サティヤ サイ ババ様の蓮華の御足に捧げます。

ババからアドバイスを受けるヒスロップ博士
1978 年 10 月 ダシャラー祭にて
（“Seeking Divinity”より）

オーム シリー バクティ グニャーナ プラディーパーヤ ナマハ
信愛と英知の燈火なる神に帰依し奉る

オーム シリー サルヴァ マタ サンマターヤ ナマハ
万教を統べる愛の神
すべての宗教、信仰、教義を受け入れることのできる御方に帰依し奉る

サルヴァ ダルマのマーク（Sarva Dharma）
先端に蓮の花が付いた塔を中心に、五つの宗教のシンボルが花
びらの中に描かれている。上から時計回りに、ヒンドゥー教のオー
ム、仏教の法輪、ゾロアスター教の火、イスラム教の三日月と星、
キリスト教の十字架。開いた蓮の花からは英知の炎が生じている。

本書について

日本で『バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババとの対話』が刊行されたのは
1995 年、ちょうどババ様の 70 歳の御降誕祭の年でした。この 20 年間、このババ
とヒスロップ博士の対話集は、読み返すたびに、いつも何かしら新たな気づきを
与えてくれました。
そして、ババ様の御降誕 90 周年である本年初春、同書の改訂新版（英語版）、
および、ヒスロップ博士のもう一冊の著書『My Baba and I』、それから、ラジオ サ
イ リスナーズ ジャーナル Heart 2 Heart に掲載されたヒスロップ博士の講演か
ら、まだ日本語訳が出ていなかった対話をまとめて、
『続・バガヴァン シュリ サ
ティヤ サイ ババとの対話』として皆様にお届けするという幸運に恵まれました。
本書も前書同様、この先、末長く、英知の光明となって、私たちの足元を照らし
てくれることでしょう。

2015 年 2 月 17 日
マハーシヴァラートリ
編者
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ババとの対話
１９７８年 １月
ヒスロップ（以下Ｈ）：

ニューヨークの帰依者たちが、センターの運営ガイドライ

ンのような、個人の生活のガイドラインを欲しがっています。
サイ： 一番大切なのは、生活も仕事も神に捧げるべきだということです。
Ｈ

：

スワミ、帰依者たちは、一日を通して自分たちを導いてくれるような、「べ

し」と「べからず」をリストアップしたものを求めているのです。
ふ さわ

サイ： 仕事や職業は多岐にわたり、それぞれに相応しい行動律があります。全員に
共通する極めて重要な一つの原則は、他人に害を与えないことです。私たちは、
他人を助けるために自分にできることは何でもすべきです。

Ｈ ： ニューヨークの若者たちが直面している大きな問題が、麻薬の問題です。一
般に、マリファナには害がないと信じられています。
サイ： 最初、麻薬は、人を強くなった気分、自信に満ちた気分にさせるかもしれま
せん。しかし、どんな麻薬でも、それが心に及ぼす影響は不自然なものであり、
明らかに頭脳と霊的な能力に害を与えます。霊性の求道者、神の信者は、麻薬
を使ってはなりません。

Ｈ ： ニューヨークだけでなく、ほとんどの若者たちは、積極的に社会生活に携わ
りたいと望んでいるか、あるいは、そうすることにプレッシャーを感じていま
す。サイの帰依者としての正しい姿勢は、どのようなものですか？
サイ： 社会奉仕、よろしい。怠惰な社会生活はよくありません。

Ｈ ： スワミ、帰依者は、朝起きて、それから一日をどう過ごしたらいいのですか？
サイ： 毎朝の目覚めは、新たな誕生です。目が覚めたら、数分間、静かにしていな
さい。
「今日一日を神に捧げて過ごすための力と、他人を助けるための力を与
えてください」と神に祈りなさい。夜には新たな死がやって来ます。その日一
日を思い返しなさい。ただし、詳細にではなく。そして、それを全能の神に捧
げなさい。朝、その日一日が神に献じられ、夜、その日一日の仕事とその報い
が、捧げものとして神の蓮華の足元に置かれるのです。
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１９７８年 １０月２５日
Ｈ ： スワミ、新しいセンターのいくつかは、三人程度しか人がいなくて、他の人
たちにも集会に来てほしいと思っているのですが、数ヶ月経っても誰も来ませ
ん。健康食品の店のような場所に、集会の張り紙か何かを掲示するといったよ
うなことをしてもよいのでしょうか？
サイ： いけません。スワミは、新しい人には、センターの会員たちの道徳的な生活
を見ることを通して、そして、口コミで来てもらいたいと思っています。張り
紙や、その類のものは、始まりは小さくとも、時が経てば手に負えなくなりま
す。張り紙のような小さなものでさえ、スワミの宣伝と取られるでしょう。他
のスワミたちは、宣伝する必要があり、交通手段さえ提供せざるを得ませんが、
サイは何の宣伝もしません。それでも、何万という人がやって来ます。サイは、
ここに滞在している人たちに「家に帰るように」とさえ言いますが、彼らは帰
りません。この違いがあります。
Ｈ ： では、小さなセンターは会員が増えるまで忍耐強く待たなければいけないの
ですね？
サイ： そうです。

Ｈ ： スワミ、アメリカのセンターで、私が答えられない質問が上がりました。
〔セ
ンターに来ている〕ユダヤ教徒の多くが、なぜすべての宗教を表すサイのシン
げ

ボル〔本書 4 ページ〕の中にユダヤ教のシンボルが含まれていないのか解せな
いいうのです。ユダヤ教徒の数は、サイのシンボルに描かれている他のいくつ
かの宗教の信者より、多いのですが。
サイ：

ユダヤ教のシンボルが除外されているのは、意図的なものではありません。

インドでは、一般に、実際にはユダヤ教のシンボルは〔キリスト教のシンボル
とは〕違うという意識は薄い。十字架はユダヤ教を十分に象徴してはいないの
ですか？
ＭＧ〔マイケル・ゴールドスティン〕
： はい、スワミ。かなり違いがあります。
サイ： それでは、ユダヤ人たちに提案させて、私たちはそれを考慮することにしま
しょう。

Ｈ ： スワミは、自衛という義務があるとおっしゃいました。それはどの程度まで
尊重されるべきなのか、人々は疑問に思っています。自分の命を守るためには、
自分を攻撃してくる人を殺すべきなのでしょうか？
8
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サイ： 自分の体を維持することは、重要な義務です。自衛のためには、人は必要と
されるどんな方法を用いてもかまいません。質問の中のもう一点、攻撃してく
る人を殺すことについては、もしそれが自分の命を守る唯一の方法であるなら、
答えは「イエス」です。けれども、殺されるのを回避するのは、それに代わる
様々な行動を取ることによっても可能である、ということを覚えておきなさい。
自分を攻撃してくる人を殺すという、最後の手段を取るのは、あらゆる可能性
が尽きたときにのみ許されます。

ロ ーカ

Ｈ ： 月の世界と太陽の世界に行く人についてのスワミの御講話が、混乱を引き起
こしました。
サイ： サイは以前にもそのことを説明しましたが、質問している人たちはそれを読
んでいません。人は、インドラの世界、月の世界、太陽の世界までの距離を移
動する旅があるのだと考えているかもしれません。そうした変化の一切は、人
の内にあります。もし人が、自分の生命力を発達させて、大いなる体力と強さ
を持てるようにするなら、その人は自分の生命をインドラの世界に集中させて
いると言われます。もし普通の人間の理解を超える程にまで自分の心〔マイン
ド〕を発達させたなら、その人の生命は月の世界にあると言われます。そして、
もし知性を最大限に発達させたなら、その人の生命は太陽の世界にあると言わ
れます。

Ｈ ： もう一つ上がった質問は、
「人間としての生は過去の徳行によって得られる」
というスワミの御言葉に関してです。そうであれば、動物が徳のある行いをし
ていたことになりますが、動物は本能で行動するのに、どうしてそのようなこ
とがあり得るのでしょう？
サイ：

本能で成し遂げたにしても、理性で成し遂げたにしても、善い行いは善い。

木が与えてくれる木陰は、動物にも人間にも両方にとって善いものではありま
せんか？ 牛は牛飼いに乳をしぼられると、子牛への授乳を拒みますが、その
り やく

結果は牛乳を飲む人間にとっては有益であり、その利益は、牛が考えもなく、
ただ自然に振る舞っていたからといって、少なくなるものではありません。ま
た、家の飼い犬は、主人を守り、主人になつき、主人を愛しませんか？ 人間
のガードマンにはお金を払わなければなりませんが、犬は報酬という発想を抱
くことなく、愛と忠誠を与えてくれます。善良で徳のある行いが十分に実施さ
れている事例は数え切れないほどありますが、本能的に、動物や植物は、ただ
自分の性分に忠実なだけです。
こ かつ

人間の生命は、何百万人という人間が死のうとも、涸渇することはなく、さ
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らには、人間から神へという移行がコンスタントにあります。涸渇どころか、
人口は増えていて、その新しい供給元は、石、虫、動物です。石は自然分解し
て樹木になり、植物は食べられて動物になり、動物は多様な側面において消費
されて人間になることは、科学も証明しています。これは、ある段階から他の
段階へのコンスタントな移行のプロセスです。人間としての生は最終的な生で
あり、生涯の徳に応じて、神となって終わるか、あるいは、また生まれ変わる
かします。
Ｈ

：

退歩はあり得るのですか？ また動物に戻って生まれ変わることはあるので

すか？
サイ： その可能性は否定できませんが、そのようなことが起こるのは極めて稀です。
人間として生まれてから徳がないために退歩する場合は、通常、下等な部類の
人間として生まれ変わることになります。全体的なプロセスは常に存在してい
ます。テーブルと木材は同時に存在しています。木材に注意が向けば、テーブ
ルは見えません。テーブルに注意が向けば、木材は見えません。このクッショ
ンは糸なしにはあり得ず、糸は綿なしには存在しません。どのように見るかは
着眼点の問題です。ここに三つの輪を描いてみます。小さな輪は、大きな輪の
中にあります。中くらいの輪は、
「ジーヴァ」
（個別の「魂」）を表しています。
小さな輪は「体」
、そして、大きな輪は、「アートマ」（究極の自己）を象徴し
ています。
小さな輪は、あなたが自分だと考えているあなたであり、次の輪は、他人が
あなただと考えているあなたであり、三番目が、本当のあなた、すなわちアー
トマです。小さな輪は、どんどん大きくなって、大きな輪であるアートマと結
合するまで拡大することができます。

Ｈ

： スワミジ、私が答えを得ていなかった質問のリストはこれで全部です。

サイ： よろしい。質問することは重要です。これらは多くのグルが問われる質問で
すが、サイは正しい答えを与えることができます。
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１９７８年 １２月
サイ： インドでは犯罪が大変ひどくなっている。安全がありません。
Ｈ ： スワミ、それはインドに限ったことではありません。世界中どこも同じです。
どうなってしまうのでしょう？
サイ： よくなります。何年かすれば、すべてが平和になるでしょう。
Ｈ ： でも、スワミ、状況は悪くなるばかりです。それに今はカリユガ（徳が消え
ゆく時代）です。
サイ： いや、今は前ほど悪くありません。これは海のようなものです。波が高くな
る時間があり、ピークに達した高波がいくつか激しく岸に打ち寄せてくるかも
しれませんが、その後は静かで穏やかな海になります。
Ｈ

： 大勢の人が、間もなく大破局の時代に入るだろうと言っています。

サイ：

私が言ったように、ピークに達した高波がいくつか来るかもしれませんが、

世界は幸せになり、平和になり、繁栄するでしょう。
客人： 世界大戦はないのですか？
サイ： ええ、世界大戦は起こりません。
Ｈ ： 平和な世界を見られるかもしれないのですから、私たちは生きていて幸運で
すね。
サイ： あなた方は皆、それを見るでしょう。年老いた人たちも、それを見ようと長
生きするでしょう。
客人： それでは、プレーマ サイ〔サティヤ サイの次に降臨してくる神の化身〕に
は、あまりする仕事がありませんね！ スワミが世界を平和にしてしまうので
あれば。
サイ： それは 40 年ほど先のことです。そのころには、世界は平和になっているでしょ
う。それがその御名です。プレーマ サイ〔愛のサイ〕です。すべてが愛にな
るでしょう。いたるところ、愛、愛、愛。
客人： プレーマ サイの時代に生まれ変われたらいいですね！
サイ： 神に融合するのが一番です。生まれ来わらないことが。
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１９８０年 １１月７日
サイ： どこの国でも人間の品性が急速に悪化している。
Ｈ

： いつになったら改善に向かうのですか？

サイ： 間もなく変化があるでしょう。
Ｈ

： 間もなくというのは、いつですか？ スワミ。20 年後ですか？ 10 年後です
か？

サイ： いいえ、今です。インドでは、わずかながら、すでに改善されています。世
界の全般的な悪化の一因は、高速化したコミュニケーションです。そのことが、
宣伝や広告が人に強い影響を与えることを可能にしています。あなた方アメリ
カの選挙は、リーダーたちがいかにテレビの役者であるかを物語っています。
Ｈ

： スワミ、事が改善に向かうという根拠がありません。

サイ： もし変化があれば、それは全世界的なものになるでしょう。局地的なもので
はありません。それはあらゆる場所で起こるでしょう。
Ｈ ： この高速化した世界規模のコミュニケーションは、原子爆弾の作り方を共通
の知識にするという結果も、もたらしました。どこかの小国が原子爆弾を使う
という危険はありませんか？
サイ： 危険というのは、誰かが原子爆弾を使うことではありません。もはや、人は
原子爆弾で死ぬことなど恐れていません。金銭を得るという目的を追求するた
めなら、人は喜んで死の危険を冒し、死にもします。危険なのは原子爆弾では
なく、心〔マインド〕です。原子爆弾は心の道具として存在しているだけです。
必要なのは心の変化です。
Ｈ ： しかし、スワミ、人々はそれについて学ぼうとしません。人々は、スワミに
も、スワミの話に耳を傾けることにも、興味がありません。
サイ： 心は変わることができるし、変わるものです。たとえば、人の生き方があま
ひど

りにも酷ければ、人は恥じ入って変わろうとすることもあり得ます。ヒッピー
たちの生き方は低級で不正直で不道徳なので、複数のヒッピーのグループが、
別のヒッピーのグループの生活を鏡に映る自分たちの姿として見て、恥ずかし
いと思い、変わります。
Ｈ ： 少なくとも、スワミの帰依者たちは、心を変えることについて知ること、そ
して、それをすることができるでしょう。
サイ： もしサイの帰依者たちの心の変化がなかったら、世界はとっくに完全な混乱
状態に陥っていたでしょう。心と人の悪化は非常に急速で、突然で、過去 15
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年間は急降下さえしていました。世界が完全に崩壊していないのは、サイの帰
依者たちの心の変化と、サイの恩寵によるものです。ちょうど、自分の目が失
われるまで自分に目があることに気付かないように、あなた方はそれに気付い
ていません。同じように、世界はサイの恩寵に気付いていません。

１９８０年 １２月１日
ユダヤ人帰依者たちとのプラシャーンティ ニラヤムでのインタビュー
(ユダヤ人に直に講話をして欲しいという要望がババに出された。国際社会におけ
け

う

るユダヤ人は、古くから存在する、力のある、希有なマイノリティである。大きな講
話の機会は予定されなかったが、ババは慈悲深くも、当時アシュラムにいたユダヤ人
帰依者全員をインタビューに呼んだ。そこにはユダヤ人以外も何人か加えられたが、
まったく幸運なことに私もその一人だった。残念なことに、おそらく自分が主題に
な

じ

馴染みがなかったからだと思われるが、私は素早く交わされる質疑応答に付いていく
ことができず、後から思い出すこともできなかった。それでも何とか少しはノートを
取ったので、それを本書で紹介する価値はあると信じている。)
（質疑応答に先立ち、ババはいくつかの主題について語った。)

サイ： 人類の偉大な諸聖典は、音、すなわち、神の言葉を通して生じました。これ
は、古代ユダヤ教のまったき真実です。それは神の言葉でした。ところが、人
間たちは何世紀にもわたって聖書に修正を加えてきました。現在ある誤解は、
人間が加えた修正によるものです。初期のころには、ユダヤ教徒とキリスト教
徒の間には違いがありましたが、その違いは現代では適切なものではありませ
ん。現代の基準は、神の全人類への愛に基づいた、人間同士の兄弟愛とすべき
です。各宗教は各宗教の本分に従うべきであり、他の宗教に属する道、自らの
宗教の本分でない道に従うべきではありません。自らの伝統に従いなさい。し
かし、他を憎んではなりません。サイに従う者のように、心を広く持ちなさい。
聖書、クルアーン、ヴェーダ、グラント――すべては同じ創造世界を表現し
ささや

ています。すべては神の声に従っていました。すべては神の 囁 きから起こり、
聞く者の純粋な心〔マインド〕の中で、八つの音、すなわち、八つの文字へと
開花し、そこからすべての言葉が生成されました。八つの音は言葉の母音と子
音です。ユダヤ教の基盤はヴェーダの基盤とまったく同じです。神の息吹が、
古代の先見者たちの清らかな傾聴によって認識され、八つの音として聞かれ、
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そして、それらの音に名前が付けられました。
（ババはここで、その八つの原初の音を一つずつ発音したが、私は書き取ることが
できなかった。
）
五つの宗教から成るサイのシンボルは、インドに見られる五つの主な宗教を
象徴しています。西洋では、ユダヤ教の星をサイのシンボルの六つ目の象徴と
して加えてもよいでしょう。
質問： イエスはユダヤ人の救世主だったのですか？
サイ： いいえ。イエスが表明したのは古代ユダヤ教の伝承ではありません。イエス
が表明したのは変化の要素です。
質問： 聖書には、ユダヤ人は神に選ばれた民であると述べられています。
サイ： すべての民族は神によって創られました。したがって、すべての民族が神に
選ばれた民族です。
質問： ヒットラーの意味するものは何ですか？
サイ： ヒットラーの行動はエゴと権力によって増幅されました。
質問： ユダヤ人は何が理由で迫害されたのですか？
サイ： あらゆる出来事には原因があります。理由はありません。サイは、愛のため
だけに、他人の利益のためだけに、行動します。サイに欲望はありません。サ
イには利己的な関心事はありません。
しば

質問： 神は燃える柴としてユダヤ人の前に現れました。
サイ： 神はどんな姿ででも現れます。それは神の意志によるものであり、何らかの
必要性や制限のためではありません。それは神の選択です。神は無形です。神
は音です。神は自らの意志次第でどんな姿でもとることができます。
質問： サイはユダヤ人の救世主なのですか？
サイ： それはサイが語ることではありません。それはあなたが決めることです。真
の救世主は善という総体です。サイは何か特別なものではありません。サイは
あらゆるものです。
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１９８０年 １２月２日
ブリンダーヴァンで、スワミと車中にて
（サイは運転手の帰依者に「ゴークラム〔牛が飼われている場所〕へ」と告げる。）
にぎ

サイ： この辺りは近ころとても賑やかになってきました。こちら側にはカレッジが
あり、左側には野原が広がっています。そこは 60 エーカー〔約 242 キロ平米〕
あって、カレッジの側にも土地があります。
Ｈ

： 水は引かれてるのですか？

サイ： すべてに水が引いてあります。
Ｈ

： 水はどこから来ているのですか？

サイ： 井戸をいくつか掘りました。そこから大量の水が湧いてきます。
Ｈ

： よい水ですか？ 飲み水に適しているのですか？

サイ： よい淡水です。
Ｈ

： 井戸の深さはどれ位ですか？

サイ： 15 から 20 フィート〔約 4.5～6 メートル〕です。
Ｈ ： スワミ、それはとても浅いです。普通、淡水を汲み出すには、地表の水の下
の層に届かなければなりません。
サイ： しかし、スワミがどこを掘るか決めました。
Ｈ

： それなら話は別です！

サイ：

政府の専門家たちが、どこに井戸を掘るかを決めるためにやって来て、100

フィート〔約 30 メートル〕掘りましたが、水は出ませんでした。
Ｈ

：

スワミジ！ 私には、どうして政府はスワミのところへやって来て、御足に

触れ、国を動かしてくださいと頼まないのか、理解できません！
サイ： それは、政府がスワミのしていることに気付いていないからではありません。
政府はスワミが政治に関わるのを良いことだとは考えていないのです。スワミ
もそれは望んでいません。スワミの関心は、スワミの帰依者たち、そして、ス
ワミがしていることにあります。もし政府が本当にスワミの実体と力を知った
なら、スワミを政府の後見に任命して、警護隊にスワミを取り囲ませます。そ
うなれば、スワミはこれまでのように帰依者たちと会うことはできなくなって
しまうでしょう。それはスワミの望むことではありません。スワミは手を一振
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りするだけで全世界にスワミを知らしめることができます。しかし、それで結
局どうなるでしょう？ 見世物になるだけで、価値のあることは何も果たされ
ないでしょう。
ＭＧ： 全世界は、いつスワミのことを知るのですか？
サイ： すでに今、サイは世界の多くの国で知られています。これはまったく前例の
ないことです。これほど多くの人がアヴァター〔神の化身〕のことを知ってい
るというのは、これまでなかったことです。ラーマの時代には、ラーマはラー
マが住んでいた都市国家でしか知られていませんでした。ラーマはそこの統治
者だったので、当然ながら崇拝されていました。クリシュナについての知識も、
同様に非常に限られていました。初期のころには、クリシュナは二つの小さな
村で知られていただけです。
Ｈ

：

その違いは、通信手段の変化によるものですか？ それとも、アヴァターの

ご意志によるものですか？
サイ： 通信と輸送の速さによるところが大きいでしょう。昔は、プッタパルティか
らホワイトフィールドまでの移動〔約 193 キロ〕は、よその大陸に旅するよう
なものでした。今では、アメリカ人が、地球の裏側から、ものの数時間でここ
にやって来ます。

ＭＧ： ここに総合大学が建つのですか？
サイ： いや、総合大学はプッタパルティだけです。このカレッジと他のカレッジは、
カレッジのままです。

Ｈ ： スワミ、スワミがユダヤ人になさった御講話をカストゥーリ氏が出版しても
よいでしょうか？
サイ： なぜですか？ 私が述べた言葉は、ただ、ハートからハートのものです。

Ｈ ： ゴークラムからの牛乳はカレッジに供給するのに十分な量があるのですか？
サイ：

十分あります。キャンティーンや構内の住人用にも十分な量です。一日に

32 リットルも乳を出す牛たちもいます。
Ｈ ： プラシャーンティ ニラヤムの二頭の牛はどうですか？ まだ乳を出していま
すか？
サイ： 出していますよ。あなたとミセス ヒスロップからの二頭は、まだ一日に 30
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リットル以上出しています。今では、それぞれ五頭の子牛がいます。とてもい
い牛たちです。

ＭＧ： 新しい大学ではコンピューターを使いますか？
サイ： いや、コンピューターは使いません。国家試験がコンピューターで処理され
ましたが、散々でした。たくさんの誤りが深刻な苦悩を生みました。自殺した
学生たちもいます。後になって、実は自殺した学生たちは高い合格点を取って
いたということがわかり、その学生の親たちは悲しみに追い討ちをかけられま
した。問題の答えを求めるのにコンピューターや計算機に頼る傾向が激化して
いて、急速な知性の退行をもたらしています。昔は、自分の脳みそを使って、
長いこと真剣に問題について考えなければなりませんでした。今は、心的な仕
事はコンピューターに任され、人の心の機能は、使われなくなって退化してい
ます。
ＭＧ： しかし、コンピューターを建設的で役に立つように使うことも可能ではない
でしょうか？
サイ： ええ、それは進行中です。役に立つ建設的なやり方で使うつもりはあります。
短期的な結果は、とてもよいようです。しかし、長期的にコンピューターや計
算機を使うと、深刻な人間の知力の悪化をもたらすでしょう。

Ｈ

： スワミジ、個人的な質問をさせてください。12 月 9 日は、私たちが出発す
るのに妥当な日ですか？ それとも他の日のほうがいいですか？

サイ： 12 月 9 日で正しい。いい日です。

Ｈ

： Ｓ博士がスワミのクリスマスの御講話を出版したがっています。

サイ： 進めなさい。してよろしい。
Ｈ ： 翻訳はカストゥーリ氏が一度スワミにお見せしたものです。私は一語一語注
意して読みました。
サイ： 申し分ありません。

ＭＧ： スワミ、水曜日からユダヤ教の光のお祭りが始まって、八日間続きます。こ
こブリンダーヴァンでユダヤ人帰依者が火を燃やしてもよいでしょうか？
サイ： ええ、いいですよ。そうしてかまいません。
17
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ＭＧ： どこでですか？ スワミ。
サイ： 構内の真ん中の木の下で。
ＭＧ： スワミが夜、最初のランプに火を点してくださいますか？
サイ： ええ、そうですね、私がやりましょう。

１９８０年 １２月９日
Ｈ ： 私は、サイの周りの要人たちに、サイはいつもすべてをご存知なのか、それ
とも、サイがそうすることを選んだ時にだけご存知なのか、聞いてみました。
答えは、まちまちでした。
サイ： サイはすべてを知っています。人が疑念を持つのは、アヴァターのマーヤー
〔幻力〕のせいです。あなたも知っているとおり、サイはあなたのハートの中
にいるというのに、あなたは「サイは上の階の自室にいるのだろうか？ それ
とも、どこか他の場所にいるのだろうか？」と考えます。これは人間的な要素
です。体には「ヒスロップ」という名前が付いていますが、あなたは体ではあ
りません。あなたはアートマです。サイの中に欲望はありません。まったくの
清らかさがあるだけです。この体全体がアムリタ〔神聖甘露〕です。サイのど
こに欲望のための場所がありますか？ すべてはすでに私のものです。サイは
考えません。私の意志は、瞬時に実現します。それが何であれ、瞬間的に現れ
ます。封筒でも、純金でも、何でも。どこに欲望の余地がありますか？ 私に
思考はありません。私が考えるとすれば、それはあなた方のためであり、私の
ためではありません。サイは食べ物を必要としません。私が食べるとすれば、
それは皆のためです。私がダルシャンを与えるとすれば、それは私のためでは
なく、他の人々のためです。私は今、あなたに話をしていますが、それはあな
たのためであり、私のためではありません。サイの中にはポイント〔point／
得点／利益〕は現れません。最初はポイント、次はディサポイント〔disappoint
／失望〕です！ 私はいつも同じです。私は愛です。常に愛です。もし何か怒
りの言葉が出たとしたら、それは演技です。内面では、私はいつも同じ状態で
す。その相手への私の優しい愛は変わりません。

Ｈ ：スワミ、人に悲劇が起こると、人はその理由を今生での行いに見つけようとし
ます。
サイ：ええ、そうであることもあります。
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Ｈ ：私は、今生で起こることの一切は、過去生における行為の結果だと思っていま
した。
サイ：いつもそうとは限りません。今生に原因があることも起こり得ます。
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１９８１年 １月２９日
Ｈ ： スワミ、アメリカのサティヤ サイ オーガニゼーションの目的、目標をもう
一度述べてください、もしくは、定義してください。
サイ： あれはアメリカだけのことではなく、世界中のサティヤ サイ オーガニゼー
ションの目標です。
世界中の人は、自分が神であることを知りません。さらに、人間であるとい
うことはどういうことなのかさえ、よくわかっていません。人は、エゴ、怒り、
貪欲、嫉妬心、肉欲、憎悪を持っています。これらは人間の性質ではありませ
ん。動物の性質です。
少なくともサイの帰依者たちが動物の性質や特性とは無縁の人でなかった
ら、どうしてそのような帰依者が他人に霊的生活を勧めることができますか？
そんな勧めには何の影響力もないでしょう。
もし、一般の帰依者がまだ動物の特性を持っていたとしても、それぞれのサ
ティヤ サイ ババ センターには、真の人間として生活を送っている会員が、
二人か三人はいるはずです。
個人は一人では進歩しません。人は社会から分離してはいないのですから、
社会の向上のために貢献しなければいけません。ですから、自分の中から動物
の特性をなくして霊的な生活を送るという個々人の仕事は、自分のためにする
のではなく、神の創造物すべてのためにするのです。人の性質から動物の特性
をなくさせるという仕事は、愛の中で、神のために行われ、神の名において、
神の助けと共に行われます。サティヤ サイ ババ センターの会員一人ひとり
が、自分の生活の質を清めるために懸命に励むべきであり、その目的は、完璧
な生活、理想的な生活を送ること、バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババの
神聖な教えの理想的な模範となることであるべきです。
世間はサイの帰依者の理想的な生活に反応するでしょう。世間の人は理想的
な生活を求めており、それが目に入れば、自ら進んでそうした生活を取り入れ
なら

るでしょう。世間は反応し、そうした生活に倣うでしょう。
Ｈ ： スワミ、それはつまり、私たちのセンターは、今、センターの会員たちと働
くことを超えて、世間の人たちを相手にすべきだという意味ですか？
サイ： センターの会員は、世間に教えようとする前に、自分が本当の人間になるた
めに慎重に働かなければいけません。
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１９８１年 １１月２１日
サイ： これらの写真をどう思いますか？ （23 日〔ババの 56 歳の誕生日〕に献納
されることになっているカレッジの校舎用の肖像写真について）
ＲＢ〔ロバート・ボッザーニ〕
： 大きすぎるのではと思うのですが。
サイ： 大きすぎることはありません。スワミの写真も同じ大きさになります。写真
は気に入ったかね？
Ｈ

： ボッザーニは映画スターのようです！

サイ： いいえ、そんなことはありません。ボッザーニはニッコリしていますが、ミ
セス ボッザーニはずっと真面目に見えます。さあ、座りなさい。

サイ： 中心では、すべてが液体です。
ＲＢ： スワミは、世界のことをおっしゃっているのですか？
サイ： そう、すべては溶けています。温度はありません。
ＲＢ： 熱がないのですか？ スワミ。
サイ： 温度はありません。すべてが液体です。水のように。金、鉄、銀、宝石、す
べてが液体です。次に、固体。それから、木です。
Ｈ

： 木ですか？ スワミ、私たちの周りに見えるような木ですか？

サイ： そう、木です。それから、人間と動物です。真ん中には神がいます。それが
万物を支えています。最初は液体、化学。それから固体、物理。それから木、
植物学。それから人間、生命の頂点。しかし、真ん中で万物を支えているのは
神です。神がいなければ、どこに化学や物理や植物学がありますか？ こういっ
たことが、この大学〔サティヤ サイ大学〕の全課程で教えられるでしょう。
学生たちは全体図を理解するでしょう。
Ｈ

：

スワミ、その図では、デーヴァ〔天神〕やデミゴッド〔半神〕、それから、

宇宙の他の生き物たちは、どこに納まるのですか？
サイ： 彼らは感覚の上です。人間は感覚の下です。それら人間以外のものは、感覚
の上です。
Ｈ ： しかし、神に帰融するためには、すべてのものが人間にならなければならな
い、ということではないのですか？
サイ： 全部がそうというわけではありません。愛があります。
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Ｈ ： それでは、人間はさらに歩を進めて、感覚の上の世界へ入ることができるの
ですか？
サイ： それは可能です。
Ｈ ： しかし、人間の状態でいる間に神我を顕現させること、すなわち、神に帰融
することは、可能ではないのですね？
サイ： いいえ、可能です。それはできます。
Ｈ ： スワミは、両方の可能性が存在していて、人間はどちらにも行くことができ
るとおっしゃっているのですか？
サイ： そう、どちらにも行けます。
Ｈ

：

それでは、何が違うのですか？ 人によって一つの選択肢を選ぶか、もう一

つの選択肢を選ぶかは、人の中の何が違うのですか？
ＲＢ： それは私も知りたいことです。
サイ： 主な理由は愛です。慈しみ深い愛は、純粋な愛であり、利己的ではありませ
ん。動物にも愛はありますが、肉欲と混ざり合っています。けれども、慈しみ
は純粋な愛です。慈しみを持っているのは人間だけです。人間は、愛を通して
生命が一つであることを悟ることができ、そのようにして、愛によって、神と
一つになるのです。
Ｈ ： それでは、スワミ、人として生を得ている間に、人は必ず神を実現すること
ができるのですね？
サイ： そうです。
Ｈ ： しかし、たとえばそれに失敗して、そのために自分は感覚のレベルの上にい
る存在だということがやがてわかったとしたら、どうなりますか？
サイ： 同じことが言えます。神は愛であり、純粋な愛のある場所、愛しかない場所
が神です。愛はすべてですが、人は愛を理解していません。人の理解は混乱し
ています。たとえば、子供がいます。母親と父親は、純粋な愛で子供を愛しま
す。子供はキスされ、抱きしめられ、愛情を注がれます。これは純粋な愛の行
為です。この行為に肉欲はありません。この愛に肉欲はありません。もう一つ
の例があります。父親は 40 歳で、妻と 18 歳の娘がいます。家族への愛から、
父親は娘にキスをします。この愛の行為に肉欲はありません。それは純粋な愛、
慈しみです。夫は妻にもキスをしますが、そのキスには肉欲が混ざっています。
どちらの場合もキスは愛の行為ですが、愛は異なります。
Ｈ ： スワミ、素晴らしいご説明です。違いがとても明確ですし、理解すべき、と
ても重要なことです。
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サイ： 純粋な愛、神の愛がすべてです。
ＲＢ： 人間は、どうやって、その神の純粋な慈愛を顕現させて、愛そのものになる
のですか？
サイ： それはサーダナ〔霊性修行〕に付いてきます。瞑想を第一の霊性修行と考え
るのは大きな間違いです。瞑想とは何ですか？ 瞑想は心〔マインド〕を制御
します。瞑想は心的なものです。神と何ら違わない、純粋な愛こそが、真のサー
ダナです。

１９８１年 １１月３０日
ババと車中にて
Ｈ ： アメリカでは、サイのことを耳にして「サイは反キリストだ」と言う人たち
がいます。
サイ： それは一部の人の個人的な考えです。ゴールドスティンには独自の考えがあ
り、ヒスロップにも独自の考えがある。私は、何が善くなく、何が善いかを知っ
ています。私の考えと行いのすべては、世界にとって何が善いかに基づいてい
ます。私は純粋で、私に心配はなく、不安もなく、私はいつも幸せで、私に怒
りはありません。私は何も望まず、自分のためには何も受け取らず、何もしま
せん。私が考えることすべて、行うことすべては、いつでも世界のためです。
Ｈ ： 私たちも、スワミがなさっているように行動することによって、同じ考えを
持つことができます。
なら

サイ： そう、スワミを倣うのは重要なことです。スワミの例に倣うのが一番です。
ＲＢ： 私はスワミのご指示に従おうとしています。
サイ： しようとしている？ しようとするのは善くありません。しなさい！ しなさ
い！
Ｈ

： 私たちはスワミに強さをくださいと求めることができます！

サイ： 強さを与えましょう！ 時々、サイへの信心が揺らぐことがあります。
「なぜ
サイはこんなことをするのか？ なぜサイはあんなことをするのか？」という
考えが起きてきます。ペテロはキリストの身近にいて大切にされていました。
しかし、ペテロはキリストを否認しました。〔ペテロは自分がイエスの弟子で
あることを三度否認した。
〕
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Ｈ ： ペテロがキリストを否認したのは、自分の身の安全を恐れたためですか？ 自
分は体であると感じていたからですか？
サイ： そうです。自分と体を同一視したためです。ユダも同様に身近にいて大切に
されていました。ユダは善き信者でした。イエスは弟子たちを優劣で分けませ
んでした。
Ｈ

： 私のサイへの信心が揺らぐことがないよう祈ります。

サイ： 重要なのは、善を行い、善でいることです。悪を見てはいけません。善だけ
を見なさい。

１９８１年 １２月１４日
サイ： この土地（左側に広がる大学の隣）は、今日購入しました。
Ｈ

： 今日ですって！ どこまでですか？

サイ： 全部です。28 エーカー〔約 113 キロ平米〕あります。費用はエーカー〔約 4
キロ平米〕あたり 10 万ルピー（約 9,000 ドル）ほどです。
Ｈ ： それは高い。新しいビルが値を吊り上げましたね。
サイ： エーカーあたり 30 万ルピーを要求する地主もいます。数年前、この土地は
エーカーあたり 100 ルピー（約 8 ドル）でした。
Ｈ

： この新しい土地には、さらに建物が建つのですか？

サイ： そうです。もっと建ちます。実験室、図書館、それと、教師とその家族用の
住居です。
Ｈ ： 今年は、新しい大学ができたり、インドの学校組織全体で人間的価値を教え
る教師養成プランが採用されたり、サイがインドをつかみつつあるのがわかり
ます。
サイ： インドの霊的指導者たちの中には、嫉妬してる者もいます。
Ｈ ： しかし、彼らは民衆のための仕事をしていません。それをしているのはスワ
ミだけです。
サイ： サイ ババは民衆のために一日 24 時間働いています。インタビューも民衆の
ための仕事です。一日 24 時間、一年 365 日。休みは一日もありません。
Ｈ ： しかし、それは人間の限界を超えています。そんなことができるのは神だけ

24

続・バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババとの対話

です。
サイ： そう。神だけです。私に休日は不要です。私はいつも幸せで、常に至福の中
にいます。

１９８１年 １２月３０日
ババと車中にて
も

ＡＣ： センターで揉め事を起こしている帰依者をどうしたらいいでしょう？
サイ： アウトです。除名しなさい。
Ｈ

： アメリカのセンターの規則は、とても厳しいです。

サイ： それでいい。サイの英語は上達しましたか？
Ｈ

： はい、スワミ。とても上達しました。

サイ： すべては愛。すべては愛です。ロシア人は合理主義者です。何よりも信仰心
が重要です。言葉、言葉、言葉。理屈は何もしません。信仰はハートから、ハー
トの言語からです。
Ｈ ： しかし、信仰心は神からの贈り物です。神が意志なさったときにのみ、人は
信仰心を持つことができます。
サイ： そう、神は祝福します。清らかさは助けになります。スワミはバターのよう
に柔らかい。そして、ダイヤモンドのように固い。バターは柔らか、ダイヤモ
ンドは固い。小さな自由は許します。あまり多くはいけません。英知の結末は
自由です。それが本当の自由です。規則は重要です。スワミは厳しい規則を要
求します。多くの外国人は外の村にいます。外では男が女性の隣に座ることが
できます。煙草を吸うこともできます。アシュラムの中では、スワミはそれら
を許しません。
Ｈ ： アシュラムの規則を書いた小さなパンフレットを皆に配布すべきです。人々
は知りません。ラウンド ビルディング〔アシュラム内にある円筒形の宿泊棟〕
にいるドイツ人たちは、あまり〔規則を〕知らないために、大音量でテープ レ
コーダーをかけています。
サイ： 入館手続きをする隣の部屋で、誰かが新しく来た人一人ひとりに規則を説明
するようにしなさい。
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Ｈ

：

スワミの重要なお言葉の中に、
「他人の欠点は無視する」というものがあり

ます。しかし、これはどのように実践すればよいのでしょう？ 人と関ってい
ると、欠点を考慮せざるを得ません。欠点が状況を台無しにしてしまうかもし
れません。
サイ： その人の内面はそれほどではありません。内面では自分が間違っていること
を知っています。もし欠点が表に現れていたら、その人から離れて距離を置き
なさい。そうすれば、その人は自分が悪いとわかり、後悔してあなたに近づい
て来るでしょう。
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１９８２年 １１月
サイ： 大切なのは信仰心です。信仰心は非常に重要なものです。あらゆる思考と行
動の中に神が入っているべきです。家を所有している人がいるとします。その
家に借り手が入り、毎年毎年家賃を払うとします。何年も家賃を払い続けて、
ようやく借り手はその家を所有することになります。
Ｈ

： なぜそうなるのですか？

サイ：

家の所有者は、
「この家は私のものだ」と言うかもしれません。しかし、借

り手は、「いや、今やこの家は私のものだ」と返答するでしょう。それが法律
です。
Ｈ

： それがこの場合の法律なのですか？

サイ： そうです。それは主なる神についても同じです。神は「借り主」です。あな
ひとたび

たの体と心は「家」です。一度あなたが神を家に連れて来て、家の中に落ち着
かせたなら、時が経てば、神がその家の「所有者」になります。その家はもう、
あなたのものではありません。今や、その家は神の住まいです。完全に神に「所
有」されています。
Ｈ

：

スワミ！ 素晴らしいです！ それこそが、「主に全託する」という時点まで

来る方法なのですね。ハートとマインドにババを保ち続けることによって、
徐々に、そして、自然と、完全な全託になるのですね。
サイ： そう、それは、まったく自然に起こります。しかし、誰にでも可能なわけで
はありません。信愛〔バクティ〕と信仰心が極めて強い必要があります。
Ｈ

： しかし、始めることは誰にでもできるのではないでしょうか？

サイ： ええ、もちろん、始めることはできます。
Ｈ

： アメリカのサイ センターでこのことを話してもいいですか？

サイ： 話してよろしい。
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１９８２年 １２月２日
ババと車中にて
Ｈ ： スワミは、人間から先の進化の三つの段階をあげられました。超人
（Superhuman）、普遍者（Cosmic）、絶対者（Absolute）です。超人とは、
どういう意味ですか？
サイ： 超人は、体と世界に対して完全に無執着でいる段階のことです。この段階で
は、人類や世界の利益のためになるように何かを語ること、行うことはあるか
もしれませんが、超人は、もはや人の世界の一部ではなく、人の関心事にも巻
き込まれません。
Ｈ

： そのような人間は、今いるのですか？

サイ： ええ、います。
Ｈ ： それは、私たちが耳にする、ヒマラヤの山の中にいて、姿を消したり、驚く
べきことをしたりする人たちのことですか？
サイ： 違います。その人たちは、まだ解脱を得ようとしています。しかし、その解
脱は一時的なものです。
ひど

Ｈ ： 一時的ですか、スワミ！ それは酷い！ 解脱を得て、それからまた失うとは！
さんまい

サイ： 解脱には三種類あります。サマーディ〔三昧〕の一種の中で経験されるもの。
それから、霊性修行をしている人が、突然、稲妻の光のように、明瞭な真理の
ヴィジョンを見るというもの。しかし、そのヴィジョンは徐々に消えてゆき、
再び普通の生活に戻ります。完全に全託しなければ、解脱が永続することはで
きません。
Ｈ

： では、ヒマラヤの人たちでないのなら、誰が超人なのですか？

サイ： （古代の賢者の名前を 5～6 人あげて）これらの人々は、完全に人間を超越
していて、世俗の生活を超越していましたが、他の人々のために何らかの助言
を与えたり、何らかの行為に携わったりすることはありました。
Ｈ

： しかし、それは昔のことです。今、この時代に超人はいないのですか？

サイ： ええ、います。けれども、現代では、外面的には社会に住んでおり、外面か
らは見破れません。
Ｈ

： 普遍者の段階とは何ですか？

サイ：

体はなく、心〔マインド〕もない。両方とも消えています。体、感情、心、

知性は、もはや存在しません。愛だけ、霊性だけです。
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Ｈ

： 普遍者の段階では、実体、すなわち、個体は存在するのですか？

サイ： いいえ、個体はありません。個体ではなく、霊的な力の流れに似たものです。
Ｈ ： 絶対者はスワミです。それは理解しています。スワミが「死の時に解脱を与
えよう」とおっしゃるとき、それは何を意味しているのですか？
サイ： 生まれるのはおしまい、もう生まれてくることはない、という意味です。
Ｈ ： しかしスワミ、先ほどおっしゃられた、一時的な解脱というものがあります
たぐい

が、それはその 類 のものですか？
サイ： いいえ、そんなものではありません。サイは、完全な、最終的な解脱を与え
ます。
Ｈ

： 個性の終わりもあり得るのでしょうか？

サイ： あり得ます。
Ｈ

： 個性は厄介なものです。

サイ： そう、個性は厄介です。

Ｈ ： 帰依者たちは、よく、死んだ後には何が起こるのかと聞きます。私が答えら
れるすべては、私はスワミから、死後の経験は一様ではない、誰もが同じでは
ないと学んだ、ということです。
サイ：

それは正しい答えです。どの場合にも死体は存在します。それは同様です。

しかし、それ以上は同様ではありません。
Ｈ ： スワミ、人は死ななくてはなりません。何か死ぬときの技術はあるのですか？
つまり、人がその過程で迷ってしまわないように、しがみ付くことのできる、
死を通り抜ける正しい道のようなものはありますか？
サイ： その時、それはあなたの自由にはなりません。あなたはその時、あなたの一
生の最終的な結果に左右されます。
Ｈ ： 「神は帰依者を破滅から救うために行動する」とスワミはおっしゃいました。
その破滅とはどういう意味ですか？
サイ： あなたはその言葉から何を理解するかね？
Ｈ

： 私には地獄という意味に思えます。

サイ： 地獄は心的なものにすぎません。
Ｈ

： しかし、仏陀は地獄を一つの場所として語っています。
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サイ： 地獄は場所です。心という場所です。多くの悩み、苦しみが存在する、心の
状態のことです。それが死後の状態です。サイはここにいて、帰依者たちがそ
の状態に陥らないよう導きます。

Ｈ

：

スワミの御言葉の一つが理解できません。「人は神から識別力と良心という

二つの贈り物を持って生まれてくる」とスワミはおっしゃいました。そして、
「良心があるおかげで、誰もが善悪を知っており、そのために、悪いことをす
ると良心がうずくのだ」と。
サイ： そう、それが普通です。
Ｈ ： しかし、スワミ、ある宗教の人たちが別の宗教の人たちを殺し、そうするこ
とが正しいと良心が言ったからそうしたのだ、と指摘する人たちがいます。
サイ：

そうではありません。そのようなことが起こるのは、個人が自分の判断を、

誰か他人に委ねたか、あるいは、誰かが広めた考えに委ねたからです。もし他
人の考えをはねつけて、自分自身に、自分の良心に頼るなら、いかに深く埋も
れていようとも、その人の良心はそこにあり、その人を動かすでしょう。なぜ
なら、良心は神であり、人の中に住まう者だからです。

Ｈ ： 世界中で犯罪が急速に増えています。ところが、アメリカでは、犯罪者の取
り扱いに関する疑問が生じています。犯罪者はどのように取り扱われるべきで
すか？
サイ： 罰が課せられなければいけません。中東地域では、たとえば、窃盗罪を犯し
た者は手首を切り落とされます。人が罪を犯したら罰は付きものです。

Ｈ ： スワミ、バガヴァン ババは 60 歳の誕生日以降、世間との接触から退き、帰
依者たちはババと接することができなくなると、人々は思っています。
サイ： いいえ、まったくそんなことはありません。サイが世間から離れることはな
く、帰依者たちから遠ざかることもない。アヴァターの道は一様に同じ段階を
通ります。それはいつの時代もそうであり、あらゆるアヴァターに共通してい
ます。最初の 16 年間はコンスタントなリーラー〔神聖遊戯〕によって特徴づ
けられます。それから、45 歳まではリーラーと教えです。45 歳から 60 歳ま
では、ほとんど全面的に教えが強調されます。60 歳で非常に大きな変化があ
ります。
Ｈ

： スワミ、どのような？
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（サイは、私が口外すべきでないことを、いくつかあげた。
）
サイ：

60 歳以降は、サイと共に活動的に働いている人々の心〔マインド〕に、直

接、さらなる強さを授けます。今は変化の時代の始まりです。ちょうど、強風
が吹いて、健全な穀粒だけを残して殻が吹き飛ばされるような時です。この時
期には、多くの帰依者がサイから離れていき、健全で固い信仰心を持つ帰依者
だけが残るようになる。あなた自身、変化に気付いていないかね？ 初期のこ
ろには、サイがあなたの部屋へ行って、あなたと話をしました。今は、あなた
が毎日ベランダに来ます。しかし、サイは立ち止まってあなたと話をすること
さえしません。このような変化は、アヴァターのそれぞれの段階で起こります。
Ｈ

：

スワミは、
「全世界がサイの存在を知るでしょう」とおっしゃいました。今

は、比較的少ない数の人しかサイを知りません。今のところ、地元の人だけは
サイの話をしますが、それが世界の資産家や重要人物の注意を引くことはあり
ません。
サイ： サイは地位や世間的な重要性は見ません。サイはハートを見ます。
Ｈ ： ええ、スワミ、しかし、一般大衆の注意や関心をかき立てるのは社会のリー
ダーたちです。
サイ： サイは、そのようなことは強制しません。サイはまだ何年も体に留まります。
あなたが言及していることは自然に進展するでしょう。時が来れば、サイのこ
とを話すことのできる、世界に名の知れた帰依者たちが現れるでしょう。

Ｈ ： もしも仏陀の御教えに間違いがあったとしたら、それは何だったのでしょう
か？
サイ： 仏陀の教えには間違いはありません。仏陀が犯した一つの過ちは、サンガ〔仏
陀を中心とした集まり〕において女性が仏陀のそばに来るのを許したことです。
仏陀に肉を、すなわち、仏陀を死に至らしめた有毒な肉を与えたのは、女性で
した。
たくはつ

Ｈ ： たとえ肉でも、托鉢の鉢に入れられたものは何でも受け取るのが、仏陀の慣
わしでした。
サイ： それは二番目の過ちです。ここで、仏陀は自らの教えを実践することに失敗
しました。仏陀の教えは、アヒムサー〔アヒンサー／非暴力〕、すべての生き
物への完全な非暴力でした。
Ｈ ： 仏陀は、究極の目的地は「ニッバナ」
（ニルヴァ－ナ）であると教えました。
それはスワミが語られる「解脱」とは違うものですか？
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サイ： 同じです。
「ニルヴァ－ナ」
、
「解脱」、
「Realization」は、ただ言葉が違うだ
けです。

（私たちはアナンタプルへと向かう道の途中で盲目の女の物乞いに出会った。ババが
金銭を与えると、その女性は、
「サイ ラム、スワミ」と応えた。ババがアナンタプル
へ行くのは二年ぶりで、ババはその女性に話し掛けさえしなかったのに、彼女は相手
がババだとわかった。
）
Ｈ

： あの女性は幸せそうですね。

サイ： 彼女は生まれつき目が見えませんが、いつも幸せです。彼女には心配があり
ません。
Ｈ

：

どうしてそんなことがあり得るのでしょう？ 彼女の生活を見てください。

惨めなものに違いありません。
サイ：

なぜだね？ 彼女には欲がなく、満足しています。彼女は目の見える人間の

生活を知りません。他人が自分とは違うなどとは思っていません。家族は彼女
のことを心配していますが、彼女に心配ごとはありません。
Ｈ

： どうして彼女は物乞いとは違う生活を望まないのですか？

サイ： 欲望は「比較する」という心の傾向から起こります。心に比較する機会を与
えるのは、主に目であり、視覚です。彼女が盲目であるために、心は比較にい
そしむことがなく、そのため、欲望は起こりません。
Ｈ ： もし彼女がこの先もずっと幸せで、ずっと満足していたら、死んだ時、輪廻
を終えて自由になるのですか？
サイ： いいえ。それには霊性が必要です。
Ｈ ： スワミのおっしゃった「欲望が起こる土台は比較する心である」ということ
を知るのは大変重要です。私がスワミジに巡り会うという幸運に恵まれる以前、
妻と私はヴィッパーサナー瞑想の修行をしに毎年ビルマに行っていました。そ
れはアーナーパーナで始めます。
サイ： 知っています、鼻と唇の接点の番人です。
Ｈ ： 心がそこに腰を降ろすほどに集中すると、瞑想の師が、集中を頭頂に移すよ
うにと指示します。
サイ： すると、頭皮に蟻が這いまわっているような感じになる。
Ｈ ： そうです、スワミ。私がどこに注意を置いても、燃えるような激しさがあり
ました。その火は、体を構成してる最小微粒子が、生成されては即座に分解さ
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れているのを感じ取る、直接的な知覚だという話です。意識的知覚であるその
火は、すべての不純物を燃え尽くす、と。瞑想の師の言ったことは、正しいの
でしょうか？
サイ： その瞑想の師が正しく理解しているか否かは問題ではありません。あなたは
その行をして、結果を得た。このことを説いている話があります。グルがいて、
そのグルには一人の女弟子がいました。グルはクリシュナ神を崇拝していて、
毎日プージャー〔供養礼拝〕をする必要のあるリンガムを所有していました。
プージャーの時間になると、毎日その女弟子がプージャーに必要な牛乳を運ん
できました。しかし、女弟子が住んでいたのは川の対岸でした。大雨が降り、
水かさが増して川が氾濫するまでに達しました。女弟子は小船を待たなければ
ならず、グルに牛乳を届けるのが遅れてしまいました。グルは、定められた時
間にプージャーができなかったことを怒り、女弟子に言いました。「おまえは
クリシュナ神の御名に対する信心が足りないために遅れたのだ。クリシュナ神
を信じて御名を唱えていれば、川の上を歩いて渡ることができ、小船を待つ必
要はなかった。
」
翌日、グルの言葉を神の言葉と受けとめた女弟子は、川の上を歩いて渡り、
時間に間に合うように牛乳を届けました。二、三日それが続いたのち、グルは
不思議に思い、
「川はまだ増水しているが、どうやって時間に間に合うように
着いたのか？」と女弟子に尋ねました。女弟子は、「グルに教わったように、
ずっとクリシュナ神の御名を唱えながら、歩いて川を渡りました」と答えまし
た。グルはその話が信じられず、女弟子が出て行くと、そっと後をつけて行き
ました。驚いたことに、女弟子は一切ためらうことなく、川の上を歩いて渡り
ました。すぐに自分も試してみようと思い、グルはドーティ〔腰巻〕を膝の上
までたくしあげ、水面に足を踏み出しました。水はそれを支えきれず、グルは
瞬時にずぶ濡れになりました。
この話は、信心が決定的な役を果たすことを物語っています。女弟子はすっ
かり信じきっていたので、水に濡れるのを恐がってサリーの裾をたくしあげる
ことなど一度もなかった。一方、グルには信心が足りませんでした。

Ｈ ： スワミ、人々の間の衝突が避けられそうにありません。どうすればいいでしょ
う？
サイ： 衝突は起こるものです。しかし、それは、その程度に、衝突という現状にと
どめるようにして、それ以上の言葉や感情へと広げるべきではありません。衝
突の拡大を許せば、怒りが深まり、苦々しい感情が起こり、強い憎しみが湧い
てきます。一方、それと同じように、愛も、わずかな程度から始まって、拡大
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が許されれば、人の生活のすべてを埋めつくすまで大きくなるでしょう。これ
は霊的真実です。もし二人の人間の間に衝突と不調和があり、二人がそれをそ
の段階にとどめて、それ以上進むことを許さなければ、間もなく両者は軟化し
て、二人の仲は元に戻り得ます。最悪でも、衝突は休止状態にとどまったまま、
他人を巻き込むほどには大きくならないでしょう。
不調和を一定限にとどめて、愛が自由に拡大することを許す、という実践は、
オーガニゼーションを調和のある一体性へと導きます。その調和は大衆の敬服
を引き寄せ、アメリカという巨大で豊かな国で偉業を達成するのを可能にさせ
てくれるでしょう。
オーガニゼーションの会員一人ひとりが、あらゆる行為を、一つひとつ、サ
イのためにしたらよいのです。もしあらゆる行為がサイのために為されるなら、
サイがあらゆる行為に加えられて、行為に成功をもたらします。もしあらゆる
行為がサイと共にあれば、行為をする人はサイと共にあります。その時、行為
者はサイと違わなくなります。その人はサイになります。ブラフマー神のよう
になった者は、ブラフマー神です。ジーヴァ〔個別の魂〕へと分かれたサイは、
ジーヴァになります。無限へと分かれたサイは、無限になります。サイへと分
かれたジーヴァは、無限になります。
霊的な生活において、問題に取り組むときの最初の段階は、自分に関する状
況を観察することであり、まずその状況を改善することです。もし、その後も
相手が問題行動を続けるなら、その人は、一度、あるいは二度、あるいは三度、
注意されてしかるべきです。それでも改善が見られなければ、その人をオーガ
ニゼーションの役職から外してかまいません。それから、その人を許すように
しなさい。この許すという行為が、その人に変化をもたらし、その人を許した
人にも変化をもたらします。たとえば、誰かがスワミのハートに激しい痛みを
もたらす何かをしたとしましょう。その痛みを治して完全に取り去る薬は何で
しょう？ その薬は「許し」です。許すことが、スワミのハートから痛みを完
全に取り除いてくれる薬です。
理智を大きく発達させた人は、それを多くの考えを抱くために使い、そうし
た土壌に疑念が育ちます。謙虚な普通の人たちは、多くの真理を直接的に知っ
ており、それほど多くの疑念を育てるようなことはありません。一番いいのは、
氷の山や火の山のような信仰心を持つことです。そこには疑念が芽を出して育
つ土壌の用意などありません。エネルギーを理智として貯蔵している所では、
そのエネルギーを建設的な活動へと方向付けなければいけません。

Ｈ

：

アメリカのサイ オーガニゼーションでは、現在、すべての役員に、自分の
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役職のための費用はすべて自分で支払うよう要請しています。（つまり、返金
はない）
。
サイ：

それが正しい。付加的な経費は、アメリカのサイ オーガニゼーションから

出なければなりません。
Ｈ

：

アメリカには、5 万人か、それ以上のサイの帰依者がいると思われますが、

センターにいるのは 1,000 人以下です。オーガニゼーションは、さほど重要な
所には見えません。なぜオーガニゼーションにこだわるのでしょう？ 国連に
も、オーガニゼーションに属していないサイの帰依者が何十人かいます。
サイ：

オーガニゼーションは人にチャンスを与えます。アメリカや他の国々には、

サイのことを知っていて、サイに信仰を持ち、サイについて、サイのリーラー
〔神聖遊戯〕について、サイの教えについて、話をしている人が大勢いますが、
オーガニゼーションには入りません。オーガニゼーションは、その人たちが実
践したくないような、規則や必要条件を課しています。
今は、サイ オーガニゼーションの規模は限られているかもしれませんが、
時が経てば大勢の人が引き付けられて、サイの集会〔ダルシャンなど〕に一般
の人たちを収容することが不可能になります。確保できるスペースは、すべて
サイ オーガニゼーションの内部の人たちに割り当てられます。このように、
サイ オーガニゼーションの会員であることはチャンスをもたらします。
たとえば、あなたはアメリカのサイ オーガニゼーションの会長であり、ボッ
ザーニはその協会（サティヤ サイ ソサエティ オブ アメリカ）の役員です。
だからこそ、あなた方はスワミといっしょに車の中にいて、インタビュー ルー
ムでの 30 分ではなく、9 時間近くものインタビューを得ているのです。

１９８２年 １２月１１日
ババとのグループインタビュー
サイ： 信仰は火の山のようなものです。信仰は氷の山のようなものです。他には何
もありません。何の疑念もありません。
Ｈ

： 疑念とは何ですか？

サイ： 疑念は混乱です。本を読むと、ある著者はあることを言い、別の著者は別の
ことを言っています。一つの考えを選び取り、それに従いなさい。ラーマは、
一つの意志、一本の矢、一つの心〔マインド〕を携えていました。その矢は知
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性です。
Ｈ

： では、識別力はどこで役割を果たすのですか？

サイ： 識別力とは、良心に目を向けることです。
Ｈ ： 進むべき道を選択するとき、論理を用いて複数の考えの中から決めてはいけ
ないのですか？
サイ： いけません。考えによって決めるのではありません。良心によって、神我を
信じることによって、決めるのです。他人に従ってはなりません。自分自身に
従いなさい。他人に従うことは、奴隷になることです。あなたは誰ですか？ 「私
は体ではなく、心でもなく、アートマでもない」
〔というのが答えです〕
。なぜ
なら、
「私はアートマだ」と言うなら、
「私」と「アートマ」の二つがあります。
「ネーティ、ネーティ、ネーティ」、つまり、「これではない、これではない、
これではない」〔というふうに自分ではないものを除外していく〕。これが
ヴェーダの方法です。スワミは、あなたのハートに中にいます。あなたのハー
トの中にいるスワミを思い浮かべなさい。

Ｈ

： 神の光とは何ですか、スワミ、神の光とは何でしょうか？

サイ： 真理が愛と結び付いた時。それが神の光です。それは電球のような外の光で
はありません。内なる光です。
Ｈ ： スワミ、どうすれば、その光の中にいられるのですか？ ここにいる誰もが、
その光の中にいたい、一日中その光の中に留まりたいと思っています。
サイ： 暗い部屋で懐中電灯を使って周りを見ているとき、すべては見えますが、一
つだけ見えないものがあります。自分自身です。自分を見ることはできません。
あなたは目を使って見ていますが、懐中電灯を自分に向けると、部屋の中の物
体は見えなくなります。あなたの注意が世の中を照す光にある限り、あなたは
神の光を味わえません。
Ｈ ： 神の光の中にいること、つまり、真理と愛の結合の中にいること、そこには
どうやって近づけばいいのですか？
サイ： 瞑想です。瞑想とは内側を観ることです。それは光です。
（これには、私たちの注意の中心が世俗の生活にある限り、私たちは世の中を見てい
て、神を見ていない、という意味が含まれていると思われる。）
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サイ： 私は善しか見ません。誰もが神です。いくつかの悪い行いがあるだけです。
Ｈ

： それは、理解するのが難しいです、スワミ。

サイ： いいえ、難しくはありません。簡単です。
サイ： （マレーシアのグループに向かって）あなた方は全員、神です。いるのは神
だけです。
サイ： （バーバラ〔という名の帰依者〕に向かって）あなたは誰ですか？
Ｂｂ： バーバラです。
サイ：

いいえ！ それは体の名前にすぎません。体はあなたではありません。体に

は親戚がいますが、魂に親戚はいません。一つの魂があるだけで、それが神で
す。
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１９８３年 １月１０日
車中にて、ババ、シュリー二バース、ラーダークリシュナと共に
（私たちはナンディヒルの麓にあるサイの学校を訪れた。100 エーカー〔約 404 平
米〕のキャンパスには、果樹園、牛舎、農園もあり、美しい平和な環境だ。ババのた
めに、男子学生と教授陣による盛大な歓迎会が催された。歓迎会の後、二人の学生が
スピーチをし、ババが御講話をした。スピーカーのうちの一人は泣き崩れた。御講話
の最中、ババは少しの間、話をやめて、小さな少年たち数人に質問をした。ババの話
に注意を向けていたかを見るためだ。
）

サイ： 最初のスピーカーについてどう思いましたか？（スピーチは英語だった。）
Ｈ

： 努力しましたし、上手くやっていましたが、取り乱して泣きました。

サイ： 彼がスワミの前でスピーチするのは初めてでした。彼は弁論大会でライオン
ズ クラブの賞を受賞したこともあります。一方、スワミが質問した小さな少
年は、スワミが質問を終える間もなく、実に素早く答えました！ スワミが話
したことに、何と注意と集中力を向けていたことでしょう！
Ｈ ： 小さな少年たちは、全員が、まったく静かに集中していました。私は少年た
ちを見ていましたが、そわそわすることさえありませんでした。
サイ：

あの少年たちの両親は、息子の手助けを必要としていても、「学校にいなさ

い。幸運なことなのだから。
」と言います。多くは母親しか生きていない片親
で、それでも、母は息子に学校にいるようにと主張します。息子の他には何も
持っていない母親の場合には、スワミがその母親の面倒を見ます。そのような
母親は、住み込みでマンガロール近くの女子校のキッチンや寮で働いています。
そこは 300 エーカー〔約 1213 平米〕あって、同じ敷地に男子校もあります。
男子校には 80 人の教師がいて、女子校には 60 人の教師がいます。今、高校は
休みで、ジュニア カレッジの学生たちはいません。教師は全員独身で、誰も
給料を受け取りません。
Ｈ ： スワミ！ 140 人の教師がいて、
全員が無給で働いているというのですか？ そ
んなことは、聞いたことがありません。そして、結婚を犠牲にすることで、給
料を得る必要をなくし、スワミのためにセヴァ〔無私の奉仕〕ができるように
するとは！ これは最も驚くべき状況です。このことが知られていないのは、
どうしてですか？
サイ： スワミは、こうした活動は吹聴することなく続けていくのが最善だと思って
います。
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Ｈ

：

スワミ、大きな謎があります。御講話の中でスワミは、「私は本当の帰依者

を探していますが、そのような帰依者は見つかりません」とおっしゃっていま
す。どうしてそんなことがあり得るでしょう？ その教師たちは何と素晴らし
い帰依者でしょうか。どうしてスワミは、本当の帰依者が見つからないなどと
おっしゃるのですか？
サイ： （笑いながら）それは違う部類です。本当の帰依者は内側も外側も同じです。
Ｈ ： それでは、求められてる帰依者の地位には、到底到達できないように思えま
す！
サイ： いいえ、できます。到達できます。
Ｈ ： スワミ、ラーマやクリシュナも、当時、本当の帰依者を探していたのでしょ
うね。
サイ： そうです。どのアヴァターも本当の帰依者を探します。ラーマは神と見なさ
れていませんでした。人々はラーマを神と知りつつ森へ行かせたのでしょう
か？ ラーマが敬われていたのは、王としてです。ラーマは王として行動しま
した。ラーマの神性を知っていたのは、ほんの数人の聖賢だけです。クリシュ
ぎょしゃ

ナも王でした。クリシュナは神として戦車の御者という仕事をさせられたので
しょうか？
Ｈ

：

しかし、
『バガヴァッドギーター』では、アルジュナはクリシュナを「神」

と呼んでいます。
サイ： それでも、仲間、友人、親戚という肉体的な見方がありました。アルジュナ
がクリシュナは神だったと実感したのは、クリシュナが肉体を去ってからです。
王の地位にあってさえ、それぞれの都の住人だけが、ラーマやクリシュナに敬
意を払って崇拝していただけでした。サイ アヴァターは、あらゆる宗教の、
あらゆる人に自らの神性を知られている、唯一の存在です。これまで一度もこ
のようなことはありませんでした。クリシュナの場合は、ゴーピー〔牧女〕だ
けが、クリシュナが神であることに気付いていました。しかし、ゴーピーたち
はリシ〔聖仙〕でした。
Ｈ

：

ゴーピーはリシだったのですか？ スワミ。リシであったのに、無知な村人

として生まれたのですか？
サイ： そうです。彼女たちは、ゴーピーとして生まれる前、偉大なリシでした。ク
リシュナが死んだ時、ゴーピーたちは食事を摂ることをやめ、そうすることで
体を捨てました。
Ｈ ： スワミ、このアヴァターにおける「本当の帰依者」という問題は、いまだに
大きな謎です。スワミは、今生において完全にマーヤーから開放されている人
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たちがいるとおっしゃいました。その人たちでも、本当の帰依者かどうかとい
う試験に合格していないのですか？
サイ： 完全に解脱を遂げた生命は、スワミが設定した本当の帰依者か否かの試験に
合格するでしょう。
Ｈ

： それでは、その状態を目指している人たちは？

シュリーニヴァース： サーダナ〔霊性修行〕を完璧に行うべきです。
サイ： サーダナ！ 違います！ サーダナは肉体的なものです。問題は愛です。まず
は自信です。愛があるところには、平安があります。平安があるところには、
真実があります。真実があるところには、至福があります。至福があるところ
には、神がいます。
（スワミの言葉が通訳されたのは、スワミが私に話をした時だけだった。スワミが
ラーダークリシュナ（運転をしていた人物）とシュリーニバースに話していたときは
テルグ語だった。
）

Ｈ

：

スワミ、私には、よくわからない事があります。スワミは、「金銭を霊的な

事柄の一環とすべきではない、金銭が支払われるべきではない」とおっしゃい
ます。私はそれを承諾して、アメリカのサイ オーガニゼーションでは極限ま
でそれを厳しく守ってきました。しかし、私にはその原理原則がわかりません。
私には、そして、大方のアメリカ人にとっては、無料のものは価値がないに等
しいのです。一方、お金を支払わなければならないときには、大切に扱い、注
意を向けます。お金のかかるものには価値があるのです。
サイ： ええ、最初はそれが普通です。しかし、それは長続きしません。価値が与え
られるのは突然で、それは花火のように急速に上がります。そして、花火のよ
うに落ちるのも速い。金銭の支払いが伴えば、愛情や感謝はありません。あな
たは店に行って、欲しい品物の代金を支払います。売り子に感謝したり、謝意
を感じたりすることなどありますか？ あなたは全額を支払い、それでおしま
いです。
グルが、哲学を始めたとします、サーダナの手ほどきを始めたとします。代
金が請求されて、支払われると、急速に関心が広まって、人々は自分も加わら
なくてはと思い、入門します。さて、何年か経つとどうなるでしょう？ 最近
の例では、あの若者です。○○○○（氏名は削除した）という名前でしたか？
世界各地で、人は彼の指示を仰ぐためにお金を手渡しました。彼は今、どこに
いますか？ 彼の言葉は聞かれません。
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スワミは、そのようなことはしません。スワミはゆっくり建てますが、それ
は堅固で、健全で、持続します。あなたは 14 年前のプラシャーンティ ニラヤ
ムを覚えているでしょう。そして、今あなたは、スワミの仕事が、ゆっくりと、
しかし、着実に成長しているさまを見ています。
霊的な事柄は、愛のある状況においてのみ起こるものです。助言や指針や助
力が、お金を払ってもらうためでなく、慈愛の中で、愛の中で与えられるとき
には、何らかの感謝の気持ちが生じるでしょう。そして、感謝と自信という状
況にあっては、何らかの霊的な利益が生じるでしょう。さらには、金儲けの一
環としてではなく、愛の中で行為が行われるとき、お金はどのみち入って来る
のです。
たと

や

し

喩えをあげましょう。ココ椰子の木があるとします。（ここでババは腕を上
げた。
）木の上には（ご自身の手首に触れて）
、ココナッツがなっています。木
の下には地面に長く伸びた影ができています。さて、ココナッツを手に入れた
いと望む男が、その椰子の木に登りはじめました。男が木に登っているとき、
同時に男の影も木の影に登っているのが見えるでしょう。そして、男がココ
ナッツをもぎ取る時、男の影もココナッツの影をもぎ取るのが見えるでしょう。
本物の木に登る男は本物のココナッツを手に入れ、それと同時に、男の影も影
の木に登って影のココナッツをもぎ取ります。しかし、もし本物の木に登りた
がらず、その代わりに、自分の行動を影の木に登るだけにとどめたとしたら、
影のココナッツから満足を得ることはできません。
影の木は世の中を表しており、影のココナッツは世間的な繁栄を象徴してい
ます。本物の木は霊的な生活を象徴しており、本物のココナッツは人生の成就
を意味します。このように、自分の人生とエネルギーを霊的な価値に捧げる人
は、自動的に世間的な利益も得ることになります。
Ｈ＆シュリーニバース： スワミ！ 何という素晴らしい喩えでしょう！ 人はお金の
ためではなく、愛を背景にして仕事をすべきだというスワミの教えを伝える、
何という素晴らしい方法でしょう！ 世間的な必要は、自動的に面倒を見ても
らえるのですね。
サイ： これは、よい喩えですか？
Ｈ＆シュリーニバース： スワミ、完璧な喩えです！

Ｈ ： スワミ、日常生活での難問というのは、こういうことです。日常生活は小さ
な選択の連続であり、私たちは最も大きな楽しみや快適さを与えてくれる選択
肢を選びます。そうしていると、私たちの一生は快適さと楽しみへと向けられ
ます。そんな生活が私たちを解脱へと連れていけるわけがありません。どうし
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たらいいのでしょう？
サイ：

スワミが教える原理原則は、「自分が好きなことをする代わりに、自分がし

なければならないことを好きになること」です。
すべての行いをスワミのためにすべきであり、すべての行いをスワミに捧げ
るべきです。そうすれば、義務と、規律と、信愛〔バクティ〕が、行動の指針
となります。体を自分として見ている限り、あなたの行いは快適さと楽しみの
ためのものになります。自分は体ではないということを実感し、楽しみと快適
さを必要とすることから解放されなさい。

Ｈ ： この質問は、スワミには愚かに聞こえるでしょうが、私には真剣なことです。
サイ： 何ですか？
Ｈ

：

アメリカのサイ オーガニゼーションの活動と問題と成果について、私はス

ワミに何通も手紙を書いています。しかし、私は自分の直接的な経験から、ス
ワミは遍在であり、出来事のすべてをご存知だということを知っているので、
問題や出来事をスワミに説明するのは馬鹿げていると、よく思うのです。
サイ： スワミが遍在で全能であることについて、多くのナンセンスが横行していま
す！ 人は、
「自分は何もする必要がない、スワミがすべてをしてくれる」と考
え始めます！ そうして人は、自分の日々の義務さえもする手間を取らなくな
ります。
霊的な生活においては、あなたとスワミの関係はハートとハートのものです。
けれども、世俗の生活においては、スワミは、あなたにやるべき仕事を与えま
す。それには、世の中で働くこと、世の中での活動を必要とします。あなたは
任務のまさに極限まで、自分の義務を果たすことを要求されます。書くことに
関する限り、スワミに手紙を書くのは、あなたの満足のためです。
Ｈ

： 私の満足のためですか？ スワミ。

サイ：

そう、あなたの満足のためです。あなたがスワミに手紙を書くと、その時、

あなたの心は問題から解放されます。それは、スワミが知らないからではあり
ません。たとえば、あなたが何か問題点を留保するとします。すると、あなた
は罪悪感を覚えます。しかし、スワミに話せば、罪悪感はなくなります。スワ
ミがあなたに与えた仕事において、十分に、完全に、自分の義務を果たしなさ
い。
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１９８３年 １月１４日
Ｈ ： スワミ、重要な質問が二つあります。日常生活における私たちの仕事のこと、
そして、ローマでのシンポジウムの準備のことです。
御講話の中でスワミは、「すべての行為を行っているのは神だということを
認識すべきであり、人は自分が行為者となることで、その行為を背負うべきで
はない」とおっしゃっています。さらには、「人間の限られた力に頼る代わり
に、神の力を頼みにすべきである」ともおっしゃっています。スワミがこの二
つのことを御講話の中で話されるということは、その指示は万人に向けられて
いるということですか？
サイ： 神があなたを通して働いている、という視点をとらえなさい。
Ｈ

：

スワミ、それはどういう意味でしょうか？ それは、日々行われる実際の行

為に、どう当てはまるのでしょうか？
サイ： あなたは自分が行為に従事していると考えていますが、行為をしているのは
あなたの体であり、あなたの心であり、あなたの知性です。しかし、それらを
通して働いているのは神です。行為の源は、あなたの中のアートマのみです。
アートマは神です。
Ｈ ： それでは、
「私がやっている」と考える代わりに、
「私」というのはただの言
葉であり、進行中の行為と動きの一切は、ヒスロップから来ているのではなく、
実際には神がしているのだと自分に言い聞かせ、それを意識すべきなのです
ね？
サイ：

特定の仕事をするために、神があなたの知性と心と体を自らの道具として

使っているのです。あなたはペンで書いたりハサミで紙を切ったりしますが、
それらの仕事をしているのは、そうした道具ではありません。仕事をするとい
う目的のために、あなたが道具を使っているのです。それと同じように、あな
たが「自分自身」と呼んでいる道具、すなわち、知性と心と体は、神の目的の
ために、神に使われているのです。
Ｈ

：

それは毎瞬毎瞬実行するのに実用的でしょうか？ 「私の心と体はいつも神

の道具として神に使われている」と、毎瞬毎瞬自分に言い聞かせるのですか？
それは一日を通して生活や活動をしていく上で、実用的な方法でしょうか？
サイ： そうです。これは事実で、これは実用的です。
AC ： しかし、スワミ！ それでは、悪も神が行っていることになってしまいます。
サイ： 最初はおそらく（明らかに）そうかもしれませんが、その後は、そうではあ
りません。悪を行うのは神ではありません。悪はエゴ〔自我意識、アハンカー
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ラ〕からのものです。

ＡＣ： 私が死ぬ時・・・
サイ： （言葉を挟んで）あなたは誰ですか？ あなたは死にません！ 体は脱いだり
着たりする衣服のようなものです。
ＡＣ： それでは、体が死んだら、私は他の体をまとうのですか？ なぜ？ なぜです
か？
サイ： 欲望が残っているからです。欲望は種のようなもので、芽を出します。欲望
が人を再び生まれさせるのです。欲望を絶ちなさい。そうすれば、もう生まれ
てくることはなくなります。心〔マインド〕は欲望の束です。
ＡＣ： しかし、この創造された世界、体、心は、アートマの投影ではないのですか？
心、体、知性は創造物であり、アートマの投影ではないのですか？
サイ： 創造物はアートマからのものです。アートマ、すなわち、神は、陽です。体
は陰です。それが結び付くと行為が生じます。それがなければ無です。
ＡＣ： アートマがあり、それから、アートマの投影としての創造物がある・・・
サイ： 違います！ そこで間違いが起きるのです！ 創造物はアートマの投影ではあ
りません。アートマ、すなわち神は、創造物のあらゆる繊維組織に浸透してい
ます。姿形は外見にすぎません・・・。アートマは、エネルギー、神、神聖エ
ネルギーであり、それが姿形をもたらします。そして、それが姿形の実際です。
（この後はＡＣとの個人的な会話となったので省略する）

Ｈ ： これらの任務のすべてを果たすには、スワミ、大量のエネルギーが必要です。
人間のエネルギーは低いので、スワミは神のエネルギーを頼みにするようにと
おっしゃいます。どのようにしてですか？
サイ： そう、人間のエネルギーは低く、神のエネルギーには限りがありません！ あ
なたは神です！
Ｈ

：

それは、人間のエネルギーの限界を感じたとき、それを偽りとして拒絶し、

代わりに、自分を神と見なす、すなわち、無限のエネルギーである神と見なす
ようにする、という意味ですか？
サイ：

そうです。拒絶しなさい！ あなたの影を見てみなさい。あなたは座ってい

て、そこにはあなたの影があります。あなたが立ち上がると、あなたの影も伸
びます。あなたの影は、人間のエネルギーです。あなたは、神のエネルギーで
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す。あなたが立ち上がるとき、神の仕事をするとき、あなたのエネルギーは大
きくなります。

１９８３年 １月１５日
Ｈ

： スワミ、
「神のエネルギー」対「限りある人間のエネルギー」
・・・

サイ： 神のエネルギーがあるだけです。
Ｈ ： しかし、私の、人間のエネルギーのように思えるものは、私にとって十分だ
とは思えません。たとえば、中央アメリカに行くことであるとか。
サイ： すべては神です。エネルギーは神だと知りなさい。そうすれば、すべて良く
なります。
Ｈ ： ああ！ 人間のエネルギーが弱くなったら、それを手放して、神のエネルギー
こそが真実だと理解するのですね！ 数年前の長いドライブの時、少しお疲れ
のように見えたババが、一瞬にして花のように活き活きとなられました。
サイ： この体を人間の体と同じと思ってはなりません。これは帰依者のために姿形
のように見えるものにすぎません。スワミには、帰依者のためのこと以外、何
もありません。欲望はありません。この体は姿形に見えるものにすぎません・・・。
物質があります。人間がいます。神がいます。物質 ＝ 利己性。人間 ＝ 利己
性 ＋ ヘルプ（他人を助けること）。神に利己性はなく、ただ、まったくの愛
です。利己性は土台として健康と繁栄に不可欠なものです。健康でなかったら
何ができますか？ これらのための仕事はしなければいけないのでしょうか？
これらのための仕事はしなければいけません。それから、他人を助けなさい。
そのとき、神だけになります。
Ｈ ： しかし、スワミ、その必要な世俗の「利己性」の仕事においても、そこには
「私」
〔神我〕が存在するのですね？ 世俗の仕事をしているのは、確かに神の
みなのですね？
サイ： そのほうがいいでしょう。それが一番の方法です。あなたはスワミのための
道具、スワミがスワミの目的のために使っている道具、スワミの教えなどを語
るアメリカの会長にすぎません。
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１９８３年 １１月７日
（11 月 7 日のインタビューは、グループとしては非常に短かった。ほとんどの時
間は、奥のインタビュールームでのババとの個人インタビューに当てられた。家族は
一緒に呼ばれたが、一人で来ていた人は個別にインタビューを受けた。）

サイ ： 実在（Being）とは何ですか？
質問者： 「サット」です。
サイ ： それはサンスクリットの言葉にすぎません。実在とは不死を意味します。
質問者： どうやってハートの中の神の愛を感じたらいいのですか？
サイ ： あなたの愛、私の愛、これは同じです。存在しているのは一つだけ、それ
は神です。
質問者：

私たちはそのことを肯定すべきなのですか？ 常にそのことを言うべきな

のですか？
サイ

： （レンガの層が見える壁の一本の線を指差しながら）ここが人類です。こ
の下が世界で、この上が神です。下ではなく、上を目指しなさい。あなたは神
です。一つしか存在しません。数多くの生を経ている間、あなたは、「私は欠
点が多い、私はこれこれだ」と言って、自分は限界のある人間だと言明してき
ました。それは間違いです。今度は「私は神だ」と言いなさい。決して自分を
神以外のものだと思ったり言ったりしてはいけません。あなたは神の性質を発
揮するでしょう。神の力を持つでしょう。あなたは神になるでしょう。思考。
思考がなければ行動はありません。
健康状態はどうですか、ヒスロップ？

Ｈ

： とても良いです、スワミ。

（このときのグループ インタビューで、腕に暗い色のブレスレットを着けた婦人
がババの前に手首を出して、このブレスレットを何か綺麗なものに替えてくださいと
頼んだ。私には、ババはその要求を喜んでいないように見えたが、それでもババはそ
のブレスレットを外して二本の指でつかみ、その上に息を吹きかけた。すると、それ
はまったく違う模様と作りの、キラキラ光る新しい金のブレスレットになった。
この時点でグループ インタビューは終わり、スワミは奥のインタビュールームで
個別の対話を開始した。
）
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１９８３年 １１月１４日
プラシャーンティ ニラヤムで、ババとのグループ インタビュー
(最初にババは、いくつかの贈り物を物質化した。ある女性には指輪を贈った。そ
れは、真ん中にグリーン ダイヤモンド、その両脇にホワイト ダイヤモンドが据えら
れていて、石の面はどれも大きく、平らだった。それからババは、大粒の種をつない
だ数珠を持っていた女性に、粒の揃った真珠の数珠を物質化し、その使い方を教えた。
〔他の指から〕離れて立つ親指は神を象徴している。人差し指は人を象徴しており、
神である親指に触れさせる。残りの三本の指は、三グナ〔浄性、激性、鈍性〕を象徴
している。気質、考え方、行動におけるこの三つの性格は、すべての人に見られる。
中指は浄性（穏やかで純粋で安定した性質）である。数珠は、そうして親指と人差し
指を動かして浄性の指と十字になる方向に繰っていく。)

サイ： （数珠の使い方を示しながら）このように、スワミはすべての創造物を手の
中につかんでいるのです。
（グループにナイジェリアから来た男性がいて、ババは次にそちらを向いた。）
サイ： 宗教は？ あなたの宗教は？
男性： 〔私は〕クリスチャンです。
サイ： イエスは好きかね？
男性： はい。
（ババは手を動かして指輪を物質化した。中央の石にはイエスの肖像が緻密に描か
れていた。ババはその指輪をまず玉座の近くに座っていた人たちに見せ、それからそ
のナイジェリア人に見せて、
「イエスは好きかね？ イエスとサイでは、どちらが欲し
い？」と言った。ナイジェリア人は「どちらでも嬉しいです」と答えた。ババは親指
と人差指で指輪をつかみ、唇から 6 インチ〔約 15 センチ〕ほどのところに持ってき
て息を吹き掛けた。そして、それを玉座の近くにいる人たちに見せた。中央の石に描
かれていた肖像はイエスの姿からサイの姿に変わっていた。それからババは、ナイ
ジェリア人に、
「今、あなたはどちらも持っています。ここに来なさい」と言った。
ナイジェリア人が前に進み出ると、ババは彼の指に指輪をはめた。ババは、「ほら、
ぴったりです」と言った。
後に、そのナイジェリア人が奥のインタビュールームに入って、少しの間個人的な
話をする順番になった。彼が部屋から出てきた時、指輪は再び変わっていた。ババは
再度指輪を創り変えていた。今度の指輪は、大粒ダイヤが一つ、それに相応しい台に
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乗っているものだった。サイはナイジェリア人の後ろからメインのインタビュールー
ムに入って来て、
「彼は大きな指輪が好きではなかった！」と言った。その言葉で場
の雰囲気が陽気になった。事実、そのインタビューは総じて極端に楽しいもので、バ
バは上機嫌で、繰り返し冗談を言っていた。外にいた人は、その楽しそうな笑い声を
聞いて、一体何が起きているのかと首を傾げていた。）

サイ ： 何か質問は？ 霊的な話題は？
質問者：

尽きることなく生じてくる世俗的な欲を抱えながら、どうやって生きて

いったらいいのでしょう？
サイ ： すべての願望と欲を神へと向けなさい。そうすれば、すべてが上手くいく
でしょう。心〔マインド〕は刑務所のドアの鍵のようなものです。左に回すと
ドアが開き、人は自由に神と霊的な生活へと向かうことができます。右に回せ
ば現世的な生活に閉じ込められます。あらゆる願望、あらゆる欲を、神と共に
いたいという欲に変えて、幸せになりなさい。

質問者：

スワミ、心〔マインド〕の真実とは何ですか？ 思考と心は、どう使えば

いいのですか？
サイ ： 心〔マインド〕などというものはありません。ちょうど、布が糸に見えた
り、綿に見えるだけだったりするように、存在しているのは神のみです。神は
寸分たがわぬ鏡のようなものです。神である寸分たがわぬ鏡には、あなたの欲
望と思考と行動が寸分たがわず映っています。あなたの欲望と思考と行動が鏡
に反射してあなたに戻ると、あなたはそれらを送ったのは神だと思うかもしれ
ませんが、実際には、それらは元々あなたのものです。
質問者： でも、悪い思考や欲望はどうすればいいのですか？
サイ ： 人間的な思考と欲望。あなたが「私は人間だ」と思えば、怒りや嫉妬といっ
た人間的な要因が鏡に映り、あなたに戻っていきます。けれども、あなたは人
間ではありません。あなたは神（Divine）です。あなたは神（God）です。
「私
は神だ」と思い、そう感じなさい。そうすれば、あなたは愛だけを思い、感じ
るようになるでしょう。なぜなら、神は愛だからです。どこもかしこも、何も
かも愛です。愛だけです。

質問者： 私には、手放すことのできない欲望があります。
サイ ： それは何だね？
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質問者： プライバシーです。私にはプライバシーが必要なのです。
サイ ： まず身体的なプライバシー、それから精神的なプライバシーです。
質問者： それに、私は間違いを犯します。同じ間違いを。私は、ババに間違いを差
し上げてもよいのでしょうか？
サイ ： ええ、いいですよ。私はいつでも準備ができています。あなたの人生を私
によこしなさい。私の道具になりなさい。私があなたを通して行動します。
質問者： そうなると、悪い考えと行いも、あなたによって為されるのですか？
サイ ： それは人間の考えと行い。神は愛だけです。あなたは神です。愛でありな
さい。愛の状態で行動しなさい。
質問者： でも、スワミ、私は間違いを犯します。自分でよくわかっていながら同じ
間違いをしてしまいます。私はあなたに、何度も繰り返している間違いを差し
上げてもいいのですか？
サイ

：

一度、二度、ことによると、三度、同じ間違いをするでしょう。しかし、

繰り返し、繰り返ししているのなら、それは間違いではありません。習慣です！

Ｈ

： スワミは、人が神の愛を得るほどに幸運であるならば、霊性修行、サーダ
ナは、必要ないとおっしゃっているのですか？

サイ ： その通りです。もしあなたが神にあなたを愛させているなら、サーダナも、
瞑想も、自己探究も、他には何も必要ありません。なぜなら、そのとき、すべ
ては神だからです。考えるのは神のこと、見えるのは神だけ、一日中神だけに
なります。

質問者： 魂（soul）とは何ですか？
サイ ： 魂とは、アートマのことです。アートマは死にません。あなたはアートマ
であり、体ではありません。
質問者： でも、スワミ、何か他のものがあるのです。それには結果が伴うのです。
サイ ： そう、結果は欲望から生じます。それは、あなたが着けているその金の時
計バンドのようなものです。あなたは指輪が欲しくなると、その金のバンドを
作り変えて指輪にします。次に、あなたが指輪に飽きてしまい、金のネックレ
スが欲しくなると、金の指輪をネックレスにします。どれも形は違いますが、
金は同じです。
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Ｈ

： スワミは「この世の人生は夢にすぎない」とおっしゃいます。

サイ ： そう、夢です。
Ｈ

： しかし、スワミは、夢の中で終わりなく働いていらっしゃいます。なぜで
すか？

サイ ： 夢が夢として認識されれば、この世界は終わります。スワミは夢に捕われ
ている人たちを助けているのです。
Ｈ

： しかし、それでも夢は夢であり、目的も終わりもありません。なぜそれに
かまうのですか？

サイ ： 偉大な科学者は、子供の世界は夢であり、存続する現実性がないことを知っ
ているかもしれません。しかし、だからといって、それはその科学者が子供の
レベルで子供といっしょに座ることを妨げるわけではありません。それから、
サイは、地上の乗客を乗せるために短時間着陸する飛行機に喩えられます。
Ｈ

： スワミ！ 限られた数の座席しかありません！

サイ ： 限られた、そう！ いつも限られた数の座席しかありません。
Ｈ

： スワミ！ どうやって予約すればいいのですか？

サイ ： 恩寵によって。予約は恩寵を通じてです。
Ｈ

： 制限が厳しいです。

サイ ： そうです。予約済みというのは本当です。けれども、飛行機は政府が何席
か予約を入れています。スワミは、
「その予約分からヒスロップに一席与えよ
う」と言うことはできます。
Ｈ

： スワミの恩寵（Grace）と、スワミの祝福（Blessing）の違いは何ですか？

サイ ： どちらも同じです。スワミの祝福、スワミの恩寵、スワミの愛――どれも
同じ意味です。

質問者： スワミの恩寵はどうやって手に入れたらいいのですか？
サイ ： スワミの恩寵は常にここにあります。スワミはいつも、ここにいます。ス
ワミは、万人ために、あらゆる人のために、ここにいます。私はいつも呼んで
いますが、人は聞きません。人は来ません。私に何ができる？
（ここでスワミは、短い個人的な会話をするために、人々を順番に奥のインタ
ビュールームに呼び入れた。ドアのほうへ向かいながら、スワミは言った。
）
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サイ ： 私はいつも幸せです。私の至福は常に満ちていて、決して揺らぎません。
Ｈ

： なぜなら、スワミはこの経験の世界が夢にすぎないことをご存知だからで
すね。

（サイの返答はなかった。
）

51

続・バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババとの対話

１９８４年 １０月２２日
ババとのインタビュー

Ｈ ： 10 年前、
スワミがアメリカのサイ オーガニゼーションをお作りになった時、
スワミは、アメリカのサティヤ サイ ババ センターにとって最も大切な一つ
の規則であると述べられたものを与えてくださいました。次の 10 年に私たち
のセンターにとって最も大切な規則は何ですか？
サイ： あなたの考えは？
Ｈ

：

スワミの最初の規則、
「金銭との関わりは最小限にとどめる」というのは、

続行されなければならないように思います。
サイ： そうです、それは正しい。その規則は変更できません。それは次の 10 年も
変わらずに続行しなければいけません。
Ｈ

： では、次の 10 年にアメリカの帰依者が特に力を入れるべき点は何ですか？

サイ： 清らかさと犠牲のサーダナに力を注がなければいけません。清らかさは神性
です。犠牲を通じてマインド〔心／マナス／思考〕とハート〔フリダヤ〕の清
らかさが得られます。清らかさによって神性が顕現されます。犠牲とは、神に
放棄を捧げること、神に献身を捧げることです。犠牲として主に捧げるべきも
のは、エゴ、つまり「私のもの」、という感覚です。ひとたび、あらゆるエゴ
の感覚を主への犠牲とし、主のために放棄するなら、ハートとマインドのエゴ
の属性は清められます。そうすると、神性が顕現できるようになります。
Ｈ ： 次の 10 年間、アメリカのサイ オーガニゼーションは霊的な組織であり続け
るのですか？ それとも、存在形態を変えて、セヴァ第一の組織となるのです
か？
サイ： オーガニゼーションは霊的組織であり続けますが、いくつかの変更を加えま
す。大きな変更ではありません。神への信愛〔バクティ〕です。あらゆるエゴ
の傾向を神への犠牲にすることでマインドとハートを浄化することが、アメリ
カのサイ オーガニゼーションにおけるサイの帰依者の目的と修行になります。

Ｈ ： スワミ、ここ数年、首が痛むのですが、医者には何もできません。どうした
らいいでしょう？
サイ： （手でヒスロップの首を擦りながら）何もしないように。スワミが引き受け
ましょう。
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Ｈ ： どう答えたらいいか、わからない質問がいくつかあります。今の瞬間を生き
るということについてですが、これはどういう意味ですか？
サイ： それらは、よくある質問です。カストゥーリに明日の朝ここに来るよう頼み
なさい。私がそれらの質問に答えましょう。

１９８４年 １０月２３日
ババとのインタビュー、カストゥーリ氏による通訳
Ｈ

： ババ、ホワイトフィールドの病院に寄付をしてもいいですか？

サイ： なぜだね？
Ｈ

： あそこで手術をしてもらいました。

サイ： いいえ、必要ありません。あれは私たちの病院であり、すべて私たちのもの
です。必要ありません。

Ｈ ： スワミ、国内を移動しているとき、私は質問をされます。なかには、私が答
えを知らないものもあります。いつも出てくる質問の一つは、自由意志のこと
です。人には、神か世間かを選ぶ自由意志があります。しかし、その一方で、
ババは一目で過去と現在と未来をご覧になります。それでは、自由意志はどう
存在し得るのでしょうか？
サイ： その視点から見れば、すなわち、神から見れば、自由意志はありません。な
ぜなら、すべてが神だからです。けれども、個人のエゴの視点から見れば、自
由意志はあります。全体的な法則があり、それから、個人や社会があります。
個人は社会の中で自分の自由意志に応じて行動しますが、その一切は全体的な
法則に従ったものです。個人は行動をせざるを得ないものであり、個人の行動
は本人の心の働きです。思考が存在します。思考は種です。それが芽を出して、
行動になります。そのとき、その行動は、本人にとっては自由意志のように見
えます。人は皆、知性や理性やエネルギーといった、技能と能力を授けられて
います。それらは日常生活の活動で使われなければいけません。
Ｈ

： スワミ、多分、私はそれを理解して、説明することができるでしょう。
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（翌日、このインタビューについてカストゥーリ氏と語り合ったあとで、私は、個
人については以下に要約されるように思えた。個人は、どんな時でも自分の能力や力
量に応じて行動する。もし、ヴェーダーンタ〔ウパニシャッドの教え〕を知らず、バ
バの話を聞いたことがないなら、その人は、自分は自分の好みや意志に従って自由に
行動していると感じる。一方、神の他には何も存在しないという確信に到達した人は、
自分がしていることの一切は神に促されていると感じ、それゆえ、自由意志の疑問に
は悩まされない。
）

Ｈ

：

スワミは、
「人が今の瞬間に生きるなら、心は自ずと定まるだろう」とおっ

しゃいました。今の瞬間に生きるとは、どういう意味ですか？ どうすれば人
は今の瞬間に生きることができるのですか？
サイ： 過去は過ぎ去ったことであり、未来はここにはなく、今の瞬間があるのみで
す。未来を案じることなく、今を完全に生きなさい。
Ｈ ： しかし、スワミ、人は行為の結果を判断するために、先を見なくてはなりま
せん。
サイ：

なぜだね？ 今を生きなさい。自分の一番善い感情と思考に従って行動し、

心配しないでいなさい。
Ｈ ： しかし、スワミは、クリシュナがアルジュナを選んだのは、アルジュナには
先見の明があり、結果を先読みしたからだと、おっしゃいました。
サイ： アルジュナのことを考えるのは、やめなさい。アルジュナは身内の心配をし
ていました。
Ｈ

：

しかし、スワミ、私がアメリカン カウンシルの用件で動くとき、私は結果

を考慮してから行動を起こさなくてはなりません。それは、今の瞬間を生きる
ことと合致しません。
サイ： だが、それは義務です。義務においては、先を見据えて、結果を推し量らな
ければいけません。
Ｈ

： ああ、そういう意味ですか！ わかりました。

Ｈ ： もう一つの質問です。活動が生じるのは、
「ババのおかげ」でですか？ それ
とも、
「ババによって」でしょうか？ つまり、活動は太陽の光のおかげで為さ
れますが、太陽は行為者とは見なされません。一方、私たちの活動については、
スワミが行為者であると言われています。
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サイ： 太陽は光を与えます。しかし、太陽は仕事もします。たとえば、太陽は植物
の生命に変化をもたらします。
Ｈ ： それは、行為者はスワミであり、私たちの人生における実際の実行者だとい
う意味ですか？
サイ： あなたは道具で、あなたを活動のための道具として使うことによって、サイ
が行っていると考えなさい。
Ｈ

：

それは、自分たちが行っていると考えるのは愚かなことである、なぜなら、

実際は、行為は神によって促された結果なのだから、ということですか？
サイ： そうです。行為は神によって促される。
Ｈ ： しかし、スワミ、実際問題となると、それがはっきりしません。私は病院に
寄付したいと思っていた小切手を持ってくるのを忘れてしまいました。私はこ
このベランダに着いてからそのことを思い出し、部屋に戻って取って来なけれ
ばと思いました。部屋に戻るという行動は、ババによって促されたに違いあり
ません。しかし、ババは私に小切手を取りに戻るよう促した後、小切手を受け
取るのを拒否なさいました！ 働いている原理原則がよくわかりません。
サイ： そういうやり方でのみ、スワミがそういったことをどう見ているのかを、あ
なたに教える機会が設けられたのです。あなたが愛から小切手をくれたなら、
おそらくスワミは受け取ることができたでしょう。けれども、あなたは手術の
お返しとして渡そうとしました。しかし、あなたは家族で、家族の中では支払
いはありません。家族以外の仕事には、雇用と支払いがあるでしょう。
Ｈ

： ですが、私に小切手を取りに戻らせたのは、スワミだったのですか？

サイ： そうです。あなたを促していたのはスワミです。
Ｈ ： スワミ、小切手の教訓は習得しました。これは、自分は家族だという気持ち
でいる代わりに奉仕への支払いをするという、非常に明らかなケースです！
これからは、私によって為されることは何であれ、ババによって促されている
のだと受け取ることにします。
サイ： それが正しい態度です。それが正しい方法です。
Ｈ ： しかし、それだと、人は、自分には意志決定はなく、だからスワミが自分を
動かしてくれない限り、自分は座って何もしないと言うことができるのではな
いですか？ 人は怠け者でいることを選べるのですか？
サイ： そうです。人は怠け者でいることができます。
Ｈ

： サイの促しによって？
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サイ： そうです。

Ｈ

：

「私」を作り出しているのは、夢を見る、目覚めている「私」ですか？ そ

れとも、夢を見ている状態が夢の中の「私」を作り出すのですか？
サイ：

目覚めている状態でも、夢を見ている状態でも、熟睡状態でも、「私」は一

人しかいません。

Ｈ ： スワミ、この世界の生命体にとってのゴールは、神に帰融することです。こ
の広大な宇宙の他の場所での生命体の目的は何ですか？
サイ： すべての生命体は神に向かって流れていると言っていい。池の蛙や虫でさえ
も。
Ｈ ： しかし、スワミ、それらは、この世界の生命体です。私が意味したのは、宇
宙のどこかにいる生命体のことです。
サイ： この世界には二極があり、したがって、せめぎ合いがあります。しかし、そ
こでさえ、昆虫や小さな生物は、「すべて順調だ、自分は幸福だ」と感じなが
ら池の中で生きているかもしれません。宇宙の生命体についての質問は、あな
たが自分の特定の状況を投影するから生まれるのです。そうした在り方は自分
にとって耐え難いので、あなたは生命の他の在り方は耐え難いだろうと感じま
す。たとえば、熱く燃える太陽の中でも生物は生きています。その生命体は、
あなたが耐え難いだろうと考える状況の中で生存しています。宇宙のどこか他
の場所でも、生命体は、自分は神である、神と一つであると感じ、まったく幸
せで、すべてが順調だと感じています。
Ｈ

： そうであるなら、この世界はとても特殊な場所です！

サイ： そうです。この小さな惑星、地球は、非常に特別です。宇宙の中でも特異で
す。これは非常に重要な話題です。非常に大きな意味があります。地球の謎を
理解できる人は本当に偉大です。その人は無限です。
Ｈ

： 地球の謎は、ババの神聖な御教えの中で解き明かされるのですか？

サイ： スワミはその謎を解き明かすことができます。
（翌日のカストゥーリ氏との談話では、氏が思うに、スワミが言及した地球の謎と
は、広大な宇宙の中で地球を特異なものにしている五つの要素（空間、風、火、水、
地）の驚くべき構成のことだという。次にインドに来たときに、地球という惑星の謎
とはどういう意味なのか、スワミに尋ねる機会をうかがうつもりである。
）
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Ｈ ： 誰もが自分を意識しています。自分という意識、自分という存在の意識です。
その意識が土台なのですか？ それとも、それ以前に何かあるのですか？
サイ： その意識は二番目です。最初は神の意識です。神の意識が土台です。
Ｈ ： 混乱の源は、あらゆるものが心〔マインド〕の創造物である、ということに
ついてです。誰の心の創造物なのですか？
サイ： そう、心です。
Ｈ

：

しかし、スワミ、そのようなことがあり得るでしょうか？ 私の心が、戦争

と、戦争の恐ろしさの一切を創り出しているのですか？ 私の中には、そのよ
うな行為は見つかりません。
サイ： あなたが世界のことを考えるとき、あなたにとって世界は存在します。あな
たが世界のことを考えないとき、あなたにとって世界は存在しません。
Ｈ

：

私が世界のことを考えないとき、世界は私の意識の中にはありません！ 戦

争は、私の意識に応じて存在するのですか？ しかし、戦争には始まりがあり
ました。どうやって、その始まりが、私の心だけに起因とすることができるで
しょう？
サイ： あなたの段階では、このことを理解するのは不可能です。心が存在している
限り、心とその活動を明確に理解するのは不可能です。思考が止まれば、心は
なくなります。心とは、思考の束のことです。思考に従わずにいなさい。そう
すれば、あなたにとって、世界は展開しません。今、あなたの思考はアメリカ
へ行き、そこでの問題へと行きました。しかし、それらはただの思考です。も
し、今、あなたがそれらの思考を追ってアメリカに行けば、思考はあなたのた
めに世界をもたらすでしょう。
Ｈ ： スワミがおっしゃっているのは、人は思考が自分の心を通り過ぎていくのを
静観しさえすればよく、それらについては何もすべきではない、ということで
すか？
サイ： その通りです。心が破壊されると、世界の存在までは明らかになります。神
がいるだけです。神だけです。神にしがみ付きなさい。しっかりと神にしがみ
付いていなさい。そうすれば、心の問題は解決するでしょう。
Ｈ ： スワミ！ 私は神にしがみ付きます！ 私の思考は、いつもスワミのことです。
私は常に、スワミを、どこか他の場所ではなく、私のハートの中にいるものと
見なしています。けれども、私の心は破壊されません。
サイ： それはやって来ます。そのことに対する強い自信を持つことが大切です。
Ｈ ： 私にとって、私の心が私の個人的な世界を創り出すのを見ることは、問題あ
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りません。つまり、私がカストゥーリ氏とスワミを知っているのは、ただ感覚
器官が心にメッセージを中継しているからであり、それが概念を形作り、カス
トゥーリ氏とスワミを外在化しているのです。しかし、戦争のような、外の大
きな創造物のことは、私には理解できません。
サイ： 心が破壊され、世界が去るとき、神もまた存在しません。

（今、夕方のバジャンが始まり、まだ多くの質問を尋ねることができないまま、イ
ンタビューは終わった。願わくは、次の訪問の際、再びスワミが時間を割いてくれる
といいのだが。
）
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日付不明の対話 （１）
（次の対話は 1977 年以降のものだが、録音した日付は書きとめていなかった。
）
Ｈ

： 社会への義務とは何ですか？

サイ： 他人の自由を否定しない方法で、あなたの自由を行使することです。たとえ
ば、教師が教室を出て行く自由は、その教師の生徒たちを教える義務しだいで
す。政治家が立候補する自由は、その政治家の国民に仕える能力しだいです。
Ｈ

： 社会への義務は共通のもので、万人を拘束しているのですか？

サイ： もし魂〔アートマ〕に頼って生きているなら、その人には社会への義務も責
務もありません。
Ｈ ： 魂に頼って生きるということは、神への完全な信心を持って、神に完全に依
存していなければならないのではありませんか？
サイ： 神への信心は単独のものであり、理性によって得ることはできません。信心
は、あるか、ないか、どちらかだけです。信仰心はサーダナを通じて生まれて
きます。

サイ： なぜ人は幸せでないのですか？
Ｈ

： それは人が神に完全に全託していないからです。

サイ：

全般的に言えばそうです。しかし、直接的な理由は何でしょう？ その理由

は、人が今を生きていないからです。若い人は将来のことを考えます。年寄り
は昔のことを考えます。ここにいる間、あなたは、世の中のことや、サイ オー
ガニゼーションのことは考えません。現在だけにいなさい。スワミのことだけ
を考えて、幸せでいなさい。
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日付不明の対話 （２）
Ｈ

： スワミ、私は何かを理解したいのでしょうか？

サイ： ヒスロップ、あなたは優れています。進めば進むほど、あなたは理解するこ
とに興味がなくなっていきます。なぜなら、あなたにはわかると思いますが、
理解するということの中には、
「理解する者」と「理解される物事」が存在し
ます。これは、二元性、つまり、偽り、本当でないものです。唯一実在するも
のは神です。すべては神です！ それ以外のすべては神です！ ですから、こう
した理解のすべて、この学びのすべては、二元性とかかわりを持たざるを得ま
せん。

（神に融合すると、私たちは想像の産物である個性を失って神となる。さて、神を
理解するためには、神にならねばならない。なぜなら、人が思考するときに伴うマイ
ンドは、以前にではなく、以後に生じるからである。それゆえ、言葉がマインドを越
えることはできない。そして、神はマインド以前に存在する。そのため、スワミは言
う。
「マインドについて悩みすぎてはいけないが、無執着になるための修行を積み重
ねていくべきである」と。無執着を身に付けずして、神を理解し、神我を顕現させる
ことは不可能である。そして、無執着はこういったことを考えることを通じて生じる
のだ。
）
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編集者との対話
（以下は、ボンベイ〔現ムンバイ〕にあるブリッツ パブリケーションの上席編集
員、Ｒ.Ｊ.カランジアによるものである。
）
ＲＪ： スワミジを批判する人たちは、どうしてサイ ババは、サンカルパ シャクティ
〔神の意志の力〕を使って、干ばつのときに雨を降らせたり、飢饉のときに食
べ物を物質化して苦しんでいる人たちを助けたりしないのか、と尋ねます。ア
ヴァターには、人間が自然の力を抑えて、地震や洪水、干ばつや飢饉や伝染病
といった災害を防ぐことができるよう、助けることはできないのですか？
サイ： これから話すことが、まさに、そうした災害を克服するために、人の内に宿
る神として化身することによって、私が行っていることです。アヴァターには
人を助けることのできる二つの方法があります。一方が瞬時に解決する方法で
あるのに対して、もう片方は長い時間をかける方法です。
瞬時の解決策を用いれば、自然そのものの根本的な性質にも、因果応報とい
うカルマの法則にも反することになります。大多数の人は、カルマの法則に支
配された、欲とエゴに満ちた俗世に生きています。その人たちは自らの行為の
報いを受けます。これはその人たちに進化や退化をもたらします。もし、その
人たちの問題を即刻解決するためにアヴァターが介入したなら、すべての行為、
進歩、そして、進化すら停止してしまうでしょう。この解決策を認めることは
できません。なぜなら、これは自然の法則をことごとく無視しているからです。
もう一方の、より効果的な方法は、長期的な解決策であり、それによってア
ヴァターは、人が霊性の法則の真理を理解することができるよう、人を高次の
意識レベルへと導きます。そうすることで、人は正義へと向き直り、より良い
状態になるためにしっかりと働くことができるようになります。この方法は、
人を、自然、および、因果応報という元のカルマの法則へと結び付けます。す
ると人々は、今、自分たちが被害者として巻きこまれている因果応報のサイク
ルを超越し、それによって、あなたの言ったような災害を未然に防ぐことがで
きるよう、自然の力を抑えるようになるでしょう。
ＲＪ： つまり、あなたは、今、人類が自らの運命を制することができるよう、人類
の意識を神に近い状態に引き上げているということですか？
サイ：

その通り。人類は私のサンカルパ シャクティ（神の力／宇宙エネルギー）

のシェアホルダー〔分かち持っている者／株主〕です。私は人類を通して働き、
人類に宿る神を目覚めさせ、人類が自然の法則と力を支配することができるよ
う徐々に人類をより高次の実体へと進化させなければなりません。もし、私が
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何でも即座に治して人々を今のレベルに留まらせていれば、人はすぐに、すべ
てをめちゃくちゃにし、また互いにいがみ合い、その結果、世界は前と同じ混
沌とした状態になってしまうでしょう。
苦難も困難も、宇宙のドラマの避けることのできない一幕です。そうした災
害は、神が定めたものではなく、人間が自らの悪い行いの報いとして招いたも
のです。それは人間を矯正するための罰です。そうした罰は、人間が「サット・
チット・アーナンダ」
〔実在・純粋意識・至福〕、すなわち英知と至福を有する
神に近い状態を体験できるよう、人々に悪の道を歩むのをやめさせ、正しい道
へと連れ戻します。これらはすべて、大いなる統合の一部であり、そこではネ
ガティブなもの〔負／陰〕はポジティブなもの〔正／陽〕の栄光に服従します。
そのようにして、死は不死を称え、無知は英知を称え、苦は至福を称え、夜は
夜明けを称えます。
ですから、結論として、もし、あなたが言ったように、即時の終焉をもたら
すためにアヴァターが災難を引き起こすとしたら――私にはそれができます
し、どうしても必要とあらばそれを行いますが――カルマの法則にのっとった
創造のドラマ全体が崩壊してしまうでしょう。そうした災難は、神が人間にも
たらしたものではなく、まさしく人間が人間にもたらしたものであるというこ
とを覚えておきなさい。ですから、人間は、カルマ的なものを超越して指揮権
を持つことができるよう、エゴを滅ぼし、代わりに超越的な意識を持つことに
よって、自らを壊して作り変えなければいけません。
ＲＪ： では、あなたの目標は、愛の教義によって人類の兄弟意識を達成することで
あると集約できますか？
サイ：

ええ。他の何が世界を核融合の炎から救うことができますか？ すべてのも

のが、その大火がやって来るという恐怖を指し示しており、私の使命は、ダル
マを復興させること、および、一つの人類を抱擁する、一つの神、一つの宗教、
一つの言語という霊性の法則を復興させることによって、その大火に先んずる
ことです。
私は、万人に愛というただ一つの宗教を説いています。それのみが、人を神
の父権の下なる人類の兄弟愛に溶け込ませることができます。私が知っている
のは、一つの言葉、ハートの言葉だけです。それは心〔マインド〕や理智を超
えて、人と人、人類と神とを結びつけ、それによって、相互理解、協力、そし
て、平和と調和に満ちた地域社会が作られます。私はその基盤の上に、宗教、
カースト、その他の障壁のない、普遍的な愛の帝国の中にある、一つの人類を
築きたいのです。それは、私の帰依者たちに全世界は自分の家族だと感じるこ
とを可能にさせます。

62

続・バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババとの対話

ＲＪ： よくぞおっしゃいました、ババ。しかし、このヒンドゥー教志向のダルマは、
既存の宗教と相反しませんか？
サイ： いいえ、そのようなことは一切ありません。なぜなら、私の目標は、サナター
ナ ダルマ〔古来永遠の法〕を打ち立てることであり、それは諸宗教の創始者
たちすべてが歓心を得ようとした存在である、一つの神を信じることだからで
す。ですから、誰も自分の宗教や神を捨てる必要はなく、その宗教や神を通し
て、すべてに内在する一つの神を崇拝するのです。私は、妨害や破壊をするた
めに来たのではなく、自分の信仰を持つすべての人を確認するため、そして、
その人たちの名誉を回復するために来たのです。
ＲＪ： しかし、それがどう核のホロコーストを防ぐのですか？
サイ： あらゆる原因、根源、障壁を取り除くこと、階級、カースト、宗派、皮膚の
色、人種の挑発を取り払うこと、今ある憎しみと暴力を愛と非暴力に置き換え
ること、によってです。私は、共倒れによって死へとエスカレートしている現
在の状況に取って代わる、平和的協力の福音を人類にもたらすつもりです。
ＲＪ： ありがとうございました、スワミジ。私の用意した多数の質問すべてにお答
えくださるとは、まったく思っていませんでしたので、なおのこと感謝いたし
ます。

（シュリ カランジアとの論じ合いの中で、ババは、たとえその手は見えなくとも、
神は時には人間の問題に介入するし、さらには、人間と他の生命を絶滅から救うため
に、事が起こる前に介入することもある、ということを私たちに知らせてくれた。さ
らに、もし神があらゆる苦痛と不公平を直ちに止めてしまったら、すぐにまた同じ状
況が生じるであろうということ、そして、恒久的な変化は、人類が自らの意識を現在
よりも高いレベルに引き上げたときにのみ起こり得るということを、ババは指摘し
た。
）
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内なる声について
Ｈ ： ババは、良心は神の声だとおっしゃいますが、そんなことがあり得るでしょ
うか？ 何百万人もの人が宗教的な虐殺によって殺されましたが、虐殺をして
いる人の“内なる良心の声”が、「あなたのやっていることは正しい」と言っ
ているというのです。
サイ ： それは違います。そのような場合は、その人が外からの考えや概念を受け
入れたということです。もし、立ち止まって、他人から得た考えや概念を一切
捨てて、内を向いて自分の良心に尋ねれば、本当の答えが浮かんで来るでしょ
う。

（しばらくの間沈黙し、10 分か 15 分ほど全力を傾けてババのことを思い、問題を
ババに手渡すようにと、ババは述べている。すると、じきに頭がクリアになって、何
が最善の策なのかわかるのだと、ババは請け合っている。これは、サティヤ サイの
熱心な帰依者たちが実際に経験したことである。
）
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１９８９年 ３月４日
Ｈ

：

たぐいまれ

もしこの世界が 類 稀なものであり、宇宙のどこにも同じような場所がない

としたら、この世界に住んでいる者の運命も、同様に類稀なものに違いありま
せん。人間の運命とは何ですか？
サイ： 人間の運命は、自らの源に戻り、その源に融合することです。
Ｈ ： この世界が類稀なものであるならば、ことによると、世界は偶然にできたの
ではないですか？
サイ： いや、偶然ではありません。
Ｈ ： もし宇宙には人間に匹敵する生物がいないとしたら、人間以外の生物の運命
は、人間の運命とは違うのですか？
サイ： いいえ、すべての生命体の運命は同じであり、神に帰融することです。雨粒
はどこに降ろうとも最終的には源である海に帰融するのと同じです。
Ｈ

： 人類はどう違うのですか？

サイ：

人間だけが理智と良心を持っています。理智と良心を用いることによって、

人間は完全に覚醒し、自分は神だということを悟ることができます。たとえ姿
形を持って顕れた神が倒れても、やはり人は自分というものを悟るために再び
人間としての生を求めなければならないでしょう。
Ｈ ： もし宇宙の他の生物に理智（ブッディ）と良心がないならば、どうやって自
分の運命を悟ることができるのですか？
サイ： それぞれが、運命をまっとうするための独自の方法を持っています。人間に
は人間の方法があるのと同じです。人間は、自分について何を知っているかに
基づいて、推測し、判断します。人間には、自分とは違う環境で生きることは
不可能に思えます。しかし、その一方で、想像もつかないような灼熱の太陽の
内部で、数え切れないほどの生物が実際に生きています。他にも、多数の生物
が氷の冷たさの中で生きています。この今という瞬間にも、（そう言いながら
ひじかけ

スワミは玉座の肘掛にご自分の親指をグッと押し付けた。）数え切れないほど
の生物が存在しています。命は、宇宙中あらゆる所に存在しています。神がい
るところには命があります。
Ｈ ： 地球については、何かあるように思われます。つまり、ここの生命体は様々
な角度から違っていると。スワミが、すなわち、主ご自身が、ここの生命体に
際立った注意を向けていらっしゃいます。宇宙のどこか他にも、ババがこれほ
ど際立った注意を向ける必要のある場所は存在するのですか？
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サイ： 神が「存在しているという状態」から離れては、生命は存在しません。神は
いつでも、どこにでもいます。人間は人間の姿をした全能者である神を見ます
が、神は蛙には巨大な蛙の姿で現れる、といったことです。
Ｈ ： 私にはまだ、他の生物がどうやって自分の運命を悟るのか、よくわかりませ
ん。理智と良心という道具を持たずに。
サイ： 他の生物は、自分の運命をまっとうすることについて心配しません。自然の
中で幸せに生きます。たとえば、魚は水の中で生き、戯れ、それ以外を望みま
せん。宇宙の至る所で、生き物たちは、自分に本来備わっている類稀な本性を
通じて自分の運命をまっとうします。人間だけが、自らの人間性を越えて、自
覚を持って自分の神性を悟ります。

Ｈ ： スワミ、私が繰り返し聞かれる質問があるのですが、私はそれに答えること
ができません。それは UFO について、他の惑星から私たちの所に来ている存
在についてです。これはアメリカで大騒ぎになっていることです。本も出てい
て、それが正しいことを証明する様々な証拠もあります。
サイ： ただの空想です。
Ｈ ： しかし、スワミ、証拠があります。政府の手元には墜落した宇宙船の金属片
があります。資格を持った有能な専門家が体験者たちを調査しましたが、作り
話をしているわけではありませんでした。私がすべては空想だと言っても、質
問してきた人たちはそれを受け入れられないでしょう。
サイ： そうであっても、空想は空想です。空想は物質的な証拠を写し出すことがで
きます。生命はあらゆる場所に存在し、それぞれの社会にはそれぞれの文明が
あります。彼らは、地球にも、地球の文明にも、まったく興味はありません。
彼らは地球を訪れません。
Ｈ ： では、スワミ、私は質問者たちに、
「UFO と宇宙からの訪問者は存在しない
わけではないというあらゆる証拠があっても、すべては空想の産物であり、空
想にすぎない」と答えるべきなのですか？
サイ： それで問題ありません。あなたは称賛を味わうことができます。
Ｈ ： そんなことはありません、スワミ。それで称賛を受ける人などいません。し
らっとした空気が漂うだけです。誰もいなくなります。
サイ： あなたが称賛を受ける必要はありません。あなたはそれを、あなたが見てい
る出来事の非個人的な動向の一部としてとらえなさい。
Ｈ

： 私が眺めている出来事は私ではない、ということですね。
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サイ： その通り。

Ｈ ： スワミが私に強力な視力を与えようとおっしゃったとき、それはどんな視力
を意味していたのですか？
サイ： 一切の視力です。肉眼の視力も、智慧もです。私は、あなたが誰の肉眼の視
力にも、智慧にも頼らなくなるのを見るでしょう。

Ｈ ： スワミジ、ビクトリア〔ヒスロップ夫人〕の病気について、私が伝えること
のできる励ましの言葉はおありでしょうか？
サイ：

（ババは手を動かしてリンガムを物質化した） ごらんなさい。これは半分

ずつ異なっています。片側はあなたの目です。もう片側は奥さんの病気です。
体のメカニズムに悪いところはありません。感染だけです。このリンガムに少
しの水を注ぎ、その水を飲みなさい。それから、その水を両目に一滴ずつ差し
なさい。
Ｈ

：

スワミジ、今、この瞬間に、私は命を、個人という概念を、明け渡します。

私がまた生まれ変わってくる必要がないようにと祈ります。
サイ： もう一度生まれ変わってくることは、あなたにとってベストなことです。
Ｈ

： まだ自由になれないのですか！

サイ： そう、もう一度生まれ変わってくることがベストです。そうすれば、あなた
は完全な、最終的な解脱を得るでしょう。
Ｈ ： しかし、スワミ、私はまた青年期を通り抜けるのは嫌です。青年期は、いい
経験ではありません。危険で難しい時期です。
サイ： 来世は、今生よりも、いい人生になるでしょう。未来のことを考えて時間を
無駄にしてはいけません。リンガムはどこですか？
Ｈ

： ここです、スワミ。

（スワミはリンガムを取って、部屋の中にいる他の人たちに見せた。それから、ス
ワミの手からリンガムが消え、手にはシャクティ〔シヴァ神の妃である女神〕とシヴァ
神のシンボルがあった。ババは次のように言った。
）
サイ： これは始まりと終わりで、とても神聖なものです。土台はシャクティで、残
りの部分はシヴァです。リンガムと、これと、どちらがいいかね？
Ｈ

： スワミ、どうして選べるでしょう？ よくわかりません。
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（すると、シャクティとシヴァのシンボルは消え、リンガムが再び現れて、ババは
それを私に手渡して戻した。
）
サイ： あなたは心を決められなかった。待ちすぎです。
（ババは私に、もっと大きなリンガムのほうがいいかと尋ね、その直後にシャク
ティとシヴァのシンボルを物質化した。
）
Ｈ ： わかりません、スワミ。スワミは私に必要なものをご存知です。スワミがお
決めになるべきです。
（それからスワミは、シャクティとシヴァのシンボルを私から持ち去り、その場に
いた別の人たちといくらか会話をした。その後、少し沈黙があった。
）
スワミ、リンガムと、シャクティとシヴァのシンボルと、両方を持てないでしょ
うか？
（サイは笑って、私の額をつつき、それから言った。）
サイ： 両方！ 貪欲だ！
（それから、スワミは玉座に戻って座り、にっこりしながら手を動かした。すると、
シャクティとシヴァのシンボルが再び現れた。スワミはそれを私に持たせ、笑顔で
言った。
）
見なさい。これは願望成就の木です。あなたが何を望んでも、それが得られ
るでしょう。

Ｈ ： スワミジ、いくら信愛〔バクティ〕が深くなっても、理性がまだ理解したが
ります。
ひ たむ

サイ： 信愛が直向きさを増すと、理解したいという願望は続かなくなります。理解
したいという願望は、もうなくなります。あるのは信愛だけです。体は数日存
続するのみで、至福だけです。あらゆる側面が至福。至福だけになります。一
つだけ、至福の海だけです。

Ｈ ： スワミジ、私は、内面に注意を向けると、神も「私」も見つけられない状態
になります。焦点もポイントも見当たらなくなります。この状態は、私の最も
幼い時分の記憶にもあり、それ以来、何も変わっておらず、何も学んでいませ
ん。私の次のステップはどうあるべきでしょうか？
サイ： それは、とても善いことです。ただそれを続けていきなさい。ヒスロップも
いず、神もいない。その状態はサマーディ〔三昧〕と呼ばれます。それは正し
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いものです。
Ｈ ： 内なる自分を見つめ、ちょうど意識の表面を少し越えると、私ではなくスワ
ミがいるようなのですが。
サイ： それは永遠ではありません。それは来ては去ります。定まってくると、それ
はスワミだけになります。

サイ： 昨日の、外国人に向けた話で、あなたは人々を混乱させた。
Ｈ

： どのようにでしょう？ スワミ。

サイ： あなたは彼らの理解を超えた観念を語りました。彼らはあなたの言ったこと
をもとにして質問してくるでしょう。そうして、さらなる混乱が作られます。
あなたの理解力はとても高く、彼らの理解力はとても低い。彼らはスワミの教
えを知る必要があります。理解を超えるような概念を知るのではなく。あなた
の返答には大きな価値がありますが、彼らの理解力を超えています。グループ
のレベルを見極めて、そのレベルでスワミの教えを話しなさい。
Ｈ ： しかし、スワミ、もし自分が理解していることを話さないとしたら、その人
たちを騙してしているような気になります。
サイ： それは彼らに必要な薬ではありません。それは、あなたの薬です。彼らには
彼らのレベルに合った言葉でスワミの教えを話してもらう必要があるのです。
Ｈ

： よくわかりました、スワミ。次回はもっと上手くやります。

Ｈ ： ところで、スワミはこの小部屋におられ、レクチャールームはずいぶん離れ
ています。この部屋で見えるのは壁だけです。
サイ： そう、壁だけです。しかし、スワミには千の耳と、千の目があるということ
を知らないのかね？ スワミはすべてを聞き、すべてを見ています。
Ｈ ： しかし、ババはどの側面において、すべてを見、すべてを聞いていらっしゃ
るのですか？ イーシュワラ〔シヴァ神／至高神／主〕の側面ですか？
サイ： スワミは、普遍意識として、すべてを見、すべてを聞いています。
（スワミが、普遍意識として、すべてに気づいていて、すべての質問と回答を聞き、
人々の多様な心の反応を知っていた質疑応答は、マンディールのインタビュールーム
から 300 ヤード〔約 274 メートル〕ほど離れていた。）
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（翌日）
Ｈ ： スワミ、私は、昨日のイタリア人たちに対しては、いくらかましでしたか？
サイ： ええ、ましでした。あなたはスワミの教えを話しました。一人の人がイエス
について語られたことに混乱しました。それと、言葉の問題がありました。
Ｈ

： ええ、スワミ。英語を話したのは通訳者だけでした。

サイ： 何人いたのかね？
Ｈ

： おそらく 50 人くらいだと思います。

（私がイタリア人グループに会ったのは 25 号シェッドで、マンディールのスワミ
の部屋からは、だいぶ離れていた。シェッドとマンディールの間には、数階建の住居
棟がいくつもある。
）
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１９９０年 ２月１７日
午前８時３０分ごろ、スワミに呼ばれる
サイ： 何かね？
Ｈ ： スワミ、解脱というものが、よくわかりません。その概念の価値は、どのよ
うなものであり得るのでしょうか？ 常に、現れが存在します。もしヒスロッ
プの姿でなければ、別の姿があります。
サイ： 意識する存在がいます。それから、自覚、すなわち、普遍的な意識です。そ
れが解脱です。
Ｈ

：

スワミ、私が観察するとき、私は、経験の意識たるものが、物事――恐れ、

喜び、怒り、見ている出来事、自分に起こっている出来事――を意識している
場を横切っていくのを見ます。しかし、それと同時に、それを見ている存在、
見られている物事に影響されない存在がいます。しかし、このすべては、意識
している状態が分割された一部なのではないでしょうか？
サイ： そうです、混合はあり得ます。意識と混合して、行きつ戻りつ、ごちゃ混ぜ
に見ています。けれども、そこには、清らかで汚されていない、目撃というも
のも存在していて、それ自体が解脱です。
Ｈ ： スワミ、目撃は目撃であり、起こっていることとは無関係である。これは正
しいのですね。であれば、経験することから離れたままで、目撃を観察し続け
ること、見続けることは、正しいことなのでしょうか？
サイ： ええ、それは善いことです。それは正しい方法です。あなたのサーダナにつ
いては、また話しましょう。

１９９０年 ２月１８日
（1990 年 2 月 18 日、バジャンの前の、午前 8 時 10 分ごろ、スワミは私と新しい
通訳者を中に呼んだ。腰を降ろすとすぐ、私はスワミにメモを 3 枚手渡した。1 枚目
は 2 月 23 日の夜のボンベイ行きの便についてだった。フライトはキャンセルとなり、
私は一日早く発つべきかどうか迷っていた。ババは、少しの間メモを見て、それから、
元の計画を続行すべきだと言った。次のメモは、セントラル オフィスが私に講演を
依頼してきたことだった。スワミは、するようにと言った。最後のメモは、サティヤ
サイ ブックス アンド パブリケーションズ トラストの主幹、シュリ P．K．スリに
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関することだった。スワミは「イエス」と答えた。
）

サイ： アメリカのサイ センターはどうですか？
Ｈ ： 遅いです、スワミ。かろうじて 100 ちょっとですが、300 から 400 はあるべ
きです。
サイ： 成長が遅い一つの理由は、ヒスロップの規律が、あまりにも手厳しいことに
あります。サイ オーガニゼーションは、穏やかさ、優しさ、愛、調和を通し
て働きます。アメリカでは、人々は率直で、強い意見や見解を持っていて、そ
れらは、しばしば手厳しくもあり、同じような手厳しい支配をもって立ち向か
われると、対立が起こり、進歩と向上は止まります。説得は、穏やかに、優し
さをもって行うべきです。やがて人々はそれを受け入れ、変わり、自分たちが
すべきことをするようになるでしょう。
Ｈ ： スワミジ、何ヶ月もかけて穏やかに説得しても効果がないと、断固とした行
動を取らざるを得ません。
サイ： それは、人々があなたのことを、規律を担う役割にある存在として見ていて、
霊性のリーダーとは見ていないからです。アメリカでは、女性は男のようです。
アメリカ女性は、男がしているのと同じように、強く手厳しい見解を持って人
生に立ち向かいます。あなたは、かなりの霊的な力を持っており、霊的な物事
に関する長きにわたる広い経験があり、自分自身のサイへの信愛については完
璧主義者です。その完璧主義が、帰依者たちには手厳しさに見えます。手加減
しなければいけません。そうすれば、人々はあなたを霊的な人物、霊性のリー
ダーとして見るようになります。そして、サイ オーガニゼーションにとって
不可欠なことをすることに賛成するでしょう。
あなたが規律を敷いて抵抗に遭うとき、それはあなたに影響を及ぼします。
あなたは憂鬱になり、心を乱され、悩まされます。あなたは年を取りつつあり、
憂鬱な気持ちと悩み多き心が、体を蝕みます。体はそれに苦しみ、老化します。
スワミは、あなたのために、あなたに明白な真実を述べます。あなたの家庭で
も、まったく同じ状況が起こります。あなたの奥さんは霊的な女性で、長きに
わたる深い霊的経験を持っています。奥さんは短気で、その気性と悩みが彼女
の健康に影響を与えます。あなたはそれに反応し、それがあなたの健康を損ね
る要因に加えられます。これら一切があなたの霊的な力に影響を及ぼすことは
なく、その力は弱まることなく存在し続けます。あなたは、幸せでいようと決
意しなければいけません。そして、悩みと憂鬱を受け入れたり許容したりして
はなりません。
あなたの霊的な力、あなたの長きにわたる経験、そして、サイへの信愛のゆ
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えに、あなたはアメリカにおける先任の帰依者なのです。サイはヒスロップに
絶対の信頼を置いています。何か組織の問題はあるかね？
Ｈ

：

はい、スワミ。私は責任を負っているので、必要なときには拒否する権限、

必要なときには行動する権限を持つ必要があります。
サイ： あなたには、必要とされることを言う権限があります。そのときには、優し
く、忍耐強く説得しなさい。アメリカに関しての問題は、すべて現地の責任者
と話し合って、全般的な合意にたどり着けるかどうかを見ることができます。
しかし、あなたには、正すべきものに見えることを、言う権限があります。

１９９０年 ２月２１日
（スワミは帰依者の一グループと共に私を中に呼び入れた。私がいくつか個人的に
ババと言葉を交わす順番になると、ババは次のように言った。）

サイ： あなたは善い帰依者です。スワミにはそれがわかっています。あなたにも
わかっています。スワミがあなたのすべての面倒を見ます。幸せでいなさい。
いつ発つのかね？
Ｈ

： 23 日の午前 11 時です、スワミ。

サイ：

その前に会って、奥さんへの特別なプラサード〔神から流れ出る恩寵の意。

神が恩寵として信者に与える菓子などの食べ物〕をあげましょう。
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