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～学びの手引き～ 

愛 
（スワミの御言葉より） 

 
 
 

はじめに 
 
バガヴァン シュリ サティヤ サイババ様の生涯と、そのメッセージ、バガヴァンの理想

と、その人道主義的なお働きは、すべて「愛」という一つの言葉で要約することができま

す。バガヴァンの生き方は、バガヴァンが伝えていらっしゃるメッセージであり、バガヴ

ァンのメッセージは愛です。主イエス キリストは、最大の戒めは何ですかと尋ねられて、

「最大にして最初の戒めは、汝の神を、汝の真心と、思いと、魂と力のすべてをもって愛

し、汝の隣人を汝自身のごとく愛することである」とお答えになりました。スワミは、

「愛は源であり、愛は道であり、愛は目的地である」とおっしゃいます。 
 
愛というこの聖なる原理を理解し体験し表現するための、おそらく最も効率的で普遍的

な唯一の道具は、無私の奉仕でありましょう。奉仕は行動として現れた愛です。スワミは、

神を愛する最高の方法は、すべてを愛し、すべてに奉仕することだとおっしゃいます。サ

ティヤ サイ オーガニゼーションの最大の目的は、無私の奉仕を通して神の愛を実践する

ことによって、人間が自分に本来備わっている神性を悟るのを助けることです。奉仕の背

後にある精神、すなわちその動機こそが、決定的な要因です。スワミは、無私の奉仕の邪

魔をする主な障害物である、「私（アハムカーラ）」、「私のもの（ママカーラ）」（す

なわちエゴと執着）という意識 や、自分が行為者であるとか、自分が体験を楽しむ人で

あるという感覚に注意するようにと警告していらっしゃいます。 
 

国際サティヤ・サイ・オーガニゼーション 

プラシャーンティ・カウンシル会長 

ナレーンドラナート・レッディ博士のメッセージより 
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第Ⅰ部 
 
第１章 愛とは何か？ 

愛 - 宇宙の基盤 

私の内に、あなた自身を見なさい。なぜなら、私はあなたがたすべての内に、私自身を

見ているのだから。あなたは私の生命であり、私の息吹、私の魂。あなたがたは皆、私の

化身なのです。私があなたを愛すとき、私は私自身を愛しています。あなたが自分自身を

愛すとき、あなたは私を愛しているのです。 
『プレーマダーラ』p34 

 
あらゆるものが愛を基盤としており、愛のみを基盤としています。人間は愛の内に生ま

れ、愛の内に維持され、最終的に愛の中に融合します。愛は人生の基盤です。ところが皆

さんは、そのような真の愛を忘れて、真の意味では愛ではない、世俗的、肉体的な愛に我

を忘れています。 
Sathya Sai Speaks Vol.33 C19 2000 年 11 月 20 日 

 
愛はすべてを惹き付けます。神の愛は、自然という形を取って顕れています。ですから、

自然は万人を惹き付けるのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.37 C9 2004 年 4 月 15 日 

愛 - バクティの真髄 

バクティとは何ですか？ バクティは、様々な礼拝を捧げたり、聖地巡礼に行くことで

はありません。愛のための、純粋な本当の愛だけが、バクティに相当します。本当のバク

ティは、利己的な動機によって汚されていない、清らかな心から湧き出る愛です。愛は、

信者と神の間の関係という親密な結びつきです。バクティには九つのタイプがあります。

けれども、それらはプレーマ〔神聖な真の愛〕には相当しません。 
Sathya Sai Speaks Vol.28 C11 1995 年 5 月 6 日 

 
神が帰依者の中に祀られれば、帰依者は解脱に対する願望を放棄します。バクティ自体

が、帰依者を神と一つにするでしょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.19 C1 1986 年 1 月 19 日 

愛 - 神に至る道 

皆さんは、愛を通じて初めて神に到達することができます。それ以外のいかなる方法に

よっても、神に到達することはできません。 
Sathya Sai Speaks Vol.36 C15 2003 年 10 月 17 日 

すべての愛は一つ 

愛、愛する者、愛される者、この三つは同一です。愛がなければ愛する者は存在できま

せん。たとえ愛と愛する者が存在しても、愛される者がいなければ、愛は働きません。こ

の三つのうち主たる要素は、愛です。 
Prema Vahini C37 
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世俗の愛 

愛は、いかなるものをも征服することができます。私心がなく、純粋で、混じり気のな

い愛は、人間を神に導きます。利己的で制約された愛は、人を世の中に縛り付けます。清

らかで神聖な愛を理解することができない今日の人間は、世俗の事物への執着のために、

果てしない不安の餌食になっています。 
Sathya Sai Speaks Vol.28 C38 1995 年 12 月 25 日 

 
愛という言葉は、通常の言い回しでは、母と子、夫と妻、主人と召使、教師と生徒とい

った関係を背景として使われています。しかし、これは真の愛ではありません。それはプ

レーマ（愛）と呼ぶことはできません。それは愛着（アヌラーガ）でしかありません。プ

レーマという言葉は、神に対する完全な愛に対してしか使うことができません。それには

全く私心がありません。 
Sathya Sai Speaks Vol.25 C21 1992 年 5 月 30 日 

 
愛のない人生は無意味です。あなたが愛すれば愛するほど、愛は育っていきます。愛は

あなたの善行という花から生まれた果実です。私たちは、無私の奉仕に携わって初めて、

この純粋な愛の真髄を体験することができます。 
Sathya Sai Speaks Vol.18 C28 1985 年 12 月 11 日 

神の愛 

どのようにしてこの愛を手に入れるのでしょう？ ジャパ（神の御名を唱えること）で

も、瞑想でも、聖典を学ぶことによってでもありません。神は、ヴェーダの中や、プラー

ナ〔神話〕の中に存在するのではありません。神はハートの中におられます。そこを探す

べきなのです。人は、口を閉じてハートを開くべきです。そのとき人は、神の至福を体験

するでしょう。 
サイラムニュース 105 号 1996 年 11 月 23 日 

 
完全なる自己忘却を基盤として、神への切望のみに関心を持つ愛のみが神聖です。 

Sathya Sai Speaks Vol.24 C25 1991 年 10 月 18 日 
 
愛の品質を保証するものは、私心のない犠牲（ティヤーガ）です。愛は誰からも、何ひ

とつ求めません。愛は誰に対しても悪意を持ちません。それは全く私心がなく、清らかで

す。愛の真の特質を理解できずに、人間は様々な方法で愛を切望します。愛は、無私と犠

牲の気持ちをもって大切にされなければなりません。愛は人間を動物性から神性へと高め

ます。それはあらゆる形の世俗の愛を、徐々に神の愛へと変容させます。この神の愛を体

験するために、人々は、利己主義と自己関心を手放す用意ができていなければなりません。

純粋さと着実さを身に付けなければなりません。神を堅く信じて、あらゆる障害や苦難に

関わらず、神への愛を育てなければなりません。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C22 1996 年 6 月 20 日 

 
愛は、どこで見つけることができるのでしょうか？ それは、愛の化身そのものである

バガヴァン〔至高神〕自身からしか得ることはできません。永遠にして清らかで、神聖で、

言葉で表現できないほど力強い、この無限に貴重な愛を軽々しく扱ってはなりません。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C29 1996 年 7 月 27 日 
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愛は神 

神は愛と異なるものではありません。皆さんは神を、イエスとして崇めたり、ゾロアス

ターとして崇めたり、アッラーや、ラーマや、クリシュナや、仏陀やグルナーナクとして

崇めたりすることができます。皆さんは、どのような名前で神を呼んでもよいのです。こ

れらの名前はすべて、誰かから与えられた名前です。愛のみが本来の名前なのです。与え

られた名前は必ず変わりますが、愛は変わることがありません。皆さんはその愛を熱望す

るべきです。それが真のバクティです。バクティは、皆さんに識別力（ユクティ）と、無

執着（ヴィラクティ）と、解脱（ムクティ）を授けます。 
Sathya Sai Speaks Vol.33 C10 2000 年 7 月 16 日 

 
愛だけが本当の神性を見ることを可能にします。愛こそが最も重要です。神は愛です。

愛に生きなさい。愛は、与えること（giving）と許すこと（forgiving）によって生きます。

自我は、得ること（getting）と忘れること（forgetting）によって生きます。愛とは、利

己心のないことです。利己主義とは、愛がないことです。狭量な自己関心を賛美してはな

りません。私たちは、愛して、愛して、愛するべきです。愛の道を歩きなさい。あなたの

本当の姿である、究極のあなた自身になりなさい。生きた愛の化身となりなさい。 
『サイババ イエスを語る』p140 1979 年 12 月 25 日 

 
 

個人の内省のための質問 
 

あなた自身の人生の中で、重要な人間関係について考えてみましょう。 

どれが執着で、どれが無私の愛でしょうか？  説明してください。 

 

あなたはこれまで、「至高の愛」の例に出会ったことがありますか？  

無私の体験に、どのように気付いたかを説明してください。 

 
 
 
 
第２章 どのように愛するか？ 

すべてを愛し、すべてに仕える 

あなたが全世界を一つとして扱い、全世界に住むすべての人々を一つと見なして、すべ

ての人々にあなたの信頼と共感を差し伸べるとすれば、それは最高の種類の愛です。 
Summer Showers in Brindavan1976 C15 

 
愛を通して愛を得なさい。愛を通して初めて多様性の中の一体性を体験することができ

ます。 
Sathya Sai Speaks Vol.23 C35 1990 年 11 月 24 日 

 
今日、高度の教育を受けた人々がたくさんいます。しかし、彼らはどのような形で社会

を助けているでしょうか？ 実際には何の助けにもなっていません。彼らはお金を稼ぐた

めに学位を取得しています。彼らは愛と犠牲の精神で社会に奉仕をすることがありません。

愛はまさに神の姿そのものです。真の霊性修行とは、あなたの愛を神の愛とつなぐことで
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す。あなたが揺るぎない無私の愛を持つようになれば、あなたの人生は聖化されることで

しょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.36 C19 2003 年 11 月 22 日 

 
愛は無私の奉仕（セヴァ）の形で現れなければなりません。セヴァは、空腹を抱えた

人々に対しては食物の形を取り、絶望に沈む人々に対しては慰めの形を、病気で苦しんで

いる人々に対しては安らぎの形を取らなければなりません。イエスは、身を粉にしてその

ようなセヴァに励みました。慈悲心に満ちたハートは神の寺院です。慈悲を養いなさい。

愛の内に生きなさい。善良でありなさい。善を行い、善を見なさい。これが神に至る道で

す。 
Sathya Sai Speaks Vol.15 C37 1981 年 12 月 25 日 

 
あなたが慈善行為として貧しい人々に与えた、米袋やサリーやドーティー〔男性用の腰

巻／インドの伝統的な正装〕の数を数えてはなりません。・・・神は量ではなく質を求め

ます。神は、無償の愛の行為の背後にある、あなたの気持ちを見ています。 
Sathya Sai Speaks Vol.33 C13 2000 年 9 月 1 日 

 
知識（グニャーナ／英知）を通して、すべては神であると信じなさい。その場合にも、

あなたは慈悲の心で愛し、奉仕しなければなりません。バクティを通して、神が主、もし

くは父親であって、あなたは神の召使、もしくは子供であると信じなさい。その場合にも、

同情と共感をもって、涙をぬぐい、病人を養い、足の不自由な人が敷居をまたぐのを助け

るように、と神は命じます。カルマに関する信仰を通して、神は献身によって崇められる

べきであると信じなさい。その場合にも、最高の形の崇拝は愛の内に行われた無私の奉仕

（セヴァ）であると、愛は言うのです。ですから愛は、サーダカ（霊性修行者）の息吹そ

のものです。 
Sathya Sai Speaks Vol.10 C31 1970 年 10 月 29 日 

 
神を愛することは、あなたの通常の義務を放棄することではありません。これらの義務

を行う中で、一つひとつの行為は、神を喜ばすための捧げ物として為されるべきです。肉

体を、中に神が住んでいる動く神殿と見なしなさい。神が常にあなたと共にあり、あなた

の周囲にいることを受け入れなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.28 C38 1995 年 12 月 25 日 

万物に内在する神を愛する 

何であれ、あなたが他の人々の内に見るものは、あなたの内面の反映でしかありませ

ん。・・・もしあなたが他者の内に悪を見るとすれば、それは実際、あなた自身の悪感情

の反映なのです。すべては一つです。それが純粋な愛（プレーマ）です。それが神です。

それがアートマ（真我）です。それがすべてです。 
Sathya Sai Speaks Vol.34 C10 2001 年 6 月 1 日 

 
すべての人を、ひとかけらの利己心も持たずに愛しなさい。それが神の愛です。そのよ

うな愛を身に付けて初めて、あなたは神との最終的な融合に至ることができます。神の愛

を求めて神に祈りなさい。愛のメッセージを広めながら人生を送りなさい。愛こそはあな

たの人生の目標なのです。いったんあなたが神の愛を受けるようになれば、あなたは全世

界から愛されることでしょう。神の愛の力はそのようなものです。それは完全に私心がな

く神聖です。ですから、常に神の愛を求めて祈りなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.36 C19 2003 年 11 月 22 日 
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拡大は愛です。拡大は愛のエッセンスです。 
Sathya Sai Speaks Vol.10 C31 1970 年 10 月 29 日 

寛容と許しを育てる 

霊的努力の一つひとつにおいて、あなたは「私はこれを成し遂げなければならない。私

はこの美徳を身に付けなければならない」という決意をしなければなりません。これが純

粋な愛（プレーマ）と寛容（クシャマ／許し）に至る道です。あなたがこのように、揺る

ぎない信仰と理念をもって進むのであれば、あなたの人生は必ず完全に救われることでし

ょう。・・・ですから、神を礼拝するときは、間違いなく神を完全に信じるようにしなさ

い。信じていないのであれば、礼拝がいったい何の役に立つでしょうか？ 信仰のみが、

あなたを心配から解放してくれるのです。 
Summer Showers in Brindavan2000 C12 

 
全託の姿勢をおおいに楽しむとき、人は神の至福を体験します。そのためには、まずク

シャマ（許し／寛容）が必要です。このクシャマという姿勢を有する人だけが、神聖な愛

を授けられていると見なされ得ます。クシャマという姿勢は教科書から学べるものではあ

りません。また、教師や誰か他の人から得られるものでもありません。クシャマという姿

勢は、人が余儀なく遭わせられる苦しみの時、試練の時、苦難の時に、自分自身で養うも

のです。大きな悲しみや惨めさをもたらす問題や苦難に直面して、初めて寛容や許しとい

う性質は根を生やす余地を得ることができるのです。問題や苦難を突きつけられた時、あ

なたは落ち込んで鬱の餌食になるべきではありません。それは弱さの表れです。そのよう

な状況に陥った時には、寛大と許しの姿勢を祈りへと昇華すべきであり、動揺して怒りや

憎しみや復讐心を募らせるべきではありません。あなたは強さの具現であり、弱さの具現

ではありません。ですから、絶望の時には、寛容の気持ちで心を満たし、許し、忘れるこ

とができるようにすべきなのです。こうしたクシャマの性質は、人間にとって最も偉大な

力です。もし、この力を失ってしまったら、その人は悪魔のごとき人間となります。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19940101.html 1994 年 1 月 1 日 

節制（欲望に制限を設けること）の実践 

何か神聖なものを受け取ろうと思うのであれば、浮上のものをすべて手放しなさい。頭

が空っぽであれば、そこにどんなものでも入れて満たすことができます。ところが、もし

頭がすでに世俗的な欲望で一杯になっているのであれば、どうしてそれを神聖な感情で満

たすことができるでしょう？ 何よりもまず、頭の中の世俗的な感情をすべて取り除きな

さい。そうして初めて、頭を神の愛で満たすことができるのです。このためには、犠牲を

培わなければなりません。それが真のヨーガです。 
サイラムニュース 80 号 2001 年 5 月 7 日 

 
一切の世俗的な執着は、まったく真の愛などではありません。それらは一時的なもので

す。永遠にして純粋な愛はハートから湧き上がります。実際、それは常に存在し、あらゆ

る場所に満ち満ちています。人間が、そのようなあまねく広がっている愛を認識できない

のはなぜでしょう？ それは、今日の人間のハートは不毛な土地に変わって、汚染されて

いるからです。ハートはあらゆる種類の欲望に満ちていて、純粋で穢れのない愛が入り込

む余地がありません。ハートから世俗的な執着が追い出されたときに初めて、そこに真の

愛が住み着いて、育つ余地が生じるのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C29 1996 年 7 月 27 日 
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着実なバクティを育てる 

各人が、真のバクティでハートを満たすように努めなければなりません。絶えず神の御

姿を黙想し、頻繁に神の御名を繰り返すことは、ハートが神への愛に満たされるための手

段です。 
Sathya Sai Speaks Vol.19 C1 1986 年 1 月 19 日 

思いとハートを清める 

神を知覚することができるのは、清らかな愛で満たされたハートの中だけす。 
Sathya Sai Speaks Vol.23 C35 1990 年 11 月 24 日 

 
世俗的な執着が混じってしまったせいで、清らかな愛が汚れてしまっています。しかし、

汚された愛は、セヴァ（無私の奉仕）に向ければ、きれいになります。 
Sathya Sai Speaks Vol.23 C35 1990 年 11 月 24 日 

 
愛があるところには、憎しみの入り込む余地がありません。誰をも羨んではなりません。

嫉妬という邪悪な性質が現れると、愛は飛び去ってしまいます。清らかなハートは愛の住

居です。純粋さがあるところには一体性が生まれます。一体性は神性につながります。今

日においては純粋性が不在です。それではどのようにして神を悟ろうというのでしょう

か？ 皆さんは、何の欲望も持たずに、すべてを神に捧げなければなりません。 
Sathya Sai Speaks Vol.30 C33 1997 年 12 月 25 日 

一生懸命に愛する 

皆、確かにいくらかのバクティを持ってはいますが、バクティの特質に気づいていませ

ん。バクティの真の意味を理解すべきです。まず第一に、信仰心を育まなくてはなりませ

ん。信仰あるところに愛があり、愛のあるところに真理があり、真理あるところに神がい

ます。真理は神です。真理は神に他ならないと考えなさい。真理を知るために特別な努力

をする必要はありません。11 秒間、真理を黙想するだけで十分です。心を 11 秒間だけ

真理に固定させなさい。そうすれば、神のダルシャンを得ることができます。・・・バク

ティは、プージャー（礼拝）やヴラタ（祈祷／誓願の儀）、ジャパ（唱名）といったもの

に限りません。真のバクティとは、神に対する、揺るぎのない、断固とした愛です。神に

対するそのような愛を育みなさい。・・・注意深く愛を保持していなさい。そうすれば、

必ずや神を得るでしょう。 
サイラムニュース 118 号 2007 年 7 月 28 日 

 
皆さんが熟考するためのメッセージを一つ残しておきましょう。それは愛のメッセージ

です。――愛は神です。神は愛です。愛があるところには、神がいることは明らかです。

もっともっと多くの人々を愛しなさい。彼らをもっともっと真剣に愛しなさい。その愛を

奉仕に変えなさい。その奉仕を礼拝に変えなさい。それが最高の霊性修行です――。愛の

火花を持たない生き物はいません。他の人々を、その中に神が祀られている存在として深

く敬いなさい。あなた自身をも、神が座る場所として深く敬いなさい。あなたのハートを

清らかにして、そこに神が住めるようにしなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.5 C17 1965 年 3 月 26 日 

いつも愛を神に向けている 

愛には二つの形があります。一つはあなたを神に縛り付けます。もう一つはあなたを世

の中に縛り付けます。いずれの状態になるのも、その責任は心にあります。ハートは心
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（マインド）という錠前の鍵です。もしあなたが鍵を世の中の方に回せば、あなたは執着

（束縛）を持ちます。欲望と憎しみが心に巣食わないように注意しなければなりません。

いかなる人に対しても悪意を持ってはなりません。よこしまな心を持った人々の仲間に加

わるのを避けなさい。善き人々との交わりを培うことによって、あなたは自己を向上させ

ることができます。なぜなら、善き人々との交わりによって、あなたの悪い性質が薄まっ

て行くからです。 
Sathya Sai Speaks Vol.18 C30 1985 年 12 月 25 日 

報酬を期待しないで愛する 

真のプレーマ（愛）とは何でしょう？ 神の化身と見なされる生きとし生けるすべての

ものに対する、一切の見返りを期待しない、清らかで利己心のない愛こそが、真の愛です。

「アドヴェーシター サルヴァ ブータナーム」（万物に対して、嫌う心を持たずに友好的

で慈悲深くありなさい。） このような態度で、すべての生き物の中に神が住んでいると

見なすとき、初めて人は真の愛を持つことができます。人がどのような浮き沈みに直面し

ようとも、どのような個人的な悲しみや困難を経ようとも、真の愛は影響されることなく

残ります。今日においては、何らかの困難が生じたり、何らかのトラブルが発生したりす

ると、愛が憎しみに変わります。真の愛は、善行という香り高い花から育つ甘い果実です。

愛は剣に訴えることなく支配します。愛は法律抜きで人々を結び付けます。そのような真

の愛を持つ人だけが、人間と呼ぶに値します。神の愛こそは、真の人間の根本的な特質で

す。 
Sathya Sai Speaks  Vol.18 C10 1985 年 5 月 6 日 

 
神への礼拝は、いかなる要求とも無縁でなければいけません。とりわけ、世俗的な欲を

叶えることや、世俗的な報いを期待することがあってはなりません。しかしながら、人々

はいつも多大な私利私欲を抱えて神を礼拝しています。これは真のバクティではありませ

ん。あなたが神に捧げるものは、純粋で無私の愛でなければいけません。そのような愛だ

けが、解脱を確保してくれるでしょう。実のところ、その愛自体が解脱です。なぜなら、

そうした愛は、あなたを世俗的な欲から解放してくれるからです。スワミがよく言うよう

に、「モークシャ」〔解脱〕は「モーハクシャヤ」〔モーハの除去〕、つまり、執着と欲

望からの解放が真の解脱です。 

http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20000521.html 2000 年 5 月 21 日 
 

  

 

個人の内省のための質問 
 

あなたは、自分が何の見返りも期待せずに愛した時を思い出すことができますか？  

その体験を説明してください。 
 

 
 
 
第３章 愛を培う 

愛を通して愛を育てる 

愛はどのように育てるべきなのでしょうか？ 愛を通じて初めて、愛を育てることがで

きるのです。それ以外の方法はありません。植物が育つためには肥料と水を使わなければ
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なりません。学生たちは、神への愛を育てるためには信仰という肥料と愛という水をやる

必要があることを、悟らなければなりません。こうして初めて、バクティという植物が育

つのです 

Sathya Sai Speaks  Vol.31 C27 1998 年 8 月 25 日 
 
あなたは愛に浸り、愛を体験し、愛を楽しむかもしれません。しかし、愛に対する飢え

は決して満たされることはありません。愛は、愛を通して初めて体験できます。それ以外

に愛を体験する方法はありません。愛は愛であって、それがすべてです。神が愛の化身で

あることを固く信じなさい。心から神を愛しなさい。神の愛にあなたの世俗の愛を重ね合

わせてはなりません。神の愛のみが、真実にして永遠の愛です。神のみを、あなたの愛の

焦点としなさい。神は愛の形であらゆる場所に存在しています。このことを決して疑うべ

きではありません。あなたの中に、愛の川が絶えず流れているべきです。そうして初めて、

あなたは神のビジョンを得ることができます。あなたが神を見たいと願っているのは間違

いありませんが、あなたは自分自身の愛を広げる努力をしていません。もしあなたが興味

を持っているのなら、私はあなたに神のビジョンを授ける用意があります。あなた自身の

内に真実で永遠の愛を培うならば、あなたは神を見ることができるでしょう。 

Sathya Sai Speaks  Vol.37 C9 2004 年 4 月 15 日 
 

あなたがどのような方法で神を愛そうとも、神はそれに匹敵する方法で応えます。しか

し、愛がなければ、神の愛を求める資格はありません。悪い気持ちと想念に満たされなが

ら、清く汚れのない神に祈るのであれば、どうして神の恩寵を勝ち得ることを期待できる

でしょう？ 少なくともあなたの神殿の中に純粋さが残っていれば、神聖な愛の断片が多

少は得られるかもしれません。 

サイラムニュース 105 号 1996 年 11 月 23 日 

愛のための愛 

あなたは何も放棄する必要はありません。万物を愛しなさい。・・・それだけで十分で

す。一切の見返りを期待せずに愛しなさい。愛のために愛しなさい。あなた自身の本性が

愛だからという理由で愛しなさい。あなたが知っていてあなたが好む礼拝の形式は愛であ

る、という理由から愛しなさい。他の人々が幸せでいるとき、あなたも同じように幸せで

ありなさい。他の人々が悲しんでいるとき、できる限り彼らの悲しみを軽減しようと努め

なさい。無私の奉仕（セヴァ）を通して愛を実践しなさい。こうすることによって、あな

たは一体性を悟り、有害なエゴを取り除くことでしょう。 

Sathya Sai Speaks  Vol.12 C4 1973 年 3 月 5 日 
 

物質的な目的のため、世俗的な欲望を満足させるために愛を表してはなりません。欲は

怒りを生み、怒りは罪を呼びます。なぜなら、欲に駆られると友が敵に見えるからです。

あらゆる不幸の根底には怒りがあります。ですから、怒りの餌食になってはなりません。

誰であろうと、一人ひとり、すべての人を、一切を包み込む慈愛をもって扱いなさい。す

べての人間が、自然にこのような建設的な共感をもって反応するようにならなければなり

ません。 

サイラムニュース 157 号 1969 年 7 月 29 日 

愛を込めて義務を果たす 

愛のない義務は嘆かわしい。愛の伴った義務は望ましい。義務の伴わない愛は神聖です。

――義務は力や強制を暗示しますが、愛は自然発生的であり、外からの促しがなくても自

己を表現します。もしあなたが普遍的な無私の愛を培わないのであれば、あなたの行うす
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べてのジャパ（神の御名やマントラの吟唱）も、ディヤーナ（瞑想）も、有徳の行為も、

不毛なものとなるでしょう。 

Summer Showers in Brindavan1979 C29 
 
もしあなたが神の愛を受ける資格を得たいと願うのであれば、あなたの行為は愛に沿っ

たものでなければなりません。適切で神聖な行為をすることなしに、神の愛を確保するこ

とはできません。いつも見返りを求めている人は、本当に幸せになることができるでしょ

うか？ あなたの求めるべき唯一の見返りは、自分の義務を正しく果たすことの楽しさと

歓びです。奉仕の歓びこそが真の報酬です。もしあなたが神の命令に背いたとすれば、あ

らゆることがうまくいかなくなるでしょう。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

善い仲間と交わる 

心で考えること、舌の上の言葉、手での行い――この三つを一つにするよう努めなさい。

多くの人が、よい行いによってよい人生を送ることを望んでいます。ですが、私はそれが

可能だとは思いません。よい行いという手段では、決して善良になれません。自分の行い

と言葉が善良なものとなるように、自分が善良であらねばなりません。まず善人になる努

力をしなさい。それができたら、善行をすることも可能になります。善人になり、善行を

しなさい。・・・ですから、清い志をもって人類同胞に奉仕し、常によい仲間との親交を

求めなさい。そうすれば、皆さんは自分を変容させることができます。これまでの数多く

の生と時代で培った悪い特質をすぐに拭い去ることはできません。ですから、敬虔な人た

ちのグループに混じって、よい習慣と姿勢を育て、よい活動に従事しなさい。 

http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20000521.html 1980 年 11 月 19 日 
 

パラマートマ（至高の真我）のみが実在しています。パラマートマは真理です。パラマ

ートマは愛です。パラマートマを真理として、愛として瞑想しなさい。どのような姿をも

ったものとしてパラマートマを瞑想しても、彼〔パラマートマ／神〕を悟ることができま

す。いつも彼の帰依者たちと共に居なさい。このサットサング（善き交わり）を通して、

ヴィヴェーカ（霊的識別力）とヴァイラーギャ（無執着）が植え付けられて、育って行く

ことでしょう。霊的識別力と無執着は魂を強くし、内的平安をもたらします。その時、あ

なたの心はパラマートマに融合するでしょう。 
Prema Vahini C14 

善い思いを培う 

スワミに対してバクティを抱くだけでは十分ではありません。スワミに対するあなたの

愛は、必ずしもあなたにスワミの愛をもたらすとは限りません。あなたが、スワミの恩寵

を勝ち取ることのできる方法や手段を見つけない限り、あなたの努力は役に立ちません。

あなたは、自分が愛を表現し、愛を楽しむことのできる道をたどるべきです。あなたが愛

を受け取ることのできる道を知っていることの方が、ただ単にあなたには愛があると言う

ことよりも大事です。もしあなたが立派な考えを持ち、立派な思いを育て、立派な習慣を

身に付けるならば、神の恩寵を求める必要はありません。神はあなたの善行の報酬として、

おのずからあなたに恩寵と愛を注ぐことでしょう。 
Summer Showers in Brindavan1974 Part1 C30  

エゴを消滅させる 

人に喜びや悲しみを感じさせるものはエゴです。ですから、生きとし生けるすべての物

に愛を施すことによって、エゴをコントロールしなさい。利己心すなわちエゴは、愛がな
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いことです。エゴに苦しめられている人は、ほかの人が幸せなときに幸せを感じること、

ほかの人が悲しいときに悲しみを感じることはできず、他の人々の幸せや悲しみを分かち

合うために前向きな歩みを進めることができません。このような深い愛がないのであれば、

どれほど高い教育を受けていても、その人は社会にとって危険な存在でしかありません。 

Sathya Sai Speaks  Vol.14 C17 1979 年 1 月 15 日 

神の愛を求める 

もしあなたが本当にバクティで満たされているのであれば、まさに愛の化身そのもので

ある神のために、あなたの愛を表明しなさい。もしあなたが心から神を求めて飢え渇いて

いるのなら、飢えを満たし渇きを癒すために、神に祈りなさい。神の愛は、あなたの苦し

みのすべてに効く唯一の万能薬です。あなたの悲嘆や苦しみのすべては、飽くなき欲望と、

思い通りにならなかった野心から生じています。神の愛は灯台の明かりに似ています。そ

れはあなたに正しい道を示します。神聖な愛という灯台に向かって、あなたの人生という

船を進ませなさい。そうすれば、至福という陸地に到着するはずです。特別な種類の苦行

や瞑想をする必要はありません。愛を瞑想しなさい。心を愛で満たしなさい。日常の雑事

に携わってる場合であっても、そのすべてが神への捧げ物であると考えなさい。神は遍在

です。すべてのものの中に、すべての人の中に、神を見なさい。・・・神聖な愛は、月の

ように欠けていくことはありません。このような変わることのない愛を、あなたのハート

の中に輝かせなさい。トゥッカーラームは言いました。「ディル メー ラーム、ハト メー 
カーム」（心にはラーマ神を、手には仕事を）。今日この日から、あなた方全員の義務は、

真実で汚れのない愛を培うことです。神の愛があれば、あなたはどんなものも手に入れる

ことができます。神の愛がなければ、あなたはただ惨めさにさいなまれるだけでしょう。 
Sathya Sai Speaks  Vol.29 C52 1996 年 11 月 23 日 

 
ヤッド バーヴァム タッド バヴァティ――気持ちの通りの結果が出ます。もしあなたが

神の愛を望むのであれば、あなたの行動は、あなたの望みと一致し、かつ両立するもので

なければなりません。もしあなたが神の愛を望まないのであれば、あなたには自分の好き

なように振る舞う自由があります。しかしながら、もしあなたが神の愛を望んでいるので

あれば、適切な振る舞いをしなければなりません。もしあなたが、愛を込めて神の命令に

従うならば、間違いなく、あなたは愛を受け取ることでしょう。神の愛には限界も規定も

ありません。ただ一つの条件があるだけです。――あなたが与えて、それから与えられる

のです。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

 
神の恩寵を勝ち取りたいのであれば、すべてに対する愛を育てなさい。あなたは神に平

安と幸福と解脱を求めています。でもあなたは、そのお返しとして神に何を与えているで

しょうか？ 神にあなたの愛を捧げて、平安、幸福、解脱という形の神の恩寵を受け取り

なさい。すべての人がこの権利を持っています。しかしそれを勝ち得るためには、まずあ

なたが与えなければなりません。愛と奉仕を通して初めて、あなたは神の恩寵を願い求め

る権利を手に入れるのです。それ以外には方法がありません。 
Sathya Sai Speaks Vo l.33 C3 2000 年 1 月 14 日 

 
神の恩寵は、理性を鍛えたり、ヨーガで体を曲げたり、苦行で拒んだりすることによっ

て勝ち得ることはできません。愛のみが、神の恩寵を勝ち取ることができます。障害物が

どれほど多く、どれほど強大なものであっても、愛のみがそれを乗り越えることができる

のです。純粋さよりも効果的な力は存在せず、愛以上に満足のいく至福はなく、バクティ

よりも回復力のある歓びはなく、全詫よりも称賛に値する勝利はありません。 
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Sathya Sai Speaks Vol.11 C12 1971 年 2 月 23 日 

瞑想の実践 

瞑想は感覚を超えたところで行われる作業です。感覚のレベルでの集中と、感覚を超越

したところの瞑想との間には境界線があり、黙想（チンタナ）はそこで行われます。黙想

はチッタ（知性）〔マナスの要素、記憶〕の下半分であり、そのもう一つの機能は正誤の

識別です。このことを明らかにする実例をあげましょう。・・・どうやって欲望の刺に触

れずに愛の花を摘むかが問題です。それには黙想が必要です。花を摘んだら、その花を何

に使いますか？ 花は神に供えます。瞑想とは、愛の花を神に供えることです。・・・瞑

想の目的は、無私無欲の愛である薔薇の花を五感から切り離し、神に供えることです。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19840311.html 1984 年 3 月 11 日 

ナーマスマラナの実践（神の御名を絶えず憶念すること） 

愛を込めて話し、愛を込めて行動し、愛を持って考え、一つひとつの行為を愛に満ちた

心で行いなさい。心が世俗的な事物で一杯になっているときに、数珠を数えたり、座って

瞑想したりする必要はありません。あなたがしなければならないジャパ（吟唱）とは、あ

なたに内在する神を絶えず思い出すことです。これがヴェーダの最高のメッセージです。

神の愛の道こそが、最も容易で、最も甘く、最も確実な、神に至る道であることに気付き

なさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C28 1996 年 7 月 5 日 

思いと言葉と行為の一体性を培う 

あなたのハートに甘さがないのであれば、甘い言葉で話しても意味がありません。甘い

言葉を語るときにハートに苦みがあることは、人間の性質ではありません。あなたの思い

と言葉と行動の中には、甘さがあるべきです。これが人間であることの真の印です。あな

たは自分の人生を愛で満たすべきです。この世には、愛に勝るものは何ひとつありません。

人間が最も神聖な存在であると見なされるのは、愛という類のない性質を内に秘めている

からです。ところが、あなたは人間として生まれたことの価値に気付いていません。神は

愛のメッセージを広めるために人間の姿を取って化身します。いったんあなたがハートの

中に愛を持てば、あなたは全世界を征服することができます。あなたの中には愛があるの

ですが、あなたはそれを正しいやり方で表現できないのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.36 C15 2003 年 10 月 17 日 

神の愛と世俗の愛を識別する 

あなたの中にある神聖な要素を誤用してはなりません。それは他の人のために使うべき

です。愛という神聖原理は、狭い概念でとらえられています。太古の昔から、聖者たちは

腕を広げてこの原理を歓迎しました。ナーラダ仙は宣言しました。「ヤル  ラブッド

ヴァー プマン シッドー バヴァティ アムルトー バヴァティ トリプトー バヴァティ」神聖

な愛、パラマ プレーマ〔最上の愛〕を獲得することで、人は完全になり、不滅になり、

満足します。〔「ナーラダ バクティ スートラ」の一節〕 ナーラダは、神聖な愛はすべて

のものをしのぐ最高のものであると見なしました。ちょうど、砂糖がなければ、どんなお

菓子も甘くならないように、愛がなければ、人生におけるどんなものにも価値はありませ

ん。あなたのハートは、元来、愛で満たされています。けれども、あなたはその完全さを

無視して、つまらないものの後を追いかけています。あなたの真の支えとなるのは、神聖

な愛だけであって、他の取るに足らない楽しみではありません。人間の体内にある細胞の
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すべては愛で満たされています。これが小宇宙的な愛です。それは大宇宙を満たしていま

す。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C52 1996 年 11 月 23 日 

 
あなたの中には神の愛があって、それは生まれることも死ぬこともありません。あなた

の愛をその神の愛に向けなさい。その愛は常にあなたと共にあります。もしそのような愛

を培うならば、あなたは常に愛の体現者であり続けることでしょう。この神の愛を堅く信

じなさい。惑わされることがないように、世俗の愛を信じてはなりません。世俗の愛は過

ぎ行く雲に似ています。そのような雲は来ては去って行きます。それらは永続しません。

永遠の愛を愛しなさい。それは真我の原理です。その真我の原理を愛しなさい。落胆の原

因でしかない世俗の愛に惑わされてはなりません。落胆をもたらさない種類の愛を培いな

さい。あなたの愛を無分別にあらゆるものに向けることによって、落胆してはなりません。

神聖で永遠の、愛の原理そのものを愛しなさい。あなたがその神の愛を愛すれば愛するほ

ど、それは育っていきます。 
Sathya Sai Speaks Vol.36 C18 2003 年 10 月 28 日 

 
神は、何でもあなたが祈ったものを与えます。ですから、気をつけなさい。正しいもの

だけを求めなさい。四人の妻を持つ男がいました。その男は仕事でボンベイに行くことに

なりました。男は四人の妻全員に、何でも欲しいものをお土産に家に持って帰るつもりだ

と手紙に書きました。第一夫人は、自分の健康のためによく効く強壮剤と、自分がいつ病

気で倒れてもいいように敷物とウールの衣類を頼みました。第二夫人は、最新のスタイル

のサリーと、サリー用のブラウスと、ボンベイならではのジュエリーと種々様々の装飾品

を頼みました。第三夫人は、『ジャーネーシュワリー』、『アバング』〔ヴィッタラ神を

称える詩集〕、『バクティ・ヴィジャヤ』等々、ボンベイの本屋で手に入る宗教書と、パ

ンダリナータ〔パンダルプルの主、クリシュナ神〕やバヴァーニー〔パールヴァティー女

神〕やサイ・ババ〔シルディ・サイ・ババ〕等の肖像画を選んでほしいと頼みました。第

四夫人は、リストを送ってきませんでした。ただ、「あなたが早く無事に帰ってきてくれ

たら、それで十分です」とだけ書きました。第四夫人は、他の何ものでもなく、夫の愛を

得ました。一方、他の妻たちは自分が書いたものが入った大きな包みを得ました。ですか

ら、よく考えて、自分が頼む前、祈る前に、はっきりと識別しなさい。 
『リグヴェーダの至宝 ガーヤトリーマントラ』p82 1964 年 5 月 16 日 

 
今日、人間は真の愛とは何かを理解できません。もし誰かが特定の事物を好きであれば、

その人は、自分はそれを愛していると考えます。あなたに好みがあるときは、嫌いなもの

もあるはずです。しかし、あなたに愛があるときは、否定的なものは何も存在することが

できません。愛は変わることがなく永遠です。それは神聖です。愛はまことに神の姿です。

「エーカム、ニッティヤム、ヴィマラム、アチャラム、サルヴァディー サークシブータ

ム、バーヴァティータム、トリグナラヒタム」（それは唯一無二であり、永遠で、純粋で、

変わることがなく、あらゆる精神的条件と浄性、激性、鈍性という三つのグナ〔属性〕を

超越している、すべての知性の働きの照覧者である）。この世の言葉で愛を描写すること

は不可能です。世俗的な感覚で愛を考えることは愚かです。愛に匹敵する言葉を見つける

ことは不可能です。あなたは、自己満足のために、愛を様々な方法で説明しようとするか

もしれません。しかし、どのような説明も愛の実体と一致するものではありません。愛の

みが愛と等しいのです。愛以外のいかなる方法でも、愛を説明することは不可能です。皆

さんが理解し実践しなければならないのは、この愛の神聖原理なのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.37 C9 2004 年 4 月 15 日 
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個人の内省のための質問 
 

あなた自身の人生において、どのような要因が愛を育ててきましたか？ 
 

 
 
 

第４章 愛の道における障害物 

六つの敵 

心は、悲しみ、喜び、怒り、怖れ、愛、憎しみ等の、様々なムードに支配されます。心

が原因で生じるあらゆる病気の根本原因は、執着と嫌悪の二つです。心はこの二重の感情

に満ちています。その結果、心は基本的な人間の特質を忘れてしまう傾向があります。こ

のような状態の心は、人間の基本的な六つの敵である、欲望、憎しみ、迷妄、貪欲、妬み、

慢心を、美徳と見なします。これらの六つの悪徳は、人の存在全体を毒してしまうことが

できます。するとその人は、自分に元々備わっている神性を忘れて、人間であることをや

めてしまいます。そして、その人は悪評の餌食となります。ところが、善い感情に満ちた

人は、平安と幸福を楽しむのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.30 C26 1997 年 10 月 7 日 

 
怒り、悪意、貪欲、妬み ―― これらはすべて愛と協力の道を妨げます。それらは人間

を神のレベルから獣のレベルへと貶めます。忍耐と理解をもって他者に耐えなさい。寛容

と共感を実践しなさい。対立点ではなく、接触点を見つけるように努めなさい。親近感を

広めて、知識を通じて親切を深めなさい。そうすれば、人生は間違いなく価値あるものと

なるでしょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.6 C20 1966 年 8 月 3 日 

 
人々は、バクティや、ヨーガや、グニャーナ（英知）について話します。人々は、これ

らの言葉をどのような意味で使っているのでしょうか？ バクティとは、バジャンに参加

して、歌のメロディーや拍子を楽しむことでしょうか？ ヨーガとは、部屋の隅に座って、

呼吸をコントロールすることでしょうか？ グニャーナとは、本を読んで経典の詩節を暗

記することでしょうか？ サンニャーサ（放棄）とは何でしょう？ それは黄土色の衣を着

ることでしょうか？ バクティとは、執着、憎しみ、妬みという悪徳を取り除いて、純粋

な愛を顕現することです。誰であれ、虚飾を好む人や、プライドに満ちて妬みで頭がいっ

ぱいになる人は、とても帰依者とは言えません。バクティは、その人に近付くことさえし

ないでしょう。帰依者は、憎しみ、妬み、執着を克服して、愛の平安と至福を体験しなけ

ればなりません。そのとき、その帰依者は、神の特質を身に付けることでしょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.28 C1 1995 年 1 月 14 日 

批判 

人々の中には、他人の小さな欠点を大きな欠点ととらえて批判する一方で、自分自身の

欠点には目をつぶっている人がいます。これは大きな誤りです。自分の小さな過ちを大き

なものとしてとらえ、他人の大きな過ちを小さなものとしてとらえるのが正しいことです。

このような態度をとるなら、神を知ることができるでしょう。人間の愛は世俗的で利己的

なものですが、神の愛は無私で純粋です。古代の人々は神を永遠にして不滅、純粋かつ清
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きものとして表現しました。神の愛を体験するためには、狭量な利己心を手放して、あな

たの愛を拡大すべきです。 
『青年のダルマ』第二版（電子書籍）p38 1997 年 7 月 17 日 

競争 

ディーパヴァリー（光の祭典）は、この光と愛の教訓を教えることを意図しています。

外に出なさい、広がりなさい、拡大しなさい。一つの際限のない愛の流れの中で、「私の

もの」と「あなたのもの」、「あの人のもの」や「彼らのもの」、「身分」、「信条」な

どの、境界線を手放しなさい。それがすべてのサーダナ（霊性修行）の極地です。競争、

どのような手を使ってでも相手を打ち負かして圧倒したいという願望、富や名声や優位性

を手に入れようとする貪欲さ――これらのものが、現代人のハートの中の愛のランプを消

してしまいました。このお祭りの日に、そのランプを再び灯すことを決意しなさい。祭壇

のある部屋の中で神の礼拝が始まるとき、皆さんが最初に取る行動はランプを灯すことで

すね？ ランプが灯されてないところでは、いかなる縁起の良い儀式も始まることはあり

ません。愛のランプが輝いているところに、神は現れます。それを明るく清らかに燃やし

続けなさい。神は存在し続けています。すべての人にそこから自分たちのランプを灯させ

なさい。神は恩寵を注ぎます。 
Sathya Sai Speaks Vol.10 C31 1970 年 10 月 29 日 

恐れ 

息を吸うとき、息を吐くとき、呼吸を愛で満たしなさい。一瞬一瞬を愛で満たしなさい。

愛は恐れを知りません。愛は偽りを遠ざけます。恐れは人を偽りと不正と過ちに引きずり

こみます。愛は賞賛を求めません。それが愛の力です。愛のない人だけが、報酬と名声が

欲しいという欲求を募らせます。愛それ自体が愛の報酬です。神の御前に供物を供えたい

と思ったら、朽ちてなくなってしまう物を供える代わりに、愛を捧げなさい。愛は、まさ

に愛の光であり、すべてを包含する行動規定です。 
サイラムニュース 157 号 1969 年 7 月 29 日 

欲望 

神はなぜ引き付けるのでしょうか？ それは騙したり、誤った道に導いたりするためで

しょうか？ そうではありません。それは、変容、再建、改造といった、サムスカーラ

（浄化の行為）と呼ばれるプロセスをもたらすためです。何のための再建なのでしょう

か？ その人を、有益で社会に役立つ人物にし、エゴを消し去って、その人の中で、神の

中における万物の一体性を確信させることです。サムスカーラのプロセスを通った人は、

助けを必要とする人々の謙虚な召使になります。これは他者を助ける段階（パローパカー

ラ）です。深い尊敬と無私の精神で行われるこの種の奉仕は、「多」に遍満している唯一

者を悟るための準備を整えてくれます。最後の段階は、自己実現（サークシャートカーラ

／神我顕現）です。ヴェーダ経典は、不滅の命――生まれることも死ぬこともない普遍的

実在に人が融合する段階――は、儀式や子孫や富によってではなく、放棄と無執着のみに

よって実現可能であることを宣言しています。人間が利己的な願望を放棄したとき、その

人の愛は宇宙の隅々にまで届いて、その人は、チャマートカーラ（人を引き付ける不思議

な神の御業）、サムスカーラ（浄化の行為）、パローパカーラ（他者を助けること）、

サークシャートカーラ（自己実現）という四つのプロセスのすべてを養っている、普遍的

な愛を認識するようになります。すべての人の内にある、この基本的な愛の衝動を私は

知っていますが、皆さんも同様にそれを知るのは、大切なことです。 
Sathya Sai Speaks Vol.13 C25 1976 年 11 月 23 日 
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二元性 

同じ愛の原理があなたの中にも他の人々の中にも存在していることを理解しなさい。真

の帰依者とは、一体性の原理を理解して、それに従って行動する人のことです。不二一元

こそが真のバクティです。あなたの愛を、何も期待せずに他の人々と分かち合いなさい。

すべての人を、愛のためだけに愛しなさい。あなたの愛を他の人々に差し伸べる時、あな

たは不二一元の状態に到達することができます。あなたが肉体的な世俗の次元で毎日毎日

体験している愛は、全然本当の愛ではありません。真の愛とは、一つの姿と、一つの道と、

一つの目標に焦点を当てたものです。愛を分割して様々な方向に流すのは大きな過ちです。

愛は神です。神は愛です。愛の内に生きなさい。そうして初めてあなたは一体性の原理を

悟ることができ、人生における達成感を得ることができます。「プレーマ ムディタ マナ

セー カホー ラーマ ラーマ ラーム」――愛に満ちたハートでラーマの甘い御名を歌いなさ

い。自分の好きなどの御名を選んでもいいのですが、心からの愛を込めて神を呼ぶべきで

す。愛はこの上なく神聖で、甘く、不二一元です。そのような愛を分割して多様性と結び

つけるのは大きな過ちです。あなたの愛は楽しいときも苦痛の中でも安定しているべきで

す。愛とバクティは、差異の付け入る隙を与えません。あらゆる差異はあなたの心が作っ

たものです。私とあなたは一つであるという、一体性の感覚を育てなさい。私とあなたが

別物であるとは、決して考えてはなりません。それが真のバクティの印です。 
Sathya Sai Speaks Vol.38 C9 2005 年 4 月 13 日 

 
多くの人々が、「スワミ、いつになったら私は真理を悟るのでしょうか？ どうか私に

解脱（真我の悟り）を授けてください」と懇願します。私は、「あなたは、“自分”（と

いう意識）が無くなった瞬間に解脱します」と答えます。「自分の」解脱を求めてはいけ

ません。その「自分」が消えなければなりません。「自分」という意識と、「自分のも

の」という意識が消え去るべきです。それ自体が解脱です。この「自分」は、あなた自身

の無知によって創られ、守られ、育てられて来たのです。赤ちゃんには、「自分」も「自

分のもの」もありません。赤ん坊は、握っているものが何であれ、容易にそれを手放しま

す。「自分」は知性が育つにつれて固まって来て、人形やおもちゃを手放さなくなります。

が、あなたのハートの中の愛と犠牲の泉を破壊する、個別の「自分」の役割を演じさせて

はなりません。 
Sathya Sai Speaks Vol.11C21 1971 年 4 月 18 日 

 
二元性の感覚があれば、愛は存在することができません。不二一元の愛（エーカートマ 

プレーマ）こそが真の愛です。ギブ・アンド・テイクの関係は、真の愛の精神を反映した

ものではありません。人は何の見返りも期待せずに、与えて、与え続けるべきです。それ

が真の愛です。 
Sathya Sai Speaks Vol.38C9 2005 年 4 月 13 日 

利己主義 

今日の人間は、鳥や獣や、樹木にさえ及ばないほど、行動に感謝の気持ちが伴っていま

せん。人々は、親や、教師や、社会や。神に対してすら感謝の気持ちを持ちません。彼ら

は、真実、正しい行い、平安、愛、非暴力を守るというスローガンを掲げてパレードをし

ますが、その中のどれ一つとして実践しません。どうしてこのようなことになったので

しょうか？ それは非常に利己心が強く、利己的な関心や興味に心を奪われているからで

す。利己主義を捨てたときに初めて、人は心を神に向けることができます。神への愛は、

太陽が朝霧を消し去るように、人間の無知とうぬぼれを消し去ります。ハートは愛の所在

地です。その愛は、まず家庭の中で自己を表現しなければなりません。そこから、自分の
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住む村や町へ広がり、さらには州や国へ、そして最終的には全世界へと広がらなければな

りません。 
Sathya Sai Speaks Vol.19C1 1986 年 1 月 19 日 

 
 

個人の内省のための質問 
 

あなたは、自分の愛が障害をこうむった時のことを思い出すことができますか？  

それはどのように起こりましたか？  

また、それは、あなたと相手にどのような影響を及ぼしましたか？ 

  

あなた自身の愛に満ちた行為によって、あるいは、あなたのものの見方が愛に満ち

て転換することによって、その障害物を取り払うことができたかもしれない方法

を、想像することができますか？ 

 
 
 
 
第５章 愛と人間的価値 

五大価値（五つの人間的価値） 

愛はアートマ（真我）です。愛は英知です。愛は真実です。愛はダルマ（正しい行い）

です。愛は平安であり、愛は非暴力です。愛があるところ、非真と暴力と苛立ちは居場所

がありません。人間のハートは一人掛けの椅子であって、二人掛けの椅子や、椅子取り

ゲームの椅子ではありません。ですから、いったんあなたがハートを愛で満たせば、よこ

しまな感情はそこに入ることができません。愛の中にはあらゆるものが含まれています。

愛は生命原理です。しかし人間は、この愛の原理を忘れて、世俗的な愛の中で自分たちの

人生を台無しにしています。 
Sathya Sai Speaks Vol.31 C35 1998 年 9 月 30 日 

 
本当に愛（プレーマ）を体験したいのなら、私たちは平安（シャーンティ）が何を意味

するかを理解しなければなりません。平安の道をたどりたいと望むならば、私たちはダル

マ（正しい行い）の道を受け入れなければなりません。 
Summer Showers in Brindavan1977 C6 

 
あなたの思いが、愛によって清められた心から出てくるとき、それは結果的に正しい行

いにつながるでしょう。それがダルマです。愛があなたの体験と思いと行動の一部となる

とき、あなたは平安を手に入れます。私たちがはっきりと愛を理解するとき、おのずから

非暴力が生まれます。ですから、愛は、（真実、平安、正しい行い、非暴力という）四つ

の価値のすべてを結びつけている、目に見えない底流です。それは次のように要約するこ

とができます。愛 ＋ 思い ＝ 真実（サティヤ）。愛 ＋ 感情 ＝ 平安（シャーンティ）。愛 
＋ 行動 ＝ 正しい行い（ダルマ）。愛 ＋ 理解 ＝ 非暴力（アヒムサー）。愛はこれらすべ

ての価値の共通分母です。愛は神の姿です。というのも、神は愛だからです。愛を与える

人は人間であり、この愛を育てることができない人は獣です。愛があるか、ないかで、私

たちは獣にもなり、人間にも、神にもなるのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.18 C2 1985 年 1 月 25 日 
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愛とサティヤ（真理／真実） 

あなた方は話を最小限に限るべきです。話しすぎると真理から遠ざかります。このため

に太古の人々は、「少なく話し、多く働く」を実践していたのです。愛は、あなたの話と

働きにおいて一番に欠かすことのできない底流です。愛をもって話すことがサティヤであ

り、愛をもって行うことがダルマです。これはあなたに平安をもたらします。 
『青年のダルマ』第二版（電子書籍）p69 1997 年 7 月 18 日 

 
皆さんの愛は、肉体的な姿のみを基盤とするべきではありません。肉体は滅びるもので

あり、一時的な存在にすぎません。生物学的な両親を超越したところに、皆さんが深く敬

うべき永遠の両親がいます。それは真実と愛です。肉体は滅びるかもしれませんが、真実

は永遠の父であり続けます。同様に、愛は永遠の母です。それは、時の経過と共に育って

いくものであり、決して消えることはありません。真実と愛を両親と見なすことによって、

価値のある人生を送りなさい。・・・皆さんのハートの中に、真実と愛に対する深い敬意

をしっかりと安置して、人類同胞に献身的な奉仕をすることによって、人生を崇高なもの

にしなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.18 C10 1985 年 5 月 6 日 

 
愛とダルマ（正しい行い） 

愛そのものが人間の姿を取って地上に化身するのは、人類にこの神の愛の真実を教える

ためです。諸経典は、神が地上に降臨してダルマと正義と真実の在り方を教えると宣言し

ています。「ダルマ サムスターパナールターヤ サムバヴァーミ ユゲー ユゲー」（私は時

代から時代へと地上に化身して、ダルマを復興する。）これは、「バガヴァッドギー

ター」の中でのクリシュナ神の宣言です。いったん人々が愛に満たされれば、すべてのダ

ルマと、すべての公正さと、すべての真実が人々の中に確立されることでしょう。愛がな

ければ、正義〔ダルマ〕は機械的な儀式でしかなくなります。愛がなければ、いったいど

のような種類の正義が存在し得るでしょうか？ どのような種類の公正さが存在し得るで

しょうか？ それは、命のない屍となるでしょう。愛は命です。愛がなければ、いかなる

人間も、一瞬も生きることができません。 
Sathya Sai Speaks Vol.24 C23 1991 年 9 月 2 日 

愛とシャーンティ（平安／平和） 

私たちの古代の賢者（リシ）たちは自らの霊性修行（サーダナ）の一環として沈黙を

守ったものでした。沈黙を守ることは霊性の道における進歩を促進します。沈黙を実践す

る時、皆さんは容易に心の平安を体験することができます。愛は平安から現れます。愛に

満たされているなら、あなたに敵はいなくなるでしょう。ですから、愛を持って人生を送

りなさい。愛によってのみ、私たちは世界に平和を確立することができます。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19910902.html 1991 年 9 月 2 日 

 
 
利己主義を手放して、社会の幸福のために働きなさい。あなたが社会に奉仕し、神に対

してバクティを持って初めて、世界は平和と安全を楽しむことでしょう。もし、世界に平

和が行き渡ることを望むのであれば、まずあなた自身の中に平和を育てるべきです。平和

はどこにあるのでしょうか？ それは、私たちのハートからしか生まれません。私たちの

ハートは、平和と、真実と、正しい行いと、愛の源です。あなたは、ハートを忘れて、平

和を外の世界に探し求めています。市場で平和（peace）を手に入れることはできません。

そこで手に入るものは断片（pieces）のみです。平和はあなたのハートの中にしかありま
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せん。あなたのハートを愛で満たしなさい。どのような仕事をするときも、完全な愛を

持って行いなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.34 C10 2001 年 6 月 1 日 

愛とアヒムサー（非暴力） 

人と人の違いを見つけようとしてはなりません。それよりも、愛を通して親近感という

絆を強めるための手段と方法を見つけなさい。同じ一門の信徒たちの間に内輪もめや争い

が起こるのは、愛することを学んでいないからです。まったく同一の心から多くの相反す

る感情が生じるのはどうしてですか？ そのようなところでは、愛は育つことも成長する

こともありません。愛の種をまき、愛を育て、世界に広がっている恐れと憎悪という雑草

を抜き去りなさい。世界を幸福な愛の家としなさい。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19801119.html 1980 年 11 月 19 日 

 
沈黙は、悟った人の唯一の言語です。話し過ぎないことを実践しなさい。それは様々な

方法であなたを助けることでしょう。それは愛を育てるでしょう。というのも、ほとんど

の誤解や内紛は不注意に語られた言葉から生じるものだからです。足が滑っても傷は癒え

ますが、舌が滑れば、相手のハートについた傷は一生疼くことでしょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.1C 10 1958 年 7 月 22 日 

 
 

個人の内省のための質問 
 

あなたの人生の中で、純粋な愛が自然に自らを表現をした時のことを考えてみま

しょう。あるいは、あなたが純粋な愛を受けたときの状況を考えてみましょう。 

そのとき、あなたの体験の中で、愛以外の四つの人間的価値（真実・正しい行

い・平安・非暴力）は、どのような形で同時に表現されたでしょうか？ 

 
 
 
 
第６章 愛の力 

愛は空間と時間を超越する 

「ヴィシュヌ サハッスラナーマ ストートラ」〔ヴィシュヌ神の千の御名の讃歌〕によ

れば、全宇宙がヴィシュヌ神の御姿（ヴィシュワム ヴィシュワルーパム）そのものに他

なりません。たとえ人間が光の速さで動いたとしても、ヴィシュヌ神の周りを回って礼

拝するためには、2200 億年もの歳月がかかります。いったい誰がそんなに長く生きるこ

とができるでしょう？ カリユガ〔末世〕の邪悪な影響により、人間は 2200 億年はおろ

か、100 年すらも生きることができません！ ところが、ヴィシュワ スワルーパ（宇宙の

姿をした神）の周りを 1 秒で回ることが可能なのです。それを可能にするのは愛です。

愛の速度は非常に速いので、全宇宙を 1 秒で一回りすることができます。光の速度を測

ることはできるかもしれませんが、愛の速度を測ることはできません。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19990728.html 1999 年 7 月 28 日 
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愛は癒しをもたらす 

無知を手放しなさい。あなたの内に英知のランプを灯して、最終的に神に融合しなさい。

愛を育てなさい。愛を通して初めて、あなたは心を消滅させることができ、愛を通して

初めて、あなたはいかなる病気からも癒されるのです。愛のみが、あなたの中の悪い性

質を根絶やしにすることができます。ですから、すべてを愛しなさい。肉体ではなく

ハート（フルダヤ）を愛しなさい。あなたのハートに祀られている神を愛しなさい。肉

体や、心や、知性や、感覚は、単なる道具にすぎません。あなたが主人です。ですから、

心の主人となって、優れた指導者になりなさい。決して自分の心の奴隷になってはなり

ません。明けても暮れても神を黙想しなさい。あなたはいかなる御名を唱えても、どの

ような御姿を黙想しても結構ですが、神は唯一無二の存在であるという真理を理解しな

さい。 
Sathya Sai Speaks Vol.33 C10 2000 年 7 月 16 日 

 
太古のインドの聖賢たちは、自己管理を実施して、善い思いを抱き、至福に満ちた人生

を送りました。人間の内面が愛に満ちていれば、人生は至福に満ちたものとなり、その

人は常に元気で健康です。今日、人間は数々の疾病に苦しんでいますが、その根本原因

は、心が病んでいることです。しかし、心が死ぬことはありません。肉体が死に直面し

ているとき、心は、自分は死ぬと考えます。心は人の束縛の原因にもなれば、解脱の原

因にもなると言われています。悪い思いは束縛につながり、善い思いは人を解放に導き

ます。ですから、誰もが善い思いを育てて、善い行為に携わるべきです。そのような立

派な気持ちは、愛からしか生まれません。今日、人間のすべての行動は、俗世の欲望に

支配されています。解脱を得るためには、人は心の気まぐれを超越しなければなりませ

ん。人は内なる良心（アンタフカラナ）に従うべきです。 
Sathya Sai Speaks Vol.30 C26 章 1997 年 10 月 7 日 

 
カルマ〔行為〕の結果を乗り越える方法が一つあります。もし、あなたが神の恩寵を手

に入れるなら、山のような罪も塵と化すことができます。神だけがそのような恩寵を授け

る力を持っています。炎の火の粉は山積みの綿を焼き尽くすことができます。火の粉はど

うやって人間の苦境という「山」に入り込めばよいのでしょう？ ひたすら愛によってで

す。愛を育てなさい。常に神の御名を憶念しつつ、愛を込めてすべての人に仕えなさい。

神の御名が舌の上になければ、マインド〔心／思考〕はあちらこちらを走り回ることで

しょう。ぐらつきが生じる源はマインドです。それゆえ、思いを神に集中しながら、行為

に従事しなさい。 
サイラムニュース 141 号 1987 年 11 月 23 日 

愛は至福をもたらす 

神の御名をあなたの舌の上に、神への思いを心の中に、自分の目で神を見ながら、愛を

込めて神を瞑想していなさい。・・・以上の四つは、あなたに言語に絶する至福を授ける

ことでしょう。この至福を体験するように精進しなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.26 C20 1993 年 5 月 22 日 

愛は守護する 

神の愛と恩寵だけが一国を守ることができるのであって、武器で守ることはできませ

ん。・・・インドが備えておく必要があるものは、真実という武器（サティヤ アストラ）

と、正義という武器（ダルマ アストラ）です。この二つは、どちらも愛の原理の中に内
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在しています。巨大な樹木が小さな種から育って行くのと同じで、宇宙全体が愛から生ま

れたのです。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19990728.html 1999 年 7 月 28 日 

 
人々は今日、この愛の原理を理解するための努力を、何ひとつ行なっていません。呪い

や罪を取り消すことのできるものは愛のみです。あらゆる苦い感情を取り除き、人生の甘

さを増すことのできるものは、愛以外にありません。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19990728.html 1999 年 7 月 28 日 

 
 
あなたが心から魂のすべてを込めて神に祈れば、あらゆるカルマの影響は霧のように消

えてしまいます。バクティは、人をその行動の結果から解放します。もし富や家族や地位

のために捧げている膨大な時間のほんの一部を神への思いに捧げるならば、その人は死の

神を恐れる必要がありません。もし人がわずかの間さえ神を思わないのであれば、どうし

て心の平安を望むことができるでしょうか？ 
Sathya Sai Speaks Vol.24 C13 1991 年 5 月 27 日 

愛は悪を滅ぼす 

現代の世界にはびこっている悪の力を滅ぼす、最も強力な武器は、愛です。不幸にして

人間は、この神聖な愛を獲得するための正しい道に沿って歩んではいません。愛は愛の種

であり、枝であり、花であり、果実なのです。愛の果実を享受するためには、愛を実践し

なければなりません。愛の真の性質を探求する代わりに、人は、富と権力を追い求めるこ

とに夢中です。お金や地位が必要であることは確かです。しかし限界があります。 
サイラムニュース 105 号 1995 年 11 月 23 日 

愛は変容を引き起こす 

主電源が切れていれば、すべての部屋が暗闇になって、個々のスイッチを入れても、電

球はつきません。人間にとっての主電源とは何でしょうか？ それは神の愛です。この神

の愛のスイッチが入っていれば、手足の一本一本と、身体のすべての部位において、おの

ずから愛が表現されることでしょう。あなたの言葉は愛に満たされます。あなたの行動は

愛にあふれるものとなります。あなたの目は愛に輝くことでしょう。あなたは、（自分の

口から出る）愛に満ちた言葉を、自分の耳で聞くことになるでしょう。手足の一本一本ま

でも愛の光が輝くことでしょう。その愛がなくて、あなたが利己主義と自己中心的な行動

に浸っているならば、手足の一本一本が暗闇に包まれることでしょう。ですから、愛こそ

が最高なのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.22 C20 1989 年 6 月 28 日 

 
神は愛です。神の姿は愛です。すべての生き物は愛です。愛は救い、奉仕します。愛を

通じて初めて善が生まれることができます。愛はすべての人の中の神を明らかにします。

愛は人と人とを結びつけます。愛は物と物とを結びつけます。愛がなければ宇宙は存在し

ません。最高の愛は、私たちに、万人に内在している神を認識させます。神は万人の内に

等しく存在しています。生命は愛です。愛は命です。神がいなければ、神が剥奪されれば、

いかなる物も、いかなる人も、存在することができません。私たちは、神の意志によって、

神の意志を通して生きています。私たち一人ひとりの中に愛として働いているのは、神の

意志です。「すべての世界が幸せでありますように」という祈りを促すのは、神です。と

いうのも、神は私たちに、私たちの崇める神が、私たちの愛する神が、私たちがそれに
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頼って生きている神が、すべての生き物の中に愛として存在していることを認識させるか

らです。このようにして、愛は拡大し、全宇宙を包含するのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.15 C37 1981 年 12 月 25 日 

 
 

個人の内省のための質問 
 

愛の力が、あなた自身の人生の重要な側面や要素に変容をもたらした

例を考えてみましょう。その体験を説明してください。 

 
 
 
 
第７章 神を愛する人の性質 
 

「一切の欲望を持たず、完全に清らかで、固い決意を持ち、まったく執着せず、時間の

働きに影響されず、虚飾や誇示を放棄した人・・・そのような人を私は大切にする」（バ

ガヴァッドギーター 12 章 16 節より）。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

無欲 

アナペークシャー〔無欲〕とは、帰依者が願望や期待（アペークシャー）を超越してい

るという意味です。肉体や感覚の束縛を受けている人にとって、願望を持たないことは可

能なのでしょうか？ それはほとんど不可能です。何らかの願望が常に存在することで

しょう。しかしながら、人が抱く願望はコントロールされなければなりません。どのよう

な種類の願望は許されるのでしょうか？ このことに関して、クリシュナが何と言ったか

を思い出してみましょう。クリシュナは、すべての正しい行い〔ダルマ〕は神聖であると

言っています。ですから、許される種類の願望の中で、最善のものは、犠牲を払いたいと

いう願望です。ダルマを切望することもまた重要です。神を求める願望は必要不可欠です。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

清らかさ 

帰依者が備えておくべき二番目の性質は、清潔さ（シュチ）です。神は私たちにどのよ

うな種類の清潔さを期待しているのでしょうか？ それは外面的な清潔さでしょうか？ そ
れとも、内面的な清潔さでしょうか？ 両方が必要です。神は清潔さを愛します。清潔さ

は敬虔さです。しかしながら、私たちは外面的な清潔さのみに限定することはできません。

内面的な清らかさも、また非常に必要です。実際、内面的な清潔さこそ最も大切なのです。

神は遍在です。神は内にも外にも存在しています。しかしながら、私たちはまず、内なる

神の原理に気付くように努めなければなりません。・・・私たちのハートの内側は愛（プ

レーマ）で覆われているべきです。外面的な清らかさを獲得するためには、内面的な清ら

かさが不可欠です。厳密に言えば、外面的な清らかさとはいったい何でしょう？ それは、

自分の身体を石鹸と水で洗うことではありません。それは、社会に対して無私の奉仕を行

うことであり、神を喜ばせるためにそのような行為に携わることです。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 
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決断力 

帰依者が備えておかなければならない三番目の特質とは、強靭で揺るぎない決断力（ダ

クシャ）です。どのような種類の決断力を備えていなければならないのでしょうか？ 皆
さんは、「どんなことがあろうとも、私はこれを成し遂げるまでは、これを達成するまで

は、決して休まない」と言わなければなりません。皆さんは、このような種類の決意を持

たなければなりません。決断力とは何を意味しているのでしょうか？ それは、「私は間違

いなく神を見て、神を自分のものとし、神の恩寵を確保する」という固い決意を持つこと

です。神は、このような揺るぎない決断力を持つ帰依者を深く愛します。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

無執着 

次に来るのは、無執着（ウダーシーナ）です。あなたは、何であれ自分がしていること

に関して、一切執着を持たないようにしなければなりません。あなたは、どんな種類の仕

事でもすることができます。たとえばあなたは、奉仕活動に携わるかもしれません。しか

しながら、（その結果も含めて）どのような種類の期待も持つべきではなく、また、自分

がしていることに対して、いかなる報酬も、称賛も、感謝も求めてはなりません。特に、

奉仕団体で働いているときは、特に注意しなければなりません。評判や名声は一切切望し

てはなりません。賞賛や尊敬を求めてはなりません。「私はこんなに一生懸命働いて、本

当にたくさんのことをしているのに、新聞にはまったく取り上げられない！」と言って嘆

くべきではありません。もしあなたがそのような願望や期待を持って働くとすれば、あな

たがしている善は帳消しになって、その仕事の神聖さは失われてしまいます。ですから皆

さんは、成功や失敗、称賛や非難に影響されることなく、真心を込めて奉仕活動に携わら

なければなりません。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

悲しまない 

次に必要なのは、時間によってもたらされる浮き沈みに影響されないこと（ガタヴャ

タ）です。この種の美徳を身に付けるためには、強い決断力も必要になります。皆さんは、

過去のことをくよくよ考えたり、将来を心配したりするべきではありません。将来を心配

する代わりに、今に集中しなさい。もしあなたが今を正しく扱えば、将来は必ず明るいも

のになります。それについては、確信することができます。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

放棄 

最後に要求されるのは、完全なる放棄（サルヴァランバ パリッティヤーギ）です。真

の放棄者とはどのような人でしょう？ いかなるときも、いかなる状況のもとでも、完全

な平静を保つ人こそが、そうした描写に値する人です。そのような人は虚飾や誇示を超越

しています。神は、自分を誇示する人に対しては距離を置きます。実際、自己顕示癖こそ

は人が放棄するべき最初のものです。虚飾や、見せびらかしや、宣伝を遠ざけなさい。ク

リシュナは、私が大切にするのは、そのような隠遁者であると宣言しました。 
Summer Showers in Brindavan2000 C11 

憎しみを持たない 

愛には三つのレベルがあります。第一のレベルは、最も優れた最高（ウッタマ）のレベ

ルです。この段階にある人は、永遠の至福の権化であり、万物に例外なく内在している神

に対する完全な信仰と信頼を持っています。彼らは、どんな場所にもどんなものにもイー
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シュワラ〔主なる神〕が愛という姿をとって内在している、という気持ちを持つようにな

ります。そのような人々は、「アドヴェーシター サルヴァブーターナーム」〔すべてのも

のに敵意を抱かず。「バガヴァッドギーター」12 章 13 節より〕という感情を抱きます。

彼らは万物に愛だけを見ます。彼らは身内と他人の相違を見ません。こういった至高の愛

に満たされている人は至福を体験するでしょう。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19820123.html 1982 年 1 月 23 日 

至福に満ちている 

神への愛が大きければ大きいほど、その人の経験する至福は大きなものとなります。人

の中の愛が衰退すれば、喜びもそれに比例して衰退します。神を愛する人は、あらゆると

ころに神を見ます。ですから、人のハートは神への愛に満ちていなければなりません。愛

は、利己主義とうぬぼれに満ちている人のハートに入ることはありません。ですから、

ちっぽけな自我を忘れて、神への思いに集中するべきです。神への愛は、人に自分自身の

存在を忘れさせます。愛は酩酊の一形式になります。愛は、帰依者と神を恍惚の内に踊ら

せて、彼らと一つになります。愛は自分を忘れさせます。愛は恍惚を生み出して、その中

ですべてが忘れられてしまいます。 
Sathya Sai Speaks Vol.24 C23 1991年9月2日 

怖れない 

皆さんのハートを愛で満たしなさい。もしあなたがよこしまな思いを抱きながら、外側

では愛に満ちているふりをしているのであれば、自分を裏切ることになります。誰であれ、

神の愛を持っている人であれば、いついかなるところででも、それを表さずにいることは

ありません。学校に通っている間に立派に振る舞っている学生たちは、学校を卒業した後、

どこで暮らしても、どこで働いても、それと同じ振る舞いを維持するべきです。外部の人

との交わりや、外部の状況が、何らかの形で彼らの振る舞いを変える可能性が残されてい

るべきではありません。彼らのハートには、愛がしっかりと植えつけられているべきです。

神の愛に満ちた人は、何も恐れることがなく、他者に何も求めず、自発的に私心なく自分

の愛を表すことでしょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C22 1996年6月20日 

神を喜ばせたいという切なる願いがある 

神へのバクティは、目標に到達するための規律の一形式にすぎません。求道者は、バク

ティを手に入れたからといって立ち止まるべきではありません。人は、自分がどれだけ神

に対するバクティ、すなわち神への愛を持っているかということよりも、神が与える愛と

恩寵に、いっそう大きな注意を払うべきです。求道者は常に、どの振る舞い、どの行為が、

神にとって最も喜ばしいか、神を至福（アーナンダ）で満たすかを、熱心に知ろうとして

いなければなりません。それについて探求しなさい。それを切望しなさい。その目的を確

約することを実践しなさい。それを手に入れるのに役立つ行為に携わっていなさい。それ

が本当のバクティです。ところが人々は、通常このバクティの理想を守らないばかりか、

その理想の意味合いについて考えることもしません。人々は、ただ帰依者が神に対して抱

いている愛にしか注意を払いません。そして、その過程の中で、神が承認し、神が喜ぶダ

ルマ（正しい行い）やカルマ（行動）にはあまり注意を払いません。 
Gita Vahini C21 

常に穏やかである 

心に平安をもたらすものは愛に他なりません。私たちの心が平安に満たされているとき、
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この場所全体が平安の空気に満たされます。皆さんは、昨日起きたことを見ていました。

空全体が黒い雲に覆われていました。午前七時半には、今にも大雨が降り出しそうでした。

しかし、土砂降りになる代わりに、雲がエアコンのように働いて、この地域の大気を冷や

し、どこかに行ってしまいました。皆さんが善い思いと感情をもっているときは、自然界

もそれに応じて同じように反応します。 
サイラムニュース73号 1990年11月24日 

不動心 

様々な霊性修行がありますが、愛がなければどれも役には立ちません。愛はどんな状況

においても変わらないものでなくてはなりません。パーンダヴァ兄弟の長兄ダルマラー

ジャの信仰心は、この上なく堅固でした。森に追放されていたときも、王として君臨して

いたときも、ドゥルヨーダナの宮廷で妻ドラウパディーがサリーを脱がされようとしてい

たときも、アビマンニュが戦場で殺されたときも、パーンダヴァ兄弟の子供たちが（ア

シュワッタマに）虐殺されたときも、あらゆる状況において、ダルマラージャの信仰心が

揺らいだことはありませんでした。ダルマラージャは、クリシュナこそ唯一の救い手であ

ることを固く信じていました。ダルマラージャはいつもクリシュナの御名だけを憶念して

いました。王として広大な国土を治めていたときも、サイコロ賭博ですべてを失ったとき

も、ダルマラージャは成功に有頂天になることも、敗北に意気消沈することも、決してあ

りませんでした。パーンダヴァ兄弟の第一の特徴は、そうした神へのひるむことのない信

仰心を持ち続けたことでした。 
Sathya Sai Speaks Vol.24 C23 1991年9月2日 

完全な全託 

自分に生まれながらにして備わっている神性を認識することができずに、神の本当の住

処を忘れている人に対して、「バガヴァッドギーター」は、神の至福と完全な愛は全詫と

献身を通じて手に入れることができると説いています。信頼の不在は、不安と心配で人を

消耗させます。・・・最愛の友である全能の神に信頼と信仰を置くことができないために、

私たちは際限のない心配と、困難と、恐怖に自分たちをさらしています。 
Summer Showers in Brindavan1979 C25 

 
皆さんは、普通の人間の愛を育むことでさえ、いくつかの困難や問題に遭遇することが

わかるでしょう。ですから、神の愛を手に入れるのに多くの困難や障害に会うことは、驚

くことではありません。そのために、ゴーピカー（牧女）たちは、神の愛を手に入れる過

程において多くの問題に遭ったと言いました。ヴィヤーサ仙も同じことを述べています。

もし神の愛が欲しいなら、神以外のものへの愛を手放さなければいけない、と。神以外の

ものへの愛を手放したとき、神の愛を得るのは容易であり、まったく何の問題にも遭わな

いでしょう。他の種類の愛に縛られているときに神の愛を得たいと欲すると、数多くの困

難に出会います。このプロセスは全託と呼ばれてきました。神の愛を欲するなら、完全に

自分を神に委ねる覚悟を決めるようにしなさい。自分の体に執着を持たず、自分の名声や

敬意を得ることに注意を払わないようにしなさい。これら一切から自分を完全に引き離す

ようにしなさい。そうして初めて、あなたは神に近づくことができます。あなたの心を完

全に神に集中させるようにしなさい。この全託の高いレベルに上がるまでは、バジャンや

瞑想といった神聖な活動に加わり、愛（プレーマ）の側面を育むようにしなさい。あなた

が至福の状態に到り、神に対するあなたの愛が実を結んで実を実らせたとき、神の恩寵が

あなたに注がれるでしょう。 
Summer Showers in Brindavan1978 C15 
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常に与えて、決して取らない 

真の愛の特質は、与えて受け取らないことです。今日の世の中に、与えることを愛する

人がいったい何人いるでしょうか？ 父親でさえも、子供たちに与えるために自分の財産

を手放すことをためらいます。神のみが、無限の与え手となることができます。このよう

に、愛は神の特質です。本質的に、愛は人間の身体の一つひとつの細胞の中に存在してい

ますが、ハートが汚染されているために、それは表現されません。ハートの中に愛のない

人間は、死んだも同然です。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C29 1996年7月27日 

 
自分の将来のことだけを求めるのは利己的です。自分の至福のことだけを気にかけるの

も利己的です。私利を手放し、他者の幸せを自分の幸せと見なし、他者の福利たのめに身

を捧げる人間だけが、本当の無私の人です。神は、他者を愛する人だけを愛します。神の

愛を得ようとするなら、他者を愛さなければいけません。あなたが他者を愛さないなら、

他者の愛を得ることもできません。過去に起こったことを気に病まず、将来を気にかけず、

愛を育み、奉仕をすることで、今を最も有効に使う努力をしなさい。 
Sathya Sai Speaks Vol.18 C22 1995年11月17日 

 
 

個人の内省のための質問 
 

あなた自身の人生の中での困難な状況を考えてください。 

その問題に対して神の愛がどのような解決をもたらす可能性があるかを

想像してみましょう。 

 
 
 
 
第８章 愛――真我顕現に至る道 

神を愛する 

一瞬一瞬を活かしてあなたのハートを清め、ハートを愛で満たしなさい。そのときあな

たは、神があなたのものであり、あなたは愛と共にあると悟ることでしょう。真のバク

ティは、神を悟るための手段です。バクティとは、何の見返りも願わずに神を愛すること

です。そのようなバクティは、よい振る舞いを通して初めて育てることができます。正し

さのないところにバクティは存在し得ません。体の健康には体の清らかさが不可欠である

ように、神の至福を楽しむためには心の清らかさが欠かせません。 
Sathya Sai Speaks Vol.16C32 1983年12月31日 

 
無我の神の愛を利己的な方法で楽しみ、神の愛を自分自身に縛りつけることは、正しく

ありません。しかし、あるレベルに達するまでは、限定されたやり方で神を体験しようと

努めねばなりません。自分が限定された立場にあり、自分の生活が充分な広がりを持って

いない間は、愛を広く体験することは不可能です。それゆえ、私たちが取るべき第一歩は、

私たちの愛を充分に広げることができる特定の方法を実行することです。 
『青い山の夏の薔薇』p224 夏期講習1976年 

 
バクティは二つの道を流れます。それは有形で属性を持つバクティ（サグナ  バク
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ティ）と無形で属性を超えたバクティ（ニルグナ バクティ）という道です。神は遙か彼

方にいる、ずっと高いところにいる、自分をずっと上回っていると感じているときに、慈

悲を懇願したり、願いを叶える恩寵を請い願うのは、属性があるということ（サグナ）で

す。あなたは神を、主、守護者、救い主として崇めます。あなたは、神を褒め讃えるため、

神の歓心を得るため、神に平伏すため、神に奉仕するための、儀式を行っています。けれ

ども、すべてのものの中に、すべての細胞と原子の核として存在する神を見るという修行

を実践するとき、あなたは活き活きとして、目覚め、万物との一体性を体験します。なぜ

なら、万物は神の体であり、あなたもその体の中におり、その体のものであるからです。

これは、属性がないということ（ニルグナ）です。属性がないこと（ニルグナ）は、砂糖

を黙想することです。属性があること（サグナ）は、あなたの好みを捕らえて、あなたの

愛と忠誠を惹きつける、砂糖人形（砂糖でできた人形）を崇めることです。 
 
あなたの行いの一つひとつが、あなたがこの世を去る時のあなたの信用証明書となるよ

うにしなさい。一つの行いも、負債になったり、あなたの足を引っ張るものになったりし

いようにしなさい。一瞬一瞬、愛に、すなわち、神に、浸っていなさい。何時間も瞑想に

費やしても、あなたが立ち上がって人々の間を歩くとき、怒りを振り撒いたり、言葉や行

動で敵意をむき出しにするならば、その瞑想は何の役に立っているのでしょう？ 「バガ

ヴァッドギーター」は、「サタタム ヨーギナハ」――常に制し、常に抑え、常に神につ

ながれているようにと、求めています。ですから、注意深くあり、ぐらつかず、真面目で

ありなさい。ぐらつかない人は英知を得ます。注意深く見張っていなければ、一つの火花

が大火災へと広がることもあり得ます。絶えず油断なく注意していれば、大火災さえ小さ

くなって、ちらちらと揺れる残り火になることもあり得ます。 
Sathya Sai Speaks Vol.12 C21 1973年11月23日 

 
神はサット・チット・アーナンダです。サット（永遠の感情）を持って、チット（霊的

英知）を求めなさい。そうすれば、あなたはアーナンダ（至福）を得ることができます。

至福は至福からのみ得ることができるものであり、沈んだ気持ちから至福を得ることはで

きません。愛をもって至高の神を崇めなさい。なぜならば、愛は神であり、神は愛だから

です。そうすることは、あなたに真の幸福を与えてくれます。現代の人々は、あたかも愛

しているかのように見せかけますが、気持ちは愛で満ちていません。「ヤッドバーヴァム 
タッド バヴァティ」――気持ちのとおりの結果が出ます。・・・あなたは神に全託しな

ければいけません。暁から黄昏まで、人は腹を満たす方法と手段を求めて働いているだけ

です。そうやって、人々は神のヴィジョンを得る努力をせずに、人生を浪費しています。

人々は、映画のチケットやバスの切符を買うためなら何時間も列に並びますが、他の何も

のも与えることのできない大きな至福を与えてくれる神のダルシャンを求めて列に並ぶこ

とは、好まないのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.31 C14 1998年4月20日 

差別せずに愛する 

すべての人への愛を持ちなさい。愛を持たぬ者にさえも愛を与えなさい。愛は航海士の

羅針盤のようなものです。どこに置いておいても、愛は必ず神への道を指し示します。

日々の暮らしの中の行いの一つひとつの中に、あなたの愛を示しなさい。神性は愛から生

じます。これは神実現の最も容易な道です。なのに、なぜ人々は容易な道を歩まないので

しょうか？ それは神を体験する方法に関して、誤った考えに取りつかれているからです。

人々は神を、何か遠い存在で、厳しい霊性修行によってしか手の届かないものだと考えま

す。神はあらゆるところにいます。神を探す必要はありません。あなたの見るものすべて

は神の現れです。あなたの見るすべての人は神の姿です。欠陥のある見方を矯正しなさい。
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そうすれば、あなたはあらゆるもののうちに神を体験します。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C28 1996年7月5日 

自分自身を知る 

世の中で得られるどんな知識よりも高次なものは、アートマ グニャーナ（真我の英

知）です。真我顕現から生じる至福に比類するものはありません。そこへは、エゴの感覚

を破壊し、神への敬虔なる服従ができたときにのみ、到達します。祈りは口から出るので

はなく、心から湧き出るものでなければなりません。・・・心からの祈りは指名通話で電

話をかけるのと同じです。それは直接神につながります。 
Sathya Sai Speaks Vol.16 C32  1983年12月31日 

一体性を体験する 

同じ愛の原理がすべてに内在しています。人類は皆、本質的に一つです。違いは気持ち

にあるだけです。ですから、人類は、気持ちを変化させ、同じ神性がすべてに内在してい

るという真実を認識するようにすべきです。そうして初めて、人類に変容が起こることが

できます。 
Sathya Sai Speaks Vol.33 C19 2000年11月20日 

 
宇宙は神の顕れであり、宇宙には神が浸透しているということを、帰依者はいつも意識

しています。帰依者の生活は、万物に神が内在しているという認識に基づいています。こ

の心の状態は、プレーマ アドワイタ（愛における一体性／愛の不二一元）と呼ばれます。

この愛によって、帰依者は神と一つであることを体験します。この体験の至福を味わうと、

もはや解脱（モークシャ）すら欲しません。間断なき神への愛こそが、その人にとってす

べてとなります。このようなバクティは、アナンニャ バクティ（一なるものへの完全な

バクティ／不異のバクティ）と称されます。 
Sathya Sai Speaks Vol.19 C1 1986年1月19日 

 
愛とは、多様性が迷妄であって、一体性が実在であることを悟ろうと努力することを意

味します。愛は同一視させ、憎しみは分離させます。愛は自分の真我を相手に置き換え、

その上で両者が一つになって考え、話し、行動します。愛がますます多くの仲間を引き寄

せるとき、ますます多くの人々が一つになります。あなたが私を愛するとき、あなたはす

べてを愛します。というのも、あなたは私がすべての中にいることを感じ、知り、体験し

はじめるからです。瞑想を通じて、あなたは私がすべてのハートの中に住み、すべての促

し、すべての動機、すべての導き手、すべての目標の中に住んでいることに、気付くこと

ができます。そのヴィジョン、その気付きを切望して、それをこの上なく貴重な持ち物と

しなさい。そのときあなたは、あなたがしばしば私に願い求めるサークシャートカーラ

（実在に関する直接的なヴィジョン／神我顕現）を持つことになります。あなたの愛は、

私と融合することができるように、私の愛と同じくらい清らかで、同じくらいエゴの穢れ

から自由でなければなりません。 
 
もちろん、それは難しいサーダナ（霊性修行）です。今、心があなたに密着しすぎてい

ます。人は、自分が持つ多くの期待を打ち消し、否定し、奪い去って、自分自身の奥に沈

潜し、自分が着ている肉体も含めた世俗的な事物に対する、何世代にもわたる執着の流れ

に逆らって、上流に向かって泳がなければなりません。クリシュナへの愛は、全世界をク

リシュナにします。クリシュナ以外のすべてのものを否定することが、万物の内にクリ

シュナを見る手段です。存在するのは唯一者、整数の１のみです。多種多様な万物は、た

だ単に、神、神、神と、神が何度も繰り返されているだけです。あなたも神なのです。こ
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の真実を悟ること、この同一性、この融合を実現すること――これがサークシャートカー

ラ（神我顕現／自己実現）です。 
Sathya Sai Speaks Vol.11 C15 1971年2月24日 

純粋な愛になりなさい 

今日、あなたの最大の義務は、犠牲（ティヤーガ）を王位に就かせることです。犠牲が

君臨するときにのみ、愛は本来の姿を取ることができます。そのとき、あなたの潜在能力

のすべてがおのずと発揮されることでしょう。あなたは、すべての正当な取り組みに成功

するでしょう。愛が支配原理となるとき、悲しみと落胆は消え去ります。だからこそ

ヴェーダは、犠牲こそが、不滅の至福にいたる唯一の鍵であると宣言したのです。「神は

愛です。愛なくして、どうして神を実現することができるでしょう？」（テルグ語の詩）。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C52 1996年11月23日 

 
ピッパラーダ大聖賢は、弟子に言いました。「最も重要は要因はプラーナ（生命原理）

である。自らを心〔マナス〕に融合させなければならない。心をアートマに融合させなけ

ればならない。何をするにも、それをアートマへの奉納の精神で行うのだ。生業を続けて

いくことはできる。それを神への奉納の精神で行うとき、仕事は礼拝へと変わる。このよ

うにして生活を送るなら、再び生まれてくることはなくなる」。神への奉納は口先だけの

ものではなく、ハートから湧き出たものでなければなりません。言葉で奉納が為されるな

ら、返答も言葉によるものとなります。誰かが、「スワミ、私の家にいらっしゃいません

か？」と言ったとしたら、私は、「ぜひ行きましょう」と答えるでしょうが、その招待が

口先だけなら、返答も口先だけです。それが心からの招待であるならば、私は心を込めて

行くでしょう。「ヤット バーヴァム タット バヴァティ」（思念のとおりに結果は生じ

る）。あなたの思いは欲望から転じます。あなたの思いの通りに、結果は生じます。です

から、何をするにしても、心を尽くして行いなさい。人のすべての気道〔ナーディー〕は

ハートと体中に行き渡っています。ですから、ハートに善意〔サット サンカルパ〕があ

ふれていれば、全身がその善意に満たされます。すべてはハートに源を発しています。そ

れはここにある肉体の心臓のことではありません。霊的なハートのことです。あなたの

ハートが愛に満ちた思いで満たされるとき、あなたは輪廻からの解放を実現するでしょう。 
Sathya Sai Speaks Vol.24 C13 1991年5月27日 

 
 

個人の内省のための質問 
 

あなたは、多様性の中の一体性を体験したことがありますか？  

その体験の中で、愛は何かの役割を演じましたか？  

もしそうであれば、それがどのようなものであったかを説明してください。 

 
 
 
 
第９章 神の愛の見本 

母の愛 

神の愛は無限の果てしない大海のようなものです。神の愛が無限、無辺際であるという



愛の学びの手引き  サティヤ サイ出版協会 30 

理由だけで、君達はその愛のすべてを携えることはできません。君たちが携えることので

きる量は、手にしている壺の大きさによって決まるでしょう。それゆえ、最初になすべき

ことは、君たちの壺を大きくすることで、それにはサーダナ（霊性修行）の実行が必要に

なります。このサーダナの第一歩は君たちの母親への尊敬です。母親へのバクティまたは

愛は、母親が君たちを育ててくれた大きな慈愛を認識することでなければなりません。愛

またはバクティの形で君たちの母親に感謝のお返しをせねばならないのです。母親もまた

息子の愛のお返しとして、ヴァーッツァルヤ（子に対する母の慈愛）の形でバクティを示

すでしょう。母親は赤ん坊を風呂に入れ、服を着せ、あやして寝かしつけます。こういう

ことを全部やりながら、母親は毎日の義務を果たしているでしょう。このようにして、母

親と息子との間の愛情は培われ、その愛が正しく養われるならば、それがそのまま神に対

するバクティの形を取ることができます。 
『青い山の夏の薔薇』p225 

 
 

帰依者たち 

・ミーラー 

愛の力は比類なきものです。それは人間の理解の範囲を超えています。愛は、愛を通し

てのみ理解できます。ミーラーの夫であったラナ王は、クリシュナのために寺院を建立し

ました。ミーラーは神の偉大な信者であったため、いつも寺院の中で恍惚となって神の栄

光を歌っていました。そして、それがラナの怒りを買うこととなりました。ラナはミー

ラーに寺院を離れるよう命じました。ミーラーは大変なショックを受けました。ミーラー

は心の中で考えました。「クリシュナは遍在であり、この寺院に閉じ込められているわけ

ではないのだから、ラナが私をクリシュナから引き離すことなどどうしてできるでしょ

う？」ミーラーは家を出て家庭を去り、マトゥラー〔クリシュナが統治した都〕に向かい

ました。 
 
マトゥラーとはどこでしょうか？ それは地理上のどこかの場所ではありません。甘美

な愛に満たされたハートこそが、マトゥラーです。ミーラーは歌いました。「チャロー 
レー マン ガンガー ヤムナー ティール」（おお、心よ！ ガンジス河とヤムナー河の合流地

点へお行きなさい）。ここでのガンジス河とヤムナー河とは、イダーとピンガラー（霊的

な気が流れる左右の霊管）を象徴的に意味するものです。イダーとピンガラーが交わる眉

間の中央はマトゥラーを表しています。これがこの歌の深遠な意味です。 
 
ミーラーはクリシュナ神の御名を絶え間なく唱えながら、川を渡り、丘や谷や森を越え

て、マトゥラー目指して進みました。ついにミーラーがブリンダーヴァンに到着した時、

寺院の扉は閉ざされていました。何度祈っても、扉は開きませんでした。ミーラーは言い

ました。「ああ、クリシュナ、私のハートはあなたの寺院です。私はハートの祭壇にあな

たを据えました」 ミーラーはクリシュナを呼びながら、寺院の扉に自分の頭を打ちつけ

ました。ミーラーはクリシュナのヴィジョンを得て、クリシュナに融合しました。ラナ王

はミーラーを寺院から追い出したことを悔やみました。ラナはクリシュナに許しを求めて

祈りました。  
 
現代の人々は、自分たちが使っている言葉の内的意味を探ろうとはしません。人々は世

俗的な意味や解釈に夢中になっています。真実で永遠なる自分のハートから湧き上がって

くる感情を考慮すべきです。そうすることで、ミーラーはクリシュナと一つになる体験を

しました。もし、あなたがバクティの道を歩むことを望むなら、愛の原理にしっかりとし



愛の学びの手引き  サティヤ サイ出版協会 31 

がみつくべきです。普通の人は、そのような固い決意を持っていません。しかし、真の帰

依者は、いかなる状況にあろうとも、決して愛の道から外れることはありません。愛以外

に、私たちを神へ連れて行くことのできる道はありません。もっともっと愛を深めなさい。

あなたがどこにいようとも、愛はあなたの唯一の避難所です。 
Sathya Sai Speaks Vol.38 C9 2005年4月13日 

・ヴィビーシャナ 

帰依者の中で神の愛がどのように表れるかは、ラーヴァナの弟であったヴィビーシャナ

の例によって示されています。ヴィビーシャナはラーマを愛していたために、ラーヴァナ

の手によって数々の侮辱を受けました。ランカーにおけるラークシャサ〔魔物／羅刹〕と

の戦いの中で、ラーマとラクシュマナは、最初の二日間で多くの偉大なラークシャサの戦

士たちを滅ぼしました。三日目に、二人の前に恐ろしい戦士が立ちはだかりました。ヴィ

ビーシャナはラーマに、「もしスワミがこの戦士をお倒しになれば、ランカー全体が主の

ものになるでしょう。彼はラーヴァナさえもしのぐ優れた戦士です」と言いました。ラー

マはこの並外れたラークシャサと一日中闘いましたが、彼を倒すことができず、その日の

戦いをあきらめようとしていました。ここで、ラーマの後ろにいたヴィビーシャナは、

「今戦いをあきらめてはなりません。スワミはすべての力を振り絞って、敵をお倒しにな

らねばなりません。この機会を逃してはなりません。これは私がスワミをお慕い申し上げ

ているからこその言葉です」と言いました。ヴィビーシャナに励まされて、ラーマは戦い

続けて敵を倒しました。 
 
手強い戦士は戦場に倒れました。その戦士が死んだことを知った瞬間、ヴィビーシャナ

も地面に倒れました。ラーマの御名を唱えて我に返ったヴィビーシャナは立ち上がりまし

た。・・・ラーマは、「お前はどうして突然倒れたのか？」と尋ねました。ヴィビーシャナ

は、「スワミ、これは肉体的な執着のためです。親としての情のためです。あの手強い戦

士は、私の息子でした」と答えました。 
  
主人の勝利を確実にするために、ヴィビーシャナは自分の息子が戦いで殺されることさ

えいとわなかったのです。ラーマはヴィビーシャナに「お前はなぜ最初にあれがお前の息

子であることを私に知らせなかったのか？」と尋ねました。ヴィビーシャナは答えました。

「戦場で敵と戦うときには、いかなる関係をも気にかけるべきではありません。この戦争

では、相手との関係を考える余地はありません。誰かがスワミに敵対して武器を取るなら

ば、その者は私の身内ではなくなります。・・・私はスワミに完全に全託しています。私

はスワミの召使です。私は、一時的な親族関係にある者のことではなく、スワミの勝利を

第一に気にかけなければなりません。私にとっての唯一の真実は、スワミの御意志にほか

なりません」。  
 
ラーマの勝利に貢献したのは、ラーマに対するヴィビーシャナの、このあふれるほどの

愛でした。神への愛は、決して切れることのない絆であるべきです。それ以外のすべての

世俗的な執着は、永続性がありません。鈍性（タマス／怠慢と不活発の特性）の絆は、鉄

の鎖のようなものです。激性（ラジャス／激情の特性）の絆は、銅の鎖です。浄性（サッ

トワ／純粋）の絆は、黄金の鎖に似ています。しかし鎖は、鉄であろうと、銅であろうと、

黄金であろうと、鎖であることに変わりありません。ヴィビーシャナは「私にとっては、

こうしたつながりは何の役にも立ちません。私はラーマの純粋な愛で満足しています」と

宣言しました。ヴィビーシャナは、神に対する完全な愛の至高の特質を世に示すために、

このような振る舞いをしたのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C29 1996年7月27日 
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・ルクミニー 

クリシュナが天秤の片方に乗せられていたとき、もう片方にサティヤバーマー〔クリ

シュナの妻〕のすべての装飾品を載せても、クリシュナの体重と釣り合いは取れませんで

した。そのとき、ルクミニー〔クリシュナの二人目の妻〕がやって来て断言しました。

「クリシュナの御名を唱えるだけで釣り合いが取れるでしょう。さらに、一枚の葉、一本

の花、少しの水を加えれば、クリシュナの体重よりも重くなってこちらに傾くでしょう」 
そう言うと、ルクミニーは一枚のトゥラスィーの葉〔聖バジル〕を天秤に載せました。す

るとどうでしょう！ 天秤は傾きました。トゥラスィーの葉は、クリシュナに対するルク

ミニーの限りない愛の重みを帯びたのです。サティヤバーマーの宝石はすべて役に立ちま

せんでした。けれども、ルクミニーがクリシュナの御名に祈り、愛のこもったハートで

トゥラスィーの葉を捧げると、天秤は傾き、クリシュナの体重よりも重くなりました。神

の御名と、愛に満ちた神への捧げ物の力は、これほどのものなのです。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C52 1996年11月23日 

・グニャーナデーヴァとバクティデーヴァ 

グニャーナデーヴァとバクティデーヴァという二人の兄弟がいて、二人が一緒に旅をし

ていました。旅の途中で、二人はのどの渇きを覚えました。バクティデーヴァはグニャー

ナデーヴァに、「のどが渇いたけれど、どこにも水が見当たらない」と言いました。グ

ニャーナデーヴァは、「近くに井戸が無いか見てみよう」と言いました。しばらく行くと

二人は古い井戸があるのを見つけましたが、水は深い井戸の底に見えるだけでした。グ

ニャーナデーヴァは、「知識を通じて初めて人は幸せになれる」（グニャーナト エーヴァ

トゥ カイヴァッリャム）と宣言しました。彼は直ちに小鳥に姿を変えて井戸の底の水の

所まで飛んで行き、渇きを癒して戻って来ました。グニャーナデーヴァは真我に関する最

高の知識によって、どんな姿でも取ることができたのです。バクティデーヴァは井戸の中

に降りて行くことができませんでした。彼は井戸の近くに座って、愛を込めて心から神に

祈りました。しばらくすると、井戸の中の水位が上昇してバクティデーヴァの足もとまで

上がって来ました。自分の足が濡れていることに気付いて目を明けると、井戸の水があふ

れ出しているのが分かりました。 
 
英知（グニャーナ）は、自分の姿を変える必要があります。バクティにはそのような変

化は必要ありません。熱心な、愛を込めたバクティだけで十分です。帰依者に必要なもの

は、帰依者のもとに走ってやって来ます。バクティ以上に素晴らしいものはありません。 
Sathya Sai Speaks Vol.29 C37 1996年8月21日 

・ラーディカー ～ ゴーピーたちの至高のバクティ 

ゴーピー〔牧女〕たちの中で、クリシュナ神の最高の帰依者は、ラーディカーとニーラ

ジャーでした。ウッダヴァ〔クリシュナ神の側近で、英知の道の大家〕は、（ブリンダー

ヴァンを）立ち去る前に、彼女たちがオウムをクリシュナ神に見立てて、自分たちの悲し

みに打ちひしがれたハートを癒してくださいと懇願しているのを聞きました。ウッダヴァ

は、意識を失って砂地に倒れているラーディカーに、クリシュナに伝えてほしいメッセー

ジがあるかどうか尋ねました。我に返ったラーディカーはクリシュナだけを思っていまし

た。 
 
このラーディカーの哀れな状態を見て、ウッダヴァのハートは溶けました。ウッダヴァ

は、クリシュナが自分をゴーピーたちに遣わしたのは、真のバクティとは何かを学ばせる

ためであったことを悟りました。ウッダヴァは、シャーストラ（天啓経典）をよく知って
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いる人々でさえも、ゴーピーがクリシュナに対して見せる一点集中の混じり気のないバク

ティから真のバクティに関する内的真実を学ばなければならない、ということをウッダ

ヴァに示すために、クリシュナがその出来事を演じたのだということに気が付きました。

神への愛〔バクティ〕は、手段であり、ゴールです。これがゴーピーたちによって明らか

にされた秘密です。ゴーピーたちは、この世を愛で満たして渇いた大地に愛を溢れさせた

クリシュナの笛の音の中で、あらゆるものの内に愛を見ました。 
 
神は万人の内にいます。しかし、それを悟るための道はただ一つしかありません。それ

は、神への熱烈な愛を培うことです。人が神に対するそのような愛を育てるために熱心に

努力する日こそが、クリシュナの誕生日です。クリシュナは毎年クリシュナ神の誕生日

（ゴークラシュタミー）に生まれるのではありません。私たちが自分の束縛を克服する手

段として、聖なる愛を身に付けようと努力するときに、クリシュナ神が私たちの内に生ま

れるのです。クリシュナの教えに従って生きることこそが、クリシュナの誕生日を祝う本

当のやり方です。 
Sathya Sai Speaks Vol.16 C23 1983年8月31日 

聖者 

・ドゥルヴァ 
ジャパ（御名やマントラを繰り返し唱えること）や、ディヤーナ（瞑想）や、セヴァ 

サーダナ（霊性修行としての無私の奉仕）を通して、あなたは神への愛を培わなければな

りません。たとえば、ドゥルヴァのことを考えてみましょう。彼は、王国の支配権を授け

て欲しくて、神に祈り、苦行を行いました。ところが、神がヴィシュヌ神の姿で自分の前

に現れたとき、ドゥルヴァは、「神様、私は王国は欲しくありません。私はあなたが欲し

いのです。あなただけが欲しいのです」と言いました。同様に、人は初めの段階では、世

俗的な恩恵や物質的な利益を祈り求めますが、思いが明確になり、浄化されるにつれて、

人は、神御自身を欲しいという、ただ一つのことを神に願うようになります。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19830831.html  1983 年 8 月 31 日 

・クラセーカラ アルワール 

この愛があるとき、帰依者は表現しようのない恍惚感に満たされます。宮廷の聖者で

あったクラセーカラ アルワールが、「おお、神様！ 皆は、命を救い生死の繰り返しを終え

る手段として解脱（モークシャ）を求める話をします。私はそのような救いは求めません。

私は数えきれないほど生まれ変わって、あなたを愛し、あなたにお仕えすることで満足す

るでしょう。どうか私に、あなたを愛させ、あなたに奉仕させてください。それが、私が

あなたに求める唯一の祝福であって、解脱は求めません」と叫んだのは、そのような恍惚

感からでした。 
Sathya Sai Speaks Vol.19 C1 1986 年 1 月 19 日 

アヴァター 

・釈尊（仏陀） 

仏陀はあるとき、仏陀の大きな評判をたいそう妬んでいる女に出会いました。仏陀がそ

の女の方に歩み寄ると、女は仏陀を刀で刺して殺したいと言いました。すると仏陀は微笑

んで、「悪魔女よ、私はそなたも愛している」と言いました。それは自分を愛してくれる

者など誰もいないと思っていた悪魔女をたいそう驚かせ、悪魔女の心を瞬時に変えること
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となりました。女は鳩へと変じ、仏陀の御足に身を委ねました。怒りは怒りを呼び、妬み

は妬みを呼びます。これを打ち破る唯一の方法は、一体性と愛の感覚です。 
http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19940101.html  1994 年 1 月 1 日 

・イエス キリスト 

一人ひとりすべての人は、神のメッセンジャーとなる可能性を秘めています。しかし今

日、人間たちは、死神のメッセンジャーとなってしまっています。彼らは自分たち自身の、

本来の人間の状態を裏切る者たちです。人間性は、すべての人が内なる神性を顕現するこ

とを要求します。誰もが神の真のメッセンジャーとなって、世界に平和と安全を促進する

ように努力するべきです。それ以外にたどるべき道はありません。神のメッセージは神聖

であり、利己的な関心とは全く無縁です。 
 
キリストが生まれた時、三人の王たちが幼子に会いに来ました。一人が「この子供は神

を愛する人となるだろう」と宣言しました。二人目の王は、「彼は神に愛される人になる

だろう」と言いました。三人目の王は、「彼は神である」と宣言しました。神を愛する人

は「神のメッセンジャー」であり、神が愛する人は「神の子」です。この両方を体験した

人は神と一つになります。それが、「父と子は一つ」という状態です。 
 
ですから、まず皆さんは、神のメッセンジャーになるように自分の準備を整えなければ

なりません。これはつまり、皆さんは神のメッセージに沿った生き方をするべきだという

ことです。そのメッセージは、すべての人に奉仕することを求めます。慈悲、道徳、誠実

が、メッセージの中の極めて重要な要素です。このメッセージを広める中で、神への信仰

が促進されるべきです。愛を指針とするべきです。愛が欠如すれば憎しみが生まれます。

今日、人々の間にはまったく一体性がありません。一体性がなければ、どうして至福が得

られるでしょうか？ どんな人であれ、至福がなければ、どうして神を体験できるでしょ

うか？ 
Sathya Sai Speaks Vol.28 C38 1995 年 12 月 25 日 

 
イエスは、次のような三つの任務の遂行を決意しました。 

(1) 神の愛に満たされて、それを他の人々と分かち合うこと。 

これがイエスの人生の最大の目的でした。 

(2) 使命を遂行するにあたって、称賛にも非難にも負けないこと。 

(3) 内なる神が遍在であるという確信を人々の内に呼び覚ますこと。 

イエスは、愛の福音を広めることを自分の最大の任務と見なしました。イエスは自らの

使命の遂行にあたって多くの苦難に遭遇しましたが、そのすべてを、克服するべき課題と

とらえました。イエスは、楽しみも苦痛も、病気も失敗も、平然として受け止めることを

決意しました。イエスは、誰が苦しんでいるのを見ても、それを耐えがたく感じました。

イエスは、エルサレムの寺院で行われている不法な鳥の売買に反対しました。その影響を

受けた者たちが、イエスに敵対しました。しかしイエスは、彼らの敵意にもかかわらず、

活動を続けました。最終的に、イエスは他の人々のために、また万人に対する愛のために、

自分の命を犠牲にしました。 

Sathya Sai Speaks Vol.28 C38 1995 年 12 月 25 日 
 
神は、ありとあらゆる人々の中を動き回るにもかかわらず、それによって影響を受けた

り、道を逸れたりすることはありません。イエスを妬んだ人々は、イエスに侮辱的な言動

を浴びせました。イエスの弟子たちの中にさえも、イエスを裏切ってイエスを見捨てる者
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たちがいました。利己心に支配された人々は、偉大なるもの、善なるものを見ると妬みを

抱きます。しかし、イエスのプレーマ（愛）の中には、ひとかけらのエゴもなかったので、

イエスは何ものも恐れませんでした。愛のない人々は恐れに包まれています。愛は勇気を

注入し、冒険を促します。愛は挑戦することを歓びます。もしあなたが主人（良心）に従

うならば、あなたは悪魔と対決して、最後まで戦い抜き、ゲームを終わらせることができ

ます。 

Sathya Sai Speaks Vol.15 C37 1981 年 12 月 25 日 

・バガヴァン シュリ サティヤ サイババ 

スワミのお兄さんに宛てたスワミのお手紙より 

偉大な人物は、人々から賛美されれば増長し、その熱が冷めれば意気消沈するというも

のではありません。実際のところ、偉人が採り入れるべき習慣や生活態度を記述し、その

生活を規制する規則を定めた聖典というのはありません。偉人は自らが歩まなければなら

ない道を知っており、彼らの英知が己の行動を規制し、それを聖なるものとするのです。

自己への信頼と善なる行動、この二つが偉人の特徴です。偉人たちはまた、信奉者たちの

幸福を促進し、その活動の成果を与えることにも携わります。私がこの二つを守っている

限り、兄上が疑いや心配に惑わされる必要はありません。結局のところ、賞賛や非難がア

ートマ（真我）に触れることはなく、ただ外枠に触れるだけなのです。 

 

兄上は聖者や神聖な人物の伝記をお読みになったことがあるはずです。このような本を

読むと、不愉快な虚偽や悪質な非難が彼らにも降りかかっていたことがわかるはずです。

これがあらゆる時代、あらゆる地におけるマハートマの宿命なのです。ですから、このよ

うなことをそんなに気にすることはありません。星に向かって犬が遠吠えするのを聞いた

ことはありませんか？ どれくらい吠え続けられるでしょう？ すぐに本物が勝利します。 

 

私の使命と決意を放り出すことはありません。私はやり遂げます。その結果生じる名誉

と不名誉を、私は落ち着いて受けとめます。内面において、私には何の関心もありません。

私は行動しますが、それは外界においてだけです。私が話したり、動き回ったりするのは、

完全に外界のため、人々に神が降臨したことを気づかせるためです。これ以外に、私には

何の関心もありません。 

 

私はどんな場所にも属しません。私はどのような名にも執着しません。私には「私のも

の」「あなたのもの」という区別はありません。あなたがどのような名で呼ぼうとも、私

はそれに応えます。必要とされるところ、求められるところへは、それがどこであろうと

も私は行きます。 

 

私にとって世間とは、遠く離れたものです。私が行動し、動くのは、ただ人類のためだ

けなのです。 

 

誰にも私の栄光を理解することはできません。それが誰であろうと、どんな方法を使っ

たとしても、どんなに長く努力したとしても。 

 

兄上は近い将来、完全なる栄光が広がっていくのを見ることになるでしょう。帰依者は

根気と忍耐強さを持たなくてはなりません。私はこれらの事実が世間に知られることにつ

いて、関心もなければ心配もしていません。このような手紙を書く必要はないのですが、
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もし私が返事を差し上げなければ兄上が心を痛められると思い、このような手紙を書きま

した。 

『サティヤ サイ ストーリー』 1947 年 5 月 25 日 
 
私が意志することは必ず起こり、私が計画することは必ず成功します。私は真実であり、

真実が躊躇すること、恐れること、曲げられることはありません。「意志すること」は、

私にとって必ずしも必要なことではありません。なぜなら、私の恩寵は、揺るぎのない愛

と信仰を持っている帰依者はいつでも受け取ることができるものだからです。私が彼らの

中を自由に動き、話しかけ、歌うので、識者でさえ、私の真実、私の力、私の栄光、アヴ

ァターとしての私の真の任務を、理解することはできません。私はどんなに解決困難な問

題でも解くことができます。極めて徹底した調査も、極めて細かい測定も、私には手が届

きません。私の愛を認知し、その愛を体験した人だけが、私の実体を垣間見たと断言する

ことができます。なぜなら、愛の道は人類を私へと導く王道だからです。 

 

外側にある目で私を知ろうとしてはなりません。お寺に行って、神仏の像の前に立った

とき、あなたは目をつぶって拝みませんか？ それはなぜですか？ それは、内なる英知の

目だけがあなたに神を示することができると、あなたが感じているからです。ですから、

私にささいな品物を請うのはやめなさい。代わりに、私を請いなさい。そうすれば、報わ

れるでしょう。しかしながら、これは、私が満ちあふれる愛から恩寵の印として与える品

物を、あなたは受け取るべきではないということではありません。なぜ私が、指輪や、お

守りや、数珠といったものを与えるのか、お話ししましょう。それは、私とそれを与えら

れた人とをつないで、信号を流す役割をするのです。その人に災難が降りかかったとき、

その知らせは一瞬のうちに私に届き、私からその人を守護する恩寵を受け取って、その人

に戻ります。このような恩寵は、私からの贈り物を身につけている人のみならず、どんな

御名や御姿であれ、その中にいる私を呼び求める人すべてに与えられます。 

 

サイ ババ（Sai Baba）という名前の意味について考えてみなさい。「サ」（Sa）は

「神」を意味し、「アイ」（ai アイ、あるいは ayi アーイー）は「母」を意味し、「バ

バ」（Baba）は「父」を意味します。この名前は、神なる母と父を意味するサーンバシ

ヴァ〔Saambasiva、サーンバ（sa + amba サ アンバ）は母なる女神、シヴァ（siva）は

シヴァ神の意〕と同様に、神なる母と父を意味します。肉体上の両親があなたに注ぐ愛は

利己心を伴ったものですが、この「母であり父」であるサイは、あなたが神我顕現のため

の苦闘に勝利を収めるよう、あなたを導くためだけに、愛情を注ぎ、叱責を与えます。な

ぜなら、このサイがやって来たのは、人が動物性を脱して、人の最終目的である神の高み

に達することができるよう、全人類を兄弟愛の絆で一つの家族として結びつけること、全

宇宙の基盤である神を顕現させるために各人のアートマの実在を断言し明らかにすること、

各人には人を人と結びつける共通の神が存在するということを万人に教えること、という

崇高な任務を達成するためだからです。 
 

私は愛の化身であり、愛は私の道具です。愛のない生き物はいません。最も低級な生き

物でも、少なくとも自分のことは愛しています。そして、その自分が神なのです。ですか

ら、本当の意味での無神論者はいないのです。神を嫌う人、拒否する人はいるかもしれま

せんが、これは、マラリア患者が甘いものを嫌い、糖尿病患者が甘みのあるものを拒絶す

るようなものです。自分は無神論者だと得意になっている人も、いつか病気が癒えたとき

には、神を味わい、崇めるようになります。 
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私は、私の真実について、実に多くのことをあなた方に言わなければなりませんでした。

というのも、あなたがこれについて黙想し、そこから喜びを得て、私の定めた規律を守る

よう啓発されて、自己実現、すなわちあなた方のハートの中に輝くサイを悟る、というゴ

ールに向けて進んで行くことを私が願っているからです。 

Sathya Sai Speaks Vol.12 C38 1974 年 6 月 19 日 
 
 

個人の内省のための質問 
 

相手の振る舞いがどうであれ、あなたが出会う人々全員に本来備わっている

愛をあなたが認識することによって、あなたが黄金時代の到来に貢献するこ

とのできる、具体的な方法を思い描くことができますか？ 

もしできるのであれば、説明してください。 
 

 
 
 
 
 

第Ⅱ部 
 

御講話 

愛に関する４つの御講話 

１.「神の愛 パラマ プレーマ」 1981年12月25日 
 http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19811225.html 
 
２.「神の愛の力」 1992年5月30日 
 http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_19920530.html 
 
３.「神の本当の名前は愛」 2000年7月16日 
 http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20000716.html 
 
４.「神はすべての人の中に愛という形で存在している」 
 （愛は神、愛に生きよ）2007年12月15日 
 http://www.sathyasai.or.jp/mikotoba/discourses/d_20071215.html 
 


