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シスター・シール                                                                 2016年 10月 23日 

魔法のマントラ：「オムシャンティ」 

 

オムシャンティ、オムシャンティ、オムシャンティ。このオムシャンティのマントラは魔法のマントラです。

今日、私はそのことをお話したいと思います。BK がお互いに会う時、どのように会いますか？ まず、ドリ

シュティを交わし、お互いを魂として見てお互いを認識し「オム シャンティ」と言います。世間でも、目を

合わせてから「ハロー」と言います。インドでは手を合わせて「ナマステ」と言います。西洋では握手して

「ハロー、お元気ですか？」などと言います。私たちはブラーミンとして、まず、ドリシュティを交わしてから、

オムシャンティと言います。「私は平和な魂です」と言って、相手も「私は平和な魂です」と応えるのです。

お互いをそのように平和に満ちた魂として認識し、挨拶します。すると、どうなりますか？ そうしなかった

ら見てしまうであろう、恨み、嫌悪、嫉妬などの弱さを、「オムシャンティ」と言うことで、すべて忘れます。

そして、相手を平和に満ちた魂として見ます。このマントラの最初の魔法は、意識そのものを変えてしま

います。それが、このマントラが意味するところです。過去のことは一切、忘れます。現在にいて、相手に

良い願いと純粋な気持ちを持ち、「オムシャンティ」と言います。すると、心が平和に満ちるのです。 

 

「オムシャンティ」は単に口先だけで言う言葉ではありません。何か言わなければ、という意識で「オム

シャンティ」と言ったとしても、そこに意味はありません。「オム」自体にも意味がありますが、マントラと言う

言葉にはとても深い意味があります。「オムシャンティのマントラ」の意味は、とても深いです。マントラ、と

いう言葉はサンスクリット語で、２つの意味があります。１つはアドバイス、助言という意味です。その助言

をする人のことをマントリと言います。かつて、王たちにはマントリがいました。金と銀の時代にマントリは

いません。王たちはとても賢く、聡明で、助言の必要はなかったからです。マントラの文字通りの意味は

助言で、助言する者はマントリですが、それをスピリチュアルな意味に解釈すると「知力が心(マインド)に

助言を与える」という意味になります。それは内側の助言です。知力が心(マインド)に与える助言です。 

 

心(マインド)にはとても多くの考えが現れますが、すべての考えが実際の形をとるわけではありません。

どの考えを行動に移すかを、知力が決定します。それを「魂の内なる声」と言います。内なる声がいつも

為されるべきことを決定します。いつも何が正しく、何が間違っているかを理解します。そして、心に正し

い助言をするのです。けれども、時々、心は知力の助言に従わず、感覚器官の助言に従ってしまいます。

感覚器官が心に助言します。たとえば、何か甘いものを食べたいと思うと、感覚器官は「これは美味しい

よ。食べようよ」と言います。知力は「ダメダメ、健康に良くないよ」と言います。けれども、味蕾は「美味し

いよ。食べると良いよ」と言います。感覚は恐らく、正しい助言をしていないのですが、心が感覚に惹かれ

ていると、感覚の助言に従ってしまいます。心が魂のコントロール下にあれば、知力の助言を受け、知力

は心が考えるべきことを決定します。 

 

ですから、マントラとは、知力が心に対してする助言のことです。心はそれに応じて考えます。すると、

潜在意識が目覚め、魂は自分が誰かを自覚します。「オム」自体にも深い意味があります。これは３つの

アルファベットで構成されています。AUM と口を開くことで始まり、閉じることで終わります。O………M、

これはサイクルを巡り、完了するかのようです。内側で始まり、内側で終わります。法螺貝を吹く時も AUM

という音を出します。「オム」は文字通り、「私はある」です。「オム」とは私のことです。では、私とは何です

か？ 魂自身が「私は平和な魂です」と言います。神が世界を創造した時、これが神が使った最初のアル

ファベット、最初の言葉です。最初の元々の音が「オム」という音です。そう、経典に書かれています。 
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シッババがヤギヤを始めた時、ババがブラーマの口を通して発した最初の言葉は「オム」でした。初期

の頃、ババは「O………M」と唱えたものです。そして、この唱える音を聞いただけで、集会の中に座って

いた多くのシスターがトランスに入ったものです。それは魔法の言葉でした。一息で長く「O………M」と

言います。マノハ ダディはとても長い息で唱えたものです。これがヤギヤの当初に最初に発せられた音

です。そのため、多くのシスターがブラーマババの家に集まったこの集会を人々は「オムマンダリ」と言っ

ていました。マンダリとは集会という意味です。ですから、誰もが「オム」と唱える集会、と呼ばれていたの

です。けれども、それは単に唱えるためのものではなく「私は平和な魂です」と認識するためのものでした。

知力が心に「あなたは平和な魂です」「あなたは平和な魂です」と言います。ですから、マントラの 1 つの

意味は知力が心に対してする助言と言う意味で、心に自覚をさせるものです。 

 

マントラの 2番目の意味もまたとても美しいです。マントラという言葉は「マン」と「トラ」で構成されていま

すが、サンスクリット語は各々のアルファベットに異なった意味があります。言葉だけでなく、「A」「N」「K」

などにそれぞれ別々の意味があるのです。「マン」とは心(マインド)と言う意味ですが、トラと言うアルファ

ベットには満足、充足感、安らぎ、静けさ、といった多くの意味があります。一つのアルファベットにそれ

は多くの意味が含まれているのです。ですから、マントラとは、心が満足している、心が充足している、と

いう意味です。心が満足して充足し、完全な状態の時、平和に満ちています。それがマントラです。平和

な考えを持てば、言葉が何であれ、それがマントラになります。心が平穏さを取り戻すようにしているから

です。それは平和の考えだけでなく、愛の考えでも、至福の考えでもあり得ます。というのは、何を考えよ

うと、それになるからです。ですから「私は平和のない魂です」と言うなら、世界中の誰もあなたを平和に

することはできません。すべてが心の中にあるからです。逆もまた然りで、「私は平和な魂です」と言えば、

誰もあなたを不穏にできません。「私は平和な魂です」という自覚を自分に与えているからです。誰かに

苦痛を与えられても、あなたに影響しません。「私は平和な魂です」と自覚しているからです。 

 

ですから、３回「オムシャンティ」と言います。私は平和な魂で、私の父は平和の海で、私の家は平和

の地です。すると、不穏でいることはなくなります。多くの土地や財産を持っていて、父親がとても裕福な

人は、どうして自分を貧しいと言えるでしょうか？ けれども、もし自分を貧しいと言うなら、そのすべてが

あることを自覚していないのです。ですからババは、今日、私たちがそれを忘れてしまった、と言うのです。

自分が平和な存在だということを忘れてしまいました。その自覚は、内側から現れる必要があります。

各々の魂は無知の眠りの中に眠っています。「私は平和な魂です」という自覚がありません。各々の魂が

元々の性質から離れてしまっています。そのため、ストレスがあるのです。元々の平和な性質があったら、

平和がない、などという問題はありません。ストレスは私の性質に反している時にのみ、生じるものです。

船は風が順風なら、スムーズに航行し、逆風だと、葛藤があります。飛行機も同じです。順風なら滑らか

に航行し、逆風だとトラブルが発生します。真実の性質に沿っていれば、楽で平和に満ちています。 

 

すべてのものに元々の性質があります。物質にも性質があり、そのためネイチャーと言われるのです。

例えば火は、熱と光をもたらします。熱と光がなければ火とは言いません。熱と光が火の性質です。そし

て、水の性質はクールさです。熱して、沸騰している時は、火が加わっています。けれども、水の元々の

性質はクールさです。沸騰していても、火から下ろすと自然に冷めます。熱を取るために、努力は要りま

せん。水はクールなものだからです。水の温度を下げると氷になります。固体になります。けれども、その

まま放っておくと、再び水になります。そのように、火にも水にも独自の性質があります。空気、風は流れ

ていきます。木の葉が全く動いていない時、空気がないかのようです。生命がないかのようです。空気は
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ものを動かします。動いていない時、活気がありません。勿論、そこに空気は存在しますが、十分な動き

がありません。けれどもまた、空気のスピードがとても速いと、嵐になります。すべてに元々の状態があり

ます。それは平和な状態をもたらします。平和と幸福を与えます。 

 

５つの要素はすべて良い奉仕家ですが、とてもひどいマスターです。火はとても良い召使です。熱が

なければ、生きていけません。－18 度でどうして生き延びられるでしょうか？ 適切な温度を与えてくれる

時、火はとても良い召使で、私たちは生き長らえ、楽しみます。けれども、マスターとしてはとてもひどい

です。火事が起きると、火はあちこちに燃え移り、すべてが焼け野原になり、大変な災害、大崩壊になっ

てしまいます。同じことが、自然のどの要素にも起こります。風は強すぎると、屋根が吹き飛ばされたり、

家屋や樹が倒れたりします。そして、ババは最後には５つの要素すべてが破壊の仕事を行うと言ってい

ます。１つだけの時もあります。例えば、地の要素が破壊の仕事を行うと、地震が起こります。また、地と

水の２つの要素の場合、地震と津波が起こります。日本では３つの要素が同時に働きました。地震が起こ

り、津波が発生し、そして火の要素で、原子炉から放射能が漏れました。けれども、５つの要素すべてが

破壊の仕事を行ったら、どうなるでしょうか？ 甚大な被害が生じるでしょう。 

 

５つの要素は金の時代にはとても良く仕えてくれ、とても良い召使ですが、鉄の時代の終わりにはとて

もひどいマスターになってしまいます。それは私たちが良くない行いをしてきた結果でもあります。正しく

ないことをすると、私たちは病気になったりします。ですから、ババは自然にも良い波動を与えなさい、と

言うのです。座って、自然に波動を与えます。そして。自然にも平和を与えるのです。インドでは、多くの

神・女神について話されます。３億３千万の神・女神がいると言われています。その中で自然も神・女神

に数えられ、火は神、水は神、と言われます。なぜ神と言われるかというと、それらはディーティと言われ、

ディーティはいつも与えるものだからです。ですから、自然とは与えるものだ、いつも与える存在だ、とい

うことです。大地はたった一つしか種を受け取りませんが、それはたくさんの果実を与えます。ですから、

自然は神の次に来るものだと言われます。そのため、人々は自然を崇拝します。神はいつも与えるもの

です。いつも与えています。自然もまた、いつも与えています。 

 

そのことに関して、とても美しい歌があります。「川は決して自分の水を飲まず、樹は決して自分の果実

を食べない」と。川は流れていきますが、それは人や動物や鳥たちのためです。川自体は、自分の水を

飲みません。樹は果実を与えるだけで、自分は食べません。そのため、それらは神、ディーティと言われ

るのです。同じように、いつも与えている人間がいたら、彼らも神のようです。金の時代では誰もが与えて

いて、取ろうという考えや欲はありません。すべてが豊富にあるからです。それが元々の自然の性質です。

自然が元々の形になれば、大変な幸せがあります。けれども、それはマスターが本当に自分の奉仕家や

召使を使いこなしている時にのみ、可能です。例えば魂はマスターで、５つの要素でできた体は奉仕家

ですが、マスターが感覚器官を上手にコントロールしていたら、この世界は天国、金の時代になりますが、

奉仕家が支配権を握り、マスターをコントロールしていたら、この世界は地獄になります。運転手が車を

運転していれば、運転はゲームやスポーツになって、愉快で楽しいですが、車が運転手をコントロールし

始めたら、ブレーキが効かなくなったり、アクセルが壊れたりして、運転手は車をコントロールできなくなっ

てしまいます。すると、混乱や苦悩、死や崩壊が訪れます。それがカリユグで起きていることです。 

 

ですから、私たちはみんな、自己の真実の性質に沿った行動をすべきです。自然が私たちにそれを

教えてくれます。ババも言います。「魂の真実の性質は平和です」と。ですから、いつも私は自分に対し
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て「私は平和な魂です。私は平和な魂です」と言っているべきです。そう自分に言うことで、とても静かで

落ち着いた気持ちになります。知力が心に「私は平和な魂です」と助言を与え、心は満たされます。この

「オムシャンティ」のマントラはそのように働きます。けれども、私たちはこの「オムシャンティ」の言葉を誤っ

た形で使うことがあります。あるブラザーが、怒りが激しいので、それをコントロールするマントラをください、

と言いました。私は「OK、怒りを感じたら、自分に「オムシャンティ」と言ってください、そうすれば、怒りは

消えてなくなります」と言いました。彼はその助言を受け容れ、家に帰ると、彼の妻が何か不平を言って

います。「オムシャンティ」と言って収まりました。次に母親の所に行くと、何か別なことで不平を言ってい

ます。彼はまた「オムシャンティ」と言いました。次に、隣人が何か不平を言っています。「オムシャンティ」

そして、今度は息子です。「オムシャンティ」。彼の声はだんだん大きくなりました。最初のオムシャンティ

はとてもソフトでしたが、だんだん声が荒々しくなっていきました。時々、ダディジャンキは私たちにとても

大きな声で「オムシャンティ」と言わせます。それはみんなを目覚めさせ、知力をハッキリさせるためです。

けれども、誰か個人に話す時、大声を出す必要はありません。何が起きているかと言うと、内側の怒りは

治まっていないのに、外的に「オムシャンティ」と言っているのです。すると、どうなりますか？ 大声で言う

ようになります。そんな風にしても、怒りは静まりません。ですから、単に言葉で言えばいいわけではあり

ません。そのものになる必要があるのです。それが、ババが先日、言っていたことです。その「オムシャン

ティ」の形になってください。「私は平和な存在です」。知力が心に与える考え、それがマントラです。 

 

それに関する多くの話があります。インドでは、グルが弟子の耳にマントラを囁きます。そして、それを

誰にも言わないように、時間がある時、いつでもそれを唱えるように、と言います。すると、そのマントラを

聞いた人は誰にも言わずにただ、そのマントラを唱え続けます。そのマントラを唱えることで、彼らは平和

な状態でいます。それは何でもいいです。グルは耳元で囁きますが、通常、その言葉が何を意味するの

かは話しません。マントラは、ある言葉、ある文、あるいは文章です。聞いた人は単に、心の中でそれを

唱え続けます。それについての話がたくさんあります。自分の中に何を入れても、どんな考えの食べ物を

入れても、それは私のステージに影響します。そして、私はそれになります。ですから、「考えるようになる」

と言われています。あなたは、何を考えるかによって存在します。何を食べるかによって、存在するので

はありません。何を着るかによって、存在するのでもなく、どんな行動をするかによって、存在するのでも

ありません。あなたは、考えることによって、存在するのです。食べること、着ること、行動することは、体を

通して行うハードウェアだからです。けれども、考えること、感じること、視覚化すること、想像することなど

はすべて微妙なことです。それらはソフトな部分、ソフトウェアです。実際、それが私です。 

 

ハードな部分は変わり続けます。私は若い、と言ったとしても、50 年経てば年を取ります。体にはいつ

も変化が訪れます。けれども、考えの部分では、変わらないこともあり得ます。子ども頃、考えた同じことを、

年を取っても考えているかもしれません。サンスカーは一生、続いて行くかもしれません。ですから、私は

永遠であるソフトの部分です。ハードの部分は変わり続けます。服装も、場面に応じて替えます。朝から

晩まで多くの仕事をします。けれども、それは私がそれになった、ということではありません。料理している

からといって、私が料理人だということではありません。庭の世話をしているからといって、私は植木屋だ

ということではありません。掃除をしているからと言って、私が清掃人ということではありません。私は大会

社の社長かも知れませんが、家では庭の手入れをしたり、掃除をしたり、料理をしたりします。様々なこと

をしますが、私がそれになるわけではありません。また、会社で社長を務めていても、私は社長である、と

いうことでもありません。それらはすべて異なった役割で、変わり続けるものです。同じように、関係も変わ

り続けます。生まれ変わる毎に、関係は変わります。そのすべてはハードの部分、物質的な部分で、それ
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は変わり続けます。けれども、ソフトの部分、考え、感じ、想像し、理解する部分、心、知力、サンスカーが

行う部分が本当の私です。けれども、その中でも、本当の真実の私は、私の元々のサンスカー、私の

元々の考え、私の元々の知力です。私がそれに沿った行動をしていたら、魂は平和な状態にいますが、

私の元々の性質に反した行動をしていたら、心に混乱、苦悩、ストレス、緊張などが生じます。 

 

ですから、私たちが「オムシャンティ」と言う時、それは魔法のマントラのように働きます。本当の自己を

自覚するからです。ですから、これは口先だけのことではありません。多くの人が単に「オムシャンティ」と

言い続けます。私が歩いていると、後ろから「シスター、オムシャンティ！」などと言います。私は振り返ら

なくてはなりません。後ろからそのように話しかけるのは高貴なことではありません。誰かに話しかけるなら、

前に来て言うべきです。まず、前に来て、視線を合わせてから「オムシャンティ」と言うのがいいです。する

と、「オムシャンティ」という言葉が働きます。往々にして、おかしな場面に出遭います。２人の人が話して

いるところに第３者が割って入って「オムシャンティ」と言ったりします。どうして２人の会話の邪魔をするの

でしょう？ ちゃんと前に立って、視線を合わせて「オムシャンティ」と言うのが、本当に高貴な方法ですね。

けれども、意味もなく「オムシャンティ」と言うことがあります。「オムシャンティ」は単に唱えるためのマントラ

ではありません。何度も言えばいいものではありません。そのものになることです。知力が心に繰り返し

「あなたは誰ですか？」「あなたは誰ですか？」と尋ねるのです。 

 

それについての様々な話があります。あるところに王様がいました。その王様は彼の王国の人たちに

告知しました。とても大きな岩があり、それを、ハンマーを一振りするだけで２つに砕いて割って欲しい、

それができる人がいたら、王国の半分をあげましょう、と言うのです。多くの筋力の強い人が試みましたが、

割れません。最後にとても細い、弱々しい人が、自分がやって見る、と申し出ました。すると、そこにいた

人たちは、どうしてこの一筋の筋肉もない痩せっぽちの人に岩が割れるだろう、と言って笑いましたが、

彼は言いました。「王様は一振りで割るという条件を出していて、私はそれに従いますが、自分にも条件

があって、王様がそれを受け容れれば、試みてみます」と。王様は、いいでしょうと言って受け容れました。

彼の条件というのは、片手にハンマーを持ち、その間に誰かが彼の耳元で何か話す、というものでした。

「それだけが条件です。そうすれば、ハンマーを振り下ろし、一振りで岩を割りましょう」と彼は言い、誰か

を連れて来て、その人が彼の耳に何か言いました。それを聞いている内に、彼の中に大変な力が現れま

した。か細くて弱々しい彼に、一体どこからそんな力が現れたのか分りませんが、彼は一振りで岩を割る

ことができました。王様も驚いて、一体、どこからそんな強さが出て来たのか、と尋ねました。すると彼は、

耳元で囁かれたマントラの威力だと言いました。マントラが働いたのです。 

 

もう一人が囁いたのは「あなたが誰なのか自覚しなさい。あなたはラージプートです」という言葉でした。

ラージプートとは、前線に出る戦士、軍人のことです。そのカーストはとても内的に強く、敵に対して果敢

に立ち向かうことができます。彼らには普通の人にはとてもできない強さがあります。そして彼らは人生に

２つの目標があり、1つは、言ったことは何でも必ず実行する、というものです。彼らは言ったことと違うこと

をした例がありません。ですから、ババもムーリーで、約束したら、ずっとそれを果たし続けるように、たと

え死んでも、約束を破らないように、と言うのです。ラージプートはそのようでした。何を言っても、いつも

実行してきました。それは大変勇敢で、決して言い訳をしません。死ぬことを厭いません。約束に反した

ことはしません。２つ目の目標は、敵に対峙した時、勝って帰って来るか、あるいは戦場で死ぬ、というも

のです。決して負けて帰って来ません。勝って帰るか、戦場で死ぬかのいずれかです。ですから、たくさ

んのラージプートが死にました。逃げなかったからです。彼らは臆病者ではありません。とても強い人々
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です。ですから、敵にとても接近し、死にました。それがラージプートの２つの資質です。１つは言ったこ

とは行うことで、２つ目は勝って帰るか、戦場で死ぬかです。戦場に夫を送る妻は、彼の額にティラックを

付けて「勝って帰って来てください。負けたら顔を見せないでください」と言ったものです。 

 

大きな岩の前でか弱そうな人が耳元で聴いたのは「あなたはラージプートです。決して負けられません。

あなたのお父さんは勝ちました。お祖父さんも、ひいお祖父さんも勝ちました。あなたの家系は勝利者の

家系です。あなたは約束しました。約束は必ず守らなくてはいけません」ということでした。それを聞いて

彼は大変な強さを得て、ハンマーを一振りするだけで大きな岩を見事に真っ二つに割ったのです。後で

王様は耳元で何を聞いたのか、と尋ねました。彼は聞いたことを答えました。これがマントラと言われるも

のです。このように魔法のマントラは働きます。耳に入り、魂に入って行きます。彼はずっと自分は誰なの

かを考えていました。すると、内側から強さが現れてきました。内側の強さです。外側だけでなく、情緒的

な強さも必要です。外側は強そうに見えても、情緒的に強いかどうか、見る必要があります。 

 

２人のレスラーがいました。レスリングが始まろうとする時、その１人に誰かが言いました。あなたの息子

が事故に遭った、と。今、レスリングの試合に出ようとしているのですから、息子の様子を確かめることは

できません。人々が見ているのに、どうして息子の所に行けるでしょうか？ このニュースを聞いて、彼は

息子のことを考えました。生きていればいいけれど…。そして、彼はレスリングに負けました。負けたのは

情緒的に不安定だったからです。彼は、体はとても強かったですが、情緒的な強さも必要でした。情緒

面は私の考えの中に、気持ちの中に、態度の中にあります。ババは、それを強くするように言っています。

どうやって強くしますか？ 目覚めさせることによってです。そのため、ダディジャンキは「オムシャンティ」

を３回、言い続けているのです。私は誰なのか、誰のものなのか、そして３つ目は、私は何処から来たの

か、サイクルをどう廻って来たのか、です。ですから、ババは５つの形を考えるように言います。 

 

魂の世界にいる魂は、とても強いステージにいます。光の点として種のステージにいます。この物質界

のすべてから完全に遊離していて、エッセンスの形にいます。元々の形で、すべての美徳の化身です。

その後、降りて来て、ディーティになります。ディーティのステージでも、とても純粋で神聖で美徳に満ち

ています。とても満足しています。ババはその形も思い出すように言っています。そして銅の時代、私は

崇拝に値する形になります。私は先祖の魂です。崇拝に値する魂です。崇拝に値する魂は寺院で崇拝

されます。そして合流時代に来ます。私はブラーミンの魂で、ブラーマの直接の相続人です。神の最も

偉大な創造です。真実のブラーミンです。人類の奉仕家です。それらのとても良い資質はブラーミンのも

のです。そして、私は天使です。天使のすべての良い資質が私の中にあります。 

 

これらが一つひとつの魂の５つの形です。魂の世界にいる種のステージ、 ディーティのステージ、崇拝

に値するステージ、ブラーミンのステージ、天使のステージ、これらすべてはとても美しいステージです。

これについてチャーニングしていると、内的な強さを深く感じることができます。ババが子どもたちを称讃

する時、とても多くのタイトルを与えてくれます。それにおいても、自分の中にそれらを築き上げるように

言っています。そのタイトルはあなた方のものです。あなた方がそれなのです。それを考えると、即座に

内的な強さが育っていきます。ですから、考えると、そのようになるのです。瞑想に座る時「私は純粋な魂

です。私は愛に満ちた魂です。私は力強い魂です」と言ってください。自分にそのように言うことによって、

あなたは力強くなります。あるシスターが言いました。「『私は純粋な魂です。愛に満ちた魂です。力強い

魂です』と私は自分に言っていますが、実際、私はそのようではありません。私はとても弱く、穏やかでは
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なく、全く幸せではありません。どうして、自分に『私は平和な魂です』と言えるでしょうか？ 私は純粋で

はありません。自分が純粋だとは思いません」と。OK、あなたは純粋ではない、平和ではないとしましょう。

では、どうやって平和な存在になりますか？ 「私は平和に満ちていません」と言うことによって、平和には

なりません。「私は平和に満ちています」と言うことで、平和になるのです。考えるように、なるからです。

自分は穏やかではないと思ったら、決して平和に満ちた存在にはなりません。すべては心(マインド)の中

にあるからです。平和は、どこか外から持って来るのではありません。あなたの元々の性質です。自分の

中にある性質を目覚めさせれば良いのです。眠っている性質を瞑想によって目覚めさせるのです。瞑想

とは何ですか？ 瞑想とは、内側の完璧性を明らかに示すことだ、と言われます。 

 

一つひとつの魂は、その元々の形において完璧です。そして、考えを通して、フィーリングを通して、

態度を通して、行動を通して、それを明らかに示すのです。すると、あなたはそれになります。ですから、

このマントラは魔法のように働きます。私は自分が誰かを自覚するだけでなく、そのものになります。自分

の中にそれがあるのを認識し、考えに、言葉に、行動に現わしていきます。言葉で言うのは単に名義上

に過ぎません。それは内側から出てくるものです。私たちは外側に平和を求める必要はありません。それ

は私自身の性質です。では、どのように私自身の性質に辿り着きますか？ 沈黙に入ることによってです。

そのため、ババは「沈黙のダンス」と言います。沈黙のダンスとは、内側で自己を平和な魂として自覚する

ことです。内側が平和なら、沈黙のダンスを楽しみます。たとえ言葉に入っても、その言葉も静かなもの

になるでしょう。その時、どうして怒ることができるでしょう？ 怒りは沈黙のダンスではありません。沈黙と

は話さないことではありません。確かに言葉に入りますが、尚、沈黙のダンス、心のダンスをしています。

すると、心にあることが言葉になり、言葉は行動にもなります。ですから、内側にあるものが明らかに示さ

れるのです。これが「オムシャンティ」の魔法のマントラ、と言われるものです。今、私たちはそれを練習す

る必要があります。どうやって練習しますか？ まず、更に自覚を深めていくことによってです。単に「オム

シャンティ」と口で言うことによってではありません。私は平和な存在です。ですから、ババは言います。

状況がやって来たらいつでも、「オムシャンティ」が超えて行くことを教えてくれる、と。「オムシャンティ」と

言う時、私は内側に入ります。そしてまた「オムシャンティ」は私を上の方に引き上げてくれます。 

 

２つの例があります。１つはカメです。カメは何をしますか？ 四肢を引っ込めます。そして固い殻の中

でとても平和になります。カメの代謝作用はとても、とてもゆっくりです。心臓はとても、とてもゆっくり鼓動

します。すべてがとてもゆっくりなので、カメは 500 年生きられる、と言われます。ベトナムに行った時、

500 歳のカメを見ました。彼はそこにいたカメたちみんなの父親でした。最近、そのカメが死んだ、という

ニュースを聞きましたが、人間は 500年も生きられません。せいぜい 120年か 125年でしょう。ディーティ

さえ 150歳です。けれども、カメは 500年生きられます。心臓が平和な状態でいるからです。ストレスがあ

ると、心臓の鼓動が速くなり、多くの血液が必要になります。心臓の鼓動が速いほど、呼吸が速いほど、

寿命は短くなります。そのため、ババはカメのように感覚器官を引っ込めることを教えています。状況が

訪れたら、単に内側に入ることです。私は平和な魂です。みんなを平和な魂として見ます。振る舞いが良

くない人がいても、実際、彼も平和な魂で、平和の海の子どもです。ただ、現在、それに目覚めていない

のです。ですから、そのような人を嫌ったり呪ったり復讐したいと思ったりしないことです。そうではなく、

慈悲を感じるのです。内側に入ることを学ぶことです。 

 

けれども、状況があまりにも緊張状態になるなら、鳥のように、超えて行くことができます。鳥は何をしま

すか？ 猫やトラやライオンが来るのを鳥が見たら、どうしますか？ 鳥は恐れません。どうしてですか？ 



8 

 

飛べるからです。ライオンやトラは飛べません。鳥には飛べる翼があります。ババは、あなた方にも手放

すことを学ぶように、と言っています。鳥は一秒の内に手放します。どうやって手放しますか？ 爪で掴ん

でいたものを放すのです。もし鳥が、木の枝や植物などをとても強く握りしめていたら、翼があっても飛べ

ません。私たちは何かに捕まっていて、手放していません。その結果としてストレスを感じます。ですから、

手放すことです。どうやって手放しますか？ ２つの方法があります。１つは「何一つ私のものではない」と

いうものです。この世にあるすべては一時的です。私は何も持って来ませんでしたし、何も持って行きま

せん。すると、手放すことができます。２つめの方法は、神に責任を取ってもらうことです。手放し（let go）、

神にしてもらう（let God）のです。「ババ、あなたが責任を取るのです」。私にはできなくても、ババが責任

を取れば、物事はとても簡単になります。状況はとても美しい形で解けます。神に委ねたからです。何も

私のものではありません。「ババ、あなたが面倒を見てください」。私たちがそう言うや否や、即座に緊張

せずに、状況を乗り超えることができます。 

 

そのように「オムシャンティ」の魔法のマントラが働きます。「私は平和な魂です」「私は平和の海の子ど

もです」「私は平和の地のものです」オムシャンティ。この魔法のマントラは、とても美しい形で働きます。

とても難しい状況も、とても簡単になります。そこにしがみ付かないからです。それができたら、私たちは

カルマの勘定を清算できます。私たちには 63 の誕生に亘るカルマの勘定があり、そのすべてをこの１つ

の誕生で清算するのです。さもないと、罰を受けます。パランダムにカルマの勘定は持って行けません。

ここで終らせる必要があります。自由になって帰るのです。そのため、手放し続けていくのです。 

 

ある弟子が彼のグルに、どうしたら神に会えるかと聞きました。グルは、山の頂上に行けば会える、但し、

５つの石の入った袋を持って行きなさい。と言いました。その弟子は５つの重い袋を持って山に登り始め

ましたが、重いので、グルに「グルジ、これは重すぎます」と言いました。すると、グルは OK と言って、１つ、

捨てさせました。それでも重すぎる、と言うので、２つ目も捨てさせ、３つ目も、４つ目も捨てさせ、頂上に

着く時には５つとも捨てていました。彼は素晴らしく軽く感じました。けれども「グルジ、どうしたら神に会え

るのですか？」と尋ねると、グルは、それが方法だと言いました。もし神を体験したかったら、まず、すべて

の石を捨てることです。すると、軽さを、内側の清潔さを味わいます。心の中で神に会っている感覚があ

ります。それはすべて心の中にあります。私たちが軽さ、平和、幸福といった良い資質を体験するのは、

すべての重さを取り払った時のみです。たくさんの束縛、たくさんの惹きつけるものを手放すのです。どう

やって？「オムシャンティ」「オムシャンティ」「オムシャンティ」と自分に言うことです。すると、どんどん軽く

なっていきます。ですから、これは口先だけではなく、その化身になることが、大いに関係しています。

OK? では、少しの間、体験しましょう。 

 

＊＊＊ オム シャンティ ＊＊＊ 

 


