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シヴォーハム：マハーシヴァラートリ2020 
A talk by Dr. Narendranath Reddy, on Mahashivarathri Day, February 21, 2020 

レッディ博士によるスピーチ映像（英語）へのリンク 
 

 

オームシュリサイラム 

愛と感謝を込めて、私たちの最も愛する主であり、サルヴァデヴァーターティタスワルーパ

（すべての神の御名と御姿を超越したお方）である、バガヴァン シュリ サティヤ サイババ

様の神聖な蓮華の御足に私自身を捧げます。 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん、皆さんに愛を込めてサイラムと申し上げます。 

皆さんが愛と平安と神の至福に満たされて、幸せで神聖なマハーシヴァラートリを迎えられ

ますようお祈りします。生きたカリユガ アヴァター、バガヴァン シュリ サティヤ サイババ

様と同時代に生きる私たちは、本当に祝福されており、幸運です。 

 

https://www.sathyasai.org/mahashivarathri/2020
https://www.sathyasai.org/mahashivarathri/2020
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サティヤ サイババ様がご自身の本当の姿を明かされる 
 

 

スワミは、神の無限の愛と慈悲ゆえに、１９６８年５月１７日にムンバイで行われた第１回

世界大会の席上で御講話を行い、ご自身が神であることを明らかにされました。「これが、人

間が神につけたあらゆる神の御名と御姿が顕現している人間の姿です」とスワミはおっしゃい

ました。それは、彼があらゆる神の御姿の具現であることを意味します。何十年にもわたって、

多くの人々が、シヴァ、シャクティ、シヴァ・シャクティ、仏陀、イエス、ラーマ、クリシュ

ナ、ハヌマーンなど、多くの御姿や御名のビジョンをスワミの中に見てきました。すべての御

名と御姿がスワミの中に宿っています。ですから、私は、彼は一人の中にあるすべてであり、

すべての中にある一なる者であると申し上げます。彼は、世界にある生きとし生けるものすべ

ての中に宿っています。だからこそ、私たちは、彼はすべての中のすべてでもあり、究極的に

は、彼はすべてを超越している、と言うのです。ですから、私は彼のことをサルヴァデーヴァ

ターティタスワルーパと呼んでいます。サルヴァデーヴァタスワルーパとは、すべての神の御

姿の具現という意味です。サルヴァデヴァーターティタスワルーパとは、すべての神の御名と

御姿を超越したお方、という意味です。 

かつて、ペッダボットゥと呼ばれた帰依者がいました。彼女はスワミの栄光について、スワ

ミがどれほど素晴らしいかについて、歌を作り、スワミはシヴァ神であると表現しました。彼
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女は最後に、サルヴァデーヴァタスワルーパと記しました。これはすべての神の御名と御姿の

具現という意味です。翌日、続きを書くためにやって来た彼女は、最後の部分がサルヴァデー

ヴァターティタスワルーパに変えられていたのを見ました。つまり、彼はすべての神の御名と

御姿を超越しているのです。だからこそ私たちは、「彼は一人の中にあるすべてであり、すべ

ての中にある一なる者であり、すべての中のすべてであり、すべてを超越した存在である」と

言うのです。 

マハーシヴァラートリの意義 

シヴァラートリとはとても特別な夜なので、スワミの御言葉や聖典で説明されているマハー

シヴァラートリの意義について、いくつかご紹介したいと思います。シヴァは吉祥を意味しま

す。これは吉祥の夜なのです。ただの吉祥の夜（シヴァラートリ）ではなく、マハーシヴァラ

ートリ、大いなる吉祥の夜なのです。シヴァラートリは毎月あります。それはマーサシヴァラ

ートリ（今月のシヴァラートリ）と呼ばれています。満月から新月に向けて月が欠けていく半

月をクリシュナパクシャと言いますが、その１４日目がマーサシヴァラートリです。しかし一

年に一度、マーガ月（２～３月）にはマハーシヴァラートリとなります。この日は、霊性求道

者にとって非常に重要です。なぜなら、心は、私たちの束縛と解脱の原因となるからです。こ

の日は〈心を司る〉月が最も小さいため、神と同調しやすいのです。 

スワミが見事に言い表されているとおり、心は鍵のようなものなのです。それを一方に回せ

ば鍵をかけることができ、反対側に回せば鍵を開くことができます。同様に、私たちが心を神

の方に向けると、喜びと解脱がもたらされます。心を世俗に向けると、悲しみと束縛がもたら

されます。この日は、最も容易に心を神に向けることができる日なのです。そのため、世界中

の霊性探求者たちがシヴァ寺院に行き、この日をマハーシヴァラートリとして盛大に喜び勇ん

で祝うのです。シヴァ神は至高の主、マヘーシュワラと呼ばれています。また、至高神、マハ

ーデーヴァとも呼ばれています。この日がマハーシヴァラートリとして祝われるのはそのため

です。 
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宇宙の舞 

この日に起因する三つのことがありま

す。一つは、この日はシヴァ神がターン

ダヴァの舞を踊った日だということです。

あなたが聞いたバジャンの一つ、「アー

ナンダ ターンダヴァ サダーシヴァ」

（至福に満ちてシヴァ神が舞う）は、こ

の舞に関連しています。これがシヴァ神

がナタラージャ（踊りの王）と呼ばれる

理由であり、私たちが「ナチョー ボーラ

ーナート」（踊ってください、純真無垢

な主よ）と歌う理由でもあります。舞は

神の美しい御姿であり、シヴァ神は最も

偉大な踊り手です。なぜなら世界全体が

宇宙の舞であると考えられているからで

す。原子の粒子の中にさえも舞がありま

す。シヴァ神はすべての宇宙の舞の源泉

なのです。 

リンガム：リーヤテー ガムヤテー イティ リンガム 

二つ目のマハーシヴァラートリの重要な意味は、この日はシヴァ神が人間にリンガムを授け

たリンゴードバヴァ（リンガムの顕現）の日であるということです。神は名、姿、属性、空間、

因果を超越しています。神はすべてを超えた存在です。それはニルグナ（無属性）、ニラーカ

ーラ（無形）です。しかし、私たちの贖罪のために、神は私たちに御姿を示してくださいまし

た。それがリンガムです。すべてのシヴァ寺院が、シヴァ神の御姿ではなく、至高神を表すリ

ンガムそのものを礼拝しているのは、そのためです。これは、この日に特別に行われます。ス

ワミは、リンガムの定義は「リーヤテー ガムヤテー イティ リンガム」（すべての名と姿が

帰融するところ、すべての名と姿が成就を果たすために向かうところがリンガムなり）である

とおっしゃっています。すべてはリンガムに融合し、すべてはリンガムに向かっています。 
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神は特定の姿形を超越しているので、すべてのものがその中に融合します。リンガムという

姿の中に、世界のすべてのものが帰融するのです。リンガムには多くの種類があります。スワ

ミが物質化されたこのリンガムのように、石からできているものもあれば、砂でできているも

の、木でできているもの、鉄などから成る特別な合金でできているものもあります。 

二つの特別なリンガムがあり

ます。一つは１９９９年にスワ

ミがお出しになったこのヒラン

ニャガルバ リンガムです。スワ

ミは数年間リンゴードバヴァ

（リンガムの顕現）をなさいま

した。そして、それは神から来

ており、神の愛に満たされてい

るとおっしゃいました。これが

神の愛の源泉であり、私たち一

人一人が、右側に、私たちの霊

的ハートの中にそれを持ってい

て、私たちの身体を満たしてい

るのです。これについては、１

９９９年２月１５日に行われた

マハーシヴァラートリの御講話で読むことができます。スワミは、アヴァターが来ると、神の

愛を非常に特別なヒランニャガルバ リンガムに結晶化させることができるとおっしゃいまし

た。 

もう一つは水晶でできているスパティカ リンガムです。それは純粋性の象徴で、スワミは

このリンガムを重視なさっていました。チダンバラムという町にあるナターラージャ寺院には、

アーカシャ リンガムがあります。 

さらにここには、偉大な霊性の師であるアーディシャンカラが置いたスパティカ リンガム

もあります。リンガムにはさまざまな種類があります。なぜならシヴァ神にとってリンガムは

非常に重要であるからです。パンチャブータ リンガムと呼ばれる五つのリンガムがあります。

リンガムには、ある物質がリンガムの姿になったものだけでなく、五大元素がリンガムの姿と
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なることもあるのです。一つ目は、チダンバラムにあるリンガムとしての空
く う

、アーカーシャ 

リンガムです。二つ目は、もう一つの有名な場所、シュリーカーラハスティにあるリンガムと

しての風、ヴァーユ リンガムです。これを目で見ることはできません。三つ目はアルナーチ

ャラム（バジャン「アルナーチャラ シヴァ オーム」が歌われました）にあるリンガムとして

の火、アグニ リンガムです。四つ目はティルチ（ティルチラーパッリ）近郊のジャンブケー

シュワラにあるリンガムとしての水、ジャラ リンガムです。五つ目は、同じくタミル ナード

ゥ州のカンチープラムにあるリンガムとしての土元素、プリティヴィ リンガムです。このよ

うに、五大元素そのものがリンガムになるのです。ですから、リンガムの概念である姿形を伴

う必要はありません。最後に、スワミは、宇宙全体（ブラフマーンダ）そのものがリンガムで

あるとおっしゃっています。これらがリンガムの多種多様な顕現です。 

神と自然は一つ 

第三に、この日はパールヴァティ カッリヤ

ーナム、すなわちパールヴァティとの結婚に

起因しています。母なるパールヴァティ女神

は、この日にシヴァ神と結婚しました。しか

し、より霊的に高い意味においては、母なる

パールヴァティ女神は自然、プラクリティを

表し、シヴァ神はブラフマン、プルシャを表

しています。つまり、これはプルシャとプラ

クリティの融合を表しているのです。 

私たちはヴィシュヌ神とラクシュミー女神

を分けて考え、ブラフマー神とサラスワティ

ー女神を分けて考えます。しかし、シヴァ神

はアルダナーリーシュワラ〈アルダナは二等

分を意味する〉、すなわち、左半身がパールヴァティの姿をしたシヴァ神と呼ばれています。

シヴァ神の左半分は母であり、それは自然を意味します。自然としての母と主が一緒になって

いるのです。神は別の存在、自然は別の存在、ジーヴァ（個我）は別々と考える限りは、決し

て幸せになれない、とスワミがおっしゃるのはそのためです。ただ一つのものだけが存在して

いることに、私たちは気づくべきです。神、自然、人間は一つなのです。それが、マハーシヴ
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ァラートリの特別な意義です。 

私たちがこの日を祝うときには、これらの霊的意義を知るべきです。それゆえスワミは、そ

れを単なる儀式にしてはいけないとおっしゃるのです。どのような儀式を行うとしても、私た

ちはその霊的意義を知るべきです。 

マハーシヴァラートリで行う修行 

現代の人々が実践しているのは、徹夜と断食の二つです。私たちは皆、願わくは夜通し起き

ていようとします。そして私たちのほとんどは食事をせず、飲み物のみを摂取することになっ

ています。しかし、人々はそれを儀式的に行っています。この断食の霊的な意味を、私たちは

知っておくべきです。それは、ウパヴァーサと呼ばれ、神の近くにいる、という意味です。食

べ物から遠く離れることによる断食は、本当の断食ではありません。人々が断食をするのは、

シヴァ神を思う神聖な至福に心奪われて、食事や睡眠のこと忘れてしまうからです。ほとんど

の人間にとって大切なものとは何でしょうか？ 第一に良い食べ物、第二は良い睡眠です。私

たちは皆、良い食べ物と良い睡眠を取りたいと思っています。しかしここでは、私たちにとっ

て大切なもの――食べ物と睡眠――を、神のために犠牲にするのです。 

シヴァ神は私たちのために犠牲を払いました。シヴァ神がハーラーハラダーリと呼ばれてい

るのはそのためです。彼は人類のために毒を飲み、それを喉の中に留めました。神がそれだけ

のことをしてくれたのですから、私たちは少なくとも、小さなことを犠牲にするくらいはでき

るでしょう。しかし、スワミは、これは強制（フォース）されるのではなく、源（ソース）か

ら促されるものでなければならない、とおっしゃっています。もしあなたが断食をしている間

に「いつ断食を終えようか、いつになったら食べようか」と考えているのなら、断食をするよ

りも、食べながら神のことを考える方がましであると、スワミはおっしゃいます。睡眠につい

ても同じことが言えます。神を思うことが楽くて、自然と食事や睡眠のことを忘れてしまった、

という風に、自然の流れでそうなるべきなのです。 

第二に、皆さんはこの葉（ビルヴァの葉）を見たことがあると思います。これは、マハーシ

ヴァラートリの夜に、プラハラと呼ばれる約三時間ごとの時間の区切りに従って、四回行われ

るルッドラビシェーカムで使うものです。一日には八つのプラハラがあり、夜には四つのプラ

ハラがあり、四つのジャムスとも呼ばれます。聖典の規定によれば、これらのジャムスの間、
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すなわち夜に四回、ルッドラビシェーカムを行わなければなりません。私たちは今、一回目の

プラハラの間にルッドラビシェーカムを行いました。二回目、三回目、四回目はこれからです。 

このルッドラムは非常に吉祥であり、最も強力なマントラです。それは、ルッドラ ウパニ

シャッドとも呼ばれます。ヴェーダは聖典す。それらは神の息吹です。しかし、その中で、あ

らゆる讃歌の中で最も強力なのがルッドラムです。それは、クリシュナヤジュル ヴェーダの

中に収められています。皆さんは、クリシュナヤジュル ヴェーダの中で、このルッドラムを

見つけることができるのです。ルッドラムが、ルッドラ ウパニシャッド、シャタルドリーヤ

ム、ルッドラプラシナ、シュリルッドラムなど、多くの別名で呼ばれているのはそのためです。

それは主にシヴァ神の栄光を歌っています。それは二部構成になっていて、第一部はナマカム、

第二部はチャマカムです。ナマカムは十一のアヌヴァーカ（章）から成り、チャマカムも十一

のアヌヴァーカで構成されています。 

ルッドラムの力 

十一の章の意味については、スワミが素晴らしい説明をなさっています。スワミによれば、

私たち全員に、十一のことに関連した問題があります。それらは、五つのカルメーンドリヤ

（行動感覚器官）、五つのグニャーネンドリヤ（知覚器官）、そして心（マインド）です。 

これらは私たちの心を乱し、

動揺と苦痛を引き起こします。

これらの十一のものが神に向い

ていると、私たちは至福と平安

の中で暮らします。同じものが

世俗の方に向いていると、束縛

と痛みと苦しみが引き起こされ

ます。ルッドラムが私たちに教

えているのは、心（マインド）

を神に向けることです。先ほど

も申し上げましたが、ルッドラ 

ウパニシャッドはすべてのヴェ

ーダの中で最も重要なものです。
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それは解脱という最高の英知をもたらすだけでなく、肉体と精神の両面における世俗的な喜び

さえも与えてくれると言われています。それは繁栄も授けます。チャマカムと呼ばれる第二部

があるのはそのためです。そこでは私たちが望むあらゆる恩恵を神が授けてくださいます。こ

のルッドラムでは、第八アヌヴァーカが最も重要です。それはルッドラムの生命力にたとえら

れます。そこで私たちは「ハラ ハラ」と唱えます。間もなく私たちはナマカムを唱えるわけ

ですが、その際には、第八アヌヴァーカが最も重要であることを心に留めておかなければなり

ません。なぜ第八アヌヴァーカがそんなにも重要なのでしょうか？それは、最も偉大で最も強

力なマントラ「オーム ナマ シヴァーヤ」（オーム シヴァ神に帰依し奉る）が含まれている

からです。パンチャークシャリー（五音節のマントラ）が第八アヌヴァーカにあるのです。こ

れは人類への最高の贈り物です。マントラ「オーム ナマ シヴァーヤ」の中にある、シヴァと

いう二音節の言葉は、私たちに解脱をもたらします。それが「オーム ナマ シヴァーヤ」とい

うマントラの力です。この後、スワミご自身がこのパンチャークシャリーのマントラ「オーム 

ナマ シヴァーヤ」を唱えるビデオを見て、後に続いて唱えてみてください。それがルッドラ

ムの力です。 

ルッドラムを唱えるときには、その意味を知っておくべきです。ナマカムの場合、人々はこ

れを最も偉大な不二一元論（アドワイタ）の教典だと考えています。平等を求める人々は社会

主義や共産主義について論じます。しかしナマカムでは、神が私たちにすべてのものは平等で

あると示してくださっています。私たちは実際に、朝から晩までルッドラムを実践することが

できます。ルッドラムにおいて私たちは、植物を見たら、それはシヴァ神だと言います。枝を

見たら、それはシヴァ神です。葉っぱはシヴァ神です。庭はシヴァ神です。森はシヴァ神です。

移動中に、路上にある石を見たら、それはシヴァ神です。私たちは丘や山を見ます。それはす

べてシヴァ神です。私たちが水を見たら、あるいは水たまりを見たら、それはシヴァ神です。

湖、滝、川、海、それはすべてシヴァ神です。私たちが犬を見たら、狩猟犬を見たら、あるい

は狩猟犬を連れている人を見たら、それもすべてシヴァ神です。そして最後には、人間にも当

てはまるのです。聖者は皆シヴァ神です。それから、彼は最も偉大な泥棒であると書かれてい

ます。泥棒はすべてシヴァ神です。だから、泥棒に会ったら、心配しないで、彼らはルッドラ

神なのだから挨拶をしなさい、と書いてあります。そして、彼は最も偉大な詐欺師であり、詐

欺の達人でもある、と書かれています。ですから、詐欺師に会ったら、私たちは「シヴァ神が

私を騙している」と言うべきなのです。彼があなたに望んでいるのは、すべてのものの中に神

を見ることです。彼は大工であり、鳥を狩る者であり、漁師でもあります。あらゆる種類の物

事は、ルッドラ神の顕れです。すべてはルッドラ神以外の何ものでもありません。それが植物
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であろうと、無生物の石であろうと、動物であろうと、さまざまなタイプの人間であろうと、

これらはすべてルッドラ神の顕現に他なりません。これこそが、私たち全員が体験すべき「サ

ルヴァム カルヴィダム ブランマー」（まことに、このすべてがブラフマンなり）なのです。

あなたが目にするものは何であれ「サルヴァム シヴァマヤム」（この外界で目撃するすべて

はシヴァ神の顕現である）――すべてがシヴァ神なのです。 

もしそのような体験をすれば、すべてがうまくいき、何も困らなくなるでしょう。泥棒に

出くわしたら、それはシヴァ神なのです。実際に、御者はシヴァ神であると書かれています。

御者とは、車の運転手のようなものですね。車もシヴァ神であり、車を運転する人や、あなた

をどこかへ連れて行ってくれる人もシヴァ神です。そうであれば、何も私たちを悩ませること

はないでしょう。常にシヴァ神のことを考えているので、何からも悪い影響を受けなくなりま

す。それがルッドラムの力です。なぜなら、あなたがルッドラムを唱えるときには、その中に

シヴァ神が留まるからです。 

リンガムのアビシェーカム 

ルドラムを唱えるときにはアビシェーカム

（灌頂）も行います。私は皆さんに、それが

機械的なものではないということを知ってい

ただきたいのです。このアビシェーカムは四

回行います。アビシェーカムはシヴァ神にと

って最も大切なものです。アビシェーカムの

間、一般的に私たちは五つのことを行います。

まず、牛乳をかけます。これは地元素の象徴

です。次にヨーグルトをかけます。これは水

元素の象徴です。それからギー、すなわち純

粋バターをかけます。これは火元素を象徴し

ています。それからハチミツをかけます。こ

れはヴァーユ、すなわち風元素の象徴です。

このように、シヴァ神を礼拝するのに使う五

大元素すべてがここにあります。それから砂

糖をかけます。最後に、パンチャアムリタ
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（五つの甘露）と呼ばれる、牛乳、ヨーグルト、ギー、ハチミツ、砂糖でできた飲み物をかけ

ます。 

しかし、アビシェーカムでシヴァ神にかけるものは他にもたくさんあります。バスマ（ヴィ

ブーティ）、クムクム、白檀のペースト、ターメリック、サトウキビ水、ココナッツ水などを

入れることもありますし、金箔を使ってアビシェーカムを行う人もいます。花や果物、ドゥル

ヴァ草を使って行う人もいます。アビシェーカムのやり方は多種多様です。なぜなら、最も愛

しいシヴァ神に対して行われるからです。 

バスマ：ヴィブーティ 

私たちはバスマ、すなわちヴィブーティを使ってアビシェーカムをすることもできます。シ

ヴァ神にとってヴィブーティはとても大切です。私たちは「バスマブーシ タンガ サイ チャ

ンドラシェーカラ」（神聖灰をまとい頭に三日月を付けたお方よ）と歌います。シヴァ神はい

つもこの神聖灰で飾られています。なぜならそれは、ヴァイラギャ、すなわち放棄のしるしで

あるからです。シヴァ神は気にしないので、火葬場で生活し、このヴィヴーティを自分の体に

つけ、とても幸せにしています。そのためある人が母なるパールヴァティに尋ねました。「ど

うしてこんな人を好きになれるのですか？まともな服を着ていないし、虎の皮をかぶって、こ

んな灰を塗りたくり、首には蛇が巻き付いているんですよ？ 誰がこんな男を好きになるでし

ょう？」しかし、それこそが究極の境地なのです。彼は、放棄と美の究極の象徴です。それが

シヴァ神なのです。 
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バスマは、それ以上変化することがありません。それはあらゆる物事の最終的な究極の結果

です。私たちがバスマを見るときに、思い出すべきポイントは三つあります。 

第一に、マンマタ〈欲望の神〉に何が起こったかを思い出しましょう。私たちはマンマタは

金星の神だと思っています。しかし、マンマタは、私たちの心を揺さぶる者、という意味なの

です。シヴァ神がマンマタを見たとき、彼は灰になってしまいました。シヴァ神の姿をした神

は、私たちの欲望を打ち砕く手助けをします。彼がマノーハラと呼ばれるのは、私たちにとっ

て障害となる欲望を破壊してくれるからです。 

第二に、リンガーシタカムを唱えます。その中には「ラーヴァナ ダルパ ヴィナーシャカ 

リンガム」（ラーヴァナの傲慢さを打ち砕いたリンガム）という一節があります。エゴは最大

の障害です。ラーヴァナはシヴァの偉大な帰依者でしたが、非常に利己的で「ああ、自分は偉

大な帰依者だ」と考えていました。最も大きなプライドは「自分は偉大な帰依者である」とか

「自分は徹夜できる」とか「自分はルッドラムを知っている」と考える霊的なプライドです。

これらはすべて危険な兆候です。必要なのは謙虚さです。シヴァ神が破壊した第二のものはそ

れ〈利己心〉です。 

第三に、私たちはリンガーシタカムの中で「ダクシャスヤグニャ ヴィナーシャカ リンガム」

（*1ダクシャ仙の供犠を破壊したリンガム）と歌います。ダクシャ仙は無知のためにシヴァ神

を憎んでいました。 

ですから、バスマについて考えるとき、私たちは三つのことを思い出します。シヴァ神は欲

望を破壊し、私たちのエゴを破壊し、私たちの憎しみという感情を破壊します。なぜならこれ

らはすべて障害であるからです。私たちが霊的意義を理解する必要があるのはそのためであり、

その結果、マハーシヴァラートリの真の意義を理解するのです。 
  

 
1 訳注：ダクシャはブラフマー神の子で、シヴァ神と結婚したサティーの父。ダクシャはヴィシュヌを信仰

する聖賢であったが、シヴァを憎んでいた。ダクシャが重要なヤグニャにシヴァを招かなかったことを

知ったサティーは、父と夫の不仲を嘆き、自殺してしまう。妻の訃報を聞いたシヴァは激怒し、ダクシ

ャが用意したヤグニャを徹底的に破壊した。 
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ビルヴァの葉の重要性 

ビルヴァ〈ベルノキ〉の葉の重要性についても

ご紹介します。ビルヴァは三つ葉で、三枚の小葉

に分かれている三出複葉
さ ん し ゅ つ ふ く よ う

です。私たちはビルヴァ 

ストートラムを唱えました。「トリダラム」とは

三つ葉、もしくは三枚の葉を意味します。「トリ

ネートラム」は三つの目という意味で、そのうち

の一つはグニャーナ（英知）の目です。 

私たちは「トリシューラダーラム」という言葉

も使います。これは三叉槍を持つシヴァ神を表し

ており、非常に重要です。ブラフマー、ヴィシュ

ヌ、マヘーシュワラという三大神はすべてビルヴ

ァの葉の中にいることになっています。それで、

ビルヴァの葉はシヴァ神にとって大切なのです。 

しかし、スワミがおっしゃるには、私たちは最終的に三つのグナ（属性）を超えなければな

りません。ビルヴァの葉を使った礼拝は、そのことを意味しているのです。 

シヴァの帰依者の物語 

神の帰依者の物語を抜きにして、神の物語は完結しません。ですから最後に、神の帰依者の

物語をご紹介して、締めくくりたいと思います。 

ナンディ 

シヴァ神の最大の帰依者はナンディであると考えられています。私たちが「ナンディーシュ

ワラ ヘー ナタラージャ」（ナンディの主よ、踊りの王よ）と歌うのはそのためです。ナンデ

ィのユニークさとは何でしょうか？ シヴァ神のお寺に行くと、ナンディはシヴァ神の方を向

き、シヴァ神だけを見ていることがわかります。彼はあちらこちらを見たり、他の誰かを見た

りせず、一心にシヴァ神だけ見つめています。他には何も見ていません。同様に、私たちは霊
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性探求者として、愛する主への一筋の愛だけを持つべきです。 

第二に、シヴァ神が移動する時には、どうしているでしょう

か？ 彼はナンディの上に乗って移動するのです。あるバジャン

の中で、私たちは「ブリサハバ ヴァーハナ」について歌います。

ナンディはいつもシヴァ神に仕えたいと思っています。私たち

にとっても、もし私たちが霊的に進歩し、霊的進化を遂げたい

と思うのであれば、二つのことが必要です。一つは一心不乱に

神に集中すること、もう一つは神に仕えたいという切望を持て

ることです。これの模範はナンディです。ナンディのための寺

院もあるのは、そのためです。私はネパールで大きなナンディ

寺院をいくつか見たことがあります。アーンドラ プラデーシュ

州には、マハーナンディ寺院があります。ナンディはシヴァ神

の非常に近くにいると考えられているので、ナンディ寺院があ

るのです。 

プーサラール ナヤナール 

『ペーリヤ プラーナ』と呼ばれている大きな本があります。この本には、ナヤナールと呼

ばれる六十三人のシヴァ派の聖者について書かれています。私たちはこの本を読むべきです。

そこにはたくさんの偉大な聖者が紹介されています。それについて詳細に話す時間はありませ

んが、この本に載っている偉大な聖者の一人、プーサラールについては知っておくべきです。。

私たちがさまざまな場所にスワミのための寺院を建てたいと思っているように、彼はシヴァ神

のための寺院を建てたいと思っていましたが、十分なお金がありませんでした。彼はお金を得

ようとしましたが、まったく得られませんでした。彼は落胆しましたが、「よし、自分のハー

トの中に寺院を建てよう」と考えたのです。それで、彼は自分のハートの中で礼拝〈地鎮祭〉

を行い、礎石を置きました。それから、彼はその上に毎日毎日、どんどん煉瓦を積み重ねてい

きました。そうすることによって、彼は自分のハートの中に寺院を完成させたのです。一方、

その町の王もまた、美しいシヴァ寺院を建てていました。王の寺院は完成し、神を安置する日

程を選ぶ段になりました。彼らはその儀式を行う吉祥の時間を選びました。すると、王の夢の

中にシヴァ神が現れ、「その日は行けないので、別の日に延期する必要がある」と王に告げま

した。王は、「私のもう一人の帰依者であるプーサラールという名前の人物が寺院を建てよう
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としているので、私は彼のところに行かなくてはならない」と言われて、驚きました。そして

「私の王国で、私よりもよい寺院を建てることができたという、この男は何者だ？ 私は王だ。

シヴァ神から日程を延期するよう言われたのだから、この人物に会いに行きたい！」と考えた

のです。村を訪れた王は「プーサラールはどの人か？ 私は彼が建てた寺院を見たいのだ」と

村人たちに尋ねました。人々は「王様、村にある寺院のことなど、私たちは存じません」と答

えました。王は「そんなはずはない！私はこのプーサラールに会いたいのだ。シヴァ神が私に

寺院があると言ったのだ！」と言いました。それから王はプーサラールのところへ行きました。

王と面会したプーサラールは、ショックのあ

まり泣き出しました。彼が泣いたのは、自分

のハートの中に建てた寺院を、シヴァ神が気

に入ったと知ったからです。プーサラールは

言いました。「王様、私は物理的に神殿を建

てたのではありません。私は、自分のハート

の中に礎石を据え、少しずつ煉瓦を積み重ね

ていくことによって、ハートの中に寺院を建

てたのです。王はプーサラールの足元にひれ

伏して言いました。「モルタルとセメントと

煉瓦と石で寺院を建てた私ではなく、あなた

こそがシヴァ神の真の帰依者です」と。 

シヴォーハム 

これこそが、スワミが私たちにして欲しい

と思っていることです。これこそが「マーナ

サ バジャレー グル チャラナム」の意味す

るところです。私たちは自分のハートの中で

スワミを崇拝し、ハートの中に寺院を建てましょう。 

儀式は、私たちがその境地に至るのを助けてくれます。しかし究極的には、最も最高位にあ

る礼拝はハートの中で行われます。プラティマム プラティマー プージャー、最初の段階は神

像礼拝です。それからマディマム ジャパ ストートラディカム、次の段階ではジャパを行い、

バジャンを歌います。ウッタマム マナセー プージャー、最も良いのは心の中で礼拝すること
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です。、ソーハム プージャー ウッタモータマム、最終的には最高の境地であるソーハムの段

階にたどり着きます。私は「それ」です。私はシヴォーハム、私はシヴァ神です。それが究極

の悟りです。私たちは、これらすべての儀式やプージャーを行うことによって、この真理を実

感認識する必要があります。 

私たち全員が今生のうちにこの真理を実感認識することができるよう、愛と純粋性という祝

福を授けてくださいと、シヴァ神であるサイ シヴァにお祈り申し上げます。 

ジェイ サイ ラム 

 


