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水源禅師法話 

坐り方と瞑想法 

 瞑想の指導は何回もご説明しましたけれども、南伝と北伝の坐り方は、とても違います。 

北伝の方は、半跏か結跏。半跏でやってもよいし、できる人は結跏でやってもよいです。

結跏でやる場合には、無理をしないで、骨と骨が当たれば、ものすごく痛いのですよ。激痛

が走るくらい。坐るときは逆にヨガみたいに、腰に、ここに付けてしまえば、痛くないのだ

けれども、ここまで上がるのは、非常に難しいのです。こちらの方ばかりに気を取られてし

まって、ほとんどは、今度は坐る方を忘れてしまう。これでやって大体 1 時間くらいで、震

えが来るから、大体、北伝ではお坊さんでも 50 分以上はやらせません。大体 40 分、45 分。

曹洞宗の場合は、一禅 40分、短いですよ。曹渓宗の方は、長いときは 50分、最低で 45分。

それで、結跏を勧めるけれども、私は、調子のよいときは結跏でするけれども、ほとんどは

半跏。半跏でやる場合は 2時間くらい坐れますからね。 

南伝の方では、ヴィパッサナー（観）をやるときは「それはやめてください」と。という

のは、ヴィパッサナーやるときは 3時間、4、5時間、坐ります。そのとき体が痛いと思って

体を動かしたら、それでもう全部ジャーナ（定、禅定）が潰れてしまうから、最初からそれ

はやめて、こういう足を前に出して、それでやってくださいと。 

半跏のよいところは、短時間で深く心が静まることです。だから、私はそれでやっていた

から、こういう南伝の方でやった場合でも、すぐ深く入っていけました。その土台ができて

いたのだと思います。だから、生活の時間が短い方は、ヨガの練習みたいに結跏、半跏、そ

うされたら、非常に進化すると思います。時間がたくさんある方は、南伝の方で、こういう

ふうにゆったりと長く坐るのも、非常によいと思います。 

ニミッタ（禅相、丹光）が非常によく出てきますから。心に少しでも負担があれば、ニミ

ッタはなかなか出ません。なぜかといったら、心の悩みとか、いろいろな仕事の悩みとか、

そういうことがあった場合には、ニミッタがほとんど出ないはずです。又は、あまり考えす

ぎる方も出ないです。それが全部なくなったときには、自然と出やすいですね。だから「考

えないように！」というわけなのです。コンピュータのプログラミングに、いろいろなウイ

ルスが入ってくるでしょう？ これが私たちの今、考えている「現代の知識」というか、新聞

知識とか、一般情報、これがほとんどそうなのです。 

というのは、これには根拠がなく、ほとんどつくられた情報であるからです。なぜ、それ

がそうかといえば、シリアという国には確か 20 か 30 万トンの大きな巨石を人が切ったとい

うのが置いてあるのですよ。どこかから運んできて。その上にまた神殿が建っているのだけ

れども。一体これを誰がどういうふうにやったか、ということを誰も説明していない。そこ

にあるだけ。ということは、私たち「現代の知識」とは「本当のことは分からない」という

こと、本当の究極のところは。過去の昔の知識に比べて、ただ現象的なことを説明できると
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ころだけ説明して、ほとんどボチボチ穴が開いているから、あまり一般常識が全てであると、

狂信的、妄信的にならないように、信じ込まないようにという。 

聖書自体もいっぱい書き替えていますから。全ては自分の心で体験して、物を食べるみた

いに「おいしい」「おいしくない」と。これも体の調子によって変わりますから。重労働した

場合には、何を食べてもおいしいけれども、全く寝そべった場合には、何を食べてもあまり

味がないと、どんな高級なレストランに行っても。そういうことで、自分の体すら結局、正

確ではないからね。 

まさに、よその知識をこういう状態で取り入れた場合には、瞑想があまりうまくできない

から、まず頭を空っぽにする。ただ一つだけに集中していけば、呼吸が入る、出る。これは

アナパナサティ（入出息念）といいます。サティというのはマインドフルネス、心の中でし

っかりと観る。アナパナというのは鼻、呼吸、In、Out、鼻から息を吸う、出す。ただそれだ

け。変な話だけれども、これの利点は、麻薬でもこう飲むでしょう？ 効き目が遅いのです。

それがアイスと言って、タバコみたいにして、ここから吸うでしょう？ すぐ頭に現象を起こ

して、アイスはとても安くアメリカで買えますので、それが蔓延しているようです。 

この鼻というのは、すばらしい器官で、よく使えばね。ただ鼻から吸う、吐く、これに集

中した場合には、頭のスイッチがオンになるわけです。それでニミッタが出やすくなるわけ。

アナパナの場合には、まずここに焦点をして。ニミッタの行法で行く場合には、どうしても

ここで通過しなければいけないことがあります。禅の方法でもよいのですけれども。 

というのは、できれば将来とても大事なことで、ここで空気が入るときに、かゆいとか、

とても感じるところがあるわけです。出たり入ったりするここら辺で空気がかするわけです。

鼻の中か、ここか、どこか分からないけれども。そこに集中したときに、集中というのは、

感じるだけですよ。グーッと意気込めば、瞑想が全部ダメになりますから。探そうと思って

もダメなのです。ただ自然体のところで一番、感じるところを見つけ出すと―タッチング・

ポイント。タッチング・ポイントがどこかと、そこを頭で考えて、ほとんどニミッタが出な

くなるから。そういうことを教えなくても、出る人もいっぱいいるわけです。ただ吸う、吐

くだけで。なぜ、このタッチング・ポイントが必要かと言えば、ニミッタが薄くなって消え

るときがあるのですよ。タッチング・ポイントをしっかり分かった人は、そこに集中したら、

また光がダーッと出てくるから。そういう行法がありますけれども、あまり気にしないで、

まずは頭を空っぽにする、ただ数息観、それともお腹が膨らんだ、引っ込んだ、というカー

ヤヌパサナー（身随観）でもよいし。鼻がモゾモゾするなという、これはゴエンカ氏のヴェ

ーダナ（受）の方式。それも考えないで、ただじっと丹田に力を入れて、ここだけを観なが

ら膨らんだ、引っ込んだ、これが禅法の方で、私はこれをやっていました。 

そのときにまず、風船みたいにお腹をブーっと膨らませて、膨らませたときに肛門をギュ

ッと閉めると。1、2、3、4、5 と、ゆっくり放すと。これを 5 回。そうすればクンダリーニ

の力が自然とだんだん強くなっていく。運動選手みたいにだんだんだんだん強くなっていく。

そうしたら一番下が非常に安定するから、全部のチャクラが安定するわけです。全部のチャ

クラが安定するから、つまり心が安定し始めます。そして病気になりにくい、なぜなら、気

がクルクルクルクル体の中に回り始めます。この手法を使ってチャクラの呼吸法をやれば、
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病気が全て治るという行法もあります。これは病気を治すためであって、悟りの法をつかむ

ことではないから、これはまたさておいて、病気の人がいれば、まずこれで治してから、禅

法に入っていくと。まず体をしっかり治すということ。ここに来られている方は、ほとんど

大丈夫だから、まず丹田でやるか、それとも直接アナパナに行くか、決定してください。そ

のときに自分で一番よい方法、又は、まだ分からないというときに、インタビューで聞いて

ください。そのときに一人一人、合った方法で説明いたします。よいですか？ 何か質問はあ

りますか？ 

 

【参加者】 

 丹田の時に 5回、数えますよね？ 最初の 5回だけでよいのですか？ 

 

【水源師】 

 風船みたいにお腹を膨らませて、肛門をギュッと閉める。最初の 5 回だけ。あとは自然体

で瞑想してください、丹田の方は膨らむ、縮む。これは非常に難しいから。大体ここから始

めて慣れてきたら、下の方の丹田呼吸に行きますから。時間をかければできます。 

 

ニミッタの現れ方 

【参加者】 

 ずうっと目を閉じて瞑想をしていたのですが、そのときはニミッタが現れたりするのです

が、最近ちょっと一週間前くらいから半眼でするようにしているのですが、そのときもやは

りニミッタが現れてくるのですか。 

 

【水源師】 

 はい、現れ方が違います。大体、禅でやる場合は、こっちの方からニミッタが出てきて、

ヴィパッサナーでやる場合は外の方から出てきます。 

 

【参加者】 

 同じような感じで出てくるのですか。 

 

【水源師】 

 いや、全然違う方向で、頭の中に電気がついたように、とても明るくなります。 

 

【参加者】 

 経験がないので、分からないですが、やっていけば、出てくるということですか。 
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心の物質からのエネルギー 

【水源師】 

 まず、半眼にするのは「光をまず内に入れなさい」と、そのときに、こう頭のてっぺんの

方が明るくなってきます。それは目で観るわけではなく、ここに全部、頭の脳細胞が後ろの

方にあって、ここで処理して映像をつくるわけです。その映像というのは、心には「味」と

「匂い」と「触る感覚」と「音」と「見る」。ここに五つの次元が重なって、心の中にあって、

心と合わせて「六処」となります。これで外にあるものが、全て中で造られるわけです、心

の中で。ちょうどコンピュータのバーチャルリアリティというのと、同じようになりますね。

だから、外でこうして見るのと、これはここの中に入ってくるわけですね。直接、夢とか、

そういうことは、外からのバイブレーションで、心の中で発生してしまうわけです。 

だから、空間をいうのは、こういうふうな空間があるでしょう？ 全く同じ空間を心が中で

造り上げてしまうわけです。その空間というのは、テレビとかコンピュータには空間がない

でしょう？ 見ることもないでしょう？ それが心と一緒なのです。だから、どれだけ身体を

砕いても、それは見えないけれども、これがしっかり心の中に「ハダヤ」（心基）というとこ

ろで造り上げた「心の物質」というものがあります。現象としては、これくらいの小さい球

があるのですよ。これくらいの小さい球（8ミリ）。だから、心臓を開けば、右の右心室に小

さい穴があるのですよ、ここにとどまるような。寝るときはそこに入っていくみたい。普段、

起きているときは、一番下の右心室の一番下。なぜ、そこに行くかと言ったら、コンピュー

タは電源がないと、作動しないでしょう？ 人間の「ハダヤ」も、ここの一番濃い血があるで

しょう？ そこからエネルギーが入ってくるみたい。 

また、これ自体も瞑想をやれば、食べなくてもよい力を出すわけ。食べ物は二つあるわけ

です。外から食べていくでしょう？ それで、全身に栄養が渡ると、科学的にそうなっている

でしょう？ ところが、実は違うのですよ。ここに、特別に胃の下に不可思議な火があるわけ

です。原子力発電みたいに火があるわけです。これと食べる物質がぶつかって、それでタ、

タ、タ、タ、ターッと連鎖反応を起こすわけ。六つとか十二とか。ちょうど原子核と一緒で

す。ポン、ポン、ポン、ポン、横、横、横、横って全部、追跡させて観ます。これが「力が

出た」とか「勢いがある」とか「歩く」とか、ここから出るのです。 

もう一つは、さっき言ったように「ハダヤ」、瞑想すれば、同じエネルギーが出るわけなの

です。食べなくても同じように力が出ます。だから、インドのヨギで食べないという方がい

ます。太陽だけ見てとか、ロシアのある人は一切、何も食べたことがないとか。つい最近で

は、ブッダボーイ1というネパールの子が 1年間ジーッと木の下で座って、食べてないわけで

しょう？ あんまり騒ぐものだから、どこか森の方へ行って、また帰ってきたら、今度は穴の

中に埋めてくれと。それで今は出て 6 年間そういう行をやって。だから、口で食べるだけが

食料ではないわけです。 

                                                
1 ラム・バハドゥール・バムジョンのこと。修道名はパルデン・ドルジェ、現在はダルマ・

サンガ、ネパールのバラ地区、ラタナプリ生まれ。2011年にラタナプリの菩提樹下での 6年

にわたる瞑想を終了した。 
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パーリ語では「ウトゥ（utu）」（時節：四起因色聚の中の寒冷時節、暑熱時節）というエネ

ルギー。日本語の漢文、仏教の方では名前とか説明がないもので、私は説明しきれないわけ

です。絶対にあるのだと思いますよ。大学の方ではどうですか。そういう説明がありますか。 

 

【参加者】 

 私は、そういう説明は聞いていないです。 

 

【水源師】 

それはアビダンマ経典で、解析するときに、これが出てくるわけ、アビダンマ。北伝では

アビダンマってあるでしょう？ それは漢文では『阿毘達磨倶舎論』の絶対、中にあるけれど

も、大学の先生方が解説していないから、今こういう回答です。この方は博士課程でこうで

しょう？ では、一般の方が本を読んで分かると、これは妄想しているわけなのです。ここが

恐ろしいことだから、ま、それは読んでいけばよいのだけれども、そういう解説する人もい

ないし、博士課程でも教科内にないようですね。小学校・中学校の教科課程ならまだしも、

名前は知っているだけとは、絶対にその中にあるのですよ。それが解析できないから、教え

てもえないから。彼のことではないですよ。その大学の教科課程とかに、そういう方の問題

があるということと思いますけど。その言葉すら、いまだに発表されていないということ。

あったはずです。飛ばしてしまう、分からない、飛ばす（笑）。私が小学校でそんなことをし

たら「お前、立て！」と言われるでしょう。飛ばしてって「はい、ここしません」。こういう

最高峰の専門でも、こんなふうなのだから。どうしますか？  

私は 1 回も勉強しないけれども、どういうふうになっているか、そういう行をやらせるか

ら、観られるわけです。それがちゃんと書いてあります。明快ではないですよ。そこは行を

した者だけが明快に説明できます。そういうふうに、何で達磨大師が 9 年間、坐って、達磨

大師様が坐られた洞窟は、少林寺から谷間の上の頂上近くにあるのですよ。そこの谷下の少

林寺でワー、ワーと世界から集まって、武道を稽古しています。そこから 1 時間半か 2 時間

テクテク上がって、山の頂上に近いところなのですよ。一体、誰が食事を運ぶのかな？と。

毎日、運べるわけもないし、彼一人で上がっていったのだから。だから、ジーッと坐って「ハ

ダヤ」からの「心の物質」で、エネルギーを出してきていると思います。ネパールのブッダ

ボーイでさえ 6 年間、食べなくてもよいのだから。菩提達磨級になったら、もう当然、問題

ないと。 

それに水を飲まなければ、すぐ死んでしまうと思うでしょう？ 私は 5日間、全然、飲まな

かった。でも、オシッコはちゃんと出ます。皮膚から空中から水を吸ってしまうから、山の

上で。行をやれば（実は 10 日間やらなければいけないのだけれど）、現代人はできないもの

だから、5 日で切ってしまっているわけ。カナダの北で最も聖なる場所で 5 日間、飲まず食

わず。水飲まず食わず。ずうっと中で静かに瞑想するわけ。なぜするかと言ったら、そこで

お告げを受けるわけ。お告げというか、観えるわけです。これから何が起こるか？ なぜ、私

がそこに行ったかと言ったら、そこを守る北アメリカ・インディアンは先祖代々、そこの聖

地をずうっと守っているわけ、1万年、2万年。だから、1年に 1回、男性のためだけの行と、
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近年において、女性のためのも開きましたけどね。普通、入っていけないのです。やらせて

くれない。私はそこの行者にお願いして、シャーマンにお願いして「いや、実は今、日本で

大変なことが起こって、福島原発で大変なことだから、どうしてもビジョンを観たいから、

そこで行をやらせてください」と。そこ行けば、私は絶対「これから先どうなるか観えるか

ら」と思いました。その存在がどこにあるのかも、人づてに分かるわけ。彼のところに行っ

て「お願いします」と言ったら「じゃあ、やらせてあげましょう」ということで。 

何をするかと言ったら、その高いところで一切、口を聞いてもダメなのです、一人でポツ

ンと。1日 1回、私が生きているか、死んでいるか、彼が見に来るだけ。ただ見に来るだけ。

テントの底から一切、会話もなし。結界を張るわけ。ちゃんと結界をちゃんと張るのですよ！ 

結界のつくり方があってね。一カ所からしか入れないのです。つまり魔が入らないように。

同じなのですよ。ここでは護摩、この日本式の古来のやり方で結界つくりますけれど、仏教

もまた結界つくるのですよ。結界のつくり方がちょっと違いますけれども。さっき言ったよ

うに、実は食べなくても、飲まなくても、生きて、するわけなのです。 

その昔、今から 1000年前ですね。イスラームの国の行者が「地下に埋めてくれ」と。埋め

られて相当なるね、何年かな？ その後、掘ってくれって、掘ってきたら出てきたわけ。ただ

し顔はグリーンだって。という伝説か、そういう人の話をイスラームの人から聞きました。

その当時のイスラームと今とは相当、違うような感じです。つまり、その当時は、まだ宗教

の深いところで、行であるみたいだけれども、今はもう理論派だから、全世界はもう理論、

理論でいくから、相当、宇宙の現実から離れた、私たちのつくった理論の世界だから、もう

本当の現実に合わないわけですよ。 

というのは、なぜ私がそこに行って、それだけ日本のことを心配したかと言うと、この前、

チェルノブイリというところで、世界最悪の原発事故を起こしたわけなのです。そのときに

は全ヨーロッパ、北、そこいら周辺の女性たちは、ほとんどの人が甲状腺を切ったのです。

今でも数百キロくらいかな、そこら辺、人が入れないのですよ。ところが、福島の場合は、

その 2400 倍。桁が違うわけ。「この地球が滅亡するかどうか」ということで観たわけ。それ

で幸いカナダだけが汚染されていないアイダイン（ヨウ素）があったわけなのです。原発事

故を起こす前のヨード液があったわけです。ヨード液も石からとったヨード液は、体になじ

まないようなのです。なかなか体に入りにくい。昆布からとった、そういうのは入りやすい

わけ。それを一早く日本に持ってきたのだけれども、少しでもお役に立てばよいと思って。

非常な危機だったわけです。 

ちょうど 2011年。そのときに天界からのお告げを受けたのは「天界からの火を、この地球

で燃やさなければならない」ということが分かったわけ。それで、そのときの 6月 21日、こ

の日しかなかったわけ。2011 年 6 月 21 日。その日が、最高の火が、太陽のエネルギーが強

くて、地球の惑星とか、太陽系の惑星が、特別な配列をするわけなのですよ。そして、その

前の 2010年には、ちょうど 500万年に 1回だけ、12月 21日に、お月様がちょうど地球の影

に隠れる月食があったわけです。これは今年もない、来年も絶対、起こらない、この時期を

500 万年間、インディアンの人は待っていた、という話を聞きました。インディアンとか、

インカの人たちの歴史は「そんな馬鹿な」と言うのだけれども、インカのカレンダーは 6400
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万年。だから、500万年くらいの時空は、そこの中に入るわけです。 

私たちが高々、知っているのは、2000 年前の土器とか、1 万年前になったら、もう文明も

ないと。ところが、そうではないのですよ。エジプトのカイロの少し遠くの砂漠に行けば、

数百キロ、グリーングラスといって、原爆でしかできないガラスが、いっぱいあるわけです。

それを飾りにできるわけ。なぜかといったら、放射能がゼロだから。現代このグリーングラ

スは地下核爆発だけで、アメリカにありますけれども使い物にならない。なぜかといったら、

放射能だらけだから、首飾りになりません。だから、地上にグリーングラスというのがある

エジプトのものは、どれだけ遠い過去に、そういう物を爆発したかという証明だけれども、

ただ、この文献が書かれているのは『ラーマーヤナ』という、ちょうどインドの 4 万年前と

呼ばれている。その方たちの話では。大戦争が起こって、原子爆弾みたいなことが起こった

と。それを読んでみれば、もうロケットみたいにミサイルは飛ぶし、そういうことが書かれ

ているわけです。 

だから、そういうふうな現実的なことからは話が合うし、また、さっき言ったように、食

べ物の話ですね、食べ物。そういう心から出す食べ物と、実際、私たちが食べる食べ物があ

りますと。というふうに、私たちの知識は、訳の分からないことを教えられているかもわか

らない。だから、そういうことで、皆さんがよく「どういう物を食べたらよいのか」とか言

うけれどもね。この地球にある食べ物は、実は全てよろしい食べ物なのだけれども、こうい

うふうに私たちが、どんどんどんどん劣化させて食べられないようにして、結局、退化して

いく運命にあるわけなのです。 

だから、私がインディアンのそこで観たことは、あまりよろしくない状態であります。で

も、皆さんが法を持った場合には、こういう汚れた食べ物でも、きれいに処理されて、法の

力で、ニミッタとか、さっき言ったように、内のニミッタ、外のニミッタというふうに。ニ

ミッタ自体で浄化させる力があります。この力で、あなたは元気になってもらって、他の人

も助けられるという、すごい秘密が、このニミッタにはあるわけなのです。だから、先ほど

お話ししたように、博士課程の方でも「分かりません」と言う。ところが、ちゃんとあるわ

けなのですよ。それで、私たちは「無我だ、無我だ、何とか」って、それからアビダンマと

か何とかもう、朝から晩までたくさんの本を読ませているけれども、結局、猿回しで一言の

言葉も理解しないで、いつまでやったって何の意味もないわけなのです。 
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ネパールのブッダボーイ 

 

 

包丁の「切れる所・切れない所・持つ所」を一つとして見る 

ただ、こうして皆さんが座って、少しのニミッタでも出るようになれば、今度、見た本が

変わっていきます。だから、私が高野山の高神覚昇様という方でしたかね、『般若心経講義』

という本、100 回読んだら 100 回変わるのですよ。だから、瞑想しながら、そういう本に出

会っていったら、必ずやどんどん進化します。また、アーチャン・チャーの方も、解析なし

のこういう本を読んだら、瞑想した場合にはどんどん変わっていきます。ただし、失礼だけ

れども、ここの中にもアーチャン・チャーの話があって、それを解析するわけですよ。ここ

がダメなわけです。今、博士課程のこの方でも分からないことが、アーチャン・チャー様は、
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アビダンマは分かっているわけ。現実として、日本の人が書いて分かるわけないわけです。

「こうです、あーです」と、滔々と解析してしまうでしょう？ じゃあ、どういう現実が起こ

りますか？ つまり、私が小学校のとき、遊んで宿題ゼロで出して、いつも立たされると。と

いう先生方と私と、あまり違わないのではないですか？ これを書かれた方は。翻訳ですね。

翻訳と言っても、相当な知識がなければ、書かれないでしょう。本当の意味の翻訳するぐら

いのパワーでなければ、言語学から何から、それから仏教の方から。という現実のことを知

ってくださいというわけ。 

だから、さっき言ったように、私たちのこの心では、ちょうど無限の空間と時間があるわ

けです。結局、花の匂いのスペース、空間と言ったら分かるでしょうね。音の空間、眼の空

間、それから舌の空間、それから触る空間、心所の中にピタッと入っていく。それを私たち

はスペースと呼ぶから、夢で見たらもう現実と少しも変わらないわけ。それは全部ここで処

理している。夢の場合は、そのスペースで再現されるけれども。実は、この外の世界あるで

しょう、これは心の中で見ているわけ。現実的にはそこにあるけれども、実は、ここで処理

して、ここで再現しているから、私の眼で見れば、全部、形、整っているのですけれども、

それをカメラで撮れば、あなたたちはこういうふうに見えないわけ。ここの近い人は大きく

出て、あなたの方は小さく見えるはずなのに、もう頭で処理しているから、もう何の違和感

もなく、同じように見えるわけ。こう見えるでしょう？ 私の手は、実に巨大に見えなければ

いけないのに、頭で処理してバランスとれて自分の手と、もう処理してしまっている。だか

ら、カメラで撮るのと、頭で眼で見るのと、全然違う現象なのですけれども、もう心で処理

して、そういうふうに見てしまう。 

ま、話あちこちつなぎ合わせたのだけれども、他に言いたかったのは、私たちはそういう

知識の中で生きていますから、今、話が飛んだように、ウオーッという嵐の中で生きている

ものだから、それは皆さんおかしくなって病気になってしまいます。ただし、それで「本を

読むな」と言うのではないのです。よい本に出会えば非常に幸せです。それがなかなか見つ

からないわけ。ただ、それを見つけるのは、やはり瞑想していけば、心が反応していきます

から。私は『般若心経講義』によって、相当、助けてもらいました。『般若心経』はいくら読

んでも分からないけれども、「いやー、なんかいいな」ということが分かるけれども、分から

ない。そして、南伝に行ったら「なるほど、これだったのか！ ヴィパッサナーの五自在を使

わなければいけなかったのか！」と、このことを書いているわけ！ このことを書いていた。 

「行深」と言うでしょう？「行」と言うのはサンカーラ（形成作用）で「心のプログラミ

ング」のこと。だから行なのですよ、配列行。行式と言うのがあるじゃない？ この「行」な

のです。心の配列を深く観ると。それでは一生懸命、修行すると。そうしたら修行というこ

とを書かなければいけないのだけれども、『般若心経』は間違いなく、嘘なく、そのとおりの

ことを書かれているわけ。ただ、私たちが言葉を曲解して理解しているわけ。だから、お釈

迦様が「一隅を照らす人になりなさい」と。「あー、社会の暗きところに行って、人を助けて

光になるのかな」と、私は思っていたわけ。なんとこの「ニミッタ」のこと。「自分をこの光

で照らして修行しなさい」と。「これがあなたの先生です」と言っているわけ。なぜかといっ

たら、お釈迦様が死ぬときに、アーナンダ（阿難）様が「先生が死んだら、何を手本に生き
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ていったらよいのですか？」。釈尊は「光を出して、そして勉強しなさい」と。「これがあな

たの先生です」と。それで、その教科がダンマヌパサナー（法随観）という、とても難しい

のですけれども、それをやれば、全部この『般若心経』のことが全て分かります。 

だから対になっているわけです。大乗とテーラワーダ（南伝）が、お互いに見られるよう

に。また、チベット仏教もダライ・ラマとパンチェン・ラマと、お互いに見張るわけ。一つ

だけではおかしくなるわけ。でも、一般の頭は「全て私の教えに従えば、全て平和になる」

と。これは大変な方向に向かってしまいます。そういうことはあり得ないわけ。だから、今

その実例が失礼かもしれませんが、アメリカがユニポールと言って、昔の旧ソビエト連邦が

崩壊して、アメリカが、ただただ一つだけが巨大な力を持ったら、とてもおかしいことをや

って、戦争に次ぐ戦争でしょう？ 王様に牙。アメリカが王様とすれば、牙を軍隊とすれば、

鉄砲とかミサイルとかジェット機とか。「王様」が「牙」を持てば、それは「狂」「狂い」で

しょう？ 一人の王様でこうなるわけ。狂うわけです。 

だから、お釈迦様が何も言わなかったという「戒律派」か、それから「法を得る派」か、

もうそのときから僧院でケンカしたわけなのです。人間は所詮一つだけだったら、ユニポー

ルって一つね、一局制。全世界一つという、すばらしい言葉だけれども、結局、軍隊を持っ

た王様だったら、牙を持った王様ということで、狂ってしまうわけです。王様に例えたので

すけれども、教える仏教の方でも、必ず二つに分けて見られるように配列したようですね。

だからテーラワーダの教えと北伝の大乗の教えと、それにプラス中間というか、三つ、密教。 

だから、アーチャン・チャーが、この世の中には、どうして悪いこと、いつまで続くので

しょう？と。だから、この包丁があるでしょう？ 包丁の「切れるところ」と「切れない」と

ころがありますと。そして「持つところ」がありますと。あなたの見方によって、これがよ

い包丁になるか、悪い包丁になるか。刃が切れるところを悪いと言うのか、切れないところ

がよいと言うのか。あなたの考え方一つだけになると、持っている包丁が、ちょうど役立つ

のかどうか、持つだけのことなのか。でも「包丁一つ自体として、この世の中を見なさい」

と。そうでなければ、「これだけがよい」となれば、非常に一神教の恐ろしさが、そこで発生

しやすくなります。かといって多神教は無数にあるから、「どの神様、どの仏を信じたらよい

か」という、こんがらがるでしょう？ でも、そこであれも勉強し、これも勉強し。だから、

多神教、一神教、これを二つ勉強すれば、バランスとれてしまう。ちゃんと見られます   

（一中一切、一切一中）1。 

 

【参加者】 

 実践して、分かるまでがんばります。 

 

【水源師】 

 そう気張らずに、淡々とやっていけば、段々、段々、高い山に上がるように、それぞれの

上がり方は違いますから。一緒ではないのですよ。だから「我一人、行かん」と。「一千万の

                                                
1 義湘大師「法性偈」にも「一中一切多中一」と詠まれている。 
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敵があるとも、我一人行かん」と。その当時、私の話は到底合わない、一億何千万のところ

の日本を離れて、外国に行って、我一人カナダで悠然と暮らして、今こうして受け入れられ

るわけです。そのときに周りの皆さんと「何だかんだ」と言い合う、それより自分を磨いた

方が早いから、そして、その方がよいからね。それで、こうして運よくすばらしいものを受

け取ったから、皆さんとこうして分かち合える、すばらしいご褒美をもらいました。こちら

の方が戦いもないし、皆さんにもよろしいし、全てによろしいと、私は思っています。だか

ら「一歩一歩、唯我独尊で、一人一人、歩んでください」ということです。それは「その一

歩一歩は善いも悪いもないから」ということです。ただ淡々と歩むだけです。 

 

法を持って、我一人行かん 

【参加者】 

 日本に、いろいろな宗教があったり、いろいろな宗派があったり、最近はいろいろな新興

宗教とか、いろいろな教祖さんが、いろいろなことを言っていたりするかと思うのですが、

先生からご覧になって、そういうところにはあまり行かない方がよいのか、あるいは、いろ

いろなものがある現状が善いものかどうか、宗教のこの現状について、ご意見をお聞かせい

ただけたらな、と思うのですが。 

 

【水源師】 

 なぜ、それだけたくさんの新興宗教とか、いろいろな宗教があるのかと言えば、それぞれ

によって、飲む薬が違うわけなのです。たとえば、風邪を引いたときには風邪薬でしょう？

胃腸が悪いときには胃腸の薬でしょう？ 全てに効く万能薬というのはないわけなのですよ。

ただし、そのときに「これが効く」と言う、偽物の薬がたくさんあるから。薬、薬でも本当

にアスピリンでも飲めば、中毒になるわけなのですよ。先ほど言ったように。だから、ほど

ほどに自分に照らし合わせていくしかないのではないですか。 

そのことをお釈迦様は言っています。「自分で検証して、自分で進化する」と。「進化する」

というのは「いかに本当に愛の実践ができるか、できないか」のことです。「愛の実践」をす

るには「これは善い、これが悪い」。それでは「これが善い、これが悪い」ということは、ク

サラ（善）・アクサラ（不善）、ダンマヌパサナーの最も法随観の難しいことです。お釈迦様

が「サティパッターナ」という「四つで涅槃に行ける方法」を教えた、最も難しいところの、

最も難しい教科のことであるのですよ。 

そして、このことをユダヤ教の究極の奥伝に書いてあるわけです。このセンテンスはキリ

スト教では見えません。「ジェニシス」（Genesis：創世記）といって、ずうっとアブラハム、

アダムとか書かれている、最も大事なところが抜けているわけ。一神教のイスラームも「コ

ーラン」も「トーラ」（Torah）も「聖書」も、同じことを書いているわけですが、ユダヤ教

のこの「トーラ」の経典にだけ載っている。全てユダヤ教の経典から出てきているから。ユ

ダヤ教のその前は、スメリア（シュメール）カルチャーの経典だったわけです。今はもう忘

れ去られて、そこから来ている、ということをイスラエルの人が教えてくれました。「私たち
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は遊牧民で、ずうっとずうっと遠いところの田舎者だったけれども、何かよい生徒だったみ

たいです」と。「でも、私たちは究極の奥伝から離れた教えなのですよ」ということを聞いて

いました。でも、その中に載っているわけ。 

それで、これだけが残って、今そこからキリスト教が出たでしょう？ それでまた分かれて、

イスラームが出たでしょう？ イスラームは、セイント・ガブリエル・アーチエンジェルが、

ムハンマドに教えたわけですよ。キリスト教にもセイント・ガブリエルもあるし、セイント・

ミカエルもあるし、もちろんユダヤ教にもあります。だから、一つの形態なわけなのです。

それで、その形態の中で最も大切なところは「善悪を知るもの。だから、お前に永遠の生命

を与える」と、アダムに言ったわけ。ということは「お前は永遠に生きなければいけない」、

仏教では死というものはないわけ。私の過去世を調べたら、すぐに転生します。だから、ユ

ダヤ教を一心に勉強している人は、ショックを受けるわけ。私の言っていることが全てその

経典と一致してしまうから。 

ところが、日本では「これだけのことに出会えない」というのは、結局、日本文化に壁が

あるから、入ってこられないでしょう？ 私の場合は全世界の人が住んでいるトロントという

ところで、全世界の宗教の中で生きているから。全てツーカーで入ってきて、すごい恩恵を

受けるわけです。だから、インフォメーションの量が、全然違うわけなのです。その上での

今度、実践であるから、キリスト教徒、ユダヤ教徒、シャーマンの人も「瞑想を教えてくだ

さい」と来るし。イスラームの人も来たいのだけれども、掟が激しくて罰せられるから、来

られないみたい。隠れてするしかないわけです。でも、知りたいけど、知ることができない。

もし、ばれたら大変なことになるから。彼らのシステムがあるけれど、また、それも元をた

どれば、人間によって作られたものである。 

なぜかといったら、「コーラ」ンにしろ、「聖書」にしろ、「バイブル」にしろ、「トーラ」

にしろ、神の言葉を書いたのでしょう？ 神が直接、書けば、それは神の言葉だけれど。だか

ら現在、使われている「バイブル」も、キング･ジェームス･バーションといって、400 年前

がスタンダードなわけ。その一番、最初の聖書は、エボナイト、そしてマルシナイト、ノー

スグッド、プロトオーソドックス、オーソドックス、カトリシズム、プロテスタント、クリ

スチャンとなっているわけ。それでまた、いろいろなクリスチャンがあるわけです。 

だから、字に惑わされれば、どの宗教界でも、こういうことになってしまって、訳が分か

らなくなるわけです。それで、正式に瞑想法を持っているのは、ただこの「仏教」だけなの

です。正式な本当の「仏教」。というのは、全ての宗教はたかだか、この世の千年、二千年、

万年でしょう？ 仏教はこの宇宙が何回も破滅して生まれて、このクラスだから。これに対等

するのがヒンズーなのですよ。だから、ヒンズーと仏教がよく混同するけれども、仏教のお

釈迦様のお話が、相当ヒンズーの方で真似られているところがあります。 

また、ジャイナ教といって、インドで 1 ％の人口が、全インドの富を 50 ％握っている、

虫も殺さないと。その行者は素っ裸。昼にインドの都市バンガロールで見たけれども、ちょ

うど弁当箱を掲げて歩いていた。何も付けていない。でも、何の変なエネルギーはなかった

です。ただし、エクアドルのアマゾンジャングルは、裸の人もいます。今でもいます。それ

で暮らしています。ただ、そのけなすわけではないけれども、レベルが違います。精神界で
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いっているその裸と、ジャングルの中で先住民族のカルチャー、少しレベルが落ちます。私

がペルーのリマに行って、汚くてホームレスみたいな若者が突っ立っているから、かわいそ

うだと思って、お金をあげようと思ったわけです。何も付けていないわけ。キャーッとドブ

ネズミが傍にいるみたいに、飛び上がってスッと逃げました。だから、精神状態によって、

体に一つも付けていなくても、全然違うわけなのですよ。 

そこを間違って、エデンの園のアダムとイヴ、素っ裸。頭があまりにも何か現代の風俗的

な考えが入ったのでしょうね。結局、頭のコンピュータが間違ったインフォメーションを入

れてしまったわけ。それを「知識」と言っていますね。何かヘビが来て、イヴに林檎を食べ

させたと。でも、ヘビというのは、あれは、実はそうではないみたいです。ただ「ヘビを持

ってきてダメだ」という伝説を作ったものであって、ヘビというのは「ナーガ」と言って、

インドでもとても神聖化されています。日本でもヘビは神聖化されています。インカもまた

「アマル」と言って、とても神聖なものであるわけなのです。だから、実はそうではなく、

そういう悪魔が食べさせたのを、そういうふうに文字で書いて「そういう文化の人は、とて

もダメだ」というふうに、宗教政治をやったみたいです。それで全世界を制覇して、彼らが

「この聖書の教えだけが大切だ」と、それも中は書き替えているみたい。 

だから、最初のキリスト様のエボナイトの聖書と今の聖書とは、大いに違うみたいですね。

特に一番大切なパラグラフの文面は、行が抜けているわけなのですよ。その行があったって、

ダンマヌパサナーでしか、これは解析できないわけなのです、法随観。という現状でありま

す。だから、そこで皆さんが分からないから、オレオレ詐欺とまではいかないけれども、そ

ういう状態に「いくらやめろ」と言ってもそうなるわけ。なぜかといったら、溺れる者は藁

をも掴む神頼みになるわけ。「それはよい」と言って「お金がいっぱい来るよ、出しなさい」

と言って「やーそうですか」「出し方が足りないから、もっと出しなさい」と。「あなたの根

性が悪いからダメなのだ」とか、人間は自己を責める「私は悪いものだ」という考えが根底

にあるわけなのです。そういうふうに植えつけるわけです。 

実は「そうではない」と、お釈迦様は言っている。「人間は誰しも善きものを持って、そち

らの方に向かうか、向かわないかの違いだけです」と。誰も彼も病気と言えば全部、病気で

あるし、誰も彼も善いものを持って、そちらに行くというのは、誰でも行けるということ。

それを「私は不幸の星に生まれて」とか「何だかんだ」と、「だから、あの人は、ものすごく

才能があって」と、「それに比べて私は・・・」、そうではなく、それは全部、偽物で、本当

は自分を深く見つめて「一体、私は何者で、ここに存在するか」と分かったときに、全部、

今までの、先ほどお話ししたように、「この地球ごとの大地」と「私がパッと触って指に付い

た量の土」と、どちらが大きいかと。この法随観で、「この指に触った量の因縁」しか残らず

に「この地球ほどの因縁」は全部、消えてしまうということです。だから「もう解放されて

しまいます」と。こういう明快な教えはどこにもないでしょう？  

神に願って、本当に神に願ってよかったら、どうして、リビア、シリア、アフガニスタン、

イラク、もう戦いに次ぐ戦い。それからアフリカもエボラとか。あなた方は知らないでしょ

う。1950年代、英雄が出たのですよ、頭のよい黒人が。その人は暗殺されました。それから

もうアフリカは戦いに次ぐ戦い。だから、そういう聖者を殺してしまったらダメなのですよ。
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だから、菩提達磨でも、やはり聖者だから、殺すわけにいかないから、毒を飲ませたわけ。

毒が殺して人間は殺してないというわけ（笑）。そこまで人間界は狂うわけですよ。因果は、

そう簡単にいきませんよ。それは計画した人に必ずやってくるから。第一次世界大戦も突き

詰めれば、たった 4 人か 3 人の人間によって起こされたとか。それのおかげで、何千万とい

う人が命を落としたわけですよ。この連鎖反応で第二次世界大戦が起こったわけです。 

それで、この連鎖反応で、とどまることなく第三次世界大戦が起こって、1980年に、この

地球は崩壊するところだったわけ。ロシアの核軍団の最高の人が、スクリーンに映っている

映像を見たら、アメリカから一斉にミサイルが発射するように見えたわけです。それで一斉

に「全部、撃て」と命令するゴーサインが出ました。ところが、ボタン操作をする方が撃た

なかったわけ、どうしても納得できなくて。そういう兆候がないのに、ということで止めた

方がいる。この人が 1980年代を救ったわけ。近年においては、ちょうどアメリカが隕石を引

き寄せようとして、ところが、ちょうどセントピーターズバーグを落とす軌跡だったのです。

その威力は広島の原爆の 300倍。それ 1発、落ちたらもう核戦争。 

結局、カルマというのはこういうもので、いったん間違った方向に行けば、どんどん大き

くなっていくわけ。止めることができない。だから「こういう中で法を求めれば、何の問題

もない」わけ。この時空から、あなたたちは善き時空に行ってしまうから。これをしないで、

いくら頭で考えて善いことをしようと思っても、所詮その中の間違った中の知識だから、行

くわけないわけです。そうでしょう？ この船が進むから、船の中でいくらよいことをしたっ

て、この船はドンドコ悪いところへ進む、この船はとうとう滝の中へ落ち込んでいくのだか

ら。だから、この船を変えるには、やはり法を持って、そういう小さい船でも乗るし、大き

な船のところにジャンプして行けばよいわけ。それが結局、死んだときに、すぐ輪廻転生し

て、そういう船に乗れるわけです。そういうことが分からなかったら、この巨大な船が、ま

っしぐらに底なしの滝に進んだらどうしますか？ 

私が 2011 年、飲まず食わずに行をしたときに、「どうなるか」ということを心配して、行

ったわけなのですよ。「いかにして、これをストップさせるか」ということで行ったわけ。巨

大な、この船を底なしの滝が全部、飲み込んでしまうから。だから、つい最近までですよ、1

週間か 2 週間前、プーチンが全軍に「核戦争の準備体制をいつでもとりなさい」と、しょっ

ちゅうやっている。アメリカは奇襲攻撃でやってしまうと。前は、アメリカは「絶対、奇襲

攻撃をやらない」と言ったのに、今は「奇襲攻撃、最初に核を撃つ」という。だから、一発

でも上がれば、この全世界がそうなるわけです。 

なぜかといったら、もう福島がチェルノブイリの 2400 倍でしょう？ もうやりようがない

わけ。誰も本当の意味でやろうとしない。いっそのこと「ご破算にしまして」という考えが

あるみたい。そうしたら借金、払わなくてもよいわけ。これを造った、たった 4 名の第一次

世界大戦の、これをこれでご破算にして、みんな殺してしまえば、誰も払うことないからね。

それで、この人だけが生き延びようとしているけれども、そういうふうにはいきません。つ

まり「カルマがない」と思っているわけ。「来世もない」と思っているわけ。「何でもできる」

と思っているわけ。ところが「全宇宙のいかなる生命体も、この中に入ってしまう」という

ことが分からないわけ。特に頭脳で生きている人は、そういう傾向があるし、今はもう「他
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の宇宙の生命体がある」と、「ない」と言ったら、おかしく思われるでしょう？ 20年前は逆

だった、異常者だと思われた、頭がおかしいと。それだけ私たちはもう一切顛倒ばかり繰り

返している。 

その中で「ただあなた一人だけが、法によって生きれば間違いないですよ」と。2600年前、

お釈迦様が、こういうすばらしいものを置いていったのだけれども、この博士課程の方でも

「知らないです」と。解析できる人間がいないわけで、だから皆さんに一つもそういう情報

を与えないから、全てがよく見えてしまう、という状態なわけなのです。だから、知らない

から、「私は罪がない」ではないのです。知らないから、私に罪はないけれども、福島が爆発

したら死ぬでしょう？ 日本は破滅するでしょう？ 誰も解決しないでしょう？ 経済が今ど

うして 78 円から 110 円になりますか？ 突然アメリカが「お金をくれ」と、何の理由もなく

100 円から 109 円になるわけ。莫大なお金が流れていくわけ。ということを誰も言わないで

しょう？ 経済学者も言わない、政治家も言わない。だから、こういうことを言ったって、解

決になるわけではないし、もうこの世の中はこういうものなのだから、「ただあなた方が、こ

の法にのっとって生きれば、そばの人も善い方向に導きますよ」と。これほど善い方法はな

いわけですよ。 

いつの世もこの繰り返しで、アダムが追放されたように、私たちが知識を使えば、エデン

の園に帰れないわけです。アーチャン・チャーは言いました。「私たちの知識で考える、これ

は猛毒だから投げなさい」と。ところが、私たちは一生懸命、取り入れよう、入れようと、

投げるどころか、もっと詰め込んで、猛毒が入って。「この入れたコップは使い物になりませ

んよ」と、「猛毒が入って飲まれないでしょう？」と。「猛毒とは、頭で考えるこの知識」と

言っていますよ。先ほど言った、偉い心理学の先生が「私は何々して教えています」、「それ

はよろしい」、「アビダンマを教えたいのですが、何かよい本はありますか」、「ああ、それは

なかなかよろしい」、「どこにありますか？」、「心にあります」、全く間違いない。「心」ここ

だけで解析できます。本にはありません（笑）。つまり、禅であろうが、南方のテーラワーダ

の教えであろうが、真理の教えるポイントは変わらないのですよ。同じところに行きつくわ

けなのですよ。 

それを「ラベリング」、「足上げた、下げた」、10年やってご覧なさい、何もできないから。

ただ上げ下げの運動で、心の変化を起こすけれど、それだけでおしまい。ただ、行を持った、

本当に分かった方に出遇えば、全然違います。「心心伝印」、そういう人がいないのですよ、

ここに。本だけでやったって、人に本当の意味を伝えるのは、無理なのですよ。だから、私

に 30、40数年前に、私の先生（印幻禅師）が「心心伝印」をバーンとくれたわけです。だか

ら、その種でここまで来たけれども、いくら本で、私の先生は数知れない、仏教の修士を出

しているわけなのですよ、博士号も何十人と。でも「心心伝印」をしたというのは、何人い

るか分かりませんけれども、私は私の先生からもらって。先生は「自分の生徒に、お前との

話は話すことができない」と。「お前と私だけの話だ」と言っていました。というところが、

学長様のくらいでも、そういうのですよ。 

ところが、何と一般の人は「アーこれは何だ」、「これはこうだ」、お釈迦様より偉い。「こ

れは仏教だ」、「あれは間違いだ」って、すごいですね、こういう方たちは。勉強しないで、
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全部すごい行を遂げた人以上のことが分かるのだから。天才以上ですね。ということを皆さ

んが惑わされるわけ。聞かなければ、「お前、何だ」とか「お前バカか」とか、ワーッといじ

めてくるでしょう？ だから「相手にしなさんな」と。自分でただただ「我一人、行かん」と、

この法を持って。ということですけれど。どうでしょうか。 

 

【参加者】 

 ありがとうございます。 

 

お釈迦様、達磨大師、印幻大師からの法統 

【参加者】 

 トロント大学の書架には、アジアの宗教の経典がたくさんあって、その中で仏教の宇宙論

がそこにあって。 

 

【水源師】 

 でも、一般公開していません。お坊さんだけが入れます。それもチベットのお坊さんは手

にするけれども、学者の方、私はたまたまそこに行って、誰も止めないのでバーッと見たら、

なんと 1800年代に金星の変化が、ちゃんと図で書いてあるわけです。チベット語で書いてあ

るけれども、天文学が好きだから、金星のことだと、すぐ分かった。レンズもないの「どう

して、これがそこにあるか」ということなわけです。北京のラマ寺の天文学の博物館がある

わけです。見たら、それと実体のトロント大学にある文献とは、全く違うわけです。表立っ

てでは、そのジャングルの中の先住民のように（悪いのだけれども）全く知識のないように

見せているけれども、でも内側ではもう 1800年代チベットでは、もう日本より天文学が発達

している。なぜかといったら「金星の色の変わり方」が書いてあるわけです。「あら、これは

天体望遠鏡でなければ、見えないようなことが書かれてある」と。 

私が一番びっくりしたのは「どうして子どもができるか」という図があるわけなのです。

お父さんとお母さんが一緒になる前の現象が必要なわけです。それで、その後で精子と卵子

が一緒になって分裂していくわけです。この絵は今から 200 年以上前に書かれた絵なわけ。

事細かに解説したもの。顕微鏡でなければ見えないことが、ちゃんと描かれているわけです。

私はまた北京のチベット医学病院に招待されて、そこの医院長から 1000年前の頭の頭脳の手

術の器具を見せてもらいました。「これが私たちの持っている手法です」と。今でも頭を手術

するということは、最高峰でなければ、できないでしょう？ それをちゃんと知っているわけ。

器具も見せてくれた。それを、病院を誰が建てたと思います？ 今からもう 20 年前になるか

な？ アメリカの大金持ちが、その当時 100億のお金を出して造ってあげたのですよ。だから、

皆さんが中国とアメリカはケンカしているとか何かと、一般的にそうさせて、大金持ちはそ

の当時、何をしていたと思います？ 全部、中国に行って工場を立てているわけです、先取り。

その後は今、日本。現地に行けないでしょう？ 私は現地で見ているから、「ワーこれは何だ、

全部ツーカーだ」と。 
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それで、アメリカの女の人がこう歩いているわけ。彼女はアメリカ人ですと。40代くらい

の人。彼女がここで 3億から 10億の工場を造るのですと。その当時ですよ。あり得ない話で

すよ。だから、一般的な情報にばかされてはいけませんと。まともに世間一般のそれを信じ

たら、Domestication、家畜化されます。でも、皆がそう言うから、外れた考えだったら、お

かしく思われるでしょう？ それどころか、いじめられるからもう言えないし、でも、現実は

こういうふうに動いています、ということです。だから、あなた方は「ただただ法を求めて

やっていけば、周りの人を助けられます」と。まずは自分の叡智を磨いて、一隅を照らすの

も善いし、頭の中のニミッタで禅をやるのも善いし、そこのニミッタでも善いし。というこ

とが基本であって、そこにいかなければ、文献自体がこんなものだから、いくら心が善くて

勉強したって、到達できないようになっています。アビダンマの経典も、どれもこれもボチ

ボチ大事なところが抜けているわけなのです。だから、絶対に哲学的に解析しようとしても、

その家が、壁が抜け、屋根が抜け、どうして 1 件の家になりますか。雨がザーザー漏れ、使

い物にならないということ。それを体験によって、屋根を上げて、修理して、鍵を付けたら、

これは使い物になるけれども。それが私たちの現状です。 

だから、そういうことまで行かなくても、まずは「第一歩」。「一歩一歩、歩めばよいです

よ」と、「必ず善いことが起こります」と。なぜかといったら、私が言っていることは、私の

先生の法を受け取って、その先生はと、ずうっと達磨大師（西天二十八祖・東土初祖）まで

行くわけです。達磨大師は、ずうっとお釈迦様まで通じるわけですよ。また、南伝のパオ・

セヤドーも、彼の教えも阿羅漢をたどって、ずうっと行けば一緒。二つ一緒で、結局、アー

チャン・チャーの話もピタピタと合うわけです。だから「比較論で間違いない」ということ

です、あなた方が今こういう話を聞いていることは。だから安心して、そのままこういう話

を参考にして歩んでくだされば、間違いないですよ。そういうことでどうでしょうか。 

 

【参加者】 

 インタビューのときに、先生に対しての三宝の礼というのはあるのでしょうか。 

 

【水源師】 

 友人みたいに、ただ話してくれたらよいだけです。私はもうざっくばらん。 

 

【参加者】 

 右胸に心みたいのものを感じたことがあるのですが、それは気のせいですか。 

 

【水源師】 

 あります。「ハダヤ」（心基）が右心にあります。右心室の中に「ハダヤ」があるから、多

分、右の方に強く感じて、そう感じたのだと思います。二つあるわけではなく、右の方にあ

るから、そっちの「右に」というふうに受け取ったのだと思います。 
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 猛毒の体得なき知識を捨て、お釈迦様の甘露の叡智を入れる 

【参加者】 

智慧が浅いのに、仏法を書くのは罪造りをしてしまうのでは？ 

 

【水源師】 

結局、知恵がなくて仏法をした方が、よっぽどよいと思いますよ。その知恵というのは、

ほとんど悪知恵みたいに、使い物にならない知恵なのですよ、私たちが持っているのは。結

局、先ほど言ったように、本には書かれていないのですよ、不立文字で。だから、心でいく

しかないわけです。文字で読むことでは到達できないようになっているわけです。まず心を

進化させて、文字を読んだ場合には非常によろしいけれども、文字から文面からやろうとし

た場合には、これはどんな天才的な教育を受けても、これはできません。だから、そういう

考えは間違っています。だから、字が読めない方でも涅槃に行けるし、深い教理を持てます。 

アーチャン・チャーは、もちろん字が書けてすばらしいかもわかりませんが、ただ森の中

に入って、これだけやったわけ。だから、ひょっとしたら学校に行っていないかもしれない。

私から見たら分かりませんけど、行く暇もないし、ただただ修行していたから、お話を聞く

ところによると、というふうにお見受けします。 

だから、この本当に体得してない知識は毒だから、そのモノマネ知識の考えは毒だから、

投げなさいと。猛毒です。だから、そういうふうに浅知恵で何とか、ない方がよほどうまく

いきます。それから考え方もない方がうまくいく。だから、アーチャン・チャーは「変な知

恵とか、そういうことで、仏教をいじるのはやめてください」と。全部、猛毒でコップの中

の猛毒を飲めるわけがないから。コップ自体も使い物にならないと。ということは、あなた

自身の現世の生きている価値も全部ダメになると、まず投げてしまいなさいと。そこにお釈

迦様の甘露の叡智が入れば、これはもう最高です。 
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