初の英語版にて初めて登場した。

あなたの宝物

崇⾼なイデオロギー、全⼈類のための愛、そしてあなたたちの間の揺るぎない結
束。

あなたの旗

内部に⽩いスワスティカ（まんじ）がある三⾓形のサフラン⾊の旗。

あなたのプラティーカ［徽章（きしょう）］

⼀つの頂点が上向きの三⾓形に、⼀つの頂点が下向きのもう⼀つの三⾓形を重ね
合わせ、内部にスワスティカ（まんじ）のある朝⽇が描かれている。これらはそれ
ぞれエネルギー、知識、前進、および永遠の勝利のシンボルである。

あなたは、あなたの宝物の貴重さおよびあなたの旗、あなたの徽章、マルガ·グ
ルのプラクリティ［写真］の神聖さをあらゆる点で、どんなことをしても護りなさ
い。

１９５６年、ジャマールプル この旗は１９７９年５⽉のヨーロッパ·ツアーの間、
ババの⾃動⾞の前部に付けられた。



２２．ナギナへの⼿紙
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１９５０年代、弟⼦たちがババとの近くて親密な関係を楽しんでいる
とき、彼はよく弟⼦たちの何⼈かへ⼿紙を書いたものだが、アチャリア·
ナギナ·プラサドもそのうちの⼀⼈だ。

これは１９５６年にアチャリア·ナギナ宛に書かれた「サンスカーラ」
の⼿紙である。

「サンスカーラが宇宙意識より強いということはあり得ない。個意識
が、⾄⾼それ⾃体――すなわち宇宙意識へと向かう⾏進を始めるなら
ば、それは『アヴィディア』およびそのプララバダの『ボーガ（物質的
な苦しみや楽しみ）』に対する戦いよって進歩する。その⾏進は勇敢で
まごつくことのない兵⼠の⾏進である。勝利の栄冠を戴くとき――すな
わち『彼』との⼀体感に満たされると、⽣命の内側と外側両⽅の領域の
勇壮な精神によってそれが獲得されるならば最終的な休息が⼿に⼊る」

１９５９年にババによって書かれた航空
書簡の表書き、プラナイによってアチャ
リア·ナギナに送られた



２３．虎の墓への散歩
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カラグプルという⼭麓の丘とデス·ヴァレーはババの⼦ども時代を通し
ての⾃分だけの⼿付かずの⾃然だった。その辺りは彼に霊性の道の探求
に必要な隔絶された場所を与えた。彼は、⼤学卒業後鉄道⼯場での地位
に就くためにジャマールプルに戻ってから、青春時代を魅了する⾵景の
中を⼣⽅の散歩で過ごすのを習慣にした。牧草地と野辺を横切って丘に
向かい、貯め池沿いに進み、デス·ヴァレーを歩き通すと、戻ってきて周
回の旅が終わる。天気さえよければ、家を７時か７時３０分に出るのだ
が、１０時前に家に戻って来るのはまれなことだった。時折、職場の同
僚や若い頃からの友⼈が彼に同伴し、プラナイと他の者たちがいったん
⼿解きを受けると何かより頻繁になったが、彼が家に戻った最初の年に
はしばしば独りで歩き、少年の頃そうであったように時には森の中に姿
を消すのであった。いつも通りに、ババは散歩の途中で虎の墓で⽌まっ
て休み、座って広⼤な夜空をじっと⾒据えるのであった。

虎の墓、散歩のときに座るババお気に⼊りのところ。１９世紀後半にここで虎にでくわした
英国⼈、後で起こった争いで負った傷がもとで虎諸共死んだ。 虎の墓、背後に英国⼈の墓がある

ひとたび彼が周りに弟⼦たちを集め始めると、散歩中の虎の墓での
休憩は晩の散歩のおきまりになった。彼がそこに座って話し込むのに
２、３時間を費やすのは珍しくはなかった。蝋燭の光の下で話をし、
霊的な指図をし、デモンストレーションを⾏い、加えて本を書き取ら
せさえするのである。ババは弟⼦が想像できるすべてのこと、そし
て、彼らができない多くのことについて話すのであった。そして彼ら
はその思い出を彼らの⽣活に最も親近感を与えるものとして⼤事にす
るのであった。

１９６０年までに、毎⽇の散歩に⾏きたがる⼈々の数が増えて３つ、
ときには最⼤４つのグループに分けなければならないという段階に達し
ていた。あるグループがババに随⾏して虎の墓に⾏くと、２番⽬のグル
ープが待っている。３番⽬のグループはババに随⾏して後で彼の家に戻
るのであった。

アナンダムルティ: ジャマールプル時代



２４．ババとネタジ
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あるグル·プルニマ（７⽉の満⽉）の⽇。ババはカリパハルの近くのポ
ロの競技場を散歩していた。その⽇、彼にはシングブムから来たヘムチ
ャンドというマルギーと他の⼆⼈が同伴した。ちょうど彼らが虎の墓に
近づいたとき、ババは数年前に起こったこれまでに知られていない出来
事について話した。虎の墓を指して彼は⾔った。「⾒なさいヘムチャン
ド、スバシュ[チャンドラ·ボーズ、すなわちネタジとして広く知られてい
る偉⼤なインドの⾃由の闘⼠]とM·N·ロイがこの虎の墓に私と会いに来た
のは数年前のこの⽇だったのだよ」

ババは数年後に⾔った。「スバシュは外国の⽀配からインドを解放す
ることによって⾃分の義務を果たした。スバシュの⾏動は⼀連の出来事
を引き起こし、インドの⾃由へと導いただけではなく、⼤英帝国の崩壊
ももたらした。インドが⾃由に到達することに付随して、宗主国の残り
も彼らの植民地から撤退しなければならなかった。だから、世界の⾮植
民地化がスバシュによって始まったと⾔うことができる」

ババは幾度も、スバシュは広く報告されていたような１９４５年の台
湾での⾶⾏機事故で亡くなっていたのではなく、チベットの洞⽳での霊
性修⾏、瞑想に⼀⾝をささげていたと明らかに⽰した。

１９６９年後半か１９７０年前半のこと、ババは、ランチでの散策の
ときに、後で彼がスバシュだと打ち明けた、⾧いあごひげの得体のしれ
ない流れ者と会った。そして１９７０年後半か１９７１年前半のこと、
ババはランチにある警察の練兵場での散策に⾏った。彼に同伴したの
は、ダダ·アミタナンダ、VSS安全からのゴパルそして他の⼆⼈だった。
練兵場の辺りを歩いてから、ババは旗竿の基部にある台に座った。彼は
いつもは何らかの話題を取り上げて話すのだが、その⽇彼は何も⾔わな
かった。彼は静かに座って、しっかりと空の⽅を⾒据えたので、そのと
きの厳粛さを感じて誰も彼の⼼をかき乱す勇気がなかった。これはおよ
そ１０～１５分間続いたに違いない。突然彼は叫び声を出した。「シャ
バシュ スバシュ、シャバシュ」[「ブラボー スバシュ、ブラボー」]そし
てそれ以上は何も⾔わず、彼はまったく何も⾔わずに⽴ち上がって⾞へ
戻った。ババと⾮常に⾝近な関係によって⾃由だったダダ·アミタナンダ
でさえ、話しかけて彼をかき乱す勇気はなかった。

３、４⽇後、ダダ·アミタナンダがババの部屋でババをマッサージして
いると、ババは、彼があの晩散歩の間に何を感じていたのか、ババが
「ブラボー スバシュ、ブラボー」となぜ⾔ったのか知りたいとは思わ
なかったのかと尋ねた。ダダ·アミタナンダは、本当に気になったが、あ
の状況なのであえてそれをババに尋ねはしなかったと⾔った。

するとババは⾔った。「あの⽇、スバシュは⾃分⾃⾝の努⼒によって
ニルヴィカルパ·サマディ（無限の恍惚状態）に達した。サドグルの助け
なしにニルヴィカルパ·サマディに達するのは⾮常に難しい。スバシュの
場合には、私から少しの援助もなくその段階に達した。想像して⾒なさ
い、アミタナンダ、彼は望めばインドの⾸相になることができただろ
う。しかし、彼は最⾼の霊的⽬標を追求して、それをすべてあきらめ
た。彼が⽰した断念の基準は賞賛すべきだ。スバシュがなして来たこと
は将来すべての⼈を奮い⽴たせるであろう。俗世にどっぷりはまる⼈
は、純粋に⾃分⾃⾝の努⼒で⼈⽣の最⾼の⽬標に到達できる。それな
ら、なぜ他の者はそうしないのか？」

数年後、レイク·ガーデンで、数⼈のワーカーがババの部屋の外に座っ
ていた。ババは突然ドアを開けて⾔った。「スバシュはもういない」そ
れからドアは再び閉じられた。そして、それがババがスバシュのことに
触れた最後だった。彼がいつどこで体を去ったのかは不明である。

ダダ·プラナワトマカナンダのメモから編集された

ババが描いたネタ
ジの絵、研究室の
ノートより

ネタジ·スバシュ·チャンドラ·ボーズ



２５．トレーナーと試験官としてのババ
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１９５５年３⽉、ババは最初のタットウィカ（基本哲学の
教師）と家族アチャリアを任命した。プラナイ·クマール·チャ
テルジェーの後、チャンドラナト·クマール、彼の妻のランパ
リ·デウィー、シシル·ドゥッタ、シヴァ·シャンカル·バンネル
ジェーおよびスクマル·ボーズが続いた。彼らのトレーニング
が終了したとき、ババは弟⼦たちをじきじきに⼿解きするこ
とを⽌めた。

編集者

１９６０年代が始まって、ババは「知性の段階」と名付け
たものへ推移するための道を開いて、アナンダ·マルガの活動
を急速に広げて加速し始めた。この仕事をする彼の⾏動規範
の仲介者は急速に数を増やしているアチャリアだった。１９
６０年までに、彼はおよそ１００⼈のアチャリアを任命し
た。次の数年以内に、さらに多くの数がアチャリア試験に合
格するだろう。今やババの⼀層多くの時間がこのアチャリア
のトレーニングによって占められている。彼はジャグリティ
でしばしば彼らのためのクラスを開いた。彼らの仕事の重要
性を強調するそのようなクラスの後で、彼は皆に⾔っ
た。「ムクティとモクシャがおまえたちの握ったこぶしの中
にある。望めばいつでも⼿を広げてそれらを得ることができ
る。しかしそれは私には⾦の簡易寝台のようなものだ。私は
短時間そこで休むかもしれないが、永久にこの⼟地に戻って
きて創造という役⽬を果たさなければならない。さて、今度
はおまえたちが⾔いなさい。何が欲しい？ 解放と救いが欲
しいのか、あるいは⽣涯に次ぐ⽣涯、私がどこへ⾏こうが創
造という役⽬を果たすために私と⼀緒に来たいのか？ そこ
に居合わせるアチャリアそれぞれが、多くは⽬に涙し、創造
という役⽬を果たすためババと共に戻って来たいと答えた。

ババのアチャリア採⽤試験は明らかに独特だった。新しい
候補者が時々正式な⼜頭試験のために彼の部屋に送られるの
だが、ババは時には少しも事前予告なしに、しばしば虎の墓
で試験をするのであった。３０点が合格だったが、ババの質
問に対して、試験に合格できるほど⽴派な回答をする⼈はま
れにしかなかった。もしババが彼らの努⼒に満⾜したなら、
違いをはっきりさせるためにババは「優雅印」を与えるのだ
った。当然のことだが、試験は知性を重んじる知識のテスト
というより誠実さと明け渡しのテストである。新しいアチャ
リアが回答して得た１点に加え、２９点の「優雅印」受け取
って試験に合格するのはまれなことではなかった。

ババンのアチャリア試験は哲学とはほとんど関係がないと
さえ⾔えた。ゴペンは試験のためにババの家へババンを連れ
て⾏ったが、代わりにババは野外へババンを連れて⾏った。
彼らは丘に登って、ババは⼤きい⽯の上に座った。「その⼩
丘の頂上まで⾏ってとび降りなさい」ババは彼に⾔っ
た。「⼼配ない、怪我はしないだろうよ」ババが求めたよう
に、ババンはババの名前を叫びつつ⾶び降りた。そこは⼩さ
な泥地だった。⾐服が汚れたのを除けば彼は元気だった。バ
バは、彼がくっついている泥を取り除くのを助けながら⾔っ
た。「おまえのアチャリア試験は今終わった。合格だ」

アナンダムルティ：ジャマールプル時代

ババが署名したアチャリア証明書



26. RU/RAWA
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１９５８年１⽉２５⽇、Renaissance Universal (ルネッサンス·ユニヴァーサル…ＲＵ)
はバーガルプル、トゥリモハンのＤＭＣで社会の知的·⽂化的な⼤変⾰に拍⾞をかける
⽬的をもって発⾜した。翌⽇、ババのＲＵ代表就任の挨拶が述べられ、後に「今⽇の
問題」として発表されていて、彼がチャリアーチャリア第１巻のダルマチャクラの第
９章で紹介し、古代のリグ·ベーダの詩節に要約されているように、⼤志を結び合わせ
てともに⾏くという精神に結論付けられている。それはグループ瞑想の前に３回暗唱
される。

ｻﾝｶﾞﾁｬｰﾄﾞｩﾜﾝ ｻﾝﾜｰﾀﾞｰﾄﾞｩﾜﾝ ｻﾝ ｳﾞｫ ﾏﾅﾝｼ ｼﾞｬｰﾅﾀﾑ
Saḿ gacchadhvaḿ saḿ vadadhvaḿ saḿ vo manáḿsi jánatám
ﾃﾞｰﾜｰﾊﾞｰｶﾞﾝ ｼﾞｬﾀｰﾌﾟｰﾙｳｴ ｻﾝｼﾞｬｰﾅｰﾅｰ ｳﾊﾟｰｻﾃ
Devá bhágaḿ yathá púrve saḿ jánáná upásate
ｻﾏｰﾆｰ ﾜ ｱｰｸﾃｨｰ ｻﾏｰﾅ- ﾌﾘﾀﾞﾔｰﾆﾜﾊ
Samánii va ákútih samáná hrdayáni vah
ｻﾏｰﾅﾏｰｽﾂ ｳｫ ﾏﾉ ｼﾞｬﾀｰ ｳｧﾊ ｽｻﾊｰｻﾃｨ
Samánam astu vo mano yathá vah susahásati

［ともに⾏こう、同じ思いの波動を解き放っていこう、我らの⼼をともに知ろう 分け
隔てなく富を分かち合おう、いにしえの賢⼈たちのように、すべての⼈々がこの世の
恵みを享受できるように
我らの⼤志を結び合わせよう、我らの気持ちを⼀つにしよう
我らの⼼を⼀つにしよう、われらが調和の中に⽣き、⾄⾼なるものと⼀つになること
ができるように］

ＲＵの講話はそれ以降、ＤＭＣ（ダルマ·マハーチャクラ）の定例のプログラムになっ
た。

ＲＵ発⾜の１週間後、１９５８年２⽉２⽇⽇曜⽇に、ババはRenaissance
Artists and Writers Association (ルナッサンス·ア－ティスツ＆ライタース·アソ
シエイション…ＲＡＷＡ)の設⽴を発表し、⽂学と芸術に新しい⽣命を吹き込
むという⽬的を持ったルネッサンス·ユニヴァーサルへの協⼒組織であると⾔
った。

「⽂学は社会とともにあり、奉仕のインスピレーションを与えて、真の充⾜
と幸せへと社会を導く。『芸術のための芸術』なる⾔説は受け⼊れられない
し、むしろ私たちは、『奉仕と⾄福のための芸術』と⾔うべきだ」

ＲＡＷＡには、美術という主枝が及ぶ５つの⼩区分があり、芸術家·画
家協会、劇作家·映画俳優協会、ミュージシャン·ダンサー協会、作家協
会、そしてジャーナリスト協会がそれにあたる。

ババのＲＡＷＡ設⽴の⽬的は遠⼤だった。彼は芸術家と作家をより⾼
い⼈間の価値観に基づく新社会の柱を建設する助けとなる触媒とみなし
た。彼らには、特別な才能のおかげで⼀般⼤衆の考えを⽅向づけ、そし
て⼈々に道徳的かつ精神的価値観に基づく普遍的なものの⾒⽅と社会の
渇きに⽬覚めさせる能⼒がある。

ババのＲＡＷＡ設⽴の⽬的は遠⼤だった。彼は芸術家と作家をより⾼
い⼈間の価値観に基づく新社会の柱を建設する助けとなる触媒とみなし
た。彼らには、特別な才能のおかげで⼀般⼤衆の考えを⽅向づけ、そし
て⼈々に道徳的かつ精神的価値観に基づく普遍的なものの⾒⽅と社会の
渇きに⽬覚めさせる能⼒がある。

ある⽇、ババは散歩のときアシュターナにＲＡＷＡのもう⼀つの役割
を説明した――似⾮（えせ）⽂化の社会への否定的な影響を無⼒化する
ことについてである。彼は述べた。「将来、似⾮⽂化は⼈類への⼤きな
脅威になるであろう。それは⼈々をまったくの退廃へと向かわせるであ
ろう。ＲＡＷＡは似⾮⽂化の影響が⼈の品性を落とすことから皆を救わ
なければならない」

シュリー·シュリー·アナンダムルティ：神秘の到来

ＲＵへのガイドブック

草創期に紹介された⼩冊⼦



２７．ヨガのチキトサ
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１９５７年、ババは昼⾷時間に「ヤオギカ·チキトサ·オ·
ドラヴィアグナ（ヨガの治療法と⾃然療法）」をスクマル·
ボーズに⼜述して書き取らせた。その本は翌１９５８年５
⽉に発⾏された。

序⽂に、１９５７年カルッティキー·プルニマ(１１⽉の満
⽉)と⽇付を⼊れて、ババは次のように書いている：

「医術の⽬標は患者を⾁体的·精神的両⾯で治すことであ
る。だから⼤きなポイントは医学のいかなる流派も⽀持せ
ず、どちらかと⾔えば主要な仕事は患者の幸せにあるの
だ。

「ちょうど病んだ⼈体器官が内部的にあるいは外部的に
薬剤を施すことによって平常に回復できるように、ヨガの
アサナとムドラの助けによって患者をより安全にそしてよ
り完全に癒すこともできる。したがって、この本の⽬的は
いろいろな病気を治すヨガの⽅法を⼀般⼈に気付かせるこ
とである。

「私の⽬的は、この本で説明したアサナとムドラを実⾏
して⼈々に⾃分で治させることである。⼈々が我流でアサ
ナとムドラを実⾏するリスクを冒さないよう求めている
が、むしろ経験豊かなアチャリアの指導の下に⾏う⽅がよ
い。アナンダ·マルガのアチャリアはいつでも報酬なしで⼿
伝う準備ができている。アサナとムドラを⾏う、⼊浴する
などの⽅法の詳細は、アナンダ·マルガ·チャリアーチャリ
アの第３巻に述べられている。必要なら、読者はその本を
参考にするのもよい。

「Yogic Treatments and Natural Remedies（ヨガの治療法と⾃然療
法）」の公表の前後のババ

「アサナとムドラとともに、無料または安価で容易に利
⽤可能だが、⽴証されていて役に⽴つ療法が、その利⽤法
とともにこの本に載せてある。⼀般の⼈がこれらの有⽤性
を⾃分で試すことができる。あるいは、必要であれば、こ
の点において経験を積んだアチャリアに助⾔を求めること
ができる。

「時間の制約上、私が個⼈的な通信を始めることはでき
ない。アサナとムドラおよびその実⾏法、あるいは治療と
その活⽤についての質問のある⽅は、各アチャリアに連絡
をとってもらいたい。あるいは、アナンダ·マルガの地元の
村、地区の委員会や中央の委員会の担当者と連絡を取って
も良い。今はこれくらいにしておこう」

⾒たところ、ババはスクマル·ボーズに⼀連の⼜述をして
いる間に、次のようなことを⾔ったようだ。カリカナンダ
は植物を集め、⾃分が実験台になって療法をテストするこ
とによって研究を進めてババを助けていたのだと。



２８．プラウト
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ババが１９５８年１⽉にバーガルプルで述べたＲＵ代表就任の挨
拶、「今⽇の問題」が「私が愛したそして今でも愛している偉⼤な
英雄シュリー·スバシュ·チャンドラ·ボーズへ」捧げられた。

ババの献辞は、ネタジがまだ⽣きていることを⽰すデモンストレ
ーションへの⾔及のみでなく、唯物主義および個⼈主義というより
もむしろ霊性に基づいた⾰新的な新社会理論のための時であること
を指し⽰すものでもあった。

翌年、重要な哲学的論説、「アイディアとイデオロギー」がヒン
ズー語による説明を⼀部交えて主として英語で世に出された。最初
に（ムッザファルプルＤＭＣの後）１９５９年５⽉２７⽇から６⽉
５⽇までの１０⽇連続のタットウィカ·トレーニング·クラスとし
て、そして再び、続く数週間にわたり虎の墓で⾏われた連続講話と
して。

その連続講話の最後の２つの中で、ババはＰｒｏｕｔ（プラウト
…the Progressive Utilization Theory…進歩的活⽤理論)という社会経済
理論を紹介した。――サマージャ·チャクラ（感動的な最初のＤＭ
Ｃの講話「社会の進化」にてババが発表していた社会の循環）、サ
ドヴィプラ（霊性の⾰命家）、およびサドヴィプラ ·サマージ
ャ（霊性の社会）の概念を含んでいて――これらは後で詳述される
ことになる。すなわちその年には「プラウトについての講話」にお
いて、１９６２年には「アナンダ·スートラム」において、１９6７
年には「⼈間社会第２巻」において、および他の多数の講話におい
て述べられた。

「アイディアとイデオロギー」の最後の講話でババはこのように
⾔っている：

「霊性はユートピアの理想ではないが、それがどんなに世俗的で
あっても…⽣活の場で、実践して悟ることができる実践哲学であ
る。アナンダ·マルガの社会哲学は個⼈の統合された⼈格を発達さ
せ、そして世界の兄弟関係も世間に認めさせ、「宇宙的」感情を⼈
間の⼼理に植え付けることを唱導する…アナンダ·マルガは、あら
ゆる要素の進歩的活⽤を意味するProgressive Utilization Theory(プラ
ウト)を提唱する。この原則を⽀持する⼈たちは『プラウティス
ト』と呼ばれる。

その後、１９８７年に、ババは以下のように述べることになっ：

「資本主義と共産主義の両⽅が没落するのはそれらに本来備わっ
ている活気のなさのせいで不可避である。資本主義と共産主義の両
⽅がこの世界から消滅⼨前にある。資本主義の外的および内的領域
に平凡な加速度があるが、その外的および内的領域の間には⽭盾が
ある。資本主義における⽭盾は⾃⼰中⼼的利益志向型の⼼理、およ
び、すべての⼈の幸せのためにというよりむしろ少数の⼈の利益の
ための蓄財のせいである。したがって、資本主義は⼈間の進歩のた
めの統合的成⾧に適していない。したがって、資本主義が爆⽵のよ
うにはち切れるときは確実に来る」

アナンダ·ヴァニー、１９６６年１⽉１⽇、ババの⾃筆による 「すべての⼈が調和してともに⾏進することを社会と⾔う。後ろに遅れた⼈たちを⾒下
す代わりに、助けてあげよう。これだけがあなたの社会のダルマなのだ」アナンダムルティ１-１-６６



２９．アナンダ·ヴァニー
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１９５６年１⽉１⽇、ババは彼のアナンダ·ヴァニー（「この上なく幸せなメッセ
ージ」）の最初のものを発表した。

「⾧い間顧みられなかった、⼈類の⼼の中の「⾄⾼の魂」が、今⽇⽬覚めた。この
⽬覚めが⼈間の歴史の新たな⼀章を開始する。あなた⽅すべてが新傾向のパイオニア
になる」

それに続くヴァニーは各年の元⽇およびアナンダ·プルニマの⽇に与えら
れ、それに初期の時代のいくつかのシュラワニー·プルニマ（ベンガル·カレ
ンダーの満⽉）の⽇にも、加えて１９７７年１０⽉１⽇には刑務所にいたバ
バから別のものが与えられた。

このえりすぐりのヴァニーはババが⼿書きしておりサインもある：

ババは１９９０年のアナンダ·プルニマの⽇に最後のヴァニーを与えた。

「この宇宙ですべてのものが動いている。時間、⽇、⼈間、星、惑
星、星雲――すべてが動いている。動きがすべてのものになくてはなら
ないものであり、停⽌すべき余地はない。動きの道はいつも滑らかでは
なく花がばらまかれてもおらず、いつも刺（とげ）で悩まされたり激し
い衝突で苦しめられるのでもない。道の性質に応じて、⼈間は覚悟して
勇敢に動かなければならない。その動きの中だけに、まさに⼈⽣の神髄
がある」

すべてのヴァニーが後に編集されてアナンダ·ヴァニー·サングラハとし
て発⾏された。

「ダルマ·サダナの⽬標はすべての⼈を、そしてこの宇宙のあらゆる物を唯⼀のなくては
ならない存在と⾒なすことである。派閥争いを作り出すことによって⼈類の結束を危うく
するのはダルマの⽬的ではない。既特権をそそのかす⼈たちは、⼈々の精神的弱さと彼ら
の不和に⽀えられて何とか⽣き続け、そしてそのようなわけで彼らはダルマの理想が広ま
ることを恐れ、特権乱⽤、デマ宣伝や嘘（うそ）などのような、あらゆる種類の不道徳な
やり⽅で⾃分達の弱さを⾒せるのである。⼈々はこれを恐れてはならない。彼らは未来に
向けて⾏進を始めた。⼈間にとって、ときに妨害すら正義の道において有益になることが
あり、それに対して戦い続けることがサダナというものであることに⼼を留めておかねば
ならない」

アナンダ·プルニマ １９５７年

「邪悪な⼒に対する戦いが⼈⽣である。私たちは幸せな『新年』のこの出発点の⽇にも
う⼀度この事実を思い出さなければならない」

１９５９年１⽉１⽇

「苦闘が⽣活の根本である。あなたの仕事は腐敗、偽善、および動物的本能に対する絶
え間ない苦闘であるべきだ」

１９６０年１⽉１⽇

「個⼈の⽣活の⾃然さおよび社会のそれを損なうものは死者のサダナである。不正、不
道徳、および破壊の種⼦が不⾃然な⽣活にのみ宿っているので、それは⽣活のサダナでは
ない。したがって、賢明なる者と他⼈の幸せを祈る者は⽣活の不⾃然さを決して⽀持しな
い」

アナンダ·プルニマ １９５９年

「キムメリオス⼈（永遠の闇の国に住む種族）の暗黒から神の層まで先んじて⾏進するこ
とが⼈⽣の真の精神である。静⽌状態、迷信、および狭量はキムメリオス⼈の暗黒のよう
なものだ。『宇宙の魂』の中に落ち着いていることが神聖な⽣命である。宇宙全体ととも
に霊性の道を先頭に⽴って奮闘することは本当に⼈間の最⼤の使命なのだ。「元旦の新た
な夜明けに、あなた⽅皆が改めてこの永遠のそして神聖な『真実』を熟考してくれるよう
願う」

１９７０年１⽉１⽇



３０．ババのウマとの結婚
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１９６０年５⽉２５⽇にサハルサで、ＤＭＣの講話「タントラとサ
ダナ」がなされたが、ババはこのように述べている。

「最も良い教師の素養はブリハット·タントラサーラに概説されている。

ｼｬﾝﾄ ﾀﾞﾝﾀｰ ｸﾘｰﾅｼｭ ﾁｬ ｳﾞｨﾆｰﾀ ｼｭｯﾀﾞｰ ｳｪｼｬｳｧﾝ
Shánto dántah kuliinash ca viniitah shuddha-veshaván
ｼｭｯﾀﾞﾁｬﾘｰ ｽﾌﾟﾗﾃｨｼｭﾀｰ ｼｭﾁﾙ ﾀﾞｸｼｬｰ ｼｭﾌﾞｯﾃﾞｨﾏﾝ
Shuddhácárii supratiśt́hah shucir dakśah subuddhimán
ｱｰｼｭﾗﾐｰ ﾃﾞｨｱﾅ ﾆｼｭﾀｼｭ ﾁｬ ﾀﾝﾄﾗ ﾏﾝﾄﾗ ｳﾞｨｼｬｰﾗﾀﾞｰ
Áshramii dhyána-niśt́hash ca tantra-mantra-visháradah
ﾆｸﾞﾗﾊﾇｸﾞﾗﾍ ｼｬｸﾄ ｸﾞﾙﾘ ｲﾃｨ ｱﾋﾞﾃﾞｨｰﾔﾃ
Nigrahánugrahe shakto gurur ity abhidhiiyate

[落ち着いた、⾃制⼼のある、クンダリニーを上げることに精通してい
る、謙虚な、地味に装っている、⾏為が模範的な、まっとうな暮らしの
⼿段を持っている、思考が純粋な、（霊性の礼賛に実践⾯および理論⾯
で）精通している、知的レベルが⾼い、世帯主、瞑想の道を⼗分に確⽴
している、タントラとマントラに精通している、（弟⼦を）罰すること
も（弟⼦に）恩恵を与えることもできる――そのような⼈だけがグルと
呼ばれるのにふさわしい]

「教師は⼗⼆分に知性がなければならず、スブッディマーナ[すばら
しい知性の持ち主]でなければならない。彼らはアシュラミー[既婚]で
もあるに違いなく、タントラの勧告によると既婚者のみが既婚者のグ
ルであり得る」

だから１９５９年６⽉１５⽇、ババはそのようにウマ·ダッタと結婚し
た。彼はマルギーたちに、彼の妻をマルガ·マタ[「マルガの母」]と呼ぶよ
うにと告げたが、彼⼥には彼と同じ地位はないと次のように⾔ってい
る。「アナンダムルティが唯⼀の存在である。ＤＭＣや他のどこであ
れ、第⼆の存在のための居場所はない」

ババは結婚式でウマと⼀緒に特別に飾り付けをされた雛壇に座った。
プラナイは思い出した。「彼らが⼀緒に座っているとき1枚のスナップ写
真が撮られた。誰かがそれを持っているかどうかは知らない」

編集者

ラマシュワラトはババを⾒て、ババがひょっとしたら今スピリチュ
アル·パワーを失うかもしれないと思い、グルの結婚についての疑問に
悩まされ、あれこれ思い巡らせた。突然彼は、強⼒な振動がみずから
の脊柱を⾛り抜けるのを感じた。恍惚の波が彼を打ち負かした。それ
が和らぐには何⽇もかかるであろう。彼の体は震えていて、だからチ
ャンドラナトは彼が倒れないように体を⽀えなければならなかった。
彼のすべての疑問が消えた。

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

実際には、チャリアーチャリア書き取らせのときより３～４年早く
ババは⾔っている。「結婚はダルマ·サダナへの障害ではない; むし
ろ、結婚はダルミカの儀式である」

１９６０年７⽉８⽇、彼らの息⼦ガウタム(愛称ラルツ)が⽣まれ、このこ
とは１９６３年と１９６５年の彼の⽇記の個⼈⽤のメモ·ページにあるバ
バの⾃筆によって確認される。



３１．ＶＳＳ（ボランティアの社会奉仕）

Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

社会運動家としてのババの評判が明らかになるとともに、彼らは
もうババを保護する⼿筈を整えるることなしにはいられないことが
［マルギーにとって］明らかだった。彼らは散歩とＤＭＣの間中護
衛隊として務めるボランティア·グループを組織化することを決め
た。加えて、ボランティアはグループで⾏う催し物の間中マルギー
たちに安全をもたらすこともできた――プログラムに参加する⼈々
の数が増加し続けていたので、思いがけない混乱が起こる可能性も
あったのだ。彼らはその提案をババに持ってきたところ、ババは、
マルギーたちの決定が彼の決定になると⾔った。

アナンダムルティ：ジャマルプル時代

１９５９年１１⽉に⾏われたゴラクプルのＤＭＣで、ババはマル
ガの安全と奉仕の団体としてＶＳＳを披露した。ＶＳＳという名称
は、初めヴィシュワ·シャンティ·セナ（「全世界の平和の⼒」ある
いは「平和の世界軍」）を表していたが、後にVolunteer Social
Service（ＶＳＳ：ボランティアの社会奉仕）に改名された。

１９５９年１２⽉の下旬に、５⽇間のＶＳＳキャンプがランチで
催され、ビハールのさまざまな地域から数⼗⼈の熱烈なマルギーの
若者が出席した。それは後に続くずっと多くのＶＳＳキャンプの先
例をつくることになった。キャンプの最初の朝、ババが訪れて出席
者に勇気と勝利を⽬覚めさせる話をした。

編集者

参加した⼀⼈のマルギーとして詳しく話した。「彼が話すとまる
でライオンが吼えているようだった。私たちを通り抜けた波動は、
私たちが最も⾼い⽊からジャンプしてもおかしくないとババが望ん
でいたのを私たちに感じさせた。彼は、何が起ころうと、私たちが
ダルマのための戦いによって恩恵を受けるだろうと⾔った。もし私
たちが死んだなら、そのとき私たちは解放されるだろうし、もし私
たちが⽣き残ったなら、そのとき私たちはダルマの勝利を楽しむだ
ろう。翌⽇、私たちはランチの野へ⾏き、そしてババは旗の下で私
たちの敬礼を受けた。彼はボランティアたちが受ける災害救助訓
練、および他のタイプの社会奉仕活動、加えて安全訓練についても
指⽰を与えた。

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

ヴィシュヌデワジ、ババの永年の警備員であり、彼が亡くなるまでのＶＳＳの責任者であった。後⽇ＶＳＳの訓練を先導した。

初期のＶＳＳ⼿引書



３２．ババの声
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１９５９年も終わりに近づいたころ、ババはランチでの最初のＶＳＳ
キャンプを訪れてから、ジャマルプルへ向けて発った。途中、彼は、昼
⾷を摂るためバルヒにある警察の副本部⾧であるマルギーの、ラム·バハ
ドゥルの家で⽌まった。ババは彼に、キャンプを訪れて幹部にトレーニ
ングをする気にさせ、お返しにラム·バハドゥルはババに、メッセージを
述べて彼らを祝福してくれるように求めた。ババは少し間を置いてから
⾔った。「いいよ、紙を持って来てください」ラム·バハドゥルは紙を取
りに⾛り、ババは訓練を受けている⼈たちを奮起させるこのメッセージ
をその紙に書いた。

ババのメッセージはＶＳＳ（ボランティアの社会奉仕）の精神を具体
的に表現しているが、それはあるキャンプの参加者のための単なるメッ
セージというよりもはるかに⼤きな重要性を帯びていて、「ババの声」
として知られるようになった。

ババは後で「⼆度考えなければならない」を「⼆度考えてはならない」(崇
⾼な⽬的のための⾏動に⾶び込む前には考え直さないという気持として)と変
え、そして次のことばが加えられた。「しかし、話したり書いたりする前に
は慎重に考えなさい」また、「⼼をくじいた私の息⼦」は「⼼をくじいた私
の息⼦や娘」(両性を包めて)となった。そして、他に⼩さな句読点の校訂が
あった。そういうわけで、最終的な⾔葉遣いがこのようになった。

兵⼠として世俗的な喜びと快適さを捜し求めてはならない。あらゆ
る種類の苦しみに備えなさい。苦しみを資産にしなさい。苦しみは、
サドヴィプラ·ラジを確⽴する助けとなろう。⼜論してはならず、⼆度
考えてもならないが、話したり書いたりする前に慎重に考えなさい。
⽣きるか死ぬかの間際だ。⾎の通った⼈間として⼼をくじいた私の息
⼦や娘の顔を⾒たいとは思わない。

あなたのもの、情愛を込めて。
ババ



３３．ホールタイム·ワーカー

Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

１９６１年に、ババは１６⼈の家族アチャリアをジャマルプルへ
呼び、彼らに、来⽉中に旅⾏してダルマ·プラチャー（ダルマの普
及）をするようにと、インドの16州それぞれを割り当てた。しか
し、彼らが折り返し報告したときには、⼀⼈を除いて、家庭の⽤事
のせいで⾃分達に割り当てられた任務を果たせていなかった。そこ
でババは、今、速く成⾧している組織の要求を満たすため、マルガ
にフルタイムで⾃⾝を捧げるべく、奮い⽴つようになった新来者の
数が増加していることからサニヤシ(出家者)を徴⽤し始めた。彼は
新しいサニアシを「ホールタイム」(ＷＴ)ワーカーと名付け、そし
て１９６２年には、彼らをアワドゥータ(より⾼位の出家者)とする
べく⼿解きをし始めた。⼀⽅、彼は、ダルマ·プラチャーの仕事を
しているホールタイマーたちを守り⽀援するのが義務になっている
⼈たちを家族アチャリアと呼んだ。

編集者

１９６６年５⽉のアナンダ·プルニマのＤＭＣの間に、ババは、
アワドゥータのアトマナンダが初めて海外、つまりケニアへ派遣さ
れたと発表した。ババは、アフリカを選んだのは、最も搾取され、
無視された⼤陸であり、したがってアナンダ·マルガを最も必要と
する場所だからだと説明した。

アナンダムルティ: ジャマルプル時代

ダダ·ヴィジャヤナンダは「Living With the Himalayan Masters」と
いう本を書いていて有名なスワミ·ラーマの少年時代の友達だっ
た。ダダはかつて、後年彼の旧友に会ったと⾔ったが、旧友はこの
ように述べている。

「多くの⼈々が、私が成功の⼈⽣を過したと思っているんだよね。
私は世界的に有名になっていて、多くの信奉者とアシュラムがあ
り、そして、扱い⽅がとても分からないほど多くのお⾦もある。し
かし、最も重要なことの中で私は失敗していると感じているのだ。
私は今、年取っているが、私の死後に私の任務を実⾏することに専
念する強い幹部を創り出すことができなかった。あなたのグル·ア
ナンダムルティは、莫⼤な数のそのような⾼い⼒量の献⾝する弟⼦
たちを創造した。これは彼の偉⼤さを⽴証している」



３４．アダルシャ(イデオロギー)
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アイディアとイデオロギーという本の中で、ババ
は「イデオロギー」を超⾃然的なレベルで考え出さ
れた精神·霊的な類似性と定義した。「イデオロギ
ーとはその中に不可⽋なものとして霊的な感覚を含
んでいて、それは『霊的な存在』と平⾏性を持って
いるひらめきである」

後年、彼はしばしば「⼈⽣はイデオロギーの流れ
である」と⾔うのであった。

「すなわち、⼈⽣は使命だ、⼈⽣それ⾃体が使命
だ、まさに⼈の存在が使命だ……今、⼈間存在の最
⾼の満⾜感はどこにあるのか？……この流れの出発
点は究極の積極性であり、そして、究極の消極性を
通り抜けた後、再び究極の積極性へ戻る。⾔い換え
れば、あなたは粗雑な獣性の段階からより精妙な⼈
間性に向けて進化を前進させる。あなたの最終的な
⽬的地は極めて輝かしく、⾄⾼の光彩で飾られてい
る。そうすると、何らかの失敗を恐れる余地がどこ
にあろうか？」

格⾔Átmamokśárthaḿ Jagaddhitáya ca[「みずから
の悟りのため、および全世界の⼈々の幸せのた
め」]は、最初におよそ７,０００年前にシヴァ神に
よって１２番⽬のシヴォクティ（格⾔）として提唱
された。サダシヴァの他の多くの教えと同様、ババ
はみずからの教えの重要な部分としてそれを再び紹
介した。そして、この特別なものに、アナンダ·マ
ルガのアダルシャとして、彼は格別な重要性を与え
た。

「Átmamokśártham……⼈がしなければならない
ことが何であれ、アートマモクシャのためにするの
だ……その⼈の⾃⾝のモクシャのために。モクシャ
とは『条件なしの』解放を意味する」

「そのとき、Jagaddhitáya……⼈はみずからの解
放のために何かをしている間に、他の⼈への奉仕も
しなければならない……全世界の向上のため、全⼈
間社会の向上ために」

「⼈はこれらのこと両⽅をしなければならない。
すなわち、これらの2つのことが⼈の使命だ」

１９７１年１１⽉２３⽇に⾏われたＤＭＣのババの講
話「イデオロギーと⽬標」（のちに「イデオロギー、⽬
標および献⾝」と改題）Maharlika Timesにて出版(１９７
２年８⽉-９⽉)

アナンダ·ヴァニー、１９６１年のアナンダ·プルニ
マ、ババの⾃筆で。

「あなたのイデオロギーのために戦え。あなたのイ
デオロギーと１つであれ。イデオロギーのために⽣
きよ。イデオロギーのために死ね」

１９６２年１⽉１⽇の次のヴァニーでババは単純に
⾔った「⼈⽣はイデオロギーを表現する。⼈⽣はイ
デオロギーのために犠牲にされるべきだ」



３５．アナンダ·スートラム
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ババが最初に「アナンダ·マルガ：基本哲学」において、そして次に「アイディア
とイデオロギー」において紹介した霊的および社会的な哲学は、彼がジャマールプル
の虎の墓での⼀連の夜の集まりで「アナンダ·スートラム」を書き取らせた１９６１年
に定着した。それは、ろうそくの光のそばで書かれ、ろうそくの炎は間に合わせのラ
ンタンとしての⼤型ガラスコップを⾵よけにしていて、翌年１９６２年６⽉１８⽇に
発⾏された。「アナンダ·スートラム」はアナンダ·マルガのダルシャン·シャストラ(哲
学の論説)の構成要素となる。

s
「アナンダ·スートラム」とは、⼀つには「アナンダ、つまり神の⾄福へと導く格

⾔」という意味である。スートラの形式は何世紀にもわたって、深遠な哲学の情報
を、凝縮された記憶に残る⽅法でやりとりするための強⼒な道具として重視されてき
た。スートラの⽂字どおりの意味は「⽷」であり、そのような⼀本の⽷の許に⾮常に
たくさんある思索の宝⽯をひと続きにすることができるという意味を含んでいる。ス
ートラの⽂献の最⾼の伝統の中で、この本の８５のスートラがアナンダ·マルガ[哲学]
全体のための枠組みとして、息をのむような簡潔さとともに役⽬を果たしている。

ここに、シリー·シュリー·アナンダムルティは、幾つかの⽣き⽣きした筆遣いの中
に、形⽽上学、認識論、倫理学およびマクロ·ヒストリーの独⾃概念とともに⼈間愛を
披露している。[そして]彼は有神論的哲学の観点から考え出した社会経済的なアプロ
ーチに初めて乗り出した。それは客観的適応と主観的アプローチを混ぜ合わせてい
て、経済的正義に基づきよく整った進歩的な社会システムを世界に提案する。

アナンダ·スートラム（１９５５年英語版）出版社の覚え書き

スートラの⾒本。

1-1. Shivashaktyátmakaḿ Brahma［ブランマはシヴァとシャクティから成
る］
1-4. Paramashivah Puruśottamah vishvasya kendram［宇宙の中⼼核におけ
る「⾄上意識」はパラマシヴァすなわちプルショッタマとして知られる］
1-25. Bhávah bhávátiitayoh setuh Tárakabrahma [ニルグナ·ブランマとサグナ
·ブランマを結ぶ架け橋はタラカ(解放する)ブランマと呼ばれる]

2-1．Anukúlavedaniiyaḿ sukham［⼼地よい⼼的感情を幸せと呼ぶ］
2-2．Sukhánuraktih paramá jaeviivrttih［幸せへの愛着は⽣き物にとっての
基本となるヴリッティ(性向)なり］
2-3．Sukhamanantamánandam［無限の幸福がアナンダ(⾄福)なり］
2-4．Ánandaḿ Brahma ityáhuh［このアナンダはブランマと呼ばれる］
2-5．Tasminnupalabdhe paramá trśńánivrttih［それ(ブランマ)に到達する
と、すべての渇きが永久に癒される］
2-6．Brhadeśańáprańidhánaḿ ca dharmah［「⼤いなるもの」を切望し、
追い求めることがダルマなり］
2-7．Tasmáddharmah sadákáryah［だからこそ、ダルマは常に実践すべき
ものなり］

2-14．Brahma Satyaḿ jagadapi satyamápekśikam［ブランマは「絶対的真
実」なり。この世界もまた真実なれど相対的なり］

3-1．Paiṋcakośátmiká jaeviisattá kadaliipuśpavat［⽣き物はプランテンの
花びらのように５つのコーシャ(⼼の層)から成る］
3-4．Manovikrtih vipákápekśitá saḿskárah［表現機会を待っている⼼の要
素のゆがみ(すなわち、潜伏する反作⽤の⼒)は、サンスカーラとして知ら
れている］
3-7．Hitaeśańápreśito’pavargah［⾏いに対する報いは、幸福を求める聖な
る願望によって引き寄せられる］
3-8．Muktyákáuṋkśayá sadgurupráptih［ムクティ(解脱)への強い望みがあ
ればこそ、⾃らのサドグル(完璧な師)を獲得する］
3-9．Brahmaeva gururekah náparah［唯⼀ブランマこそがグルであり、他
の誰でもない］
3-10．Bádhá sá yuśamáná shaktih sevyaḿ sthápayati lakśye［障壁は⽬標達
成への助けとなる⼒なり］

5-1．Varńapradhánatá cakradháráyám［社会の循環の動きの中では、常に1
つの階級が⽀配的である］
5-2．Cakrakendre sadvipráh cakraniyantrakáh［サドヴィプラは社会の循環
の中⼼にあって、社会の循環をコントロールする］

そして、第５章の終わりに、１つの最終的な特別の(番号が付けられてい
ない)スートラがある。

Pragatishiila upayogatattvamidaḿ sarvajanahitárthaḿ sarvajanasukhárthaḿ
pracáritam［これがその「進歩的活⽤理論」であり、すべての⼈々のあら
ゆる⾯における幸福と繁栄のために提唱するものである］

１９６７年「アナンダ·スートラ
ム」の最初の英語版の表紙

虎の墓 １９６０年代中頃、背
後に３本のヤシの⽊がある



３６．アナンダ·ナガール
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１９６２年、ババはマルガの活動拡⼤に必要なものを提供できる広い
⼟地を探すよう数⼈のマルギーに命じた。彼は古代のリシ(聖者)がサダナ
を⾏っていたために霊的に強い波動を発しているベンガル州とビハール
州の境界付近を捜すように勧めた。

マルギーたちの中にプルリア（西ベンガル州）の友⼈と共にラーンチ
ー（ジャールカンド州）から来た家族アチャリアがいた。プルリアの友
⼈はガル·ジャイプルの前の王⼦、ラグナンダン·シン·デオを知っていて、
彼はマルギーとワーカーのグループを王⼦に合わせるためにそこへ連れ
て⾏った。

彼らが到着したときラジャ（王）は⾔った。「私は、サフラン⾊の⾐
を着たサニアシ（出家者）が⼟地の寄贈を求めて私のところに来る夢を
この３夜⾒続けました。皆が私をラジャと呼ぶのだが私には王国がなく
資⾦もありません。これらすべてを持っていた時がありました。私は、
あなた⽅の仕事をどうやって助けることができるか分かりません」ち
ょっと考えてから続けた。「ここからかなり離れたところ、バグラタ村
のモウザ [⾏政区域]に、妻のスリマティ·プラフッラ·クマリ·デウィの名前
で登記されたいくらかの⼩⾼い岩の多い⼟地を持っています。どうかそ
れを⾒てください。それがお役に⽴つのなら引き渡すことができます」

彼の妻ラニ（王妃）からのおよそ１７０エーカー（約２０万坪）の⼟地の譲
渡証が、１９６２年８⽉下旬にＡＭＰＳ（アナンダ·マルガ·プラチャラカ·サ
ンガ）の名義で登記された。

１年後、１９６３年８⽉３１
⽇に、ババは⽇記にこのように
書いた。「我々はプルリア地区
のガルヒジャイプル警察署管内
のバグラタ村にアナンダ·マルガ
の⼟地を持っている。これから
先、その⼟地はアナンダ·ナガー
ルとして知られるであろう」

翌年、中央オフィスをジャマ
ールプルからそこに移し、ア
ナンダ·ナガールへ最初に訪
れていた間に、彼はラニ·プ
ラフッラ·クマリ·デウィへこ
の感謝状を書いた。

「スリマティ·プラフッラ·ク
マリ·デウィの協⼒と共感の
おかげで、アナンダ·ナガー
ルのこの壮⼤な計画を始める
ことができました。⼼から感
謝の気持ちをお伝えします。
彼⼥によって⽰された模範的
⾏動はあらゆる者が⾒習う価
値があります」

アナンンダムルティ
アナンダ·ナガール
１３７０年ファルガン２３⽇
［ベンガル·カレンダーの１
９６４年３⽉７⽇に相当する]

彼は、訪れたその最初の３⽇間、ちょうどジャマールプルでそうであ
ったように、マルギーたちとの散歩に⾏くのであった。そして、８４の
タントラ·ヒッタ (⾼められたサダカが霊性修⾏を⾏って解放に到達した場
所) 、加えて他の史跡にも同様に⽬を向けさせるのであった。

ババは１９６６年１２⽉３１⽇、これを最後にジャマールプルを発っ
てその晩アナンダ·ナガールに到着し、勝ち誇って宣⾔した。「私はアナ
ンダ·ナガールのアナンダムルティだ」

訪れていた問に、彼はそこで開発事業の拡⼤を加速させた。突然、活
動のスパートをかけたので地元の共産主義のリーダーを警戒させ、彼ら
はマルギーたちが村⼈の⼟地を盗みたいと思っているといううわさを広
げ始めた。ついに１９６７年３⽉５⽇の朝、数千⼈の武装村民がアナン
ダ·ナガールの中央に集結し、そしてババが彼らに⽴ち向かうために出て
来たとき、逃げ遅れた５⼈のワーカーを殺した。１９７９年１０⽉に彼
が次に訪れるまでは⾮常に⾧い年⽉(そして、過ぎてしまったこと)であっ
た。彼が「アナンダ·ナガールは全世界の標識灯である」という講話を⾏
ったのを思えば。ここに、そのいくつかの抜粋を記す。

「私たちは再び久しぶりにアナンダ·ナガールに来た。アナンダ·ナガール
はこの世界の核⼼だ。それは単に物質界のアナンダ·ナガールではなく、
私たちの内なる⼼のアナンダ·ナガールでもある。私たちは可能なあらゆ
る⽅法でそれを建てなければならず、私たちは、それが全世界に光を⽰
すことができるよう、その急速な発達のためのあらゆる段階を踏まなけ
ればならない。……アナンダ·ナガールには無⽐の栄光があり、そしてそ
の栄光は多くの⾼貴な魂の⼤きな犠牲によって作り出された。アナンダ·
ナガールに霊性修⾏、奉仕、犠牲、放棄、および⽂化に関する全世界へ
の指針を出させよう。……⾧い、⾧い時間が経って、私たちはともに再
びここに集まった。これよりうれしい何があり得ようか？ アナンダ·ナ
ガールに⼊って来たとき、私は喜びで圧倒された。私があなた⽅を⾒て
いたとき、ほとんど⼼を抑えることができなかった――私はとても幸せ
を感じた。そして、あなた⽅も同じことを感じた。私たちが再び来て、
ここにともに座ることができているのだから。これよりうれしい何があ
り得ようか？」

１９６４年頃、アナンダ·ナガールでの散歩



３７．ババの⽇記
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ババの１９６２、１９６３、１９６４および１９６５年の⽇記の原本が
アーカイブ（保管庫）に保存されている。

以下はその中から選択されたページである。

１９６３年１⽉１⽇(１９６２年の⽇記の現⾦勘定ページに書かれてい
る)。

「今朝、ジャマールプル⼤学のヴィジャイクマール·プラサド·シン教授に
紹介された。彼は悪⾏のためにひどく罰せられている。

「トゥリウェンドゥムから来たバスカランとカリカタ［カルカッタ］か
ら来たナタラジャンもまた、ある程度罰せられている。

「ジープで野原へ⾏き、墓⽯に座って何枚かのスナップ写真を撮っても
らう。撮影者はナゲンドラ博⼠とシュリー·ラマスワルプ」

写真の1枚がその⽇の⽇記の中で⾔及されている。

１９６５年８⽉２３⽇:

「パラムからフライトで正午にジャイプールに到着。マジョル·ダウラト·
シンの家に着く。マハーチャクラが晩に開かれた」

１９６２年の⽇記の表紙、内部の最初のページおよび個a⼈のメモ·ページ

１９６２年８⽉２２⽇:

「今⽇、ビハール·シャリフ（ビハール州の都市）から２⼈の少年、アニ
ル·クマール·シュリワスタワとスレシュがやって来た。

「晩、プレムマハドゥル·マツール (パトナ)とベグサライのヴィジャイ·チ
ョウドゥリィが来訪。

「ジャルグラムからプラナイが以下のように連絡してくれた。ジャルグ
ラムの⼟地はよくないが、ガルジャイプルの⼟地は気に⼊った。そして
アムリアラタン·サランギが彼と⼀緒にいて、⼟地問題についてプルリア
の弁護⼠と相談した」

１９６２年８⽉２３⽇:

「朝、特別なことは何も起こらず。

「正午頃、プラナイから電報が届く。ガルジャイプル(かつてのマンブム
地区、現在のプルリア地区)のラニサヘバが５００ビガの⼟地を寄贈して
くれたと。[１ビガは１エーカーのおよそ１/３]この時点より、彼はそこ
からアラ地区へ⾏きつつある。そこの１⼈のラジャサヘブがショウン川
の堤の⼟地２００エーカーの寄贈を望んでいる」

「今晩ラムタヌク(アチャリア)と⼀緒だった」



３８．ババの拇印、署名およびパスポート写真
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シャルマジはまさに初期のモノクロ写真の頃から、ババの専属カメラ
マンだった。彼はパーク·ストリート［カルカッタ］の現像所で働いてい
て、その稼ぎによって⼀家の暮らしを⽴てることができた。私たちは、
ババから外国へ⾏くという発表を聞いてから準備をしているとき、パス
ポートの申請書に６枚の写真が必要だったのでシャルマジを呼んだ。彼
は、レイク·ガーデンに来てシワリーラの部屋を選んだ。まさにババの部
屋の前にあり――いつもババへの報告をするホールに隣接し、写真を取
るのに最も良い場所だ――当時私がその部屋に住んでいたのだが。ババ
には彼が来ることを知らせていたにもかかわらず、ババは彼を⾒たとき
驚いたふりをした。「カメラマンがなぜここにいるんだい？」と尋ね
た。

「ババ、あなたのパスポート写真を取るために来ています」私は答え
た。

ババは微笑んでうなずいた。「分かったよ、だが時間を浪費したくな
い、速くしてくれ。散歩に⾏かなければならないし、その後しなければ
ならない仕事がたくさんある」

シャルマジも微笑んだ。「ババ、きちんとしたスナップ写真を撮るに
は少し時間が掛かります。適切に照明器具もセットしなければなりませ
ん。また、シャッターを何度か切ることになります」

ババは笑ってシャルマジが⾔うとおりに座った。シャルマジは２⼈の
ダダを呼び、光を調節してババに陰影をつけるために１組の傘を正確な
⾓度に保っておくように頼んだ。彼らを正しい位置につかせ、次に、バ
バにどのように座るか、いつ微笑むかを指図した。「いいですよ、バ
バ、⼤変良いです、しかしもっと良くできます。頭を少し右に回せます
か？ ＯＫ、今度はしっかり微笑んで……」ババはまるで少年のように
彼の指図にしたがった。終わるまでに数分掛かり、感光版を数枚使った
――カメラは古い型だった――しかし、彼は良いスナップ写真を撮るこ
とができて、次の⽇には印刷に出した。

ある夜、私たちはシャルマジが死んだというニュースを聞いた――彼
は病気ではなかったし、知られた病気を患ってもいなかったのだが。朝
ババに知らせると、ババはため息をついた。「ああ、なんと善い⼈だっ
たのだろう。そこへ⾏って敬意を払おう」その朝、散歩のとき私たちは
遺体を⽕葬する準備ができていたカリガトの⽕葬場にババを連れて⾏っ
た。私たちが到着したとき、マルギーたちはちょうどシュラッダー（霊
性のイデオロギーにおける信頼と尊敬）の儀式を始めていた。ババは⾞
を降りて御霊に敬意を表した。これは⾮常にまれな出来事だった。

直ぐに喜ぶババ

ババのこのパスポート写真は１９７９年前半、ヨーロッパ·ツアーの前に
カルカッタ（今はコルカタ）のレイク·ガーデンにあるマドゥ·マライカで
撮られた。

委任状書式へのババの拇印と署名

委任状書式へのババの署名



３９．組織化を進めるババ
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アナンダ·ナーガルの発展が進⾏中であることで、１９６３年４⽉に、
ババは組織の社会奉仕プロジェクトを監督するＡＭＰＳ（アナンダ·マル
ガ·プラチャラカ·サンガ）の新しい翼の構成、すなわちＥＲＡＷＳ（教育
救援福祉部⾨）を発表した。ワーカーもマルギーも等しく学校、養護施
設および他の福祉プロジェクトを開設することに打ち込んだ。加えて災
害救援活動にも。

１９６４年１⽉１⽇に、ジャマールプルとアナンダ·ナガールで最初の
２つの⼩学校が開校された。（ババの息⼦ガウタムはジャマールプル⼩
学校の最初の⽣徒だった）その年に、ババはアナンダ·マルガ·ボード·オブ
·エデュケーション(ＡＭＢＥ)とセワ·ダルマ·ミッション(ＳＤＭ)も設⽴
し、最初のホールタイマー·トレーニング·センター(プラシカナ·マタ)が設
置された。

１９６５年５⽉２３⽇の朝、ババはウイメンズ·ウェルフェア·デパート
メント（ＷＷＤ）、すなわちＡＭＰＳの婦⼈福祉部⾨の構成を発表し
た。そして、１９６６年に、最初のアワドゥーティカ、すなわちディデ
ィ·アナンダ·バラティ(「バラティ…おばちゃん」)が⼿解きされた。

１９６４年と１９６６年の間に１００以上のジャグリティと２００の⼩
学校が設置された。１９６８年までに、アナンダ·ナガールだけに⼩学
校、⾼校、⼤学、養護施設、学⽣の家、病院（アバー·セワ·サダン…ババ
の母親にちなんで名付けられた）、ハンセン病患者保護施設(ニュー·ライ
フ·アシュラム)、アカデミー·オブ·ライト(視覚障害者、聴覚障害者および

⾝体障害者のための)、加えてアナンダ·マルガ⼯業技術研究所(ＡＭIＴ)、
印刷所と中央オフィスが開設された。

ババは１９６３年９⽉８⽇付の⽇記にＥＲＡＷＳについて⾔
及している。

初期のＥＲＡＷＳ宣伝⽤の資料
l

最初のＥＲＡＷＳガイドブックのカバー



４０．教育、救援および福祉
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ババは１９６３年にＥＲＡＷＳを設⽴してマルギーたちにこのよう
に⾔った「アナンダ·マルガの教育は個⼈の総合的な進歩に重点を置
く。そのモットーはサ·ヴィディア·ヤ·ヴィムクタイェ――『教育とは
解放することである』である。教育費はできるだけ安く、そして⼦供
たちが遠くまで⾏かなくてもよいように、村のレベルまで拡げるべき
である。⾦持ちと貧しい⼈の間の差別を作らないようにする。救援部
⾨は⾃然災害と⼈災の時代に対応するチームを作る。このチームは予
期されなかった災難への迅速な対応、他の救援組織が⾏けない被災地
に⾏く能⼒を誇りに思うようになる。あらゆる医学専⾨家がこのチー
ムの事実上のメンバーとなるよう奨励されるべきだ。災害の時代にす
べての地⽅のマルギーは、⾃分たちがこの地域のメンバーであると考
え、奉仕活動を⾏う準備ができているべきだ。福祉部⾨には、養護施
設、診療所などのような恒久的な福祉事業を開設する責任がある」

ババは、それぞれの部⾨の活動を詳述し終えてから、仕事の監督に
指名される部⾨⾧を求めた。プラナイは、教育部⾨にはアシュター
ナ、救援部⾨にはケダル、福祉部⾨にはラメシュ博⼠それぞれを指名
した。

続く数週間のうちに、ババは新たな責任者それぞれに会い、彼らの
グループの発展のためのガイドラインを与えた。彼がラメシュ博⼠に
会ったときには、博⼠に最初の福祉事業として養護施設を設⽴するよ
うに求め、施設の運営に関する細かな指⽰を与えた。

「⼦供は孤児とは決して⾔われない」ババは彼に⾔った。「そし
て、この世では誰も孤児ではないので、私たちの施設は孤児院とは呼
ばれない。他の養護施設では⼦供たちを物乞いをするために送り出し
ている。このようなことは私たちの施設では起こらない。必要なら私
たちのワーカーが物乞いをする。彼らと地⽅のマルギーたちには⼦供
たちに必要なあらゆることを満たす責任がある。「⼦供の⽣活⽔準は
中産階級のマルギーとその⼦供のそれと同じであるべきだ」

短い期間の内に、最初の養護施設はパトナにおいて、アコーリ·ヒマ
チャル·プラサドという監督の下で開設され、続いてパトナの警察の責
任者、次にサンブッダナンダ（かつてはアシーム）、さらにはラーン
チーから来たラメシュ博⼠という⾯々が加わった。第⼆の施設はその
後まもなくアナンダ·ナガールで開設され、そして他の施設がすぐに続
いた。

ババは教育という翼の創設に同じ刺激を与えた。ＥＲＡＷＳの発⾜
とともに、学校を開設することが組織的優先事項になった。マルギー
の教育者たちはアシュターナの指揮の下で、アナンダ·マルガの教育シ
ステムおよび学校のカリキュラムの開発を始めた。彼らはババに会
い、ババは養護施設で⾏ったような学校の運営と彼らが⽤いる教育⽅
法の両⽅についてのガイドラインを与えた。期待通りに、ババは⼦供
の教育の霊的および道徳的な⾯を強調した。

「教育の本当の意味は三側⾯の成⾧――すなわち⼈間存在の⾝体
的、精神的および霊的な領域の同時になされる成⾧である。この成⾧
は⼈格の統合をさらによくすべきだ。これによって、⼈間の眠ってい
る潜在的可能性が⽬覚め正しく活⽤される。……プラウトの教育制度
においては、重点は道徳教育と理想主義（観念論）の教え込みに置か
れるべきだ――哲学と伝統のみでなく。道徳規範の実践はすべてのレ
ベルの講義要⽬の中で最も重要な主題であるべきだ。普遍主義をわき
まえる⼒は⼦供においても喚起させられるべきだ。礼儀作法と洗練さ
れたふるまいだけでは⼗分でない。本当の教育はすべての被造物への
愛と思いやりという[⾄るところに]広まっている感覚につながってい
く」

この後、ババはＤＭＣで出掛けるときはいつでも、新しい学校と施
設を訪問するのを彼の⽇程のお決まりの部分にするのであった。

アナンダムルティ:ジャマールプル時代
s

１９６５にモンギールで⾏われたエデュケーション·トレーニング·
キャンプ(ＥＴＣ)にて、「ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ」という頭字語が紹介
された。

Ｅ――意識の拡⼤
Ｄ――ＤＥＳＭＥＰ(Ｄ：規律正しいふるまい、Ｅ：礼儀作法、Ｓ：
賢さ、Ｍ：記憶、Ｅ：英語、Ｐ：発⾳)
Ｕ――普遍的な展望
Ｃ――⼈格
Ａ――活動的習慣
Ｔ――信頼に値する
Ｉ――⼤いなる存在への思いを抱くこと
Ｏ――全知の恵み
Ｎ――気⽴ての善さ

アナンダ·マルガ養護施設の 記
念品 １９７１年

１９６５年１⽉２３⽇の彼の⽇記への記載、ババは、ラメシュ博⼠、アコーリ·ヒマチャル·プラサドとともに
パトナの養護施設の開設について議論したところ、バラナシへ⾏く列⾞の中での 集会(恐らく本⽂で⾔及され
たもの)について書いている。

１９６５年１１⽉２６⽇の彼の⽇記への記載、ババはその晩開催されたＤＭＣ(講話の主題は「熱愛者の主」で
あった)および養護施設訪問について書いている。



４１．ババの⾜
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１９６４年のカラー·フェスティバル（聖なる祭り、今アナンダ·マ
ルガでヴァサントトサワ、すなわち春祭りとして祝されている）の間
に、ジャマールプルと周辺の熱烈な信奉者たちは、ババに⾚⾊の液体
を薄く塗った幅の広い⾦⾊のプレートを踏むよう求めた。

これらはそのときに作られた⾜形である。中央のババの署名
――アナンダムルティ――は後で加えられた。

これらが１９９０年１０⽉２６⽇にディディ·アナンダ·カルナ
によって作られたものと同じ印象でないことに注意してくださ
い。



４２．もっと後の家族写真
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これらの家族写真は１９６０年代の半ば頃に撮られた。第⼆のものは最初のものから１年か２年後に撮られた。

右から左へ(座り姿)：ヒマンシュ·ランジャン、ババ、母アバラニ、ヒーラプラバ、スダンシュ·ランジャン、マナス·ランジャン
⽴ち姿: ヴィカシュ·クマル（右）、カリアニー（右から３⼈⽬、息⼦のサオミトラデワを抱いている）、ウマ·サルカル（右から４⼈⽬）、アマ
ル·クマル（左から３⼈⽬、ガウタムを抱いている）、チトラレカ（ルビィ、左から２⼈⽬）

ババの⼀⽣涯は、無執着の事例に満ちている。鉄道で働いていたときには、弟が彼に代わって給料を引き出して母親に与えるよう任せた。そして、母親は少
しの「⼩遣い」を彼に与え、彼はそれを貧しい⼈に与えたり母親に果実と花を買うのに使うのであった。

「家では、彼は⾮常に従順な息⼦であり完璧に義務を実⾏する。あの年齢でも、彼より従順な息⼦を想像することはできない。今⽇も、マルガの仕事に⾏く前
に私の許可を求める。年齢のせいで私の脚に激痛が⾛る。毎晩、私の痛みをとろうと私の脚をマッサージしてくれる。私の願いに背いたことは⼀度もなかっ
た。でも、私も個⼈的な問題で彼の⼼をかき乱しはしない。他の⼦たちも、⾃分の問題で彼の⼼を決してかき乱さないように気を付けている」

シュリー·シュリー·アナンダムルテイ: 神秘の到来

右から左へ(座り姿)：ババ、妹ヒーラプラバ（おいのサオミトラデワを抱いている）、母アバラニ（ガウタムを抱いている）、弟スダンシュ·ランジャン
右から左へ(⽴ち姿)：妻ウマ、カリアニー·サルカル(ヒマンシュ·ランジャンの妻)、弟ヒマンシュ·ランジャン、アマル·クマル（ヒーラプラバの⼀番上の息⼦）、
チトラレカ（ルビィ、ヒーラプラバの⼀番下の娘）、弟マナス·ランジャン、ヴィカシュ·クマル（ヒーラプラバの⼀番下の息⼦）



４３．チャラム·ニルデシュ(宇宙意識の⼤いなる愛の導き)
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１９６６年にババはアナンダ·マルガの本質を要約し、アナンダ·マルギ
ーであることを意味するチャラム·ニルデシュ(宇宙意識の⼤いなる愛の導
き)を与えた。これはババの本の公式刊⾏物の冒頭部分に収録されていて、
週に⼀度のダルマチャクラ(ＤＣ)のときグループ瞑想の後暗唱される。

それは最初１９６６年に与えられたのではあるが、１９６７年に初めて
出版された。その間に、それはオリジナルのベンガル語から他の⾔語に翻
訳されていた。

これはダダ·ヴィジャヤナンダによる最初の英訳の原本であり、ババによ
ってよいと認められ署名された。(「Ｍ.Ｇ.[マルガ·グル]すなわちババによ
って承認された、６６年４⽉１４⽇」)

⼿書き原稿を⾒れば明らかなように、タイトルは迷った末「宇宙意識の
⼤いなる愛の導き」と翻訳された。「⼀⽇⼆度瞑想する『彼』は…」(後
に、「瞑想するする⼈は…」)が、冒頭の⾔葉の翻訳として１９７６年まで

⽤いられた。その間に、シドニー(現在のスバセクター)のマルギーとワー
カーは、もっと性的に中⽴な「瞑想する⼈たち」へと⾔葉を変えることを
提案した。彼らはニュースレター「プラナム」の１９７６年１１⽉号で⾃
分達の翻訳を公表し、そのコピーをババに⾒せた。その後、ババは１９７
８年８⽉に刑務所から解放されたとき、以前の翻訳が聖書のような翻訳で
あったのに対し、改定された翻訳はより現代的だと⾔ってそれを承認し
た。他に性の偏⾒を抱いた⾔葉(ちなみにオリジナルのベンガル語版には存
在しない)も修正された。それ以来、オリジナルのベンガル語の内容と意図
を⼀層好ましく反映するためにさらに正確な英訳についての申し出があっ
た。

シドニー(現在のスバ)セクターのニュースレター「プラナム」の１９７
６年５⽉号の字体が装飾体の版

「プラナム」の１９７６年１１⽉号からの字体が装飾体の版にある始め
の⾔葉。「……の⼈たち（Thoseとい英語表記）」が英訳で初めて⽤いられ
た。

これがチャラム·ニルデシュの[あなたの母国語を⽤いた]版：

⼀⽇に⼆度、規則的にサダナをする⼈は、死を迎える時、パラマ·プルシャの思いが必ず⼼に沸き起こり、ムクティは約束されてい
ます。⼀⽇に⼆度、サダナをすることは、まさに宇宙意識の⼤いなる愛の導きなのです。ジャーマとニヤマなしに、サダナの実践は
不可能なので、ジャーマとニヤマを⼈⽣の基盤とすることも、宇宙意識の⼤いなる愛の導きです。この⼤いなる愛の導きに⽿を傾け
ずに⽣きることは、何千万年もの間の動物⽣活の苦しみを意味します。誰もが、そのような過酷な苦しみを経験しなくてすむよう、
そして、宇宙意識の⼤いなる愛の下で、永遠の平安を得られるよう、すべての⼈に⾄福の道を伝えることは、宇宙意識が私たちに望
んでいる重要な使命です。また、⼈として正しい道を助け合って歩むこともサダナの⼤切な部分です。

シュリー·シュリー·アナンダムルティ



４４．ヴラジャ·クリシュナがヴリンダーヴァンへ発つ
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１９６６年の終わりにババはついに鉄道⼯場のオフィスの仕事を辞め
た。以前母親は彼に⾔っていた。「ブブ、いつかおまえがマルガ仕事の
ために家を出ることは分かっている。しかし、私には頼みたいことが２
つある。おまえはルビィ[妹ヒラプラバの⼀番下の娘――ヒラプラバは１
９５０年に寡婦になった]が結婚するまでは出て⾏ってはいけないよ。そ
れに、急いで仕事を辞めないでおくれ」１２⽉３１⽇に、ババの姪（め
い）が結婚しアナンダ·ナガールへ移った。ババは(母親の願いに敬意を表
して仕事をやめず⾧期休暇を取っていた)まさにその⽇にジャマールプル
を去り、彼は職を維持することによって、忙しい家族の成員が霊的な努
⼒と社会に対する奉仕の両⽅をする能⼒があることを明らかにしたのだ
った。ワーカーたちがババにアナンダ·マルガに全時間を捧げるように懇
願したとき、ババはワーカーたちが彼の仕事の速度について⾏くと約束
したので受け⼊れることにした。ババは彼らの活動が１０倍に増えるこ
とになると⾔った。

「シュリー·シュリー·アナンダムルティ: 神秘の到来」

ババはジャマールプルを去る前、１９６６年１２⽉３０⽇にジャマー
ルプルのジャグリティでＤＭＣを⾏った。講話は「バガワット·ダルマ」
だった。彼はその⽇のうちに最後にもう⼀度鉄道⼯場のオフィスへ⾏き
同僚に別れを告げた。翌⽇、１２⽉３１⽇、彼の姪（めい）の結婚式の
後家を出て、ジャグリティまで⾞で⾏き、そこでマルギーたちに⼆⾔三
⾔ことばを交わしてジャマールプルのはずれまで⾞で⾏き、⾞を⽌め外
に出て町の⽅を向いて、最後のナマスカを⾔った。それからドライバー
に、アナンダ·ナガールまで運転するよう指⽰した。

編集者

ババは１３年後の１９７９年１０⽉の終りに最後のＤＭＣのためにジ
ャマールプルへ戻った。彼はジャグリティから家族の住居までの１キロ
半を歩いた。何千⼈もの⼈々が通りの両側に並んで彼の帰りを喜んで迎
えた。⾮常に美しかった。⼀⼈の偉⼤な信奉者、クランティが踊ってい
てサマディに落ちた。そのような光景はこれまで⾒たことがなかった。
私たちが彼⼥の家を訪れるといつも、彼⼥は私たちを⾒て「私のババが
来ているのよ！」と⾔うのであった。それはババがジャマールプルにい
た最後であった。

ディディ·アナンダ·チャンドラシェカラ

後年のクランティ·ディディ

この２枚の写真は、ジャマールプルを出た頃野外でババの座り姿を撮影したものだが、⼤きく違
って⾒える。この２枚の写真によって、彼が写真の⾓度と光の当たり具合によって、ある瞬間か
ら次の瞬間がいかに⼤違いに⾒えるのかを説明している。特にこの３番⽬の映像のように、オリ
ジナルのモノクロ写真が、その頃の⼀般的な⽅法である⼿彩⾊を施され(⼿塗り、または重ね塗
りされ)ているのであれば。
,



４５．マハーリカのババ (１９６８年)
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１９６７年３⽉５⽇のアナンダ·ナガールの事件後、ババは中央オフ
ィスをラーンチーに移した。翌年、彼は１９６８年６⽉２０-２７⽇に
フィリピンを訪問したが、それは彼の最初のインド国外へのツアーで
あり、始めてのＤＭＣとなるのであった。ＶＩＰ歓迎会の後、彼はマ
ルギーたちに⾔った。「この国のサンスクリット語名はマハーリカ[⼩
さいがすばらしいという意味]である」

マハーリカでの最初に⼿解きをされた⼈はフリーメーソン制度のメ
ンバーたちであり、彼らは、メンバーの⼀⼈をインドへ⾏かせてババ
を個⼈的に彼らの国に招待していた。インド国外のその最初のＤＭＣ
は１９６８年６⽉２３⽇の夜、マニラのタフト·アベニューにあるフリ
ーメーソンの寺で催された。ＤＭＣの講話は「⼈間の神」であった。

ツアーにはバギオの⼭の町への旅が含まれていて、ババは夜通しそこ
のパインズ·ホテルにいた。

１９６８年６⽉２７⽇のババの旅⽴ちのメッセージは以下のとおり
だった。

「今、私はこの国を去ろうとしています、そして物理的にあなた⽅か
ら去ろうとしています。私はいつもあなた⽅と共にいます。私はこれ
からもいつもあなた⽅と共にいます。私は物理的にあなた⽅、私の息
⼦たちと娘たちから去って⾏きますが、私はあなた⽅を忘れることが
できませんし、精神的に、私はいつもあなた⽅と共にいます。あなた
⽅すべてに理想的な⼈間であって欲しいと思います。あなた⽅のすべ
て、あなた⽅の存在を成功させよう。私にはこれ以上何も⾔うことが
ありません。あなた⽅が平和でありますように」

そして、彼はつけ加えた。

「私の息⼦たち娘たち、もう⼀つ⾔うことがあります。私は天国に
はいません。私が何者か――私はただ⼀⽂でこの真実を⾔い表さなけ
ればならない。私はあなた⽅のものです」

バギオのパインズ·ホテルのババ

ババが滞在したバギオのパインズ·ホテル１９６８年６⽉２５⽇の夜



４６．サダナの年
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１９６９年にババは宣⾔した。「今年はサダナの年だ。来年はセミナーの年であ
る」それから彼は⾔い⾜した。「もちろん、サダナの年は無期限に続ける」

サダナは「⾃らを完成するための努⼒」を意味する。実際に、サダナはアナンダ·
マルギーが持続している実践だ。ババはチャリアーチャリア第⼆卷の「サダナ(直観的
実践)」の章で指導している。

「健康であろうが病気であろうが、座っていようが横たわっていようが、あるいは
乗り物に乗っていようが、完璧なイーシュワラ·プラニダン(瞑想)を⼀⽇に⼆度実⾏し
なければならない。⽬前に急ぎの仕事があろうがなかろうが、⼼が不安定であろうが
なかろうが、すべてのサダカは最初にジャパ(イシュタ·マントラの繰り返し)を８０回
すべきであり、そしてそれから指⽰にしたがって、数えることなしに、好きなだけジ
ャパを続けるのである」

確かに、第２レッスン(グル·マントラ)の実践とともに当⼈のイシュタ·マントラの持
続した繰り返しによって、⼀瞬⼀瞬がサダナになるのだ。

「話すことやすることが何であれ
『彼』を決して忘れてはならない
『彼』の名前を覚えておき
働きなさい、それが『彼』のためであるのを忘れずに
そして、延々と活動的なら、⾄福の流れに乗る」

「サダナ(直観に基づく実践)」、アナンダ·マルガ·チャリアーチャリア第２巻

そして⼀⽇⼆回のサハジ·ヨガ·サダナの全６レッスンの誠実なそして持続
する実践によって、⼈は確実に「究極の欲求」を実現する。

「唯⼀の無形で、始まりがなくそして無限のパラマ·ブランマ(「⾄⾼意識」)は⼈間
によって成し遂げられる無⽐の存在である――それだけがジャガト·グル(「⾄⾼」の
教師)であり、ブランマヴィディア(直観に基づく科学)をアナンダムルティジの名前と
体という媒体によって、私たちに明らかにしてきた。個の存在は「その」威厳を尊重
しなければならない」

「サダナ(直観に基づく実践)」、アナンダ·マルガ·チャリアーチャリア第２巻

「あなたは暗黒の岸を越えて光の王国に⼊るためにサダナの領域に⼊って
来た。崇⾼な領域へのあなたの旅が輝かしくて勝利を収めますように。⾏っ
てらっしゃい」

ベーダの直観に基づく科学――2、バドラ·プルニマ １９５５年 ＤＭＣ

ババ⼿書きのアナンダ·ヴァニー、アナンダ·プルニマ １９６０年

「⼈⽣は霊性のサダナでありそしてこのサダナの結果は全能なるものの祭
壇に捧げられる」



４７．マハーリカのババ (１９６９年)
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ババは１９６９年４⽉２０-２６⽇に再びマハーリカを訪
れた。それは、彼の２度⽬の海外ツアーおよび２度⽬のイ
ンド国外のＤＭＣでもあった。

４⽉２３⽇⽔曜⽇の午後、ババは若いマルギーの学⽣た
ちの家の⼀つで彼らにダルシャンを与えた。彼の講話(後に
「カオラとマハーカオラ」という題名で発⾏された)でこの
ように説明した。

「カオラとマハーカオラの違いはこうだ。カオラは当⼈
のサダナによってぐるぐる巻き状のもの、すなわちクラク
ンダリニーを上げ、そして基本的な陽性と基本的な陰性の
結合を成し遂げる。ところがマハーカオラの場合には違っ
ていて、マハーカオラは他の者たちのクラクンダリニーを
上げるパワーを持っている。カオラは他の者たちのクラク
ンダリニーを決して上げることはできず、当⼈は⾃分⾃⾝
のクラクンダリニーを上げることができるのみだ。マハー
カオラは、「彼」がそう望むなら、他の者たちもまたクラ
クンダリニーを上げることができる」

彼が話し終えたとき、ババは彼の前に座っている若い男
に⼿を振って⾔った。「⾄福を楽しみなさい、息⼦よ」若
い男はサマディ（⾄福に夢中）になってゆっくり後⽅に倒
れた。ババは他の者たちに、後ずさりして彼に隙間を与え
るべきであることを⽰した。彼らがそうしたとき、ババが
若い男のクラクンダリニーを上げることによって、ちょう
どデモンストレーションをしたところだったのが彼らに分
かってきた。事実上、彼はマハーカオラだった。

翌⽇、１９６９年４⽉２４⽇、ＤＭＣはマニラのフィリ
ピン⼤学のホールで催された。ＤＭＣの講話は「偉⼤なる
ものへの憧れ」だった。

マニラのマハーカオラ·ダルシャン

マニラでの野外散歩



４８．デモンストレーション
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ババは１９５４年の終わりに、最初の死のデモンストレーション
を始め、１９６０年代後半につながる数年の間中多くの霊的なデモ
ンストレーションを⾏った。ただし、１９６７年から１９７０年頃
までの時期は例外的だった。この間、ラーンチー·ジャグリティで
彼は何百ものデモンストレーションを⾏った。それらにはクラクン
ダリニー上昇、さまざまなタイプのサマディ、オカルト·パワーに
つながるデモンストレーション、宇宙の⾃然、発光体、⽣死、過去
世およびサンスカーラが挙げられる。彼はまた、何度かナタジ·ス
バシュ·チャンドラ·ボーズがチベットの洞窟の中で瞑想し続けてい
ることもはっきり⽰した。同時に彼は、マルガのプラチャー（普及
促進）を助けるためにスバシュを呼び戻すというマルギーたちの懇
願を⼀貫して拒絶した。王冠を求めて国の⾰命の英雄が戻ってくれ
ば根本から覆っていたであろうが。

１９６９年のデモンストレーションのいくつかに出席していた、
⾝元不明のアメリカのマルギーの覚書からの抜粋。

特別なデモンストレーションに出席した別の弟⼦の記述。

「デモンストレーションの後、私は知りたいと思い始めた。ババ
にはそのような透視能⼒があると確信していたが、彼は本当に私た
ちが思っているのと同じ⼈なのか、全能で全知の完璧な導師なの
か？ ババはまるで去って⾏くかのように⽴ち上がった。しかしそ
のとき、彼は再び突然元の席に座り、ダサラトに彼⾃⾝の前世を⾒
るよう指⽰した。彼は、ダサラトの⼼を７,０００年前に連れて⾏
っていると⾔った。ダサラトの体は震え始め、顔⾊が変り、そして
ひどく汗をかいていた。彼は繰り返し始めた。「ババ、ババ、バ
バ」そしてそれから光の洪⽔に飲み込まれていると⾔った。その光
の真ん中で、彼はシバ神が瞑想の姿勢で座っているのを⾒た。ババ
は⾔った。「そうかい？」すると彼はダラサトに３,５００年先へ
移り、彼が⾒えるものについて説明するよう指⽰した。ダサラト
は、王冠を被った肌の⾊が⽩い魅⼒的な⼈［クリシュナ神］が⾒え
ると⾔った。そこでババはさらに３,５００年先へ移るよう彼に指
⽰した。ダサラトは、彼が輝く姿のババが⾒えていると⾔った。バ
バは微笑んで⾔った。「いいかい、私は前世で王だった。今私は貧
者だが」

１９６０年代後半のババ



４９．ダダ·パラシワナンダ
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ババが１９６９年に⾏ったデモンストレーションの1つはダダ·パラ
シワナンダの過去世を⽰すことだった。その１０年前、ダダがアチャ
リア·キティジから⼿解きをしてもらった直後、ババは彼の類いまれな
過去世の物語を明らかにしていた。

１９６３年後半に遡ると、アチャリア·キティジとケダルナトは、ラ
ーンチーのヴィジェイ·クマール·ミシャラという⼈について聞いてい
た。⾼められた魂であると考えられていた有名な家系の⼈であり、尊
敬され⼗分な教育を受けた２０代後半の若い男で、⼆⼈はある午後彼
を訪問し、そして、会話の流れの中でクマール⽒は⾔った。「私の母
は⾧い間⼦供がいませんでした。彼⼥はこれまで⼦供を持つことがで
きると思っていませんでした。そんなおり、ある夜彼⼥は神殿に座っ
た偉⼤なヨギと会っている夢を⾒ました。彼⼥がヨギに近づくと、ヨ
ギは彼⼥を祝福してココナッツを差し出しました。彼は、彼⼥がココ
ナッツを⾷べたら⾝ごもり、その⼦は偉⼤な聖者になると⾔いまし
た。彼⼥が夢を⾒たすぐ後に私の母は⾝ごもりました」

キティジはヴィジェイに⼿解きを受けるよう勧め、そしてジャマー
ルプルでババのダルシャン（謁⾒）の後、ヴィジェイは彼のアチャリ
アの⾜に触れてから⾔った。「アチャリアジ、あなたは私の⼈⽣を変
えました。あなたが私の家に来た⽇は私の⼈⽣の転機でした。あなた
に助けてもらったので、私は正しい道を⾒つけました。私はすべてを
放棄してババに⼈⽣を捧げると決⼼しました」

１９６４年４⽉９⽇、ババは２度⽬の訪問となるアナンダ·ナガール
に来た。キティジとケダルナトはラーンチーからヴィジェイを連れて
来ていて、プログラムに出席することになっている。そして、ババに
会いに⾏くと、ババはヴィジェイがどこにいるかと尋ねた。「彼を呼
びなさい」ババは彼らに⾔った。「彼の話の脈絡を捕らえるよ」

キティジはヴィジェイを呼び、そしてババは彼らに座るように⾔
い、話をしようとしていた。

「３００年前のことだ」ババは始めた。「レワの外れに、アシュラ
ムで彼の弟⼦と⼀緒に住む偉⼤なヨギ、すなわち悟った魂がいた。弟
⼦の⼀⼈は霊性の道に⾝を捧げるために安楽な⽣活を抜け出して、か
なり幼い頃にアシュラムに来た裕福な王室の⾎を引く若い男だった。
この少年は清い⼼と極めて⾼められた魂の持ち主であり、⽢い果物が
⼤好きである以外に物質的な願望がほとんどまったくなかった。ある
⽇、グルは少年を彼の部屋に呼び、数⽇間アシュラムを空けるのでこ
の責任を任せると告げた。彼の唯⼀の忠告は彼がいない間にアシュラ
ムの規則を破らないことだった。少年は約束し、そして導師は旅に出
た。

「彼がいない間に、その頃の王族の間の習慣でレワの⼥王がアシュ
ラムを訪問した。彼⼥は訪問の間に、少年の霊的なオーラに引き付け
られた。⾃分に⼦供がないことから、彼を養⼦にして彼⼥の世継ぎに
するという願望を抱いた。⾃分の気持ちを少年に伝えたとき、少年は
このように返答して彼⼥をがっかりさせた。『お母さん、私は王室に
⽣まれました。私はグルの許で瞑想を学ぶためにすべてのものを放棄
しました。彼は私とともに幸せなので、私に教えています。私が放棄
したものに戻るように誘わないでください。そのようなことはあり得
ませんから』

「⼥王は彼の答えを聞いて悲しくなったが彼の決⼼を受け⼊れて、
別れの贈物として彼⼥はアシュラム⽀援のための⾦銀の装飾品を差し
出した。しかしながら、弟⼦はグルの許可なしに外部から何も受け取
ることができないというのが厳格な規則だった。彼は、なぜ彼⼥の贈
物を受け取ることができないかを説明した。『あのね』彼⼥は説明を
聞いてから⾔った。『私はあなたの母親のようなものです。あなたの
お母さんが何かをあなたに差し出すのであれば、あなたはそれを受け
取るべきです。装飾品を受け取ることができないのなら、少なくとも
ココナッツを受け取ってください』少年は既に傷つけている以上に彼
⼥の感情を害したくなかった。その上、彼はココナッツに⽬がなかっ
た。たかがココナッツと考えた。きっとこれくらいはいいだろう。だ
から受け⼊れた。⼥王は、ココナッツを⼩さく切って、それを少年に
差し出した。少年はいくつかを⾷べて、すぐにでも戻って来ることに
なっているグルにそれを差し出そうと思って、残りを蓄えておいた。
そして⼥王は去って⾏った。

「翌⽇グルは戻った。アシュラムに⼊るとすぐに、彼は弟⼦を部屋
に呼んだ。憤慨した⼜調で弟⼦に⾔った。『弟⼦は私の許しなく何も
受け取ることができないというのがこのアシュラムの規則だ。そし
て、おまえはこの規則を破った。ココナッツごときもののために？
おまえはこの簡単な規則に従えないのであれば私からヨガを学ぶに値
するとどうして思うことができるのか？』

「少年はかき乱され落ち込んでいるのを感じて導師の許を去った。
⾧い間、間違いを犯してしまったという思いが彼の⼼に付きまとっ
た。彼はその後すぐに死んだ。過ちと胸中のこの思いの⼒が原因で、
ココヤシとして来世に⽣れてこなければならず、そしておよそ３００
年間その体のままであった」

この時までヴィジェイは静かに泣いていた。ババは彼を⾒て⾔っ
た。「今度は私に教えてくれ、ヴィジェイ、おまえの出⽣とココナッ
ツの間に関係があるのかい？」

「はい、ババ」

キティジとケダルナトも⽬に涙を溜めていた。今までに彼らは話が
ヴィジェイについてものであるのが分かっていた。

するとババは⾔った。「おまえはココナッツの⽊としてのおまえの
サンスカーラを終えた。そしておまえのお母さんはココナッツを取り
戻し、サンスカーラも終えた。パラマ·プルシャは今おまえたちのすべ
ての⾯倒を⾒るのだ！」

弱々しく泣き、ヴィジェイはババにサシュタンガ·プラナムをして⾔
った。「ババ、私が死ぬまであなたのミッションを果たす強さだけを
ください。他の何も欲しくありません」

ババは屈んでヴィジェイのアッギャ·チャクラに触れた。ヴィジェイ
はサマディを得て後⽅に倒れ、するとババは⼆⼈の家族アチャリヤに
⽑布を掛けるように、そして⾮常に強い⾄福の状態にあるので彼の⼼
をかき乱さないようにと⾔った。

その後、キティジは物語についてババに質問する機会を持っ
た。「なぜ」彼は尋ねた。「弟⼦はそんな⼩さな反則のためにそのよ
うに⼤きな罰を受けなければならなかったのですか？」

「彼にとって、それは⼩さな反則ではなかった」ババは⾔っ
た。「霊性の梯⼦を⾼く登ぼれば登るほど、どんな過失であれ跳ね返
りも⼤きいのだ。アチャリアと⼀般的のマルギーが同じ誤りを犯した
としても、アチャリアにはより⼤きな責任が与えられているのでその
罰はより⼤きい。あの弟⼦はグルの教えに反した偉⼤なヨギだった。
だから、それに応じてグルは厳罰を与えた。これはパラマ·プルシャの
リーラだ」

アナンダムルティによって⾔い換えらた：「ジャマールプル時代」
と「ババと暮して」

ダダ·パラシワナンダは１９８４年６⽉２９⽇に体を去った。彼の死
の⽇にババは、彼がアチャリア·パラシワナンダ·アワドゥータに⼈⽣の
究極の⽬標であるモクシャ(救済)、すなわち⽣死のサイクルからの永遠
の解放を与えたと⾔った。





５１．ババ·ナム·ケワラム
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１９７０年１０⽉の始めに、ババはラーンチーの雑踏から⼀時離
れて、⾃然の中で穏やかな数⽇を過ごたいという願望を述べた。バ
バをラーンチーとダルトンガンジの間の避暑地アンジャリアへ連れ
て⾏くことが決まり、ババ、ウマおよびガウタムは、ババの料理⼈
と警備担当のヴィシュヌデワと数⼈のマルギーたちと共に⾃動⾞で
登り、そこにある森林省のゲストハウスに１週間滞在することにし
た。

１０⽉６⽇、政府の保健省で働いているマルギー、ガーシ·ラム
は、コレラ絶滅計画に関連する仕事のためアンジャリアを訪れて、
ババが森林のゲストハウスに滞在していることを知る。そこで、彼
は現地のマルギたちに知らせ、翌⽇彼ら全員が集まった。

翌⽇、１０⽉８⽇、ババは当地の家族アチャリア２⼈、ブランマ
デワとラジ·モハンとともにゲストハウスのベランダに座り、遠く
を眺めていた。ババはディアンをするようブランマデワに指導して
いるとき、「注意深く聴きなさい。何か聞こえるかい？」と⾔っ
た。

ブランマデワは、不明瞭だが美しい⾳楽を聞くことができると⾔
った。

ババは続けた。「もっと注意深く聴きなさい。⾳楽だけですか、
それともそれに伴う⾔葉もあるのでは？」

「はいババ、それとともに⾔葉があります」

ババは⾔った。「それが何であるかよく聞きなさい」
「『ババ、ババ』のように聞こえます」

「もっとよく聞きなさい」

「『ババ·ナム』です」

「さらにいっそうよく」

「『ババ·ナム·ケワラム』のように聞こえます」

「よし、正しい」ババは認めた。

キールタン·ダンスは、ババ·ナム·ケワラム·マントラが紹介された多分９年後に、ジャマイカのキングストンで⾏われたＤＭＣでババの前で⾏われた。

ラジ·モハンもそれを聞いたと⾔ったが、⼆⼈はそれがどこから
聞こえているか分からなかった。するとババは、デワヨニ (光の存
在)がマントラを歌っているのだと⾔った。近くにいた他のマルギ
ーたちもそれを聞いたと報告し、そしてババの指図でブランマデワ
は彼らを呼び寄せた。次にババは、正式にババ·ナム·ケワラムを彼
らに紹介し、彼はどのようにそれを歌うか、そして⼀緒に踊るラリ
タ·マルミカ·ダンスを⽰した。そのとき以降、それが彼らのキール
タン·マントラとして⽤いることになっている。

最終的に、ババはまさにその晩にグループでキールタンを⾏う⼿
配をしてくれと⾔った。ブランマデワは、もっと多くの⼈々を集め
に周囲の村まで⾏った(マルギーもマルギーでない⼈も）、そし
て、アカンダ·キールタンが真夜中近くに始まった。

プログラムの間に、当時１０歳のガウタムはゲストハウスから出
てきてバルコニーに⽴った。突然、彼はババの⾞の⽅に注意を逸ら
された。ババの⾞がキールタンの広場に向かって進んでいるのだ。
彼は叫んだ。「⾞が動いている！」そして、マルギーたちは⼤あわ
てで⾞を⽌めようとしたときにババが⾔った。「キールタンの影響
⼒が強烈なので、⽣き物も無⽣物も共にそれに引かれるのだ」

ババは数⽇後の１０⽉１４⽇(その年のディパワリの⽇)にラーン
チー·ジャグリティで、ババ·ナム·ケワラムをシッダ·マントラとし
て認ねた。（シッダ·マントラ……グルが霊的エネルギーで魅了し
てきたマントラ）

１９８２年５⽉１６⽇にカルカッタのアナンダ·プルニマ·ＤＭＣ
で、ババは⾔った。

「既に⾔ってきたが、再び⾔う。今や、キールタンの栄光を明ら
かにする時が来た。そして、サダナをして霊的進歩を成し遂げたい
と思う⼈は、もっともっとキールタンをしなければならないと⾔い
たい。キールタンをすれば、⼼は純粋になり、そしてこの清い⼼を
もってサダナをすることができる。たとえ５分間でもキールタンに
よって⼼が浄化されるなら、そして、ほんの５分間でもサダナをす
るなら、あなたのサダナは⾮常に良くなる――確実に霊的な進歩を
成し遂げる。そして、霊的な進歩のゆえに、あなたは『⾄⾼意識』
へもっともっと近づいて⾏き、あなたは「彼」の超⾃然的な波動と
触れ合う。そしてその状態であなたは⼈間、動物および植物にもっ
と良い奉仕をすることができる……あなた⽅すべてが幸せでありま
すように」



５２．よみがえったタンダワ
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タンダワは勇気と男らしさとを⾼める元気いっぱ
いの運動である。１９７１年にババは男性のための
⽇常のやり⽅としてそれをよみがえらせ、そして７
年後に紹介されたカオシキー·ダンスと共に、ＤＭ
Ｃや他のアナンダ·マルガの⾏事の際に必ず実⾏す
ることにした。

ババはタンダワについて以下のように解説してい
る。

「タンダワ·ダンスは脳とその神経細胞さえもが強
化される全⾝運動である」

「シヴァ神は当時の⼈々の霊的な衝動を⽬覚め
さ、霊的な習わしを教えた。彼が霊性の実践的な側
⾯であるタントラの習わしを教えたことは今では皆
が知っている。そして霊的なダンス、すなわちタン
ダワも教えた」

「およそ７,０００年前、サダシヴァは最初にタン
ダワ·ダンスを紹介した……そして、プラワティは
ラリタ·マルミカ·ダンスを紹介した。アナンダ·マル
ガは、ラリタ·マルミカ·ダンスをキールタンと組み
合わせる⽅法を受け⼊れた……ラリタはキールタン
のときに⽤いられることになっている。それはキー
ルタンに最も良いダンスとして普遍的に認められて
いる」

「タンダワ·ダンス創作の背後にある考えは不変の
真実である。すなわち『私は苦闘それ⾃体を貫いて
破壊と戦い続けなければならない』⼀⽅の⼿は頭蓋
⾻を持ち、もう⽚⽅の⼿は⼑を持つ。頭蓋⾻は破壊
のシンボル、そして⼑は苦闘のシンボルであ
る。『否、死や破壊の前に屈伏しない。⼑を⽤いて
これらと戦っているのだ』」

「タンダワは戦いだ。この戦いのときに⼈は死に
対して、衰えに対して、腐敗に対して戦っている。
死は頭蓋⾻を⽤いて表し、そして⼈間の闘志はナイ
フ⽤いて表す。⼈間の表現の全領域で、良い⼒と悪
い⼒――得と損――⽣と死――それぞれの間のこの
戦い、このタイプの戦いが起きていて、そして永遠
に起き続ける」

「タンダワの内⾯の⼼構えは以下のとおりだ。『破
壊は不可避だが、私は、苦闘を貫いて破壊と戦い続
ける』頭蓋⾻は破壊を表し、短剣は戦いを表す。基
本的な感覚は、『私は破壊や死に降伏しない。私は
この短剣で苦闘を続ける』である」

「タンダワは強さの精神を表す。あなたの両腕は
強さと気⼒を表す。それは真っ直ぐであり、それに
よって死と戦う準備ができていることを意味する。
頭蓋⾻あるいは炎あるいは蛇を持つ⽚⼿は死を表
し、⼀⽅もう⽚⽅の⼿は短剣を持っていて、死と戦
う精神を表している」

ジャマイカのキングストンでのＤＭＣで、ババの前で踊られたタンダワ



５３．「１６のポイント」
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１９７１年の７⽉に、ババは体の健康、⼼の拡張、および霊性の⾼
揚のためのアナンダ·マルガの活動の基本的なガイドラインとして「１
６のポイント」を導⼊した。

１. 排尿の後、⽔で尿の器官を洗うこと
２. 男性は割礼を施しあるいは常に包⽪を引き戻しておくこと
３. 体の関節の⽑は決して剃らないこと
４. 男性は常にカオピーナ（ランゴータ＝ヨガのふんどし）を
⾝につけること
５. 指導された⽅法でヴィアパカ·シャオチャ（半⽔浴）を⾏う
こと
６. 指⽰された⼿順により⼊浴すること
７. サットウィック(知覚⼒を⾼める)⾷べ物だけを摂ること
８. 指⽰された⽅法で断⾷を⾏うこと
９. 規則正しくサダナを⾏うこと
１０. 「イシュタ(⽬標)」の神聖さについて妥協しない厳格さと
信念を守ること
１１. 「アダルシャ(イデオロギー)」の神聖さについて妥協しな
い厳格さと信念を守ること
１２. 「宇宙意識の⼤いなる愛の導き」の神聖さについて妥協し
ない厳格さと信念を守ること
１３. 「コンダクト·ルール（⾏動規範）」の神聖さについて妥協
しない厳格さと信念を守ること
１４. 誓いの内容を常に思い起こすこと
１５. 各地のジャグリティにおける毎週のダルマチャクラへ規則
的に参加することは義務であると考えること
１６. Ｃ·Ｓ·Ｄ·Ｋ｛Ｃ＝コンダクト·ルール（⾏動規範）、Ｓ=セ
ミナーへの参加、Ｄ=デューティ（義務）、Ｋ=キールタンの実
⾏｝を守ること

１９７６年１⽉１⽇のアナンダ·ヴァニーの中で、彼は⾔った。

「『１６のポイント』を堅持せよ。あらゆる正義の⼒を結合せよ。
そうすれば邪悪な⼒のあらゆる⼤ぼらが沈黙する」

そして、１９７６年のアナンダ·プルニマの⽇の次のヴァニーが以下
の⾔葉で終わった。

「⼈間の幸せの道へと前進するために、私たちは⼈⽣のあらゆる活
躍の舞台でみずからを強化しなければならない。すべての領域――物
質的、⼼的、道徳的、社会的および霊的領域――における、全部そろ
った幸せの種⼦が『16のポイント』に埋め込まれている。したがっ
て、『１６のポイント』に忠実であれ」

編集者

翌年、ババはマルギーたちのグループに次のように⾔うのであった。

「よく⾒ようじゃないか、知ろうじゃないか。私の少年たちと私の
少⼥たちはまだ完全には『１６のポイント』にしたがっていないが⾮
道徳の⼈たちはそれを恐れ、そして⽂字通り恐怖に震えている。しか
し、私の少年たちと私の少⼥たちが本当に『１６のポイント』に忠実
であるならば」彼は続けた。「⾮道徳の⼈たちの⾻が震える。解るか
い？」彼はみずからのももを叩き、相好を崩して⾔った。「まさに⾻
が震えるのだ」

「神秘論者の導師とともに旅をする」

⼩冊⼦「私たちの基本的義務」の「１６のポイント」の表

ババの昔の叙述 １９７６年１⽉１⽇アナンダ·ヴァニー

スダルシャン·チャクラはクリシュナ神の特別な円形の武器だった。１
９７８年７⽉に、ババはクリシュナ⾃⾝のスダルシャン·チャクラについ
てダダ·バスカラナンダに以下のように説明した：

「他のグルたちのようではなく、クリシュナには⼸⽮がなく、トリシ
ュラ（三つまたのほこ）がなく、その種のものが何もない。彼のすべて
が振動する哲学はすべてを受け⼊れる精神と結びつき、そして、厳格な
までの規律意識が彼のスダルシャン·チャクラの形を取る。彼は彼の息⼦
たちと娘たちの助けを借りてこのチャクラを操る。彼の息⼦たちと娘た
ちが、この点において彼を助けるために内⾯的な強さを獲得するのは望
ましい。『１６のポイント』を厳守することは彼らにこの内⾯的な強さ
を与える」



５４．敵対され裏切られたババ
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腐敗に対するババの妥協しない道徳的な⽴場は、カースト制度や
持参⾦（ダウリー）の習慣のような耐え難いドグマへの敵対ばかり
でなく、インドおよび海外での社会経済的搾取に反対するプラウト
の⽴ち位置、さらには⾧年着実に成⾧し続けていた既得権者たちか
らのアナンダ·マルガへの敵対に起因している。その敵対は特にヒ
ンズー教原理主義者団体、ＣＰＩ―Ｍ(インド共産党)、ＣＢＩ(中央
捜査局)、および⾸相を含む連邦政府の上流階級から⽣じていた。

アナンダ·ナガールでの最初の攻撃の後、１９６７年のアナンダ·
プルニマのときにババはこのアナンダ·ヴァニーを与えた。

「今⽇世界中で、邪悪な⼒と善意ある⼒の間で厳しい戦いが始ま
っている。邪悪な⼒と戦うために道徳的な勇気を持っている⼈たち
だけが、戦いで引き裂かれた地球を平和という癒しによってその痛
みを和らげることができる。思い出しなさい、あなた⽅は霊的熱望
者だ。したがってあなた⽅だけに地球を救う⼤きな任務を引き受け
させよう」

１９６９年に、政府は、ＡＭＰＳ（アナンダ·マルガ·プラチャラ
カ·サンガ）が政治団体であることを理由に、公務員およびほかの
政府職員がアナンダ·マルガと合流することを禁⽌する禁⽌令を通
過させようと企てた。そして、共産主義者によるさらに⼤きな攻撃
があり、多くのワーカーとマルギーが死んでしまった。信じられな
いことだが、結局、これらの死の⼀部についてババの責任にされ
た。ＣＢＩと警察の嫌がらせが１９７１年の終わりに頂点に達して
いて、彼と幾⼈かのワーカーたちがでっちあげの謀殺の罪を着せら
れたのであった。

その⼀⽅で、ババは１９７１年９⽉に彼の個⼈秘書、ヴィショカ
ナンダを移動させた。ウマは彼に代わって仲裁を試み、ババに個⼈
秘書としての彼を辞めさせないように嘆願した。だがババは今とな
っては並外れたとも思える声で拒絶したので、ウマとヴィショカナ
ンダは他のワーカーとマルギーたちを連れて彼とマルガから去って
⾏った。誰の⽬から⾒てもババはまったく平気だった。彼は⼿順を
誤ることなくミッションの仕事を続けた。ダダ·ラマナンダが今や
彼の新しい個⼈秘書だった。

これらの２枚の写真は、ウマとともにあるババおよび１９６０年代後半のマルギーたちの遠出の様⼦である。

１９６７年のアナンダ·ナガールでのウマのコラージュ

ダダ·ラマナンダは次のような回想録、「アシュトシュ·ババ」を
書いた。

ラーンチーでの１９７１年５⽉のＤＭＣの数⽇後、私たちは地元
の暴漢との衝突し、それでババはパトナに移ることを決めた。移動
後、私は東パキスタンからベンガルへ殺到している避難者の救援活
動を始めるためにベンガルへ⾏った。（ここは後にバングラデシュ
になるのだが……）私は全部で２１箇所になる避難者センターの開
設を始めた。そしてこの仕事でとても忙しくなったので、私には３
ケ⽉以上の間ババに会いに⾏く機会がなかった。この間、私には何
が組織の中で起こっているのかという考えがまずなかった。マダワ
ナンダがかかわったことは、……政府が承認する⼈に変わったこと
；進⾏中の背信⾏為；組織の差し迫った分裂――幸い、ババはそれ
らのすべてのことから私を遠ざけた。

[ウマとヴィショカナンダ]が去ったあと、ババの個⼈秘書として
の⽴場で計画されたとおりに[１０⽉１⽇にカルカッタ]のＤＭＣが
⾏われた。しかし、すべてのワーカーが出席したのではなかった
――[ウマ]は同時に実⾏されるプログラムを開き、そして多くのワ
ーカーたちが彼⼥の⽅のプログラムに出席した。組織は混乱状態に
投げ込まれ、そして私はそれがどの⽅向に⾏きつつあるのか知りた
いと思ったのを覚えている。結局のところ３７⼈のワーカーが、彼
⼥に加えアワドゥータとアワドゥーティカの⼆⼈とともに離脱し
た。私はサティヤナンダが強く反対するようになったのを覚えてい
る。ＤＭＣの後、[ウマ]はワーカーたちがとどまっているダルマサ
ラへ⾏って、ババを⾮難し、ともに去って⾏こうと彼らを説得しよ
うとした。サティアナンダは起こっていることをババに知らせるた
めに⾛って来て「私はこれを許せません」と⾔った。「これらの⼈
々が公然とあなたを攻撃しています」しかし、ババはまったく動揺
しなかった。⼼配することは何もないと⾔って彼をなだめた。「落
ち着きなさい、静かにしなさい」彼は⾔った。「そのうち、すべて
のことが明確になるよ」

数⽇後に、私はババと⼀緒にカルカッタを去りインドのさまざま
なところへの3ケ⽉のＤＭＣツアーに乗り出した。結局私たちは、
ウマ·サルカルがプリーへ⾏っていてＣＢＩによってかくまわれて
いることを知った。彼⼥は、離脱したワーカーたちとともに彼⼥⾃
⾝の組織を設⽴しようとしたが、それは短命に終わり、彼らの多く
がすぐにババところに戻った。しかしながら、ヴィショカナンダは
政府が承認する⼈になった。



５５．ジャイプール空港
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これらの写真は１９７１年のババのDMCツアーの間
に撮られた。その年の１０⽉１８⽇の朝、彼はニュー
デリーからボンベイへの⾶⾏便の途中、ジャイプルに
寄った。⼀時滞在の間にマルギーたちが彼のダルシャ
ンを受けるためにあらゆるところから押し寄せた。写
真は、ジャイプル空港への⼊り⼜で彼らがババの接続
便を待っているときに撮られた。その喜ばしい出来事
の敬けんな熱情、そしてその時マルギーたちがババと
楽しんだ個⼈的で親密な関係を伝えている。

ニューデリーでの前⽇のDMCの講話で、ババは次の
ように話した。

「パラマ·プルシャと個の存在との関係は⼼地よく親し
みがあるものだ。熱⼼な信奉者は……曖昧さを残さず

に宣⾔すると、彼らはパラマ·プルシャに属し、パラマ·
プルシャは彼らに属する……パラマ·プルシャはすべて
の⼈にとって愛しい、そういうわけで、⼈間は「彼」
をババと呼ぶ。さらに、創造されたすべての存在がパ
ラマ·プルシャにとって愛しく、だからパラマ·プルシャ
にとって創造されたすべての存在がババである……熱
⼼な信奉者がババ·ナム·ケワラムを歌うならば、パラマ
·プルシャもババ·ナム·ケワラムを歌う」

翌⽇、ボンベイでのDMCの講話で、彼は以下の⾔葉
によってそのメッセージを強固にした。

「パラマ·プルシャがあらゆる⼈の最愛なるものであ
り、だからすべて⼈がパラマ·プルシャにとって愛し
い」



パトナのバンキプル中央刑務所

「インディアン·ネイション」に記載されたババ逮捕の報告、１９７１年
１２⽉３０⽇

５６．ババの逮捕
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ババは１９７１年１２⽉２９⽇の夜明け前の時間に逮捕された。彼
は、パトナとバラナシの間にあるブクサル刑務所に連れて⾏かれ、そし
て殺⼈の共謀罪で拘留された。

ＵＳＡのギリダーラは次のことを思い出している。

「私たちは２７⽇の夜パトナに到着した。翌朝ババはパタリプトラ·コ
ロニーにあるジャグリティに来た。その⽇彼はダルシャン（導師への謁
⾒）を催し、それから夜にはオフィスのテラスに座り、彼の前でタンダ
ワが⾏われた。それは２８⽇であり、そしてまさに翌朝彼は逮捕された
のだ。彼らはガンジス川の岸辺にあるパトナから客⾞で４、５時間のブ
クサル刑務所に彼を連れて⾏った。３５⼈くらいのマルギーのグループ
（私たちの多くが海外から来ていた）は、彼に会うためにパトナからブ
クサルへ列⾞で⾏った。ババは出て来て私たちに声を掛けることを許さ
れた。彼はこのように述べた。

『義務を果たしなさい。あなた⽅は皆それが何であるかを知っている。
空いた時間があればキールタンをしなさい』

そして彼は、振り向いて戻って⾏った」

ダダ·ダルマウェダナンダは彼の回想録、「神秘的な導師との旅」の中
で次のことを思い出している。
２⽉だった。胸が痛むような回状（回し読む書状）がウィチタ（アメ
リカ·カンザス州）の私たちのオフィスから届いた。ババはインドの刑務
所にいた。

回状には次のように述べられていた。

『ババは12⽉29⽇に捕らえられたが、彼がすぐに釈放されるのではない
かと思っていて知らせるのが遅れた。しかし時間がかかっている。彼は4
⼈のワーカーと共に、殺⼈の共謀罪に問われている。もちろん、それは
アナンダ·マルガを押しつぶすためにＣＢＩ（中央捜査局）によってでっ
ちあげられた濡れ⾐である。ＡＭの考えと活動は、社会の利益などへの
配慮なしに個⼈の⼒を切望する著名⼈への、いつも直接的な脅威になっ
てる。唯⼀の直接の⽬撃者は、殺⼈者の⼀⼈であると断⾔するヴィショ
カナンダ(かつてのダダ)である。しかしながら、彼は刑務所の中にいる代
りに、⾃由であり贅沢な⽣活を楽しんでいる。彼の証⾔は、犯罪者が他
の者への不利な証⾔をすることを許すインドの法律によって、思わぬ幸
運によって受け⼊れられ、その場合彼は告発者と呼ばれる。法廷の裁量
に従って、告発者は解放されて、協⼒したことへ豊かに謝礼⾦が与えら
れてさしつかえないのだ』

１９７２年の前半、ババは劣悪な条件で監禁されたので、健康障害の
ためパトナ医科⼤学病院に移された。そこに１ケ⽉以上いて、パトナの
バンキプル中央刑務所に移され、イギリスの植民地時代の間、囚⼈をと
がめるために⽤いられていた独房１３号に⼊れられた。それは窓も他の
換気装置もない窮屈なコンクリート製の独房であり、冬には冷蔵庫、夏
にはオーブンのように感じられるのだ。



５７．毒を盛られ断⾷をしたババ
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１９７３年２⽉１２⽇、ババは暗殺計画の⽬標になってい
て、その⽇健康障害であると訴えたので、刑務所の医師が呼び
⼊れられ、そしてＣＢＩ（中央捜査局）からの秘密の命令によ
り、パトナの民間外科医により処⽅されたという⼜実で通常は
致死量になるバルビツール酸塩が施された。ババは痙攣を起こ
し、次に昏睡に⼊った。意識を取り戻したときには⾒ることが
できず、脳は痛みとともに焦がされていた。数⽇後に部分的に
視⼒を取り戻したが、⽣涯その機能が損なわれたままになっ
た。

その間ずっと、ババは彼の個⼈秘書ダダ·ラマナンダによって毎⽇刑務
所に持って来られた１⽇２度の１カップの液体（通常は凝乳⽔、⼀部凝
乳、あるいはヨーグルト…３種類の⽔は彼の指⽰であった）で何とか⽣
きていった。⾧期にわたる断⾷をどのようにして⽣き残ったのかと後で
尋ねられたとき、彼は⾔った。「それについては何も不⾃然なものはな
い。唯⼀の違いは、他の⼈たちは⾷物の中に取り⼊れられたエネルギー
を摂取するが、私は⽇光から直接エネルギーを取り出さなければならな
い」実のところ、そもそもババが凝乳⽔を必要としたかどうかさえ疑わ
しい。ある者は消化器官が衰えるのを防ぐためにそれを摂っただけであ
ると⾔い、他の者は刑務所当局が強制⾷餌を施すことを避けたのだと⾔
う。

毒を盛られたババを伝える電信の記述

その年の３⽉に、ババはビハール州知事への何通かの⼿紙を⼜述して書
き取らせ、毒を盛られたことについての司法調査を要求した。彼はそれ
らのいずれにも回答を受け取らなかった。

１９７３年４⽉の第２週辺りに、彼の姉であるヒラプラバはババを説
得して固形⾷を⾷べさせようとした。ババは笑みを浮かべて断り、この
ように⾔った。「私は姉さんの⾔うことに決して逆らったことはなかっ
た。しかし、私は誓いを⽴てていて、その誓いを破りたいとは思いませ
ん。ある⽇私が刑務所を出る⽇が来るので断⾷をやめたら、姉さんの⼿
による⾷べ物だけを摂ります」

６年後、１９７９年２⽉１２⽇の朝（刑務所から解放された後毒を盛
られた最初の記念⽇）、ババはその⽇のゼネラル·ダルシャンに集まった
マルギーたちに⾔った。「私はインドの⼤統領宛に、誰がカーテンの陰
で働く黒い⼿なのかを知っていると⼿紙に書いた」そして、彼は毒を盛
られた記念⽇に毎年式典を⾏うべきであると⾔い続けた――彼が⽣き残
ったので式典を⾏う――そしてそれはニーラカンタ·ディワサとして知ら
れる。ニーラカンタは「喉を青くした⼈」という意味で、シバ神の名前
の１つでもある。

よって彼には抗議の断⾷をすることしか選択肢がないと、インドの⼤
統領と政府の他の役⼈に知らせた。その断⾷は、１９７３年４⽉１⽇に
始まって、１９７８年８⽉２⽇に彼の出所まで――5年４ケ⽉と２⽇間に
わたって続いたのであった。

ビハール州知事へのババの⼿紙の中から選ばれたもの

世界のメディアへの報道発表

「ワシントン·スター」に掲載されたババの断⾷の報告、１９７５年１２
⽉２７⽇



５８．刑務所の中のババ
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ババは毒を盛られたことの後遺症のため何ケ⽉も話すことができな
かった。その頃彼は書き板を使って情報交換をしたのである。１９７
２年６⽉に母親が亡くなったが、⾧男として葬儀を⾏うことが許され
なかった。ババはとても多くの⽅法で攻め⽴てられ苦しんでいて、そ
してトンネルの先に光は⾒えず、状況はお先真っ暗に⾒えた。しかし
彼はダルマ（正義の道）が最終的な勝者になるとマルギーとワーカー
たちに断⾔し続けた。

ババは他の囚⼈と異なっていて、道徳的な強さと⾼くそびえる⼈と
なりのせいで、刑務所のスタッフより優位に⽴った。例えば彼らにき
ちんと義務を果たすように要求し、彼らが⾃分達の⼒を悪⽤したとき
にはいつも問い詰めるのである。彼らの多くが彼を尊敬して愛するよ
うになった。そして、彼に対する彼らの畏敬の念が看守としての彼ら
の義務と⽭盾するようになったら、配置換えされるのも珍しくなかっ
た。

しばらくして、ババは⼩さなグループの訪問者を受け⼊れることが
許可され、マルギーたちは彼にダルシャン（導師への謁⾒）をしても
らおうと世界中から集まった。ババに会うことで起こる驚くべき話が
たくさんある。刑務所のスタッフでさえその話を聞いていた。毒薬を
投与していた刑務所の医師は直ぐにダルマ·ダス·カルワル医師と交代
させられた。次の話はその医師が話した多くのうちの１つである。

「私はババの独房に近づいたとき部屋から来ている柔らかな光を⾒
た。中をのぞくとババが天井の近くの空中に浮かんで瞑想しているの
が⾒えた。光は彼の体から出ていた。⼤変驚いたので、どう考えたら
よいのか分からなかった。次の瞬間にババは寝台に戻ってまだ瞑想の
姿勢をしていたので、私はまばたきをしたに違いない。驚いて思わず
何か⼜⾛った。すると彼は私に⾔った。『静かに!』」

ある夜刑務所の監督は独房にババがいないと感じた。調べてみると
独房は空だった。そのとき、まさに外部から、光が空から下りて来て
ババの独房に着地するのが⾒えた。再び調べてみるとババがそこにい
た。ババは彼に⾔った。「真夜中に私の独房に来ないでくれ。私は⼤
変忙しい男だから」

１９７４年３⽉、政府に反対する著名な政治家たちのグループがバ
バを訪れた。マルギーではない⼈たちと会わないのがババ⽅針だが彼
はこの機会に例外を作った。彼らは彼の命を救うために説得して断⾷
をやめさせようとしが、ババが彼らにはっきりと⾔ったのは、みずか
らの理想のために断⾷していてこの理想は⽣命よりも重要であるとい
うことであった。そして彼らが去って⾏こうとしたときババは、民主
主義は道徳なしには存続できない、そしてその道徳はインディラ·ガン
ジーの統治体制の犠牲になっていたと⾔い⾜した。

１９７４年後半にチャクラバティ独⽴調査委員会が、ババは刑務所

⼀⽅、ババの断⾷は続いていた。そして彼は、暗く、暗く換気されて
いない独房の⾮衛⽣的な状態のため健康を害し苦しみ続けた。しかし彼
は意志を曲げることも中断のしるしを⽰すこともなかった。

の医者によって故意に過量のバルビツール酸塩が投与されていたと結
論を下し、パトナの民間外科医は処⽅について助⾔を求められていな
かったことを公⾔した。

１９７５年の１⽉にババは６ケ⽉後の⾮常事態への準備をするよう
にマルギーたちに警告した。彼は⽶、ダール（レンズ⾖）、油、およ
び他の基本的⽣活必需品の２年分を備蓄するように勧めた。１９７１
年頃、
彼はある⽇浴室でさりげなくこう述べた。「１９７５年に我々の組織
は深刻な危機に直⾯するであろう。たとえ何マイルも、何マイルも進
んでもマルギーであることを認める⼈には会わないだろう。マルガの
極めて困難な時期の１つになるであろう」

１９７５年６⽉にアラハバード⾼等裁判所はインディラ·ガンジー⾸
相が１９７１年に選挙違反をしていて有罪であることを⾒つけた。国
民と野党党⾸の両⽅が彼⼥の辞職を求めたので、全国いたる所で広範
囲に騒動が噴⽕した。しかし、最⾼裁判所が⾼等裁判所の決定を確認
することができる前、１９７５年７⽉４⽇に彼⼥は全国的な⾮常事態
を宣⾔した。戒厳令が強いられ、２４の反対集団が禁圧され、そのう
ちの１４がアナンダ·マルガとプラウティスト·ユニバーサルの仲間に
なった。何千⼈ものワーカーとマルギーたちが投獄されて拷問にかけ
られ、他の者たちは地下への潜伏を余儀なくされた。幸いにも、６ケ
⽉前のババの指図のおかげで投獄された⼈たちの家族の者は、２１ケ
⽉の⾮常事態の間必要以上の困窮に苦しむことがなかった。



５９．ダディーチたち
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マハリシ·ダディーチは、その⽇、アーリア⼈の抑圧に対して戦うため
シバの神秘的な武器、すなわちヴァジラ(「雷電」)を、⾃分の⾻によって
作ることができたが、そのように彼の⽣命を犠牲にしたと⾔われてい
る。

１９６７年３⽉５⽇の最初のアナンダ·ナガールの攻撃の後でババは⾔
った。「キリスト教徒がキリスト教世界のために死ぬなら、殉教者と呼
ばれる。イスラム教徒がイスラム教のために死ぬなら、シャヒードと呼
ばれる。私の⼦供たちがバガワド·ダルマの理想のために⽣命を犠牲にす
るなら、私は彼らをダディーチと呼ぶ」

最初のダディーチは、今、アナンダ·ナガールのダディーチの丘として
知られているところで殺されたのだが、ダダ·アベダナンダ(当時のババの
個⼈秘書)、ダダ·サッチダナンダ、アワダー·クマール、プラバーサ·クマ
ール、およびバーラト·クマールであった。彼らが殺された⽇(３⽉５⽇)は
毎年ダディーチ·ディワとして追悼されている。

それ以来、他のマルギーたちが⾧年にわたりダルマのための戦いで死
んでいる。最も注⽬に値するものはババの投獄に抗議して焼⾝⾃殺した
ダディーチたちである。(⽗親がシヴァに屈辱を与えたことに抗議して焼
⾝⾃殺したパルワティの伝説のごとくである)

ダダ·ディヴィアナンダが最初で、１９７３年４⽉９⽇午前４時にパト
ナのビハール⽴法議会の前であった。マルギーたちはその⽇遅くにパト
ナで抗議集会を開いた。

ダダ·アツラーナンダ

１９７５年の初めに、ダダ·ティアゲシュワラナンダはバガールプルで
の投獄中に警察官によって撲殺された。

緊急事態が終わった後、ババの救出を確かにしようとした捨て⾝の試
みとして、１９７８年に焼⾝⾃殺の最終的な波があった。すなわちベル
リンで２⽉８⽇にディディ·ウマとダダ·ロケシュ、ダラスで２⽉１７⽇に
ダダ·ガガン、マニラで６⽉１４⽇にディディ·アシティマ、そしてもっと
後、１０⽉２⽇にジュネーブでシャンティである。

カルカッタのバーリーグンジの近くの橋、ビジョン·セツは１９８２年
４⽉３０⽇に、恐ろしい⼤虐殺の場であった。１５⼈のダダ（すなわち
ダダ·バーウェシュワラナンダ、ダダ·クルパシワナンダ、ダダ·カマレシャ
ナンダ、ダダ·プラシワナンダ、ダダ·ギリシャナンダ、ダダ·ストレシュワ
ラナンダ、ダダ·アルタセワナンダ、ダダ·アディシワナンダ、ダダ·ヴェン
カテシュワラナンダ、ダダ·ヴィーレンドラ、ダダ·スウラタ、ダダ·ムク
ル、ダダ·ソマナト、ダダ·バラバドラ、およびダダ·ヴラジャゴパラ）、１
⼈のディディ、すなわちディディ·アナンダプラセタ、そしてマルギーの
ブラザー、ラムラグワラたちが教育に関する会議へ向かう道で⽩昼公然
とＣＰＩ―Ｍ（インド共産党）によって殺された。彼らはわが校の教師
であり、共産主義者たちは私たちが⼦供を誘拐していたと偽って主張
し、襲撃を煽り⽴てていた。この⽇までに故意の殺⼈をしたことで逮捕
された者はいなかった。

１９８８年１⽉２４⽇に、ダダ·アジタナンダは共産主義者によって提起
された免罪事件を裏付けることを拒んだので、シリグリ刑務所で撲殺さ
れた。

ダダ·アシ－マナンダは他の４⼈のマルギー·ブラザーと共に、アナンダ·
ナガールのディムディハで１９９０年４⽉２⽇に共産主義者が駆り⽴て
た村民によって残酷に殺された。

ダダ·カルナケタンは１９９０年６⽉４⽇にアナンダ·ナガールで、多く
の海外マルギーへの警察官の不当な扱いについて抗議していて、警察官
の発砲によって殺された。４⼈のマルギーたちも負傷した。

そして他にも、マルガの理想に⾧年にわたり反対している団体によ
る、あまり知られていない殺⼈と怪我がある。

ダダ·ディヴィアナンダ

１９７３年４⽉２３⽇にダダ·ディネシュワラナンダはデリーのオール
ド·フォートで焼⾝⾃殺し、同じ⽇に数百⼈がデリーのボート·クラブでの
抗議集会を⾏っていて捕らえられた。

ダダ·アツラーナンダは、ババとともに投獄されてババの個⼈秘書とし
て働いていたが、数⽇前にババの独房が急襲され酷い扱いをされたのに
抗議して１９７４年９⽉１１⽇に焼⾝⾃殺した。⼿の届くところにある
ストーブの灯油を⽤いたが彼を直ぐに死なせるには⼗分でなく、後で病
院で亡くなった。



６０．「ババ解放キャンペーン」
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ババが刑務所に⼊ったすぐ後「ババ解放キャンペーン」が、投獄が不当で
あることに注意を向けるため世界中で始められた。最も活動的な２つの国は
オーストラリアと⽶国だった。このシドニー(現在のスバセクター)の誓い
が、セクターのマルギーとワーカーたちによって選ばれ、その運動の精神に
皆が引き付けられた。

「私はパラマ·ブランマとマルガ·グルデワの名において、私たちがババ
を刑務所から連れ出すまでは休息しないし、⾃分個⼈のことにかかわら
ないと誓います」

編集者

ワシントンDCでの「ババ解放キャンペーン」はなかなかの意義深い成
功を収めた。私たちはプレスリリースを送り出し、デモンストレーショ
ンを計画し、そして連邦議会でロビー活動をし、特にババが共産主義者
によって迫害されていると彼らに話したときには、数⼈の上院議員のサ
ポートを得ることもできた。(あの「冷戦時代」の間は、「共産主義者」
と⾔うだけで両⽿をそばだてたことである！)

ウェルズの報告書はイギリス⼈の弁護⼠で勅選弁護⼠でもあるウィリ
アム·ウェルズによって、シュリー·シュリー·アナンダムルティを護る「正
義を⼿に⼊れるための国際委員会」のために作成された。「国際法律家
委員会」と「国際⼈権連盟」によって委任されたシェパード·レポート
は、カナダ⼈法廷弁護⼠のクロード·アーマンド·シェパードによって国会
議事堂での議会の⼈権委員会の前に発表された。

インドの⾮常事態がまさに宣⾔され、そして刑務所の中のババの健
康状態悪化が報告されたことによって、１９７５年夏に、「ババ解放
キャンペーン」が、ワシントンDCでの「世界⾃由⾏進」、およびカリ
フォルニア州サンフランシスコでの「モラリストの世界統合⼤会」を
計画した。何百⼈ものマルギーたちがババの窮状への認識を⾼めるた
めに周辺の国から集まった。

チャンドラシェクハラ

世界中での「ババ解放⾏進」、集会、および抗議
ワシントンDCでの「世界⾃由⾏進」

カリフォルニ
ア州サンフラ
ンシスコでの
「モラリスト
の世界統合⼤
会」 聴衆に
話しかけるダ
ダ ·ガガン、
２年半後にテ
キサス州ダラ
スで焼⾝⾃殺
した。



６１．ババの裁判
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ババおよびともに起訴された４⼈の裁判はインドの⾮常事態の間に
⾏われた。強制的な戒厳令によって、既に法を歪曲した茶番であるこ
の事件は、まったくの道化芝居に変わった。恐怖と威嚇の雰囲気の下
で、被告側は証⾔してくれる⽬撃者を呼ぶことを阻まれ、だから裁定
は案の定の結果だった。１９７６年１１⽉２６⽇に彼らは有罪とされ
た。

⾦曜⽇、ババの弁護⼠、ナゲシュワル·プラサドは、次の⽉曜⽇に予
定されている判決に備え、彼の戦略を慎重に検討するため週末は引き
こもっていた。⽉曜⽇、彼は逆の⼼理的策略を思いつき、死刑宣告を
訴えた。ババを絞⾸刑にすることで理想に準じた歴史上の偉⼤な殉教
者という⽴場を確保することになる、と裁判官に⼊れ知恵したのであ
った。その策略は効き⽬があり、ババおよびともに起訴されたは者た
ちは終⾝刑を⾔い渡された。そのような⾒たところ最も暗い瞬間にあ
っても、ババは、彼の弁護⼠に向き直って、微笑んで、そして⾔っ
た。「今に、⽴場は逆転するよ」

そして、⽴場が逆転するのに時間は掛からなかった。翌年早々、⾼
まる国際的な圧⼒の中インディラ·ガンジーは総選挙を⾏うことに同意
したが、とても多くの⼈々が戒厳令の下でひどく苦しんでいたので、
異議を訴える潮流が彼⼥を権⼒の座から引きずり下ろす結果になっ
た。⾮常事態は解除され、およそ2年間拘束されていた何千⼈ものマ
ルギーとワーカーたちが解放された。

１９７８年７⽉４⽇にババおよびともに起訴されたは者たちへの判
決はひっくり返された。彼らはパトナ⾼等裁判所によってすべての容
疑が無実であると宣⾔されて、無罪とされた。

ニュースを聞いているとババはこのように⾔っていた。「⾺⾞のひ
もを引いてただ前に進みなさい。勝利はついてくる。勝利を追いかけ
る必要はない。覚えておきなさい、⾺⾞の⾞輪は通りの⽝がほえても
決して⽌まらないことを」

マルギーたちは刑務所の⾨へと勝利の⾏列を先導し、そしてババは
彼らにメッセージを送った。「あなた⽅は⼈⽣のあらゆる領域で勝利
する」

2⽇前、皆が張り詰めた様⼦で成り⾏きを⾒守っていると、ババは⾔
った。「信頼できる構造物を建設したいなら、⾬としゃく熱の太陽に
よってそれを鍛えなければならない。それは間違いなくある程度の時
間がかかるが、構造は強く⾧持ちするようになる。同じことで、⼈々
の中には我々の困難を⾒て、失望している者もいるかも知れない」

声明を述べるために救急⾞で裁判所へ運ばれるババのこの写真は１９７２年７⽉に撮られた。１９７６年１１⽉の裁判のときにも彼は裁判所まで⾮常
によく似た状況で運ばれた。



６２．謎の⼈
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１９７８年に、隔週発⾏の雑誌「インディア·トゥディ」の
特派員がババにインタビューしたいと強く申し出た。ダダ·ラ
マナンダは最終的に質問を⼀括してババに提⽰することに同
意し、質問を彼に⾒せてから特派員にこのような報告を返し
た。「ババはインタビューには決して同意しないのだが、あ
なたの場合、あなたの質問表の場合は、きわめて批判的では
あるがいつもとは違って彼は歓迎している」

１９７８年に、隔週発⾏の雑誌「インディア·トゥディ」の
特派員がババにインタビューしたいと強く申し出た。ダダ·ラ
マナンダは最終的に質問を⼀括してババに提⽰することに同
意し、質問を彼に⾒せてから特派員にこのような報告を返し
た。「ババはインタビューには決して同意しないのだが、あ
なたの場合、あなたの質問表の場合は、きわめて批判的では
あるがいつもとは違って彼は歓迎している」

Q. あなたは⾼等裁判所の裁定についてどのように感じていま
すか？ 世界中の何百万⼈ものあなたの信奉者が「ダルマの
勝利」としてその⽇を祝ったのにあなたはどんな反応もせ
ず、そして信奉者の⼀⼈はあなたがニルヴィカラ（冷静）な
のでこのニュースをクールに受け⽌めたと説明しています
が、あなたが何にも決して反応を⽰さないというのは事実な
のですか。そしてそうだとすればなぜですか？

A．ダルマの勝利は普通の出来事だ。平常の冷静さですべて
をありのままに受け⼊れるべきだ。

Q．あなたの信奉者はこのように断⾔しています。あなたと
あなたの組織は、組織を破壊することを⽬的とするある部局
による計画的な悪意あるプロパガンダの犠牲者だったのだ

と。あなたが刑務所にいた過去７年間にあなたの組織が⼤き
な被害を被っています。今、あなたがすべての容疑から放免
されるのなら、あなたの組織を再建するための世論の誤解を
取り除く⼼づもりとは如何なるものですか？

A．我々は主観的なアプローチと客観的な調整によって我々
の⼈道的な義務を果たす。

Q．過去にあなたと⼀般市民との間のコミュニケーションの
不⾜のためにたくさんの混乱状態が作り出されました。あな
たは今、そのような混乱が存続しないように⼤衆との接触を
することが適切であると思っていますか？ あなたはなぜ過
去に隠遁⽣活を送ったのですか？

A．現実に社会奉仕が組織のワーカーたちによって⾏われて
いるので、私が⼤衆との接触の場に⼊る必要はない。私はワ
ーカーたちの⼿助けをするだけだ。

Q．アナンダ·マルガが西洋で広めてきた、そして⼤勢の⼈々
を引き付けてきたスピードが、いくつかの外国の機関によっ
て⽀持され、あるいは後援されているという懸念を起こして
います。その上、過去にＣＩＡの名前に⾔及することなく、
ＫＧＢ（旧ソ連国家公安委員会）とＣＢＩ（中央情報局）に
対して⾏ったあなたの攻撃が混乱に拍⾞をかけています。こ
のことに対して何と申し⽴てるのですか？

A．私はＣＩＡがアナンダ·マルガに危害を加えたかどうかを
知らない。同じものが⼗分な証拠によって私の注⽬を引き出
すなら、私は確かに彼らを⾮難するつもりだ。私にはどんな
組織に対しても弱点がない。良い⼈々はいつも⽀持されるべ
きで、悪い⼈々ははっきりした⾔葉で⾮難されるべきだ。

Q．あなたは政治権⼒を得てサドヴィプラ·ラジ（霊性の⾰命
家の政府）を世界中で育て上げたいと主張しています。間違
いなく、これは法廷で異議を唱えられますが、同時に、裁判
の間に法廷に付託されたあなたの本は「暴⼒は⽣命の源だ」
と⾔ったこの⾒解を裏付けています。あなたはどのようにそ
の事実を説明するのですか？

A．私が法廷で⾔ったことは最後のものだ。私が⽤いる⾔葉
は「サドヴィプラ·サマージ（霊性の⾰命家の社会）」であり
「サドヴィプラ·ラジ（霊性の⾰命家の政府）」ではない。ラ
ジ［政府］はサマージ［社会］の微細なかけらだ。暴⼒につ
いての私の⾒解は私が既にはっきりさせている。それはいつ
もヒンサ（他の⽣き物を傷つけること）なのではない。私の
暴⼒の解釈はアヒンサ（他者に苦痛を与えないこと）と共存
することができる。

Q．あなたは政治的野⼼をもっていますか？ あなたは、腐
敗が無くならない限り社会はあなたの望むものではないと感
じていますか？ そして、あなたはそのような種類の社会を
どうやって確⽴したいのですか？ あなたが政治においてア
クティブな役割をしないのであれば、それは可能ですか？

A．私には政治的野⼼がない。私は⼈間社会の幸福のために
プラウトの理論を提唱している。この理論はそれに強い関⼼
がある⼈によって具体化されるであろう。

Q．民主主義についてのあなたの意⾒は？

A．民主主義は、少なくとも有権者の５１パーセントの⼈た
ちの間で必須の要素――すなわち、道徳、読み書き能⼒およ
び社会的·経済的·政治的意識を共有して存在しているところだ
けで成功することができる。そうでなければ、それは国民を
だます道具である。

１９６０年代に撮られたババのこの写真は、記事を説明するの
に⽤いられた。



６３．ババの釈放
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１９７８年８⽉２⽇に、およそ７年間の拘禁と他の誰かであれば殺さ
れたであろう毒盛り、そして５年間以上の断⾷の後、すべてのマルギー
が待ち望んでいた⽇がやっと来た。何千⼈ものマルギーたちと市民も同
様に、刑務所から釈放されたババに会うために集まった。⼊って来る列
⾞が⾮常に混雑していたので、信奉者たちは列⾞の中や上にも乗って町
へとなだれこんだ。村全体で出かけたところもあった。警察は鉄道の駅
から刑務所のゲートまでの道路を封鎖した。店とオフィスは閉まり、⼈
々の列は刑務所からジャグリティまでの通りを埋めた。

午後１時、ババは⼤変な感情的⾼まりと⼤騒ぎの歓待の中へと解放さ
れた。⼈々はとてもさまざまな形で祝っていて、或る者は歓喜のあまり
象に乗りさえしている。⼤多数の⼈が喜びに満ちあふれてババの⾞を追
いかけ、花束を投げ、プラム·ピタ·ババ·キ·ジャイ！(「⾄⾼の⽗へ勝利
を！」)と叫んでいる。その堂々とした⾏進が刑務所からパタリプトラ·コ
ロニーにあるババの住居まで続いた。

その⽇の⼣⽅、ババは断⾷をやめ、5年以上ぶりに彼の姉のヒーラプラ
バ作った固形⾷を初めて摂った。それは彼⼥が１９７３年頃に断⾷をや
めるようババを説得しようとしたときに、ババが約束したことであっ
た。

翌⽇、この時のためにパンダル(テント)が建てられ、マルギーたちであ
ふれるほどになり、彼らの多くは涙し、ババは刑務所から解放後初の講
話「怖れずに⽣きよ」を⾏った。これはババがそれ以降、DMCの講話と
して⼒説するようになった。

その⽉末にババは⾔った。「私が刑務所にいたときには、多くの⼈々
の中傷にさらされた。これらの⼈々が今私を称賛する。しかし、私は彼
らのあらゆる中傷に無関⼼だったし、今、私へのへつらいは欲しくな
い」

１９８８年８⽉２⽇、刑務所から解放されて１０周年の⽇に、ババは
特別なダルシャン（導師への謁⾒）を⾏った。以下のものはそのダルシ
ャンからの幾つかの抄録である。

「私たちは、だれにも危害を加える積りはなかった。しかし、アダル
ミカ[邪悪な]⼈々があなた⽅に対して⼒を使うならば、あなた⽅は正当防
衛で⾏動しなければならない。これはヒンサ[暴⼒]ではなく、それはプラ
ティロダ[正当防衛]だ。我々に反対した⼈たちの末路は哀れなものであり
今は⼟になっている。

「邪悪に追随する⼈々は⾃分が欲っすることは何でも⾏う権利がある
と信じている。ある⼥性は権⼒によって⾃分の欲っすることは何でもで
きると考えた。反作⽤がすぐに起こらないと、罪⼈たちはさらに何かを
しても逃げおおせると考える。しかし⼒を得ること、成功することは、
彼らが⾼い位置にいることを意味してはいない。頭の上⾼く⾐服を持ち
上げるインドの洗濯屋のように、彼らは結局叩きのめされるためだけに
⾮常に⾼く上り詰める。

「３５００⼈のマルギーとワーカーたちが政府機関によって捕らえら
れた。すべての者が潔⽩だった。その上、政治指導者たちはこれらの潔
⽩な⼈々に対して権⼒を⽤いるのに罪の意識をまったく感じなかった。

「私が釈放されたとき、あれだけ⾧い⾏列があった――あなた⽅は覚
えているだろうか？ 刑務所当局の⼈は待っている群衆を⾒て、私に、
釈放の時あれだけの⾏列が⾃分を待っているのなら、⾃分も投獄されて
も構わないと思っていると⾔ったのだ。

「私は刑務所でとても多くの苦しみに直⾯していた。釈放されたと
き、歩くことができず……⾞椅⼦を⽤いなければならならず……誰にも
私が受けたのと同じ苦しみを被って欲しくない。しかし、ダルマのため
の苦闘中に、苦しみが⽣じるならばそれを受け⼊れるべきだ。花を摘み
取ると、とげによって刺されるかもしれない。安らぎとは苦闘が確実に
勝利に終わるということだ。我々の道はクリシュタ（⾏為の終りと同様
に初めにも苦痛を⽣じる性向）からアクリシュタに変わるのであって、
当初は苦しみがあるのだが最後は苦しみがないのだ。

「ダルマは勝利の原因だ。知的な⼈々はダルマの助けを受けるべき
だ。ジャム州へ⾏きたいなら、ジャム⾏き特急列⾞の座席を確保すべき
だ――そうすれば⾃動的にそこに着くだろう。同様にあなた⽅はダルマ
の道を⾏くべきであり、そうすれば確実に勝利を得る」

ババ釈放の場⾯

１９７８年８⽉3⽇にダルシャンを⾏うババ



６４．ババがカウシキーを授ける
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１９７８年９⽉６⽇に、ババはカウシキー·ダンス（「⼼を拡げるダ
ンス」）を、体を鍛えることと薬効の両⽅の働きがあり、特に⼥性た
めだが男性にも役に⽴つとして授けた。ババは神秘主義の内なる精神
としてのその思いを説明した。つまり、それは⼩宇宙と「⼤宇宙」の
間をつなぎ、パラマ·プルシャとの絆を確⽴するものである。そして、
ババは⾁体および精神的健康にかかわる２２の恩恵を⼀覧表にした。
それ以来それはＤＭＣおよび他のアナンダ·マルガの催し物の際に、ア
サナの後実⾏されることになっている。

「ダンス·瞑想などを⾏う際の、正しい順序は以下の通りである。ラ
リタ（キールタン·ダンス）、サダナ、アサナ、カウシキー·ヌリティ
ア（カウシキー·ダンス）、および最後に、ブラザーのための、タンダ
ワ」

カウシキーについてババは以下のように述べている。

「サダシヴァが最初にタンダワ·ダンスを紹介した。そして、カウシ
キー·ダンスに関する限り、私が最初に紹介した。１９７８年９⽉６⽇
のことだ。実際のところ、タンダワとカウシキーの両⽅がどちらかと
⾔えば体の運動で、ある種のダンスというよりも体に良いものであ
る」

「⼥性のためにタンダワと似ているダンスが必要であり、すなわち
カウシキーがその⽬的に適う。だから私はあなた⽅の⼤部分が既にそ
れを習っていることを願っている。それはあなたの体に、あなたの精
神とあなたの霊性に⾮常に良い影響を与える」

「タンダワを⾏うことは、⼥性には明⽩な⽣理的制約のゆえにふさ
わしくない。しかし、彼⼥たちも何かを必要とする。私がパトナにい
たとき、⼥性のためにカウシキー·ヌリティアと呼ぶ新しいタイプのダ
ンス体操を考案したが、その恩恵はタンダワと同じくらい重要だ」

「私は[１９７８年]９⽉６⽇にカウシキーを考案した。このダンスは
２２の病気に対し、体を鍛えることと薬効の両⽅の働きがある……そ
れは万能薬だ……⼥性のほとんどすべての病気、そして多くの男性の

病気に効く……それはほとんどすべての肝臓病の薬だ。それは⼥性の
安産を保証し、⽼いを抑制する。それは医薬である」

「カウシキーは個⼈の最も深い内なる⾃⼰に付随している……ダンス
による、さらにキールタンによる特別な性質の表現は内なる⾃⼰を外
側へ連れて⾏く、つまり内なる⾃⼰へ正しい表現を与える――キール
タンとともにある特別な性質のダンスがカウシキーと呼ばれている。
コーシャ（⼼の層）は「内なる⾃⼰」を意味していて、そしてそれが
このダンスが⼈の⽣活の精神的·霊的層に計り知れない価値を持ってい
る理由である」

「知っていると思うが、キールタンのときに踊られるラリタ·マルミ
カ·ダンスは純粋に霊的なダンスであり、カウシキーは精神的·霊的な
ダンスである――それは、精神的なレベルで始まり、霊的なレベルで
頂点に達する。そして、タンダワは⾁体的·精神的·霊的である」

ジャマイカのキングストンでのDMCでババの前で踊られたカウシキー



６５．⼀般ダルシャン
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刑務所から釈放の後、ババはおよそ３ケ⽉間パトナのパタリプトラ·コロニー２
４４に滞在した。彼の体は断⾷と投獄時の悪条件によって弱っていたにもかかわ
らず、ここ７年がまるで公園での散歩に過ぎなかったかのように、いきなり仕事
を始めた。パトナでは１９７８年１０⽉の終わりに本部をカルカッタに移転させ
る前に、およそ１００回の⼀般ダルシャンを⽴て続けに⾏った。さらに７００回
近くの⼀般ダルシャンを⾏い――その⼤部分はカルカッタにおいてだが、３回の
世界ツアーが終わる１９９０年までインドの他の地域でも多く⾏われた。聴衆の
⼤多数の母国語次第なのだが、⼀般ダルシャンの講話の⼤部分はベンガル語かヒ
ンズー語で⾏われた。或るときは英語で⾏われた。いずれの場合も、始めか中頃
にしばしば英語で講話の核⼼部分を⽰して、重要な考えを明確に述べるのだっ
た。これらの講話の⼤部分はテープに録⾳され、私たちはアーカイブにそのテー
プを持っている。それらは、「アナンダ·ヴァチャナムルタム」シリーズの中に
編集されている。

ババがカルカッタに到着する

⼀般ダルシャン



６６．世界ツアー
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ババの最初の世界ツアー、つまり2度のマハーリカ（フィリピン）·
ツアー後のインド国外への3度⽬のツアーが、１９７９年に５⽉前半
から６⽉前半まで⾏われた。その間に彼はスイス、ドイツ、オラン
ダ、スウェーデン、スペインおよびフランスを訪れた。インド国外で
の彼の３度⽬のＤＭＣ（ダルマ·マハーチャクラ…導師であるマルガ·
グルが出席する場合にのみ催される特別な⾏事）はアナンダ·プルニマ
（⾄福の満⽉）の時にスイスのフィーシュにある⾼地の村で⾏われ、
彼はそこに１週間以上滞在した。そして、ドイツのティンメルンで
は、ＤＭＳ(ダルマ·マハーサンメラン…霊性の熱望者たちの集会、普
通はマルガ·グル出席の許で催されるというわけではない)を宣⾔した
――これは彼が出席して⾏われた３回のＤＭＳのうちの1つであっ
た。

その年の後半８⽉に、彼はタイと台湾を訪れた。3度⽬のマハーリカ
訪問も計画されていたが、マルコス政権によってフィリピンへの⼊国
を拒否されたので、現地のマルギーたちをひどく失望させた。その代
り、彼はさらに数⽇間タイのバンコクに滞在し、その後２週間の台湾
をツアーをした。台北でのDMCはインド国外で⾏われた４度⽬の
DMCとなる。

そして9⽉には、最後の⼤きな世界ツアーに出発し、ギリシア、イス
ラエル、トルコ、アイスランド、ドイツ、ジャマイカ、およびベネズ
エラと回り、その間にハイファ、レイキャビク、キングストンおよび
カラカスでDMCを⾏った。

編集者

うわさ話が広まっていた。「ババがヨーロッパに来る…ババがヨー
ロッパに来る！」それは⼩さなささやき声のようで、誰かに聞かれた
くないので誰もそれを⼤声では⾔わない。
そして、秘密を知ってしまったら興奮がさめてしまうので「それは実
際に本当だろうか？ それは可能だろうか?」皆がこのように思ってい
た。

１９７９年５⽉６⽇、午後８時２０分頃、ババはついにジュネーブ
空港に降り⽴った…ヨーロッパ中からやって来た［7］百⼈近いマル
ギーたちがこの神聖な場所に溢れていた。ババはもっと早く着くこと
になっていたが、多くの問題が発⽣したために⾶⾏機は２時間遅れて
いた。熱烈な信奉者たちはこの間にキールタンを歌い踊り続けていた
…

皆が表現豊かに歌っていた刺激的な雰囲気の中、彼らの⼈⽣に変⾰
をもたらした教師の存在を待っていた。彼が歩いて来て視界に⼊った
ので、まるで時間が突然⽌まったかのようだった。過去も、現在もそ
して未来もなかった。ババだけがいて、そして熱烈な信奉者たちそれ
ぞれが弟⼦と「グル」の間のあの⼀対⼀の個⼈的なつながりを感じ
た。

多くのマルギーにとって「グル」に会うのは初めてで、他のマルギ
ーたちも７年間彼に会っていなかった。⼀つであることの喜びと別離
のつらさから涙を溢れさせる者、内に秘めて黙っている者、泣きなが
ら彼の名を⼤声で叫ぶ者もいる。ババが2列に並んだ信奉者たちの間
を満⾯の笑みを⾒せながら⾏き、最後に皆の前の椅⼦で休息すると恍
惚が部屋に満ちた。そして彼は⾔った。「いいかな、私は⾔ったこと
を守った。2年前に私は最初の機会にスイスを訪問すると約束した。
今私は来ている。私はいつも約束を守るよ」

ババのダルシャンを楽しむヨーロッパのマルギーたちジュネーブ空港でのババの迎え⼊れ



６７．フィーシュのババ
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ババがスイスのフィーシュを訪れたのは、この上なく幸せな機会を得
たすべての⼈たちにとって素晴らしく特別な時間だった。ヨーロッパそ
して世界中から来たマルギーたちの喜びに満ちた集会は、１９７９年５
⽉上旬に１週間以上にわたって、スイス·アルプスのパノラマの美しさの
中で⾏われった。そしてそのすべて⼈たちの中核であるババが皆の注意
の中⼼であった。ただ⼀つの流れ、⼀つのリズム、⼀つの気持ちだけが
あった。「ババが来た。ババがここにいる。ババが私たちと⼀緒にい
る！」

毎⽇、⼀般ダルシャンと講話、⼭道を⾏く散策、ババとの個⼈的接触
（PC）や結婚の祝福があった。アナンダ·プルニマ（５⽉の満⽉の⽇…バ
バの誕⽣⽇を祝う）がインド国外で初めて祝われ＊、⼭のスロープの氷
河へケーブルカーで遠出することはフィーシュならではの光景であり、
そこでババはアルプスのことをこの惑星の⽣命誕⽣の地であると話し
た。そして、ババのシャレー（⽊造家屋）の外にはババ·ナム·ケワラムを
歌う多くのマルギーがいつもいるようだった。

野外散歩の場⾯ ⼭で、熱烈な信奉者によって取り囲まれているババ

１９７９年５⽉１２⽇のババのＤＭＣの講話(インド国外での３度⽬)は
「⼩宇宙（⼈間）とその観念形成の対象」だった。そして翌⽇――彼の
フィーシュでの最終⽇――これらの⾔葉で⼣刻の⼀般ダルシャンを終え
た。

「今⽇、社会が堕落し邪悪な状態にあるとき、分裂する傾向が⽀配す
るところ、さらには停滞する原則が⽀配するところでは、⼈間の感情と
⼈間の泣き叫びおよび⼈間の要求によって、パラマ·プルシャは影響を受
けたり攻撃されたりしないままでいることが不可能になる。その時にな
ってようやく、『彼』はタラカ·ブランマの形で⽣じる。タラカとは『解
放者』という意味だ。そして、そのタラカは創造世界のババである。熱
烈な信奉者は『彼』を求めてババ·ナム·ケワラムを歌う」

＊だが、ババがインドへ戻ってカルカッタで催されたＤＭＣはその年
の正式なアナンダ·プルニマＤＭＣであると宣⾔された。

⾞に近よるババ ババの⾞の内部、そこに座る彼のためにプラティークで飾られている



６８．ティンメルンとベルリンの壁でのババ
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４⽇間(１９７９年５⽉１９―２２⽇)――最終⽇のハノーバーとい
う近隣都市への⽇帰り旅⾏（および⼣刻のダルシャン）を含め――バ
バはドイツのティンメルンにあるＰＭＳＡ（「進歩的な⼈たちの霊性
同盟」――ＳＤＭ｛セワ·ダルマ·ミッション｝の⼀部⾨）の世界本部
に滞在した。１９７４年にそれを購⼊したとき彼はヴィディアサガル
（「知識の⼤海」）と命名していて、そしてそれはババがインド国外
で⾜を踏み⼊れ、私たちがまだ所有している唯⼀の建物である。また
そこはインド国外で彼がアワドゥータ·ディーカ（アワドゥータに任命
するプロセス）を⾏った唯⼀の場所でもある。そして、そこで４回の
⼀般ダルシャンをしていて、彼⾃⾝が出席してＤＭＳ（ダルマ·マハー
サンメラン）をすることは⾮常にまれな出来事である。

ティンメルンにいるときにババは⾔った。「私は成層圏の中に特別
な霊的エネルギーを解放していて、それは［今］⽔、⼟および植物ま
で降りて⾏きつつあり、そして最終的に⼈の体と⼼に⼊る」

ダダ·ディヴィアロケシャナンダ

数年後、１９８５年１２⽉２２⽇、後に「シャブダ·チャヤニカ」シ
リーズとなる彼の⽇曜ダルシャンのときに、ババは⾔った。

「私はティンメルンという西ドイツの村に滞在していた……それは
幸せな⽇々だった。このような⾦⾊の⽇々は通り過ぎて永遠に失われ
るのを私は知っている。しかしその⾦⾊の思い出はまだ残っている。
東ドイツ国境線があの⼈⾥離れた村からすぐのところにあった。それ
はその⽅向にすっかり開けていた――広い野原と何本かの⽊があっ
た。⼣⽅の散歩に⾏った後、私は⽊陰に座った。太陽は沈んでいたが
少し薄明かりが残っていた。私は⿅が西ドイツから東ドイツへ、そし
て東ドイツから西ドイツへ⾛って⾃由に⾏き来しているのを⾒ること
ができた。誰も何も⿅たちに⾔わなかった。⼈々には⿅たちへの信頼
があったので、ビザやパスポートという災いのもとを求めなかった。
彼らは誰かをだます⽅法を知らず、そして架空の境界線を認めなかっ
た。彼らは⾃分⾃⾝や他の誰かの⼼にいい加減な態度を取らなかっ
た。恐らくこのような理由から、⼈々は彼らが使うパスポートやビザ
の制度を設けていなかった」

彼のティンメルン訪問の数⽇前、１９７９年５⽉１７⽇に、マルギ
ーたちは西ベルリン、クレウズバルグの分離壁を⾒るためにババを連

ティンメルンでのババとの散歩

れて⾏った。そこで彼は⾔った。「この壁は破滅的な戦争によって作
り出されていて活⼒ある社会を⼆つに分割する⼈⼯の壁だ。この国の
境界線も⼈⼯的だ。このような状態は⾧く続けることができずすぐに
東と西のドイツは再結合するであろう」

１９７９年５⽉２０⽇に⾏われたババのＤＭＳの講話は「The
Noumenal Cause and the Personal God（物⾃体の元と個⼈の神）」であ
った。それは、ドイツの哲学者イマヌエル·カントの「noumenon（ﾇｰﾐ
ﾅﾝ：本体）」がヨーロッパにおける主たる哲学の概念なので、催し物
の中での配置を考慮したかなりの程度に適切な主題（ババ⾃⾝がタイ
トルを付けた）である。次の晩に、彼はシバ神の成功の7つの秘訣に
ついて話した……

編集者

［成功の７つの秘訣の］６番⽬のポイントはバランスのとれた⾷事
の重要性についてであった――彼は特に⾷べ過ぎるのは良くないと⾔
った。これらの７つの秘訣についての講話を⾏った後、ババは⾃分の
部屋に戻った。事前に仕事に携わっていたホールタイム·ワーカーの多
くが、⾷事を摂るために階下に降りた。⾮常に遅い時刻になってい
た。だからもちろん、彼らははやる思いで⾷べ物を摂り始めていた
――突然⾒上げると、ババが戸⼜に⽴っているのが⾒えた。彼は思い
切りにっこりと微笑んでいた。そして、皆がほんの⼀瞬の間⽌まった
ので……ババはいたずらっぽく⾔った。「さあ、6番⽬のポイントを
忘れるなよ！」皆が爆笑した。

フィーシュのババ

ババはティンメルンを発ったとき⽬に涙を浮かべていた。（このよ
うなことが起こった他の唯⼀の場所は、明らかにブッダガヤだった。
彼が仏陀の鋼のように堅い決意を称賛したところだ）彼は出発すると
きに⾔った。「パラマ·プルシャにとってさえ、ある場所から⽴ち去る
のは時には難しい」

ダダ·ディヴィアロケシャナンダ



６９．ロッテルダムのババ
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ロッテルダムへ⾏く途中のこと、ババの⾶⾏機を出迎えるために駆け
て⾏き、すばらしく完全な虹が空を満たし、⾊のスペクトルを揺り動か
している。それは歓迎のしるしとしてババが太陽の秘密を明かしている
かのようだった。ババがロッテルダムに到着したとき、彼はハリケーン
の⽬のようであった――１００⼈の⼈が都市の中⼼部のただ⼀軒しかな
い家に押し⼊ったようにすべてのものが無秩序に混みあっていた。２つ
の⾮常に幅の狭いらせん階段があって、家の左側のものはマルギーたち
の周りを旋回していて、右側のもう⽚⽅がババの居るところに回り降り
ている。階段はとても狭くて果てしなく、ただ1⼈が階段を⾏くことがで
き、⾮常に注意深くあれば2⼈が擦れ違うことができる。初めは少しいら
⽴たしかったが、間もなく、皆は信じられないといった様⼦で家全体の
つくりを笑っていた。短い時間で全員が適応した。協⼒して最終的に受
け⼊れたことですばらしい気持ちと親密さが皆の間で深まった。

フィーシュのババ

「１９７９年５⽉だった。ババは慌ただしいヨーロッパ·ツアーの中ほど
にあり、オランダへ⾏く途中だった。しかしロッテルダムの古いジャグ
リティに彼を泊めることには２つの⼤問題があった。彼のための個⼈⽤
浴室の設備がなく、そしてダルシャンの部屋の丁度真下にある居酒屋の
ジュークボックスがけたたましいポップ·ミュージックの⾳を出すのであ
る。

「浴室問題は、トイレを改修してそこにシャワーを取り付けることに
よって解決される。少なくとも私たちはそのように思った。改修担当の
ＬＦＴ［地⽅のフル·タイマー］のブラザーが、時間もノウハウもなかっ
たので、シャワーの⽔管を主排⽔系に接続するという粗末な仕事をし
た。ババが到着して彼の滞在のまさに初⽇にシャワーを浴びていると、
シャワーからの灰⾊の⽔がジャグリティの下にある居酒屋の天井を通っ
て漏れた。呼び鈴が鋭く鳴って⽴腹して⾚ら顔の居酒屋の主⼈が⾒てく
れと私に⾝振りで⽰した。恐ろしいことに⽔が天井からほとばしり出
て、まさに開いているジュークボックスへと流れ込みそれを台無しにし
ているのが分かった。

「仕返しに、居酒屋の主⼈はジャグリティへの⽔道の元栓を⽌めた。
最悪だ！ ババへの給⽔がないだけでなく、私たち１００⼈以上の訪問
者への給⽔がなくなったのだ。これはすべて⽇曜⽇の午後に起こった。
その晩遅く、私は何とか地元の配管⼯がそれを診に来てくれるよう⼿配
した。しかし、彼は酔っぱらっていて、アルコールの臭いがプンプンし
ていた。だから、私たちはアルコールの臭いを隠すため彼の両側で線⾹
を持ち、彼がババのそばを通って浴室に⼊るようにうまく操らなければ
ならなかった。

「驚いたことに、配管⼯は床をこじ開けないと問題は解決できないと⾔
った――⼤仕事だ。どうしよう？ ⾮常に遅くなり、彼は酔っぱらって

いて、その上⼿許に適切な道具を持っていなかったので直ぐに彼は⾏っ
てしまった。幸い、イギリスから来た男性マルギーには問題解決の素晴
らしいアイデアがあったので、地下へ降りて⾏った。そこには消⽕ホー
スのための主蛇⼜があり、そしてジャグリティの⽔道系にそれを何とか
接続した。どのようにしてこれがなされたのかは技術的な謎のままであ
る。次の⽇、配管⼯が床下のパイプを接続するためにやって来た。ババ
のダルシャンがけたたましいポップ·ミュージックで邪魔されることはな
かった。

「⼀番良かったのは、ドラマを楽しんだババが、２、3⽇滞在を伸ばす
と決めたことである。どこまで運がいいんだろうか？」

マダウィー

およそ１５⼈の熱烈な信奉者がババと⼀緒に散歩に⾏った……ババ
は、およそ３,０００年前に源をスカンジナビアに発するオランダの先祖
について話した。オランダの⼈々には⽔との⾮常に強いつながりがある
とも⾔った。

ある時点でババは⽌まり、ベンチに座って質問を投げ掛けた。「恐怖
コンプレックスをもつ理由が何かあるだろうか？」と⾔った次の瞬間に
彼は⾃分⾃⾝の問いに答えて、「どんなコンプレックスも持つ理由はま
ったくない」と⾔った。次に彼はある⼥性マルギーに歌を歌いたいかど
うかと尋ねた。彼⼥は⾃分を護るように少し恥ずかしそうに⾔っ
た。「いいえ、ババ」ババは、彼⼥に少しの恐怖コンプレックスも持た
ないように、実際にどんなコンプレックスもないのだと繰り返して彼⼥
に⾔った。別の⼥性マルギー［後にディディ·アナンダ·サダナになる］が
「でも、私たちにはとても多くあります、ババ。私たちはどうやってそ
れらを取り除きますか？」と尋ね、ババは答えた。「秘訣を⾔おう
か？」彼は⼀瞬間を置き、それから⾔った。「キールタン」と。

フィーシュのババ

「[もう⼀つの散歩で]ババは⽌まって、振り向いて私を⾒た。それは⾧
い間のように⾒えたがたぶんほんの数秒にすぎなかった。そして、彼は
⾔った……

『当たり前だが、私はありとあらゆる存在が⼤好きだ』

「彼の輝きと愛があらゆる⼈のためのものであり、そして彼の博愛が
⼈間のためのものであることが、私たちが想像できる以上に⼤きいこと
を私に気付かせくれる答えであった」

ゴヴィンダ（イギリス）

ロッテルダム·ジャグリティの外でマルギーと⼀緒のババ



７０．研修員への教訓
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スウェーデン·ホールタイマー·トレーニングセンター(プラシカナ·マタ)は、１９
７６年２⽉に設⽴され、そしてババが１９７９年５⽉にスウェーデンを訪れたとき
に、研修員たちはババに会うためにストックホルムに連れて来られた。

彼はこの教訓を彼らに送った。

「あなた⽅はあなた⽅が作っているこの道の先駆者だ。このため、あなた⽅は全
⼒を注いで戦い、働かなければならない。あなた⽅は他の⼈たちのためにこの道を
作っている。その⼈たちは享受者でありその道を楽しく歩くであろう。あなた⽅は
先駆者なのだから苦しまなければならない。準備はいいかい？」

「はい、ババ！」と彼らは皆答えた。

「悪いことをするのは⾮常に簡単だが、すばらしくて⾼潔なことをするには道義
的な⼒が必要だ。あなた⽅がその道で他の⼈たちを助けるために霊的な⼒も必要
だ。あなた⽅は訓練によって道義的および霊的な⼒を獲得することになっている。
あなた⽅は今後は個⼈的な安らぎと欲求に⼼を奪われるべきではない。あなた⽅の
義務は他の者を助けることで、⾃分のことを考えることではない。あなた⽅は苦し
んでいる⼈のために働かなければならない。カリアナマツ[祝福されますように]」

プラティークが描かれたこの着⾐、ストック
ホルムで2回のダルシャンをするババの飾ら
れた椅⼦：「『彼』と⼀つになる機会」５⽉
２７⽇⼣刻、および「あらゆる表現が影響⼒
を持つ」５⽉２８⽇⼣刻a

ストックホルム空港へのババの到着



７１．イベリアの西、アトランティス
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１９７９年の５⽉の終わりに、ババは２⽇間スペインのバレンシアを
訪れた。ダダ·ダルマウェダナンダはその間にババが⾔ったことの記録を
取るために登⽤された。以下はダダが書いた本「神秘的な導師との旅」
からの引⽤である。

⼣暮れ時に、私たちは街の外にあるビーチを歩いていた。ババは⾔っ
た。「スペイン、ポルトガル、アイルランドおよびアイスランドという
地域を別にすれば古いアトランティスは現在⽔⾯下だ」

バレンシア空港で⾶⾏機を待っている間、私はまだメモを取ってい
た。ババは述べた。「バスクの⼊江は元々アトランティスの⼀部だった
――だからそれはとても浅い。海が浅いところでは、⾼い波がある。太
平洋は⾮常に深い――場所によっては深さ６マイル（約9キロメートル）
以上だ――だから波は⼩さい。(無知な者ほど⼤⾔壮語する) アトランティ
スに関して新しい⼿がかりが⾒つかるかもしれないので、イベリア（イ
ベリア半島……スペインとポルトガル）の海岸の周りの⽂化的、地質学
的、動物学的およびその他の調査をすべきだ。……私は⾁体的には初め
てここに来たが、精神的には以前ここに居たことがある」

⾶⾏機に乗ってから彼は続けた。「イベリアにとって過去は明るかっ
た、現在は暗い、そして、将来は⽇の光に満ちている。私はここの⼈々
が⼤好きだ……かつてスペイン語とポルトガル語が混じり合った⾔葉は
イベリア語と呼ばれた。今でも、スペイン語の⽅⾔のあるものはポルト
ガル語からよりも標準スペイン語からの⽅がもっと変えられている。欧
州単⼀市場システムがヨーロッパのすべての国々に拡張されたら、その
ときはスペインとポルトガルはともに利点がある（benefited）だろう」

ババがこの⽂を話したので私はノートに「利点がある (benefitted)」と書
いた。

彼は私が何を書いていたのかを⾒ることができなかったのに彼は⾔っ
た。「ダルマウェダナンダ、『利点がある』のスペルはどう書く?」

「B-E-N-E-F-I-T-T-E-D,」と私は⾔った。

「違う。規則によれば短⾳は⼆重⼦⾳になるということだが、これは
例外であり、1つの『t』で良い」

後で、ノートに⽬を通したところ、これが私の２０ページにわたる記
録で唯⼀の不注意な綴りのミスであることを⾒つけた。ババはどれほど
うまく私を捕らえたことか！

フィーシュのババから
別の機会に、ババはアトランティスの驚くべき⽂化について語った。彼は

アトランティスが⾮常に広⼤な⼤陸であったと⾔った。それはイベリアに接

続していた。その頃ジブラルタル（現在海峡のあるところ）はアフリカにつ
ながっていた。⾮常に⼤きな地震によってアトランティスは消え、サハラ砂
漠が現れた。サハラは以前は⽔⾯下にあった。だからそこで油を⾒つけるこ
とができる。そして、ババはアトランティスが⾼度に発達した⽂化であった
と⾔い⾜した。

［ストックホルムで］ババは古い空港の滑⾛路で⾮常に遅くに散歩を
始めた。ババがアトランティス⽣まれの⽂化と相互に連結したスカンジ
ナビア（ノルウェー、スウェーデン地域）の古代⽂化について話し始め
たので、ババが全体的な展望を持っているのを感じることができた。

ババはこのスカンジナビアの地域はかつて暑い気候であったと⾔った。事
実それは⾚道の近くにあったが北と南の極の位置が変わった。ババは彼らが
歩いているまさにその地⾯に⽣息した牡蠣のような動物についても話し
た。(後にこの野原がかつて海底であったことが確認された)

バレンシアでのババの散歩のときの話をテープに録⾳したものから

「中世において、３つの異なった準－⽂化がヨーロッパにあった。１つは
プロイセン⼈（プロイセン王国…現在のドイツ北部からポーランド西部）
の、もう１つはラテン民族の［イタリア、フランス］、３番⽬のものはイベ
リア⼈のそれぞれの準－⽂化だ。イベリアはスペイン、ポルトガルおよびバ
スク［⼀部フランスと⼀部スペイン］を意味する。さて、そのイベリアの西
にはアトランティスという広⼤な⼤陸があった……アトランティスはそのイ
ベリア半島の延⾧だった」

［だれかが尋ねる。「ババ、アトランティス⼤陸は⼈々が⾔っている
ように発達していましたか？」］

「そうだね、⼈々が⾔うように、現実に基づいて⾔っていることもあれ
ば、想像に基づいて⾔っていることもある……しかし、われわれは正しい調
査をすべきだ」

［他の誰かが尋ねる。「ババ、アトランティスとエジプトの間に関係があ
りますか？」］

「知っていると思うが、古代世界には4つの違った⽂化があった。ドラヴィ
ド·インドの⽂化、中国の⽂化、エジプトの⽂化、アトランティス⽂化だ……
⼈間の⽂化は１つだ。⾷べることとダンスに地域による違いがある。さまざ
まな表現⽅法があるだけだ。今でもあるのは１つの⼈間⽂化である。同じ⾚
い⾎だ」

バレンシアのババ（ババと向き合ってナマスカーをしている左の
ブラザーは後にダダ·ディヴィアロケシャナンダになる）



７２．リヨンのババ
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ババがフランスのリヨンにあるジャグリティに到着す
るまえに、［ダダ·ヴェダプラギャナンダが⾔うには］私
は彼が週末に泊まる部屋をのぞき込んだ。ベッド、書き
物机、壁のプラティークのすべてが整っていた。奇妙に
も、私はヒリヒリさせる電気のような波動が部屋に広が
っているのを感じた。

ババが到着した。私たちは彼に挨拶して部屋に案内し
た。フランスおよびヨーロッパの他の地域からのおよそ
１００⼈の熱烈な信奉者がいて、彼がダルシャンをして
くれるのを待っていた。しかし、ひそかに表⾯化するド
ラマがあった。彼はアチャリアに集まるように⾔い、そ
して私たちが彼の⼩部屋になだれ込むと、彼は、ほとん
どお気に⼊りのおもちゃをなくした⼦どものように悲し
い顔で⾔った。「私はパリ地⽅の活動に満⾜していな
い」そして、だからその晩ダルシャンはなかった。

地⽅事務⾧として、明⽇その危機から脱するかどうか
は私次第だった。私はフランスで⾏われた仕事について
満⾜できる報告をして、私たちが将来もっと良くすると
ババに断⾔しなければならなかった。報告の重要項⽬の1
つはブクティ·プラダン［地区⾧］のリストであった。ダ
ダ·カルナナンダ、すなわち私たちのセクター⾧の指図ど
おりに、私は向う⾒ずにリストを膨らませ、地⽅ととも
に３２の地区それぞれに完全に機能的なブクティ·プラダ
ンがいることを⽰した。

私が中央のＥＲＡＷＳ（教育救援福祉部⾨）⾧に膨ら
ませた報告書を提出すると、彼はそれを⾒て、それから
私を⾒た。そしてまじめに⾔った。「もっと多くくれな
いか？」私はすでに話しがうますぎる報告書を渡してい
たので、⼼の中で笑わざるをえなかった。

とにかく、それは機能していた。翌⽇ババはダルシャ
ンと３つの講話うちの最初のものを⾏った。それから私
たちは他のワーカーたちの集会をすることになり、アチ
ャリアたちが彼の部屋に押し寄せ、彼は私たちが⾏った
仕事の報告を聞いた。

彼はダダ·ダルマウェダナンダに尋ねた。「あなたはパリ地⽅
にあなたの責任範囲のオフィスを幾つ開設したのか？」

「3つです、ババ」とダダは返答した。

「何？ ３つだけ？ あなたはあのすべてのブクティ·
プラダンの助けを受けなかったのか？」

次に彼は⽬を輝かせて私を直視して⾔った。「ブクテ
ィ·プラダンの中には活動的でない⼈がいるらしいね。そ
うではないのか？」

その夜、私たちはローヌ川沿いの散歩にババを連れて
⾏った。⼤気は極度に霊的に満たされ、神の愛が彼から
私たちに発せられていて、私たちからは彼に返した。バ
バは実に美しい笑顔で私たちを⾒ていた。彼が微笑む
と、それは他には想像することができる微笑みはないよ
うに思えた。

ババはまるで永遠をじっと⾒るかのように川の向こう
側を凝視した。次に彼は私たちの⽅を向いて⾔った。私
たちは⼈間社会の「声なき」⼈々――⾃分達が表現さえ
できない困難に直⾯している⼈々の利益に気を配らなけ
ればならない。

「ブルックリンからベナレスまでの⾏き帰り」からの引⽤

翌朝、ババはイタリアに⾶ぶために⾮常に早く出発す
るところであった。階段を下りて⾃動⾞のところへ⾏く
間に、1⼈の熱烈な信奉者がババは再び来られるのかと尋
ねた。ババはおどけて返答した。「再び来るよ。私はも
う⼀度来るべきかね？」多くの⼈が喜びにあふれて泣い
た。「はい、ババ！」すると、彼は微笑んで⾔っ
た。「はい、だけどね、私はあなた⽅皆にいろいろと迷
惑を掛けた！」 フィーシュのババ

ババといた幸せな週末の後、彼と彼の随⾏団はイタリ
アのミラノ⾏きの⾶⾏機に乗る空港に向けて発った。私
は幾⼈かのＬＦＴと⼀緒に台所にいた。私たちはババの
ところを訪れるアチャリアと１００⼈のマルギーのホス
ト役を務めて疲れ果てていた。場所はパーティーなどの
後のように乱れていた。すると突然電話が鳴った。「バ
バが戻っています！」何のためらいもなく私たちは⾏動
に戻った。⾞に⾶び乗って、ババと彼の随⾏団をジャグ
リティに連れ戻し、そこで私たちはもう１つの幸せな⽇
の彼の存在を楽しんだ。

「ブルックリンからベナレスまでの⾏き帰り」からの引⽤

ババはリヨンからミラノへ⾶んでいた。しかし、有効
なビザを持っていたにもかかわらず、⼀⾏はイタリアへ
の⼊国を断られてリヨンへ強制送還された。リヨンに戻
って、ババはダダ·ダルマウェダナンダに尋ねた。

「教えてくれ、ダルマウェダナンダ、この強制送還から
⽣ ま れ る す ば ら し い こ と は 何 か ？ 」

I私は彼の質問に驚いた。私はちょっと考えてから答え
た。「本当に分かりません、ババ。しかし、ミラノ空港
であなたを待つ何百⼈もの熱烈な信奉者が、今や、ババ
に会うのを妨げられ失望したと思います。彼らは政府を
きっと深く恨んでいるでしょう。そして、彼らは、⾃国
のやり⽅がいかに間違っているかをさらによく理解する
でしょう。その結果、彼らが霊的な道徳規範によって導
かれた社会の設⽴のために⼀⽣懸命働くようもっと励ま
されるでしょう」

彼は⾔った。「よし、あなたは少し理解している」

神秘的な導師と⾏く旅

リヨンでダルシャンを⾏うババ

翌朝、私たちはインドへ帰航するためババを空港に連
れ戻った。「Ｐ．Ｒ．サルカル」と書いてあるバッグを
運ぶ⼈が後についてチェックイン·カウンターのところに
歩いて⾏ったとき、私は1⼈の⼩さくて、質素に装った男
性がどうしてかくも⼤きな衝撃を世界に与えることがで
きたのかと驚いた。

ジャグリティに戻り、残った幾⼈かのマルギーたちが
彼の部屋に⼊ってそこで瞑想した。私はババの滞在の間
の個⼈秘書を務めるダダ·ラマナンダのための宿舎として
機能していた、私のオフィスに⼊った。この前の１ケ⽉
間、ババに同⾏して⾄る所へ⾏き彼の安全と散歩の計画
をして、ダダ·ダルマウェダナンダが疲れ果てて床で眠っ
ていた。彼は眠っていたが、⼼はまだここ数⽇の⾏事に
係わっていた。寝⾔を⾔い始め、叫んだ。「今夜散歩に
ババをどこへ連れて⾏こうか？」

私はおもしろ半分に答えることを決めて⾔った。「私
たちはローヌ川沿いに⾏くことができるよ」

まだ眠っているダルマウェダナンダジは答えた。「い
や、私たちは彼をそこに連れて⾏くことはできない。昨
⽇彼はそこにいた！」

ブルックリンからベナレスまでの⾏き帰り

ババはパリ空港を経由して、この写真を撮り、それか
らモスクワ経由でボンベイに⾶んだ

２週間後。西ドイツのマインツ。イタリアからのニ
ュース…ブラザーのマルカンデヤおよび他の幾⼈かのイ
タリアのマルギーたちが、ババのツアー·グループの強制
送還の原因を明らかにする試みを終えた。原因追求の初
期段階に、彼らは、強制送還を求める当初の要求がババ
が名前を挙げていた宗教団体の内部のどこかから出てい
たことを確認できた。イタリア政府にその要求を伝えた
団体の職員は、⾃分の義務を実⾏しただけであり、その
理由は知らないと⾔った。彼は、より⾼位の宗教官僚か
らそうするよう命令されていた。次に、マルギーたちは
より⾼位のその職員に会った。その職員は命令を出した
さらに⾼位の職員のところへ向かわせた。

この上⽅へ向かうリレーは権⼒中枢部の側近へと導か
れた。この時点で彼らが会った最⾼の職員が⾔っ
た。「残念だ、私はこの過程の背後にある原因や理由に
ついてそれ以上の情報をあなたに教えることが許されて
いない」

神秘的な導師と⾏く旅



７３．バンコクのババ
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ババはタイのバンコクで２回⽬の世界ツアーを始
めた。

私はババがタイへ来たときに幸運にも彼のドライ
バーであることを求められた……私はたまたまバン
コクで⾃動⾞を持っているただ⼀⼈のマルギーだっ
たのだ……当時、CIAはババをインドの最も危険な
⼈と⾒なしていた……空港で彼を迎えたとき、彼は
普段の伝統的なインドの⾐装――ドゥティ（腰布）
とクルタ(緩い襟のシャツ)を⾝に付けて現れた。私
たちがスクンウィトへ⾞で向かったのだが、ババは
そこにあるバンコクの会社で働くインドのマルギ
ー、シャン·バンの賓客であり、私はババがタイ語
の表⽰板を読み、タイ語の発⾳さえ完璧にできるの
に気付いた……タイ語を理解するババの不可思議な
能⼒に驚いた。彼は私に尋ねた。「タイの元の名前
を知っているかい？」私は⾔った。「シャムです、
ババ」彼は尋ねた。「その意味を知っているか
い？」私は応えた。「いいえ、ババ」彼はそれは
「深緑」つまり［シャーマー］を意味すると⾔った
……私が彼にフィリピンへの⼊国を許されなかった
訳を尋ねたら、ババは私を⾒て⾔った。「ＣＩＡは
私を理解しなかった」

クリサダ、「より輝ける未来向かう」から

彼の到着後の朝、１９７９年８⽉９⽇、ババは⾔
った。

私たちの社会は⼀つである。だから私はまさに⼦
ども時代からこれを説き勧めている――⼈間社会は
⼀つである……⼈への敬意を払うなら、私たちは同
じ階級、同じ信念、同じ共同体、同じ宗教、同じ家
族に属しているというこの事実を思い出すべきだ。
私たちにはお互いに結ばれたこの⾄⾼の家族があ
る。誰もあなたより優れてはいないし、誰もあなた
より劣ってはいない。誰もが「⾄⾼の存在」の表現
なのだから、あなたは誰に対しても敬意を払う……
あなたはそれを解っていると思う。素晴らしい考え
だ。そのように⼈間社会が１つ［であり］、分割で
きないというのが私の考え、私の願望だ。それは、
あなたがナマスカーをすることによって常に敬意を
払うべきものはパラマ·プルシャの表現された形、
素晴らしい表現である。

編集者

［８⽉１３⽇の夜遅くの野外散策のとき――闇夜
がタンタラのバイブレーションで満たされていて
――ババはなぜ他国へ⼊ることを拒否され本国送還
されていたのかを説明した］

「彼らは私が危険⼈物であると⾔う。私は危険⼈物
ではない。私は強い⼈間だ。想像して⾒よう、彼ら
が私を怖がっている、その上私の背の⾼さはたった
５フィート２インチ（１５８センチ）だ！ ⿂屋の
匂いを知っているだろう？ うっ！ さらに中には
⿂の匂いが好きな⼈もいる。利⼰⼼という⿂の匂い
が好きな⼈たちだけが私を恐れている。利⼰⼼は精
神的病気で、彼らはプラウトが利⼰⼼に存分に腕を

振るわせないことを知っているのだ」

［他の野外散策のとき］、ミュージシャンの若い
タイのマルギーが将来の⾳楽がどのようになるのか
について尋ねた。ババはどの国の民族⾳楽も素朴な
⾳楽で聴き易いと説明することから始めた。民族⾳
楽よりも⾼位にあるのはクラシック⾳楽で、それは
洗練された⾳楽を意味し、西洋のクラシック⾳楽、
インドのクラシック⾳楽それに中国のクラシック⾳
楽に⾔及した。霊性の、あるいは献⾝的な歌である
バジャン（聖なる愛の歌）は、クラシック⾳楽の⾼
位にある形である。クラシック⾳楽より⾼位にある
ものがキールタン――その中にあなた⾃⾝を⾒失わ
せる⾳楽である。

キールタンを聞くことがあなたに時を忘れさせ、あ
なたが既に⾷事をすませているかどうかを忘れさ
せ、寝ることを忘れさせる。それは⾳楽の中にあな
た⾃⾝を失わせる。彼は⾔う、それよりも⾼位のも
のは神だけだ。だから、バジャン（敬虔な歌）の
後、あなたの⼼はクラシック⾳楽を聴くことを望ま
ない。そしてキールタンの後、あなたはもっとバジ
ャンを聞くことを欲しない、あなたは瞑想をしたい
だけ。もしあなたがいつも⾳楽の新しい楽曲を創り
たいなら、瞑想の後にすべきだと彼は⾔った。

ダダ·マヘシュワラナンダ

バンコクにあるシャム·バングの家でのババ



７４．台湾のババ
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フィーシュでの野外散策の際、オーンプラカシュはババにいつ台湾に来る
のかと尋ねた。ババは来るといったが、いつとは⾔わなかった。彼は、後の
１９７９年８⽉１５⽇にこの約束を果たした――台湾政府の誇りに思う賓客
として台北に到着し、マルギーたちは空前の２週間にわたり彼を接待した。
これはインド以外の国で過ごした最⾧時間である。その間、彼は台北だけで
１０回ほどの⼀般ダルシャンを⾏い、台中と⾼尾でも1回ずつ⾏った。そし
て、１９７９年８⽉１７⽇に彼は台北でDMC（ダルマ·マハーチャクラ）を宣
⾔し、DMCの講話「⼈と⼈のイデオロギー（信念や態度、意⾒などの体系）
に関する必要なもの」を⾏った。ここにいくつかの抜粋を載せる。

「すべての⼈間は同じ⽗、『⾄⾼の⽗』の⼦供である。だからこの点にお
いて少しも区別されることがあってはならい……⼈間の⽣活は、動物の⽣活
と異なっていて、イデオロギーの流れだ……だから、ありとあらゆる⼈間
が、その特別な⽴場を全⼒を尽くして維持しなければならない。それは私た
ちの第⼀の務めである。それは私たちの最低限の責務だ。このイデオロギー
の流れをどんなことをしても維持しなければならない……パラマ·プルシャは
『⾄⾼の⽬標』、⼈間の⼈⽣に『⾄⾼の必要なもの』である……あなたの良
くもあり悪くもあるすべての性向によってパラマ·プルシャが⼤好きであると
きには、あなたの⼼のあの集合的流れは献⾝的愛情である。⼈の献⾝的愛情
によって、⼈は『⾄⾼の⽴場』に到達することができる。⼈はパラマ·プルシ
ャを得る……霊的な⼼の動きの『⾄⾼の⽬標』は全⼈類のイデオロギーの流
れというぜひとも欲しいものである。私たちはいつもこの点を覚えているべ
きだ」

台中で、8⽉20⽇の朝、ババはマルギーたちにこのように⾔った。

「あなた⽅は、パラマ·プルシャの⼦供であることをいつも覚えているべ
きで、『彼』と1つであることはあなたの⽣得権である。『彼』の膝の上
に座るのはあなたの⽣得権だ。だれもこの⽣得権からあなたを締め出す
ことはできない。それが、知りながらあるいは知らずに、意識してある
いは無意識に、皆が『彼』に向かって動き『彼』と1つであるべき理由で
ある。これは⼈類の道であり、そして、これは⼈と動物を区別する主な
要因である……『あなたのもの』は霊性の道である。あなたが⼈体を与
えられ祝福されているとき、１００パーセント⼈間であれ、そして、パ
ラマ·プルシャからあなたの距離を減少させ続けよ。そして最後に『彼』
と1つになれ」

その午後、台中から出発のとき、彼はこのように⾔った。

「この由緒ある地の未来は輝いている。すばらしいあなた⽅の⽂化遺
産から疎遠になってはならないことを覚えているべきです。私はこの地
に好意を持っているし、未来が輝いているのを確信している」

彼がこのように⾔ったので、マルギーたちは涙を流した。

ババは台湾のツアーの間に、⾜に腫れ物がで
き、彼を運ぶために椅⼦で駕籠（かご）が作
り出された

台北での彼のＶＩＰ歓迎会の後、空港のＶＩＰルームでのババと側近

台北のDMCでのババ
i



７５．カイロ·セクターのババ
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１９７９年９⽉、ババは最終的な世界ツアーの⼀部
としてギリシア、イスラエルおよびトルコを訪れ
た。アテネでは慌ただしい⼀⽇訪問の間に⼀般ダル
シャンを⾏い、ハイファでは２回の⼀般ダルシャ
ン、そしてイスタンブールでは３回であった。９⽉
１４⽇には、ハイファでＤＭＣを宣⾔し、「主観的
アプローチと客観的調整」という題のＤＭＣの講話
を⾏った。以下は結論を下したもののいくつかの抜
粋である

「ありとあらゆる存在は……『⾄⾼意識』の変容
した現れである。そしてあらゆるものが『⾄⾼の存
在』の変容した現れであるならば、この宇宙のあら
ゆるものが霊的であり、物質的あるいは精神的なも
のは何もないことを⼈は感じるであろう、⼈は感じ
なければならない。存在するすべてのものが、『宇
宙の認識作⽤』のダンスである。

「そして、⼈がこの『⾄⾼の真実』、すなわちこ
のすべてに広がっている真実への基準が解るとき、
⼈は完全に冷静になり、⼈は考えられないほどの⾄
福を楽しむ。これが救いを得る唯⼀の⽅法である。
これは永遠の解放に達する唯⼀の⽅法である。取っ
て代わるものはない。だから、⼈⽣は献⾝的愛情か
ら始めるべきであり［そして］献⾝的愛情で頂点に
達することを覚えているべきだ。

[イスラエルにて] ババは、マドゥラ·サダナ（⽢美

な瞑想）の概念はこの地に起源があること、そして
当時の⼈たちはソロモン王の時代によく丘で瞑想し
ていたと繰り返して述べた。ババはすでにマドゥラ
·サダナの体系を正式なものにしていて、そしてタ
ントラあるいはシャイワ·タントラ（シヴァのタン
トラ）の拠点の１つがイスラエルにあったと述べ
た。

「ババと暮らして」

「ハイファでは、ババはマウント·カーメルにある
部屋に滞在した。ババのための浴室が１つのあり、
ダダのためのものが１つ、しかしディディのための
ものはなかった。それで、ディディたちは隣りに住
む母国語がイディッシュ語（ドイツ語圏の⽅⾔）の
ユダヤ⼈年配⼥性の浴室を借りていた。プログラム
が終了したので、ディディたちは彼⼥に感謝ことば
を伝えに⾏ったところ、彼⼥は特別な話があると部
屋にディディたち呼んだ。彼⼥が⾔うには、ババが
⾃分の部屋に訪ねてきて、イディッシュ語で浴室を
ディディたちに⽤意してくれたことに感謝の⾔葉を
述べたのである。ババの部屋は常に⾒られていて、
誰もババが彼⼥が⾔う時間帯に出掛けるのを⾒た者
はいなかった」

カリアニー(イスタンブール)

ハイファのババ

イスタンブール



７６．アイスランドのババ
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アイスランドからの来たアインジャリ·デヴィーは１９７７年１⽉２
４⽇に刑務所にいるババに会った。「アイスランドに来られますか?」
彼⼥は尋ねた。ババの答は「⾏くよ。彼らはすべて私⾃⾝のものだ」
彼は確かにアイスランドを訪れ、そして途中オスロ（ノルウェー）の
アワニーシュの家でも⼀夜を過ごした。ババは述べた。「アイスラン
ドは氷で覆われてはいないし、グリーンランドは緑⾊ではない。アイ
スランドは、固まった溶岩岩⽯によって形成されていて不⽑だ。グリ
ーンランドは⼀⾯の雪で覆われている」

より明るい未来に向かって

ババはヨーロッパでのツアーの間に⾏われる唯⼀のＤＭＣプログラ
ムの場所をアイスランドに決めた。確かに、アイスランドはヨーロッ
パのマルギーたちが⾏くには最も難しいところだった。そして、それ
はリゾート島であるとは考えられてはいない。そのうえ、アイスラン
ドには他のほとんどの欧州諸国より少数のマルギーしかいなかった。
彼は理由について説明していなかったが、私たちは霊的な原因がある
に違いないと推測した。確かに、⽩夜のこの島には独特のものがあっ
た。神秘主義者の中にはアイスランドが地球で最も⾼緯度にあるエネ
ルギー·センターの１つであると書いている⼈もいる。彼らが正しいか
もしれないと思うが、私には分からない。しかし、少なくともババ
は、まだ⽔の上にあるこの島がアトランティスという古代の陸のわず
かな部分の１つであると確かに⾔っている。

この特別な⽇にかなりたくさんのワーカーがババの寝室にいて、彼
の冗談に笑い転げた。ある時、ババは、⽣まれながらのフランス⼈、
ダダ·ルドレシュワラナンダジを⾒て、彼の母国語で話し始めた。とこ
ろが、私たちの残りの者はほとんど何も理解できず、ルドレシュワラ
ナンダジはババの浮かれ騒ぎによって⼤いにくすぐられ、彼は⽂字通
り床を笑い転げた。その後、私はババが部屋にある物と⼈々の間のと
んでもない⽐較をしているのに気付いた。このフランス⼈の集まりは
恐らく１０分間続いた。

その後、私はルドレシュワラナンダに尋ねた。「ババのフランス語
の発⾳はどうだった？」

レイキャビクでＤＭＣを⾏うババ

「私⾃⾝のより良い。ババは完全なパリのアクセントで話したが、
それに反して私はパリをはるかに離れて育てられたんだよ。私は、彼
の語彙（ごい）でさえ私のものを上回っていると思う」

「しかし、ババはどうしてそれほどたくさんフランス語を知ること
ができたのだろう？」

「彼には、きっと『宇宙のユーモアを解するセンス』との秘密の直
接的つながりがある」ルドレシュワラナンダジは返答した。

神秘的な導師と⾏く旅

レイキャビク（アイスランド）での１９７９年９⽉１８⽇に⾏われ
たババのＤＭＣの講話は「⼈間の⽣活とその⽬標」であった。その中
で彼はこのように述べた。

「かつて私が⾔ったのだが、『ぜひとも必要なもの（desideratum…
単数形）』いう語はいつも単数にとどまっていて、決して『ぜひとも
必要なもの（desiderata…複数形）』ではない――なぜなら⽬標は『唯
⼀の存在』なのだから。『ぜひとも必要なもの』の複数形はありえな
い。そして、2番⽬は、あなたのアプローチが献⾝的愛情のアプロー
チであるべきだということである。あなたは本の冊数の多さをもっ
て、あるいは本の⾍になることによって、『彼』に到達することはで
きない」

彼は以下によって結論を出した。

「宇宙の『私』が『⾄⾼の創造者』、『⾄⾼の⽣成者』なので、こ
の宇宙の中のすべてのものが『彼』の⼦孫であり、そして『彼』は先
祖である。『彼』は『⾄⾼の⽗』である。あなたにはその『⾄⾼の存
在』との家族関係があり、そして、外界のさまつな（取るに⾜りな
い）⼿続きとの関係性はない。『彼』はあなたのものであり、あなた
は、『彼』にとって、外界の（関係のない）ものは何もないことも覚
えているべきだ。すべてが内部にあって、外側には何もない。だから
あなたは『彼』によって創造されていて、『彼』の中にいる。そし
て、『彼』があなたの究極の⽬標なのだから、最後に『彼』とともに
あり、『彼』と1つになる。このことについて、特別な教育も、哲学
の知識も、他の無関係の属性も必要でない。『⾄⾼の宇宙の存在』へ
の『⾄⾼の愛』があなたを『彼』と１つにする」



７７．ジャマイカのババ
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ババは最後の世界ツアーが終る少し前に合衆国をツアーする予定だった。しかし、彼の⽶国
ビザ（⼊国査証）が拒否されたので、代わりにＤＭＣはジャマイカ（ニューヨーク·セクターの
⼀部でもある）で⾏うように⼿配された。ババは１９７９年９⽉２０⽇にキングストンへ⾶⾏
機で着き、そこで３回の⼀般ダルシャン、ルネッサンス·ユニバーサルの演説、さらにはフラン
シスコ修道会の⼥⼦修道院でＤＭＣを⾏った。そして、ホープ植物園および西インド諸島の⼤
学にも⾜を延ばした散歩の間に、カリブ海諸島、彼らの⽂化、および彼らのフローラ（植物
相）とフォーナ（動物相）について話した。

キングストンで９⽉２２⽇に⾏われたババのＲＵ（ルネッサンス·ユニバーサル）の講話「ド
グマと⼈類の知性」では、以下のように結んだ。

「知的に成⾧している、あるいは知的に成⾧したいと思っている私たちの少年たちと少⼥た
ちが、最後には⼈間社会のすべてのタイプの進歩を助けることになるこの⼈間社会の知的進歩
を後押しすべきことを、私は願っている。あなた⽅少年·少⼥たちが、知的進歩が役に⽴つこと
を感じて理解すること、そして、世界のすべての町と⼤きなすべての村でさえでＲＵクラブを
始めることを望んでいる」

翌朝、彼はこのように⾔った。

「あなた⽅少年·少⼥たち、あなた⽅霊性の熱望者たちは、ドグマの祭壇で降伏してはならな
いことをいつも覚えているべきだ。過去には、ドグマはとても多くの迷惑な⾏為を犯し、この
⼈間社会でとても多くの分派争いを引き起こした。あなた⽅のスローガンは「ドグマ――もう
沢⼭だ！ ドグマ――もう沢⼭だ！」ドグマの限界を超える⾃分⾃⾝を確⽴しなさい。そし
て、それは⼈間の栄光という美点をもって確⽴されるのだ」

さらに、その晩、彼は「パラマ·プルシャという偉⼤なるもの」というＤＭＣの講話を⾏っ
た。

「……パラマ·プルシャという偉⼤なるものは⾄⾼の隠れ家だ。私たちは「彼」によって保護さ
れていて、私たちは「彼」に保護されていて、そして最後に「彼という⾄⾼の中核部」に保護
される。取って代わるものはない。⼈がその事実に気付くのが早ければ早いほど良い。したが
って、霊性の道という⾄⾼の消極性から「⾄⾼の主観性」への動きは、知識⼈たちのための、
頭の良い⼈々のための、ずるい⼈々のための、賢い⼈々のための道であると⾔われている。だ
が、熱烈な信奉者が宇宙で最も賢い⼈々であると⾔われている。いつもこの事実を覚えている
べきだ」

ＤＭＣでのババ

ホープ植物園での散歩



７８．ベネズエラのババ
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最後の世界ツアーでのババの終点はベネ
ズエラのカラカスであり、ここで３回の⼀
般ダルシャンとＤＭＣを⾏った。

アチャリア·ヴィシュワミトラは植物園へ
の散歩を思い出す。

「ババが植物園へのステップを降りると
き、ダダ·ラマナンダが⼿助けをしていた。
ババは降りる途中で⽌まり、私たちを⾒て
⾔った。『私はまだ⼿助けが必要だ。刑務
所で毒殺されようとして、それが私の視⼒
を侵したのでね。だがそれは成功しなかっ
た、成功したのかな？』私たち全員が答え
た。『いいえ、ババ、成功しませんでし
た』」

もう⼀つ、動物園への散策をアチャリア·
ヴィシュワミトラが思い出す。

「ババが発した愛と好意の感情が圧倒し
ていた……私たちはワニのそばを歩いてい
た。すると、⽩サギがワニの歯から⾁をつ
いばんでいる。ババは⾔った。『⾒てごら
ん、⿃とワニが協定を結んでいる。⿃は⾁
を⾷べて⼀⽅でワニは歯の掃除をしてもら
っている。これは連係協⼒の好例だ』私
は、シロナガスクジラが絶滅しかかってい
るとババに意⾒を伝えた。ババは⾔っ
た。『息⼦よ、青い⽬とブロンドの髪の⼈
々がある⽇絶滅するだろう。他の惑星から
⼈々がここに来て私たちの⽂明の廃墟を観
察するだろう。かつてここに⾮常に進んだ
⽂明があって⾮常に⾼いビルを建設し、⾮
常に⾼度な技術を持っていたが、彼らは共
存することを学ぶことができなかったと⾔
うだろう。私の息⼦よ、おまえはこのよう
に歴史を理解すべきだと思うかい？』私は
答えた。『いいえ、ババ、私たちはあなた
のミッションを果たさなければなりませ
ん』するとババは⾔った『それでいいよ、
私の息⼦よ』」

１９７９年９⽉２６⽇の「彼」のＤＭＣ
での講話は、『救済の道』と題名を付けら
れ、このような⾔葉でで締めくくられた。

「あなた⽅霊性の熱望者よ、パラマ·プル
シャがいつもあなた⽅とともにいて、そし
て彼の優しさがいつもあなた⽅とともにあ
り、そしてあなた⽅は皆『彼』の愛する⼦
供であることを覚えておくべきだ。『⾄⾼
の⽗』についてどんな恐れのコンプレック
スも⽣じさせる必要はない。『彼』が『⾄
⾼の⽗』であることを覚えておくべき
だ。『彼』はいつもあなたを呼んでいるの
だから、あなたはいつも正しく応じられる
ようにしておくべきだ」

そして翌⽇、彼は最後の⼀般ダルシャンで
⾔った。

「まさにこの瞬間から、あなたの過去の
あらゆる誤りを忘れなさい……そしてパラ
マ·ピタ（⾄⾼の⽗）の理想的な⼦供、すな
わちパラマ·プルシャの理想的な⼦供として
もう⼀度あなたの⼈⽣を始めなさい……あ
なたの道は『⾄⾼の⽬標』へと向かう輝か
しい⾏進であるべきだ……⼈間社会全体が
あなたを⼼待ちにしている……あなたは⼈
類⽂明の聖⽕ランナー（指導者）だ。あな
たはパイオニアだ……あなたは新⽂明の先
駆者だ」



７９．MG（マルガ·グル）の宿舎
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ババが滞在するところがどこであれ、その居住地はＭ
Ｇ(マルガ·グル)の宿舎として知られていた。そして、彼
はマドゥー（「⼼地良い」)で始まるサンスクリット語名
をそれぞれに付けるのであった。彼は⼈⽣の後半をほと
んどカルカッタ（現在のコルカタ）で過ごし、主な宿舎
はレイク·ガーデンズのマドゥー·マラインチャ、およびテ
ィルジャラのマドゥー·コラカであった。アナンダ·ナガー
ルではマドゥー·カルニカにも滞在し、その際にはそこで
ＤＭＣが⾏われ、もちろん旅⾏のときには他のＭＧ宿舎
を利⽤した。

１９７９年３⽉４⽇、ババはレイク·ガーデンズで新た
に購⼊した家に引っ越して、それをマドゥー·マラインチ
ャと名付けた。彼はそこで３７４９曲のプラバト·サンギ
ータの歌を作り、マイクロヴァイタ·サダナを１４７⼈の
サダカに授け、アワドゥータ·ディーカ（アワドゥータに
なるためのイニシエーションのプロセス）を５７０⼈の
ワーカーへ教え、そして数千⼈と個⼈的接触（PC）の機
会を持った。中央オフィスがレイク·ガーデンズの近くの
ジョドプル公園にあり、彼は毎⽇朝の１０時にそこへ⾏
くのであった。

編集者

「ババは何年間もレイク·ガーデンズの彼の家、マドゥー·
マラインチャ［『⼼地よい花園』］に住んでいた。そこ
はババが⼤切にいていた福祉活動を⾏う世界中の⼈々か
らの天に届くほどの植物でいっぱいになった。ここで、
とても多くの熱烈な信奉者が彼の⾜許へみずからを投げ
だした。多くの熱烈な信奉者が熱い太陽の下⼟砂降りの
⾬の中を、歌を歌いながら、朝と⼣の散歩に彼が出掛け
るのを⽴って待っていた。ここで、たった⼀⾔、あるい
は⼀瞥（いちべつ）でとても多くの熱烈な信奉者が彼の
圧倒的な優しさを経験し、喜びのあまりに泣きじゃくる
とは何であるかを学んだ。

ここで、とても多くの熱烈な信奉者が彼の姿を⾒るだけ
で⽣じる恵みによって最も難しい霊的な段階を勝ち取っ
た。ここで、とても多くの熱烈な信奉者が、彼に真⼼を
込めて花輪を差し出し、彼が⾔語に絶するまばゆいばか
りの愛をもってじっと⾒つめて、優しく⾔うのを聞いて
祝福された。『これは確かに私のためなのか？』『はい
ババ、あなただけのためです』彼らは恍惚と苦悩の中で
彼をじっと⾒て答え、ゆっくりとこの道に歩み⼊るのだ
った」

ガヤトリー

マドゥー·コラカはティルジャラの新中央オフィスおよ
びＷＷＤオフィスとして同じ総合ビルの⼀部となるよう
建設され、ババは１９８１年５⽉１７⽇に初めてそこに
滞在した。彼はそこで６０２曲のプラバト·サンギータを
作り、マイクロヴァイタ·サダナを８⼈のサダカへ授け、
アワドゥータ·ディーカを２１５⼈のワーカーへ教え、そ
して個⼈的接触を多くのマルギーとワーカーたちと⾏っ
た。

ＤＭＣ（ダルマ·マハーチャクラ）を⾏うためにアナン
ダ·ナガールにいるとき、ババはマドゥー·カルニカに滞在
し、１４２曲のプラバト·サンギータの創作もした。

マドゥー·マダウィーという名のマルガ·グルの宿舎が１
９８９年前半にヴィシュヌプル（アナンダ·ナガールとカ
ルカッタのはぼ中間にある）に建築された。だからババ
は２つの⾏く先の間で⼀泊旅⾏をすることができた。彼
は、１９８９年５⽉２６⽇と６⽉５⽇、および１９９０
年５⽉３０⽇と６⽉５⽇にそこに滞在した。

ティルジャラのマドゥー·コラカで散歩するババ



８０．⼥性へのメッセージ
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１９７９年１２⽉１２⽇、ババはカルカ
ッタのサウス·エンド·パークにあるＷＷＤ
（⼥性福祉部⾨）の中央オフィスを訪れ、
訪問者帳にこの書き込みを⾏った。

その⽇の後になって彼はこのように⾔っ
た。

「ＷＷＤオフィスを訪れて私が何を⾔っ
たか？、私が何を書いたか？ それを朗読
してくれ」

ある⼈が読む。「あなたは、⼈間社会の
最も威厳のある部分として世界中の⼈のた
めに何かをする」

ババは続ける。「なぜ威厳があるの
か？ すべてのことが、正しく説明されて
詳述されるべきだ。すべての⼈間はさまざ
まな感光板、さまざまな鏡へのその同じ現
れの極めて⼩さな投影だ。そして、それら
の鏡とは何か？ 個の⼼だ。とても多くの
個の⼼があり、そして［その⼀つの］「⾄
上の存在」が映されたものが、［ジーワー
トマ（個の魂）］である。個の⼼はその鏡
であり、そして個の存在に映されたパラマ
·プルシャがジーワートマ、個のアート
マ、すなわち個意識である。だから、この
点で、すべての者が威厳をつけられてい
て、そしてすべての者が神聖な存在であ
る。

「だがな、この神聖化や威厳をつけるこ
とは霊的な階層の中にある。そして、だか
らこの俗世の階層がかかわっているところ
では、威厳は神聖化［および奉仕］によっ
て決まり、そして神聖さは何か他のものに
よって決まる。⼈々が、「⾄⾼なるもの」
に向かう⾏動のゆえに⽣命が⾼められてい
る個別の⼈間と触れ合うならば、間もな
く、他の者たちはその⼈を神聖化された存
在と⾒なす。何者として？ 神聖化された
存在としてだ。そしてそのとき、その神聖
化された存在から、彼らは無私の奉仕を受
け、すると、その神聖化された存在は神聖
化されているだけでなく威厳を持つことに
もなる。

「私は⼈間社会の最も威厳のある部分と
してのあなた⽅少⼥たちに声を掛け、そし
て私がそのように感じるのは１００パーセ
ント正しいことを知っている。そして私は
これら⼩さな威厳のある存在、すなわち⼈
間社会の威厳のある部分がもっともっと、
さらにもっと⾃分たちの働きによって、苦
しんでいる⼈類へのもっともっと無私の奉
仕を提供することによって、威厳をつける
――つけるべきであると期待している。こ
れは私が欲しいものだ。それが私がこれを
書いた理由だ」

ホールを去りながら、ババは付け加え
た。「私の少⼥たちが満⾜してくれれば良
いのだが」



８１．植物プログラムとガーデン·ツアー
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ババはレイク·ガーデンズにあるマドゥー·マラインチャに移住する
とすぐに、後にティルジャラのマドゥー·コラカとアナンダ·ナガール
のマドゥ·カルニカまで広げられることになる、他に類を⾒ない植物と
樹⽊の収集を始め、博物館の所蔵品とした。彼は植物の世話を監督
し、それらの栽培についてアドバイスを⾏い、起源と歴史さらには薬
効やその他の効⽤と植物名に加えてサンスクリット語名を明らかにし
た。加えて１９８０年には、庭園と博物館への⽉⼆回のツアーを始め
た。ツアー·グループのそれぞれは１０－２０⼈の⼩さなグループに限
定され、時にはマルギーでない⼈たちもマルギーとワーカーたちのグ
ループに含めるのであった。
１９８１年に、世界規模の植物交換プログラムが始まり、ワーカー
とマルギーたちがどこから来るのであれ、カルカッタに来るときには
いつも、ババに会うことが許可される前から植物を持って来ることに
なっていた。インド国外の８つのセクターそれぞれが、デリー·セクタ
ー内の１０の地域同様、毎⽉およそ６００の植物を中央オフィスに持
ち寄ることが求められた。さらに、ワーカーはカルカッタに報告に来
るときには⾃ら幾株かの植物を届けることにもなっていて、合計で、
およそ１３,０００の植物が毎⽉持って来られた。

編集者

マルガ·グルはベネズエラのカラカスで1週間を過
ごしたある⽇、巨⼤なワタノキの前を通り過ぎ、そ
れが彼の注意を引いた。ワタの花は普通⾚⾊なのに
⾦⾊なのでこの⽊は特別だった。マルガ·グルはこ
の珍しい種（しゅ）に興味を持ち、種⼦を⼿に⼊れ
るようにAvtk.アナンダ·カルナ Ac.に命じた。彼⼥は
インドへ幾つか種⼦を持ち帰った。１１の種⼦が発
芽した。マルガ·グルはそのうちの１つを⾃⾝の⼿
でマドゥー·マラインチャに植えた。庭を訪問する
と家の右⼿に巨⼤な⽊が⾒える。それは、植物が⽣
い茂る庭にのしかかるように育っていて近所で最も
⾼い⽊だ。

私が知っていたとおりのアナンダムルティジ

s

マドゥー·マラインチャ
でガーデン·ツアーを⾏
うババ



８２．ババの博物館
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レイク·ガーデンズにあるマドゥー·マラインチャのババの博物館は
思い出の品でいっぱいであり、それらの多くは⾧年にわたって熱烈な
信奉者が世界中から彼に贈ったものであり、地元の芸術と⽂化を⼤切
にする作品である。アナンダ·ナガールと世界の他の地域から持ってこ
られた化⽯もあり、加えて２つの委託された芸術作品もある。すなわ
ち主シヴァの⽣涯を描いた絵、シヴァ·リーラ·シリーズ、および主ク
リシュナの⽣涯についてのクリシュナ·リーラ·ジオラマ（幻視画）で
ある。

１９８０年、ババはシヴァ·リーラ·シリーズをマニク·バンドパディ
アヤに、次にシャンティニケタンのヴィシュワ·バラティ⼤学の芸術学
部教授に委託した。２２点の絵が最初に博物館の⼀階の部屋の壁、他
の展⽰品の上⽅に展⽰されている。これらの３点の絵の印刷物がディ
ディ·アナンダ·ラマによってデジタル処理で復元された。

読み取られたオリジナルの⾒出

9. (「アシュタワクラにヨガを教えているシヴァ」)
11. (「歌とリズムの芸術をバーラタ·ムニに教えているシヴァ」)
16. (「ダルマ·プラチャー（霊性のイデオロギーの布教）をしているシヴァ」)

Editors

下⽅：収集物のうちの数個の品⽬

収集物のうちの数個の品⽬
n

上⽅：シヴァのリーラ９，１１および１６

［庭］の周辺がきれいに整ったら、ババは屋上へ皆を案内してブラ
ンマ·カマルとともに温室や寒冷地の植物を⾒せるのだった。それから
私たちは階段を降りて⼀階の部屋へ⾏くと、そこにはガラス·ケースに
⼊れられた興味深い数点の化⽯を含め所蔵品の⼤部分の展⽰がある。
その時点でババは座って１杯のココナッツ⽔のコップを受け取る。彼
は客にツアーを楽しんだかどうかと尋ねたりしてもう数分間おしゃべ
りをする。そして彼は私にクリシュナ·リーラとシヴァ·リーラの展⽰
品を客たちに⾒せるように求め……彼はこの２つのリーラについて⼆
⾔、三⾔話す。「これから、あなた⽅はシヴァとクリシュナの⽣涯に
起きたさまざまな出来事を⽬の当たりにしますよ」次に彼は⼀休みす
るため部屋に⼊り、⼀⽅私はツアー参加者へクリシュナ·リーラとシヴ
ァ·リーラを⾒せてツアーを終えるのである。

アシュトシュ·ババ（容易に嬉しがるババ）



８３．ダルマ·サミーカ
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１９８１年夏、５⽉から７⽉まで、ババは世界中からマルギーと
ワーカーたちを、ダルマ·サミーカ（存在の内なる、すなわち本質
的な特性の分析、スピリチュアルな精査）と呼ばれる前例のない霊
的な審査のために呼び集めた。全員での集まりの中参加者は⼀⼈ず
つ彼の前に⽴ち、⾃らの過去の⾏いと現在のサンスカーラ（潜在す
る⼼的反作⽤）が調べられ、将来の霊的な進歩のために矯正⼿段が
施されるのであった。

編集者

霊的熱望者はサシュタンガ·プラナマ（前⽅へ⾝を投げ出してひ
れ伏す形をとる挨拶）をして彼の前に⽴つのである。このとき体の
不調だけでなく当⼈の全⽣涯の旅についても、ババが診る総合的な
精査のようであった。彼は⽋陥を指摘して、時にはサンスカーラを
取り除くための穏やかな体罰を与え、個⼈向けのアサナを指⽰し、
他にも個別の指図を与えるのである。通常は、アチャリア·ヴィジ
ャヤナンダジがメモを取っておき後で該当するサダカを指導するの
であった。

より明るい未来に向かって

１９８１年７⽉２５⽇に、ババはダルマ·サミーカについて（⼀
部分だが）このように話した。

「ダルマ·サミーカの主な⽬的はジーワ[個の存在]をダグダビージ
ャ（サンスカーラが焼き尽くされた⼈）にすることだ……１５,０
００年という⼈間の歴史全体を通して、このようなダルマ·サミー
カはなかった……ここに集まった⼈たちは確かに良い⼈たちだ。あ
なた⽅の中には５,０００マイル（約８,０００キロメートル）か1万
マイル（約１６,０００キロメートル）離れたところからはるばる
来た⼈もいる。⼀部の⼈々は近くから来ている。確かに、あなた⽅
がここに集まっている背景には何らかの捉えにくい理由がある。あ
なた⽅は皆良い⼈たち――確かに平均より良い⼈たちだ

それがあなた⽅が来ている理由だ。近くに住んでいる⾮常に多くの
他の⼈たちがいるが、彼らは来ない。私の意⾒は、パラマ·プルシ
ャはこれらの良い⼈々のために何かをすべきだ……そこでもし、パ
ラマ·プルシャが個の存在から何がしかの罪を取り去らなくてはな
らないのなら、彼らは重荷から解放されたと感じ、軽くなったと思
うであろう。これらの⼈々、すなわちパーパ[罪]とサンスカーラの
束縛のない⼈々は、多くの⼤きな仕事ができる。彼らの結集した努
⼒によって、彼らはこの地球型惑星に天国をもたらすであろう……
このような訳で、ダルマ·サミーカはここ１５,０００年における最
も画期的な出来事である」

北スウェーデンから来たシスターのアルナはババの前に⽴った。
彼⼥の名前、職業、などを聞く形式的な⼿続き経て、事務⾧は「１
６のポイント」について彼⼥に尋ね始めた。

ババはこれを中断して、このように⾔った。「彼⼥の⾏為につい
て質問する必要はない。彼⼥はベストを尽くしている」

私たちは皆驚いて⾆を巻いた。これは批判する余地がないと宣⾔
されたマルギーの最初の例だった。

私はアルナの顔を⾒た。そのようなババの意⾒がほとんど他の誰
にも起こすであろう膨らむ慢⼼に気付かせることなく、彼⼥は気取
っていないように⾒えた――彼⼥の⽬は涙で光った。彼⼥はババと
共にあることの恍惚の中に我を失った。

神秘主義の導師とともに⾏く旅

ダルマ·サミーカがカルカッタ·オフィスの我がジョドプール·パークの１階で⾏われた。これはほぼ同じ頃に⾒たビルの外部の光景である。



８４．ネオヒューマニズム
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１９８１年１２⽉３１⽇にアナンダ·ナガールで、ババ
は、後に重要な本、「知性の解放：ネオヒューマニズム」
の⼀部となる講話の中で、始めてサマ·サマージャ·タット
ワ（社会的平等の原理）の概念について述べた。

翌年早々彼はネオヒューマニズムの社会理論を提唱し、
１９８２年２⽉２１⽇から３⽉２９⽇までおおかた⽇曜⽇
のダルシャンの講話でその本の残りの部分を述べた。

編集者

しかし実際のところ、少なくとも１０年間既にナヤ·マナ
ワタワドあるいはナヴィアマナワタワドという（「ネオヒ
ューマニズム」という意味の）⽤語を⽤いていた。「知性
の解放:ネオヒューマニズム」の発表の６年後、彼は他のネ
オヒューマニズム関連の講話を含むように作られた連続も
のを始めることを認めた。連続ものとは「知性の解放」よ
り以前に作られたもの、「知性の解放」の後に作られたも
の、そして、将来まだ作られるかもしれないものである。
その連続ものの２箇所――「ナットシェル·第１巻および第
２巻に掲載されているネオヒューマニズム」は――[ババの]
存命中に発⾏された。

ナットシェルにあるネオヒューマニズム」の発⾏者覚え
書き

「ヒューマニズム（⼈道主義）の基本的な精神が、あら
ゆるもの、すなわちこの宇宙の、⽣命のあるものおよび⽣
命のないものに広げられるとき――私はこれを『ネオヒ
ューマニズム』と指定した。このネオヒューマニズムはヒ
ューマニズムを普遍主義へ、すなわちこの宇宙のあらゆる
被造物への愛の礼賛へと⾼める」

１９８２年２⽉２１⽇、カルカッタ

「[ヒューマニズム]は、不動で永遠のインスピレーションの
源――すなわち私がネオヒューマニズムと呼ぶものによっ
て意欲を起こさせられるに違いない」

１９８２年２⽉２８⽇、カルカッタ

「多くの⼈間がネオヒューマニズムの思想を⾝に付けて
いればいるほど、彼らは外界の⾊の代わりに内なる⼼の⾊
に同化される」

１９８２年３⽉９⽇、カルカッタ

「ネオヒューマニズムとは何か？ ネオヒューマニズム
は過去のヒューマニズムであり、現在のヒューマニズム、
そして――新たに明⽩になる――未来のヒューマニズムで
ある……ネオヒューマニズムは新しいインスピレーション
を与え、⼈間の存在のまさにその概念に新しい解釈を提供
する。それは、⼈間が創造された宇宙で最も思慮深く知的
な存在として、宇宙全体の世話をするという重⼤な責任を
引き受けなければならず、宇宙全体への重⼤な責任が彼ら
にかかっていることを受け⼊れなければならないことを、
⼈々が理解するのを助ける」

１９８２年３⽉２９⽇、カルカッタ

「ネオヒューマニズムによれば、最終的で最⾼の⽬標は
個々⼈の実存的な（現実的な存在の）核と「宇宙の実存的
な核」とを⼀致させることである。その結果として、個の
存在の実存的な常態（平常の状態）全体が、「宇宙論的」
な秩序において「⾄⾼の存在」の実存的な常態が「コント
ロールしている核」と1つになる。そして、それがネオヒ
ューマニズムの最も⾼度な表現になる。

１９８２年３⽉２９⽇、カルカッタ

何年も経って、１９８８年４⽉１３⽇に、ババは⾔っ
た。

どんなに偏狭な「主義」も、すべての物的障壁、精神的
妨害、霊的障害がその「主義」の周辺から取り除かれてい
るときにのみ、すべての⼈によって普遍主義へと変えら
れ、そして受け⼊れられる。これは新しい考えであり、私
が「知性の解放：ネオヒューマニズム」という本で説明し
ている。この新しい考えが⼼に残るよう、その本の中で
「ネオヒューマニズム」という語が⽤いられている。

かつて朝の野外散策の後、ババはレイク·ガーデンで階段
を上っていた。彼は⽌まってから尋ねた。「ネオヒューマ
ニズムとは何か？」誰も答えなかった。すると彼は⾔っ
た。「⼈間の⼼の愛が⽣物界と無⽣物界の全体を抱きかか
えるために広がるならば、それがネオヒューマニズムであ
る」

より明るい未来へ向かって

ババの筆跡により１９６１年１⽉８⽇付で書かれていて、これはババが
正式にネオヒューマニズムの概念を紹介する前にその⾔葉を紹介した初
期の例である。



８５．プラバト·サンギータ
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１９８２年９⽉１４⽇、ビハールのデーオーガルで、ババは彼のプ
ラバト ·サンギータ(「新しい夜明けの歌」)の最初の曲を創作し
た。「サンギータ」とはボーカルと器楽による楽曲およびダンスの組
み合わせの意味で、彼は⾳楽の流派を作曲家の名にちなんで名付ける
伝統にしたがいプラバトをその前に付けた。プラバトは「夜明け」と
いう意味なので、プラバト·サンギータは⾳楽の新しい時代の夜明けと
いう意味である。ババは３ケ⽉の内に既に１５０曲以上を創作し、そ
して次の8年余りで、合計５,０００曲以上をもたらしたのであり、彼
以前の知られた作曲家の誰をも凌いでいる。

編集者

歌詞の⼤部分はベンガル語で書かれたが、４０曲以上は他の⾔語、
たとえば英語、サンスクリット語、ヒンディー語、ウルドゥー語、マ
ガヒー語、マイティリー語およびアンギガ語でも書かれている。プラ
バト·サンギータはインドの重要な古典的および民族的な表現⽅法の⼤
部分を継承しているだけなく、中には初めて、ペルシァ、スカンジナ
ビア、中東、中国、そして世界の他の重要な⾳楽の表現⽅法との融合
も果たしている。この⼀連の作品の中には献⾝の歌、[神秘的な熱望の
歌]、霊的な⽬覚めの歌、⾃然界の歌、社会的な復興の歌、民謡、童
謡、[季節の歌]などがある。私たちは多くのさまざまな機会、例えば
結婚式、誕⽣⽇や地元の祭りなどに歌と出会う。

プラバト·サンギータのパフォーマンス――しばしばダンスを伴って
いて歌を歌うことは――急速にほとんどすべてのアナンダ·マルガの⾏
事を特徴づけるものになった。その⾏事がダルマ·マハーチャクラ (Ｄ
ＭＣ)として知られる主要な霊的集会であるなら、創作者はベンガル語
の歌詞が英語とヒンディー語に翻訳されることを望むため、アチャリ
ア·ヴィジャヤナンダ·アワドゥータは英訳を準備して集まりの前にそ
れを読む責任を引き受け、⼀⽅アチャリア·チャンドラナトはヒンデ
ィー語で同じことをした。

年を追うごとに、プラバト·サンギータは⼈気が⾼まり、今や⾳楽界
の多くの著名な⼈物が[その]録⾳に熱⼼にかかわっている。

「プラバト·サンギータ」発⾏者覚え書き

ダダ·ケシャワナンダは私にこのように⾔った。ババが体を去る数⽇
前のこと、医師は、ババの⼼臓に重い負担がかかるので仕事をしない
よう求めたにもかかわらず、救急病棟でプラバト·サンギータの歌を作
り続けていたと不満の意を表した。１⽇だけで１３曲書いた。ある医
師が強く抗議したとき、ババはこのように⾔って応じた。「プラバト·
サンギータを作ることに私は何ら特別な努⼒を必要としない。同様
に、私がシャブダ·チャヤニカ[彼の百科事典]を書くときはいつも、語
句が⾃然に出てくる。あなた⽅はこれらの⼀連の⾏為が私の仕事であ
ると考えるよりむしろ、私の喜びと⾔うべきだ」

ケシャワナンダジは、ババに何が仕事だと考えているのかと尋ねた。
彼は答えた。「私がアナンダ·マルガ、あるいはプラウト、あるいはマ
イクロヴァイタ、あるいはネオヒューマニズムの理念を概念化したと
き、――これらの新たな⾰新的創造には少し努⼒が必要だった」

神秘的な導師と⾏く旅

ケシャワナンダジは、ババに何が仕事だと考えているのかと尋ねた。
彼は答えた。「私がアナンダ·マルガ、あるいはプラウト、あるいはマ
イクロヴァイタ、あるいはネオヒューマニズムの理念を概念化したと
き、――これらの新たな⾰新的創造には少し努⼒が必要だった」

神秘的な導師と⾏く旅

それはダダ·ケシャワナンダが別の質問で追い打ちをかけたときだっ
た。「あなたのどの仕事が最も⼤きな時間とエネルギーがかかりまし
たか？」するとババはプラティークのデザインが最も⾧い時間の努⼒
が必要だったと答えた。このことについては「２０．ババがプラテ
ィークをデザインする」にあるとおり。

マルギーたちがハルモニウム（リード·オルガン）の伴奏でプラバト·サンギータを歌う。ダダ·ダサラトが右にいる。



８６. 歴史ツアー
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ババは数年間のＤＭＣツアーの間に、しばしば歴史的·考古学的な遺
跡を訪れた。１９６２年２⽉には、仏教徒とジャイナ教徒の考古学的
遺跡を２週間ほど探検しながらラーンチーにいたし、１９６６年の全
インドのツアーの間には、彼の散歩の⼀環としてしばしば古寺や他の
ところにも⾏った。アナンダ·ナガール滞在の間には、アスティ·パハ
ル(「化⽯の丘」)やナワチャクラ·グハ(「九つのチャクラの洞窟」)の
ような興味ある歴史的に特別な遺跡を⽰し、アナンダ·ナガールがある
ラルフという場所についてはこのように⾔った。「ラルフ――海の上
に残っているこのゴンドワナ⼤陸の最も古い地域が――⼈間の発祥の
地だった。ラルフにあるアナンダ·ナガールの丘も少なくとも３億年経
っていて、その当時ヒマラヤはなかった」そして、彼が少なくともそ
れらの丘(ベラム)の1つがかつてヒマラヤより⾼かったと話したと⾔わ
れている。

編集者

特に１９７９年からの数年間に、[ババ]は精⼒的な⾃動⾞旅⾏を始
めたが、旅の主要⽬的である霊性の集会を⾏わないときは、彼と彼の
側近はしばしば辺ぴな地域を通り、⼀般の⼈たちと触れ合った。その
ようなときに彼はそれらの場所と民族の歴史――既存する歴史の本の
ページには⾒つけられない歴史について連れの者たちに説明するので
あった……１９８４年の注⽬に値するツアーの後、彼はそのようなツ
アーを「歴史ツアー」と⾔い始めた。

「ここに⾄るまでの歴史」発⾏者覚え書き

１９８４年の最初の４カ⽉間の北インドのツアーで、ババは多くの
史跡を訪ね、それぞれの地域の忘れられた歴史と現地の⼈々の⽂化遺
産について広範囲にわたって語った。ツアーの間ババに同伴していた
歴史の教授、アチャリア·ラグナトに観たことを書き留める義務が課せ
られ、その成果は１９９４年に「歴史を語るＰ·Ｒ·サルカル」として
発⾏された。

１９８７年、ババは、彼の「ヴァルナ·ヴィギャーナ」（⽂字の技法）、「ヴァルナ·
ヴィチトラ」（⽂字の様々な効⽤）および「シャブダ·チャヤニカ」(⾔語集)という講
話によって述べられた歴史的経過を「パト·チャルテ·イティカタ」（「これまでの歴
史」）と名付けた新しい本に編集するように指⽰した。それは同年に以下の献辞とと
もに発⾏された。

「これまでに出会ったが好意的に⾒なかったり、思いやりのある⽬で⾒なかった⼈
々、あるいは、もし偶然に⾒たとしても彼らを知らない⼀族の⼈だと思いカーストの
どの階級にも属さない⼈として扱った⼈々――彼らに敬意を表して、私はこれらの⼆
⾔三⾔を書いた。私は⼈間、動物、⿃、⽊、つる植物、花、および果実とともに震
え、⽣命とともに⿎動するこの宇宙の被造物がとても好きなので書いた。私は、物理
的距離や障壁を受け⼊れたくない。すべての⼈が私⾃⾝の家の⼈だ。私はその同胞に
この本を⼿渡す。「彼らがほほ笑んで受け取ってくれるなら、私は嬉しい」

クシナガルのパリニルワナ寺の正⾯に⽴つババ、１９６０年９⽉２９⽇

マドラスでの散
歩、１９６６年

ババによって描かれたアーリア⼈の侵⼊ルート図



８７．ババの⽇課
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ババの⽇課は、年⽉を重ねるにつれて変化した。いくつかの
共通の要素は、毎朝２～３時間、毎晩１～２.５時間の霊性修
⾏。少なくとも1⽇に⼀度（後年はしばしば1⽇に⼆度）の散
歩。さまざまな種類の組織の仕事、報告（朗報）を受け、個⼈
的接触（ＰＣ）を⾏い、状況と場所、旅⾏中かどうかに応じて
⼀般ダルシャンを⾏う。様々な主題について⼜述し、しばしば
⼀般ダルシャンの講話について明瞭化のため詳し述べる。プラ
バト·サンギータを授ける。そして、もちろんより⽇常⽣活に必
要な、⼊浴、⾷事、休息、および睡眠などは誰に聞いても最⼩
限であり、⼜述をしたり、プラバト·サンギータを創作したり、
個⼈的なアドバイスをしたり、信奉者への気配りをする。その
間にしばしば、側近たちは彼のマッサージというとても引き受
けたがっている役割を果たすのである。

かつてババは⾔った。「システム（体系だった秩序）のない
速度は危険だ。そして、速度のないシステムは役に⽴たない」
彼は⾔う。「システムのとおりすべてのことをしなければなら
ない。その時、スイスの雪の中で裸⾜だった――むしろ私の⾜
は熱かった。私は少しの難しさも感じなかった。システムを作
りなさい。私は5年4ケ⽉と2⽇間少しも⾷べ物を摂らなかっ
た。――だが、少しの難しさも感じなかった。特別医療班がデ
リーから来たとき、医師は⾔った。『ババの⼼臓は私たちのも
のより強い』記憶が衰えてもいないし、脳の問題もなかった。
⽣まれて1⽇しか経っていない⾚ん坊のときから私の記憶は完璧
だ。私はすべてのことを覚えている」

ババがカルカッタに住んでいた数年間、私たちが彼を散歩に
連れてよく⾏く⽬的地があり、そこは植物園やスンダルバンス
（ガンジス川の河⼜、マングローブの林あり）のようなところ
であった。例えばボートの中の部屋でババが座っている青い写
真は、植物園へ⾏く途中フーグリ川を横切っている間に撮影さ
れた。場所がスンダルバンスのように少し遠かったら、私たち
は１⽇早くババに知らせて、許しを得なければならない。しか
し、私たちの最もよく⾏く場所はゴル公園の近くのラビンドラ·
サロバルという⼤きな湖で、⽇陰になった歩道によって取り囲
まれている。ここはレイク·ガーデンズの家から近いところにあ
り、歩いていて⼼地よい場所だった。特に夜、私たちの⾃由に
できる時間が少ないときに彼を連れて⾏くことができる距離に
あった。

アシュトシュ·ババ

アナンダ·ナガールのマドゥー·カルニカの屋根の上を歩くババ
散歩のために植物園へ⾏く途中フーグリ川を横切るフェリ

ーで撮られた「青い写真」



８８．個⼈的接触（Personal Contact）
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ババとの個⼈的接触（ＰＣ）は⼤切にして⼼に持ち続ける経験
であり、弟⼦の⼈⽣の最も⼤切にして⼼に銘記する経験に違いな
い。しかしながら、社会的制約と妥当性のせいでババは男性の弟
⼦のみを個⼈的に受け⼊れることができた。個⼈的な出会いの場
で、ババは、サンスカーラをしっかりと受け⽌めることによって
弟⼦の⼼を引き上げるのであり(そうしないと、サンスカーラは⾃
然の成り⾏きで燃やし尽くされねばならない)、だから弟⼦への強
い霊的な後押しになる。ババが弟⼦を膝に乗せて、愛情深い⽗親
の⼼からの愛をもって軽く撫で、あるいはひとみをじっと⾒詰め
て、「⼈類のために尽くすのだよ、私の息⼦よ」と⾔うとき、弟
⼦は奮い⽴ち⽣まれ変わった⼈として現れるのである。

ＰＣの物語の多くは下記のようなよく⽬にする順序で⾏われ
た。

あなたはババの部屋に⼊る、サシュタンガ·プラナムをし、それ
から彼の前に座る。ババはあなたの名前、あなたが来たところ、
あなたの⽴場、任務などを尋ねる。次に彼は彼の全知の洞察⼒に
よってあなたの⼼の中を⾒て、過去の重要なことを掘り起こす。
彼はすべてのこと、あなたが忘れているかもしれないことさえ知
っている。彼にとって隠されているものは何もない。彼はあなた
の過ちを指摘し、それが何であれあなたをそのことで叱り、また
彼は棒で叩いて罰を与えることもある。そして彼はある約束をす
るよう求める。より良い⾃分であり、理想的な⼈であり、義務を
引き受け、苦しむ⼈類に尽くすように。そして、世俗的な愛や愛
情よりもはるかにすばらしい愛と愛情をあなたに浴びせる。そし
て、最後に親指をあなたのアッギャ·チャクラに、残りの指をあな
たのサハスラーラ·チャクラに置いてあなたを祝福する。

編集者

ババが、１９６０年にゴラクプルを訪問したとき、プラタパデ
ィティアはババに、どうやってババは⼈の過去についてそれほど
よく知ることができるのかと尋ねた。ババは次のとおり答えた。

「プラタパディティア、あなたの顕在意識をあなたの原因とな
る⼼と同じくらい精妙にすると、あなたは、相⼿が誰であれ精神
の最も奥まったところに⼊って、その⼈の⼼がその最初から受け
たすべての経験を明らかにすることができる。すべてのことが原
因となる⼼に蓄えられる。あなたの⼼を⼗分精妙にすると、あな
たはすべてのことを知ることができる」

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

個⼈的接触をした後の弟⼦へのババによる⼿書きのメモの断⽚。⼀番下の⾏には以下のようにある。「ＰＣの後シュリー·ナンダンへ与えられた指⽰」

１９６２年５⽉３１⽇のババの⽇記より

「朝、ジャグリティへ⾏く。マドゥーバニのナレンドラ·ク
マールと個⼈的接触（ＰＣ）をする。労働問題についての
クラスを開く。オフィスへも⾏く。健康だが弱っている。
久しぶりに、⼣⽅ジャバルプルからドゥムラウンのサティ
アナラヤナが来る。多くの他の者も居合わせる」



８９．⾰新的な結婚（Revolutionary Marriage）
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ババは⾰新的な結婚の概念を［このように］説明した。「さまざまな
⼈種とさまざまな⽂化を切り離す垣根を壊す最も簡単で最も良い⽅法
は、異なる階級間と異なる⽂化間の結婚によるのである。異なったカー
ストの⼥性と男性が結婚するとしよう。それは、彼ら⾃⾝のカースト意
識を解消するのを助け、そして彼らの⼦供にはカーストがなくなること
になる。インドの男性がイギリスの⼥性と結婚するとしよう。インドの
男性はイギリスが滅びるのを決して⾒たくないし逆もまた同様だ。彼ら
の⼦供にも反イギリス、あるいは反インドの気持ちは⽣まれない。これ
が垣根を破壊する最も簡単な⽅法だ」

アナンダムルティ: ジャマールプル時代

１９５７年にジャマールプルでババはこのように⾔った。

「[アナンダ·マルガ]の催しにおいてはすべての⼈種、カーストあるいは
宗教のメンバーが対等な⽴場で参加する。共同体やカースト、⼈種や国
が結婚話をまとめることなどの上でしばしば考慮すべき主要な事柄とな
っている。マルガではそのような事柄はない。マルガでは⼈間のこれら
のささいな違いは少しも重視し。ない

アナンダ·マルガでは男性と⼥性の両⽅が等しく責任を持つ。マルガで
は結婚に当たり指⽰された⽅法で、男性と⼥性の両⽅が等しく責任を持
たなければならない……⼥性と男性が同じ⽴場にあると考えるため、男
性が⼥性より上位であると考えてはならないのは明⽩である」

１９５９年１０⽉１７⽇に彼はこのように⾔った。

「この社会的不公正［持参⾦制度という］は⼥性に経済的⾃⽴を許す
ことと、カースト間結婚と国際結婚を奨励することによって取り除くこ
とができる。現在そのような動きが緊急に求められている」

［そしてパトナで１９７８年１０⽉１５⽇に彼はこのように⾔った。

「これはどんな⾏動規範の部分としても書かれていないが、いろいろ
検討してみた上での私の意⾒は、⼈が結婚に失敗した場合、あるいはあ
る⼈の兄弟、姉妹、息⼦や娘の結婚話をまとめるのに失敗した場合、⾰
新的な結婚の⽅法に照らして、私たちはその⼈がアチャリアになること
を認めない。このようにして彼らがアチャリアになること、そしてその
権利を楽しむことに対して⾨戸が閉じられている。⾔い換えれば、⾰新
的な結婚の⽅法に従って結婚した⼈たち、そして結婚の後にアナンダ·マ
ルガに加わった⼈たちは、彼らの兄弟·姉妹の⾰新的な結婚話をまとめる
べきである。そして彼らの兄弟·姉妹が既に結婚しているなら、少なくと
も次に、彼らの息⼦と娘たちの⾰新的な結婚話をまとめるべきである。
私は、これが本当に論理的な⼿順だと思う。私たちの組織には偽善者の
居場所はない」]

ババは⽣涯の終りに向かう１９９０年８⽉に、ダダ·ケシャワナンダに
尋ねた。「アナンダ·マルガが実際に最も⼤きく貢献していることは何
か？」ダダは、ババが正解として認めなかったプラウト、マイクロヴァ
イタ、アムルトなどを思いついたが、その後、⾰新的な結婚という考え
が⼼にひらめいた。ババは⾔った。「そうだ、ＲＭ（⾰新的な結婚）は
アナンダ·マルガが実際に最も⼤きく貢献していることだ」⼈間社会で⼈
種、カースト、宗教および他の敵対させる垣根という隔壁の破壊をもた
らすのだから。他にも、ババはアナンダ·マルガが⼀つまたは⼀つ以上の
理由によって、ＡＭＵＲＴ、ババ·ナム·ケワラムのキールタンと⾰新的な
結婚などさまざまなことをとおして知られるようになるだろうと述べて
いる。

１９６３年３⽉２４⽇のババ
の⽇記の内容

「シャシランジャンがデリー
から来ていた。異なった宗教
の⼈々がマルガの原則により
何の障害もなく結婚できるよ
うな法案を議会で可決するこ
とに関して彼と話し合ってい
た」

１９８７年１２⽉１４⽇、ババはキムシュクを選んだ。アナンダ·ナガールで１９６６年から１９７４年まで学校に通っていて、ランチから来た善良な
マルギー·ファミリーであり、元の名はラジャト·ドゥッタである。アチャリア·キムシュクは１９８９年１２⽉１２⽇にアチャリア·ハラ·プラサドの⼀番
若い娘、タヌカと結婚した。ババは結婚式に出席して彼らの結婚を祝福した。



９０．ＤＭＣ
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ダルマ·マハーチャクラ(ＤＭＣ)はマルガ·グルとしてのババの役割の中
でババが取り組む最も正式な霊的な集まりである。彼⾃⾝がそこにいる
ときにだけ開催され、彼がヴァラバヤ·ムドラを授けた場合にだけＤＭＣ
であると考えられた。それ以外はダルマ·マハーサンメラン(ＤＭＳ)と呼ば
れ、彼⾃⾝がそこにいるときにＤＭＳが⾏われたのは今までに３回だけ
であり、ドイツのティンメルンで１回、インドで２回である。

１９８０年代、ＤＭＣの間に⾏われる催しの順序はおよそ以下のとおり
だった。

ババのパンダル（会場）への到着、ババを花輪で飾る、プラバト·サン
ギータを歌う、ババが結婚を祝福する、ババが賞を与える、彼の前でカ
ウシキーとタンダワを踊る、プラバト·サンギータを歌う、ババのＤＭＣ
の講話、サンガチャドゥワン、ババのヴァラバヤ·ムドラ、グル·プジャ、
ババの祝福、そして最後にババはアワルタ·キールタンの間にパンダルを
去る。

ババは⽣涯におよそ３５０回のＤＭＣを⾏った。ある年――１９６６
年には１年間に３９回⾏った。私たちには、現在のところＤＭＣの講話
２１５回の記録がある。他のものは記録されなかったかまだ⾒つけられ
ておらず、⾒つからなければ後の世代に伝えることができない。

アナンダ·ナガールで１９８９年１⽉１⽇に⾏われたババのＤＭＣの講
話の主題は「⽣物学的変化が精神の変質と関連している、逆もまた同
様」だった。その講話は以下のように締めくくられた。

「だから、あなた⽅の未来は明るい――明るいだけでなく保証されて
いる。あらゆる種類のドグマのない新しい霊性の⽣活が近い将来必ず実
現する。⾁体的、精神的、および霊的な存在がすべて前⽅へ動いている
パラマ·プルシャの内向きのこの段階で、この永遠の遊戯の中で、ある⽇
精神性が霊的な領域へと⾼められ、そして、個意識が「宇宙意識」と１
つになる。パラマ·プルシャもそのめでたい⽇を待っている。「彼」はあ
なたと共にある――「彼」が適切な指⽰をあなたに与える、その結果、
宇宙の創造物の救済のための「彼」の絶対的な真実があり、あなたは難
なくゴールへ到達する」

「『彼』は必要なことをする。あなたは、ただ『彼』に従順であり続
け、ただ『彼』の仕事をし続け、そしてあなたのすべてのエネルギーと
ともに『彼』の⾔うことに忠実である。あなたの⾼貴な⾏為とあなたの
霊性の追求によって『彼』の内に向けられる思いの速度を加速させよ
う、そしてその⾦⾊の⽇を最も早く来させてあなたの⽣命を光り輝かせ
よう」

アナンダ·ナガールでの１９８９年６⽉４⽇のＤＭＣ



９１．ヴァラバヤ·ムドラ
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ヴァラバヤ·ムドラ、恐怖⼼を持たないことを教え神の愛を授ける⾝振り
は、ヴァラ·ムドラとアバヤ·ムドラの組み合わせである。左⼿は左のももに
⼿の平を上向きにして置き（ヴァラ·ムドラ）、⼀⽅右⼿は上げて⼿の平を正
⾯に向ける (アバヤ·ムドラ)。

ババは説明する。

「……アバヤとは『恐怖⼼を持たないこと』という意味である。私たちが
創造と破壊という幻想に向かい合うとき、『⾄上の存在』が私たちに⾔
う。『神経質になることはない、恐れることもない、再び創造がある』……
⼈がヴァラバヤ·ムドラに⼼を集中するなら、ポジティブ·マイクロヴァイタ
の直接的な影響が聴覚や他の神経細胞およびコントロール細胞にもある……
⼈はこれらの２つのムドラに注意を向けるべきで、他のものではない。マイ
クロヴァイタはこれらの２つのムドラを通して発せられる。これは内⾯的な
秘密である」

ババは各ＤＭＣの講話の後ヴァラバヤ·ムドラを授けるのだが、いつもはこ
のムドラを特別なブレッシング（恵み）の前、ときには後で授けるのであ
る。

ｻﾙｳｪﾄﾗ ｽｷﾅｰ ﾊﾞﾜﾝﾂ ｻﾙｳｪ ｻﾝﾂ ﾆﾗ-ﾏﾔｰ
Sarve’tra sukhinah bhavantu sarve santu nirámayáh
ｻﾙｳｪ ﾊﾞﾄﾞﾗﾆ ﾊﾟｼｬﾝﾂ ﾅ ｶｼｭﾁﾄﾞ ﾄﾞｩｰｶﾏﾌﾟﾇﾔﾄ
Sarve bhadráńi pashyantu na kashcid duhkham ápnuyát
ｵｰﾑ ｼｬﾝﾃｨ ｵｰﾑ ｼｬﾝﾃｨ ｵｰﾑ ｼｬﾝﾃｨ
Oṋḿ shántih oṋḿ shántih oṋḿ shántih

彼は１９８９年６⽉４⽇のアナンダ·ナガールでの「礼賛、推論および性
癖」という講話の後、その恩恵についてのこの解釈を述べた。[その際、彼の
ヴァラバヤ·ムドラに結びつく写真が撮られた]

「すべての⼈を幸せにしよう。すべての⼈の⾁体的·精神的なあらゆる病を
治そう。すべての⼈にあらゆるものの明るい⾯を⾒せよう。周囲の事情の圧
⼒の下でのどんな困難も誰にも被らせないようにしよう……オーム·シャンテ
ィ、オーム·シャンティ、オーム·シャンティ」

ババがヴァラバヤ·ムドラを授けるときには、ナマスカーによって始
め、次に両⼿を離し、左⼿を左ひざに降ろして⼿の平を上向きにし、右
⼿は右の肩近くに上げて⼿の平を正⾯に向ける。

アナンダ·ナガールでの１９８８年１⽉１⽇のＤＭＣでのヴァラバヤ·ムドラ（左）およびその直後（右）をする直前のババ（ムドラそれ⾃体は視聴制限のため⽰すことがで き
ない）９０．ＤＭＣに載せたＤＭＣの写真も⾒てください。ヴァラバヤ·ムドラを与える前と後のババも⽰している。

以下の報告はこのムドラを受けた⼈の多くの類似した経験のうちの1つ
である。

「突然、⼤きな波が私の体をすべて洗ったように感じた。それから⼼
がものすごく広がったように感じた。まるでババが無限の宇宙の端を開
けて、それをまさに私全体に浴びせているかのようだ。私の体のあらゆ
る細胞が⾄福に振えた。初めて神の恵みが何であるかを本当に感じて、
私は泣きに泣いた。」

第６レッスンのヴァラバヤ·ムドラの写真に２つのバージョンがある。最初のものは１
９４０年代前半から半ば頃にアジト·ビスワス（ババのいとこナンク）の家で撮られ、
そして、２番⽬のものは１９６０年代のあるときカルカッタのＤ·ラタン＆写真スタジ
オ社で撮られた。また、両⽅ともジャヌスパルシャ·ムドラ(両⼿の平を上向きにして
いてひざの上に置く)の写真を含んでいる。ババが出版した本の多くの最初のページを
飾るよく知られた「紳⼠の写真」も2番⽬ (１９６０年代) の撮影の間に撮られた。バ
バ⾃⾝がそれを「紳⼠の写真」と名付けた。



９２．報告会
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組織が⾧年にわたって成⾧したので、ババは徐々に報告会の体
系を作り上げた。彼は組織的作業について責任範囲の観点から
報告を受けるのであった。最初にホールタイム·ワーカーから、
しかし後にはブクティ·プラダン(地区⾧)とＬＦＴ（地⽅の活動
員）のような重要な責任をもった⼀般マルギーからという順で
ある。最終的には、報告会にはＲＤＳ[review(再調査)、defect(⽋
陥)、solution(解決)]という名前が付けられた。

編集者

ババが報告会に来ると、ワーカーたちは⽴ち上がり、そして
ほとんどの場合報告会は⽴ったままで⾏われる。時には、⾧く
かかり過ぎることもあり、ババは座るように⾔う。通常ババは
ＧＳ(事務⾧）に、当⽇報告をすることが予定された⼈たちの名
前を読み上げるように求める。するとＧＳは名前を発表する。
セクターの報告の場合にはＳＳマニラ·セクター、ブクティ·プラ
ダンの報告の場合にはＢＰフーグリのようにだ。

決まった順番があり、最初にＥＲＡＷＳ、次にＳＤＭ,ＰＵ、
セワ·ダル、および最終的にさまざまな部署である。ババは彼ら
に問うて、規則に違反していたワーカーたちをいつも⾒付けて
皆の前にさらけだすのであった。次に彼らに罰を与えるのだ
が、むしろ私がババの指図の下で彼らに罰を与えることにな
る。皆に幾つかの⾄らないところがあるので、⾃分の間違った
⾏いに対して罰せらる⼈がいつもいた。⾃分の仕事をやり終え
ていなかった⼈たちは、⼀定期間内に⾃分の仕事をやり終える
という⽂書を、通常⼀⽇以内に出さなければならないのであっ
た。

ババが話しているときに守るべきエチケットもあった。1つ例
を挙げる。それはババが誰かと話しているときには誰も割り込
むべきではないというのが規則であった。話すようにと彼が⽰
したときにだけ話すべきだ。かつて、ババは、チャパティ(イー
スト菌を⼊れていないパン)を作るために⼩麦粉と⽔を混ぜてパ
ン⽣地を作るときに⽤いる英語の動詞について、海外のあるダ
ダに尋ねていた。ババは何度か尋ねたが、このダダはその⾔葉
を思い出すことができなかった。するとあるインドのダダが⾃
発的に発⾔した。「ババ、その⾔葉は『knead(こねる)』です。
ババはすぐに怒り、このように⾔った。「あなたに尋ねたので
はない。この青年に尋ねたのだ。私はあることを彼に教えたか
った。それは彼の国の⾔葉だ。彼は⾔葉を知っているがそれを
思い出せなかった。あなたはなぜ邪魔したのか？」ババは私
に、秩序を破った彼をかなり⾧い間罰し続けさせた。「もっと
強く叩きなさい」彼は私に⾔う。「もっと強く叩きなさい」

アシュトシュ·ババ

ババ以下のように⾔った。

「私たちの⽬的は矯正であって、罰することではない。私た
ちは誰をも苦しめたくはない。彼らがいったん⾃分の誤りに気
付くと、そのことは終わっている……私は強くて厳しいが、あ
なた⽅のすべてが⼤好きだ。深く愛している。あなた⽅は、私
がどれほど愛しているかを知ることはできない。だが私は厳し
い」

知られていない出処

後に、私はある年⾧のワーカーに、皆がどのようにしてババ
の罵りを我慢したかを尋ねる機会を得た。彼は⾔った。「私た
ちは、タントラの⾧い伝統から、グルには弟⼦を動物の⽣活か
ら戦⼠の⽣活へそして神の⽣活へと⾼上させる責任があること
を知っている」これを達成するために、グルの振舞は⾮常につ
らいこと極めて快いことの間を上下させなければならない。そ
して、それは弟⼦それぞれによって変わる。

「さらに重要なことであるが、ババは助⼿のワーカーたちに
対してどのように⾏動するかを私たちに教えた。私たちが⽤い
る厳しさの部分１０に対して、少なくとも愛の部分１１を与え
なければならないと⾔った。ババの場合には、すべての厳しさ
は彼の無限の愛とは⽐べものにならないと感じている。ババは
私たちのためだけに存在している。彼は⾃分のためには何もし
ない。ババに関して正しい、あるいは間違っていると他の⼈が
信じているとしても問題ではない。それが私の毎⽇の経験なの
だから。それがどのような厳しい扱いでも彼と私の関係をぐら
つかせることができない理由だ」

皆にさまざまなニーズがある――⾃分⾃⾝の道がある。ここ
何年も幾⼈かのダダはババに厳しく叱られていて、幾⼈かのダ
ダは⼀度も叱られることはないのだが、ほとんどのダダはこの
⼆つの中間にあるのを私は知っている。ディディたちへの接し
⽅に関しては――彼⼥らは決して体を叩かれなかった。彼⼥た
ちはババの叱りの棒で叩かれた。彼⼥たちの⾁体的苦痛は取る
にたらなかったとはいえ、なぜかそれは彼⼥たちにダダたちと
同じ程度に⼼を開かせ、明け渡させ、そして変化させた。

神秘主義の導師とともにした旅

ティルジャラでの１９８６年６⽉の報告会



９３．歩く百科事典、⾔語学者および預⾔者
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ババは若い頃、「歩く百科事典」として知られていた。後年、マ
ルガ·グルとしての他のすべての責任の真っただ中で、⽂字通り百科
事典を作成した。⽇曜ダルシャンの伝統を続けることは１９８０年
に「ナマミ·クリシュナスンダラム」によって始まり、次に１９８２
年の「知性の解放:ネオヒューマニズム」および「ナマ·シワヤ·シャ
ンタヤ」と続き、１９８５年９⽉８⽇には、彼は⽇曜ダルシャンの
特別なシリーズを始め、それは次の５年にわたり、最終的に「シャ
ブダ·チャヤニカ（⾔語集）」の２６卷を包含するものとなった。

編集者

「シャブダ·チャヤニカ」は、表向きはベンガル語の⾔語学と⽂献
をテーマにしたシリーズであるが、実際には、それよりずっと範囲
が広い。著者は⼈間の知識を⾔葉という基盤を⽤い、歴史、地理
学、医薬、科学、芸術、宗教、哲学などのすべての様々な特性を通
して読者を旅に連れて⾏く出発点とした。そしてその過程で、彼⾃
⾝のユニークな知恵の消すことのできない痕跡を加え、新しいアイ
デアによって私たちの経験を豊かにし、さらには私たちが以前決し
てできなかった⽅法で我々⼈類の遺産を⾒ることができるようにし
た……最も偉⼤な著者がするように、彼は読者の興味を引き付けて
⼈間の知識の庭を隅々まで楽々と、⼀⾒無尽蔵に⾒える逸話、個⼈
的な経験および物語を⽤いる⾮常に有能な語り⼿である。ここにい
たるまでに著者は世界で５番⽬に広範囲にわたって話されている偉
⼤な古典的原型に最も近い⽣きている⾔語のサンスクリット語に磨
きをかけて進化させた。」

「シャブダ·チャヤニカ」発⾏者覚え書き

「シャブダ·チャヤニカ」の講話を⾏う前に、ババは１９８３年６
⽉から１１⽉まで「ヴァルナ·ヴィギャーナ (⽂字の科学)」を出版し
た。１９８４、１９８５年に⼿掛けた８卷のシリーズ、「ヴァルナ·
ヴィチトラ(⽂字のさまざまな⽤法)」があとに続いた。ベンガルの著
名な学者が「ヴァルナ·ヴィチトラ」の数章を読んだときの気持ちを
述べた。「私は驚異の念に打たれている。これは机上の知識を書い
たものではない。啓⽰の書だ」

１９７９年、ドイツのハノーバーでババは⾔った。「１９８０年
を過ぎて集合⼼理学において⼤きな変化を期待してもよく、２００
０年までに⾰新的な変化が始まるだろう」

１９８４年５⽉２６⽇に彼は⾔った。「⼈類は新時代の⼊り⼜に
いる」そして１９８７年１０⽉、ブクティ·プラダンの報告会のとき
には「私たちは新時代の⼊り⼜に⼊った」と語り、そのとき彼の前
に座っていたギリダーラは思い出す。「彼は、私たちのすべきこと
はその新時代にどう⽣きるかを⾒つけ出すことだと⾔った。彼は私
たちに理想を与えたが、私たちは実際にそれをどのように実践する
かを⾒つけ出さなければならない」

ダダ·プラナワトマカナンダによれば、ババはかつてシュバシュ·ナ
イクに⾔った。「『宇宙⼼』が『神』－中⼼の哲学を証明する時が
来ていると思ったならば、個の⼼もすべてそれ相当に考え始める。
すると今不可能に⾒えることが⾃然なことになる」

編集者

ある夜ババが散歩から戻ったとき、私たちは彼のプラバト·サンギ
ータを歌い始めた。しかしババは座らなかった。代わりに彼は⽴っ
て、低くて変わった⾳が多く含まれる古代語で私たちに話し始め
た。そして彼は⾔った「この⾔語は1万年以上の間聞かれることはな
かった」

低い声を続けて、ババは⾔った。「あなたが最初にパラマ·プルシ
ャ(⾄上の存在)を知った時点が年⽉を経て⾮常に古くなったので、そ
れは思い出すことができない」彼はこれらの最後の⾔葉の発⾳を引
き延ばした。

そしてババは、古さと直観で得られた知識の揺れによって当惑し
ている私たちを、夜気の中に残して家の中に⼊った。

私の導師との出会い

ババは、このニュースレターのタイトルは元のマイティリー語
（インド、ビハール州の⾔葉）の⼿書きであるべきだと書いている
(右上にババによって正しく書かれている)。そしてタイトルの下に⼿
書きのベンガル語で副題を「唯⼀のマイティリー·デイリー」と書い
ている。

[１９８０年６⽉３０⽇にパトナのパタリプトラ·コロニーでババに
よって書かれている。これは⼿書きの変化の過程と関係している]

アムリヤ [ラタン·サランギ

ウルドゥー語（パキスタンとインドのイスラム教徒の⾔葉）、オリー
ヤ語（インド東部オリッサ州の⾔葉）およびもう⼀つの判別不能な⾔語
のババの筆跡。１９５８年にラムナガル（インド北部ウッタラーカンド
州）で書かれた。

１９８３年７⽉２４⽇の⽇付で、ババは⼿書きのシュリーハルシ
ャ（書記体系の１つ）で、およそ１,５００年前に⽣きたハルシャワルダ
ナ王の名前を書いている。１９８１年に彼は⾔った。「古代の⼿書きの
ブラフミー（すべての書記体系の先駆けと⾔われる）の変形されたもの
が⼿書きのシュリーハルシャである。発⾒された彼の筆跡の署名（シー
ル）がこの⼿書きで書かれていたので、それはハルシャワルダナ王にち
なんでシュリーハルシャと命名された」



９４．ティルジャラの洪⽔
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１９８６年９⽉、ティルジャラでのデリー·セクターのＲＤＳ（「レビ
ュー、⽋陥、解決」）の間に、豪⾬がＶＩＰナガル地域全体を⽔浸し
にした。ワーカーたちはアムルトとアムルテルの信念で、急遽⾏動に
出て⽴ち往⽣している⼈たちを救い、⾼台に避難させて、周囲の近隣
の⼈たちに災害救助の⼿を差し伸べた。ワーカーたちは次に⾷べ物と
援助物資を分け与え、近くのイースタン·メトロポリタン·バイパスの
近くに無料キッチンを建てて、毎⽇何千⼈もの⼈々に⾷べさせるので
ある。ある時点で、ババを安全のためティルジャラ地区のマドゥ·コラ
カから、レイク·ガーデンズの彼の住居、マドゥー·マラインチャに避
難させるべきだと決められた。

ババは周囲の近隣の⼈たちのすべてが安全で必需品が満たされるまで
は避難するのを拒んだ。その後にのみ同意したのである。

９⽉２５⽇、ティルジャラからのババの避難は感動的な場⾯だっ
た。ババはゴンドラのようなボートに座り、ワーカーとマルギーたち
が迂回道路のより⾼いところへと胸まである⽔の中を引っ張って⾏
く。そこで彼はレイク·ガーデンズへ⾏く特別仕⽴てのバスに乗るのだ
った。



９５．ＲＵ（ルネッサンス·ユニバーサル）の講話
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ＲＵの講話は、ルネッサンス·ユニバーサル代表のババの演説
であった。最初のものは「現代の問題」１９５８年１⽉２６
⽇、バーガルプルのトリモハンでのＤＭＣの際⾏われたＲＵ代
表の就任演説だった。私たちには、記録されたＲＵの講話をさ
らに２６回分の持っていて、恐らくもっと⾒付かるであろう。
演説の題名を上げると、「科学と⼈⼜抑制」、「タントラとイ
ンド·アーリア⽂明」、「⽂明の未来」、「マイクロヴァイタ
ム、すなわち宇宙の要因の神秘に満ちた放射物」、「極微精神
の切望の４つの側⾯」、「物質と抽象的なもの」などがある。

１９９０年６⽉２⽇にアナンダ·ナガールで⾏われた最後のも
のは、「⼼の広さが⼤きくなる」であった。その講話の終わり
は以下のとおりであった。

「霊的な次元から発する思考だけが⼈類をドグマの破壊的な影
響から救う。それ（ドグマ）は⼈間同⼠を引き離して、⼀つの
⼈間社会を作り直す際の障害になる。

最後のＲＵ講話「⼼の広さが⼤きくなる」について述べるババ

道理にかなったものとするこの過程は、⼈間に本来備わってい
る⼼のあらゆる特徴を作り直す潜在能⼒によってなされるべき
である。私たちは近い将来これをしなければならない。この課
題は独特のものだが、⼈間社会にとても多くの苦しみ、とても
多くの境界線を作っていて――あまりにも多くの⾎なまぐさい
戦い、多くの武⼒衝突を起こしているので私たちはそれを解決
しなければならない。この問題は宇宙全体の平和を乱すかもし
れないのだ。

「したがって、私たちは、⽣命の３つの影響⼒――⾁体的、
精神的および霊的な――のすべての中で、この問題を解決し
て、新世界を作り上げなければならない。私はあなた⽅青年た
ちが、その努⼒を結集して、これに対して具体的なことをする
よう望む。あなた⽅は取るに⾜りない存在ではない。あなた⽅
は「⾄⾼の主」がほめたたえる⼈たちだ。だから、あなた⽅は
すぐに具体的なことををしなければならない。困難な状況は遅
れに耐えることはできない」



９６．マイクロヴァイタ
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ババは１９８６年１２⽉３１⽇にカルカッタでのＲＵの講話に
おいて、マイクロヴァイタ――彼によると現在の⼈間の知的能⼒
の２００年先を⾏く科学を紹介し、創造性に富んだ画期的な「マ
イクロヴァイタム、すなわち宇宙の要因の神秘に満ちた放射物」
であるとも述べている。

以下はその講話からの抜粋である。

「原⼦、電⼦あるいは陽⼦よりさらに⼩さく精妙な、⾁体的お
よび精神的な表現の両⽅の領域に、そしてエクトプラズム（[⽣
物]外形質、〈細胞質の〉質、[⼼霊]霊媒の⾝体から発出すると仮
想される物質）より精妙な精神的領域に⽣じる存在がある。その
ようなもの、あるいはそのような存在について、私は「マイクロ
ヴァイタム」という⾔葉を⽤いる。このマイクロヴァイタム、複
数ならマイクロヴァイタは、プロトプラズム（原形質：⽣命の物
質的基礎とされる無⾊透明、半流動性の物質）の秩序のある状態
にはなく、炭素分⼦や炭素原⼦との関係がほとんどないものとし
て、この宇宙における⽣命誕⽣の初期段階として扱われる。⾁体
的な性質に関する限り、これらのマイクロヴァイタの⽴場はちょ
うどエクトプラズムと電⼦の間にあるが、それは、エクトプラズ
ムでも電⼦でもない。

「……対象物あるいは単に物について、私たちがその存在を知
っているが、その特徴やその他の詳細を知らないならば私たちは
それは『神秘的』であるという。だからこれらのマイクロヴァイ
タについて、私たちは神秘的であると⾔ってもよい……それらは
原形質の秩序のある状態にはないので、それらが原⽣動物の構造
か後⽣動物の構造かという疑問は起こらない。それらは神秘に満
ちたものだ。

「今、このマイクロヴァイタムあるいはこれらのマイクロヴァ
イタについて広範囲な研究活動をすべきだ。私たちの任務は⾮常
に⼤きく、これらのマイクロヴァイタについての研究活動をすぐ
にこれ以上遅れることなく始めなければならず、そうでなければ
現代社会における多くの問題が良い⽅法で解決されることはない
であろう。プラマ[釣合と均衡]は知性あるいは知性の追求の分野
における本質であり、同様に、より⾼い知性の領域においてこれ
らのマイクロヴァイタについての研究活動が極めて必要であり
……⼈間がこれらのマイクロヴァイタを適切にコントロールをす
るときが確実に来る。

「私は、霊的サダナによって、むしろ⾁体的·精神的·霊的サダ
ナによって、私たちの⼼はそのすべての層において発達し、そし
て理解⼒、想像⼒も発達し、そして発達した理解⼒によって、私
たちはこれらのマイクロヴァイタのあらゆる秘密を知ることにな
ると考える」

１９８６年の終わりのあの最初の講話から１９８９年６⽉まで
の次の２年半以上の間に、ババは、およそ２０回以上この新しい
科学につて講話を⾏い、１９８９年６⽉１０⽇に、「マイクロヴ
ァイタと宇宙論」という最後の黒板セミナーで締めくくった。バ
バはそれを新しい傾向の考え――すなわち新しい哲学的アプロー
チ……あるいは哲学的思考の新しい学派と呼んだ。１９８８年に
彼はマイクロヴァイタ研究のためのマイクロヴァイタ⼩委員会を
創設した。彼はかつてその委員会に次のように告げた。

「現在、ポジティブ·マイクロヴァイタが『宇宙の存在』によっ
て留め置かれて、惑星地球をコントロールしている。最もショッ
キングな出来事があるとしても、⼈類をダルマの⾄福（宇宙意識
との合⼀）へと連れて⾏き、この地球は輝かしい未来へ近づくだ
けである」

１９８８年７⽉１５⽇に、ババは特別な種類のサダナ――マ
イクロヴァイタサダナ――を選ばれたサダカたちに教えると発表
し、サダカたちは世界のさまざまなところから教えを受けるため
に⼀定期間内に到着しなければならなかった。１９８８年７⽉１
５⽇から１９８９年３⽉９⽇まで、１５５⼈のマルギーとワーカ
ーたちにマイクロヴァイタ·サダナが授けられた。彼だけが授ける
ことができるポジティブ·マイクロヴァイタの導⼊として宣告され
ていたので、彼らはババからそれを個⼈的に受けなければならな
かった。

ババは、マイクロヴァイタの科学に基づいて、植物薬と化粧品
の調合法を養⼦のキムシュクに教え、それらの調合と⽣産の細部
について指⽰した。その時以来、アチャリア·キムシュク·ランジ
ャン·サルカルは、他の組織的な義務に加えて、ティルジャラのマ
イクロヴァイタ研究所と⼯場からの「マイクロヴァイタ·健康製
品」の営業⽣産と販売を監督している。

１９８９年６⽉１０⽇にババは最後の黒板セミナー「マイクロヴァイタと宇宙論」を⾏い、ダダ·シャンブーシワナンダが黒板に描いた図を⼜述した。



９７．マスター·ユニット、農業、およびエコロジー
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１９８４年６⽉、ババは警告した。「⼈間はこれから先注意深くなけ
ればならない。エコロジー（⼈類⽣態学）の指⽰に従って⾃分たちの考
え、プランおよび活動を再構築しなければならない。他の⼿段はない」

１９８７年の終わりから１９９０年中頃まで、彼は農業とエコロジーにつ
いて多数の講義を⾏った。その講義の内容の多くを、農学者としての教育を
受けていたダダ·アシーマナンダが書き留めていた。１９９０年４⽉２⽇、ダ
ダは早すぎる死を迎えてしまったため、彼の講義録の覚え書き、および１９
８８年２⽉および３⽉、１９８９年３⽉に⾏われた他の講話を基にして発⾏
された「理想的な農業 第２卷」の出版をダダ⾃⾝で監督することができな
かった。

１９８８年の２⽉に、ババは重要な作物、ブレンド作物および輪作、さら
に統合農業のさまざまな側⾯について詳細な指⽰を与え、そしてその年の3⽉
には、湖畔と川岸の栽培地について述べている。1年後にはグローバルな⽔の
危機を予測して⽔の保全についての講話を⾏っていて、⼲ばつの原因につい
て概説し、潅漑の最も良い⽅法を詳しく述べた。川に⼩さな砂防ダムを作る
こと、および⾃然⽔魂（湖、池など）のないところは⼩さな池と湖を造るこ
とを推奨した。さらに、特に降⾬量が少ないときに表層⽔を保存するため、
川と池、湖と他の貯⽔池の周り⼀帯の植林の重要性を強調した。⾧年にわた
りアナンダ·ナガールを緑化したことは、１９６０年代に乾燥し荒れていた所
から今⽇では⽐較的青々とした⾵景となり、ババの⽔保護のアドバイスが有
効であった証拠となっている。

１９８７年に、マスター·ユニット(ＭＵ)プログラムが導⼊され、マスター·
ユニットは地⽅の発展の⼿本となる多⽬的センターとなっている。それまで
はアナンダ·ナガールがモデルだったが、次の数年間で、ずっと多くのＭＵが
世界中に設⽴された。

１９８９年１１⽉１０⽇、ババはマスター·ユニットについて講話を⾏
った。以下はその抜粋である。

「……マスター·ユニットそれぞれがアナンダ·ナガールのミニチュアの
ような形態になるであろう。そして、これらのマスター·ユニットはアナ
ンダ·マルギーたちのための中⼼的なセンターになるであろう……マスタ
ー·ユニットのサンスクリット語名はチャクラネミーで、「チャクラの
核」という意味である。私はすべてのマスター·ユニットがあらゆる⾯で
経済的に⾃給⾃⾜していて欲しいと思う……

「マスター·ユニットは可能なあらゆる奉仕を、特に教育、⽂化、経
済、および霊的な⾼揚の分野で拡⼤することになる。これらのマスター·
ユニットはまず⼈間、そしてあらゆる⽣物、カースト、信条、肌の⾊、
宗教、および国の境界如何にかかわらず、物事の定めを⼀層よくするで
あろう。⼈類は⼈⼯的な境界線を知らない。

「理想的なマスター·ユニットの根本要件は何か？ プラウトの最⼩必
要条件5つと⼀致する５つがある。最初に、１年中⾷べ物を提供する……
第２に、⾐類のための⼗分な繊維と織物の⽣産があるべきだ……３番⽬
に、⼩学校とその上の学校をすべてのマスター·ユニットで始めるべきだ
……4番⽬に、⼀般と特別の医療部隊も設⽴すべきだ……医療部隊は代替
医療を際⽴たせる……５番⽬に、マスター·ユニットは最も貧しい⼈々の
ための家を建築する計画を引き受けるべきだ」

「私たちのマスター·ユニットプログラムは東洋の崇⾼さと西洋の⼒強
さの結合である」

ダダ·アシーマナンダ



９８．アナンダ·マルガ·グルクラ
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「グル」という語が暗愚を晴らす⼈という意味であるの
と同じように、「グルクラ」は学⽣の⼼から無知の暗愚を
晴らす機構という意味である。

１９９０年９⽉７⽇に、ババは古代のアシュラム（隠れ
家）スタイルの教育法に基づいて、「アナンダ·マルガ·グ
ルクラ(AMGK)」を設⽴し、ダダ·シャンブーシワナンダを
クラパティ(⾧)として任命した。２，３⽇後にババは彼に尋
ねた。「あなたは私が与えた責任の範囲が解りますか？」
ダダはその仕事に必然的に伴うことが何か分からなかった
が答えた。「はい、ババ」するとババは尋ねた。「私はあ
なたを当てにしてもよいですか？」ダダは答えた。「は
い、ババ。」最後にババは尋ねた。「あなたはその仕事を
することができますか？」再びダダはできるかどうか分か
らなかったが「ババの恵みがあれば、はい」と答えた。そ
れがババが聞きたかった答だった。すると彼は微笑んで、
ほとんどいわくありげに⾔った。「私はあなたのために既
に仕事のほとんどを済ませている」

ババは、AMGKは、アナンダ·マルガの教育制度のための
基盤として「アナンダ·マルガ教育の委員会」に置き換える
（さらに発展させる）ことを指⽰、そしてその後まもなく
彼はグルクラの範囲内で発展させるための４６学科のリス
トを作った。

ババは「シャブダ·チャヤニカ（⾔語集）」の講話で、１
９８６年５⽉４⽇にはクラパティ（⼀族の⾧）の意味につ
いて話し、１９８９年９⽉３⽇にはグルクラの歴史的視点
について話し、１９９０年９⽉２２および２５⽇には医

学、地理学、地質学、採鉱、歴史および哲学などのグルク
ラのいくつかの学科のためのガイドラインを与え、そして
１９９０年９⽉２９⽇にはグルクラの歴史と計画について
の講話を⾏った。以下はその抜粋である。

「⼈間が真剣に考えるなら、⼒を結集して素晴らしい⽅
法で⼩さな、そして⼤きな仕事を実⾏することができる。
短い間に⾮常に少ない努⼒で仕事を成し遂げることができ
る。最も多くの⼈に幸福をもたらすことができる。そのよ
うな⼒を合わせた⽅法で仕事をするために、我々は教育上
の⽬的および研究⽬的のためにグルクラの設⽴計画を準備
してきた。この構想には、数⼈の信頼できる⼈たちが任命
されている……私は、グルクラが確⽴されようとはしてい
ないとも打ち明けるが、思っていた以上にそれは既に地歩
を固めている。あなた⽅皆がそれを強化し努⼒を結集して
その進歩を確実にしますように……皆の仕事は集合体の⽀
えによってそれを安定させることだ……この⾮常に幸先の
良い瞬間から、あなた⽅は個⼈的および集団的に進歩し、
地球に新しい社会を造るという誓いを⽴てるべきだ」

ダダ·バスカラナンダによると、ババはこのように⾔って
いる。「私のすべてのプログラムを網羅するプロジェクト
があるとすれば、それはグルクラである」

１９９０年代初頭のダダ·シャンブーシワナンダ



９９．ババが体を去る
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かつてババはこのように⾔った。「私の仕事が終わったらすぐにいな
くなるつもりだ。ほんの少しの間でさえ留まるつもりはない」

彼は１９９０年には多くの健康上の問題を抱えていて、被毒の後遺症
と、⼤変な労⼒が必要な仕事から⽣じる糖尿病と⾼⾎圧もあり２度の⼼
臓発作を経験していて、ウッドランド病院で⼀連の治療を受け続けてい
た。ある⽇このように⾔っている。「未来はやって来ていて、真紅の夜
明けは既に来ている。ただあなたの義務を果たし続けなさい。仕事は既
に終わっている」

それはこの世からの差し迫った⽴ち去りという、これからの⽇々の
ためにババが与えた⼀連のヒントの最初のものだった。しかし、ほの
めかしにもかかわらず、彼は１９９０年１０⽉２０⽇の彼の⽴ち去り
の前夜まで、誰もその意味の深刻さを解り始めなかったことが事件を
創っていた。まさにその晩、プラウトのワーカーとティルジャラのマ
ドゥー·コラカのマルギーの報告会の間に、彼はそこにいた⼈たちに⼼
臓の上にそれぞれの⼿を置かせ、数⽇前にＡＳＤ（アナンダ·マルガ·
セワ·ダル）のワーカーに与えたこの誓いを繰り返させた。

「私のエネルギーのすべて、私の⼼のすべて、私の思いのすべておよ
び私の⾏いのすべてが⼈間社会の集合的な向上の道へと駆り⽴てられる
べきだ。ちょうどこの瞬間からこの地球での私の⽣活のまさに最後の時
まで、他の⽣物と無⽣物を放置することなく」

それから、ラビンドラナート·タゴールの詩の結末⾏を引⽤する前に、
彼はコミュナリズム（⾃民族中⼼主義）が危険であることについて述べ
た。

「蛇（悪魔）がいたる所で毒の息を吐いている。平和という⽢い福⾳
は空疎なあざけりのように聞こえる。だからこの世からの出発前夜に、
私はあらゆる家で⼈間の姿をした悪霊と戦う準備ができている⼈々に明
快な呼び掛けを送り出しているのだ」

次に彼は⾔った。「蛇（悪魔）がいたる所で毒の息を吐いている。
今、この重⼤な意味を持つ岐路で、私たちは平和という福⾳を説き続け
るべきだろうか？ いや、いや、いや、いや！ だから、私のこの世か
らの別れの前に……」

突然、皆がババの⽬前に迫った出発の可能性を敏感に意識するように
なった。

「……ラビンドラナートは⾔った……」

彼らは皆、(すぐに⾒当外れと分かり)安堵のため息をついた。

「……私はこれらの悪霊に対する戦いのための必要な準備をしてい
る。あなたたちは皆続くのか？」

「はい、ババ」皆が答えた。

「ラビンドラナートが６０年前に⾔ったことも２０世紀のこの最後の
時に本当である。あなたたちは皆わかるのか？」

１９９０年１０⽉２６⽇のババの追悼式

「はい、ババ」彼らは答えた。
「私はあなたたちに頼ってもよいのか？」彼は尋ねた。
「はい、ババ」彼らは答えた。

「アナンダムルティ：ジャマールプル時代」に引⽤されているとお
り、ダダ·ケシャワナンダは翌⽇の１９９０年１０⽉２１⽇に起こったこ
とを思い出す。

「最後の⽇に彼の健康は実際に好転した。それはこれまでの⾧い間の
状態より良かった。朝は健康だった。最後のここ数ケ⽉の間に⽰してい
たのと同じ速度で働いていた。前夜遅く、最後のプラバト·サンギータ２
曲を作ったというのに、彼は霊性修⾏を⾏うために普通どおり３時に起
きた。その後様々な部⾨の仕事を点検し、ひげを剃っている間に指⽰を
与えた。これでさえ彼の⼤忙しのスケジュールのいつもの部分だった。
彼はいつも私たちに⾔った。『働いている間に死ぬ覚悟をしておくべき
だ』『しかし、死の傍らで働くほうがさらに良い』

「午後２時少し前、彼は私に⾔った。『考えたい』 私はドアを閉めなが
ら、彼はこれまでそのようなことを⾔ったことがなかったと⼼の中で思っ
た。数分後彼は私を呼んだ。彼はその数分の間にこれまでのすべてのプラン
を慎重に回想して、やり残したことは何もないことを確認したのだと信じ
る。彼は私に、新しいアワドゥータの１⼈を呼んでくれと⾔った。彼はその
ダダと２⼈だけで１時間を過ごした。若いホ－ル·タイマーに個⼈的な配慮を
与えたのがババの⽣涯の最後の仕事だった。その後、彼は私に⾔っ
た。『今、休みたい』この⾔葉をこれまで⼀度も⾔ったことがなかった。お
よそ5分後に彼は呼鈴を鳴らした。私が⼊ると彼は⾃分の胸を指して『⼼臓』
と⾔った。私は [マルギー]の医師たちを呼びに⾛った。彼らは直ぐに来た
が、脈を診て顔が青ざめた。彼の⽣命⼒が亡くなっていた」

ババは体を去った。午後３時２３分だった。

５⽇後、熱烈な信奉者たち数千⼈がシュラッダ（追悼）式と⽕葬が⾏
われたティルジャラを埋めた。ババの体が横たわっている上に⼤きな６
⽅向を指すプラティークが造られた。⽕葬⽤のビャクダンの薪に⽕が点
けられ、そして、鳩の群れはまるで挨拶をするかのように直ぐその上⽅
を旋回した。プラクリティさえ数秒の間、⾬の形をとって涙を流した。
次の数時間、炎がタラカ·ブランマというマハーサンブーティ（偉⼤なる
出現）を飲み込んで徐々に焼き尽くした。

ババはかつて刑務所にいた間に⾔ったことがある。「私はこの⾁体では
ない。この⾁体は私ではない。私を知りたいなら私の任務のために働き
なさい、私は任務に⾃分を溶け込ませたのだから。私はあなたの⼼の中
にいて、あなたは私の⼼の中にいる。献⾝だけが私の⾁体の存在を要求
できる

また、彼はかつて⾔ったことがある。「過去に私は幸福に満ちた状態
を⼿に⼊れることができるようサダカを助けた。私は現在サダカを助け
ている。そして、私は将来も他の⼿段によって助けるつもりだ。私が⾁
体的に残っていなくても」

出所は確かめられていない



1００．⾃叙伝
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１９６９年のある⽇、弟⼦たちの⼩さなグルー
プがババの伝記を書くという考えを起した。彼ら
は座って書き始めたが、ババの⼈⽣のことを実際
にはいかに少ししか知らないかが解った。そこ
で、彼らはババのところへ⾏き、⾃叙伝を書いて
貰いたいと頼むことに決めた。最初、ババはその
ようなことに時間を割くことはできないと抗議し
て拒んだ。しかし何度も懇願されて最終的には従
ってくれた。翌⽇、いつもの⽇曜⽇のダルシャン
で、ババが⾃叙伝を書き終えたと発表したので同
じ弟⼦たちは驚いた。「⾒たいかい？」と彼は尋
ねた。好奇⼼の強い熱烈な信奉者たちはお互いに

顔を⾒合わせ、⼀体全体どうやって、導師がいつ
も働くときの凄い速度さえも上回る速さでそれを
終えたのかと驚嘆した。ババは、寝台のところへ
彼らを呼び寄せて1枚の紙を⼿渡した。その紙に
は⼿書きでしたためられたただ⼀つの⽂章が⾒つ
かった。

「私は謎だった。私は謎だ。そして私はいつま
でも謎のままだ」

アナンダムルティ: ジャマールプル時代
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P.R. Sarkar Institute (www.prsins�tute.org)はシュリ
ー·プラバト·ランジャン·サルカルの教えおよび
関連する哲学の調査、発展および奉仕のた
め、Ánanda Márga Gurukula主唱で始まった。Ｐ
ＲＳＩ（同協会）はシュリー·P.R.サルカルの作
品と関連リソースの包括的なオンライン·データ
ベース、研究開発のためのフォーラム、および
進歩的な教材を使った⽀援活動のためのメディ
アを主催している。

アナンダ·マルガ(www.anandamarga.org)は、霊性
修⾏と社会奉仕のために尽くすグローバルな霊
性の、および社会奉仕の組織である。シュリー·
シュリー·アナンダムルティ（シュリー·プラバト
·ランジャン·サルカル）によって１９５５年に設
⽴され、その⽬的はみずからの悟り（個々⼈の
解放）とすべてへの奉仕（総体の幸せ）、すな
わちすべての⼈々、動物および植物の物質的、
精神的および霊的ニーズを満たすことである。
アナンダ·マルガは世界中の瞑想センターと奉仕
プロジェクトによって、瞑想、ヨガ、および他
の⾃⼰の能⼒開発活動の指導を⾮営利的ベース
で提供する。そして、災害救助、学校、養護施
設、診療所、霊的なエコビレッジ、および他の
共同体開発事業を通して社会的要求に応える。

https://www.anandamarga.org
https://prsinstitute.org
https://www.anandamarga.org
https://www.anandamarga.org
https://www.prsinstitute.org
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