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ハリー・パルマーからの伝言 

親愛なる読者のみなさんへ

アバター・ジャーナルが地球に優しくなります！  

９月から、アバター・ジャーナルはオンライン月刊誌へと姿を変え

ます。各号が発行されるときにスターズエッジからみなさんにｅメ

ールが送られ、pdfファイルを無料でダウンロードできるところや、

最新号がオンラインで見れるところをお知らせします。もしもまだ

このｅメール通知の申し込みをしていないなら、

www.AvatarJournal.comまでどうぞ。

アバターのグローバルな特性を踏まえ（現在７１ヶ国で開催、２０

ヶ国語に翻訳されています）、オンラインでお届けするｅジャーナ

ルでは、世界各地から届く記事・お知らせ・お奨め・ストーリー・

ブログ・おもしろいつながり・ニュースを取り上げていきます。す

でにスターズエッジでは、人を目覚めさせる地球の出来事をみなさ

んにお伝えし続けるために、アバター・レポーターのネットワーク

づくりに忙しくしています。こういうニュースは、他では到底見つ

か らないでしょう。

(ところで、もしもアバター・レポーターのネットワークに参加し

て自分の視点を寄稿したいなら、

www.AvatarJournal.com/reporterでやり方説明の申し込みをして

、インターナショナル・プレス証明をもらってください。）

これは、まだまだこれから最高にエキサイティングなアバター拡大

プロジェクトになっていくと思います。

みなさんの参加をお待ちしています。
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アバター教材は、気づきと変化を引き起こ
す効果的な方法となるように意図されデザイ
ンされています。その気づきと変化は、あな
たを安定したスピリチュアルな目覚めへと前
進させるでしょう。教材は、教義ではなく手
段（道具）であると考えられるべきです。

あなたはどのようにして目覚めに到達する
のでしょうか？

ゴータマ・シッダールタは森の中に住み、
それから都会に移り、しばらくそこで暮らし
、それから山に移り、しばらくそこで暮らし
、それから川へ移ってしばらく川沿いで暮ら
しました。そしてついに、菩提樹の木の下で
、彼は完全な悟りの状態に達し、それ以降ブ
ッダと呼ばれました。

ですから、私にはその道がとても簡単なよ
うに見えます。まずは森で暮らし、それから
都会に移り、それから山へ行って暮らし、そ
れから川沿いで暮らし、そうして菩提樹を探
す。

違いますか？とすると、どうもブッダがど
こで暮らしていたかということは、大事なこ
とではなかったようです。では何が大事だっ
たのかというと、ブッダを悟りに至らせたあ
る種の気づきや変容が、ブッダに起きていた
ということだったのです。スピリチュアルな
道は、悟りにつながるこうした気づきや変容
をどうやってもたらすのでしょうか？

スピリチュアルな道のほとんどが、教育、
テクニックを教えること、儀式、個々の訓練
というさまざまな手段を用いています。それ
と同時に、それらがスピリチュアルな道のツ
ール(道具)ともなっています。他より効果的な
道もあれば、ある考え方にとっては他よりも
個人的に合っている道もあります。ツールが
適切に用いられれば、期待される成果が生ま
れますが、そうでなければ期待される成果は
生まれません。もちろん、ツールには他にも
条件を満たす要因があります。例えば、使い
やすさ、成果のスピード、費やされた努力、
費やされた費用、そして場合によっては、巻
き添え被害の回避といったことです。

アバターのツールはあらゆる分野で好意的
に評価されており、人がそれを取り入れるの
に一般的な精神状態であるとした上で著しい
効果があります。

現在の世の中の状態をよく観察すれば、ほ
とんどの人が深く教え込まれた信念に従って
反応していることが分かるでしょう。反応し
ているのではない、自由意志で選択している
のだと反論する人もいるでしょうが、実のと
ころ、過去の結論や古くからの怖れが、その
ほとんどを決定づけているのです。ほぼすべ
ての人が、自分自身の直観的な原則に従うの
ではなく誰か他の人のルールに従って機能し
ています。人々は過去の中に生きていて、せ
いぜいものごとについての自分の結論を引き
出せるくらいしか、選択的に今を知覚してい
ないのです。その主な願望は、気づいている
ことより正しくあることです。

この強制的な賛同のやり取りの中では、ほ
とんどが意識的もしくは無意識的に人を操っ
ているような関わり合いとなっています。ほ
とんどの人が賞賛(快さ)と批判(痛み)に支配さ
れています。お互いに対してやったり言った

他より効果的な道もあれば、ある考え方にとって
は他よりも 個人的に合っている道もあります。

ハリー・パルマー



りすることが、反応を創り出します。その反
応の経験が快いものであると思えば、執着が
生まれます。その反応の経験がつらいもので
あると思えば、抵抗が生まれます。

同じ経験でも、別の人たちにはまた別の影
響を与えるかもしれません。何がつらくて何
が快いかと思うのは、その人の信念と、過去
に経験した思い出から創り出されたパターン
によります。つらいとか快いと思う動機をそ
の根元までずっと遡っていったら、たぶんほ
ぼ間違いなく生存的な関心、つまり食べ物、
住みか、生殖と結びついていることが分かる
でしょう。

現代においては、ほとんどの人間の意識は
まるで感光したフィルムのようです。毎瞬毎
瞬世界をあるがままに写真におさめることは
めったになく、過去の世界の写真を持ち歩い
ています。個人個人が、歴史に正しくおさめ
られ残されるべき過去の障害という苦しみや
怖れと格闘しているのです。

というわけで、こんな風に私たちは始めま
す。

アバターの各セクションは、人が教え込み
によって反応している人生から、意図的に生
きる人生へと前進するために経験しなければ
ならない気づきや変化を促すようにできてい
ます。必要な気づきや変化は、人によって違
います。

また、その気づきや変化は一直線でも正確
な一連のステップでもありません。むしろ、
必然的にその人独自の経験となる曲がりくね
った道をたどります。その経験が時にはエゴ

の自己を育て、時には慈しみ深い自己を育て
、そしてゆっくりとあるいは突然、スピリチ
ュアルな自己の経験にたどり着きます。直線
的に進んでいくように聞こえるかもしれませ
んが、そんなことはめったにありません。

そうです。言葉による学びは、一つの章か
ら次の章へと、目覚めを理解することへの真
っ直ぐな道として提示することはできますが
、生きた学びは横道にそれるものです。人生
は探求するために立ち止まるものなのです。
道に迷うものです。転んで、壁にぶち当たっ
て、涙を流し、それから、立ち上がって泥を
払い落としながら大笑いするのです。もしも
完璧な人たちだけが目覚めを経験できるとし
たら、ほとんど誰もそこへたどり着けはしな
いでしょう。進歩とは、必ずしもあなたがも
っと慈しみ深く、もっと正しく、あるいはも
っとスピリチュアルになる方へと向かって進
んでいるという意味ではありません。あなた
に必要なあなた独自の経験は、つらかったり

2006年アバター・ウィザードコースの終わりに
受講生に挨拶をしている

アバター教材の作者ハリー・パルマー
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破壊的だったりするかもしれません。次にく
る学びは、嫌なものだったり、エゴが強めら
れたり、圧倒されたりするものである時もあ
ります。あなたが隠遁生活でも送ることがで
きない限り、あなたのスピリチュアルなツー
ルは、現実的な問題にも非物質的な問題にも
取り組む必要があるのです。

余談ですが、宗教はスピリチュアルな道の
高みの辺りで行き詰りがちです。こういう躊
躇が前進することへの障害にならないともか
ぎりません。教区民は先へ進むことができる
までには、罪に落ちて破門されなければなら
ないこともあります。個人が自由になる前の
最後のステップは、自分の信条において許し
がたい罪を犯すことです。罪は、それと正直
に向き合えば、価値判断を他者への慈しみや
共感へと変えます。いつも親切に振舞う人は、
親切に振舞えない人が理解できないものです。
良い行ないをしないことが、いつも良い行な
いをしている人には許しがたく思えるのかも
しれません。

では次に、アバターの各セクションを一つ
ひとつ見ていき、それぞれのセクションで期
待される変化についてざっと説明しましょう。
でも、一つ言っておきますが、これらの変化
についてたとえ詳しく読んだところで、それ
を経験していることにはなりません。

アバターの第一部はリサーフェシングと呼
ばれています。それは、これまであなたが創
り出してきたことから＜自分＞を解き放つ行
動のことです。それは、自己を知ることへの
興味に目覚めることです。このセクションは、
自己発見のコースと呼ぶことができます。あ
なたが迷い込んでいた映画の世界から目を覚
まさせてくれます。

リサーフェシングは、＜自分＞を経験する
ことと、＜自分が経験していること＞の間に
は違いがあるということを思い出させてくれ
ます。その道の後の方で、この二つは再び一
つになるかもしれませんが、目覚めのこの段
階で進むべき方向は、知覚している人と知覚
との間には違いがあるのだということを理解
することです。自己と模範的役割との間には
違いがあります。意図的に行動することと反
応との間には違いがあります。あなたとあな
たの問題との間には違いがあります。

リサーフェシングで起こる根本的な変化は、
＜私がいる＞という経験が深まることです。
これは、「ええ、もちろん、私がいます」か
ら「ああ、私がいる。本当に私がいる」への
変容です。これは、個人的責任を発見しつつ
ある＜私がいる＞なのです。これで、教え込
まれた信念の呪縛を解く強力な気づきへの扉
が開かれます。精神的な概念以上の何かとし
て＜私がいる＞を経験すると、変容と癒しが
起こります。個人的な責任が、権威に対する
ロボットのような反応に取って代わります。
あなたは急に、観察して、どう行動するか、
あるいは行動するかどうかさえも選択できる
ようになります。誰かがアバターを自己発見
のコースとして語るとき、その人はこの段階
の気づきと変化について話しているわけです。

アバターの第二部は、自己を力づけるトレ
ーニングです。第二部を受講するための必要
条件は、リサーフェシングで、力づけるべき
真の自分を見つけてあるということです。

すべての苦しみは、頭の中で行なわれるプ
ロセス、特に信念や価値判断から生じていま
す。避けられないことに抵抗すると、苦しみ
が生まれます。ある哲学や宗教が人生を苦し
みだと思っているのは当然です。彼らは心の
抵抗を扱う効果的な技術を持っていないので
すから。彼らにできることといえば、修練に
よって心を静めることです。心が静まったと
き苦しみもやむわけですが、そうやって学び
もまた苦しむことで伝えられていきます。

第二部は、心をコントロールできるように
なるための現代的アプローチです。心には微
妙ながらも頭を切り替えること以上の働きが
あります。このコントロールはあまりにも珍
しい偉業であるため、多くの人は、自分たち
が経験するまでそれができ得るとは信じませ
ん。でも、それはできることであり、アバタ
ー第二部で起こる変化の一部なのです。自分
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アバターの各セクションは、人が教え込みによっ
て反応している人生から、意図的に生きる人生へ
と前進するために経験しなければならない気づき
や変化を促すようにできています。必要な気づき

や変化は、人によって違います。



は誰であり、心をどう機能させるかというこ
とがうまく整理できたら、次の課題は「あな
たは意図的に何を創り出せますか？」という
ことです。

第二部では道はうねり始めます。あなたは
物質界へと迂回していくかもしれません。次
の変化に備えて、エクササイズにはエゴの発
達が組み込まれています。＜私がいる＞を経
験した後、道の途上で次に経験するのは、＜
私ってめちゃめちゃカッコいい＞です。第二
部では、あなたの制限を取り除き、あなたの
創造力を解き放ちます。あなたの最初の反応
は、おそらく長年望んでいたものを創り出す
ことでしょう。これこそエゴの究極の快楽で
す。自分が望むまさにその通りのものを創り
出すことが。

あなたはこう訊くかもしれません、なぜア
バターはエゴの発達を奨励するのかと。エゴ
こそがこの世の多くの苦しみのもとであるこ
とを、私たちは知っているのに。その答えは、
それが次の必要な経験であり、あなたはそれ
を統合しなければならないからです。エゴは
価値判断せずに探求する必要のある領域です。
いいですか、時には自己権力の拡大を図ろう
とする利己的な努力から、私たちの最も偉大

な文化遺産が生み出されることもあるのです。
エゴが開花できなければ、何の収穫もなく、
それ以上はもうスピリチュアルな成長はあり
ません。

第二部における大きな変化は、人生のバラ
ンスが取れることです。もしもあなたが不幸
を経験してきたのなら、幸福を創り出すこと
ができます。もしもあなたが失敗を経験して
きたのなら、成功を経験することができます。
もしもあなたが従順な気持ちを経験してきた
のなら、支配的な気持ちを経験してバランス
を取ることができます。第二部のソースリス
トと現実創造を行なう過程で、あなたはこの
バランスを取るための倫理的な方法を使える
ようになります。

バランスを回復することが、自己を力づけ
ることの真のゴールです。第二部は、宇宙と
のカルマのバランスを取ることへとあなたを
向かわせてくれる、とも言えるでしょう。つ
まり、あなたのスピリチュアルな道がどんな
に紆余曲折を経ようとも、また紆余曲折を経
る必要があろうとも、第二部のツールでバラ
ンスが回復できるということです。

第三部では、自己を認識する最初の光で動
けなくなることがよくあります。光はあなた
のより深い本質よりもむしろ、恥や罪悪感を
明るく照らしがちだからです。これは、第三
部の手ほどきを受けることで変わります。自
己を認識することが機能的になり、慈しみ深
くなり、自分を力づけるものとなるのです。

第三部のランダウンは、無限なる自己の内
側へと向かう旅です。それらは、自己を限定
する力を持つスペースへとあなたを導きます。
ランダウンは過去からの影響を特定し解放し
ます。そして、あなたは今という瞬間の深い
レベルへと努力なしに入っていきます。今や、
過去よりも今という瞬間が、あなたが誰であ
りどんな経験を選択するのかを形作ります。
この状態から、あなたは直観的に行動し、高
い原則で動機付けられ、自己から独立してい
る気づきから機能します。

これがアバターコースを構成しているセク
ションです。それらは知的というより経験的
であることを目的としています。
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私たちがモンゴルへと出発したのは２００
８年５月３０日、マスターが２７人、受講生
が３５人でした。モンゴルの首都ウランバー
トルの天候が荒れたために、私たちの飛行機
が遅れました。ようやくウランバートルの空
港に到着した時には、ちょうど真夜中を過ぎ
ていました。それからさらに２時間以上もバ
スに揺られ、モンゴル初のアバターコースが
開催されるテレルジのホテルに着きました。

テレルジでの初日の朝。目が覚めると、す
ばらしい自然がその美しさを見せていました。
遠くの山々、ホテルの前にある森と川。それ
は目を見張るばかりの美しさでした。神秘的
な灰色がかった樹々の幹には、萌え出たばか
りの明るい新緑が茂っていました。ここは標
高が高く空気が汚染されていないので、太陽
の日差しが強烈です。空気はまだ肌寒いとい
うのに体が温まります。

テレルジは、UMESCOが世界遺産として指
定した国立公園です。広大な土地ですが、人
がほとんどいません。モンゴルの総人口はわ
ずか２４０万人で、そのうち１８０万人が首
都に住んでいます。あとの人々は、韓国の１
７倍も広い国土に散在しています。

朝食の後、リサーフェシング・ワークショ
ップを始めるために、みんながうれしそうに
生き生きとしてやってきました。ホテルは３
階建てで、ミーティングルームは３階にあり
ました。

何事もなくコースはどんどん進んでいきま
した。受講生たちは『注意の管理』と『許し
の選択肢』のミニコースをやりました。エク
ササイズのおかげでスペースがうんと広がり、
苦しみをつくっていた過去の理由が消えまし
た。受講生たちは感じる能力を回復しはじめ
ました。彼らは自然と一つになり、コースに
いる他の人たちと一つになりました。

毎日お昼の時間には、村の人たちが馬（実
際はたくましいポニー）を連れてきて、私た
ちを乗せてくれました。

最初の数日間、コースはよどみなく川が流
れるように展開していきました。そしてある
日の夕方、すぐそばにある新しいホテルがオ
ープンし、そこの電力消費量があまりにも大
きいために私たちのいる村が停電になり、そ
の中に私たちのホテルも入っていました。受
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講生たちは興奮してワーワー騒ぎ、電気もな
く水も出ない不便さを冒険に変えたのです。
自然が教室になりました。

それから二日間というもの、電気は止まっ
たままでした。冷たい山の川で髪を洗ってい
ると、自分たちがあまりにも、あることが当
たり前のように思っていることに気づかされ
ます。私たちは文句を言うこともできました
が、そうする代わりに、みんなハリーのアド
バイスに従って、これから起こることを最良
のものにしたのです。困難な時を経験するこ
とで、私たちは、友情とか新鮮な空気といっ
た小さなことに対する感謝の気持ちを思い出
しました。

夜は会場にキャンドルを灯したのですが、
それがロマンチックでした。電気がないと、
空が小さすぎて全部の星がおさまりきれない
ように思えるほど星が倍に増えます。そして、
ホテルの会場にも、私たちのアバターコース
はもはやおさまりきれなくなっていました。

第三部が始まると、私たちは丘から川沿い
の森へと場所を移しました。私たちはすっか

りその土地の遊牧民的な意識になっていまし
た。第三部のランダウンを樹の下で行なうと、
ブッダになったような気分でした。周りの環
境も加わり、気が散るというよりかえって私
たちをサポートしてくれているようでした。
牛、馬、犬、そして豚の親子までやってきて、
私たちは自然と調和しながら森に向かって「
世界で一番新しいアバターの誕生」を発表し
ました。

二度目の日曜日、私たちはテレルジに別れ
を告げ、首都ウランバートルの五つ星ホテル
に移動しました。一晩贅沢にくつろぎ、それ
から二台のバスに乗り込んで、広大なゴビ砂
漠へと７時間のロックンロールな旅に出かけ
ました。モンゴルは国土が広く、決まった舗
装道路はありません。どこを走るかは完全に
運転手任せです。

ガイドが言うには、私たちのグループは他
のどのグループともかなり感じが違うそうで
す。ハプニングが起きても誰一人として文句
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も言いません。私は彼に言いました。「これ
がアバターのグループです。」

午後７時、バヤン・ゴビ砂漠に着きました。
伝統的なモンゴルのゲルで、私たちの夕食が
用意されていました。食事が終わるとコース
を再開して、何人かの受講生がコースを修了
することができました。私たちはバヤン・ゴ
ビ砂漠キャンプで、「世界で一番新しいアバ
ターの誕生」を発表しました。

ハリーのプライマリー通り、“ものごとはい
つもいつもうまく”し、モンゴルでも本当にそ
うでした。私たちは次のアバターコースに、
モンゴル人の受講生を３人登録しました。私

たちのガイド、アユカさんは１０月に韓国に
来てアバターを受けることを決めました。い
つか近いうちに、たくさんのアバターがモン
ゴルに誕生するでしょう。

チンギス・ハーンの亡霊もよろこんでいま
す。

キム・イルさんは韓国在住のスターズエッ
ジ・トレーナーです。連絡先は、82-11-9999-
7425 又は、 e-mail at iluavatar@yahoo.co.kr. で
す。

９月から、アバター・ジャーナルはオンライン
月刊誌へと姿を変えます。各号が発行されると
きにスターズエッジからみなさんにｅメールが
送られ、pdfファイルを無料でダウンロードで
きるところや、最新号がオンラインで見れると
ころをお知らせします。

AvatarJournal.comで今日から無料購読をはじめましょう。

続き


