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水源禅師法話 

無知の世界で生きている 

 昨日はなんだかまあ大宇宙から時空からいろいろなことをお話しして、皆さん頭がくらく

らしたと思うので、もう少しゆっくりと、時空を縮めていきたいと思います。結局、私が言

いたかったのは、私たちの持っている知識が宇宙で最高であると、いつも思っているわけな

のですが、過去 2000 年、2500 年もやっていることは戦いに次ぐ戦い。それから無謀なこと

をたくさんして、聖者もたくさん殺しているということを言いたくて、いかに私たちは無知

であるかという、この世は仏法で宇宙での最高の叡智を持っていながら、異常な世界で生き

ているわけなのです。そこを見てくださいと言っているわけなのです。 

だから、本当の第一線に立っている方々は、本当のことも言えないわけなのですね。言っ

たら首になるとか。たとえば、福島の原爆にしても日本で最高の知能をかけて絶対に事故が

起こらないと、津波が起きても大丈夫と、後で予測外の事態だと。結局、彼らにしては本当

のことなのです。これ以上のことはないと教わっているから予測外なわけです。ところが、

それを決めた人は自分勝手にこれ以上、起らないというふうに決めてしまっているわけです。 

先ほど、ある方の質問で、日本でメッタ（慈悲）の行でお祈りするときに「私がニッバー

ナ（涅槃）に到達しますように」と、これは絶対に入っていませんから。だから、そういう

ふうに勝手に入れて、後で大混乱を起こしてしまうことがあるかもしれませんので、気を付

けてください。 

そのメッタの行はブラフマ・ビハーラ（brahmavihāra：四梵住）のメッタの瞑想から来て

いますから。その 520 のサブジェクトに一つも入っていません。それを非常に簡単にしたの

が五つか六つ、世界の平和のために祈るという圧縮されたもので、実は全宇宙・全生命体に

愛を送る行であって、それが成功したときには第四禅定でタタターッとやりますから、天界

から地獄から全部、観えます。それを圧縮して皆さんにもメッタの行をやればよいと言うの

だけれども、「私がニッバーナに到達しますように」と、ブラフマ・ビハーラの瞑想行中にポ

ッと入れてしまうという大変なことを日本で間違って教えてしまっているみたいだから、結

局その行を終えた人はすぐに分かりますから、どんどんそういうことを聞いた方がよいと思

いますよ。 

絶対入らないことであるし、特にテーラワーダ（南伝）ではアッタ・自我は絶対に否定し

て、アナッタ・無我を求めていくことなのだけれども、禅でもやはりそうです。アナッタ（無

我）・アニッチャー（無常）・ドゥッカ（苦）、三つの宇宙の仕組みをしっかりと観ると、究極

のナーマ・ルーパ（心と体）からルーパまで全部、観ていくわけなのですよ。それがアスバ

（不浄）、腐ったドロドロしたもので構成されて、その世界を観れば、本当に臭いまで体感し

てしまいます。こういう綺麗な素晴らしい畳の上でも、実はそういう物質でできているわけ

なのです。天界に行けば、もっと細かいルーパで綺麗です。 
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だから、第 4、第 5、第 6の天界となったら、こちらはドブみたいに汚くてほとんどめった

に来ないのです。サッチャー（帝釈天）という第 2 天界（三十三天、忉利天）の王様はまだ

近いから、しょっちゅう来て、ただ仏法を守ってお助けしているみたいですが（笑）。第 2天

界の一日はこちらの 100 年に当たります。その世界は天文学の望遠鏡では見えません。なぜ

かといったら、時空が全く違うものだから。私が観たら、全宇宙を私たちが見ているのはち

ょうど平たい皿があるでしょう、その皿みたいな中に 60 兆から 100 兆といわれている銀河

系がクルクル回って、これがプーッとつながって、次から次と重なっていったのが、ちょう

どミャンマーの仏塔みたいなのがあるでしょう。あれが天界から地獄界まで合わさった一つ

の宇宙体。いっぱいダダダダダーッとあるわけなのです。 

 

低温核爆発 

今やっと 40年前か 30年前かにケンブリッジ大学の数学者が数学的に解析して、初めてこ

の宇宙には無量の宇宙体があるみたいだと。今やっと物理学会で、この前のスイスの実験で、

どうもこの宇宙だけでなく、他の宇宙体もあるのではないかという事態だから、それくらい

の知識しかないから、宇宙的には、私たちはまず幼稚園の生徒が原爆を持って遊んでいるみ

たいなものなのです。非常に恐ろしい状態なのです。心がまだまだ進化していない。 

なぜかといったら、私はパイプとかを扱う仕事をしたことがあるので、原発の熱いお湯を

通すパイプの厚みが 2～3センチ位あると思うのですね。あれの爆発したのをアメリカの原発

学者さんよりで見せてもらったら、これは完全に低温核爆発を起こしている。これは絶対に

起こらないという現在の理論なわけです。 

ところが、三菱重工でそういう傾向があるというレポートを確か 30年前 40年前に実験で

発見して、そしてロスアラモスでどうもそういうことがありそうだということを隠している

わけなのです。だから、原発というのは非常に危険な代物なのです。 

なぜかといったら、いつどこで低温核爆発を起こすかわからないわけなのです。パイプの

爆発は 2～3センチ位厚いスティールがバーンと内部から破裂するというのは、完全にこれは

普通の爆薬ではできない。大砲あるでしょう。バーンとこっちから出るでしょう。それが破

れるのだから。これは完全に私の目から見たら低温核爆発としか思えない。そういう現象が

あることもロスアラモスは分かっているけれども、だから非常に危険な代物であるというデ

ータを日本で持っていながら、政治的に最も危険な代物を買わざるを得なかったみたいです。 

だから、アメリカではウェスティングハウスが東芝に原発のライセンスを全部、送って、

「あなたつくりなさい」という状態でありながら、原発は絶対に安全であるという知識を最

高の頭脳で発表されて一般常識の基礎になっていますから、政治家の方々も大変に困った世

界で苦しんでいると思います。 

 

目隠しされている私たち 

今は地球が丸い、宇宙がクルクル回っているというのが常識だけれども、100 年前これ言
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ったって、その当時には頭がおかしいのではないかとか、パロマ天文台で初めて見て 100 年

前の大宇宙はこの銀河系しかなかったのです。今はもう宇宙がどんどん広がって想像を絶す

る大きさになって。ケプラーが地動説というのを死んでから発表したのです。生きていたら

焼き殺されるからね。「死んでからこの本を発表してください」と。それでガリレオ・ガリレ

イが検証したら、どうも回っていると。でも、焼き殺されるのが嫌だから「じゃあ仕方なく

権力に従いましたが、一生、幽閉されました」ということで。 

2001年だったか、バチカンが 400年後に「いやお前を許す」と。400年間の間違えをバチ

カンが謝らないわけなのですよ。先ほど言ったように 1700年前に人生は一つだと、カトリッ

クの教会で決めたわけですね。だから、その思想で今までやっているものだから、一代限り

不公平じゃないかという社会主義が出たみたいです。キャピタリストは自分で儲けるだけ儲

けて後は知らないとか。そういうふうに皆さんをほとんど目隠しして、本当に知っている人

は山奥で暮らすか殺されるかどちらかでしょう。 

ということは、「一般の人は泡のごとく生きて死んでいきなさい」と、ところが、お釈迦様

が「それは認められない」と。「一つ一つの生命体は素晴らしいもので宇宙の宝である」と。

それが「オム・マニ・ペメ・フム（Om Mani Padme Hum）」（六字大明呪）という素晴らし

いチベットのマントラ（真言）ですけれどもね。本当に素晴らしい一人一人菩薩の位を持っ

て、人間体として生まれて非常に素晴らしい体を持っているのですね。 

それが人間を否定するテロリストとか言ったり、牢獄にぶち込んでみたり、結局ジュリア

ン・アサンジを捕まえて殺そうと思って、スウェーデンにセクシャルハラスメントか何かで

引っ張っていこうとしましたが、エクアドル政府が避難所を設けると申し出て、イギリス政

府が警察官を送り込んで捕まえに行くと言いましたが、それをしたらイギリスの国は完全に

壊滅するよと言われて、また全世界のイギリスの大使館に乗り込んでも行きますと、自由絵

を守る人々より言われました。それで、今は静かになってジュリアン・アサンジのジュの字

も出なくなった。ということは自由の国で人々のためであるリバティー（自由）という最高

のニューヨークの人類の明るい灯が欲に駆られてここまで暗くなってしまったわけです。 

だから、お釈迦様が欲はダメですよと。欲のためには何でもよいものでも悪いものにして。

アメリカ最高裁判所の裁判官は天才的なのですよ。言葉が最低 15万語ペラペラ分かるのです。

だから、彼らにとっては「帝・みかど」（日本の帝）あれもちゃんと理解して「大君」、英語

でもちゃんと分かる。その人たちが言っている言葉は宇宙人が話しているみたいにとっても

難しい言葉なのだけれども、そういう一般の人に分からないような言葉で言ってしまうわけ。

ということは、中国のその昔、進士の位の試験に通るには 10万の漢字が分からなければいけ

ないと言われていました。ローマ帝国も同じこと、バチカンもラテンとかで同じこと。一般

の人が分からない暗号の言葉というか、右と言えば左になり、上と言えば下になるという。 

だから、お釈迦様が言うには「私の事は信じてはいけません。私の言った言葉が正しいか

どうかあなたたちが検証してください。私を神のようにあがめてはいけません」と、はっき

り言っています。ところが、なんとほとんどの大寺院の僧正様は金の衣を着てワーッとやっ

て、天をつくるようなことをお釈迦様はやってはいけないということをやって。というのは、

一般の民衆はそれが好きだから仕方なくやっていると思います。でも、次に生まれたときの
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恐ろしさが知らないから、そうのようにできるのでしょう。 

私が「十二因縁を観なさい」というのはここなのですよ。私が（過去世の）あるときに国

王の教師・国司だったわけです。ありとあらゆる経典は分かるし、神みたいにあがめられた

けれども、そのおごりによって、次に生まれたときにはホームレスに近い大貧乏をやってし

まったのです。そういうことであるから、まずおごらずに、本当に人様が言うようなことは

本当です。本当に「頭に憂いがほとんどなく、貧しきものは幸いなり」と。それは人がよい

ステーキ食べてなんとかというのはあれはね、何もうらやましいことじゃないよ。3 日続け

てテキサスステーキを食べたら、もう食べたくなくてお腹を壊して死にそうになるから。無

理やり食べなさいと言われたら、もうどうしましょうということになります。ロブスターで

も一つは美味しいよ、3日続けて食べてごらん。もう逃げちゃうよ（笑）。ここに何十億何千

億というお金があったって使えないのですよ。すべて妄想。 

 

輪廻と地獄 

だからアメリカの 98歳になるおじいちゃんが 28歳かな、おっぱいのでっかいストリッパ

ーと結婚したのですね。奥さんには財産が半分いくから家族が猛反対して、こういう大金持

ちのケースがアメリカにはいっぱいあるのです。というのは私が死んでこれからもうおしま

いだと、あと余命 1 年か 2 年しかないと。しょっちゅう、そのストリップ劇場に行って見て

楽しんで、そのうちに好きになって結婚すると。98 歳よ。だから、3000 億のお金、親せき

としてはもうパッとなくなるものだから大騒ぎして（笑）、だからね、本当に漫才以上に面白

い世の中と言えば世の中。 

これがカナダでも 67 歳か 69 歳の方が 23 歳の女の子と結婚したわけです。この 67 歳か

69 歳の人は、カナダで言えば「上院議員」と言って、年金は下りるし、飛行機も乗り放題。

この若い人が twitterか何かで見せるのです。年取って若い人と結婚してもよいのだけれども、

飛行機に乗ってラスベガスに行って遊んでこういうことばかりしているから、ちょっとこれ

はおかしいのではないかと、カナダでは大騒ぎになりました。女の子はお金さえもらえばよ

いと。もうすぐ死んだらその財産が入ってくると。ま、そういう感情なわけなのですね。上

院議員という常識のある立派な方でもそうなってしまうから、本当にこの世はコメディ。 

だから、ダンテ・アリギエーリ（1265‐1321）という有名なイタリアの小説家、『神曲』（La 

Divina Commedia）という地獄界から Purgatorium（煉獄）から天界までのストーリーを書

いた方ですけれども、これはイタリアでも必修科目ラテン語で書かれて、イタリアの高校生

は必ず読まなければいけないのです。地獄の恐ろしさを見せるわけですね。それから

Purgatorium から天界のストーリーをずーっと頭にたたきつけるわけなのですよ。あなたが

悪いことすれば地獄にこうなるよと。ま、すごいことが中には書いてある、教会のお坊さん

が地獄にどんどこ落ちて、大変な目に合っているわけなのですね。でも、そういうことはイ

タリアの高校生たちは読みたくないから、その授業から逃げ回るそうです。一回の人生でそ

こに落ちたらどうなるのだろうかと、強制的に読ませるわけなのです。 

というふうに、昔から上の人は一般民衆をいかにしてコントロールしようかということば
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かり考えたみたいで、人間の心が開発できないからそうなるのでしょうけれども、私がミャ

ンマーで修業していたときには地獄界とか、そういうことをあまり言いませんよね。 

ところが、私がお寺に小さいときに行ったら、地獄絵がバーッと書いてあった。「いやーオ

ソロシヤと」（笑）。白隠禅師が小さい頃、毎夜毎夜うなされて地獄に堕ちたくないと。そう

いうことを聞いたことがあります。本当に小さいときに見せられたら怖いですよ。それに夜

な夜な夏は表通りの屋台の上で幽霊の話を聞かされて怖い怖いって。その怖さはワーッとな

って番町皿屋敷みたいなものではないですよ（笑）。 

ま、小さいときはそういうよいときもありましたけれども、お釈迦様が言うには「そうい

う世界がありますよ」と。ちょっと昔、日本では強調しすぎたけれども、そういうところに

行く必要はありませんよと。こういうふうにまじめに法を求める方々はそういうところには

行きませんからと。まずそれが第一。瞑想の素晴らしさ。第二は人間に生まれるチャンスが

非常に高い。人間に生まれるのは簡単だと思っているけれども、そう簡単ではないのですよ。 

人間に生まれたとしても、アフリカの山奥のスーダンかどこかだとしたら、仏教の字の音

も聞こえない。ミャンマーの応援でやっと一人ウガンダでアメリカのお坊さんがいて、その

人はアメリカに 6カ月暮らして、6カ月ウガンダに教えに行くだけ。アフリカ 10億人かいる

民の中で、それも家族ぐらいの人数だけ。中近東に生まれたら何この異端と、首ばっさりで

しょうね。それは私がイスラム教をけなすわけではないのですよ。 

イスラム教は人生 1 回だけだからね。チャンスなし。そしたら 3 歳の子が癌になって死ん

でいくと、98 歳のこの大金持ちが 28 歳のストリッパーと最後まで楽しんで生きていくと。

神様はなんて不公平なのでしょうということになりますね。どこでこういう結果が出るのか

と。挙句の果て 98歳の人は天国に行って、この子は地獄界に何も知らないで堕ちていくかも

わからない。もしもの話ですね。こういう矛盾に今気が付き始めたわけなのです。 

 

過去の諸師からの恩恵 

昨日も話したようにデカルト、カントとか、哲学者は前世がないのではと、どうもおかし

いと。今、ダライラマさんが出てきて 14代目。ドルチェが 16代目。私も最初ダライラマさ

んが紹介されたときには「やーこれはすごい。輪廻転生してまた生まれてきて、イヤー神様

みたいに大好き！密教大好き！」と。 

それがたまたま紹介した人が、浄土真宗トロント本願寺の角田さんという先生で、やーそ

れはなかなかできた方で、カナダに生まれたけれど、日本で修業されて日本語ペラペラで、

漢字は上手で文章は上手、この人が最初に仏教の経典を英語版で作ったわけです。今は日本

全国に角田さんの英語版の本を聖書みたいに置いています。 

その方が私に優しくしてくれて、いろいろお話して、「やー阿弥陀の信心、これは西洋には

難しいですね」と。「そうですね。ここはなかなか高い境地だから、やはり密教の方がはやる

でしょうね。直接エネルギーを与えて気づきの世界に導くので」。まあそういう状態で、あち

らではなかなか阿弥陀という極意のエリアは西洋人にはちょっと分からない。なぜかといっ

たら、キリスト教の天国と非常に似て混同してしまうから。仏教というのはまた違うわけな
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のです。本当に大世界で広大無辺な大宇宙の真理の中で生きていくことで、また阿弥陀の世

界はそれこそ素晴らしいところで、聖書で書かれたようなものではないわけなのですね。 

仏教学的には、お釈迦様は阿弥陀様のことを詳しく言っていなかったようですが、ナーガ

ールジュナ（龍樹菩薩）という方がおられて、その人が八宗の祖と言って、密教の始祖でも

あり、ありとあらゆる理論に通じた偉大な方で、この方は本当のお父さんお母さんがヒンズ

ー教の家で生まれて、生まれて一週間しか命がないと言われたのです。あちらはすぐ星占い

で私が生まれた子がどうなるか、「あなたの子どもは七日しか命がありません」と。「どうし

たらよいのでしょうか」、「生きるにはただ一つ。お寺に預けること」。それでお寺に預けて、

この方が 600 年以上、生きて、600 年間ナランダ大学の学長をやった方なのです。だから、

ナーガールジュナの名前が二つ出てくるわけです。学説的には 600 年、そんな馬鹿なと。最

初と最後が同じ名前が二人いたのだろうと。でも 600年生きた方みたいです。 

なぜかといったら、ミャンマーでは 1048 歳のお坊さんもいるしね。タイでは 600 歳のお

坊さんもいるし。常識では分からないわけなのですよ。『光臨伝』では達磨大師は 150歳でパ

ミール高原を渡ってインドへ帰って往って、120 歳で確かインドから中国へ渡ったと書かれ

ています。そのとき達磨多羅ですね、正式には達磨多羅。先生が般若多羅。達磨多羅は 28代

目のお釈迦様の直系なのですね。『光臨伝』では 120歳でインドを出国しましたが、先生の言

うとおり 67年間インドを出なかったわけなのですね。「67年ここに居りなさい。北方は駄目

で南方を渡っていきなさい」と。それで、最後に渡ったところがサイゴンのお寺です。多分

ジャカルタからずーっとサイゴンに渡って、それから広州に入って行ったのでしょうね。 

それで、武帝が「私は 30万人の比丘、比丘尼を養ってお寺は数知れない。どれだけの高徳

があるだろうか」と言ったのに対し、「ザルに水を注ぐようなものです」と言ったら、（武帝

が）怒ってしまって、殺すわけにいかないから毒薬を持って殺そうと、6 回も暗殺されそう

になったわけです。それで逃げて少林寺に入ったわけなのです。 

その洞窟に私は坐らせてもらったけれども、それはすごかった！涙がほろほろ出てきた。

人類のために、ああいう第 3 のチェンナイ（マドラス）の王子様が山奥まで来て、人々のた

めに法を伝えるために 9 年間も坐って、お釈迦様の法を置いていったと。まあそこで坐らせ

てもらったという栄光をもらったけれど、涙が出て止まらなかったですね。そのときの達磨

さんの座に坐らせてもらった。達磨大師の洞窟で坐らせてもらうという、それもお釈迦様の

生まれた日に、中国ではお祭りなし。 

まあそういうカイラス山といい想像を絶するような大ロマンの旅を続けまして、今回も最

後の天から授かったという中国の仏牙歯のお寺をお参りして、まあそういうことで話は飛ぶ

けれども、大宇宙の叡智というのは計り知れないですよ。 

だから、一心に観音様とか阿弥陀様ということを称えれば、すぐに現象が出てきますしね。

実在しますから。宇宙にはガンジス河の砂ように仏がいます。全宇宙を守っています。ゴー

タマ仏陀は確かに 2500年前に涅槃に行ったけれども、それでも仏牙舎利とか、いろいろな仏

の舎利を残しながら、そのバイブレーションですね。 

お釈迦様はこの世は何と言ったか、この世は第 7 Wave（周波）まで。原子核も必ずバーッ

と動いて、すべてが Wave なのですよ。かたまりのようだけれど、これも全部バーッと震え
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ているわけです。すべてWave. そういうことが見えるわけなのですね。心もすべてWave. 砂

あるでしょう。砂を太鼓の上でターと振動させたら、本当に原子核のパターンとか、いろい

ろな現象が Wave だけでできます。だから私たちはこうして肉体を持って、こういう姿をし

ているけれども、突き詰めれば、実はこれは DNAの絡み合いのWaveの現象だけなのです。 

だから、そういうことまで、お釈迦様は知っているわけだから、私たちは今、人間として

生まれ、私の場合はアフリカの山奥に生まれずに（笑）、有り難くも日本の仏国というところ

に生まれ、若くして海外に出られるという栄光を受けて、海外でコツコツと荒波を受けずに、

角田先生に会ったり、ダライ・ラマさんに会ったりとか、そういうふうな栄光を受けながら、

これもすべて計り知れない因縁の絡み合いでこうなっているのです。 

だから、皆さんもバイブレーションで同じ因縁を受けているわけなのです。私一人でやっ

たということは一つもないのです。つまり、私が世界を回って白馬山という中国で最初に仏

を守ったお寺があって、それはその当時の王様が金の仏を見たと、これはどういうことかと、

星占いに来た人に聞くと、「それはインドで生まれたすごい聖者のお釈迦様のことでしょう」。

そういうことで、白馬山というお寺を造ったようです。過去 2000年、永遠と仏教をやって、

たどり着いた教えが阿弥陀仏、阿弥陀仏ということで、今でもお寺参りしています。 

実は、共産党の方針はそういう宗教は好ましくないと。学校でも教えてはいけないと。先

生方もそういうところに行ってしまうと異端視されると。いまだにそうなのですよ。今はも

う少しおおらかになったかもしれないけれども、ロシアも昔はそうだったけれども、ロシア

オーソドックスで教会もオープンで、大統領がお坊さんの前で誓うとか、アメリカ方式でね。 

 

本当の布施と自灯明 

何回も言うように、こうして皆さんは仏国日本で生まれ、京都で 1000年の法を守り、こう

して形だけでもあるということは非常に幸せですよ。今から 7 , 8年前私がカンボジアに行っ

たけれど、ポルポトだったか、お寺を全部大砲で壊していました。アフガニスタンのタリバ

ンがバーミアンの大仏を破壊したみたいに。今のカンボジアでは、もうどんどこお寺造り始

めていました。民衆の心に仏法が残っているからと思います。 

日本のお坊さん方も必死になって民衆のために、そういうふうにやっているのだけれども、

ただ一つ皆さんが忙しいしお坊さんもそれにつられて忙しいし、修行する場がないという、

これだけが日本の最大の課題じゃないかと思っています。もしこのまま突っ込めば、学校い

じめから会社いじめから社会的いじめが始まりますからね。これは何でストップできるかと

言ったら「精神的な修養」。 

先ほど言ったように、98歳のおじいちゃんが 28歳のストリッパーと 3000億のお金で一族

がおかしくなってしまうという。仏教とかそういうことをやった人は、まあお寺でも道場で

もいっぱい造るかもしれません（笑）。だから台湾ではすごかったですよ。金持ちがどんどん

寄付、寄付、寄付で。ミャンマーでもそうですよ。来世のことが分かるから。マレーシアで

もそうでした。やはり布施第一でね。そして最大の布施第一は修行だと言っています。瞑想

で自ら実践すると。だから、そういう方々にお布施し、道場を造ってあげるというのは、ど
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れほどの高徳ができるかということを、やはり過去 2000年、中国の方は身をもって知ってい

るのでしょうね。だから生半可ではないですよ。 

私がクアラルンプールに行って食事の豪華なこと。あれ食べたら絶対に糖尿病になる（笑）。

だからもう最後の方は朝抜かして、昼も私はベジタリアンということで少しだけ食べました。

ま、止めどもなくそういうお話をしましたけれども、私もそうなのですけれども、まだまだ

幼稚園くらいの判断しかないから、ただただありのままを観るという行を続けてください。 

拠り所にする法則というのは、この世に存在しません。一般の方々は拠り所とする法則は

テレビとか新聞なのでしょうかね。そういう仕事をされる最高峰の知識人の方でも大変に不

安定なものですから、結局お釈迦様が言うのは「自分を灯してそれを指針として生きなさい。

一隅を照らす人間になりなさい」と。そしたら私はその一隅というのは片隅で、まあ世のた

めに人のために奉仕するのかなと思ったら、なんとこのニミッタ（丹光、禅相）のことなの

です。これをハタと見つけました。これ以外に法を学べる方法はないのですよ。特に驚いた

のは、このニミッタというのはビルシャナ（毘盧遮那）じゃないかと。ヴィパッサナー（観）、

ビルシャナ。非常に近い言葉で。南方の先生がビルシャナという言葉を聞いたことがないと

いうのです。私にしては観自在菩薩、五自在とワー、これはすごいと思って明日が待てなか

った。ニミッタはどんどん出るし、もうどんどこどんどこ修行が進むものだから、明日が恋

しくて、もう寝るのが嫌で（笑）。楽しくて楽しくて仕方なかった。だから、一年があっとい

う間にパッと過ぎてしまって、それが終わったら一日もいるのが嫌で、パッと出てきてしま

ったけれども。また止めどもない話ばかりでしたけれども。 
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質疑応答 

十二因縁 

【参加者】 

 十二因縁というのは分かりやすく言うと、どういうことなのでしょうか。 

 

【水源師】 

 十二因縁というのは、お釈迦様がスジャータからミルクをもらって回復して、そしてどこ

で坐ろうと思ったら、森の中でキラキラ光る木が見えたのです。確かに私もインドでそうい

う木を見ました。木というのは緑でしょう。それがパッと光って見えるのですよ。それで、

そこに行って坐ったわけなのですね。まあいろいろなことがあって、最初に観たのが自分の

過去。ダ、ダ、ダ、ダーッと、このことです。ずーっと観ていって、ではなぜ生まれてこう

いうふうになったのか、それがすべて自分の執着心。 

結局、98 歳のおじいちゃんが 28 歳の方と結婚するとそういうことで、実は全部、自分で

作り上げていると。天界もまた同じと。地獄界に行かれる方もまた同じと。それは神の決定

ではなく実は自分であると。この無量の時間帯の過去、これから無量の時間の未来の間には

必ずや地獄に堕ちたり、そういうことは免れないと。では、いかにして人が救えるかという

ことで。この方法をやれば間違いないと。それを突き詰めれば戒・定・慧。少し難しいので

すけれども。結局、人様に悪いことをしなさんなと。優しく愛してあげて静かに坐ったとき

にダンマが入りますと。このことなのですね。これを続けてくださいと。 

もしくは正しい言葉、正しい仕事とか、八正道を解説すれば、また頭がこんがらがるし、

また 2500年経って時代が変わっていますしね。100年前は善いことでも今は悪いことになっ

たり、50年前なんか女性がミニスカートをはいたり、ビキニで歩いたらもうこれは大変なこ

とで、今はいいなと KARA ちゃんなんか腰ふって素晴らしいと（笑）。ゴルファーの宮里藍

ちゃんなんか、おへそ出していいなと、逆にほめるのだから。 

結局、先ほど言ったように執着心。それを欲、欲と言っているけれど、欲ではないのです

よ。私が明日も待てないくらい修行したい、これも欲なのですよ。同じ欲。だからよい方に

向かえば精進、いっぱい食べたいなと、「お前、欲が強いなと」となる。まあそういうことで

執着心、Attachment。これはどうしても私のもの。誰にも渡さないと。誰が言っても、これ

は私のもの、というふうに大体なるみたいです。 

なぜかといったら、犬とか猫とか飼ったことがある人は分かるかもしれませんが、餌をや

って他の犬が来たらワーッと怒るからね。同じく飼っても。犬は純粋にやるのだけれども、

人間も根本的にはそういうところがあると。 

結局、仕事とかお金とか政治家・政治闘争とか、やはりほとんど変わりないと。執着心で

すね。これがなければだめだと、スポーツゲーム、政治ゲームに激しく心が奪われて、慈悲

の心がなかなか成長しないようですね。愛がなければこの世は真っ暗。つまり慈悲ですね。

だから愛し合うのは一つも悪いことではない。だから、キリスト教は友を愛せよ、人を愛せ
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よ、家族を愛せよ、社会の国を愛しなさいと。軍国主義は国だけを愛しなさい、人を愛しち

ゃダメなんていっているのだから、それで変な世の中になります。 

十二因縁というのは過去を深く観つめていくと。そして前世のことはなぜこのように生ま

れたかという解説をしたのが、十二縁起という行程になっているわけなのです。お経にある

のだけれども、それを言えば、またこんがらがるから。簡単に言えば、そういうことです。

人は生まれ死に、人は生まれ死に、人は生まれ死に。クルクルクルクル永遠に繰り返します

と。それで生きる目的は何かと、それは実は何もないと。ニッバーナ（涅槃）に行くしか意

味がないという。結局は泡の屑と。 

3,000 億のお金でしょう。結婚してすぐ死んでいくのだから。確かこの方 1 年か 2 年で死

んだはず。またどこかで繰り返すかもしれないし。同じこと。何の意味があるのだろうかと。

昨日もお話ししたように黒澤明さんの『生きる』という作品。最後にこの方が何か目覚めた

のですね。何かをして死んでいきたいと。市役所の役人で 3 カ月しか命がない。それで公園

をつくろうと。馬車馬のごとく頭を下げて、その中で一般の方に何とか役立ちたいと、最後

に気が付いたと。仏の教えはそこなのです。 

 

仏縁で癌が治る 

だから、仏教では前世と言うのはなぜかというと、では障がいのある人はどうなるのか、

病気で死んで交通事故の人はどうなるのか、みんな悪いことではないかと。これは短絡的に

因果関係を考えています。因果というのは、そう簡単のものではないのです。 

ひょっとしたら体の不自由な方は菩薩行をして、その行をしているかもわかりませんよ、

何回も言うように。聖者の域に達しているかもわからない。それを目が見えないとか、体が

不自由だとか、身分の低いところに生まれたとか、仏教の目から見たら、そういうふうに因

縁で解釈するのは大きな間違いだと思います。すべての命がと尊くて正しくて、いかにして

私たちは手を差し伸べて成仏道に生きるしかないのだと思いますよ。だから「皆共成仏道」

でしょう。 

ところが、実際やっていることは本意が正確に解釈されないで、いじめとか、軍隊でいじ

め、会社でいじめとか、まあーありとあらゆる因縁だらけで軽く考えて、因果の法則は計り

知れないくらい複雑で難しいのですよ。過去にやったから、次にすぐに出るわけではなくて、

12代先にポッと出てくるかもわからない。「Intercept Karma」というわけですね。ちょうど

戦闘ジェット機が Intercept するみたいに。 

私の体験をちょっと観てみたら、ちょうど本当にクァンタムの物理学の世界。エネルギー

的に次から次とパッと出てくるわけではないのです。ある方が大変な病気になって調べてみ

たら 11代前のことが今、起きたわけなのですよ。だから、それをたまたま私が解析して「こ

うしなさい」と言って、それを取ったおかげでガンが消えてしまいました。この方が非常に

仏教に熱心で法を学ぶから、素直に受けたから、心の力というのは大変なものでスーッと消

してしまう。仏のちからですね。ビルシャナ仏（毘盧遮那仏）。お医者さんからは胃腸からガ

ンが発見されて「あなたは余命 3カ月だから切りなさい」と。「あなた切ったら死ぬよ、やめ
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なさい」と、私の言うことを聞いて、私が「こうこうしなさい」と言って、少しエネルギー

を与えたら 6 カ月後に全部、消えていました。私は医学を否定するわけではないのですよ。

医学には限界があります。 

だから、一昨年カナダでガンになった方がおられて、なぜかといったら、その地方はウラ

ニュウムの鉱山があって、幼稚園の先生で 40 代の方ですが、まじないとかなんとかやって、

私がエネルギーをパッと与えて、余命 3 カ月しかなく立ち上がれなくてベッドで寝ていまし

た。パッと立ち上がって踊り始めたのです。それで次の日「あなたは命をもらったから、こ

れから人のために尽くしてください」と言ったけれども、不安を持ったのでしょうね。今度

はもっとよくなりたいということで、キモセラピー（抗がん剤治療）するという。「あなたは

ね、キモセラピーしたら死ぬよ」、死んじゃった。 

でも、お医者さんは 3 カ月と言って、1 年後に死んだのだけれども、もう 1 回、私の力が

欲しかったのかわからないけれども、私はしませんでした。ある程度、統計学的医学的には

ここまでやれるけれども、これ以上の未知の世界はやはりそういう霊的とか精神界の力もあ

ります。実際にやりましたから、特にミャンマーで明日死ぬかもわからない、10日以内に死

ぬという28歳か38歳の方がいて、その家族がもうおいおい泣いて懇願するわけなのですよ。

なぜか私がそういうところへ連れていかれるのですよ。ミャンマーのヤンゴンで最高の西洋

医学でも手の施しようがないと。お医者さんはアスピリンをやるだけなのです。これ以上は

何もできないと。結局、ヴィパッサナー（観）やっているから、パッと観ると、ここにちょ

うど心核が頭上にあるのですよ。心の玉というか。これが頭に来ているのですよ。それはレ

ントゲンでは見えない。だから、20 分ごとにバタバタやるわけです。「頭に来た」というの

はそういうこと。本当にそこに来ているのですね。本人は分からないし、腹が立つというの

はそうなのです。手を抑えて、すっとやったらそこに下りて、今でも生きています。 

というふうに、仏法にはすごい力がありますよ。これは私がやったのではなく、仏の教え

をただ私が実行しただけのこと。これは非常に特殊な例。やはり病気した風邪ひいた、それ

はすぐにお医者さんに行って直してもらわなくては困りますよ。私はたまたまそういう状態

で、もうどうにもならないということで仏法を行法しましたけど、ま、これも仏縁というこ

とで。 

 

達磨座 

【参加者】 

達磨座について教えてください。 

 

【水源師】 

 洞窟に行ったときに達磨座が置いてあって、そこの上に坐ったものなのですね。材料は畳

が本当なのですが、それでは痛いですから、フェルトみたいなのをかぶせていました。中に

は花みたいに折って、その上に生地を載せて、中身は藁（わら）を固めたようなイグサみた

いな感じでした。その上には生地を蓮の花みたいにして載せて、その上に坐ります。角度は
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お尻の中がスーッと坐りやすくなっています。実に坐りやすい。ピターッとお尻に無理がか

からない。坐禅を無理にやれば痔を起こすのです。だから昔の人は長いこと石の上に坐るで

しょう。あれは恰好がよいけれども、あまりよくないようです。少しはよいですよ。でも普

段はやはり柔らかいので、体に無理のないように、そういう座を使って坐った方がよいです。 

そして、背中が痛くて坐れない方は椅子でよいです。つまり、心の進化だけでよいのです

から。一番よいのは寝てやるのがよいのですが、寝てやる禅は一番難しい。すぐコロッと寝

てしまう。私がタイに行ったときに、椅子で禅をやったときに、いつのまにか寝ているので

すよ。坐れば眠らないですね。起きていられる方は椅子でも何でもよいですよ。私の場合は

コロッと寝てしまうから、こうして坐っているのだけれども。 

高齢なお坊さん方は半分寝るような楽に足を伸ばして、呪文唱えながらお経を読んで瞑想

していますよね。坐るのが無理だから。結局、心が進化すればよいということだから、結跏

を立派にやられている方からは怒られるかもしれないけれど。ま、そういうことですから、

心の進化だけを目指せばよいのではと思っています。 

というのは、「法を得る」ということですね。「ありのままに観て法を得る」ということ。

何か先ほど窓をずーっと見たら「あー、なるほどなあ」と、坐禅でやらないでただ見たもの

だから忘れてしまった（笑い）。ところが、坐禅でやれば心に刻まれるのですね。ワーッとい

つまでも覚えている。 

 

Waveとヴィパッサナー、涅槃と空 

【参加者】 

 第 1 Waveから第 7 Waveという話がありましたが。 

 

【水源師】 

 お釈迦様が言われるには「ダンマ・サンガミ・パカラン」「ビバンガ・パカラン」「ダトゥ

ー・パカタ・パカラン」「トゥガラ・パンニャティ・パカラン」など七つの経典の中で説明さ

れているらしい。これはほとんど今、私たちにはこの経典は手に入らないと思います。その

方がそれを訳して、この中に第 7 Wave まであると書かれているということを一応報告した

ことで、私自体はヴィパッサナー（観）でこの関係を確認はしておりませんが。 

どれがどういう Wave で、ただこれを見た場合には、心には第 7 Wave で刻まれるという

ことは、ちょうどヴィパッサナーでやれば心で観た場合、心の中で同じことを 7 回タタタタ

ターッと繰り返して、7回同じインフォメーションを刻むのですよ。このことだと思います。 

それをパオのヴィパッサナーではナーマ（心）の教科のこと、この図形のことだと思いま

すよ。ヴィパッサナーで、そこのところは非常に難しい科目です。そこのところを観るのは

最終段階の最終段階で、大体 1 秒間に 10兆の Wave を止めて観るから。パン、パン、パン、

パン、パン、パン、パン、パンというのを。第 1 Wave , 第 2 Wave , 第 3 Wave , 第 7 Wave

そのことを言っているはずです。 

こういえばますます頭が痛くなる（笑）。知れば知るほど。やるのも大変なのですよ。それ
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を観るのも。聞く方はもっと大変だと思います。サンカーラ（行、形成作用）の三十四善心

の中のクサラ（善）、アクサラ（不善）のカラーラインというところの教科で、それが出てき

ます。それを観なければいけないところです。私が一番悩んだのはここの教科なのですよ。

一体皆様をどうしてここまで導くことができるかと。それより十二因縁を直接観せて確信を

起こして、それで法をしっかり分かったときには、もう阿弥陀の国に往ってもよいし、次は

アナガミ（不退転の位）だから、もうニッバーナ（涅槃）に行きますからね。 

そういうふうに、ナーガールジュナ（龍樹菩薩）様がそういう法も説いてくれたし、また

幸いお釈迦様も第四法まで過去を観る方法を教えていって、その一法簡単にしたのが今紹介

して運がよくここで一人観られたようで、私もこれも大成功で二人目です。カナダ一人、日

本で一人。私も大変な光栄を受けています。 

だから、こういうことはミャンマーとか、南方の先生は一人も今まで教えなかったと思い

ます。そこが問題だと、私は思っています。ダンマヌパサナー（法随観）は正しいですよ。

でも、最後の教科まで行ける人ははっきり言って 1000 人に 1 人か。空を知るにはやはり万

人に一人だから、無理。無理。無理。ヴィパッサナーを終わって認可を受けた人でも空に達

していないのですからね。 

なぜかといったら、「観たか」と言ったら「観ていない」と。じゃあまだ到達していないと

いうこと。ウソはつかないからね。確かに涅槃の世界は観ています。体験上、私も同じ現象

を観ていますから。でも空はまた別なのですよ。教える者としては、やはり最終課程でパオ

では空を観なければいけない。それがなかなか難しいです。でも空を観たからそれで終わら

ない。人空・法空・空空といって三段階、全部観て、今度大乗の奥義が分かるから。 

それはやはり達磨大師様が簡単に述べているけれども、ニミッタ（丹光、禅相）は最後の

方で出てくるからね。光、光と、これはニミッタのことです。だから、南方の方でも過去 2500

年間、延々として仏法を守って、そういうシステムができているからよいけれども、北方の

方ではなかなか社会がそうなっていないから。結局、達磨大師の禅が今までこうして浄土禅

というのも発展して、そして般若多羅様が弟子の達磨多羅に「お前は中国に行きなさい。」と。

北方を回ってきた人は 10 人いれば 9 人死ぬのですよ。九死に一生。これが 9 人死んで 1 人

だけ生き残って中国に渡ってきて法を教えていたから。「九死に一生」とはこのことなのです。

だから、どれだけの苦労をしてインドから法が中国に来て、そして今日本に来ているかとい

う話になります。 

 

人空、法空、空空 

【参加者】 

 人空というのは、どういう字なのですか。 

 

【水源師】 

 人です。人の空と書きます。人が空を観ると。法が空を観ると。空が空を観ると。一回り。

それが人間界の限界だと。神の世界は第四も観えるというのが、ユダヤ教の奥義の奥義で説
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かれているみたいですね。だから空のことがよく分かるのです、私の言っていることが。ユ

ダヤ教の方の教会は神を拝むところではないのですよ。瞑想する道場なのですよ。でも今、

瞑想する人がほとんどいないと。ただ形骸化しましたと。それで私のところに熱心に来て、

私はお釈迦様の言うとおり、すべて生きとし生けるもの、法を学ぶものはすべて開放して、

この方がまた人を助けるかもしれませんしね。そういうふうに本当のことで指南します。 

 

空とは 

【参加者】 

空という言葉が出てきますが、分からないのですが。 

 

【水源師】 

 それは体得しかないです。いや無我とはまた違います。アナッタ（無我）とはまた違いま

す。結局、微積分では私たちは Xが無限に 0に近づくということで、ライプニッツ数学とケ

ンブリッジ数学のアイザック・ニュートンで今、現代社会ができていますけれども、誰も今

まで Xが無限に 0に近づくということを解析した人はいないわけなのですよ。 

たった一人 1930年代にインドのブラーフマナの家系の方でラマヌジャン（1887 - 1920）

が研究しましたが、今においてサイモン教授が追跡研究して今この論文を発表したのです。

それをお釈迦様が「最初に数学をやってください」と、お経の中に無限のことが書かれてい

るわけです。こういう数式ですね、パ、パ、パ、パ、パッと。空というのはこういう世界と

密接につながって、無限の世界が今、こういう有限の世界が発生しているという。絶妙なと

ころにあるわけなのです。だから、彼はここまで観えるわけです。ルーパ（色、変化する物

質）の rising falling（生、滅）まで観えてしまうのです。ただし数学的にですけど。その

Background Energyということで空の世界が見えるわけなのです。 

アインシュタインはなぜかいつも避けて通っているわけ。今はもう避けて通れないところ

になったわけです。先ほど言ったようにスイスのジュネーブのサイクロン。ヒッグス粒子も

99.9％ありそうだと。それでアインシュタインが絶対に触れないから、ケンブリッジの有名

な教授、ホーキング教授が賭けで＄100 無くしたと。彼は＄100 賭けて、ヒッグス粒子はな

いという考えでした。アインシュタインはいつも Background Energyを避けて通ったわけな

のです。言わなかったわけです。でも、私の教えているサイモン教授は分かっていました。 

なぜかアインシュタインはそこを避けて足を突っ込まなかったと。今この人がこの無限の

世界と有限の世界の関係論文を発表したら、すぐに招待されてペンシルべニア大学の数学の

教授になりました。バイオマスと数学、生命体と数学のつながりという新しい数学を開発し

ています。彼は「大海の海洋のように大きい新世界だから、どれくらい研究が進むか分から

ないです」と言っていました。ま、私たちが最高に発達している文明はそういうところなの

ですよ。宇宙的にはまだまだ幼稚園くらいだから、まず真面目に一歩一歩、心を磨く方がよ

いのではないですか。だから、彼は熱心に瞑想している。もう瞑想しなければ生きていけな

いと言っているから。瞑想だけが楽しみだって。 
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仏教とカルーナ 

【参加者】 

 あまり仏教とは関係ないのかもしれませんが、昨日のお話の中で火に関するお話、護摩行

とか、北米インディアンも火の鳥にかかわっていますが。それともつながってくるのでしょ

うか。 

 

【水源師】 

 私が 5 日間のサンダーマウンテンのそこのインディアンの聖地で、水も飲まず食わずの行

をやったのですよ。行をやったときにお告げみたいなのを受けて、そのときに北米のインデ

ィアンの方は聖なる火を受け取っていないから、これほど苦しむのだろうということが分か

って、伝説を聞いたら確かに聖なる火を失ったのですよ。それで、私は北米のインディアン

のために天から授かった秘法で、その火をつくったわけなのです。 

ところが、シャーマンが火を見て後ずさりして聖火を守ることができないというのですよ。

だから、その火は今でも私の家にあります。その秘法でその火を作ったときに私が教えてい

る 5，6 人生徒たちはすごい霊能を持っているから（予言もできる人たちです）。森の中にバ

ーッと、火の鳥の映像がまあ見えるわけなのですね。私も森の中にバーッと火の鳥の映像が

見えて。天界ではエジプトの衣を着た四方に結界を張って守ってウワーッと沢山の神々も訪

れてきていました。という映像を見せてもらって。みんな見たと同じ答えが返ってくるわけ。 

なぜかそのときに分かったのが、これは火の鳥の火であると。これは 5000年前に消えて今

もう一回、灯した火であるということです。なぜかこの火が地球に大切なものであるという

ことが私は分かって、昨年ボロブドゥールに行って気が付いたのは、火の神ともこの火が関

係あることですね。この火の神様がボロブドゥールの門に立っていたのですよ。インドで見

たときは、この場所が分からずに必死になって地球での場所を探し求めて、9 年目にたどり

着いたのがこの場所でした。どういう神様かということは、その場ですぐに理解できました。

キリスト教の大神様。聖書に出てくる大神様ですね。インドではアグニと言って火の神なの

ですよ。真言の密教でも私が行ったら、「あ、その方です」と。Bush Fire の火の神ですね。

その意味も分からないし、ボロブドゥールに行ったときにワーッこの門だと。もはや私は火

の鳥の卵を持っているし、火を起こせるし護摩行を授かりましたし。実は今、日本は非常に

危険な時間帯にあるのですよ。それで何とかこれを止めるように私が今これをやろうとして

いるわけなのです。 

なぜかといったら、2029年に地球に落ちる隕石が一つあるのです。今回はニアミスだけれ

ども、この隕石は 2029年に落ちる軌跡を持っているわけです。タイの報告によれば、神通力

を持った方が私と同じことを言っている。この方が子供ながらも非常に予言もテキパキ当て

るし、心配で私に聞いてくるわけなのです。私は何も回答していないけれども。200 メータ

ーの津波がカリフォルニアにやってくると。これ隕石しかないのですよ。隕石が落ちてきた

場合には 1000 メーターの Wave（波）まで作りますからね。2000 メーター位の波が、過去



 

16 
 

のそういう事例もあったみたいです。ただ私が言うのはこういうことを学者は発表できない

のですね。証拠があっても。なぜかといったら、ロッキー山脈の高度 2000メーターのところ

にたくさんの骨の塊があるのですね。マンモスとかワーッと打ち寄せられたという。隕石が

落ちたら、そこまで 1マイル、2マイルの高さまで上がって押し寄せてしまう。2030年と予

言しているから、2029年の軌跡の隕石のことだろうと思っています。ただ、まだ時間帯があ

るから科学が発達すれば避けて通れるとか、いろいろなことをやっているのだろうと思うけ

れども、ただ私は精神的に何かそれを回避しようかとお手伝いしているのかもしれません。 

だから、本を開けてみれば、摩訶摩訶不思議な話があります。それがまたピタリピタリと

現代の私たちの世界に当てはまる、非常な変わり目にあるわけなのですよ。今マヤカレンダ

ー5125年の区切り。それで新しくまた始まるわけなのです。だから 5000年前に火が消えた、

その 5000年前、その空間がピタッとまた合うわけなのですね。大体ね。だから、本当に私た

ちは夢の中の夢。浅き夢見し酔いもせずと、全くそのとおりだから、あまりそういうことは

気にせずに、一日一歩一歩5分でも10分でも法を知るということであれば、間違いないです。 

なぜかというと、そういうことがあっても、すぐまた転生して生まれるからね。ポンポン

と。「これおしまい」ではないのです。時空は他の時空に行くかもわからないけれども。まし

て仏法を深く学ぼうとしていたら、やはりその因縁でやはりそういうところに生まれますか

ら。だから大安心して心配することなしです。ただ一般の人もみんな救いたいと、それは分

かるけれども、これは私にもどうにもならない。お釈迦様もどうにもならないし。ただそう

いうことにならなきゃよいように一生懸命やっているだけで、ならなくて何もなければ一番

よいけれども、そういうふうに願ってやっています。 

 

地球のチャクラ 

【参加者】 

 チチカカ湖とか関係あるのですか。 

 

【水源師】 

 はい、ちょうど地球のチャクラのポイントというのがありまして、そのチチカカ湖とボロ

ブドゥールがちょうど裏表のチャクラになっているのですね。クラウンチャクラがモスクワ

の近くにあって、あれがグーッと回ってきて降りて南米に上がってチチカカを通ってメキシ

コのピラミッドを通って日本を通ってインドネシアに入っているのですよ。日本を通ってい

るのですよ。 

だから摩訶不思議なこと、すべて。でこれがグーッと上がっていってモスクワのクラウン

チャクラに上がってという地球のチャクラで見れば図形が書いてあります。一昔前に「チャ

クラ、チャクラ」と言えば「何、この異常者、エネルギーなんてあるか」なんて、今はもう

みんな「チャクラ、チャクラ」と言っているけど、地球のチャクラ、エネルギーポイントと

いうのがあります。 
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原発の仕組み 

原子爆弾もただ落としても爆発しないのですよ。磁場の丁度グリッドというのがあって、

そこに落として初めて爆発するのです。原発がなぜ地震の上の亀裂に作るかと言えば、やは

り天然放射能が大量に放射しているので、それがたき火の予備軍みたいになって、いつも発

火しやすいからです。ナチュラル・ラディエーションというのがあって、地球の中は非常に

素晴らしくできた原発なのですよ。そこから放射能が上がってきて、割れ目からしょっちゅ

う放射能が出るから、原発に火が付きやすいわけなのです。だから、どこでもできるという

のはないみたいです。だから、なぜ大飯原発が断層の傍に、そこでなければ火がつかないわ

けなのです。ほとんど。 

だから、そういう危険な代物みたいですよ。それを言わないわけです。それを知ったら、

もうみんな猛反対するから。福島原発事故は起こるべくして起こることで、あれが起こって

から最も危険な静岡の原発を止めたでしょう。あれが断層の直下で「こりゃあ止めなければ

大変だ」と、すぐ止めて、やはり知っているから。でも、政府としてもみんな本を開けて見

せたら何もできなくなるから、やはり隠し隠してやるしかないのではないですかね。ただ問

題が起こるべきところに原発をつくったのが問題です。 

 

世界の借金を払う日本人 

その借金を一般の国民が、つけ払いしなければいけないという不公平があるから、やはり

これはいけませんよね。失敗した人たちがお金もらって年金もらってゆっくり暮らして、被

害を受けた方が保証もなしという、これはおかしいということになりますよね。それはやは

り政治家たちが気を付けて、できるだけ皆さんがまじめに働いた人にはちゃんと恩恵を返す

と、一生楽々と暮らした人はやはり働いてもらうというふうにしなければいけないのではな

いかと思います。でなければ不公平で、いずれにしろそのカルマの法則によってツケは来ま

すけれども、やはり今の日本でそれを大きくすることはないですよね。 

それじゃなくても、円高ということは日本が世界の借金を払っているのですよ。これがい

つまで続くか分からないわけなのですよ。本当に。いつまで日本が借金を払ってあげられる

かと。日本は本当に関係ないのですよ。それが一般の人が苦労して一生懸命、働いていると

いうことで、もう少し優しい政治をしてもよいのではないかと、私はよその国からだから言

うのだけれども。 

まずまず日本は立派ですよ。地下鉄とか交通機関とか、まあきめ細かくできていること。

そりゃあ素晴らしいのだけれども、これ以上ぎゅうぎゅう締める必要はないのではないかと

思うのですが。いろいろ何かあるのでしょう。だから日本の皆さんいっぱい不満はあるかも

しれませんけど、よくやっていますよ。よくやっています。頭が下がります。 

東京でも空気がきれいでね、北京に一週間いたら喉（のど）がざらざらしてきたし。まあ

中国を悪く言うのではないけれども、車がいっぱいで、やはり埃（ほこり）が出るのでしょ

うね。それでシャワー浴びたのだけれども、挙句の果てに風邪気味になってしまって、歩い
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て埃がついて夜なんて汗と混じってネチャッとする。シャワーでやるのだけれども、何だか

落ちるのだか落ちないのだか、また次の日にネチャッとして、10日いたらもう大変だったと

思う。いや、よい思いもしたのだけれども。私トコトコトコトコ歩くでしょう。汗が出るで

しょう。そしたら埃が舞い上がって、ここにくっつくのでしょうね。 

でも楽しい旅でした。ラマ寺に行ったり、一般庶民の町でタイムトンネルを潜ったみたい

に、30年前の居酒屋みたいな、そういうところをずうっと見て回ったりね。今でもそういう

ところが北京にはあって、日本ではその昔、提灯（ちょうちん）掲げて屋台で一杯やりなが

ら、こんにゃく食べてとか、そういうのがもうなくなったからね。寂しいですねえ。あれは

素晴らしい文化なのに。韓国ではなくなったのですよ。全部日本式になって消えちゃった。

やはりああいうことはよいことだと思いますよ。 

なぜかといったら、みんながみんな大実業家になれるわけではないしね。そういうチャン

スで生活できるという場所をつくってあげるのは、政府で奨励すべきですよ。だから、今か

ら 2008年金融大危機があったときに、私がすぐ中国にレポートを書いて「道を開放してあげ

てください」と、「道を開放して警察が一般の人を逮捕しないで路上で小売りさせてください」

と。ということをお願いしたら、法的に通って、すぐ新聞に出て 2 億の仕事を作り上げたみ

たいです。そういうときは一般の人は大変ですよ。 

だから、私が言うのは綺麗なのもよいのだけれど、大きい道があってまじめに働こうとい

う人には、そのライセンスでもあげて、ちょっとした 100 円、200 円のお金を取って、そう

いう小売させてもよいのではないかと、私は思うのだけれども。また商店が潰れるとか、い

ろいろなことがあるかもわからないけれども、そこは政治家の裁量で、皆さん金が回れば皆

さんお金使うし、そういうふうな庶民に優しいのがよいのではと思うのですが。どうせ日本

では捨てるのでしょう。そのスーパーで売れないものはボンボコボンボコと捨てると聞いて

います。それだったら、そういうところに卸して、ちゃんと食べられるようにして屋台で売

って安く半値で売ったら、また喜ばれるし、またどんどこ食べて、お酒も飲むし酒屋も儲か

るしと（笑）。 

 

あやつられた社会 

【参加者】 

 先生は地球のチャクラの場所に何か感じるのですか。 

 

【水源師】 

 やはり違いますね。バイブレーションというか。 

 

【参加者】 

 ほとんどの人は感じないで帰ってくるわけですよね。 
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【水源師】 

 いや感じましたよ。すごかったですよね。この地球は不思議な場所ですよ。 

 

【参加者】 

 London の City。証券会社やら銀行だとか金融街があるところは？あそこは特別な場所だ

と聞いたことがあるのですが。 

 

【水源師】 

 まー、悪の塊。そんな気がします。私から見たら行きたくないところです（笑）。すぐに魔

という字がバッと出てきます。魑魅魍魎というか、なんというか。何をやるかロンドンタワ

ーとかさ、暗い、そう言ったら、またイギリス人の方から怒られるけれども。ま、そんなこ

ともあるでしょうね。だから、ワシントン DCは完全にメーソンの設計だと言っていますね。

フリーメーソン。ペンタゴンから何から。その設計の上で町はできていると言われています。

フリーメーソンと言っても、彼らが言うには、私たちはソロモン（ユダヤのソロモン王）の

ために神殿をつくったと。そういう技術があると。それで、エジプトでも私たちはピラミッ

ドをつくったと言っていますよ。そういうふうな伝承を持ったギルドであると。でも、そう

はいっても長い秘密結社であるでしょうね。たくさんの知識ね。アレキサンドリアの重要な

教典を持っているそうです。この教典は地球上の歴史的な繰り返しがちゃんと載っているか

ら、今の時代はここらへんにだから、この出来事は何年後に発生するという事前知識を持っ

ているみたいだそうです。 

東洋には、そういうのは中国だけにあるそうです。5000年、10000年。日本は 2000年で

しょう。浅いわけなのです。見えないわけなのです。だから、日本の政治家はよほど気を付

けなければ。卑弥呼様がいたときですよ、朝に夕にタタターッと分かるでしょう。今そうい

う行者もほとんどいないでしょう。スーパー行者が。お金も一銭も取らないで国のために人

のために、そう言ったら殺されるでしょうね。よいことをすれば殺される運命が待っている

からね。キリスト様みたいに。この世はお釈迦様が言うように早く涅槃に行きなさいみたい

な世界ですね。（笑） 

 

家畜化されないで生きるには 

【参加者】 

 ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう絞られている日本人が瞑想を学ぶ以外にないか、絞られないよ

うにするにはどうしたらよいのですか。 

 

【水源師】 

 まあ、ゲームに乗らないことですね。ゲームに乗らないというのは、リフォームで新しい

家をつくるとか、まあこういうところで十分だとか、そう言ったら建築関係の方が怒っちゃ

うけれども、本当に日本の方々が隅々までお金が回って、うまくいくようなシステムがどこ
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にあるか検証しなければいけないと思いますよ。 

なぜかといったら、無駄なお金が相当陰で隠れて逃げているかもわからない。ロスチャイ

ルドが日本銀行の株の 40, 50％、天皇が 25％。やはりここで何か絞られる原因は、ここにあ

るのではないかと思います。日本銀行の株 51％は最低でも日本の国会かどこかでガラス張り

で見なければいけないのではないですか。これは日本のお金ですからね。でなければ、戦後

ご破算にしましてって 100 円札が大金だったのですね。あのとき新札が出たでしょう。それ

以外、方法がないし、そうなったら、また世界大恐慌でまたおかしくなるし。方法としては、

そこを解決できなければいけないと思います、 

そうでなければ、皆さん全部つつましやかにゲームに乗らないで、そして大企業には悪い

けれども、縮小しながらやっていかなければ。でなければ、ツケが一般国民にツケが来ると

思いますよ。東電の結果もそうだし、破産したら一般の民衆が払うことになると思います。

だって原発から材料から日新製鋼からすべて総力でつくっていっているでしょう。 

一般の方々は子どもを育てて学校にやって教育費を払って受験、受験だと馬車馬のごとく

過去 60年変わらないからね。だから、こういうゲームはやめさせる必要があると思いますよ。

やめさせたら一遍に日本の歯車のスピードが落ちていきますが、それより人の命の方が大切

だと思うのですけれども。そういう方向に視点を向けていくしかないと思います。 

大体ロブスター3日続けて食べたら嫌になるから。ステーキ食べなくても、一年に 1回か 2

回で十分。本当。そういうふうな「質素な生活で静寂を楽しむ」と。「静寂」。「静寂」にはお

金はいらないけれども、大宇宙の交響楽が見えるし、天の万象の素晴らしい姿が見えるし。

映画より素晴らしいですよ。この頃はめったによい映画なんてないしね。見る気もしないし。 

そういうところで結局できるだけ日本のローカル、日本でつくられたものを買うようにし

て、その技術者を守って、その技術者が安い匠の人が安く供給できるようにしなければ。あ

る程度ね。というふうなローカルエコノミーが大切だと思います。だから、今日食べたトウ

モロコシもここでできたとか、そういう方向にしていくしか、一般の庶民は方法がないので

はないですか。でなければ全部企業化企業化で、あげくの果ては、そのうちブラジルからリ

ンゴが来るかもわからないし。保守的になるようにと言っているのではないですよ。お金が

あればよいのだけれども、今莫大な金がどこに流れているかわからないような、銀行がどん

どん潰れる、企業はもう死にそうだし、世府はお金刷りまくるし、もう何が何だかわからな

いように国民が外されているから、本を開けて見せろと言ったって絶対に開けないから、結

局、方法としては一般の人がローカル経済で行くしかないのではないですか。 

だから、大阪の方は橋本維新というローカル経済、ローカルのことでああして人気とった

のでしょう。ま、彼がトップに立ったら、またおかしなことになるけれども。政策聞いたら

ヴィジョンもないし、ただ維新、維新と。その掛け声だけ、オバマさんの Change, Change

みたいで、ふた開けたら何もないということになるかもしれないから、よほど日本の国民の

方は日本の国にとって本当に誰が一番政治をしてくれるのか、やはりもう選ぶ必要があるの

かもしれません。政治家が力を持っているかどうかという、一般の国民はそれを選ぶ権利が

あるのだから、普通の常識を持って、この人はやるのではないかというふうに選ばなければ

いけないと思います。まあ言うのは簡単だけれども。それを今までやらなかったからツケが
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来たでしょう。これからもまたツケが来ますよ。一般の若い方々は仕事がないし苦労されて

いるでしょう。なんというか、シッポを切ると言うか、切り捨てと言うか？ そういう弱者を

いじめる政治はやはり滅びると思いますよ。よくないし。精神的に文化的に荒れるし。 

そういう意味で日本全国を改革しようと言ったって、何が何だか分からないように、今ま

で教えられてきたから、逆にこんなこと言ったら異常者扱いされるか、逆に鉄砲玉くらうか

だけれども。皆さんが地道にこの短い人生、一歩一歩、正法を学んでいけば、あなた方が救

われる、その力で他の人もまた救われるかもわからない。本当に小さいのですけれども、ゼ

ロよりはよいのですよ。ゼロよりはよいでしょう。回答になったのかな。 

 

本当の日本の現状と在り方 

【参加者】 

 これだという政治家がいない現状ですから、日本に未来はあまり明るくないですね。 

 

【水源師】 

 そうですね、日本は自衛隊があるのだから、日本の国は日本の国で全部守らなければいけ

ないのではないですか。やはり指揮権がアメリカ軍にあったら、結局こういう問題になるし、

今中国でも今度、公艦 6 隻出すと。そのうち軍艦が出てきますからね。アメリカは日本を助

けませんよ。じゃあバカを見るのは誰かと言ったら、国民を騒がせた張本人は知らんぷりで

しょう。だからよほど気を付けて。 

だって上海には 20万人の若者が働いているのですよ。北京には 10万人か。私が行ったと

きに日中友好 40周年記念のオリンピックパークで博覧会をやっていたのですよね。まあ日本

のためにはっぴ着て熱心に売っていた。中国の人もキッコーマンを買って、民衆の間では何

もないのですよ。それをシャットアウトされたらこの 30万近い若者はどうなるのですか。ま

た日本にいる中国系の人も嫌な思いするだろうし、今、尖閣諸島を取ったって、あそこの地

下にガスがあるのではないのですよ。あの近くにあるカーボンハイドレートと言って、ドラ

イアイスみたいな燃料が、これからあと 2 ,30年 4 ,50年かかる技術的なものであって、あと

30 年 40 年、日本が存在するかしないかという問題がまずあるわけなのですよ。地質学的に

言っているわけです。だから、政治家は一体何を持って何をしているのか私には全くわから

ない。日本が地質学的に永遠に安泰であればよいけれども、地球はそうなってつくられてい

ないわけなのですよ。 

だから、全世界でいろいろなことが起こっているでしょう。これは日本的な問題ではなく、

全地球的な規模で今起こり始めているから。こういうことで未来の準備をする方がもっと大

切だし、特に 100兆円、1000兆円のお金がどこに消えて誰の手に渡っているか、誰も分から

ないし。それを正しく 100 兆円も使ったら一遍に皆さんが楽になりますよ。福島原発の問題

が解決しますよ。コスタリカには軍隊がいないのですよ。ボリビアなんて 1000人か 2000人

の軍隊があるかどうか。日本には世界で第 2 の軍事予備費で、すごい武器があるみたいだけ

れど、これをどこにどこでどう使いますか。その指揮権もないのに。勝手に動けない。とい
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うふうな条約なのでしょう、安保条約は。 

だからといって、私は「戦争しろとか喧嘩しろ」とか言っていません。ただ「日本の国民

が幸せに平和に生きる道を作ってください」と言っているだけ。だから、与謝野晶子さんが

当時「弟よ、死に給うなかれ」ということをもう一回、読み返してくださいと。そういう平

和国家、中立国家で文化を伸ばし、この素晴らしい文化があるのです、本当に日本料理は中

国でもナンバーワン。カナダでも寿司、寿司屋さん。よい物がたくさんあるのですよ。それ

は一般の方が作り上げたことです。上の政府の方は何もしていません。一般の方が昔一杯や

りながら作り上げた文化なのですよ。さしみや、おいしいマグロとかね。マグロ丼にしても。

ま、そういうことで。庶民だけがごみを捨てては駄目とかキチキチ調べるけれども、本当に

上の方では、どれだけのお金をどこに投げているか誰も分からないからね。その問題が今の

非常に経済的な危険な場所に立っていることにつながっています。回答になったかな？（笑） 

結局「しがらみをバッサリ切って、国民に本当に優しい政治をする」と。ということは、

「皆さんにもっと休暇を与えて精神修養できる環境を作る」と。まずお金の問題でも。「休み

をもっと与える」ということが第一だと思います。だって自分で本当に勉強できる時間がな

いもの。朝から晩まで働いて、もうくたくたになったら本も読む気もないと思いますよ。特

に何だかよく分からないけれども、十二縁起とかこういうことをもっと難しく書かれたら読

む気もないと思う。私だって今、修行したから少し分かるくらいで、こういうスリランカの

英文にしても、お釈迦様のことを書いたのでも、私が修行して英語を読めるから時間がある

から読めるけれども、普通の方だったらそのチャンスがないでしょう。学ぶ時間がないから。  

だから、ある方に私は「日本国民に最低 3 カ月は休暇を与えてあげてください」と言った

（笑）。ま、そこからではないですか。そしたら経済が潰れる、国が潰れる、あれ真っ赤なウ

ソ、潰れるわけない。スリランカでは国民の半分は働いていないからね。世界中そんなもの

だから。でも、ちゃんと生きているから。それは貧乏になるかわからないけれども、きれい

な服を着なくてもよいと思いますよ。みんなほどほどにすれば。 

だから、政治家が第一、「本当に国民のためにいかにすべきか」というヴィジョンをはっき

り示して行動する必要があります。それで、それを出さなければ、そういうふうにしてほし

いという一選挙区から、そういうスローガンを出してしてくださいという。「できない、でき

ない」じゃ話にならない。じゃああなたは落とすと、できる人間を出すと。そういうふうに

していかなければ。そういう大きなヴィジョンを開ける鍵を持っているのは、彼ら国会議員

だからね。だからできないわけがないのですよ。実は、ただ何もしなければクビ切られない

からね。それで第 2回 3回の当選ばかり考えるわけ。 

そのシステムを国民にいかに優しくする政治家を育てる環境も必要だし、出る人間を作ら

なければいけないし、国民的な回向経済ではなくて回向政治（笑）、みたいなことをインター

ネットでも書きながら、草の根運動があるべきいではないですか。これから若者の将来大変

ですよ。今、一番お金を貯めて稼がなければいけないときに、それをまともな生活ができな

いようにシャットアウトしているのだから。まずこの改革が必要。老人は介護施設で、どん

どこどんどこ死に際まで金を取られて、踏んだり蹴ったり。これをやはり地方の公民館で、

それぞれ地方の若者たちが討議しながら、若者たちの力と老人たちの体験知識を持って、こ
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れを持って地方が活性化していくはずです。解決していきましょうと。でなければ、今の若

者たちが 60 ,70 になったときに何もないと思いますよ。「だまされた」と言って腹立てても

仕方ないですよ。だから、今からそういうふうにならないように、ちゃんと同級生にしろ、

同窓会にしろ、あなたたちが将来を背負って立つのだから、やる必要もあるし、また老人の

方々も踏んだり蹴ったり金ばかり取られて、いざして欲しいと思ったらダメダメづくし。こ

れも一体どうなっているのということで。 

また、そこら近所でお互いに助け合うとか、買い物してあげるというシステムも作って上

げなければいけないし。やはり政治家に働いてもらうことですね。本当の意味で。投票だけ

ではなく。何か樽底さんという人は一軒一軒ラーメン食べながら選挙運動して回って、「どう

ですかとか、元気ですか」と、市民に話し掛けたそうです。市会議員にしろ、県会議員にし

ろ、もっともっと庶民のために本当になるように、こまめに無駄なく、上の方は軍備費何兆

円を使っているか分からないけれども、本当に必要なのか。何をそんなに恐れて何百兆も使

う必要があるのか、アメリカが日本を守らなければ、やられるという。そんなばかな。コス

タリカなんて軍隊ないし、メキシコは自分で守っているし、カンボジアはよその軍隊いない

し。ベトナムなんか行ってみたらアメリカに勝ったと言って、空も国民もなんかカラッとし

ていましたよ（笑）。 

だから、もう少し勇気もって怖がることなしに、まじめに本当のことをやれば、みんな認

めてくれるし。ま、そういう方向で政治家に本当に働いてもらうことですね。ちゃんとそう

いう地方とか、町内とか、小さいところからでも発信するべきではないですか。 

 

仏法と政治 

【参加者】 

 小沢さんはすっかりで出なくなってしまいましたね。 

 

【水源師】 

 やはり彼は経済界にとってはまずいのでしょう。改革をやられたら今の利権とかそういう

ことが全部崩れてしまうから、彼のやり方を見たら、やはりある程度、庶民のことを考えて

いますからね。橋本さんがあれだけ人気あるというのはメディアの力で、何かをやってくれ

るのではと言っているけれども、やはりハリウッド映画の制作手法でヤンキー先生とかいろ

いろなモデルの番組を先に流して、一般の人がイメージ化して同じではないかと。 

一般の人はよほど地方を思ってくれる政治家を一人一人出して行かなければいけないので

はないですか。そういうことを若い人たちは自分たちで話をしながら、自分たちの命は自分

で守らなければ。でなければ、後はガタルガナル戦場に行きなさいと言って無駄死に、犬死

ですよ。戦うどころか食べる物もなく、ただ痩せて骨皮になって、鉄砲も精神で行くのだと

言って 10発も渡されたか、一発でも無駄にしたら逆に殺されるというふうな、上官から死ね

と言われて自分で自殺していかなければいけないからね。玉砕だなんて言って。二度とそん

な事ことは起こしたくないね。こんな野蛮なことは。やはり人権問題で、戦争しなくたって
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いいのですよ。カナダなんかロシアにおいでおいでって、軍隊ないのだから。アメリカがカ

ナダに怒って「もっと軍事費使って」とか「なんでアメリカがお前の国を守らなければいけ

ないのか」とかで、がら空き、ガラッと。広大な領土に誰も住まない。 

世界にはそういう広大なところが山ほどあります。正しい情報を見て見識を高めてやはり

社会に対して「私はこう思いますよ」ということを啓蒙していくしかないのではないですか。

黙っていたら戦車から潰されてしまいますよ。それで泣いたっておしまい。だって東北 1 年

経ったって、全然まだ解決していないでしょう。何千億というお金がまだ人に渡っていない

のだから。理由は市の計画があると。市の計画といったって、1 年 2 年、雪の中、冷たい秋

風の中、どうしろと言うのですかね？ 掘っ建て小屋でもなんでもよいから、どんどんつくっ

て商売させて、そのために人がいるのだから、地方の人が働いてお金をどんどん回さなけれ

ばいけないのに。私が一昨年、見たら全部ストップかけて、将来のため都市計画のため、何

もやらせないのだから。結局、黙っていたらやはり誰もしてくれないですよ。 

だから、若者も余程自分の身を守るというよりも、町を守るとか地方を守るとか、本当に

良識を高めて行かなければ。それが仏法なのです。「人のために尽くす」と、それでこそ仏法

が活きます。私は何も喧嘩しろとか破壊しろとかそうではないのです。ただただ平和的に関

して良識を持って社会がよくなっていくかという、無駄なく公平に。そういうふうな考えで

生きていって意見を述べれば。会社で言ったらクビになるから、外れて言えるところで言い

なさいと。公の場でね。これで本当に仏法が活きてきます。叡智を学んだら、それをいかに

命に生かしていくかと、自分というものはないのだから。「いかにして奉仕する」かが、私た

ちの生きている存在なのです。だから、「ここから浄土に往くには人のために労を取りなさい、

苦労しなさい」と。「人のために全身全霊で投げてやりなさい」というのではなく、「中道で

できるだけ人様に悪いことをしないで真面目に生きてください」ということと思います。 

中国で田舎から出てきた 50代の方がおられて、重い荷物をゴミ袋みたいなのに詰めて階段

下りるときに、私がちょっと手を差し伸べて一緒に下りて行ったのですね。持ってあげた途

端に彼は「もうこれ以上の幸せはない」という笑顔で「謝謝謝謝」と言って、にっこりして

行きました。私が言うのはここなのです。お金はかからない、こういうふうなちょっとした

ことですね。言葉も知らないけれども、全く知らないところで、すっと持ってあげたという

この手が余程、有り難かったのでしょうね。だから、その笑顔をもらったという。やー私は

その笑顔をもらっただけで幸せでしたね。本当に心から幸せであるという光を出すような笑

顔で「ありがとう」って。 

だから、そういう社会を目指せばよいのではないですか。政治家にもこういう話をして、

みんな心あるから一緒だと思いますよ。私に今 100 億円あげるから、ここに爆弾しかけて人

から盗んでくれと言われても、私はきのこ採って山奥で死んだ方がまだましですよ。そうい

うことで、ほどほどにあればよいのではないですかという文化で。それに皆さんがもっと余

裕を持てて、年に 1 カ月は最低休暇をもらうと。既にヨーロッパはもらっているでしょう。

なぜ日本はできないのですか。そういう視点から変えていけば、必ずやよい結果が出てくる

のではないですか。だから、皆さんがやはり声を上げて応援すべき政治家は応援して。野田

さんは今、死にそうな顔をしていますね。私は彼が何をやって何のために政治生命を懸けて
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いるのか、さっぱり分かりませんね。 

仏道を活かすのは、そういうふうに正しくものを見て正しい政治家を応援するということ

が、やはり仏法の理にかなっていると思います。やはりお釈迦様は言いました。「何をもしな

いというのは、やはり悪の方に追随しています」と。「正しいことは正しい」と言わなければ

いけませんと。お釈迦様が仰っていました。勇気のいることですけれどもね。何かこれで少

し回答になりましたか。 

私はカナダでは毎週回答できるけれども日本では数回しかお会いできないので。聞きたい

ことがあったらどんどん聞いて下さい。 

 

自灯明 

【参加者】 

 水源先生はカナダに帰られるのですね。結構、瞑想が進んだりして自分がうまくいって、

おごり自分のものだとしてしまうところがあるのですけれども、それを叱ってくれる先生と

いうのは自分で探すべきなのですか。 

 

【水源師】 

 自分が思っていることをどういうふうに検証するかと言ったら、やはりこれから 1 年後に

はどうなるかとか、6 カ月後にはどうなるかと、予測を立てるわけなのですよ。それから多

いに外れていたら、これは自分のおごりであると。直さなければいけないと。それがピタリ

と的中したら、その道をそのまま進むと。そういうことでやはり自灯明でね。私もいつもカ

ナダにいるわけではないけれども、ある程度の方向性を与えたらあとは自分でしなさいと。

そういうふうにやっています。そういうことでよろしいでしょうか。 

 

精進の度合い 

【参加者】 

 基本的なことなのですけれども、瞑想をやっていくと心地よくなる面もあって、やってい

たら楽でそういうのにつながるのに、やはりなかなかできない面もあり、実際そうなってい

るのは分かるのだけれども、何で自然と精進できないのか、なんとなく納得いかないところ

があって。 

 

【水源師】 

 私も実はそうでした。毎日精進すればよいのにと。その昔ごろりと寝て一杯やって、あー

失敗したと、次の日は悔いるわけなのですよ。いやー明日はやるなんて言って、また帰った

らころりとやって、そのうちに本当に心が病気になっていくわけなのです。いやーこれは駄

目だと言って、今度、苦し紛れに座るのですね。ずっと。そしたらだんだんうまくいって、

そのうちまたそれを繰り返して。そのうち段々それが少なくなっていくということで。人間
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なのだから仕方ないのではないですか。特に働いていたらやはり疲れもあるし、やはり 10日

も 1 週間もやらなければ、私は本当に病気みたいに感じるのですよ。今は朝の 5 時になれば

「こんこんこん、もう朝ですよ、起きなさいよ」と言われて（笑）。そんな感じでパッと起き

て座っています。 

だからあまり気にしないで。いつまでも寝ても困るけれども、疲れるときはそういうふう

にゆとりを持って。いやー分かりますよ。私も今日も明日もなんて言って。そのうちに続け

ていったら、まー大変に体が悲鳴を上げ始めます。そしてやっていったら気も心もスーッと

して病気から解放されて、やーいいなと思っていたら、また何か歯車の調子が、会社のこと

とか、また狂ってまた戻すと、その繰り返しでした。自分だけ独りで生きていたら簡単にで

きるけれども、やはり家庭の問題もあるし会社の行事もあるし、それで狂わされてしまうわ

けなのです。それが一回一回、歯車を戻すのにいつも苦労していました。だから、そういう

ことで、なんとか頑張ってもらって。それからあまり自分を責めないでください。 

 

無知の涙にならないために 

【参加者】 

 基本的な考え方として給料を頂くのが仕事ですけれども、どういうスタンスでいれば、正

しいのでしょうか。基本的な考え方とかアドバイスしていただければ有り難いです。 

 

【水源師】 

 一番難しい質問ですね。私がその昔一般の会社に勤めて給料をもらって働いて、その後に

公務員になって仕事したわけですよ。一番初めに思ったのは「いやー私は税金泥棒じゃない

かな？」と（笑）。仕事しなくともどんどんお金をくれるのだから。そのうち慣れてしまって

まあまあ、なんと脱落したものか（笑）。今度そのうち欲出して王様みたいに机に座ったら、

みんながいろいろと持ってくるわけなのですよ。花を飾ったり金魚を育てたり、それをみん

な見にきたり。3 日働いて 2 日は何もしないとか。まあまあそういうところでも罪悪を感じ

ないでいました。 

でも私が丁度つい立てになって一般の労働者に風を当てない、つい立てで勤めていました。

私はある程度まあ目の上のたんこぶとして生きていたから。そういうことであまり気にしな

いで、と言ったら怒られるけれども、私みたいなものもおるのですから。世の中の方はまず

真面目です。それに比べたら、9 時になったらコーヒータイム、11 時半になったらランチタ

イム。2時半になったらコーヒータイム、3時、４時、あ、もう終わるな。そろそろ道具閉め

て手を洗うかな、なんて（笑）。そういうカナダの国でも潰れないで、今も存在しています。 

私はこれでも真面目な方なのですよ。病欠しないしまじめに働いて。6 週間休暇もらえる

のに、プラス病欠として 4週間病欠で給料もらうとか。そういう社会でも潰れないのですよ。

こんなこと言ってバレたらカナダで怒られるけれど。だから先ほど言ったように日本は以前

貧乏だったけれども、なんとかみんな世界へ旅行できるようになっているし、余裕はあるし、

そういうふうな優しい体系でもよいのではないですかと、私は言っているわけです。驚き桃
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の木でしょう。本当に。それも好きなときに休みを選んでね。休暇を取って。日本では夢の

ようだけれども、そういうシステムだからできるわけなのですよ。 

だから、視点を変えて何のために本当に働くのかと。この会社が本当にこれだけの実績で、

これだけの余裕を社会と社員に与えているのかと。という基本から考えて社長さんも朝から

晩まで死ぬまで働いて、社員もその真似して働いてぐるぐるぐるぐる皆一心同体で、本当に

そうなのか、しなくてもよいのではと。だって本当に 9時コーヒータイム、11時半ランチタ

イム、ブーンとサイレンが流れてもあと 30分ゆっくりと。ちょっとトイレ行って来ようとま

た 5分か 10分。それで仕事なのですってよ。それで給料ちゃんともらって。ばっちり年金も

らって。そういうことだから、社会が違えばここまで違うのかなと思って。 

評論家たちとか、経済学者とか、そういうアカデミックの人が、本当にどこまで分かって

国民をここまで働かせるのか、私は疑念があります。というのは私の体験上。これでも会社

で辞めてくれるなと言うのだから、もっといてくれと。なんでそんな早く辞めるのかと。土

台手取りと辞めて同じ給料だから、なんで働くのか、私は一日でも早く辞めて自由になりた

いと思って、すっと海外に出て、ぐるぐる回って。そういうふうにカナダみたいに潰れない

国もありますよ。日本はこれだけ経済が発展した国だから、できないわけないと思いますね。 

だから、やはりこういう情報を知らないから、情報が政府から出されたとか、学者が言う

ことを鵜呑みにしてしまうでしょう。だって知る情報源がないのだから、そう言われれば、

そうかなと。反論できないわけなのですよ。ペルーに行ってみたけれど、ほとんどの人たち

が仕事がないのですね。でもちゃんとみんな生きている。なんとか暮らしている。そこまで

貧乏になりなさい、と言っているのではないですよ。 

日本は海洋資源で魚をどんどん養殖できるではないですか。台所というか食料の宝庫があ

ります。日本には無限の宝庫があるのですよ。だから、日本には対馬海流が流れ瀬戸内海の

海流が流れているから、原発を使わないでも莫大な電力が取れるわけなのですよ。そういう

ことを政治家は一人も言わない。 

私が今から 55年前、東北大学の桜井教授が、そのときに日本で初めて太陽光電気を開発し

て、これは資源のない日本のために最高だと。それがなんと今やろうと言うのだって。あま

りにも国民をバカにしているような気がします。太陽熱というのは 1 平方センチメーターの

中に 2 キロカロリーという莫大なエネルギーが取れるのです。今はもっと太陽熱とかテクノ

ロジーが開発しているから、50年前からなぜしないのでしょうね？今エコなんて言っている

けど。昔から村々の家の屋根に太陽光パネルを 55年前ですよ、チャンスがちゃんとあったわ

けなのです。そうしたら日本は最高のエコ経済のリサイクル国家になっているはずです。 

 

【参加者】 

 そういういろいろな開発をされている方にお聞きしたことがあるのですが、大企業に持っ

ていくと大企業は却下して潰してしまうと。そして何年後かにそれを大企業が出すという。 

 

【水源師】 

 そうそう。だから GMもボルトと言って、電気自動車をカリフォルニアで作ったわけなの
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ですよ。そしたらそれを潰したわけ。もう 1 回それを作ろうとして、今度は日本から技術を

もらうと。そのときの技術者を育てなければ、後で作れば莫大な費用がかかるわけなのです。

結局アメリカでは石油を使わないで動く車を開発したのです。そうしたら全部そのパテント

を取って、石油会社が絶対作らせないのですね。だから、消費者のための経済なのか大企業

のための経済なのか、それをはっきり政治家がどこに重きを置くかということを国民がはっ

きりと聞かなければいけないし、国民一人一人が投票権を持っているのだから、国民のため

の生活でなければいけないはず。今実際に燃料なんて実は無尽の宝庫があるのですよ。無尽。

それをナイナイナイナイでだましているわけ。 

なぜかといったら日本では本当に英語で生活していませんので、その情報がなかなか分か

らない。海外ではすぐにツーカーと分かって、ごまんとクリーンエネルギーとなんでもあり、

ただ大企業がさっき言ったように政治家と手を組んでさせないようにしています。なぜかと

いうと、大企業は何百兆円という資本を投下しているわけですよ。回収しない限り損はした

くないと。でも、これは自由経済主義では許されないこと。自由経済、間違った投資したら

その人が払えばよいでしょう。なんで他の人が払わなくてはいけないのですか。 

ということで、結局、正しくものを見る、その情報がまず日本には強度に少ない。英語で

調べればあるけれども、どこまで調べられるかわかりません。私は北アメリカに住んでいる

から英文である程度まで情報を調べられます。 

はっきり言って大体日本の政治家で、原発 1 メガワット、大体 5 万世帯の電気を供給する

のに 1 メガワットの原発はどれくらいのプロとニュウムを一日で発生するかと、それは 1 キ

ログラムなのですよ。というデータもどれくらいの政治家がどれくらい知っているかという

こともまた問題。だから、ほとんど無知の涙に近いのではないですか。この 1 キロのプルト

ニュウムはどれだけ危険であるか、ということも数年前に言ったのですけれども、プルトニ

ュウム 25 グラムで全日本殺すことができるのです。1000 グラムでしょう 1 キロ、それも 1

メガワットで 1日何トン作っているか分かりませんけれどもね。 

だから、今、福島では何 10万人という被爆者がいるみたいだけれども、だから国民は真面

目に学校で勉強したから、やはり本当の意味で調べてみる必要があると思います。漫才も笑

ってよいですけれども、旅行もよいのだけれども、ある程度、自分の知識を高めていかなけ

ればいけないのではないですか。非常に難しいですよ。中にはいっぱい立派な学者がいるか

ら、やはり新しい素晴らしい日本をつくるには、こういう正しい情報を皆さんで共有して、

専門家ばかりわけの分からないことでハイハイではなく。 

私が小学校中学校の頃は朝から晩まで原子力原子力、長崎は確かに原爆で破壊されたけれ

ど、平和利用でこれだけ素晴らしいものはない、絶対に安全だと、私は本当にそう思ってい

ました。つい最近、数年前にこれほど恐ろしいものはないと思いましたので、2,3回法話でお

話ししたことがあったはずです。その後に福島がボーンとやられてしまった。これのおかげ

で、どれくらいの国の財産を失ったか分かりませんでしょう。結局、日本は海洋資源、三陸

沖の素晴らしい漁場がどれくらいダメージ受けたか。そこからまた海洋養殖という未来にチ

ャンスも失ってしまって。 

それがなんと黙って知らぬ存ぜぬで、ツケが国民に回ってくるわけなのですよね。やはり
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やった本人に払ってもらわなければいけないのではないですか。東電だって、あれだけ大き

な間違いを起こしたのだから、社長さんから重役から家を空けて全部使ってくださいと、「は

いどうぞ家を使ってください」と言わなければいけないのに。何千万という年金だって？だ

からこういうことをしっかりと国民に払ってもらうものは払ってもらわなければ。次にまた、

このような人が出てきて、またどんどん福島原発事故級事故をやりますよ。やり得るという

ことです。そこはしっかりと。やはり警察が間違ったことをしたら間違ったことをしたと逮

捕にしなければいけないのに、どこか左遷でまたウヤムヤとごまかします。やはりしっかり

と正しい政治、でなければツケはやはり国民に回って来て将来、払わされますからね。 

 

正しい情報を正しく理解する 

【参加者】 

 マスメディアが大企業とかトップの政治家によいように操られているというのではないけ

れど、真の情報がテレビでも新聞でも本当に少ないと思います。真の情報を流してもらいた

いですね。 

 

【水源師】 

 民主主義は一番素晴らしいのだけれど、政治家は選挙資金がいるから金をもらって、ここ

をしっかり直さなければ、新聞社やテレビは大企業から宣伝もらわなければ、やっていけな

いし、ここをしっかり直してしまわなければ、結局今みたいなモヤモヤモヤモヤとして暗き

世に走っていくのではないですか。堂々と小さいお金でインターネット新聞でも出すとか、

ドンドンしていって情報も共有するとか、そういうふうにしていくことが大切だと思います。 

でなければ、次の段階で何が発生するかと言ったら、警察国家にしてしまうのですよ。警

察国家と言ったら Big brother ですね。いつでも何をしたか見張っていると、ちょっとした

ことで捕まえると。そして何でも一方的に上の方から情報を Yesと聞かなければいけないと。

今アメリカがそれにまっしぐらに走っています。ヒットラーがそれをやったわけです。結局、

企業と権力が結びついたときには、これが最も利益を得るからそうなるのは当然だけれども、

これは民主主義とは相反する。それから自由経済主義とも相反する行為なのですよ。 

先ほど言ったように大企業が一般の発明したものを買い占めて、一般の方が恩恵を受けな

いとか。やはり本当の民主主義というのは、正しい良いものが世に出るようにするのが民主

主義であって、うまい汁を吸う大企業だけが大きいのはよいとか、小さい企業は潰しても構

わないと、これは民主主義から全く外れます。 

だから、アメリカでもデモクラシーになろうが自由主義になろうが、どちらの政治家も買

収されているのは、政治資金がなければ選挙に当選しないからです、誰かがお金を国会のロ

ビーにタタターと持ってきます。このことをロビーイストと言って、アメリカでは許されて

いますが、これはダメです。これは本当に腐敗汚職。 

だから、今、日本はどこまでなったかわからないけれど、今アメリカは大変なのですよ。4

人に一人は家を失う。失業率は 8.1％ではなく 14％と言っていますよ。もし 14％だったら日
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本で大変なことでしょう。それを今サポートしているのは日本銀行がお金をドンドコドンド

コ肩代わりしているから、結局、日本円が今 77円。よく潰れませんね。今まで学校教育もこ

ういうことを避けてフットボール、スポーツだというふうに向けて、スポーツスポーツ、芸

能とかまやかしをやって、結果的には日本経済・日本文化・日本の政治にとって、あまりよ

い結果を出していない。ただ救われているのは皆さんがこうして瞑想するという、これは大

変素晴らしいことなのです。もしこういう精神がなければもう完全に大破壊。外国から来た

らまず精神界を潰しにかかります。どこの世界でも。 

だから、アメリカナイズといって本当に何もないですよ、私がアメリカで見ても本当に何

もない。それをさも大切なようにアメリカナイズとかロックンロールで、あちらは誰も踊っ

ていない。日本の人はばかされて踊って。はっきり言ってこの人たちは何もしていないので

すよ。知っているように振舞う素晴らしい役者だけれどもね。ほとんど知識なし。だから知

識のない人間と話したって話が通じないわけです。日本のこういう知識界が話したって。ハ

ーンハーンとただ上から命令が来て押し付けるだけ。 

それが沖縄の今のオスプレイ。「や、普天間しかない、やります」と。政府は「危険だから

ダメです」と言わなければいけないのに、沖縄の知事にお願いして、知事はクビ切られるし

敵になって沖縄にいられないから、やはり「ダメです」と言うしかないでしょう。彼もそこ

まで馬鹿じゃないもの。私だって彼だったら「ダメです」と。仕事失っても何でも魚釣って

沖縄で生きていくと。そういう政治家を出さなければ。土台なんで日本がアメリカに沖縄を

提供してアメリカ海兵隊をそこで訓練しなければいけないのですか。アメリカにはフロリダ

という立派なそういうところがあるのに。それも何で日本が資金も全部出して、山口・横須

賀に空母を入れて何のために。それもはっきり言って全部、日本が払っているのでしょう。

何百兆円というお金を支払っているのではないのではないのですか。 

戦後は清算しましたとはっきり言って、やることをしっかりやって隣国と仲良くした方が

よいと思いますよ。でなければ、アメリカの方で隣国に火をつけます。ケンカさせて鳶が餌

を取る？ 国民は知らないものだから、そのとおり真に受けてやってしまったらこれまた大変。

だって沖縄の方も怒るでしょう。1％の日本国土の沖縄県に 70％をアメリカ軍が駐留してい

るというのだから。いつまで日本の犠牲になるの？と、本土に怒ると思います。本土の方で

今度オスプレイを移したら全部反対で、ということだから、結局一番よいのが日本は日本の

国で守りますと。自由権があるのだから。これは戦争を仕掛けるということではないですよ。

その方が安上がりですよ。だからしょっちゅう原爆を他の国から落とされたらどうする何だ

とかと言って。アメリカがそれを打ち落とすとか、信用しない方がよいですよ。 

中国の人から聞いたけれど、中国は戦争を起こさせないようにしていると言っていました。

新聞社とかにアメリカが火をつけて日本の方が騒いでいるという。だから、正しい情報が伝

わっていないと思いますよ。そういうことで情報を正しく知って政治家に正しく行動しても

らわなければ、今、尖閣問題にしろ、中国が占領した場合にアメリカ軍は出ないですよ。絶

対に出ないですよ。安保条約はどうなるのかと、中国の記者がホワイトハウスで聞いたので

すが、回答しないでいました。それはあなたの安保条約の守る圏域にあるのかと。すっぽか

して絶対に回答していませんでした。そのことを確認して中国ですぐに 2隻の軍艦を送って、
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その後また 6 隻送った。日本でもし自衛艦を出したら、あっちで空母を出してきますよ。ど

うなるのですかこれ。そう簡単のものではないのですよ。 

なぜアメリカが中国に手を出さないかと言ったら、アメリカが最低 60兆円を中国からお金

を借りて、それがなければ経済破壊してしまうということで、今アメリカの国防相のパネッ

タという方が日本に来るでしょう。そのすぐ後、中国に行くでしょう。この問題なのですよ。

だから、そういうふうに政治家も日本の国民を本当に見守って育てていかなければ。それを

また火を広げてケンカばかりしようと、ケンカした後のつけは国民がまた払わされるから。

踏んだり蹴ったりというのはこのこと。だから、仏法を学ぶというのはやはり正しい情報を

正しく解釈して、戦争をやめ平和国家にして国民をいかに成長させていくか、ということだ

と思いますよ。 

 

【参加者】 

 今の話の流れで言えば、尖閣の問題で日本と中国で戦争は起きないですか。というのはア

メリカがさせないからということですか。石原氏は特にあおっていますけれど、彼は自分で

責任を負う立場にいないから。 

 

【水源師】 

 おきません。そうです。だから、新聞社も騒がせないように国民を動揺させないようにし

なければいけないのに、この真逆をしていませんか？ 何兆円という戦時費、このお金どこか

ら出てきますか。トヨタでも日産でも中国へ日本の企業がたくさん進出しているでしょう。

結果は国民が払わなければいけないことになるわけなのですよ。彼は日本のためといって一

生懸命名、日本を潰しにかかっている。話はうまく上手に日本人向けに説得するけど。そう

じゃあない。実態は 20 万人の若者が今、上海で働いているのだから。10 万人は北京で。そ

れも前はビザがどんどん出たけれど今は、切り始めたからね。この方たちが一生懸命、頑張

ったら日本と中国のパイプが出来て巨大な市場があるでしょう。13億の民の市場です。それ

がインドに今つながって中国の列車が北京からラサに入って、ラサからもう路線がネパール

まで来ているのですよ。南方ではもうカンボジア路線が決まってタイとつないでシンガポー

ルまで来るようになっているのです。そしたら 30億の民の大経済圏があそこにあるわけなの

ですよ。 

だから、そういうふうな大きな目で見てこれから日本の若者が働く場がいっぱいあるのに、

本当にいっぱいあります。インドネシアにしろ。回ってみたけれど日本が一番好感のもてる

国なのですよ。本当に。信用されている。ここで問題を起こしたらどうなりますか。この政

治家は庶民と一緒に食事したことがないでしょう。私みたいにじかに話したこともないでし

ょう。ただその外交官の話を聞いて「あーそうだこうだ」と言うでしょう。全く庶民からか

け離れてしまっているのですよ。英語がいくらできるかといったって、外交官は外交官どう

しの話。一般の庶民アメリカと次元の違う生活スタイル、考え方で私みたいに一般の英語も

彼らは使えないはず。実は何もわかっていないということ。その公式データはもう 2，3年古

いもので使い物になりません。外交官となれば、庶民のところに入って一般の労働者と話し
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て酒飲んで一緒に仕事をして初めてその国の実態が分かるのであって、高級レストランで高

級車を乗り回して旗を立てて殿様扱い。分かるワケないでしょう。それも日本の国の税金で

仕事していない。何しているといったら警備員をいっぱい雇って砦みたいにしてもう一歩も

出ない。どこもかしこも日本の砦をあちこちに作っていますよ。誰が払う、国民が払うって。

仕事してない。ただ中でゆっくりと。なんて言ったら怒られるけど。これが現状。 

だから、こういうムダ金。誰も日本の大使館を襲わないよ、ペルーでの出来事もサクラで

しょう。アメリカの真似して？ アメリカもすごいよ。カンボジアもどこでも。巨大なとりで

あちこちに作って。国民にいかに優しい政治を作るか、というとこを忘れて、政治家が権力

者に買収されるような政治は民主主義ではありません。だから、本来の民主主義に戻すよう

にしなければいけませんね。それも過激とかそういうことではなく本当に良識のある科学的

なデータの上で国民が評価できる、大学の先生方も権力争いではなく本当に国民のために正

しいデータをどんどんコンピュータで流してもらうとか。今からでも遅くないし、そういう

ふうに仏法を生かす必要があるのではないですか。 

だって、データがないから評価が出来ないでしょう。だから、まずデータを開放して、ヴ

ィジョンは国民にいかに優しい政治にするかと。休暇を与えて働いたら間違いなく食べられ

ると。老人になったら間違いなく生活できると。カナダなんかは一生働かなくても家も与え

られる、食事も与えられる。私その税金払っているわけなのですよ。税金を払っても私みた

いにばっちりこういくから、私は文句ないわけなのです。私だけよい思いをして困った人に

私の税金やったらだめという考えはないから。ま、よいのではないかということで。だから

安心して暮らせる国を作らなければいけないと思います。 

カナダではもう 65 歳になったら自動的に保証されますからね。だからいっぱい働いて 50

代や 60代で死んだら死に損なのですよ。本当に死に損。なぜかといったら、会社でいくらで

も残業くれるのですよ。カナダでは一般の人は体を壊してお医者の給料の 2 倍稼ぐのは大変

なことなのです。朝も夜も働いて会社に止まりこみで残業をやって、あげくの果て何千万と

言うお金を預金しておいてコロッと死んでしまう。そういう例がいっぱいあります。本当に

この人生は夢のごとく過ぎ去る、本当に映画と一緒です。何が一番大切かといったらそうい

う風なまず社会に貢献する気持ちで、自分も一生懸命、叡智を磨いていくと。叡智を磨いて

いくというのは法を知ると。 

 

十二因縁を観る法 

韓国の通度寺というお寺があります。この通度寺は二千年の歴史を持っています。この通

度寺の名前はラジギール・鷹の山・リョホジュザキ・通度寺。ここはお釈迦様直伝の法を持

っているお寺ですと。もう最高峰の奈良の東大寺みたいなものですね。そこで私がこの十二

因縁、過去を観る方法がありますと言ったら、そこのお寺の 40代になる 18年間いられる方

が目の色を変えて「本当にそういう方法があるのか。やってみたい。見てみたい」と。そう

いうことなのですよ。正式に十二因縁を観るということは大変な法なのです。結局「十二因

縁」これがすべて基本。だから、皆さんに今回ミャンマー、パオでやるのが正式であります
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けれども、なぜか私がそれをこういう現状では絶対できないでしょう。韓国でもできない。

だってお坊さんですら、なかなか長く休みを取って行けないのだから。行けるだけ幸せ。だ

から、一般の人がこういう体験ができるということは大変な法をもらうということなのです

よ。お坊さんはこの経典のことは知っていると言っていました。じゃあどうして観たらよい

か。観方がわからない。ぜひ教えてくれと。それだけ必死なのです。法に一生かけて仏教を

学んでこのことを頭から得られて、これを観られないというのだから。観る方法がないから。 

皆さんここでニミッタ（丹光、禅相）観られる方もおられますので、そのニミッタを是非、

続けてください。この使い方は必ずや確信的な法を取るために役立ちますから。ニミッタの

見方は実は簡単。気をあまり強くしないでゆるやかに。ゆるやかに。もし心に恐れとかそう

いうものがあるのなら、まずそれを取り除く。明日死んでも私は幸せというふうな何の憂い

もないような状態。ということはやるべきことはやるしかないし、盗みはしない、人に迷惑

をかけない、ただそれだけのことで、ちょっと力があればお手伝いするとか、それだけのこ

と。そうして平安にやっていけば心が静かになりますから。温泉でも入ってゆっくりと。そ

うすれば体が三十四善心の状態になるわけなのですよ。クサラ（善）の状態。妬みとか金儲

けとかクルクル心を回せば、アクサラ（不善）の状態でニミッタでません。そのことなので

すよ。また南伝の方ではあれはしちゃいけない、これはしちゃいけないと、社会的道義があ

りますから、日本では日本の道義であって全く別なのですよ。 

さっき言ったように 50年前、女性がビキニ着て街を歩いたらイヤー大変なことになるけれ

ども、今オー、イー、イイナって誰も罰せない。ミャンマーでは大変なことになります。そ

れはよい悪いではなく国の文化だから、それは日本がよい、ミャンマーがよい、それは関係

のないこと。生活形態で、その国民が納得しているのであれば、それはそれでよいわけなの

ですよ。だからミャンマーの方は仏教の 227 の戒守らなければいけないと、朝から晩までメ

モリーして大変ですよ。そのための修行がほとんどできなくなって、パオに来ている人でも

ほとんどニミッタがなくて、何千人と出入りしている。外国から来た 150 人くらいかそこら

の人は、ずっといるわけなのですよ。ニミッタが出きても出なくても。お坊さんだからと言

っても 1 年、2 年ですぐやめるし、本当の意味での社会的な儒教的な考えはないから、日本

から行ったら道徳的にアレっと思うようなこともあるし、これって本当にニミッタだしてジ

ャーナ（禅定）に入っているのというふな方もいっぱい見ました。だから、考え方が違えば

それが通るわけなのですよ。ミャンマーの 227 とか、そういう戒がなくても、ここは日本で

日本の方式で人様に迷惑かけない普通どおりにしたら、必ずニミッタが出るはずです。ぎゃ

くに恵まれているわけなのですね。なぜかといったら 227 の戒を守らなくても、突き詰めれ

ば、それは三つになるのだけれども、悠然と心が憂いなくやっていけるから。重荷なく。 

だから、逆に恵まれていますよ。ただ、逆に日本に文献学を非常にたくさんやられた方は

多分逆にたくさんの重荷をつけているかもしれません。なぜかといったら、分からないこと

を丸暗記してそれが分かったと思っているわけなのですよ。例えばね、私にある人が第八禅

定を説明してくださいと。第一禅定を体得して初めて第一禅定を理解できますが、この初歩

段階も体得していないのに、第八禅定を分かってどうするのですか？こ方はこのような質問

することを恥ずかしとおもわない、この方は仏教学の経典をすべて読んで、これですべて知
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っているような方で、ということはすべて分かっていないということで、世間にとても恐ろ

しいことをしています。この質問自体がこれをよく表しいています。私は勉強するなと言っ

ているのではないですよ。素晴らしい経典があって感銘すればそれでよろしいと。それもま

た糧になります。その昔、私は阿弥陀経というのを読ませていただいたのですね。阿弥陀様

は今から 10劫前に悟りを開き、5劫じっと瞑想から動かなかったと。イヤーこんな仏がいる

のかと、大感激して、それでその刹那に尊敬しましたよ。 

今回、パオに行って、イヤー6 年もお釈迦様でもかかるものをたった 1 年で同じ体験をさ

せてもらうという、これは夢じゃないかと。お釈迦様というのはこれまた偉い方だと。つく

づく頭下がりました。なぜかといったら、普通、仏は 10万年 4万年 5万年という時空にしか

めったに出ないのですよ。大乗仏教の経典を全部、読んでないので知りませんが、南伝には

そう書かれて 100 年の寿命帯で出るのが最低のギリギリ。という悪世なのですよ。悪いとこ

ろだから。こういうところに法を持って一生懸命、救おうとした観音様の慈悲をひしひしと

感じましたよね。寿命帯が 1000 年でも長いでしょう。普通は 3 万年 4 万年なのですよ。こ

こまで暗い深き世の中に出てきて、法を教えていったということは、イヤー何たる素晴らし

い方だと思わざるを得ない。ラッキー、ラッキー、ラッキーを皆さんと一緒にラッキー、ラ

ッキー、ラッキーと楽しみたいという願いでした。本当にパオでのダンマヌパサナー（法随

観）の教科を終わったときには、イヤーどうしようと思って本当に悩みましたよ。お釈迦様

が教えられないと、すぐ涅槃に行こうと思ったけれど止められたと。あの気持ちよく分かり

ましたよ。本当にこんな難しいことを一体どうして皆さんに教えられようかと思って。 

やはり確信は去年、「般若心経講義」で言って、どれもこれも十二因縁に確信があると。今

年運よくカナダでこういう私の法で観た方があったから、確信を持ってこの手法でまた日本

に持ってきて、やはりこういう方法で一人でも日本で観ることができたということは、日本

にとって最高の宝がここに来たということなのですからね。だから皆さんも希望を持って明

るい希望を持って素晴らしい宝が今、日本に来たということを覚えてください。本当に韓国

のお坊さんとか中国のお坊さんとかは命まで懸けて観たいと思ってミャンマーに行くのだか

ら。ここが核心だから。いくらお経で読んだって、そうだそうだと言われても、観ない限り

納得がいかないからね。 

特に教える立場においてはそうだそうだなんて言ったって「本当にあなたそうなのか」「い

や先生からそう聞いたし、先生の先生はそう聞いているし、またその先生はそう聞いている

から、私はそれを言っています」「あなた観ていないの」「いや私は先生を信じます」これじ

ゃあ話にならないわけなのですよ。そうしか回答できないわけなのですよ。私に純粋に回答

したのですよ。問答やったときにね。これじゃおかしいのではないのかということで。「これ

分かっているのか」「いや」突き詰めたそういう私も悪いのですけれども。そう簡単なもので

ないということで、やはりここが核心で、今ここ日本で花咲くような素晴らしい栄光が来て

いますね。これはミャンマーだって中国だってびっくりしますよ。本当にこういうことが起

こったとなったら。これは実は大変なことなのですよ。 

ミャンマーでもこの教科を通過できないで 20年トライしてやめて、そのお坊さんはパオの

セヤドーに行った後、お寺を守って住職になっています。次の人は 7 年トライしたけど、8
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年目もう 1 回やると。ただパオの手法は正式であるのだけれども、やはりギューっと押さえ

つけられた状態でやるからできないのではないかと思っているわけです。これは日本とはこ

ういうゆるい中だから楽々とできるかもわからないけれどもね。ミャンマーは朝から晩まで

277 の戒律でいろいろなことがあるしね。そういう中で育ってきたから、その壁をぶち破っ

てこういう法を受け取るというのは難しいかもしれません。だから、逆に外国から行った人

がよく行を終えるのですよ。だから、あちらの人から見たら、外国から来た人たちがスーパ

ーマンに見えるみたい。私たちがこんなに努力しても観えないのに、何で外国から来た人が

そう簡単にあれもこれも（数は少ないですけれども）通過していくのか、というふうに言っ

ているみたいですよ。やはり心の持ち方だと。なんか長々と言いたい放題で。私の先生がよ

く言っていましたよ。私の先生は天才的で、もう近寄りがたいしと思ったら、私の先生が「ナ

ンノナンノお前と私は五十歩百歩。ほとんど違わないよ」と。イヤー皆さんもそうなのです

よ。ほとんど違わない。だから気楽に一歩一歩必ずやご褒美もらえますから。 
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