
今回の その③では、『日木流奈の世界』 を作成するつもりでしたが、予定を変更して

『パラマハンサ・ヨガナンダの世界』 を作成することにいたしました。

パラマハンサ・ヨガナンダ師は、精神世界の探究者や求道者ならば、知らぬ人がいないと言っていいほど

の、神との合一を実現されたクリヤヨガの覚者です。

ヨガナンダ師の著書 『あるヨギの自叙伝 』は、１９４６年（太平洋戦争の翌年）にアメリカで発売された、

古典的な精神世界の名著です。（日本語訳は１９８３年）

私が今までで最も衝撃と感動を覚えた本です。

このたび十数年ぶりに読みなおしてみて、精神世界の構造や科学が詳細に記述されていたり、

悟りのためのアドバイスがちりばめられていることを再認識いたしましたので、ぜひ、多くの方に

お伝えしたいと思い立ちました。

神を体験したヨガナンダ師の内的体験の世界や、超人的な聖者の方々との交流の体験も、

生々しく詳細に綴られていています。

この項目では、ＳＲＦ東京瞑想グループのホームページから、ヨガナンダ師に関する解説をご紹介すると

ともに、 『あるヨギの自叙伝 』の膨大な文章（細字で５２４ページ）の中から、私が感動を覚えたり、

精神科学を解説したりした 記述を選んでご紹介してゆきたいと思っています。

また、ヨガナンダ師の講話集 『人間の永遠の探究』 の、ヨガナンダ師の教えの中から、

私が感銘を受けた個所を抜粋してご紹介してゆきたいとも思っています。

① マジシャンの世界

② パラマハンサ・ヨガナンダの世界

神との合一を実現したヨガの覚者の『自叙伝』と『講話集』から、私が感動した個所や、精神世界の

構造や科学や、ヨガナンダ師の精神世界の教えの数々もご紹介してゆきたいと思っています。

③ セスの世界
ニューエイジ思想の潮流の原点の一つとも言える、ジェーン・ロバーツがチャネリングする

霊的存在・セスからのメッセージを紹介させていただきます。

④ バーソロミューの世界
メアリーマーガレット・ムーアがチャネリングする霊的存在・バーソロミューからの新しい生き方の

メッセージを紹介させていただきます。

⑤ エックハルト・トールの世界

現在、ニューエイジの世界で最も影響力があると言われている、エックハルト・トールの

人類の意識の革命の最前線のメッセージを紹介させていただきます。

⑥～ ダン・ミルマンの世界 他

ダン・ミルマンが原生林で出会った女性の覚者から、人生の目的の教えを受けた体験談や

ダン・ミルマンの数秘術などをご紹介させていただきます。

日木流奈君のメッセージや その他の方々の悟り体験や スピリチュアルな教え なども

順次 ご紹介してゆきたいと思っています。



ＳＲＦ東京瞑想グループ

パラマハンサ ヨガナンダの生涯

パラマハンサ ヨガナンダの生誕から 年以上を経た今日においても、

この親愛なる人類の霊的教師はインドの古代の英知を西洋へ伝える

最も偉大な使者の一人と見なされています。

彼の生涯と教えはあらゆる民族、文化、信条の人々にとって今も尚、

生命と霊感の源泉となっています。

幼少期と霊的探求

パラマハンサ ヨガナンダはムクンダ ラル ゴーシュとして

年 月 日にインド、ゴラクプールの信心深い裕福な家庭に生まれました。

幼少期における彼の気づきと霊的な経験の深さは周囲の人々にとって明らかに、

通常の認識をはるかに超えるものでした。

青年期にはみずからの霊的探求を導いてくれる優れた霊性の師を

見つけ出すためにインドの多くの賢者や聖者を捜し求めました。

年、 歳の時に高徳の師スワミ スリ ユクテスワギリ と出逢い、彼の弟子になりました。

この偉大なヨーガの大師の僧庵において、スリ ユクテスワの厳しくも慈愛に満ちた霊的薫陶を受け、

幸福な 年間を過ごしました。 年にカルカッタ大学を卒業の後、インドの由緒あるスワミ僧団において

僧侶としての正式な誓いをたて、そのときにヨガナンダ（神聖な合一＝ヨーガ、による至福＝アナンダ）という

名前を授かりました。

こうして、みずからの生活を神への愛と奉仕に奉げたいという熱烈な願いが叶えられたのです。

世界的な布教の開始

ヨガナンダ師は 年、現代的な教育方針にヨーガの訓練と霊的な理想の教育を取り入れた少年のための

「いかに生きるか」を指導する学校を設立することによって、その生涯にわたる活動を始めました。

数年後にこの学校を訪れたマハトマ ガンジーは“この学校は私の心に深い印象を残した。”と記しています。

年、ヨガナンダ師はボストンで開催された宗教指導者国際会議のインド代表として出席を求められました。

その時の講演「宗教の科学」は熱烈な歓迎を受けました。

その同じ年にインドの古代の科学とヨーガの哲学、そしてその由緒ある瞑想の伝統という彼の教えを世界中に

広めるためにセルフ リアリゼーション フェローシップを設立しました。

それに続く数年間は東海岸を中心に講演を行ない、教えを広めましたが、 年に大陸横断の講演旅行を

開始しました。

その翌年、彼の成長を続ける活動の霊的、そして行政的な中心となるセルフ リアリゼーション フェローシップの

国際本部をロサンゼルスに開設しました。

西洋におけるヨーガの先駆者

年以上にわたってヨガナンダ師はニューヨークのカーネギー ホールから始まり、ロサンゼルスの

フィルハーモニック ホールに至るまで、アメリカの様々な都市を訪れ、講演を行ない、

最大規模の会場を埋め尽くした聴衆に対して語りかけました。

その時の様子をロサンゼルス タイムズは次のように伝えています “フィルハーモニック ホールでは数千人の

人々による前例のない光景を見ることができます 告知された講演の開始時間の一時間前に 人を収容

できるホールは既に満員の状態です。”



ヨガナンダ師は世界中の宗教の根源的な共通性を強調し、直接、個人的に神を経験するための誰にでも

実践することのできる方法を教えました。

さらに真剣に教えを学ぼうとする者に対しては、暗黒の時代に人々から忘れ去られ、彼の教えの系統に属する

真理を得た大師の方々によって現代に再びよみがえった数千年の昔、インドに起源をもつ神聖な霊性の科学で

ある魂を目覚めさせるクリヤ ヨーガの行法を伝授しました。

当時、彼の弟子になった人々の中には園芸家のルーサー バーバンク、ソプラノ歌手のアメリタ ガリー クルーチ、

コダック カメラの発明者のジョージ イーストマン、詩人のエドウィン マークハム、

指揮者のレオポルド ストコウスキー等を含む科学、経済、芸術の分野におけるそうそうたる人々が名前を

連ねていました。 年には彼の活動に関する新聞の報道に関心を寄せたカルビン クーリッジ大統領によって

公式に大統領官邸に招かれています。

インドへの帰国（ ）

年、ヨガナンダ師は ヶ月におよぶヨーロッパとインドへの旅行を開始しました。

年間にわたる祖国における滞在中、インド亜大陸各都市において講演を行ない、マハトマ ガンジー

（彼はヨガナンダ師にクリヤ ヨーガの伝授を求めた）、ノーベル賞を受賞した物理学者の ・ ・ラマン、

さらにスリ ラマナ マハリシとアナンダ モイ マーを含む著名な聖者との出逢いを楽しみました。

またこの年に、インドにおける最高の霊的名称であるパラマハンサを彼のグルである、スワミ スリ ユクテスワに

よって授けられました。 パラマハンサとは字義的には至高の白鳥（霊的識別力の象徴）を意味し、

途切れることのない、神との霊的交歓という最高の状態を達成した人に与えられる称号です。

最後の日々とマハー サマディ

年代、パラマハンサ ヨガナンダは未来の世代に彼の教えを伝えるために執筆活動に専念し、

セルフ リアリゼーション フェローシップ（インドではヨゴダ サットサンガ ソサエティ オブ インディアとして

知られている）の恒久的な基盤を築くために全国的な公開講座を徐々に控えるようになりました。

彼の監督のもと、以前授業で行なっていた個人的な指導と教えが、家庭でも学習できる

セルフ リアリゼーション レッスンという総合的な通信講座にまとめられました。

ヨガナンダ師の生涯を描いた「あるヨギの自叙伝」が 年（太平洋戦争の終戦の翌年）に出版され、

その後も彼自身の手によって改訂を重ねました。

長年にわたるベストセラーとして初版から引き続き出版を重ね、 の言語に翻訳されています。

本書は現代における霊的な分野の古典として広く認められています。

年 月 日、パラマハンサ ヨガナンダは肉体の死に際して神を知る大師が意識的に肉体を離れる

マハー サマディに入りました。

彼の死は特異な現象によって人々の注目を集めました。 フォレスト ローン墓地の遺体仮安置所の所長

ハリー ロー氏は、 本部に、次のような遺体の検死報告を寄せています。

「彼の肉体は死後 日に及んでもまったく分解の色が見えなかった 死体がこのように長い間、完全な状態を

保持した例は、この遺体安置所が始まって以来、類例のないことである ヨガナンダ師の遺体は明らかに、

まれに見る不朽状態にあった。」

パラマハンサ ヨガナンダのマハー サマディ 周年を迎えるに当たって、彼の人類の霊的向上に対するたぐい

まれなる貢献がインド政府によって公式に認められ、彼の名誉を讃えて記念切手が発行され、

次のような賛辞が寄せられています。

“神への愛と人々への奉仕の理想の姿をパラマハンサ ヨガナンダの生涯において完全な形で見ることが

できます 彼は青少年時代を除いて、その生涯の大半を外国で過ごしたが、それでも、彼はやはりインドの

偉大な聖者の一人に数えれるべき人物である。 彼の遺業は、現在ますます発展をつづけており、世界各地で、

魂の救いを求める人々に大きな指針を与えている。”



あるヨギの自叙伝
１９４６

ＳＲＦ東京瞑想グループ

「あるヨギの自叙伝」 あなたの心と魂の窓を開く本

年に「あるヨギの自叙伝」が始めて出版されたとき、精神世界の分野における記念碑的な作品であるとして

高い評価を受けました。

ニューヨーク タイムズは”稀有な記述”と絶賛し、ニューズ ウィークは”実に魅力的だ”と歓迎しました。

サンフランシスコ クロニクルは”ヨガナンダ師は説得力のあるヨーガの実例を示しました。

そして笑い者ににしようとしてやって来た人たちが祈りをささげるために残っています。”と報道しています。

本書は東洋の叡知について書かれたものの中で最も広く読まれ、敬意を受けている本の一つです。

人を惹きつける率直さ、理性に訴える力、そして鋭い知性とユーモア、パラマハンサ ヨガナンダは非常に興味深い

みずからの生涯を記述しています。

非凡な子供時代の経験、真理の輝きに満ちた師を求めてインド全土を訪ね歩いた若い日の探求の旅で出会った

多くの聖者、賢人たち、尊敬に値するヨーガの大師の僧院における 年間の修行、アメリカで暮らし、

教えを説いた 年間。 ヨガナンダ師はさらにマハトマ ガンジー、ラビンドラナート タゴール、

ルーサー バーバンク、カトリックの聖痕発現者、テレサ ノイマン、その他多くの東洋と西洋の名高い

スピリチュアルな人々との出会いを記録しています。

年に初版が出版された後にかなりの分量の最終章がヨガナンダ師自身によって付け加えられ、

晩年の様子を記述しています。

「あるヨギの自叙伝」は他に類を見ない人生の魅力的な記述であると同時に、古代から伝わるヨーガの科学と

その瞑想の伝統についての深遠な説明になっています。

日常生活のありふれた出来事だけではなく、奇跡と言われているような驚くべき出来事の背後にある、

精妙なしかし、確実に存在する法則をわかりやすく説明するとともに、ヨガナンダ師は東洋と西洋の偉大な宗教に

共通する科学的な基盤を明らかにしています。

人が存在することの究極の神秘に対する彼の鋭く、印象深いまなざしの背景にはこの様に非常に興味深い

彼の人生の物語があったのです。

現代におけるスピリチュアルな本の古典として、本書は の言語に翻訳され、多くの大学や研究機関において

テキストまたは参考書として採用されています。

年前に初版が出版されて以来、長年にわたってベストセラーであり続けている「あるヨギの自叙伝」は

世界中の数百万人の読者の心の中に確かな場所を得ています。



今しかないなら

あるヨギの自叙伝

２０１２年９月７日に書いた、本の感想日記です。

ヨガナンダさんの「あるヨギの自叙伝」は素晴らしい本でした。

悟りを開いても聖者になるわけじゃない、と言ってる方もいますが、悟りにもいろいろ段階があるようですね。

その段階も書かれていましたが、最終的な解脱まで行くと、やはり人間的にも完成され、誰からも尊敬される

ような人物になるようです。

また、この世の物理法則や二元性の世界から開放されるので、イエスの行ったような奇跡をばんばん起こせる

ようになります。

能ある鷹は爪を隠す、というように、必要がなければその力を見せることもありませんが。

そして、死後は輪廻からも開放されているので、宇宙になって創造主の仕事をしたり、あちらの世界で手助する

仕事をしたり、イエスのように救世主的存在として生まれたりって感じみたいですね。

「インド人もビックリ」というキャッチコピーが昔ありましたが、この本読むと、「インド人にビックリ」です。

いろんな聖者の話が書かれていて、数百年も生き続けているというババジからガンジーまで、ヨガナンダさんが

直接会って見たり聞いたりした奇跡の数々に驚かされます。

ヨーロッパの聖者も一人出てきますが、ほとんどインド人です。

いくら撮影しても写真に写らない。（許可を出した時だけ写る）

二箇所同時に存在してそれぞれで普通に話をする。

留置所から消えて屋根に座る。

何もないところから財宝やごちそうを出し、神殿を一瞬で造る。

蚊に刺されない。（意識をあわせないから）

ベジタリアンのライオンをペットにしてる。

一切飲まず食わずで５０年以上生きている。

瞑想状態に入り何日も呼吸も心臓も止まったままでいられる。

一瞬にして病気を治し、一日で体重を２０キロ（減った分）増やせる

数年後に何をして何を言うかまで正確に当てる。

一瞬で遠い街にテレポートでき、他人も一緒に連れていける。

物質を瞬時に移動させる。

あり得ない助けが何度も起き、全て上手く行く。

空中に浮いている。

ビジョンと一緒にテレパシーを送る。



天候を完全に把握している。

コブラや虎を手なずける。

光輝いている。

肉体の痛みを感じないようにできる。

麻酔なしで盲腸の手術を弟子と談笑しながら受ける。

苦手な外国語を流暢に話す。

自分や他人の死期が正確にわかる。

死ぬ時を宣言し、座禅したまま即身成仏する。

死んでも肉体が朽ち果てない。

死んだ者を数日後に生き返らせる。

死んだあと、肉体を物質化させて弟子数人の元に現れる。

死なない。

聖者に祈ると奇跡が起こる。

もっとあったかもしれませんが、もう十分でしょう。もちろん、複数の聖者のそれぞれのエピソードですが、

凄いですよね。

ここまで来ると宗教を超えてるので、弟子にはヒンズー教徒以外に、イスラム教徒、キリスト教徒、

無宗教者など様々で、聖書の解説など、教会では聞けないような素晴らしい話がいくつか書かれていて、

恐れいりました。

やはり、聖者には聖者の境地や言わんとすることがわかるので、結構イエスの言葉の引用がありました。

もちろん、西洋に広めるためでしょうけど。

そして、解脱に至る道として、ババジから教えられたというクリヤ・ヨガを世に広める仕事をしたのがアメリカに

渡ったヨガナンダです。

ただ、クリヤ・ヨガについては直接習うしかなく、具体的な話は書かれていませんでした。

ヨガっていうと、体を柔らかくする体操のイメージでしたが、ヨガは「神との合一」という意味だそうです。

クリヤ・ヨガには５つの柱があるようです。 を参考にしてください。

体操的なのはそのうちの一つハタ・ヨガというものなんですね。

ババジの教えたクリヤ・ヨガについて。

「あるヨギの自叙伝」からの抜粋も書かれている、クリヤ・ヨガについて。



最後のあたりにヨガナンダの師匠が亡くなったあと物質化して現れ、ヨガナンダをその手に抱きながら、

あちらの世界の話を聞かせてくれますが、それが圧巻です。

メッセンジャーのダスカロスさんが言ったたことと、用語は違っても同じような話がありました。

やはり変わらない真実はあるようで、人間は３つの体で出来ているというところや、それぞれの体が所属する

世界があるというところです。

その３つの体から開放されるのが人間としての最終的な解脱なので、肉体から開放されても、次は第二の体、

そこから開放されてもまだ第三の体があります。

そして、第二の体を持つ人の世界も段階がありますが、上の方に移動した方達が住む星は地球より高い次元に

あり、この物質次元に見える星とは違うようです。

いわゆる宇宙人という言葉は出てきませんが、次元の違う別の星に住んでるならいわゆる宇宙人とも

言えそうですね。

スピ系で言う「地球の次は別の星で転生を」というのは、「第二の体での生活」ということと、見方や言い方が

違うだけで同じかなと思いました。

しかし、３０年前に出版された本なので、読んだことある人も多いんでしょうね。

ちなみに、メッセンジャーが読みづらくて途中で挫折する人が何人かいましたが、用語の意味がわからなくても、

先に読み進めるといろんな興味深いエピソードが出てきて読みやすくなります。

そのうちに用語についても何となくわかるようになりますので、ぜひ挫折せず読んで欲しいです。

でも、この「あるヨギの自叙伝」は読みやすいです。 ただ、分厚く長く高いです。

図書館にあればまず借りてみましょう。

また、クリヤヨガはＳＲＦまたはＹＳＳの指導許可をもつクリヤ・パン クリヤ・ヨギ から学んでいただきたいと

書かれています。 また正式なところ以外では高額を要求してきますがＳＲＦやＹＳＳでは無料だそうです。

円程度の寄付金で 、国際電話代すら要求してきません。

ＳＲＦとはセルフ・リアリゼーション・フェローシップの略です。家庭用通信講座もあるみたいです。

ドギュメンタリー伝記映画（２０１４年）ＤＶＤ有り

『永遠のヨギー～ヨガをめぐる奇跡の旅』

映画『永遠のヨギー ヨガをめぐる奇跡の旅』予告編

『永遠のヨギー ヨガをめぐる奇跡の旅』

（導入）

表紙を見た途端、ヨガナンダの瞳に射抜かれたんだ。

「あるヨギの自叙伝」に出会ってなかったら今の人生は

ない。くたばっていたか、最低の人間になっていたはず。

不毛な人生にならず、意味を与えてくれた。

－ジョージ・ハリスン



ハリウッドセレブから火がついたヨガブームは、日本にもすっかり定着し、今や国内のヨガ人口は 万人にも

のぼるといわれている。 そもそもヨガはどうしてここまで数多くの人を魅了するのか？

ヨガの魅力をひも解くとき最も重要な人物が、ヨガと瞑想を世界に広め、「西洋ヨガの父」として知られる

偉大なヨギー（ヨガをする行者）＝パラマハンサ・ヨガナンダである。

ザ・ビートルズには「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のジャケットに登場するほど

大きな影響を与え、アップル社創業者のスティーブ・ジョブズは、ヨガナンダの自叙伝を唯一自分の に

ダウンロードしていたという逸話を残すほど。

多くの著名人に影響を与え、その生き方は現在もたくさんの人々に人生の指針を与えている。

本作は、ヨガナンダの貴重な映像と、ジョージ・ハリスンやスティーブ・ジョブズなど多数の著名人の証言や逸話を

通して、アカデミー賞ノミネート歴のあるパオラ・ディ・フローリオとサンダンス受賞歴のあるリサ・リーマンが、

彼の生涯と教えに迫る奇跡のドキュメンタリー！アメリカ、オーストラリア、ブラジル、ドイツ、イタリア、フランス他、

全世界でロングラン上映中！。

イルミネート映画祭 観客賞受賞／シアトル国際映画祭 公式セレクション／

マウイ映画祭 スピリット・イン・シネマ賞受賞

（あらすじ）

『永遠のヨギー～ヨガをめぐる奇跡の旅』（原題『 ： 』）は、

年代にヨガと瞑想の奥義を西洋に伝えたヒンズー教スワミ（導師）の人生を描いた異色の伝記映画。

これまで世界中で何百万部と売れ続け、真理を追求する人々や哲学者、ヨガに熱心な人々の座右の書となった

精神世界の教典「あるヨギの自叙伝」を著したパラマハンサ・ヨガナンダの生涯と、その教義を追究した

長編ドキュメンタリー作品です。

「あるヨギの自叙伝」は、スティーブ・ジョブズ氏の に唯一ダウンロードされていた本として知られており、

ジョブズ氏の追悼式では 冊分が参列に訪れた重要人物らに配布されました。

この本はまた、東洋神秘主義への入り口としてジョージ・ハリスンやラッセル・シモンズほか、多くのヨガ修練者

たちの教典となりました。

ヨガナンダ自身の悟りへの探求を個人的な体験として著し、修行の道程における苦闘を分かち合ったことで、

太古からの教えは現代の読者にも開かれたものとして伝えられたのです。

今日においても、物欲的社会から内なる自己へと意識を傾け、瞑想を追求する多くの探求者たちの指南書として

人々を魅了し続けています。

アップル スティーブ・ジョブズ ビートルズ ジョージ・ハリスン



以上の情報で、ヨガナンダ師や『あるヨギの自叙伝』についての概要をお伝えいたしました。

『あるヨギの自叙伝』は、ヨガナンダ師が実際に体験した内的世界や現実世界の体験を、

繊細に赤裸々に描写したものです。

実際に神を体験した覚者が、神を体験するまでの多くの覚者とのエピソードや、神体験の詳細な描写や、

知られざる覚者が行う驚異的な奇跡の数々を、神体験で得られた驚異的な能力（意識的に過去の体験を

リアルに再体験できる能力）を駆使して、詳細に描写したものです。

ヨガナンダ師は１９５２年にマハサマディ（意識的な肉体離脱）をされていますが、

１９６０年代頃から、人類の意識の目覚めを加速させる膨大なエネルギーが地球に注がれるようになり、

世界の多くの人々が、神（悟り）を体験したり、意識の変革をすることが容易になってきているそうです。

神（悟り）を体験するための方法には、多様な方法があるようですし、その体験の内容にも

悟りの深さにも 多様性があるようです。

この意識の変容のエネルギーによってもたらされた、スピリチュアルな教えの数々は、総称して

ニューエイジ思想 と呼ばれることもあります。

ニューエイジの潮流が生じる以前の世界では、神を体験することは非常に困難なことで、

多くの人の場合には、悟りを開いたグルに帰依する必要があったようです。

ヨガナンダ師の場合も、悟りを開いたグルに帰依して永年修行を積んでから悟りを開く、という昔からの

伝統的な方法で神を体験されています。

この意識の変容のエネルギーによって、社会現象全般としては、１９５０年代頃まで永年続いてきた、

厳格な家族制度や社会の伝統や制度などの、一律な価値観に縛られた人間生活が次第に崩壊してゆき、

人々の人生観や価値観が多様化してきて、混乱状態にある と言えるようですが、

個人の自由意思や、人々の内面の心の平安や喜びや、愛や思いやりが、より尊重される社会に変わり

つつあるようです。

しかし、排他的な政治や 搾取的で競争的な経済活動は、地球規模で今後も崩壊し続けることでしょう。

次回は、私が 『あるヨギの自叙伝』を読んで感動を覚えたり、精神科学を解説したりした記述や

悟りのためのアドバイスが記述された箇所 を抜粋して、ご紹介してゆきたいと思っています。

この映画は製作に３年以上を費やし、世界 か国もの地域で撮影され、西洋から東洋、新旧における

ヨガの世界を網羅しています。 ヨガナンダに関する資料に基づき創作されたストーリーを中心としながらも、

従来の伝記映画とは別次元のスケールで描かれた作品となりました。

インタビュー形式で綴られた映像や暗喩的表現、再現シーン等で構成されており、私たち観賞者がめぐる旅は、

インドの聖地から最先端の物理学研究室を擁するハーバード神学大学院へ、そしてペンシルベニア大学の

精神科学研究所からカリフォルニア州カールスバッドのチョプラ・センター（訳者注：アーユルヴェーダ基盤の

ウェルネスセンター）へと導かれていきます。

魂のめぐる旅路を追体験しながら、自我の抑圧や即物的社会の幻惑から逃れ、これまで見たことのない

ヴィジョンがもたらされるでしょう。

全宇宙に生ける者たちがその苦しみから解放され、絶えることのない幸福を見つけ出すための、

人類すべての物語なのです。

２０１７年６月１４日 明日香地震気象研究所 松本安生


