無条件の慈愛：すべてのものを結び合わせる光
―臨死体験の光に関する一考察―
斎藤忠資
我々はすでに臨死体験の無条件の光について考察した。1 ) ここでは前の論文を補う形で、
臨死体験の無条件の慈愛の光の特徴についてさらに考察したい。無条件の慈しみの光は臨
死体験のコアである。
①

光は慈愛である。物質の光には慈しみはない。従って臨死体験の光は物質の光ではな
く、人間の心のかかわる意識の光である。代表的な例をあげよう。
「光そのものは慈愛であった。
」2)
「光は純粋で真の慈愛を大量に放射していた。
」3)
「光は慈愛で、命のコアにおける深いものである。
」4)
「光の存在のエッセンスは慈愛、エゴのないことである。」5)
「純粋の慈愛が、光の世界と存在の最上のものである。
」 6)

光そのものは我々が求めている宇宙のコアなのではない。光には物質の光（原爆の光、生
命体の光など）もあり、光自体ではなく、慈愛や安らぎや喜びと言った臨死体験の光に備
わっている属性が本質なのである。
「光と慈しみは私の経験では一つのものである。」７）
「この世の光とは全く異質の光には、完全な理解と完全な慈愛があった。
」８）
② 慈しみこそ全てあり、すべてのものの真の本源であり、すべてのものは慈愛を巡ってい
る。典型的な例を引用しよう。
「すべてのものは慈愛であり、慈愛から作られ、慈愛から由来する。
」９）
「すべてのものは慈愛を巡っている。」１０）
「慈愛は真に問題になっているすべてである。
」１１）
「この世は全面的に慈愛を巡っている。
」12)
「慈愛はすべてのものの源である。
」13)
「臨死体験で一番大切なことは慈しみであることを学んだ。
」１４）
「地上で重要とみなされているすべての事は、全くつまらないもので、慈しみのみが重
要である。」15)
「キーは慈しみであると死んだ祖母は、私が地上に戻る直前に３度言った。」１６）
「慈しみはすべてのものの答えである。
」１７）
「地上の植物が養分を必要としているように、スピリチュアルな命は、神の慈愛を必要
としている。万物は神の慈愛から生まれる。全被造物は愛する能力を持っている。光と

真実と命は皆慈愛の中で作られ、慈愛によって支えられている。神は万物に慈愛を与え、
我々は万物に慈愛を与える。こうして万物は成長する。
」１８）
「それは宇宙の愛であり、愛は宇宙であり、すべてのものの源である。」19)
③

真に存在するものは光の慈愛のみである。物質はすべて消滅してゆく。物質は一時的
に存在するだけである。肉体が死んでも、物質界が消滅しても、光の慈愛は時間を超え
て存続する。代表的な例をあげよう。
「死後存続するものは、互いの結びつきと無条件の慈愛のみである。
」２０）
「永遠に生きる唯一のものは慈愛である。
」２１）
「私は光と一つになった。私の生涯の表面的な部分、つまり私がやり遂げた事や手に入
れたものや身につけた知識などは、その瞬間にその光のエネルギーに飲みつくされてし
まった。ところが周りの人達に無私の愛や気遣いを私が示した時の行為はたたえられ、
虚空の記録に永遠に刻み込まれた。その行為がいかに慎ましやかなものであったとして
も、いかに束の間のものであったとしても、その点は全く問題にはならなかった。
」２２）
「死によって物質はすべて消滅する。ともに持って行ける唯一つのものは、愛のみであ
る。
」
「死ぬ時あなたと共にあるのは、愛のみである。」２３）
「光は“あなたは決して一人ぽっちではない。私はいつもあなたを愛してきたし、これ
からもいつも愛する。何が起ころうとも。
”と私に言った。
」２４）
従って光の無条件の慈愛こそ真の実在である。
「愛のみが存在する。
」２５）
「慈愛こそ全ての基礎である。利己的でない無条件の慈しみこそ、真のリアリティであ
る。それなしには人間とは何かが分からない。
」２６）
「慈愛は全てである。慈愛は全てに打ち勝つ。究極的には慈愛のみが存在する。」２７）
「無条件の慈愛は唯一つの真実である。
」２８）
物質の光には無条件の慈愛はない。光そのものではなく、無条件の慈愛こそがすべての
コアである。闇は光が欠けた状態であり、闇自体は存在する実在ではなく、光によって
できる影にすぎない。闇は慈愛が欠如した状態である。

④ 愛は一人では成立しない。愛とは相手との関係であり、複数のものを互いに結び合わせ
る絆であり、関係のネットワークである。愛は物ではなく、意識の出来事であり、主体
として経験できるクオリアである。
（安らぎや喜びなどと同様に）二つの石と二本の木
の間には、何の関係も結び付きもない。動物の場合には同じ群れや親子兄弟同士の間に、
関係と絆が生まれる。人間になると、家族や恋人や友人や同じ仲間同士の間での関係と
絆は、動物以上に緊密なものとなる。これは人間として共通の本性であり、宗教を前提
としたものではない。臨死体験の光の世界では、光の無条件の慈愛によって、すべての
ものが完全に互いに結び合わされ、分離できない仕方で一つの全体として一体になって
いる。(万物一体と統合的全体意識) 光の慈愛は時間と空間や物質 (肉体)の制約を超え

て、一つに結び付ける。(非局所性) すべての部分(個)は個性を持ちながら、全体とし
て一体になっている。それは完全に調和している音楽に似ている。またそれは文字を結
合して、一つの詩にまとめ上げている眼には見えない関係のネットワークに似ている。
部分(個)は分節できるが、全体から切り離された部分(個)と言うものは存在しない。光
の世界には、部分(個)の間に分離や境界と言うものは存在しない。典型的な例を引用し
よう。
「愛は宇宙のすべての分子を結合するエネルギーに似ていた。万物は愛を通して、我々
が体験するエネルギーを通して結合している。
」２９）
「そこには愛があった。我々は皆愛によって結合している。愛は命である。宇宙のすべ
ての原子も皆、愛によって結合している。
」３０）
「愛に満ちた光が、この世界の全てを一つに結合している。
」３１）
「光の世界では、私は他の光の存在達と一体であり、すべてが一つである。それは完全
な慈愛である。」３２）
「魂は至高のエネルギーの愛によって結合されている。
」３３）
「大気圏を上昇し、星々や銀河を見たとき、完全な慈愛を感じた。すべてのものが完全
で、安らぎで満ちていた。すべてのものは結合してひとつであった。
」３４）
「光は無条件の慈愛を備え、すべては境界のない一体性をなしている。」３５）
「霊の無条件の慈愛によって、宇宙の生き物は皆リンクしている。我々を包んでいるの
は、一つの霊的存在のスパーク。それは我々の内にもある。
」 36)
「物質、メンタル、感情、霊の区別はなく、光によってすべては一つ、すべての感覚は
一つ。私は宇宙と一つになり、万物は一つになる。
」３７）
「我々は皆たがいに結合している。私は万物と結合している。我々は皆無条件に愛され
ている。
」３８）
「光は慈愛であり、身体のない私は宇宙と一つになった。我々は互いに部分である。」３
９）

「惑星の全ての意識のある存在は、皆愛によって結合している。
」４０）
「愛は宇宙の目的であり、我々は皆たがいに結合している。
」４１）
「我々は皆愛に包まれていて、愛の中で結合している。
」４２）
「宇宙は愛である。我々は皆結合し合っている。我々は互いに助け合うために地上にい
る。
」４３）
「我々は皆愛によって結び合わされた部分である。
」４４）
「私は全てを包む黄金の光に、すべてを包む愛を感じた。この愛によってすべての人は、
兄弟姉妹としてたがいにリンクされている。」４５）
「万物は無条件の愛の持続する開示であり、相互の結合している。」４６）
「過去にあったもの、今あるもの、将来あるものすべてのものは一つである。愛と命は
一つである。
」４７）

「宇宙の全方向から愛が私に注がれた。
」４８）この例は光の慈愛が空間（方位）から自
由であることを示している。
⑤ 光の慈愛は受け入れることを意味している。代表的な例をあげよう。
「光は無条件の慈
愛であり、受け入れることであった。」４９）
「光は無条件の慈愛であり、全面的に受け入れることであった。
」５０）
「至高意識の慈愛を感じた。光は絶対の慈愛だと分かった。真の優しさは光からくる。
純粋の慈愛と無条件に受け入れることと、大いなる憐れみを受けた。
」５１）
「測りがたい慈愛と万物の受け入れを感じた。
」５２）
受け入れることは、人間の尺度から見てネガテイィヴなものも含めている。善悪を超
えている。悪と判断されることも排除や拒否をしないで、受け入れることを意味してい
る。
「私は絶対的かつ全面的慈愛を学んだ。死を受け入れることを学んだ。死に対する恐れ
はもはやない。」５３）この例は愛には怖れがないことと関係している。
「悪いことが起こるのには目的があり、私は悪いことを受け入れることができる。
」５４）
「不完全さと過ちを裁かず、無条件の慈愛を体験し学ぶための機会と見る。」５５）
「すべてのものは無条件の愛と安らぎと喜びと祝福で満たされていた。まさに私と言う
存在があるがままの全面的に愛され受け入れられていた。何かをしなければならないと
いうすべての必要性から解放され、罪悪感や自分を裁くことから解放されて。
」５６）
「渦の出口には光があり、真の愛で何でも受け入れてもらえる光につつみこまれた。」５
７）

⑥ 光の慈愛にはいかなる条件も付いていない。それは全くのめぐみでありプレゼントであ
って、それを受け入れるのに一切条件は付いていない。それはいかなる制約や限定もな
い測ることの出来ない慈愛と言うことである。
（無量寿光）その人がしてきた言行とか、
資格があるかとか、善い人間であるかとか、価値があるかとか、美人だからとか、相手
の人間に依存しないということである。それに対して人間は自分のエゴの尺度で相手を
測って、自分が欲するように相手を判断し、受け入れる価値があるかどうか常に条件を
出す。相手の人間によって左右されるのが人間の愛である。典型的な例を引用しよう。
「私がなしたことに関係なく、私は愛されていた。その愛を受けるために、何かをする
必要などはなかった。
」５８）
「それは無条件の慈愛で、私がどのような人間かには関係なく、それを得るために何ら
かの資格が必要と言うこともない。それは相手によって変わる慈愛ではなく、善行がな
された時の褒美として与えられる愛ではない。
」５９）
「それはエッセンスにおいて、純粋な慈愛で、人間の行いや感情に依存して様々に反応
することはなく、感情によって左右される愛ではなく、常に変わることなく存在する慈
愛である。」６０）
「それはすべての人に対する無条件の慈しみであり、我々の宗教にも、私の言行にも全

く関係がない。それは神からのプレゼントである。
」６１）
⑦ 光の慈愛は、臨死体験者の自己意識のコアを不可分の統合的全体意識の中に受け入れる
ことを意味している。光の無条件の慈愛があるところに、真のホーム(安らぎ)がある。
典型的な例を引用しよう。
「光の慈愛のあるところにホームがある。それは地上には見られない。」６２）
「私は完全に愛され、完全に安らぎの中にあった。
」６３）
「光は生きていて、完全な慈愛を備えていて、完全なホームである。
」６４）
「その光のエネルギーは慈愛で満たされた源泉であり、我々の真のホームであり、我々
が本来帰属している所である。
」65)
「私は光の中に入れなかったが、もし入ることが許されれば、私は安らぐことができ、
慈しみと寛容を全体として経験できると感じた。」６６）
「肉体を超えた時、私の意識は澄んだ白光の全面的な慈愛と寛容を感じた。私は私であ
ると同時にこの白光の一部でもあった。私は光に帰属し、光は私に帰属していた。すべ
ての人を受け入れることを私は学んだ。
」６７）
⑧ すべての生物が光と食料と水を求めているように、すべての人が自己意識のコアで、光
の完全な慈愛と安らぎ(ホーム)と喜びと生きる意味を渇望している。それは人間には光
の完全な慈愛や安らぎなどが欠けているからである。光の世界に無条件に受け入れられ
た時、真の安らぎ(ホーム)を感じるのが、自己意識のコアであり、私と言う存在そのも
の(I am)である。自己のコア・私と言う存在そのものは、光の無条件の慈しみのホーム
(本源)で初めて完全になり、完全な自己になる。
（ハイアー・セルフ）光の慈愛とやすら
ぎ(ホーム)を渇望している自己のコアは、脳と肉体の五感と物質を超えている。光の慈
しみと安らぎなどは、自己意識のコアのみが感じることができる。代表的な例をあげよ
う。
「光は無条件の慈愛（受け入れ）、安らぎ(ホーム)、裁きなしの許しなど、地上で求めて
いたすべてのものを備えていた。」６８）
「すべての人が心の深い所で、光の無条件のエゴ無き純粋のアガペーを渇望している。」
69)

「人間のエッセンスである魂は、愛を渇望している。すべてのゆがみは愛の欠如から生
じる。」７０）
「私は完全に慈愛で包まれた。その最も純粋で全面的に無条件の慈愛は、人間の心では
理解できない。魂でのみ感じられる。この完全な慈しみが、私の心を直接満たす。それ
は肉体の愛ではない。
」７１）
「光は無条件の慈しみを私に注いだ。限りなくかつ完全な慈愛で、私の存在のコアへと
溶け込んだ。私の存在の隅々まで、無条件の慈愛が浸透した。」７２）
⑨ 光の慈愛は単なる感情ではなく、創造するエネルギーである。
「無条件の慈愛は感情よりもエネルギーであり、過去と現在と未来のすべてのものの中

にある創造のエネルギーである。」７３）
光の無条件の慈愛は地上に見られる人間的なロマンチックなエロースではなく、相手の価
値によって左右されることのないアガペーである。
「光の慈愛は無条件で純粋なもので、人間にはそのような慈愛は想像できない。」７４）
「慈愛は宇宙の最強の力である。慈愛は個人的な心情でも、ロマンチックな感情でもやさ
しい気持でもない。慈愛は神聖で生き生きとした、比類なき強さと素晴らしさを持つエネ
ルギーであり、慈しみと真実の存在状態である。それは男女のエロースでも友情でもなく、
無条件の慈しみ(アガペー)である。慈愛は聖霊の働きである。」７５）
⑩ 自己意識のコアは慈愛である。このことについては自己意識のコアについての項を参照。
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