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　 In　 Western　 civilization,　 "spirituaIism　 has　 been　 losing　 in　 the

struggle　 with　 materialism."　 This　 observation　 in　 the　 prospectus　 of

the　 Sixth　 Asian　 Professors　 Symposium　 On　 Unification　 Thought　 is　 a

waming　 sign　 for　 the　 future　 of　 Eastern　 culture　 and　 civilization.　 Will

we　 be　 able　 to　 counter　 this　 materialistic　 trend　 in　 our　 life　 and　 avoid

losing　 our　 spiritual　 existence?　 In　 this　 Sixth　 Symposium　 some

direction　 in　 one　 or　 several　 answers　 may　 be　 given,　 taking　 into

consideration　 the　 "possibility　 of　 the　 unity　 of　 religions　 based　 on

respective　 scriptures"　 as　 taught,　 practiced　 and　 experienced　 in　 Asia.

Let　 us　 first　 enumerate　 the　 respective　 Asian　 countries　 as　 they　 exist

today　 with　 their　 religions　 and　 cultures.　 In　 fact　 religion　 and　 culture

have　 never　 been　 separated　 in　 Asia.

　 1.　Hinduism:　 India　 and　 Bali　 (lndonesia)

　 2.　 Predominantly　 Buddhism　 :　 Nepal,　 Burma,　 Thailand,　 Cambodia,

　 　 Laos,　 Vietnam　 and　 Sri　 Lanka

　 3.　Predominantly　 Islam　 :　Pakistan,　 Bangladesh,　 Malaysia　 and　 Brunai

　 　 Darussalam

　 4.　 Buddhism　 mixed　 with　 indigenous　 religion　 :

　 a.　Taoism-Confucianism　 :　 China,　 Taiwan,　 Hongkong,　 Singapore
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　　b.　 Shinto:　 Japan

　 　c.　 Dae　 Chong　 Kyo:　 Korea

　　 5.　 Christianity:　 the　 Philippines

Indonesia　 takes　 a　 皿ique　 position　 among　 the　 Asian　 countries.

Indonesia's　 indigenous　 culture　 has　 been　 influenced　 by　 Hinduism,

Buddhism,　 Islam,　 and　 during　 the　 colonial　 period　 by　 Western　 culture

and　 Christianity.　 Before　 the　 advent　 of　 foreign　 cultures,　 Nusantara

Indonesia,　 the　 Indonesian　 Archipelago,　 in　 approximately　 2500　 B.C.,　 had

a　 `maritime　 culture'　 in　 which　 agriculture　 and　 maritime　 commerce

flourished.　 In　 the　 arts,　 dance　 and　 music　 (gamelan)　 had　 been　 invented.

There　 was　 already　 a　 belief　 in　 `One　 Supreme　 God,'　 called　 Sang　 Hyang

Tungga1.　 From　 these　 basic　 beliefs　 and　 culture,　 all　 the　 incoming

influences　 were　 `digested'　 within　 a　 certain　 pattern.

　 　The　 Asian　 countries　 show　 a　 variety　 of　 religions　 and　 cultures.

Ideally,　 all　 these　 countries　 should　 be　 transformed　 into　 one　 Asian

Community,　 with　 each　 cotintry　 maintaining　 its　 own　 cultural　 identity

and　 characteristics.　 We　 may　 say　 that　 they　 will　 form　 a　 multi-colored

`mosaic
,'　 having　 a　 certain　 fixed　 pattern.

　 　If　 we　 picture　 the　 structure　 of　 a　 culture　 as　 consisting　 of　 three

concentric　 circles,　 then　 we　 have:

1.　the　 first　 inner　 circle:　 a　 system　 of　 ideas,

　　　 philosophy,　 values

2.　the　 second　 circle　 :　 the　 social　 system:

　　　　　social　 behavior

3.　the　 third　 circle　 :　 the　 material　 system:

　　　　science　 and　 technology

From　 the　 inner　 circle　 emanates　 the　 basic　 ideas　 to　 form　 the　 sociaゴ

and　 the　 material　 systems　 of　 a　 culture.　 In　 philosophy,　 metaphysics

explains　 man's　 view　 of　 his　 environment,　 i.e.　Being,　 God,　 the　 universe

and　 his　 own　 existence.　 All　 religious　 philosophies　 ackllowledge　 Being

as　 God,　 the　 Divine,　 the　 Holy,　 the　 Supreme　 One,　 creating　 the　 universe

and　 man.　 Faith　 in　 the　 existence　 of　 God　 forms　 man's　 spiritual　 value

and　 is　 expressed　 in　 religions.　 In　 Indonesia　 the　 worship　 of .God　 is

observed　 in　 a　 religious　 as　 well　 as　 in　 a　 non-religi叩s　 way,　 i.e.　in　 a

`k
ebatinan'　 way.　 The　 word　 `kebatinan'　 is　 derived　 from　 the　 Arabic

`b
atin,'　 meaning　 inner　 or　 esoteric,　 opposite　 to　 `1ahir,'　 outer　 or　 exoteric.
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In　 the　 Indonesian　 Constitution　 of　 l945,　 the　 word　 `kebatinan'　 was

replaced　 by　 the　 general　 term　 `kepercayaan'　 or　 belief　 so　 as　 to.also

include　 the　 beliefs　 of　 people　 or　 tribes　 in　 Kalimantan,　 Sulawesi　 and

Irian　 Jaya.

　 　 The　 worship　 of　 God　 in　 Kebatinan,　 in　 spiritual　 or　 esoteric

movements,　 stresses　 much　 more　 the　 esoteric　 rather　 than　 the　 exoteric

way,　 with　 `meditation'　 or　 `sujud'　 as　 the　 central　 activity.　 Many　 writers

use　 mysticism　 to　 translate　 kebatinan,　 but　 esotericism　 would　 be　 more

appropriate.　 Kebatinan　 has　 been　 extended　 with　 the　 terms　 kepercayaan,

kebatinan,　 kerohanian　 and　 kejiwaan.

　 　 Rahmat　 Subagyo　 listed　 more　 than　 200　 esoteric　 movements　 in

I・d・nesi・.I　 Th,　 m。 、t　p。p。1ar　 and　 h。vi。g　 。　great　 number　 。f　f。11。wers

are　 Subud,　 Pangestu,　 Sumarah　 and　 Sapta　 Darma.

　 With　 the　 Indonesian　 experience　 of　 worshipping　 God　 in　 an　 exoteric

and　 esoteric　 way　 as　 background,　 1et　 us　 now　 turn　 to　 the　 religious

experiences　 in　 the　 other　 Asian　 countries.

　 We　 are　 always　 confronted　 with　 the　 perennial　 question:　 What　 is

the　 aim　 of　 man's　 life?　 The　 meaning　 of　 life　 is　 implicitly　 contained

within　 this　 question.　 Every　 man　 in　 successive　 periods　 must　 give　 his

own　 answer　 to　 this　 question.　 So　 too　 does　 every　 religion　 and

philosophy.

　 Essentially　 all　religions　 have　 the　 same　 single　 answer　 :　Being　 created

by　 God,　 man　 must　 retum　 to　 him,　 to　 fulfill　 his　 life　 cycle.

　 The　 problem　 of　 creation　 or　 emanation　 can　 now　 be　 understood　 based

on　 the　 theory　 of　 light　 in　 modern　 physics:　 the　 dual　 property　 of　 light

as　 particle　 (creation)　 and　 wave　 (emanation).

　 1.　Taoism-Confucianism　 :　 return　 to　 the　 Tao

　 2.　Hinduism　 :　 moksha,　 unity　 of　 Atman-Brahman

　 3.　 Buddhism　 :　 Nirvana,　 Buddhahood

　 4.　 Islaml　 "`lnna　 lillahi　 wa　 `inna　 'ilayhi　 raji'　 un."　 -Lo!　 we　 are

　 　 Allah's　 and　 lo!　 unto　 Him　 we　 are　 returning.

　　 　 Qur'an,　 AI　 Baqurah　 2:　 156

　 5.　Christianity:　 "I　 am　 the　 way,　 and　 the　 truth,　 and　 life;　 no　 one

　 　 comes　 to　 the　 Father,　 but　 by　 me".

　 The　 Bible,　 John　 l4:6

　 Man's　 Iife　 cycle,　 his　 creation　 by　 or　 emanation　 froln　 God,　 his　 worldly
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1ife　 and　 his.　 return　 to　 God,　 is　 called　 in　 Indonesia:

Sangkan　 paraning　 dumadi-the　 whence　 and　 whither　 of　 creation.

　 This　 description　 was　 written　 by　 the　 court　 poet　 Mpu　 Kanwa　 during

King　 Airlangga's　 reign,　 1019-1042　 AD,　 in　 East　 Jawa.　 The　 Song　 X:1-

2　 0f　 the　 poem　 Arjuna　 Wiwaha,　 the　 Nuptials　 of　 Arjuna,　 reads　 :

"A
um　 sembahing　 anatha　 tinghalana　 de　 trilokacarana　 wahyadhyatmika

sembahing　 hulun　 i　lungta　 tan　 hana　 waneh　 Sang　 sangkan-paraning

sarat,　 sakala-niskalatmaka　 kita."一"Aum,　 my　 devotion　 be　 witnessed

by　 the　 Protector　 of　 the　 Three　 Worlds　 exoteric　 and　 esoteric　 is　 my

devotion　 towards　 nobody　 else　 but　 Thee,　 the　 whence　 and　 whither　 of

the　 World,　 materia1.immaterial,　 Being-Nonbeing,　 Thou　 art."2

　 Within　 these　 poems　 we　 find　 the　 essence　 of　 Indonesian　 philosophy　 :

1.　Metaphysics-theology　 :　God　 as　 the　 fulfillment　 of　 man's　 Life　 cycle,

　 the　 Whence　 and　 Whither　 of　 Life.

2.　Religious　 ethics　 :　the　 exoteric　 and　 esoteric　 observance　 of　 religious

　 devotion.

　　In　 the　 East,　 religion　 and　 philosophy　 are　 never　 sharply　 separated.

Being　 in　 ontology　 is　 God,　 the　 Divine,　 the　 Ultimate,　 the　 Eternal　 in

religion.　 The　 conceptual　 knowledge　 of　 Being　 becomes　 experiential

knowledge　 of　 God　 as　 the　 Divine　 and　 the　 Eternal.　 All　 individual　 ethics

and　 morality　 are　 geared　 to　 achieve　 this　 experiential　 knowledge.　 It

is　 called　 ma'rifat　 or　 gnosis　 in　 Sufism.　 This　 knowledge　 enables　 the

individual　 to　 behave　 perfectly　 within　 society　 according　 to　 various

social　 ethics.　 We　 may　 say　 :　Ethics　 is　 a　 means　 to　 achieve　 man's　 aim

of　 fulfilling　 his　 life　 cycle:　 to　 return　 to　 the　 creator　 and　 obtain　 gnosis.

Within　 man's　 value　 system,　 spiritual,　 esthetical　 and　 ethical　 value,

ethics　 is　 never　 separated　 from　 the　 other　 two.　 The　 three　 values　 are

essentially　 felt　 as　 one.

　 　This　 basic　 idea　 and　 value　 system　 will　 then　 emanate　 in　 the

respective　 social　 and　 technological　 systems　 of　 a　 culture.　 They　 will

be　 expressed　 in　 art,　 religious　 observance,　 language,　 social

organizations,　 the　 practice　 of　 science　 and　 technology.　 A　 basically

materialistic-secular　 philosophy　 will　 find　 its　 reflection　 in　 a

materialistic　 and　 secular　 civilization　 as　 is　now　 the　 trend　 in　 the　 West.

　 　 Our　 Asian　 countries　 should　 not　 fall　 intO　 the　 mistake　 of　 the　 West,
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1・e・　to　 separate　 philosophy　 from　 religion
,　or　 to　 separate　 reflective

thinking　 from　 religious　 practice
,　exoteric　 as　 well　 as　 esoteric.　 This

`
schi・ ・phreni・'　 ・ttit・d・ 　i・　・u・　b・h・vi・ ・　i・　ab・ ・1・t・1y　 d,v。 、t。ti。g　 f。,

our　 future　 culture　 and　 civilization .

　 　 The　 experience　 of　 Nusantara　 Indonesia,　 being　 influenced　 by　 various

foreign　 cultures　 and　 religions,　 is,　in　 the　 course　 of　 time
,　concentrated

on　 the　 island　 of　 Java,　 especially　 in　 Central　 and　 East　 Java
.　The　 rich

heritage　 is　 reflected　 in　 the　 existing　 temples
,　i.e.　Candi　 Borobudur　 in

ρentral　 Java,　 and　 literature　 written　 in　 the　 Old　 Javanese　 or　 Kawi ,　as

well　 as　 in　 the　 modern　 Javanese　 language .　 Religion　 and　 philosophy

are　 not　 separately　 expressed,　 so　 that　 there　 is　no　 contradiction　 between

faith　 and　 reason.　 Man　 must　 use　 all　 his　 inborn　 faculties　 of　 thinking -

feeling-willing,　 cipta-rasa-karsa,　 to　 orient　 himself　 within　 his　 life

envlronment.　 With　 this　 capability　 the　 Indonesian/Javanese　 has　 been

able　 to　 absorb　 and　 digest　 all　 foreign　 influences .　Western　 scholars　 call

this　 mixture　 of　 indigenous　 and　 foreign　 elements　 syncreticsm
,　giving

a　 rather　 haphazard　 picture.　 Essentially　 these　 elements　 are　 ordered

ln　 a　 certam　 pattern　 like　 a　 mosaic.　 So　 this　 mixture　 may　 be　 called

mosaicism　 instead　 of　 syncreticism.

　 The　 pattern　 of　the　 mosaic　 can　 be　 exemplified　 by　 the　 projection

of　the　 Borobudur　 seen　 from　 above:

　 1.　 The　 inner　 circle　 picturing　 the　 highest　 stupa,　 symbolizing

　 　 nlrwana,　 Buddhahood,　 the　 transcendent.　 This　 is　 man's　 ultimate

　 　 alm　 ln　 fulfilling　 his　 life　 cycle.　 It　 is　 one,　 but　 called　 by　 so　 many

　 　 different　 names.

　 2.　 The　 outer　 circles　 picturing　 the　 sphere　 of　 formlessness　 or

　 　 arupadhatu,　 symbolizing　 the　 esoteric　 path　 with　 its　stage　 of　 silence

　 　 and　 emptiness　 during　 the　 process　 of　 meditation.

　 3.　 The　 squares　 picturing　 the　 sphere　 of　 form　 or　 rupadhatu　 with

　 　 reliefs　 showing　 the　 history　 of　 the　 life　 of　 Sidharta　 Gautama,　 the

　 　 Buddha　 and　 several　 Bodhisattvas,　 performing　 their　 dharma　 or

　 　 service　 to　 fellow　 men.

　 4.The　 base　 with　 the　 hidden　 foot　 picturing　 the　 sphere　 of　 desire

　 　 or　 kamadhatu,　 karmawibangga,　 with　 reliefs　 showing　 the　 life　 of

　 　 people　 ;　 influenced　 by　 desires　 and　 passions.　 Their　 behavior　 will

　 　 be　 judged　 by　 the　 law　 of　 karma.
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　 　This　 pattern　 of　 mosaic　 will　 reflect　 the　 religions　 and　 culture　 of

Indonesia.

　 　The　 essence　 of　 the　 cultural　 and　 religious　 history　 of　 Indonesia　 can

be　 described　 and　 symbolized　 as　 follows　 :

L　 In　 pre-historic　 time,　 250(}2000　 BC,　 the　 Indonesians　 already　 believed

in　 the　 One　 Supreme　 God,　 called　 :　Sang　 Hyang　 Tungga1.3

　 Besides　 devotion　 to　 this　 One　 God,　 people　 also　 communicated　 with

their　 deceased　 ancestors　 who　 were　 buried　 in　 `terrace　 pyramid

・4graves
.

The　 practice　 of　 communicating　 with　 the　 spirits　 of　 ancestors　 is

universal　 and　 is　 still　 done　 up　 till　 the　 present.

2.　The　 essence　 of　 the　 religious　 philosophy　 of　 Buddhism,　 Teravada　 as

well　 as　 Mahayana,　 is　 symbolized　 in　 the　 ascending　 terraces　 of　 the

Candi　 Borobudur,　 erected　 in　 the　 ninth　 century　 in　 Central　 Java.

　 　 ApP,ndix　 ll　5

3.　The　 ethica正philosophy　 of　 Hinduism　 is　symbolized　 in　 man's　 spiritual

progress,　 respectively　 :　 karma,　 dharma,　 bhakti　 and　 moksha.6

　 　This　 spiritual　 progress　 is　 very　 nicely　 depicted　 in　 the　 Indonesian

art　 of　 wayang,　 shadow　 play,　 performance:

　 a.　 Karma:　 Bhisma　 and　 Salya　 find　 their　 death　 during　 the　 Bharata

　 　 Yuda,　 the　 great　 battle　 between　 the　 Pandavas　 and　 the　 Kuravas,

　 　 on　 the　 field　 of　 Kuru,　 Kuruksetra.

　 b.　 Dharma:　 Arjuna　 performs　 ascetism　 to　 obtain　 power,　 `sakti,'

　　　to　 fulfill　 his　 `dharma　 ksatria,'　 his　 duty　 as　 a　ksatria,　 that　 is　 to

　　　honor　 his　 king,　 to　 protect　 his　 country　 and　 people,　 and　 to　 be

　 　 ViCtOriOUS　 in　 WarS.

　 c.　Bhakti:　 The　 devotion　 of　 Gunawan　 Wibisono,　 Bibisan,　 towards'

　 　 Rama,　 the　 incarnation　 of　 Visnu,　 though　 he　 has　 to　 leave　 his

　 　 country,　 Alengka,　 and　 his　 brother　 Rahwana.

　 d.　 Moksha:　 The　 encounter　 and　 eventual　 merging　 of　 Bima　 with

　 　 his　 inner　 spiritual　 true　 Guru,　 the　 dwarf　 god,　 Dewa　 Ruci.　 This

　 　 story　 is　 indigenous　 Indonesian.　 It　 may　 be　 compared　 with　 the

　 　 `individuation'　 process　 in　 the　 analytical　 psychology　 of　 C.G.　 Jung,

　 4.　 "Islam,　 which　 came　 to　 Indonesia　 for　 the　 first　 time,　 was　 the　 Sufi

　 　 version　 of　 Islam."　 (Viktor　 Tanja)　 7　 1slamic　 Mysticism　 or

　 　 Tasawuf　 is　 best　 known　 in　 the　 West　 by　 the　 name　 Sufism.　 The
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　 　 vast　 majority　 of　 the　 Indonesian　 population,　 approximately　 170

　 　 million,　 are　 Muslims.　 In　 the　 future　 Islam　 will　 be　 the　 dominant

　 　 　 religion　 in　 Indonesia,　 and　 its　 influence　 will　 be　 decisive　 in

　 　 　Indonesian　 culture　 and　 civilization.　 But　 we　 may　 ask　 ourselves　 :

　 　 What　 kind　 of　 islam　 will　 it　 be?　 Or:　 Which　 face　 of　 islam　 will

　　　　present　 itself　 before　 us?

　 　 Two　 aspects　 or　 movements　 are　 visible　 in　 Islamic　 history　 :　Sunnis

and　 Sufis.　 The　 Sunnis　 give　 more　 stress　 on　 the　 sharia　 or　 exoteric
,

whilst　 the　 Sufis　 more　 on　 the　 tasawuf　 or　 esoteric　 aspect　 of　 Islam
.

It　 was　 Al　 Ghazali　 (1058-1111)　 who　 reconciled　 both　 aspects　 of　 Islam
.

He　 was　 then　 called:　 hujjat　 al　 islam,　 the　 proof　 of　 islam .

　 We　 may　 conclude　 that,　 for　 the　 benefit　 of　 man,　 society,　 culture　 and

civilization,　 Muslims　 should　 observe　 both　 the　 Sunni-Sufi
,　exoteric-

esotenc　 or　 lahir-batin,　 devotion　 to　 God.　 This　 has　 already　 been

practiced　 by　 the　 Indonesians　 as　 depicted　 in　 the　 poem　 Arjuna　 Wiwaha

of　 the　 eleventh　 century.　 Esoteric　 devotion
,　then,　 is　 the　 spiritual　 path

and　 the　 spiritual　 value　 within　 the　 inner　 circle　 of　 the　 system　 of　 ideas
,

philosophy　 and　 values　 in　 each　 cultural　 context.　 This　 is　 the　 central

polnt　 ln　 the　 pattern　 of　 the　 religious　 and　 cultural　 mosaic.　 The　 exoteric-

esoteric　 aspects　 of　 devotion　 are　 actually　 to　 be　 found　 in　 every　 religion
.

The　 exoteric　 aspect,　 including　 theology
,　shows　 a　 many　 splendored

varlety　 ln　 the　 existing　 religions,　 but　 the　 esoteric　 aspect　 is　 in　 essehce

a　unity.　 The　 observance　 of　 Sunni-Sufi　 unity　 is　 practiced　 by　 performing

the　 daily　 five　 prayers,　 shalat,　 according　 the　 Sharia ,　and　 the　 dhikr　 or

zikir,　 according　 the　 Thariqa　 of　 the　 Tasawuf.　 This　 is　 the　 fulfillment

of　 the　 Qur'anic　 verse,　 Al　 Ankabut.　 The　 Spider　 29　 :　45
,　 "`lnnas-Shalata

tanha　 `anil-fakhsha-'iwal-munkar;　 wa　 la-Zikrullahi　 `Akbar"　 -Lo!

worship　 preserveth　 from　 lewdness　 and　 iniquity;　 and　 verily

remembrance　 of　 Allah　 is　 more　 important.

Writes　 Nicholson:8

　 "Among　 the　 positive　 elements　 in　 the　 Sufi　 discipline　 there　 is　 one

　 that　 Muslim　 mystics　 unanimously　 regard　 as　 the　 keystone　 of

　 practical　 religion,　 i.e.　the　 dhikr　 or　 zikir."　 Shaykh　 Hakim　 Moinuddin

　 Chisti　 calls　 it　 dhikr,　 or　 divine　 remembrance.9
"Th

e　 intimate　 relationship　 between　 the　 Sufi　 and　 AIIah幽is　 contained

　 in　 the　 memorable　 verse　 from　 the　 Qur'an　 :　 `if　you　 remember　 me,
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Iwill　 remember　 you'　 (Al　 Baqarah;　 2-152).　 The　 word　 used　 to

mean　 this　 exclusive　 and　 intimate　 dwelling　 upon,　 is　 dhikr　 (zikir).

Allah　 has　 frequently　 used　 this　 term　 when　 revealing　 the　 superior

forms　 of　 worship.　 It　is　reported　 in　 the　 pure　 Hadith　 (Hadith　 Qudsi)

that　 the　 Prophet　 (S.A.W.)　 said,　 `La　 ilaha　 illa　 Allah　 is　 the　 most

excellent　 of　 all　 forms　 of　 remembrance　 of　 Allah　 the　 Almighty.'

He　 is　 also　 reported　 to　 have　 said　 that　 the　 end　 of　 the　 world　 will

not　 arrive　 so　 long　 as　 there　 is　 one　 person　 left　 alive　 reciting　 La

ilaha　 illa　 Llahu.

"This　 sacred　 formula　 is　 also　 called　 th
e　 key　 to　 paradise,　 because

the　 Prophet　 Muhammad　 stated　 in　 one　 of　 his　 sermons　 that　 the　 gates

of　 heaven　 would　 open　 for　 anyone　 who　 recited　 it　 even　 once　 in　 a

lifetime　 with　 true　 sincerity.　 In　 short,　 there　 is　 nothing　 greater　 in

the　 sight　 of　 Allah　 than　 this　 remembrance　 of　 Him,　 exalted　 is　 He:

La　 ilaha　 illa　 Llahu."

　 To　 stress　 the　 importance　 of　 Sufism　 in　 Islam　 let　me　 quote　 Raymond

van　 Over　 from　 his　 book　 Eastern　 Mysticism.10
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chapter　 most　 revered　 by　 later　 Sufi　 mystics
.　Each　 Sufi　 would

memorize　 and　 repeat　 to　 himself　 the　 first　 eighteen　 verses　 of　 this

Sura　 in　 the　 hope　 that　 he　 also　 would　 be　 transported　 into　 the　 divine

realms.

"1・
　・ffect・ 　S・fi・m　 ・epresent・ 　th・ 　inner　 a・pect　 ・f　I・1・mic　 religi。n

,

and　 in　 this　 sense　 its　 doctrines　 are　 an　 esoteric　 commentary　 on

Muhammad's　 teachings　 and　 the　 Qur'an
."

.5.　The　 advent　 of　 Christianity　 corresponds　 with　 Dutch　 colonialism　 in

the　 sixteenth　 century.　 This　 fact　 gave
,　for　 a　 long　 time,　 the　 image　 that

Christianity　 was　 identical　 with　 the　 white　 man's　 oppression
,

exploitation,　 domination　 and　 superiority .　 Though　 Christianity　 is

supPosed　 to　 be　 the　 religion　 of　 love
,　its　 practice　 in　 colonial　 Indonesia

showed　 anything　 but　 love.　 A　 striking　 example　 was　 the　 announcements

at　 the　 gates　 of　 Dutch　 swimming　 pools　 reading
,　 "Verboden　 voor

honden　 en　 inlanders"　 -　 Forbidden　 for　 dogs　 and　 natives
.　Even　 the

white　 missionaries　 always　 distanced　 theiiselves　 from　 the　 Indonesians
.

R.C.　 Zaehner,　 writing　 about　 mysticism
,　 shows　 his　 scepticism,

saying、ll

　 　 　 　 　 "Sufism　 l　 the　 Mystic　 Heart　 of　 Islam"

"Early　 Islamic　 te
achings　 were　 dominated　 by　 the　 prophetic　 and

visionary　 dynamism　 of　 Muhammad's　 personal　 experiences.　 The

climate　 during　 the　 early　 period,　 after　 Muhammad's　 death,　 was　 not

particularly　 favorable　 for　 mystics,　 although　 a　 long　 tradition　 of

desert　 wanderers　 seeking　 God　 through　 prayers,　 isolation,　 and

asceticism　 already　 existed.

　 "These　 spiritual　 mendicants　 were　 called　 Hanifs,　 and　 represented

the　 contemplative　 heritage　 upon　 which　 Muhammad　 himself　 had

based　 his　 period　 of　 meditation　 and　 isolation.　 Without　 question ,

Muhammad　 was　 an　 ecstatic　 who　 experienced　 many　 visions　 and

revelations.　 His　 early　 `Mecca'　 revelations　 are　 full　 of　 ecstatic

descriptions.　 Sura　 (Chapter)　 53,　 An　 Najm　 (the　 Star)　 was　 selected

for　 the　 Islamic　 section　 because　 it　 is　 one　 of　
.Muhammad's　 earlier

Mecca　 visions,　 and　 incorporates　 his　 famous　 Revelation　 of　 the　 Night

Journey　 (Mi'raj),　 but　 most　 important
,　because　 it　 was　 the　 single

　 "Among　 Christians　 the　 word　 mysticism　 has　 come　 to　 mean　 a　 direct

　 　experience　 of　 God;　 and　 since,　 in　 theory　 at　 least,　 Christianity　 is

　 the　 religion　 of　 love,　 the　 `mystical'　 experience　 is　spoken　 of　 as　 union

　 with　 God　 or　 as　 a　 'spiritual　 marriage.'"

Further　 on　 Zaehner　 writes:

"In　 th
e　 course　 of　 the　 last　 century　 or　 so

,　however,　 the　 word

mysticism　 has　 taken　 on　 a　 wider　 meaning .　There　 seem　 to　 be　 two

reasons　 for　 this:　 the　 rise　 of　 the　 secular　 `science'　 of　 psychology
,

and　 the　 dissemination　 of　 knowledge　 of　 the　 religions　 of　 India　 and

China,　 in　 both　 of　 which　 the　 mystical　 element　 is　 prominent
.　And

yet　 in　 neither　 Buddhism　 nor　 in　 Taoism　 does　 love,　 or　 indeed　 God
,

play　 a　 significant　 part."

　　The　 concept　 of　 `Love'　 in　Christianity　 is　rather　 vague　 and　 too

theoretical　 for　 the　 religions　 practiced　 in　 Asia
.　The　 feeling　 of　 love
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as　 experienced　 by　 man　 has　 always　 an　 ambivalent　 character.　 It　 was

Sigmund　 Freud　 who　 detected　 the　 love-hate　 duality　 in　 man,　 especially

in　 children　 towards　 their　 parents.　 In　 Asian　 traditions　 and　 religions

the　 tangible　 proof　 of　 affection　 and　 love　 is　shown　 by　 children　 towards

their　 parents,　 which　 is　 rarely　 found　 in　 Western　 Christian　 countries.

The　 terms　 used　 are　 dharma　 and　 bhakti,　 sometimes　 combined　 dharma-

bhakti,　 service　 and　 devotion.　 This　 attitude　 of　 dharma-bhakti　 is　 more

appropriate　 and　 tangible　 for　 our　 behavior　 towards　 our　 fellow　 man.

The　 ethics　 of　 Hinduism　 and　 Buddhism　 stress　 this　 dharma-bhakti

attitude　 in　 social　 life　 which　 forms　 the　 preparation　 and　 the　 early　 stage

to　 ultimately　 achieve　 self-realization　 and　 perfection.　 Islam　 uses　 the

term　 :　 Amal　 Saleh-the　 performance　 of　 good　 deeds.

　 　 In　 Christianity　 mysticism　 means　 direct　 experience　 of　 God,　 the

・mystical　 uni。n
.'　 W,ites　 Underhill,12

"Th
e　 idea　 of　 stillness,　 unity　 and　 peace　 is　 and　 has　 ever　 been

humanity's　 best　 translation　 of　 its　 intuition　 of　 the　 achieved

Perfection　 of　 God.　 Eckhart　 said,　 `In　 the　 midst　 of　 silence　 a　 hidden

word　 was　 spoken　 to　 me.'

　 The　 mystics　 have　 always　 insisted　 :　 `Be　 stil1,　 be　 still　 and　 know.'

　 This　 is　the　 condition　 of　 man's　 purest　 and　 most　 direct　 apprehension

of　 Reality".

In　 the　 process　 of　 mystical　 union,　 four　 stages　 can　 be　 distinguished　 :

1.　Via　 purgativa:　 the　 purification　 of　 the　 soul

2.　 Via　 meditative-contemplativa　 :　 prayers　 and　 meditation

3.　 Via　 illuminativa　 :　 illumination　 and　 insight

4.　 Via　 unitiva　 or　 Unio　 Mystica　 :　 the　 mystical　 union　 or　 spiritual

marrlage

　 In　 line　 with　 existing　 religions　 in　 Asia,　 Christianity　 should　 lay　 more

stress　 here　 on　 the　 dharma-bhakti　 attitude　 rather　 than　 constantly

making　 mention　 of　 `love,'　 and　 also　 the　 exoteric-esoteric,　 lahir-batin
,

Sunni-Sufi　 or　 ceremony-meditation　 practice　 of　 each　 religious

observance.　 Present　 Indonesia　 is　 fortunate　 to　 experience　 a　 tendency
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in　 this　 direction.

The　 four　 stages　 in　 the　 process　 of　 self-actualization　 or　 reali乞ation

and　 perfection　 are　 consciously　 experienced　 :

　 　 1.　Buddhism:　 Kama,　 Rupa,　 Arupa　 Dhatu　 and　 Stupa　 of　 Borobudur

　 　 2.　 Hinduism:　 Karma,　 Dharma,　 Bhakti　 and　 Moksha

　 　 3.　 Islam　 :　 Shariat,　 Thariqat,　 Haqiqat　 and　 Ma'rifat

　 　 4.　 Christianity　 :　 Via　 purgativa,　 meditativa,

　 　 　 inuminativa　 and　 Unio　 Mystica

　 　 It　 is　to　 be　 hoped　 that　 the　 Indonesian　 model　 or　 mosaic　 can　 be　 used

in　 the　 practice　 of　 religious　 observances　 in　 Asia　 :　from　 the　 diverse

Asian　 countries　 into　 one　 Asian　 community,　 a　 unity　 in　 culture　 and

CiViliZatiOn.

　 　 To　 picture　 a　 culture　 as　 a　 system　 of　 three　 concentric　 circles,　 we

will　 have:

L　 The　 System　 of　 Ideas:

　 1.　Faith:　 the　 belief　 in　 One　 Supreme　 God

2.　Aim　 of　 life　 :　 fulfilling　 man's　 Life　 Cycle

3.　 Ethics　 :　 Dharma-bhakti　 in　 social　 life　 as　 preparation　 for　 self-

realization　 and　 perfection

4.　 Values:　 Truth　 and　 Justice

II.　Psycho-social　 system　 :

1.　Family　 :　 Dharma-bhakti　 of　 children　 towards　 parents　 and　 elders

2.　 Tradition　 and　 custom　 :

　 　 　 a.　Consultation　 and　 deliberation　 in　 decision　 making

　 　 b.　 Mutual　 help　 in　 social　 events

　 　 　c.　 Community　 above　 personal　 interest

　 　 　 d.　 Avoiding　 alcoholic　 drinks

3.　Politics　 :　 Democracy　 adapted　 to　 local　 conditions

4.　 Economy　 :　 Neither　 extreme　 capitalism　 nor　 extreme　 socialism

5.　 Art:　 Uniting　 spiritual,　 esthetic　 and　 ethical　 values

III.　Material　 system　 :

　1.　Science　 and　 technology　 guided　 by　 spiritual　 and　 social　 values

2.　 Avoiding　 consumerism

3.　 Social　 justice　 and　 welfare　 in　 distributing　 national　 Wealth　 and

resources　 APPENDIX　 III

　　The　 inner　 circle　 of　 ideas,　 philosophy,　 faith　 and　 spiritual　 values
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should　 reflect　 itself　 in　 the　 outer　 circles　 of　 psycho-social　 and　 material

syste皿s.　 To　 preserve　 this　 pattern　 will　 be　 the　 task　 of　 the　 Asian

Community.

Note:　 It　 is　 interesting　 to　 know　 the　 comment　 of　 the　 German

existentialist　 philosopher　 Karl　 Jaspers　 on　 the　 Borobudur,　 though　 he

had　 never　 seen　 it　 himself:

"A
ccording　 to　 Jaspers,　 twice　 in　 the　 history　 of　 mankind,　 has　 been

described　 what　 will　 happen　 when　 man　 tries　 to　 achieve　 Divine　 Reality

beyond　 al1　 ℃iphers.'　 First　 Borobudur　 and　 second　 the　 experience

of　 Meister　 Eckhart.　 Both　 the　 Borobudur　 and　 Eckhart　 show　 that,　 when

all　 images,　 symbols,　 words　 and　 thoughts　 are　 left　 behind,　 there　 is

nothing　 else　 but　 silence.　 The　 human　 soul　 has　 become　 empty.　 All　 the

levels　 of　 consciousness　 have　 been　 transcended　 and　 left　 behind,　 and

this　 is　just　 the　 optimal　 preparation　 in　 the　 encounter　 with　 the　 Divine."

13

　 This　 is　 the　 transition　 from　 Existence　 into　 Transcendence,　 and　 is

depicted　 at　 the　 Borobudur　 as　 the　 Arupa　 Dhatu,　 the　 sphere　 of

formlessness,　 emptiness　 and　 silence.

一

PaperIV　 59

APPENDIX　 I

Groundplan　 diagram　 of　 the　 Borobudur　 :　 symbols　 in　 a　 mosaic
.
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APPENDIX　 II

Hugo　 Munsterberg,　 Art　 of　India

　 a　huge　 magic　 diagram　 which　 is
"

represented　 by　 the　 cehtral　 Stupa ."

and　 South　 East　 Asia ,
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Harry　 N.　 Abrams,　 Inc.　 Publishers,　 New　 York,　 1970,　 pp.　 200-204.

　 "Interestingly　 enough,　 the　 single　 greatest　 monument　 of　 Buddhist　 art

　　 is　not　 located　 in　 India　 itself　 but　 on　 the　 island　 of　 Java　 at　 Borobudur

　　 in　 present　 day　 Indonesia.　 Here　 pious　 Buddhists　 under　 the　 Sailendra

　 　dynasty　 in　 the　 ninth　 century　 created　 one　 of　 the　 most　 remarkable

　 　masterpieces　 of　 religious　 art.　 Rising　 majestically　 from　 the　 plains

　 　of　 Central　 Java,　 Borobudor　 is　an　 artificial　 mountain　 which　 combines

　 the　 conception　 of　 the　 Buddhist　 Stupa　 with　 that　 of　 Mount　 Meru,

　 the　 World　 Mountain.　 The　 whole　 is　 thought　 of　 as　 a　 huge　 magic

　 　diagram　 which　 is　a　mystic　 rendering　 of　 the　 cosmos.　 As　 the　 pilgrim

　 　mounted　 the　 terraces　 of　 the　 sanctuary,　 he　 was　 believed　 to　 re£nact

　 　symbolically　 the　 ascent　 of　 the　 soul　 from　 the　 world　 of　 desire,　 which

　 　 he　 was　 leaving　 behind,　 to　 the　 world　 of　 spiritual　 perfection　 and

　 　the　 l11timate　 union　 with　 the　 cosmic　 Buddha　 himself.

　 　 As　 the　 worshipper　 climbed　 up　 the　 sanctuary,　 he　 first　 encountered

　 　 five　 walled　 terraces　 decorated　 with　 sculptured　 reliefs　 which　 portray

　 the　 life　 of　 Sakyamuni　 as　 told　 in　 the　 Lalita　 Vistara.　 The　 scenes

　 　 start　 'with　 the　 Jataka　 stories　 which　 relate　 the　 previous　 incarnations

　 　of　 the　 Buddha,　 show　 his　 birth　 as　 Prince　 Siddharta,　 and　 culminate

　 ill　his　 first　 sermon　 at　 the　 Deer　 Park　 in　 Benares.　 This'sequence

　 is　 followed　 by　 the　 story　 of　 Maitreya,　 the　 Buddha　 of　 the　 Futures

　 　who　 is　 awaiting　 his　 rebirth　 as　 the　 Savior　 of　 Buddhism,　 and　 the

　 series　 ends　 with　 the　 mystic　 Dhyani　 Buddhas　 who　 embody　 the

　 ultimate　 esoteric　 teachings.

　 　 Above　 these　 galleries　 are　 three　 terraces　 containing　 seventy-two

latticed　 stupas,　 and　 at　 the　 very　 summit　 of　 the　 structure,　 as　 the

culmination　 of　 the　 whole　 monument,　 there　 is　 a　 huge　 closed　 stupa

symbolizing　 the　 ultimate　 mystery.　 The　 ultimate　 cosmic　 Bllddha,　 whose

being　 contains.the　 entire　 universe,　 is　 represented　 by　 the　 central　 stupa.

The　 whole　 design　 of　 the　 upper　 part　 of　 the　 sanctuary　 is　 a　 kind　 of

giant　 mandala,　 or　 magic　 diagram　 representing　 the　 Buddhist　 concept

of　 ultimate　 reality."
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APPENDIX　 III

System　 of　 ideas

6115

Psycho　 -　social　 system

　　　　III

Material　 system

Three　 concentric　 circles　 picturing　 three　 systems　 ill　a　 culture

ll.　1.　Religious　 observance;　 2.　 Art

Tradition　 and　 custom;　 6.　 Social

Economy;　 9.　 Defense.

　 3.　 Language;　 4.　 Family;　 5.

organization;　 7.　 Politics;　 8.
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Kewal　 Krishan　 Mittal

Professor　 of　 Buddhist　 Philosophy

　　　　　　University　 of　 Delhi

　 　 　 　 　 　 　 (New　 York),　 served　 as　 the　 starting　 point　 for　 many　 such

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 associations,　 like　 the　 Professors　 World

　 　 　 　 　 　 　 　 (PWPA),　 to　 promote　 the　 cause　 of　 the　 Unification

Movement,　 initiated　 by　 Rev.　 Moon,　 an　 offshoot　 of　 which　 is　this　 present

conference　 as　 we11.　 I　 gained　 better　 understanding　 and　 appreciation

of　 the　 Unification　 Thought　 through　 my　 participation　 in　 the

`l
ntroductory　 Seminar　 on　 the　 Unification　 Movement'　 at　 Kandy

,　Sri

Lanka　 in　 September　 (14-17),　 1984.　 There
,　through　 regular　 discourses

by　 the　 missionaries　 of　 the　 movement,　 delineating　 on　 the　 common

Judaic-Christian-Islamic　 account　 of　 the　 creation　 by　 God
,　the　 fact　 was

brought　 home　 to　 the　 participants　 that　 God　 the　 creator　 is　 the　 source

of　 unity　 in　 these　 religiqns　 and　 the　 same　 was　 reinforced　 by　 pointing

to　 the　 fact　 of　 the　 followers　 of　 these　 religions　 having　 common

ancestors.　 This　 reminds　 me　 of　 a　 book　 titled　 Abraham　 Was　 Their

Father　 by　 Warren　 Matthews　 of　 Old　 Dominion　 University　 Norfolk　 (U .

　 My　 first　 acquaintance　 with　 Unification　 Thought　 dates　 back　 to

December　 1981,　 when　 I　 participated　 in　 the　 first　 `God:　 The

Contemporary　 Discussion'　 conference　 held　 on　 Maui　 Island　 (Hawaii
,

U.S.A.).　 That　 conference,　 organized　 by　 the　 International　 Cultural

Foundation

conferences,　 programs　 and

Peace　 Academy


