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０１）ヴァーマデーヴの前書き 
 

私はアートマ・クリヤ・ヨーガの教師であり、父親であり、夫であり、また、自称「アーバン・

ヨーギー」（都会のヨーギー）です。私は２００８年にパラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシ

ュワナンダからアートマ・クリヤ・ヨーガ教師の伝授を受けました。 

私は他の大勢の人々と同様、アートマ・クリヤ・ヨーガのテクニックを通して、神と深い関係を

持つ幸運に恵まれました。私は特別な人間ではありません。家族、仕事、家を持ち、物質界に生

きる普通の家庭人です。しかし神を悟りたいという強い願望があって、自らを「アーバン・ヨー

ギー」と呼んでいます。 

 

 

０２）この e ブックはあなたの求めているものか？ 
 

私はこの本をマハヴァター・ババジとの個人的な経験とやりとりをもとに書きました。私の書法

は、この上なく実践的で科学的なものです。この本は私の理解をもとに、アートマ・クリヤ・ヨ

ーガのテクニックが、どのように心、体、魂を変容させるかについて書かれています。またどの

ようにヨーガの哲学を自分の人生に活用しているかという経験を伝えています。 

 

 

０３）この e ブックはどのようにして生まれたか？ 
 



２０１２年のこと、夕方の瞑想を終えて帰宅すると、突然あることが閃きます。私はスワミニ・

ヴィシュワ・ラクシュミ・アナンダ・マ（ラクシュミ）に、マハヴァター・ババジからのメッセ

ージを届けてくれるよう頼むことを思いついたのです。私にはババジの助けが必要でした。 

ババジの言葉によるアートマ・クリヤ・ヨーガの小冊子を作り、インターネットを使って、それ

を世界中に普及させようという考えが閃いたからです。私はこの小冊子を通してアートマ・クリ

ヤ・ヨーガに興味を引き起こし、暗い世の中に小さな光をもたらしたいと願いました。 

 

スワミニ・ラクシュミは、偉大で神秘的なヒマラヤのヨーギー、マハヴァター・ババジと定期的

にコミュニケーションをとっています。さらに詳しく知りたい方は、こちらのサイトをご覧くだ

さい。 

htpp://www.virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com 

 

 

０４）次に何が起こったか？ 
 

スワミニ・ラクシュミはとても協力的で、２４時間以内にババジからの返事を伝えてくれまし

た。 

「ヴァーマデーヴ、私の著書『神との一体化』の付録とヤントラの解釈を読みなさい。私はアー

トマ・クリヤ・ヨーガの小冊子を書くあなたを導こう。この本を書こうという考えは、私があな

たのマインドとハートに植え付けたのだ。 

この小冊子は、私のヤントラのように、神聖な幾何学図の中に設計されるだろう。その言葉はピ

ラミッドの形で現われて来るだろう。ピラミッドは聖なる配列であり、この形の醸し出すエネル

ギーは素晴らしく、霊的に非常に高度なものである。ピラミッドの形の下に置かれた食べ物は、

ピラミッドの形の下に置かれなかった食べ物より、長く新鮮味を保っている。この誰でも自分で

できる実験を通して、ピラミッドのエネルギーの真相を経験することができる。こうして我々３

人、ヴァーマデーヴ、沈黙のうちに同意を示すシュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ、それに私

（ババジ）が、その言葉の中に、ピラミッドの幾何学的な形を造り出す、この小冊子を構成する

のだ。『神との一体化』にある私のヤントラと、二つの三角形、あるいはピラミッドを組み合わ

せて作られている、六つの角のある星の意味を読んで見なさい。 

ここに私たちの本の概要を記そう。私はこの小冊子を通して、あなたが力を発揮し続けられるよ

うに、ある『図』を手渡した。サイズは小さいが、この『図』はシュリ・ヤントラ同様、あらゆ

る創造を包括している。 

それでは始めよう。私が常にあなたのそばにいるのは、アートマ・クリヤが私のハートにシュ

リ・ヤントラを植え付けたのと同じくらい確かなことだ。そしてこのシュリ・ヤントラはアート

マ・クリヤの意図するシュリ・スワミ・ヴィシュワナンダの使命を象徴している。私はあらゆる

愛を込めて、金色のピラミッドの形をしたシュリ・ヤントラを、この言葉を読む者たちのハート

の中に置く。この本が完成した時に、あなたは自分自身のハートにシュリ・ヤントラを造り上げ

るだろう。そしてこれを読む者の魂に、愛に溢れたメッセージが届くであろう。私は人類全体の

永久的な保護者であるババジだ」 

人類史上最も偉大なヨーギーから送られたこのメールを読んで、私の体は震え、呼吸は止まり、

手のひらは汗でびっしょりになりました。恐れと魅惑、献身の混ざった気持ちを同時に体験しま

した。私は多くの霊的な書物で、この神秘的なマハヴァター・ババジの話を読んでいます。その

ババジが彼の伝授を受けた弟子（スワミニ・ラクシュミ）を通して、今私とメールで連絡を取っ

ているのです。この偉大なヨーギが私にメールが送れるなら、フェイスブックでも友達になれる

のだろうか、と不思議に思いました。冗談はさておき、私はマハヴァター・ババジに対して尊敬

の念のない態度は取りたくありません。マハヴァター・ババジが私に連絡を取り、このヨーガの

テクニックに関する本への寄稿を引き受けた事実は、彼が一般の、そしてすべての人間に、いま

だかつてなく近づいて来ているという、私の確信を証明しています。 

マハヴァター・ババジがこの小冊子の作成を私に頼んだという事実を理解しようと努める一方、

私の知性は、私にはそんな資格はないとか、私が書くことに誰も興味を持たないとか、もしかし



てババジ自身がこの本を書いた方がいいのではないかと、それこそ大変友情を込めて訊いてみた

らどうだろうかなどと語りかけるのです。この疑い、マイナス思考、恐れに満ちた私自身の知性

が、乗り越えなければいけなかった最初の障壁でした。知性はすべてのヨーギーにとって最大の

試練です。それは私たちの霊的な成長を妨げ、心の奥底にある究極の真実から、私たちを遠ざけ

ようとします。この小冊子を作っている間中、神の恩恵が私を貫いて、私の「エゴ」がどうにか

して消え去ることを望むばかりでした。 

 

 

０５）マハヴァター・ババジの序文 
 

「アートマ・クリヤは、人間が神に至るための、現代にふさわしい霊的な道である。ひっそりと

した洞窟や人里離れた隠遁生活によってのみ、神実現が成し遂げられると信じられていた時代は

もう過去のものだ。霊的なマスターたちは、現在カリ・ユガ（暗黒の時代）が終わり、次の時

代、サティヤ・ユガ（真実の時代）に向かっていることを教えている。この地球上で理解されて

いるように、マスターたちは、今の時代こそ人類が一番神に至り易い時であると告げている。 

アートマ・クリヤ・ヨーガは、あなたが地球上での目的である『神との一体化』を成し遂げるた

めに必要な道具である。あなたが今ここにいる目的を見出し、自らを物質界の拘束から解放しな

さい。アートマ・クリヤ・ヨーガはあなたを神実現、神との一体化に導くことができるのだ。 

これに従いなさい！シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダは私の弟子で、私は彼のグルである。こ

の生きている愛の化身（シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ）に、マハヴァター・ババジとして

多くの人に知られている私が、世界に広めるためのアートマ・クリヤ・ヨーガを与えたのであ

る。精神的、肉体的に健康で、少なくとも１８歳以上の者は、誰でもこのアートマ・クリヤ・ヨ

ーガを実践できるのだ」 

 

 

０６）パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダの言葉 
 

「宗教が終わるところに、霊性が始まる、と言われています。あなたが信じようと、信じまい

と、真の霊性はあなたたちすべての心のうちにあります。神は常にあなたのうちにあります。神

に達する道は、それぞれ個人的なものです。形のない神、名のない神、この永遠の存在を発見す

るには、あなたたち全員が神の一部であることを悟ることです。これが人間の目的です」 

 

 

０７）アートマ・クリヤ・ヨーガとは何か？ 
 

アートマは、サンスクリット語のアートマンに由来し、「自己」を意味します。ヒンドゥー哲学

では、特にヴェーダンタ哲学では、真の自己は外見の認識を超越すると考えられています。 

救済、解放を得るために人間は自己認識（アートマ・ギアーナ）の域に達さなければなりませ

ん。人間は、真の自己がブラーマンと言われる、超越的自己、パラムアトマンと同一であること

を認識します。 

「クリヤ」はサンスクリット語でタット、意識、行為、努力のことです。これは大体決まった結

果を要求するヨーガの完全な行為、テクニック、実践を意味します。「クリヤ」という言葉はい

ろいろなヨーガの流派が、その大きな違いを示しています。 

アートマ・クリヤ・ヨーガが何であるかと問われても、簡単には答えられません。人によって解

釈は様々です。辞書に書かれた前述の説明によると、様々な要素の組み合ったアートマ・クリヤ

の概念は、完成された行為の解放、自己認識、そして神という究極の真実を意味しています。 

シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダは、「アートマ・クリヤ・ヨーガは、マハヴァター・ババジ

が授けたクリヤ・ヨーガの体系です。とても簡単な方法で覚醒を促進し、真の自己と接触できる

ようになります。体、心、魂の一体化によって、あなたたちは何の制限もなく神を体験するでし

ょう」と言っています。 



アートマ・クリヤ・ヨーガのテクニックによって、私たちはエゴと名付ける自己を離れ、より大

きな自己、神へ向うようになります。私たちが魂の至福を体験すると、二元性は終わり、時間は

止まって、創造の一体化が開花することでしょう。私たちがヨーガを通して魂に結びつくと、五

感を超越することができます。この状態は言葉で表現するのが非常に困難です。多くの聖者たち

は、自己実現を果たすと、完全な至福、認識、意識、内面の静寂を体験します。あなたたちが自

分でこの状態を体験するまでは、私のこの説明で充分かと思います。 

私は何年かアートマ・クリヤを実習することによって、自分の献身を育てたことに気がつきま

す。 

前よりも直感力が備わり、また、前ほど知性にこだわらなくなりました。献身は育っても、判断

力、内省、自己認識などの良い、精神的な本質は失われませんでした。また霊的な道を行く途上

両足をしっかり踏まえて立っていれたことは、私にとって大変助けになりました。私は他人に奉

仕するために体を使い、愛するためにハートを使い、現実と非現実を区別するために知性を使い

ました。 

この世の人間は一人ひとり皆違います。この地上に住む７０億の人間には、それぞれの必要に応

じた、いろいろな種類のヨーガがあります。アートマ・クリヤ・ヨーガは、古代のヨーガ・テク

ニックの集大成で、その根源はバクティ・ヨーガにあります。でもラージャ、タントラ、ハタ・

ヨーガのように、他の道を歩む人でも、このアートマ・クリヤ・ヨーガの恩恵をこうむることが

できます。私個人としては、バクティ、カルマ、イナナを混ぜ合わせたヨーガの実践が一番効果

的な活用法と思っています。 

 

バクティ・ヨーガ（献身） 

これは最も崇高なヨーガの形で、神を見出すのに一番簡単な方法と言われています。私たちが心

から神を愛すれば、その宇宙的なご意思にすべてを委ねるようになるでしょう。このような献身

の状態では、宝くじに当たったり、他人にびんたをくらったりすることも、神様のプラサーダ

（祝福された贈り物）として受け入れられることでしょう。純な献身では、ヨーギーは献身の対

象と一つになり、これはヨーガによって達せられる究極の状態です。 

 

カルマ・ヨーガ（奉仕） 

このヨーガはあらゆる霊的な道において大切です。知性が知識に輝き、ハートが愛で満ち溢れる

と、ヨーギーは自然に愛を与えたくなります。サーダナで築かれたエネルギーは、お互いに分け

合わない限り、停滞し、消えてしまいます。カルマ・ヨーガを道と選んだヨーギーたちの多く

は、自分たちの無限のエネルギーを認め、中には寝る必要のなくなった人もいます。期待のない

思考は、カルマ・ヨーガの根本的な精神です。 

 

イナナ・ヨーガ（知識） 

このヨーガは私たちがどこへ行くかを知るための鍵です。聖典や独学は、霊的な道において、自

己洞察や気づきへの鍵となります。判断力を用い、熟考することによって、ヨーギーは現実と架

空、真実と虚偽を区別し、魂に至る霊的な成長を助けます。イナナ・ヨーガのさらに進んだ段階

では、実習は難しく、僅かな人達にのみ適しています。知性を克服するのに知性を用いるのは、

危険な道でもありますが、このメソードを通して神実現を成したヨーギーたちもいます。 

アートマ・クリヤの根源が献身であるにもかかわらず、私はそのテクニックの絶え間ない実習を

通じて、神に対する献身だけでなく、他人に対する奉仕への願望、自己洞察、静けさ、直感など

の瞬間を重んじるようになりました。でももしあなたが他の実践者に尋ねたならば、多分数多く

の異なった返事を受け取ることでしょう。それは読者を混乱させるためではなく、アートマ・ク

リヤ・ヨーガが宗教ではなく、ドグマ（教義）から解放されていることを示しています。アート

マ・クリヤは誰にでも、またその哲学的信念に適応し、アートマ（魂）という同じ到達点に導き

ます。 

 

 

０８）アートマ・クリヤ・ヨーガのテクニックはどのように作用するか？ 



 

人間として私たちは、より高度に成長した思考と神経組織により、神を認識できる比類なき立場

にあります。私たちのほとんどは不健康な生活様式によって、身体とエネルギーのバランスが取

れていません。 

こういった障害を取り除くためには、プラーナーヤーマ、ムドラー、アーサナなどの実習が必要

です。 

この古いヨーガのテクニックは、ナディと呼ばれる、体内の目に見えないエネルギーの導管、コ

ーシャスと呼ばれる、目に見えない、エネルギーの鞘、また五感を洗浄します。そしてこのナデ

ィ、コーシャス、五感が浄化されると、体内のネガティブなエネルギーや病気は姿を消します。

この身体とエネルギーの完全なバランスがとれると、霊的な覚醒への準備として、クンダリニー

が背柱に沿ってシュシュムナ・ナディを登ります。 

クリヤ・ヨーガは、神実現への迅速な道です。これは人間の成長過程を早め、カルマを燃やし、

救済を得ることによって、再生の回数を減らします。ヨーギーによって、前世に生み出され、清

算しなければならないカルマの量は違います。でも献身的な実践によって、多くの志願者がただ

一回の生涯で神実現を果たすことができます。その実習は、占星術の数値を変え、身体の故障を

防止し、老化現象の速度を緩めるほど力強いものです。 

 

 

０９）内面のグルとつながる 
 

ジャパやプラーナーヤーマによって、旋風のごとき思考が静まると、私たちは心の奥底にあるよ

り高度な意識に近づくことができます。落ち着きのない想念の振動は、ヴィジナナマヤ・コーシ

ャ（知的な鞘）が放つ内面の導きに耳を傾けるのを阻止します。そこは私たちが直感的に心の知

恵を感知する段階です。プラーナーヤーマとジャパはより高度の知識を得るために、より深く私

たちのコーシャスに浸るのを助けます。直感力に頼ることは、物質的、霊的な生活の根本的な要

素です。神の名を歌うことによって、あらゆる精神的な障害が克服されます。これは誰でもどこ

でも実習することができます。多くの聖者は、ジャパが今日神に達するための最も効果的な方法

であると言っています。ですから続けてマントラを歌ってください。 

  

 

１０）クリヤ・ヨーガ、霊性系統の祝福 
 

スワミ・ヴィシュワナンダは、何日か前に、教師会合の席で、アートマ・クリヤがすべてのクリ

ヤ・ヨーガ・マスターの祝福を得ていると話しました。カビール・ダス、アディ・シャンカラ、

グル・ナナク、ラヒリ・マハサヤ、その他大勢のクリヤ・ヨガ・マスターがいます。そしてこの

祝福はサットグルからクリヤ・ヨーガを授かった者にだけ与えられます。 

アートマ・クリヤの生徒が伝授を受けると、彼らは同時に他の多くのクリヤ・ヨーガ・マスター

からも祝福を受けます。アートマ・クリヤの伝授は、シャクティパート、エネルギー伝達の形で

行われます。教師はマハヴァター・ババジのエネルギーを生徒に伝えます。伝授の際に流れるク

リヤ・シャクティは、伝授を受ける者にクリヤの霊性系統を結びつけ、マハヴァター・ババジ自

身から直接祝福を授かります。 

マハヴァター・ババジとクリヤ・ヨーガの持つ意味は同じです。彼は現在に至る、過去の多くの

クリヤ・ヨーガの伝統において、主要人物としての役割を果たしています。彼は物質的、霊的に

釣り合いのとれた世界にするために、東西の歩み寄りの必要を認めています。この不死身のグル

は、５０００年以上も前からこの地上にあり、ヨーガによって得られる最高の境地に達していま

す。 

彼はすべての人間が神を認識し、それを手に入れるまで、地上に止まることを約束します。彼の

使命は、人類を限界のあるエゴの意識から、完全なる神との一体化に導くことです。彼は自分と

同じ周波数に合わせたいと思っている人達を迎え入れ、真面目に霊的な努力を励んでいる人達

は、深い瞑想で彼に出会うことができます。 



マハヴァター・ババジは、スワミ・ヴィシュワナンダがまだ５歳の時に、アートマ・クリヤのテ

クニックを与えました。このテクニックは、偉大なヨーギーの一瞥によって伝達され、スワミ・

ヴィシュワナンダは、これを教えるようにというババジの指示があるまで、何年間もこのアート

マ・クリヤの知識を自分のうちに止めていました。スワミ・ヴィシュワナンダとババジは二人と

も、アートマ・クリヤを実習するために、彼らをグルとして受け入れる必要はないと言っていま

す。そのテクニックは、あなたを内面のグルと結びつけるでしょう。あるいは神が、あなたに現

存のマスターを送ってくるでしょう。グルと共に、あるいはグルなしで、これは誰もが自分のた

めに、自分で決めることです。 

 

 

１１）マハヴァター・ババジは、なぜ私たちにアートマ・クリヤ・ヨーガを与えたか？ 
 

私たちの世界は絶えず変化し、現在は霊的な、エネルギーの激しい変化が起こっています。霊的

な実践は、この移り行く環境に合わせ、適応させていかなければなりません。アートマ・クリ

ヤ・ヨーガは、この目的を満たすためにあります。ババジが今の時代にふさわしく簡単にしたテ

クニックは、救済を得るための伝統的な補助手段です。アートマ・クリヤ・ヨーガ・テクニック

の根源はヴェーダにあります。クリシュナは、かつて５０００年前のバガヴァット・ギーターに

記されている、アルジュナへの訓示の中で、やはりこのことを述べています。 

クリヤ・ヨーガの学問は、この世の霊的な環境が、クリヤ・ヨーガの実践に役立たず、カリの時

代に失われてしまいます。クリヤ・ヨーガの聖なる科学は１８６１年に再び姿を現します。この

年にババジはラヒリ・マハサヤにクリヤ・ヨーガを伝授し、さらには世の中に出て、真面目に求

める人たちにこのヨーガを伝えるように言います。知恵者であるババジには、この世の霊的な環

境が変化し、人類が再びクリヤ・ヨーガを受け入れることがわかっていました。それで彼はこの

聖なるテクニックをラヒリ・マハサヤに授けたのです。そして時には、彼はこれに似た形式のヨ

ーガを、他のマスター達にも与えています。 

私たちが暗黒の時代を後に、真実の時代に入ると、人間の使命は、再び神へのより大きな関心を

育てることにあります。人間には神としての天性を呼び覚ます簡単な補助手段が必要となりま

す。 

これがアートマ・クリヤ・ヨーガの意図するところです。アートマ・クリヤ・ヨーガを実践する

人が増え、この神実現のための聖なる科学を実践することによって、この教えは向上し、世の中

を変えていきます。アートマ・クリヤ・ヨーガによって、天の光を地上にもたらす力が与えら

れ、人間は、人生のダルマ（義務）を自覚した、平和に満ちた状態で生きるようになります。  

ババジいわく「スワミ・ヴィシュワナンダと私がアートマ・クリヤ・ヨーガに織り込んだテクニ

ックは、この道を行く者に、神の手段と恩恵を与える。そして浮世の快楽を追う者をこの世の暗

闇から救い出す。天の財宝が地上の金より引き寄せる力が大きい段階に達した魂は偉大である。

アートマ・クリヤは、神の王国の鍵を握っている。しかしスワミ・ヴィシュワナンダが、絶えず

言っているように、あなたは真にそれを望まなければならない」 

 

 

１２）どのようにしてアートマ・クリヤ・ヨーガを日常生活に取り入れるか？ 
 

アートマ・クリヤ・ヨーガは、だんだんに日常生活に取り入れればよいのです。霊的な成長はど

のくらいの時間をテクニックの実習に捧げられるかによります。同様に神の恩恵にもかかってい

ます。これは私たちが影響を及ぼすことのできない部分です。例え短時間でも神に捧げられた献

身と謙遜に溢れた実習は、何時間もプライドに満ち、強制的にサーダナを行うよりも、遥かに多

くの成果をもたらすことでしょう。 

私の経験では、神様に、あなたがどんなに真剣な態度で霊的な実習に打ち込んでいるかを見せる

ことが助けになります。毎日神様にこんな風に言うのが私の習慣です。「それでは神様、今から 

始めます。そしてベストを尽くします。もしあなたが私を昇進させてくださるのでしたら、喜ん

でお受けします。でもあなたは私の主でおられるので、この決断はあなたの御手に委ねます。私



は常に実習することに努めます。気分が良かろうと悪かろうと、その日が素晴しかろうと、ひど

かろうと、とにかくやってみます。私は規則正しく練習することが、それが家庭内であろうと、

仕事場であろうと、人間関係に関することであろうと、すべての領域において、良い習慣を身に

つけていくことを発見しました。 

アートマ・クリヤ・ヨーガは、望ましくないものを取り除き、この物質の世界に接着剤で貼り付

けられているかのような、カルマと呼ばれる、よけいな重荷を少しずつ手放すことができるので

す。 

そして私にその準備ができると、神様の恩恵が降りて来て、私を解放するでしょう。それは間違

いないことです。この時が来るまで、私は辛抱強く待っています。そしてサーダナを続け、結果

に期待しないよう努力します。 

私は瞑想のしやすい生活様式を創り出すことが、霊的な成長を助けることに気づきました。         

パタンジャリは、ヨーガ・スートラの中で、瞑想を成功させるには、まず自制と自己鍛錬を完璧

なものにすべきであると、忠告しています。他のヨーガの技法は、まずテクニックの実習を勧め

ています。私自身は、ヨーガを実習することによって、自分の生活スタイルを良い方向へ変えて

いけるのを経験しました。瞑想を始めるにあたって、単に自己鍛錬が完璧なものになるのを待つ

のは、多分きりのないことでしょう。そうかと言って、不健康な食生活、不調な健康状態、悪い

友達のように、不利な生活様式をしていると、瞑想しようとしても、それは難しく、到底楽しむ

というところには至らないでしょう。瞑想は内面のプロセスですが、良い、健康な外部の環境

は、あなた自身の変化を促進するでしょう。それでもあなたの周囲が完璧な状態になるまで待つ

ことはありません。私の経験では、そのようなことは決して起こりません。実習は常に続けまし

ょう。仕事に行く前、日中も暇を見てジャパを繰り返し、夕方も日々の勤めが終わったところ

で、実習のための時間を作りましょう。 

 

 

１３）アーバン・ヨーギーになるには？ 
 

さてこの辺でもう一度この小冊子のタイトルに戻ってみましょう。これは私の霊的かつ物質的な

ジレンマの最中に思いついたものです。２年前、初めての子供が生まれ、私は数多く物質界の義

務を課せられて、家庭的に義務づけられるのが嫌になってきました。私はそれが私をクリヤから

遠ざけ、悟りへの道を阻むと考えました。私の悩みは、私は独りぼっちだとか、他人とはうまく

やっていけないというような、霊的、物質的な世の中に対する間違った考えからきています。 

すべての行為は、神の目から見ると、同じです。私たちは２元性の影響下にあるため、この世を

違う目で見ています。でも神様はそうではありません。私が息子のおむつを替えようと、誰かに

アートマ・クリヤ・ヨーガの伝授を与えようと、それが正しい意図で神に捧げられれば、それは

どちらも尊敬に値する行為となります。 

歴史の本には、かつて修道士であった、数多くの教師について書かれています。その中の多くの

人たちは、霊的な道を行くために家族や出世、財産などを手放しています。でも修道士としての

人生は、誰にでもふさわしいというわけではなく、多くの人たちは物質界にいながら、自分のカ

ルマを燃やしています。修道士としての道が、家庭人としての道より優れている、と考えるのは

間違っています。どちらの道を行っても、それぞれ貴重な体験をするのですから。 

１８６１年にババジはクリヤ・ヨーガを再びこの世にもたらすため、ラヒリ・マハサヤという名

の家庭人を選びます。ラヒリは神実現の悟りの道を開いた後も、イギリスーインド軍事局の書記

として働いていました。彼は修道院に入る代わりに、家族と共に過ごす人生を選び、多くの弟子

にクリヤ・ヨーガの技法を授けます。ラヒリは多くの人々から、新しい時代の最も偉大なクリ

ヤ・ヨーギーの一人と見られています。彼は解脱を得ると同時に、物質の世界に生きることが可

能であることを私たちに証明しました。ヨーギーとは、神に対し、燃えるような願望を抱く人の

ことです。それは父親でも、修道士でも、男性でも、女性でもあり得ます。ヨーギーになると

は、救済を得るために、ヨーガを実習することです。         

それはババジが序文で言っているように、神実現を果たすために、森の中や修道院で何年間も瞑

想しなければならなかった時代は終わりました。ラヒリは私たちに忙しい日常生活に取り入れる



ことのできるテクニックを教えました。私たちの多くは、子供を持ち、家庭を持ち、一日中働い

ています。その私たちはどのようにしたら、アートマ・クリヤを実践する時間を見出すことがで

きるでしょうか？ 

確かなことは、私たちが時間を見つけなければならないことです。神様は、私たちが霊的な道に

身を捧げない限り、助けてくださいません。規律は助けになります。私たちは俗世界のために費

やすエネルギーを、サーダナに用いるべきです。私たちは神の認識を心から望み、この目的に達

するためには、苦しい時期も切り抜ける覚悟でいなければなりません。同時に少しヨーガを行う

ことも、この神実現に至る長い道を前進させてくれるでしょう。とにかくベストを尽くしてくだ

さい。 

時が来れば、主の蓮華の御足に達することは間違いありません。すると神様は、あなたが家庭人

であろうと、修道士であろうと、あなたが授かるべきものを与えてくださることでしょう。 

私は、息子が独立したら、クレジットの支払いが終わったら、インドに長期滞在できるようにな

ったら、本格的なヨーガの実践を始めようなどと、間違った考え方をしてきました。でもそれで

はもう遅すぎるでしょう。私にとっては、今こそアートマ・クリヤ・ヨーガを実践する時です。

今がその実践に完璧な時であるからこそ、アートマ・クリヤは現れたのです。あなたのハートを

黄土色の禁欲の衣で包み、テレビは捨て、早起きして、何よりも実践に励みなさい。あなたの足

元に置かれたアートマ・クリヤの簡単なテクニックで、何世も蓄積されたカルマを燃やし、神と

一体になってください。あなたがそうなることを信じれば、そうなることでしょう。信念を持っ

て、目的に達してください。 

 

 

１４）ヤントラのテクニック 
 

ババジは「どのようにしてこの本ができたか」の章で、彼のヤントラの図を示しています。 

また『神との一体化』の本の最後に、このヤントラの意味を説明しています。このヤントラは、 

彼のこの世における使命の写しである、聖なる幾何学を表しています。もしあなたがこのヤント

ラを使って、マハヴァター・ババジの振動に合わせたかったら、あなたが彼と結びつくように、

彼は次のようなことを伝えてきています。 

まずこの本の最後のページをコピーしてください。最後のページにはババジのヤントラが二つ載

っています。次にあなたの家の部屋の分だけ、どの部屋にも一枚ずつヤントラの図がかけれるよ

うに、十分コピーを取ってください。ヤントラは切り抜いて、あなたの家の部屋全部にかけてく

ださい。 

それがちゃんと見えているかどうか、確かめてください。壁にかけても良いし、棚や他の家具の

上に置いても構いません。 

この聖なるシンボルが放つエネルギーを意識してください。そしてこのヤントラを見るたびに、 

この聖なる幾何学には、ババジのエネルギーがこもっていること、それが辺り全体に広がってい

ることを思い出してください。もし良かったら、このヤントラでトゥラタカ（瞬きをしないで見

つめること）の練習ができます。少なくとも１０日間、続けて練習してください。それがいつも 

そこにあること、あなたと共にあることを意識してください。ヤントラはあなたがその振動に合

わせるのを助けてくれるでしょう。そして１０日経ったら、ヤントラをそのまま家に置くか、ま

た片付けるかを決めてください。実習は何も期待せずに行ってください。ただ心で感じ、体験し

たことを味わいながら、ババジの振動があなたの知性、あなたの身体、そしてあなたの魂に入っ

てくるのを見守ってください。  

 

 

１５）マハヴァター・ババジのまとめ 
 

「ここで読者とこの本の著者ヴァーマデーヴに、ささやかなまとめ（要約）を捧げよう。                                                                                                                                                                                                                                                                 

そして魂のヨーガと言われるアートマ・クリヤ、この神の大きな賜物を受け取る用意のできてい

る人たちに、私の愛と祝福を送ろう。私はいつもあなた達と共にある。 



このアートマ・クリヤの e ブックの著者である、親愛なるヴァーマデーヴに、あなたは私の最も

従順な弟子の一人である。そこで次のことを心に留めておいて欲しい。私があなたに書くように

頼んだこの e ブックは、少しばかりスワミニ・ヴィシュワ・ラクシュミ・アナンダ・マの助けを

借りて、シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダと私が願った通りに、私たちの読者、将来のアート

マ・クリヤ実習生、また今日の教師のために書きあげられた。スワミ・ヴィシュワナンダと私

は、今日のインターネットを、一番いい方法で利用すること、つまり人類の「心のインターネッ

ト」に触れるということで、意見が一致したのである。 

ラヒリ・マハサヤ、パラマハンサ・ヨガナンダ、パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナ

ンダ、その他のマスターたちが、世界の情勢に、また人類の心に向けて、シャクティを投げかけ

ている。同じようにこの人たちの何人かは、パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ

と彼のアートマ・クリヤ・ヨーガの教師が教えているように、アートマ・クリヤ・ヨーガのテク

ニックの霊的な効果を取り扱った、この e ブックと同じものに達することができた。 

あなたは最初にこの本を書こうと思った時から、パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナ

ンダと私に導かれている。あなたがこのプロセスを通して出会った問題は、単に浄化のためであ

り、あなたは、私たちの愛と祝福を広くウエブサイドに載せるために、純なチャネルになること

ができたのだ。 

この e ブックの読者は、それぞれ似たような状態を経験するであろう。この本を読むことによっ

て、思考の浄化を、またアートマ・クリヤを実習することによって、生活の変化を経験するであ

ろう。これは必要なことで、何も恐れることはない。スワミ・ヴィシュワナンダと私は、常に読

者の一人ひとりと共にあり、アートマ・クリヤ・ヨーガを実践するすべての人に付き添ってい

る。 

ヴァーマデーヴ、この本を書いている間にも、模範的に記された、あなた自身の生活における浄

化のプロセスは、『天の光』によってインスピレーションを受け、これからも読者の心を、ま

た、アートマ・クリヤ・ヨーガの実践者、および教師たちの心を燃え上がらせることであろう。

アートマ・クリヤ・ヨーガは、そのテクニックによって、人々を神実現に導く、人類への贈り物

である。 

 

私はここでバガヴァット・ギーターから引用する。主クリシュナいわく、怒りから錯覚が起こ

り、錯覚から記憶の喪失、記憶の喪失から識別の破壊（理性）、識別の破壊は、知性を破滅させ

る。五感を制御して生き、引き寄せるものと、跳ね返すものから解き放たれた者は、平和を得

る。 

（バガヴァット・ギーター、第２章、６３−６４節） 

落ち着きのない五感の後を追う知性は、水上のボートを運び去る風のごとく、識別の力を取り去

ってしまう。だからこそ、おお、勇ましく武装したアルジュナよ、五感をその対象からすっかり

取り除いた者は、永久的な知識の持ち主である。（バガヴァット・ギーター、第２章、６７−６８

節、スワミ・シヴァナンダの引用句、バガヴァット・ギーター、マンガラム・ブックス ２００

３） 

アートマ・クリヤ・ヨーガは、物質界の五感を制御する自由を、人類に与える触媒となることが

できる。それに加え、アートマ・クリヤ・ヨーガの実践者をより高い感覚、神に向かう王者の道

へと招くことができる。ここに聖書からイエス・キリストの言葉を引用しよう。「私が克服し

て、父と一緒に彼の椅子に座ったように、この世で克服した者は、一緒に私の椅子に座らそう」 

（私たちの主、イエス・キリストが弟子のヨハネに語った言葉。これは後に聖書の「黙示録」と

して残された。第３章２１節） 

アートマ・クリヤ・ヨーガの実習は、キリストと同じように、あなたを主の玉座に導くであろ

う。 

この玉座はどこにあるのか？ 愛する者よ、父であり、母である、神の座っておられるこの玉座

は、あなたの中で威厳を持ってあなたの帰りを待っている。確かに、愛を込めて、あなたの生ま

れながらにして神であるハートの中で。私はマハヴァター・クリヤ・ババジとして世界中の多く

の人たちに知られている。間違いなく私は人類すべてのマスターである」 

 

 



１６）パラマハンサ・シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ 

 

シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダは、モーリシャス島出身の霊的なマスターです。彼はヨーロ

ッパをはじめ、アメリカ、アフリカ、アジア諸国を訪れ、神の愛と一つになる教えを広めていま

す。 

その霊的なセンターは、ドイツのタウヌス地方、シュプリンゲンにあります。彼は自分の霊的な 

仕事について「私の主な役目は、人々のハートを開くことにあります。あなたも知っているよう

に、今日では『愛』という語がたくさんの意味を持っていますが、人々は愛の真の本質である無

条件の愛を忘れています。他の種類の愛は、すべて期待を抱いています。でも、もし誰かがこの

真の愛を心に感じると、この愛はあらゆる期待から離れていきます。そしてただこの愛だけが平

和を守ってくれます」 

アートマ・クリヤは、あらゆるレベルに達する変化への手段を持っています。肉体的に、エネル

ギー的に、知的に、感情的に、精神的に、霊的に、それは限界ある人間の意識を再びアートマ、

魂と一体化する触媒となります。それによって魂は再び宇宙の意識と一つになります。アート

マ・クリヤは宇宙の意識に達するための力強い、迅速な道です。そして神との一体化を意味して

います。 

（『神との一体化』より） 

「あなたがアートマ・クリヤを実習すると、あなたはさまようエネルギーの、ポジティブなポー

ル （柱）になります。そしてあなたはどこにいようと、その波動、オーラが人々を引き寄せ、

彼らの助けになるでしょう。あなたはクリヤを実習して、神に結びつく本質を育てていくでしょ

う。 

-シュリ・スワミ・ヴィシュワナンダ 

 

 

１７）マハヴァター・ババジ 
 

マハヴァター・ババジはヒマラヤの偉大なヨーギーです。世の中の人々は、パラマハンサ・ヨガ

ナンダの「あるヨギの自叙伝」を読んで、初めてババジのことを知りました。ババジはインドの

ヒマラヤ、また世界の至る所で、人々の夢や瞑想、祈り、ビジョンに現れたという記録が残って

います。ババジは不死身で、すでに何百年、何千年という歳月を生きています。彼は愛情深く、

常に人々が肉体を持って生きていることの意味を、つまり神との一体化を見出すように助けてい

ます。過去にマハヴァター・ババジは神実現を果たしたマスターたちに会い、神との一体化を求

める人間に、光のメッセージをもたらす仕事を与えました。今日ではババジは普通の人間にも彼

にめぐり会うチャンスを与えています。これはかつて僧院に住むヨーギー、あるいは現存のマス

ターたちだけに可能でした。マハヴァター・ババジはいろいろな方法で人間に近づきます。 

インターネットを通してさえ、彼の霊的な仕事は、その信頼によって広められています。 

マハヴァター・ババジいわく、「私はインドの聖なる山脈、荘厳なヒマラヤに生きるマハヴァタ

ー・ババジとして知られている。ヒマラヤは愛と献身、信頼、神の絶え間なき意思の統合を永久

に見守ってくれている。私の霊的な援助は、永遠にあなた達と共にある。ヒマラヤの偉大な山脈

が人類の霊的な守護者として、時を乗り越えてそそり立っているように」 

 

 

１８）アートマ・クリヤ・ヨーガ・コース 
 

アートマ・クリヤのコースは、あなたの人生を変える体験となりえます。あなたはプラーナーヤ

ーマ、瞑想法、ジャパ、ムドラー、アーサナ、チャクラの開閉、メインクリヤ、ヒーリングのメ

ソットなどのヨーガの実践法を学び、シャクティパートと言われる伝授を受けます。 

コースは通常２日間から３日間かかります。 

さらに詳しく知りたい方は、私たちのウェブサイトを訪れてください。 

www.atmakriya.org 

http://www.atmakriya.org/


 

 

１９）サンスクリット語の解説 
 

アーサナ：ボディワークの一つ。特にヨーガの練習と関係があり、しばし動かずに座ることに精

通することも指す。動きながらのポーズや呼吸を使った動作も含まれる。 

 

アヴァター：ヒンズー教では、アヴァターは「化身」を意味し、地上への神の思慮深い化身、あ

るいは最高神（例：ヴィシュヌ派ではヴィシュヌ神）の化身。英語では大抵「顕現体」と訳され

る。 

 

バクティ・ヨーガ：ヒンズー哲学で言われるヨーガの一種。神々に献身的な愛を捧げることで、

霊的な学びを深めていくことを象徴している。 

 

ハウスホルダー：厳密にはサンスクリット語ではないが、家族や子ども、仕事や家を持っている

人のことを指す。 

 

 

イナナ・ヨーガ：ヒンズー哲学では、ヨーガの一種で知識の道と言われている。イナナのサンス

クリット語の意味は知識。 

 

カリ・ユガ：悪の時代として知られている。インドの聖典の中では、ユガ（時代）のサイクルの

一つで、４つの段階の最後。 

 

カルマ：行動、行いの概念。原因と結果、生と死と言った、とぎれることのないサイクルの原因

になると理解されている。 

 

カルマ・ヨーガ：サンスクリット語で書かれたヒンズー教の聖典であるバガヴァッド・ギーター

の中で教えられているヨーガの一種。覚醒のためには４つの道があるが、カルマ・ヨーガは行動

で完全な悟りに到達できると言われる。 

 

コーシャ：ヴェーダ哲学においては、アートマン、または自己を覆っている鞘（さや）と訳され

る。コーシャは体内でたまねぎの層のように視覚化されることも多々ある。 

 

マントラ：音、音節、言葉、言葉の集まりで、「変容を創造する」ために有用であると見なされ

ている。 

 

ムドラー：印、ジェスチャー。ヒンズー教や仏教では、シンボリックで儀式的なジェスチャーで

ある。ムドラーの中には体全体で作るものも含むが、たいていは手や指で作る。 

 

ナディ：伝統的なインド医学や霊的科学において、サトル・ボディのエネルギーを流す運河のよ

うなものと考えられている。チャクラと呼ばれる、特にエネルギーの強い場所とつながってい

る。 

 

プラーナーヤーマ：「プラーナや呼吸の拡張」を意味する。正確には「生命力の拡張」を意味す

る。 

 

プラサード：物質的な意味において、プラサードは人間の帰依者と神の間で生まれる授受のプロ

セスである。 

 



プレム：純粋な神の愛。 

 

ラージャ・ヨーガ：王様のヨーガ、あるいは王様のユニオン、あるいは伝統的なヨーガやアシュ

タンガ・ヨーガとして知られている。大抵は真我に到達するために瞑想を使って心の鍛錬をし、

最終的には解脱に達する。 

 

サットグル：覚醒したリシや聖者だけに与えられる肩書。この人たちの人生の目的は、人々を霊

的な道へ、また神実現へ導くことである。 

 

サーダナ：何かを成し遂げることを意味する。またはエゴを超越した霊的な修行。 

 

サハスラーラ：人体で頭頂部に位置するチャクラ。 

 

サトヴィック：３つのグナのうちの一つ。バランス、調和、平和、愛、幸福の質を持っている。

食べ物、行い、人間の体質も、サトヴィックになれる。 

 

シュリ・ヤントラ：９つの三角形で形作られたヤントラ。中心（ビンドゥー）点を囲み、放射状

になっている。肉体宇宙と未顕現の源の間に接合点がある。 

 

スシュムナ・ナディ：脊柱を登る中心的なナディ。背骨で６つのメインチャクラとつながってい

る。 

 

タントラ：英語ではタントリズムやタントリシズムと言われる。5世紀の中世インドで起こった、

内なる宗教的、霊的なムーブメントの一つ、学者が名前をつけた。 

 

トラタカ：まばたきせずに、一点を見つめること。 

 

ヴェーダ：古代インドに起源する膨大なテキストの体系。 

 

ヤントラ：多くの場合、神を表す。様々な形、三角形、四角、円などを使う。 

 

 

Asato ma sad gamaya 

Tamaso ma jyotir gamaya 

Mrityor ma amritam gamaya 

 

無知から真実へと私を導いてください。 

暗闇から光へと私を導いてください。 

死から不滅へと私を導いてください。 

 

ブリハダラニャカ ウパニシャッド、I.iii.28, 
 

 

２０）マハヴァター・ババジのヤントラ 

 

 



 


