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水源禅師法話 

天眼―見えないものもが見える― 

【参加者】 

 普通の人が見えないものが見える人とか、そういう能力がある人とかいますけれども、こ

ういう瞑想とかをやっていけば、そういうことが分かるようになるのか。 

 

【水源師】 

 心が進化していけば、見えないものが見えるようになります。というか、人間はこの人生

だけではなく、過去にたくさん修行された方もいるわけです。特に「天眼」といって「遠く

で何をしているか」とか、見えるわけですよ。「将来、何が起こる」とか。それは副産物であ

って、心が非常に進化していけば、そういうふうに予言もできるわけです。ところが、文字

とか、そういうコンピュータに頼ったら、その方が実はすぐに分かるし、確実だと思うでし

ょう？ そっちの方に走っていけば、例えば昔、私たちは暗算で計算とか全部できるのだけれ

ども、計算機を使うのが、ばからしいくらい。今は計算機を使わなければ、頭がダメになっ

て、そちらの方に手が向いて、退化してしまうわけですね。 

だから、オーストラリアのアボリジニとか、北アメリカの北方インディアンとか、それか

らアマゾンジャングルとか、モンゴリア、サイベリア（シベリア）とか世界中に、文化にあ

まり接していない人たちは見えるのですね。「この世の中が次はどうなるか」ということが。

というのは、アチェ大地震ですね、30万人の人が死んだわけなのですよ。そのときに 2時間

か 1 時間前にゾウさんが、それが分かって、強烈に鎖を切って、山に逃げるわけなのです。

その津波が来るのに、ちょうど海岸で、パラソルでワインを飲んで、大きな波が来ているっ

て見て、ワインを飲むわけ。人間はね（笑）。ゾウさんは山に 1時間前にもう逃げ込んでいる

わけ。津波が来る前に分かるわけなのですよ。人間は来ても分からないわけ（笑）。それだけ

もう退化してしまっているのですけれども。 

地球のそういう北に行けば、何もないわけですよ。動物を狩りして、神様からもらうしか

ないわけなのですよ。殺して食べるのではなく、戴くわけなのですよ。そうして何万年も暮

らしているから、パンとかお米は食べられないの。消化できない。食べられるのは、本当に

野生の木の実とか、そういうものでしか生活できないわけです。でもね、それも火もあまり

通せないわけなのです。火を作るというのは、非常に難しいわけなのです、野生で。マッチ

とか、そういうのが今はあるけれど。火打石もないわけですね。木と木をこすり合わせて、

フーッとやってから火を起こすくらいで、特にカナダの場合は雪で氷でしょう？ 非常に難し

いのです。アフリカの場合はまだしも、やりやすいけれども。 
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だから、そういうところでは、凍った肉を切って刺身みたいにして食べるわけ。ところが、

その肉は純化されて最も栄養があるものが入っている。それでまた動物たちも命がなくなる

のが分かるわけです。「自分は今日、死んで、自分の命を人に捧げる」ということが分かるみ

たい。だから、殺されて暴れないから、毒が発生しないわけ。動物には「殺されることによ

って、また転化して善い処に行く」というお告げがあるわけです。だから、喜んで死んでい

くわけ。死ぬということがないのですね。また、インディアンも死んだらカメさんになる、

鳥になる、という話がいっぱいありますから。だから、人間も動物も一緒で、クルクル回っ

ていることが、よく理解できているようです。そのたくさんの昔の話を聞けば、「お互いに生

かし、生かしてもらう」という根底があるみたいです。 

ところが、今、西洋からそれが全部、消されたものだから、本当の話が嘘になって、嘘の

話が本当になっているから、大変な悲惨な生活を送っています。つまり火がなければダメ、

電気がなければダメ、トイレがなければダメとか、そういう山奥では、そう簡単ではないで

しょう？ ところが、昔はそれができて、幸せに暮らしていたわけです。それがいつまでもよ

い、というわけではないのだけれども、それを破壊することもないでしょう？ だから、心は

非常に進化して、未来が見えるわけなのですよ。そのとおりの現実が起こっているから、一

部の人は文明社会に出てきたくなくて、そこでずうっと住んでいます、隔離して。特にメノ

ナイトという、これは 1850年代にドイツから北アメリカに来た人たちで、文明から離れて暮

らすということで、今でも馬車を使っています。馬車とか、一切のガソリンとか、そういう

機械から離れて暮らしているもので、この人たちは自然の中で自活する智慧を持っているわ

けです。 

カナダで最初、白人が来たときは、インディアンの人が助けたわけです。「これを食べなさ

い、こうして暮らす」ということを。そうでなければ、あの寒い北国に白人の人はすぐ死ん

でしまいます。というふうな智慧を持っているわけなのです。それがどんどん失われて、結

局、缶詰とか、そういうふうなプロセスフード（加工食品）を食べてしまっているものだか

ら、非常に病気が激しくなって大変ですよ。自然のものを、火を通さなければ、精神が非常

に発達するのです。だから私の先生は、昔のお坊さんは山奥では火が通せないし、時間がな

いから、全て米も水に付けてガリガリ食べるとか、それだけです。 

だから、チベットでもサンパといって麦あるでしょう？ あれを全部、粉々にして、それを

水で丸めて団子して、それを食べる。火を通さない。チベットでも 4000、5000メートルに行

けば、火というものは非常に大切なもので、木がないわけ。物を燃やせるのは、ただ牛さん

のフンを太陽に固めて、それの火力が非常に強くて、それでバターミルクとか、そういう温

かいものを頂けるわけなのですよ。だから、私たちはもう日常茶飯事に火を使えるから、そ

の有り難さが少しも分からないけれども、チベットに行けば、太陽が出たら、大地に転がっ

て、そこの上で、裸で寝るのですよ。体に力を入れるために。私たちは凍えて死んでしまし

ます（笑）。そういうところで、牛とかヤギとか飼って歩いているわけですね。女性の人は黒

人よりも焼けて真っ黒けの顔です。 

だから、そういうところでは、白いお肌のきれいなとか、それよりも生きることが大切で、

その中で大自然の中で生きているから、全然、私たちみたいに心もキョロキョロしていない
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です。ただ、さらーっとその日その日、淡々と大自然の中で生きています。それは私たちが

そこに行ったら、生活をするのに困難だけれども、その人たちにとっては、そこ以外に住め

ないわけです。下りてこられないわけ。下りたら、すぐ病気になるわけです。だから、北方

のエスキモーがトロントに来るわけですよ。すぐ病気になって帰ってしまう。食べ物が全然

違うので、体がおかしくなるようです。あっちでは、刺身というのはどうもエスキモー文化

から来ているような気がする。 

というのは、あの人たちの船の造り方、それから帽子のかぶり方、どうしても、この日本

のイメージが出てきます。あちらの国の人は、自分たちのことを「イヌイット」と言う。犬、

「イヌ」は動物、「イット」は犬を扱う人という意味。日本の津軽には「イヌイ」という名前

の方々がおります。カナダのエスキモーの人は氷で凍った肉を切って、クジラの肉とか食べ

たら、その味はまた最高なわけなのです。もう体が覚えているから、これが最高の栄養だか

ら、おいしいわけです。私もまた 12時間の重労働、毎日、続けていったら、どうしてもレバ

ーというのがあるでしょう？ あれを軽く油で炒めて、あれを食べたら、甘ーい砂糖になるの

ですよ、体が欲しているから。それをただムチャムチャ毎日食べたら、食べられないくらい

味が悪いと。でも、体がもう重労働で倒れそうなときは、それを食べたら、本当に甘くて体

全身にしみ渡っていくわけ。生で食べれば一番よいのだけれども、火を通すとか、そういう

ことで、少し火を通して、醤油とピーマン割って、サッサッサとやったら、まあまあおいし

いこと。 

だから「肉を食べるな」と言うけれども、お医者さんが、その昔、大阪で非常に体が悪く

て、私のお母さんが焼肉屋さんをやっていたものだから、そこいら中からテレビ会社の社長

さんとか、いろいろな方々が来ていました。おいしくて有名だったみたい。お医者さんも来

ているわけでしょう？ 患者さんに「どこそこに行って食べなさい」と。何を「食べなさい」

と言ったのか、結局レバーですね。それで、毎日食べに来て、元気になりました。という、

そういう正直なお医者さんがいるわけなのですよ。だから、一番うちの家で売れたのは、懐

石料理に持っていくローストでした。最高の日本料理の懐石料理屋に持っていくわけです、

注文が来るわけ。 

話それましたけれども、あ、見えないものですね。食べ物で私たちは、こういうふうに火

を通してしまったものだから、結局、見えるはずのものが見えなくなっている。「なぜ、お坊

さんが山に入って、火を通さないで食べて修行するか」と。こうしたら、やはりすごく行が

うまくいったと。ただし、それをやった場合、火を通して食べたら、すぐ死ぬからね。体に

毒が入るようになるみたいですが。だから、ゆっくりゆっくり、ほんの少しずつ、火を通し

たものを食べて戻していくみたいです。体が全然、変わってしまうみたい。火を通して食べ

ている人が生物を食べることはできるけれども、生物を食べている人が直接、火を通したも

のを食べたら、病気になるらしい。だから、そういうことで、食べ物の中には栄養をたくさ

んとったら、見えないものが見え始めるみたいですよ。 

ただ、中には見えないで、そういうふうに過去に非常に発達した人たちがいるから、見え

ないものが見えるという人がいっぱいいます。というのは、アメリカとロシアがその昔、戦

ったときに、何をしたかと言ったら、若い才能のある人を全アメリカから募集というか、政
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府の方でトレーニングキャンプするわけです。そして、ロシアの方を見させるわけ。「一体、

何が見えるか」って、図面を書かすわけ。こうしたら、どうも理解できなかったけれども、

潜水艦みたいなのが、陸から 100キロ内のところにあるわけ。これは間違っているだろうと。

ところが、なんとそのときロシアが 100 キロのそこから運河をつくって巨大な潜水艦が出て

きたわけ。確かに見たわけですね。また、ロシアの方もアメリカが何をやっているか、お互

いにリモート・ビューアーといって見るわけです。それを仏教では「天眼」といいます。 

 

本物はお金がかからない 

仏教をやれば、すべての神通を持てるわけ。「天眼」「天耳」、それから空中を駆け抜けるみ

たいに早く行く（「神足」）とか、五つの神通を確か持つけれども、仏教だけが「煩悩を消せ

る」（「漏尽」）という力があるわけです。「煩悩を消せる」というのは、「過去のカルマを変え

ることができる」というのは、「法を持ったときに変わる」ことです。だから「サルベーショ

ン」「救世主」と言うでしょう？「本当の救世主」はこの「ダルマ・法」なのです、「ダンマ」。

だから、見えないものが見えるという人は、世界中にいっぱいいます。私も今日、幽霊みた

いな、幽霊ではなく、ここに住む木に一番下のくらいの神が、ここのそばに宿っていました。 

というふうに、もちろん、いたずらしてもいけないし、ただ分かりましたと、ソッとして

おくということで。ただ、それを見えるからといって、お金のために使う人がいるのですよ。

後で大体ダメになりますね。だから「本当の本は、お金を一切、取らない」のです。結局、

アーチャン・チャーの、このすばらしい本も、どこにも売っていないのですよ。タダ（無料）、

タダで寄贈されるだけです。売ってはいけないのです、売り買いしては。法というものは、

そういうものではないのです。だから、世間のどんな本屋さんでも、これは手に入りません。

ただ、仏教関係者だけが手に入るものです。この一説からとる話があるかもしれませんけれ

ど、この本は金では買えない本です。また、この本もまた一緒です。どこにも売っていませ

ん。金では買えない本なのです。 

だから、ここの中の話と一般の話とは、全然違うところがいっぱいあると思います。金で

売り買いした本は、やはりたくさん売れたら、もうかるでしょう？ たくさんお金が入るため

に印刷するか、そうしたら、法が曲がるときがあるわけです、人のよいように。これはお金

で買えない本だから、そういうこと関係なく、本当のことだけを書こうとするわけなのです。

学者とか文献とかは別だけれども、一般の話で。 

まあ、話はまたどんどん飛んだけれども、そういうふうに修行していけば、見えないもの

が見えます。たとえば、特にニミッタ（禅相、丹光）を使って、何を一番最初に観るかとい

うと、「カラーパ」（微粒子）なのですよ。あなたの目に私はこうでしょう？ でも「カラーパ」

というのは、もう強烈に速くて、この部屋中が電気を消しても光になるわけです。光がパ、

パ、パ、パ、パッと。宇宙から空中から全てカラーパになる。それを観られるか、観られな

いか。それの後で、今度は四のエレメントが観えるか、結局、四界分別の瞑想（四界分別観）

です。地水火風の「カラーパ」が観えるか、観えないか、究極に入っていくわけなのです。 
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それを観るのに、直接、観えるというのはまずできないから、止観禅をやるわけ。止める

禅。それをサマタ、三昧。何々三昧とか。「オン・サンマヤサトバン」の「サンマジ」（三摩

地）、そのことなのです。それをやれば、心がどんどんどんどん進化していって、究極の物質

が観えるわけです。体が全部ほどけて、玉の光のようにバーッとなっていくわけです。それ

を分解して、調べて、カラーパを観ていくわけです。このことはパオ・セヤドーの本に書い

ていますけれども、他の本にも書いてあるかもわからないけれども、人間の口で明快に言う

のは、日本で今、初めてだと思います。 

というふうに、ほとんど日本には文献仏教で、本当の話とか本当の行は、ほとんど伝わら

ないわけなのです。日本で経典を買おうと思っても、すぐにお金を出さなければダメでしょ

う？ タダでくれるところありますか？ ということなのです。だから、その難しい本を買わ

せるために、何とか何とか勉強しなければいけないとか、もう喧伝（けんでん）するけれど

も、何万円もする本を買わなければいけないとなって、それが 1000 人、2000 人だったら、

印刷する会社は、ぼろ儲けになるし、これはよいとなるけれども、そういう本が本物であれ

ば、全てタダでなければいけないわけなのです。というのは、法を弘めるためにです。 

それが考えられないというくらい、それは偽物の勉強だということ。本物はお金かからな

いです。神様は一切お金取らないし、お釈迦様も取りません。だから、そういう社会に住め

れば、よいけれども、こういうお金で回っている社会に住めば、ますます本当の法から遠ざ

かります。 

 

法を持っていない指導者 

そして、結局は大きな禍の中で生きていかなければいけないわけなのです。なぜかといっ

たら、どんな帝国でも過去を調べてみたら、この人間の悪知恵で滅んでいきます。東ローマ

帝国も、今、ホーリー・ローマン・エンパイアー（神聖ローマ帝国）1 万年も、イギリス、

アメリカも、全ての西洋が一丸になって、どうも崩壊しそうになって。過去の千年前の救世

軍といって、イスラームと戦ったのです。それと同じことをもう 1 回やり始めて、大変なこ

とになって、泥沼に足を突っ込んで。 

今どうなったかと言ったら、結局、お金払えないものだから、現状はアメリカが世界に対

して、お金出して「ちょうだい」と言っているわけです。自分で火をつけて壊しておいて、

よその国の人に「お金を出してくれ」と。というのは、なぜゆえ皆さんそうなったかと言え

ば、ハーバード大学とかイェールとか、それからイギリスのケンブリッジとかオックスフォ

ードとか、最高の頭脳が集まって計画したものだから「間違いないだろう」と、そういうこ

とで、文献学でやっているけれども、結局、目に見えない北のインディアンとか、オースト

ラリアのアボリジニは、ちゃんと夢のお告げで、ちゃんと見えるわけです。 

私も、ウクライナ戦争が始まる前に「今、市民戦争、国内戦争が起こるから、大変なこと

になるから、早く逃げなさい」と。「その 1 週間後に勃発して、1 カ月以内に逃げなければ、

そこの住んでいる人は大変になりますから」と。パンパーンと見えるわけ。だから、修行す

るというのは、人の命を助けるためであって、人を殺すものではないわけです。 
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だから、戦争に行っても、「いかに自分の部下を殺さないか」というのが「すばらしい大将」

であって、将軍が自分の部下を千人万人、殺したら、これはもう「最低の将軍」なわけです。

いくら戦争にかかわっても、戦争に行って「自分の大軍 2万人、一つの命も落とさなかった」

と言ったら、これは「すばらしい大将軍」なわけ。アメリカでイラクに攻めに行ったとき、

戦争の前にもう 2、30人死んでいる（実際に戦場に行った退役軍人会の報告では、73,000の

米兵が命を落とした）ようです、戦車にひかれたり動かしたり。だから、戦場で自分の部下

を一人も命を落とさないという大将軍が出たら、これはすごいもので、敵もその前に手を挙

げて「はい、降参します」となるし、部下ももう喜び勇んで死なないものだから、何でも言

うとおり聞くと思いますよ。 

というふうに、そういう将軍たちは、普通の人ではないのですよ。近年において、すばら

しい大将軍は、鄧小平なのですよ。18歳のときに、日本は関東軍といって、中野陸軍傭兵と

いうのがあったけれど、あまりにも頭使うことをやったから、その力がなかったわけです。

見える力が消えてしまったわけ。全部、理論、理論、理論で禅問答みたいなことでやったの

だけれども、それが本当の法を持たないでやったものだから。ところが、鄧小平は 18歳だっ

たけれど、敵がどこに来るか、どうやるか全部、分かるわけです。百戦百勝、ナポレオンみ

たいなもの。それは精神力で来るわけなのです。だから、いかに偉大な将軍を持てば、国が

助かるかということです。 

ベトナムのホー・チ・ミンはちゃんと見えるわけ。どこどこにどれくらいの戦車で、どれ

くらいの軍隊が来て、どこを通るかが分かるわけ。だから、穴掘って、前に落ちるでしょう？ 

もう進めないでしょう？ あと分断したら全滅、壊滅。それで、アメリカがそのときに 50 万

の陸軍兵を挙げて、それから 2 万の軍事工場を総動員して、全力でベトナム戦争をやったの

だけれども、1917年に設立されて、第一次世界大戦からの最大の最精鋭部隊の「A1」1（The 

Big Red One、ビッグ・レッド・ワン）の 2万 4000の軍団が、たった 2000しか残らなかっ

た。これをアムラーダーといって、2万 4000の軍勢は、それを、トラックを動かしてサポー

トする人、最前線で戦う人、いろいろ機構があるわけですよ。それがたった 2000人しか残ら

ずに、それでベトナム戦争は終わって丸損になった。そのときにはもう宇宙衛星も使うし、

もう全てのジャングルにマイクロフォンとか全部やるけれども、結局、物が見える人の戦い

では、何の役にも立たないわけです。 

それを信じ込んで、国民が命を懸けて戦ったら、それこそ犬死なわけ。それがガダルカナ

ルという戦場で、一木清直といって、すごくもう有名な大佐がいて、精神力ばかりで軍人が

震え上がるという人が、日本軍の精鋭の部下を全部、殺したわけです。その相手は、たった

アメリカの 16歳の兵隊にやられたわけです。日本では分からないでしょうけれども、一木清

直といって、それが「突撃」と言うでしょう？ もちろん突撃して、相手が怖がると思うでし

ょう？ ところが、相手は 16 歳で機関銃を持っているわけ。ダ、ダ、ダ、ダとやったら「み

んな死んじゃった」と言ったわけ。160か 150の精鋭部隊が全滅した。だから、そのときに、

                                                
1 第 1歩兵師団（U.S.Army 1st Infantry Division）：アメリカ陸軍の師団の一つ。アメリカ

陸軍でもっとも古い師団であり、1917年以来断続的に活動している。愛称はビッグ・レッド・

ワン（The Big Red One）、ザ・ファイティング・ファースト（The Fighting First）。 
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司令官であるならば、敵が何名いて、どれくらいか見えなきゃダメなわけ。つまり、彼は嘘

だったわけ。その剣道が何か強かったかもしれないけれども、それもどうか分からないけれ

ども、本当に武道をやったら分けるわけ。どこどこに敵が何名いて、どういう状態か、ちゃ

んと分かるわけ、命が懸かっているから。自分の部下を一人殺したら、大変なことですよ。

たった二人の 16歳のアメリカ兵に、それも全然、訓練を受けていない人に、ダ、ダ、ダ、ダ、

ダーッと夜戦やられたわけです。上官が「お前、来るかもわからないから、ここにいなさい」

と。たった二人、置いたわけ。機関銃とそれを持たせて、上の方は全部逃げて、新米だけ置

いたわけです。新米は命が怖いから、来たら、ただ撃ち続けただけ。そして、朝起きてみた

ら皆、全滅していた。 

という話は、アメリカの方で私は知っているけれども、こういう情報は一つも日本には入

らない。「ここが問題だ」というわけ。結局、ミッドウェーの戦いで、日本軍は負けるはずな

かったわけ、四つの空母を出して。この空母にかなう戦力は、世界のどこにもなかったし、

それから 3000名の日本軍の最高の精鋭軍のパイロットが、全滅したわけです。あり得ないこ

とだって。結局、映画では、もうすごいこと言っているでしょう？ あれはみんな嘘。分から

なかった、見えなかった。その上官たちは皆、何やっていたと思う？ 禅ばっかり。嘘の禅や

っているから、こうなるわけ。 

あれは空母 24時間、敵から守るために、グーッと回っているわけですよ。一歩の隙もなく

入れないわけ、スター・ウォーズみたいに。来たら全部、撃ち落とされる。アメリカの兵隊、

空軍は、飛行機を見たこともないし、操縦したこともないのに、大量生産で飛行機はこう動

くと、レバー操作とそれくらいの力くらいしかないわけ。負けるわけないわけ。負けるのが

おかしいわけ。レーダーとか何とか言うけれども、日本でも、そういうものがあったみたい

ですよ、どこから来るか。「そこ」なわけ。私は何も日本軍が勝てとかいうことではなくて、

「一体この優秀な若者を何で犬死させるか」ということ、何のために。それで、そういうこ

とは全部、隠して、のうのうと今も言うでしょう？  

 

勉学よりも心が大切 

特に今、精神状態の精神界が、私がびっくりしたのは「修行法を日本で持っていない」と

いうことに驚きなわけです。ずうっと今、話を聞いてみたら、ある程度は行くけれども、そ

れ以上はいけないようになっています。でも、ある程度行ったら、全部修行したように考え

てしまいますけれども、そうではないようです。そのホー・チ・ミン様でも、どこに敵兵隊

が来るか分けるわけ。それから鄧小平も、どこに敵が来るか分けるわけ。それが本当の武道

なわけです。 

だから、少林寺拳法ってあるけれども、最高な段階に行った後で、初めて瞑想させます。

その前はさせないのですね。武道をしっかりやらせて、その最高級になったら、初めて坐ら

せる。誰でも簡単に瞑想させると、尊い寄進された資源が無駄になります。そこは山奥の人

里離れたところにあります。だから、あなた方はそれをしなくても、今こうした坐れるのだ

から、どれだけの幸せがあるかわかりませんよ。 
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なぜかといったら、菩提達磨が中国に入っていったときに「イロチョウ、イロチョウ」と

か言って「化け物」と言われて、顔は黒いし、目は青いし、もじゃもじゃで、皆、「化け物だ、

化け物だ」と逃げ回ったわけ。特に、そのとき、南伝のチッタ・ルーシーという人が「絶対、

この菩提達磨を相手にしてはいけない」と、世間一般に宣伝活動したようです。菩提達磨様

が、その前に弟子二人を送ったけれども、その当時の中国では南伝のティピタカ（三蔵）ば

っかり教えていたわけ、勉強、勉強ばかりさせて。本当の法は誰も教えていなかった。最初

に二人来たときに、中国に菩提達磨の弟子二人が来たときに、中国語があまり言えないから、

法を教えることができなかった。それで、同じ仲間の南伝の人たちは「相手にしてはダメ」

ということで、「まず経典を読む方が、ものすごく大切だ」というふうに教え込んでいたわけ

です。だから、朝から晩までティピタカ、アビダンマとか、そういうことばかり勉強させて、

それを勉強したら皆、分かったものだと、悟りを開く。そういうことで、南伝が最初すごく

はやっていたわけです。でも、後にそれが消えてしまったわけ。 

それがなぜかといったら、偽物だったから。だから、その当時、南伝仏教は全中国に入っ

て韓国まで来ていたわけです、朝鮮半島まで。でも、それが全部消えたということは、結局、

今の禅とか北伝の禅とか「心が入った」から、南伝経典の教学が消えてしまったわけです。

だから、スリランカ、マレーシア、ベトナム、カンボジア、全部、南伝で、ずうっと広州か

ら全部あったのだけれども、結局、菩提達磨が来た後、「その勉学よりも心が大切だ」という

ことになって、今、仏教がまだ存在するわけなのですよ。南伝のアーチャン・チャーを見て

も、禅の禅師と全然、変わらない。本よりも言葉で、ある先生が昨日も言ったでしょう？ そ

の心理学者が、この先生が「アビダンマを教えたいのだけど、どの本を使ったらよいですか？」

と、「はい、心の本を使ってください」。 

つまり、私があなたたちに教えている「このニミッタを出してください」と。それから、

昨日も言ったように、その「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「熱でできる物質」とか、それを観るには（瞑想で）観なければ、頭に入れても、何

が「ウトゥ」という物質なのか、カラーパ（微粒子）なのか、分からないでしょう？ 観たら

初めて分かる。それがアビダンマなのです。それをいくら解析したって、観なければ、観な

いものをどうして想像して分かりますか？ こういうことを往々にして、言葉で結局やったも

のだから、北伝でも一緒で「精神力、何だか」と言うけれども、心を解析しないことには、

精神力も何もあったものではないわけ。 

ただ、狂信的に今のイスラームみたいに「自爆」とか「敵だから人の命を殺しても何とも

思わない」とか。結局、神がつくったのならば、どうして人間同士が殺し合わなければいけ

ないのですか？ 神がつくった、このすばらしい世の中だったら、「人間同士が助け合って、

いかに生かすか」が神の理念であり、そういうふうに経典に書いています。でも、いまだに

実行されません。という世間一般なことなわけ。結局「言葉遊び」。なぜかといったら、「右

といえば左」、「左といえば右」というのは、言葉で誤魔化してしまう。皆さんは「そうだ、

そうだ、そうだ」となるわけ。 

というのは、ハーバード大学の法律家に入るには、15万の単語が分からなければ、入れな

いのですよ。あとは推薦入学という莫大な金をかけて入るか。そうなれば、15 万分かれば、
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ハーバード大学で奨学金、全部出します。それだけの資格があるから。そうでなければ、莫

大な授業料を払わなければいけない。というふうに、日本の言葉の発音で「帝」（みかど）、

「太君」（たいくん）とか全部、分かっている。でも、そういう言葉をアメリカの『ニューズ

ウィーク』とか『タイムズ』に使うわけ。その言葉は一般のアメリカ人が分からないから、

「あーそうか、そうか」なんて分からないながら、納得いくような、ぼやけてしまうわけ。

「太君」とか日本語でも今は使わないでしょう？ そういうことは全部、覚えています。 

なぜかといったら、そのハーバード大学に入るために一生懸命、勉強した同僚が入ったみ

たいだけれども、言葉を言うわけ、「王君」とか、私と会話する。というふうに、そういう恵

まれた環境に私はあったわけなのですね。周りにそういうクラスの人間がいっぱいいて、今

回もアメリカ人に出会ったのだけれども、彼が言うには「私は全世界のトップクラスの人と

付き合っています」と。「でも、あなたみたいな人と会話したことが 1 回もありません」と、

こういうふうに深く。そのトップクラスというのは、名誉とかお金とか、そういうことで、

知識とかそうではなく、世界に知れ渡ったお医者さんとか、そういう方々ね。付き合って話

もしたけれども、「あなたみたいなお話は聞いたこともありません」と。非常に傾倒してくれ

て、待っています。 

 

いかに心を進化させて人に尽くすか 

ということで、法を持てば、言葉とか文化とか一切関係ないわけです。だから、北のイン

ディアンも非常に親しくしてくれて、いろいろなことをすぐに教えてくれます。私も、私の

法を授けて、効果があるから。お金は一銭も取らないし、そういうことを度外視してやって

いるから、「あ、この人は金とは関係ない生き方で、彼らのシャーマニックな考え方と似てい

る」ということで、彼らの知識を全部教えてくれました。やはり「心と心」で、この人は「た

だただ助ける人だ」ということですね。ま、そういうことで確かに見えないものも見えます。

食べ物によっても見えます。また、ある薬草を使えば見えます。 

ただ、そのときに一番重要なことは「精神力が、いかに高まったところにあるか」によっ

て、すばらしい現象が観えますけれども、ただ普通の暮らしをして、そういう薬草を使って

みても、全然見えないか、見えても変なことになります。だから、インドのヒンズー教のヨ

ギが、非常に高いクラスになったら、儀式をやって「お前はこれからマリファナを飲んでも

よい」と。この宗派はマリファナを飲んで、ますます深く行に入るみたいですけれども。だ

から、その使い方があるみたいですよ。ただ、私たちが何にも行もしないで、ただやるとい

うのは、これは「百害あって一利なし」みたいですけれども。 

大抵の場合、そういう深い行者になってしまえば、何かすばらしいことが起こるみたい。

だから、北米のインディアンも、そういうマッシュルームみたいなのを使うみたいです。そ

れは「今年は食料が取れない、獲物が来ない、私たちが餓死してしまう」と。そういうとき

に、これを使って「どういうことなのか？」と。「いや、あと 1カ月待てば来るから」と、「が

んばっていきましょう」と。それから 1 カ月後に、ダ、ダ、ダ、ダ、ダってバッファローが

来たらしい。というふうに使うみたいです。「生かすため」。だから、それでチベットの人に
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話を聞いたら、「私たちは何もないのですよ。草もなければ木もないし、何もないから、ある

もので人を治さなければいけないのです」と。それで「熱い鉄の棒の使い方」、どういうふう

にして体に当てたら治るかとか。この「塩の使い方」とか。あるもので治すしかないわけで

す。山奥でしょう？ 人里離れて何千メーターの高地で何もないところだから。そういうとき

に「何の鉱石で何を使えばよいか」ということが分かるわけです。 

だから、「メディテーション」という言葉を知っているでしょう？「瞑想」「メディテーシ

ョン」。ここから「メディスン」が来ているわけです。「メディスン」「薬」。だから、昔は、

お坊さんは人の病気を治せるのが当然で、治せなければ、藪坊主になるわけ（笑）。今から

1500 年前のスリランカの古い寺院に行ったら、「これは薬草を入れる石の桶です」と。石風

呂に切ってあるわけ。「お坊さんが、その人を目の前にして瞑想します。瞑想して、どの薬草

がよいかということが分かって、ここに入れて風呂に入れます。そうして治していました」

と。という使命があったみたいです。今はお医者さんがいるから、すぐよいのだけれども、

昔はそうだったみたいです。 

だから、瞑想を深くやれば、観えないものが観えるわけです。だから、見えないものを見

るということも、こういうふうにして使えば、すばらしいわけ。「いかに人を生かすか」「何

が必要か」「どこどこに何があるから、そこに行けば、助かるよ」とか。だから「戦争が起こ

るから早く逃げなさい」とか。だから、私の生徒に「心配しなくてもよいです、1 年経った

ら、また平安に戻りますから」と。それで安心して。だから、この頃、静かでしょう？ あれ

だけ騒いでいたのに。「人知では、はかり知ることができない力」が、この地球に働いている

から、「私たちは一心に、いかにして私たちの心を進化させて、この進化させた心で、いかに

して人に尽くすか」ということしかないのですよ、この宇宙のシステムには。それによって

自分も助かり、人も助かる。 

だから、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』という小説がありますけれども、これはロシアのお話

らしいですよ。ロシアのお話を芥川龍之介さんが、すごく仏教の経典の言葉を覚えているも

のだから、仏教のお話だと思っているのでしょう？ あれはロシアの伝説を言葉で仏教風に変

えたわけです。それは別として、一本の糸を垂れたときに「お前を助けよう」と思って上が

っていって「自分だけ助かろう」と思ったら、他の人もそれをつたって来るから、いつ切れ

るか分からないでしょう？ そして「みんな降りろ」と言ったときに、ポチーンと。「自分だ

け助かろうと思ったら、全部も殺す」ということです。人を助けようと思ったら、みんなが

助かります。 

実際に、私たち人間は「あの国だ」「この人種だ」と言っているけれども、これも全て妄想。

人は皆一緒―だから、生きとし生けるもの、虫であろうが、見えないものであろうが、大き

かろうが、小さかろうが、遠いところの宇宙の彼方に住む生き物であろうが。ということが、

抜けているわけです。「生き物はここだけ」と。「特に私だけ」、「この国の、この土地の人間

だけ」、これは大いにお釈迦様の話から外れています。という心で生きていけば、全て助け合

って生きていかなければいけないと。ただ、よその国の人も、悪い人がいっぱいいるしね。

ま、日本の中にもいるし。「いかにこれを防いで、調和をとっていくか」ということが、私た

ちの課題だと思うことであって、一つが悪いから全部ダメと、これはおかしな話。世界中、
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悪い人がいるけれども、善い人も必ずいます。どこの国でも。その善いところを見ていけば

よいのであって、一人が悪いことをしたからといって、全部これはダメというのも、おかし

いわけです。えてして私たちは、そういう目で見るように教えられているし、そういうふう

に見るように喧伝（けんでん）されて、そういうふうに動いて国が滅亡してしまうわけです。 

リビアという国、「カダフィが非常に悪い、悪い、悪い」と言って、そのときはみんな年間

600万円もらったわけ。学費もタダ、病院もある。「この男は非常に悪い、悪い」ということ

で「独裁で民主主義ではない」と。それで、アメリカがアルカイダを使って。アルカイダは

ツインタワーを滅ぼしたでしょう？ そのアルカイダを使って、アルカイダが出たリビアの町

の部族と一緒に、リビアで滅ぼしたわけ。それで、いまだに病院もなし、水もなし。いまだ

に殺し合い。それで力尽きてしまって、今度、イスラム国家、イスラム・ステイツという。

それで、アメリカがもう手に負えないくらい強くなってしまったものだから、中国がアメリ

カに「『自分で蒔いた種は、自分で刈りなさい』という諺があります」と、国連でアメリカに

そう言っていましたよ（笑）。ということまで宗教家は見なければダメなのです。 

そうでなければ、こういうふうに情報を与えなければ、右往左往して修行ができなくなる

から。「あ、そういうものは関係ないのだ。」と。自分をしっかり法を持っていけば、人も助

け、自分も助け、社会も助け、いざこの国も助けるかもわからない。そういう例がネルソン・

マンデラ。「恨みを恨みで返さず、恨みを和解で解決した」わけ。そうでなければ、もう黒人

が怒って、白人を皆殺しでしょう？ ということは「南アフリカが滅亡してしまう」というこ

とが、彼は見えるわけ。あれだけいじめられて、バケツ一つにウンチもするし、食事もしな

ければいけないし、顔も洗わなければいけない、ということを 30年間やらされたわけ。それ

もただ石を割って、割って、その石は何の使うこともなく、ただ無駄なことをさせるために、

やっているわけ。穴を掘っては埋め、穴を掘っては埋め、そんなこと。 

でも、そこで分かったのは「人間というのは、いかに愚かなものか」と。それはこういう

人を命令した人ではなく、システム自体が愚かで、人間はそこまで深く観ているから、そこ

で「恨みを恨みでやれば、必ずや崩壊しかない」ということで「和解」に走ったわけ。Reconcile。 

それで、今でもアメリカ大陸で一番、力の強い国が南アメリカでしょう？ インドもまたマハ

トマ・ガンジーという人が「武力はいけません、無抵抗主義で、ただ私たちは仕事をしなけ

ればよいのです」ということで世界の日の沈むことのない帝国、ブリティッシュ・エンパイ

アー（イギリス帝国）が、それで崩壊したわけです。400年の植民地。400年といったら、国

がなくなりますよ。でも、ちゃんとヒンズーも残しているわけ。 

 

我一人、行かん 

そのインドが今、火星への衛星を打ち上げて成功したわけです。それもたった 80 億円か

79億円。アメリカだったら、まあ最低 3000億か使うでしょう？ そこのことを私が言ってい

るわけ。国によって同じことが 80億円でできるけれども、3000億か 5000億、使わなければ

できないと、そうしたらアメリカドルは実際 80億円くらいの価値しかないわけですね。それ

が誤魔化されて、ナンバーがそうだから、それくらいの価値があると言ったら、これは全く
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の妄想なわけ。結局、アメリカがいくら「3000億出して、そのプロジェクトを全部買う」と

言ったって、インドは売らないです。インドの固有の学術的なものであるから、これはイン

ドで育てて、お金では売らない。 

つまり、この仏教の経典も、お金では売りません。どこでも買えません。ただ志によって

だけ、この本が入ります。ということは「本物だ」ということ。だから「法はお金では買え

ません」。命をいくら捧げても買えません。ということが『金剛般若波羅蜜経』に書いてあり

ます。「ガンジス川の砂の数の命を捨てても、法は手に入りません」と言っています、明快に。

だから、いくら神に自爆して命を捧げても、天国には行けません。本当に行けません。まし

てや、人を殺して天国に行けるわけがないのです。これほど人間は、おかしくなるものなの

です。だから、このいくら 100万人、1000万人「そうだ、そうだ」と言っても、お釈迦様は

「我一人、行かん」と言っていますよ。「我一人、行かん」。 

まあ、また自分を持ち上げるわけではないけれども、私が日本にいたら、そのお金儲けに

走ったら、みんなでそれはお金がじゃんじゃん入って、まあ我が世の春で、でも、私は納得

いかない。それで大馬鹿か、まあそうであっても、結局「我一人、行かん」。それで、カナダ

に行って暮らしていたわけなのです。だから、みんな学友は「なぜ出ていったか」分からな

いわけ。それで今、分かったわけ、「なるほど」と。ということは、その当時、私がいくら言

ったって、分からないよ、大馬鹿者だけど。というふうに、それは今見たら、過去に法を学

んでいたから、見えるわけ。だから、私が小さい頃、言っていることが、大人も兄弟も誰も

分からないわけ。「とってもおかしな子どもだ」と言うしか（笑）。 

でも、高校のときには、もう超英才教育を受けたのだけれども、それを蹴ったわけです。

「ここにいたら、ここにいるしかない」という地方ではもう見ているわけなのですよ。この

子を育てなければ、つまりスカウトですね、将来、大変だということで。特別教育を受けた

のだけれど、そのことは、私は言わないけれども、今、初めて言うけれども。だから、もう

人種とか関係ないわけです。「いかに優秀な人物を育てるか」という昔の人はすごいもので、

藩が潰れてしまうからね。だから、私が自分の故郷を去って 40年しても、伝説が残っている

わけです、「私が何をしたか」という。消えないわけです。だから、悪いことをすれば、いつ

までも残りますよ。悪ガキで（笑）。 

話はそれましたが、そういうことで、100万、1000万おろうとも、1100万おろうとも、「我

一人、行かん」と、お釈迦様が言うことは本当です、私の体験から。全て体験。「そうだ、そ

うだ」の民主主義の理論ではなく、実際に生活から真剣勝負で「こうやれば、必ずあなたが

相手を倒せるよ」と言って、そのとおりやって、バッサリ首取られたらどうしますか？ そう

いうもの一つもないでしょう？ そこです。自分で体得するしかないわけです。どんな偉い先

生でも「こうやれば、百千連発こうしなさい」という教えは誰もできないはず。一人一人、

違って、法というものは、憲法であれ、仏法であれ、法は自分で獲得するしかないです。道、

剣道、仏道、そこですね。 

ということで「一切、私たちは人を助けるために、実は生まれてきている」のです。ただ、

それが助けられる状態にあるマザー・テレサみたいにはいかなくても、それでもよいわけ。

隣近所の人と仲良くとか、手をつないであげるとか、ちょっとしたことでよいわけです。誰
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それみたいに「日本の国の政治を変えて人を助ける」と、それはすごい、すばらしい、でも、

そこまで行かなくても大丈夫。周りで細々と、少し、たった少しの人を助けられれば、よい

わけです。それで、すばらしい宮澤賢治さんという方がいるでしょう？ あれを見てください。

少しの米と少しの野菜ですか、味噌で暮らし、どこかの萱葺きの下で暮らし、東に行って何

とか、と言っているでしょう？ 最後には「私はそういう、でくの坊と呼ばれたい」と。まあ

聖者ですね、これこそ聖者です。だから、わざわざ遠い遠いところに行かなくても、こうい

う方が日本にいらっしゃるわけですよ。そこの言葉をつかんでくださいと。 

 

『法華経』は過去を観なければならない 

彼（宮澤賢治さん）は深く仏教を勉強して『法華経』をよくやっていましたね。『法華経』

というのは、またこれすごいもので、深いですよ。『法華経』というのは「南無妙法蓮華経」

ではダメなのです。『法華経』というのは、それを読むには過去十二因縁をちゃんと理解しな

ければ、読めない経典になっています。「サラヤタナ」（saḷāyatana：六処）という南方の教

えです、因果関係。そこを明快に書いているのだけれども、そこを吹っ飛ばして「ただ読め

ば全て仏になる」、それは違う。ちゃんとそこに書いてあります、一番最初の方に。「過去の

因縁を知らなければダメ」と、明快に書いています。三つの情報があったな、それと、それ

から「戒律をしっかり理解しなければいけない」みたいなところも書いています。もう一つ

は何だかな？ ここで今、『法華経』の原典を見られたら、ちゃんと解説しますけれど、最初

の方です。最初のそこを吹っ飛ばして、中の話ばかりしても、それは無理。そこを吹っ飛ば

してね、一番大事なところを外しています、ほとんど。 

 

【参加者】 

 何か「十の如是」とか、すごいどういう意味なのか、日本語では「是（かく）の如（ごと）

し」というのですか。十個の如是があると、確か『法華経』で十個のいろいろな世の中全体

を？ 

 

【水源師】 

あ、如是、お釈迦様の名前ですか？ それはね、ずうっと後。その前の「因縁を深くしなけ

れば、この経典が読めない」ということがちゃんと書いてある。「因縁を深く知る」というこ

とは「過去世を観なければ、読めません」と書いてある。だから、そこを外して「十の如是」

といっても無理なわけ、因果関係が理解できないから。エッセンスはもう前にちゃんと。そ

の『法華経』があったら、パ、パ、パッて明快に見せるけれども。忙しくて整理する暇がな

くてね。最も大切なことは『法華経』にしろ、どの経典にしろ、同じ。私がびっくりしまし

た。ところが、「十の如是」を知らなければいけない。頭クラクラして私でも分かりません。

誰でも分からない。 

というのは、それを体験しなければいけないからね。じゃあ「その如是は、どういうふう

に体験したらよいか」を書かなければならないわけ。ただ説明だけではダメなわけ。それが
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本当かどうか、「この如是はこうしたら体験できますよ」と言ったら、これが本物であるわけ。

そのどうしたら「十の如是」が体験できるかは、前に過去を観てくださいと。十二因縁。ち

ゃんとそのことがはっきり書いています。ということは「自分の過去世を観なければ、読め

ないお経」なのです、これは。だからニミッタを出してくださいと。ニミッタを出したら、

パオ・セヤドーのように難しくなくても、簡単な方法で観せてあげます。それで、あなたた

ちは確信を起こすわけ。全ての教えてもらった経典がどうもおかしいと。自分で確かめるし

かないと。確かめることができます。経典どころか、全ての科学、医学、哲学、全て見え始

めます、宇宙工学まで。だから、お釈迦様の法というのはすごいものですよ。 

なぜかといったら、世界の最先端を行く宇宙工学研究者が私の生徒で、私の言っているこ

とが全て納得いくわけです。「先生、なぜそこまで観えますか？」、彼らは「おぼろげながら

にある」と。そういう方向しか見えないわけ。「体験してみたい」と。「体験できるよ」と、

私は言っている。だから、皆さんが一般の新聞情報で暮らしていたら、とんでもない暗き世

の中で一生おしまいというわけです。それは一般常識としてはよいでしょうけれども、それ

では本当に生きることにとって、使い物にならない情報。お釈迦様の、この仏法の本当の法

を持てば、永遠不滅の本当の世界が観えるから。だから、もはやこの宇宙が爆発してなくな

ろうが、1 万回、存在しようが、関係なくなってしまうわけ。それ以上の世界を持つから。

という、すごいことなのですよ、あまりにもすごいから、嘘でしょう？ それもなく、もう最

初から消してしまうという（笑）。 

だから、東京でもそうだし、今回もそうだし、ここにはすばらしい法を得られる可能性が

ある人が、どっさり来ていることに、私はもうびっくりしました。というふうに、こういう

すばらしい宝物をどんどん投げ捨てるような環境の日本、つまり「法を持っている人がいな

い」ということが分かったことについて、私は大変ショックを受けています。東京の方でも

「先生の言っていることは、どの本にも書いていませんでした。先生の話によって、初めて

私の体験したことが嘘ではない、ということが分かって、今ここに来ました」と。それで、

私がまたいろいろ説明するわけです。そうしたら、ますますびっくりして。つまり「日本で

は体験者に出遇えない」ということになりますね。哲学的には全て説明するけれども、「本当

の体験者が書いた本はない」という、文献がないということが現実で、いるかもわからない

けれども、私の文献がただ一つあるだけらしいです。 

それで、北は北海道から法話を聞くために来るのですよ。というふうなことで自分の法話

をできるだけ早く出したいと思って、今、一生懸命お世話になりながらなって、やっていま

すけれども、たくさんの方々が協力して。このことによって分かったことは、たくさんの若

者たちが助かっていること、この本を読んで。こういうところに出なくても、陰ながら読み

たい人がたくさんいるみたいです。だから、こうして来て皆さんが一緒に瞑想するでしょう？ 

それで、私もうれしいし、そうしてインタビューを聞いたら、あーすばらしいところに行っ

ているし、失敗とか成功はないのですよ。突っかかったら、突っかかったで、よいのです、

そこは「こうしてください」という指導ができる。それでまた次にチャンスがある。こうい

うことで、法話会を開いていただいてお話しできます。それで、これがまた文献として発表

することができますけれども。ま、ここは生ですからね。生のことと、ちょっとオブラート



 

15 
 

にすることもありますけれど（笑）。ここでは「生で聞ける」と言う幸せがあるでしょう？ オ

ブラートじゃなく。ま、そういうことで、もっとインパクトが強いということで。まだあり

ますか？ 一つの題から、長々長々と続いているのですけれども。まだ何ありますか。 

 

パンタカ尊者のチッタヌパサナー 

【参加者】 

 お釈迦様のお弟子さんで、暗記するのが苦手で、お掃除でお悟りになったパンタカ（周利

槃特）尊者様について、少しお話ししていただけたらな、と思うのですが。 

 

【水源師】 

 そうらしいですよ。この人は頭が悪いのではなかったみたい。非常に人の前で言えないし、

自信がないと。そういうことで、いくらお経を読ませても、お経が暗記できなかったと。私

もよく学校で「これを暗記しろ」と言えば、暗記がダメでね、何回しても覚えられないと。

そういう状態で、それで「ミョウガ」という名前を付けて、こちらでは有名で、名前を忘れ

るもので、背中に名前を書かれたくらいで。それで、お釈迦様がほうきを一つ渡して、掃く

たびに「ここはきれいにします」というふうな一回一回「きれいになります」と、「きれいに

なります」ということを、ずうっとそういうふうに一節を教えたわけ。その一節で同じく心

を込めてやっているうちに「自分の心」が観えたのでしょうね。 

それで、今までの妄想が全部消えて、その後、経典もスラスラ普通のように話せるように。

一回一回スーッと掃いて、きれいになれば、真剣に真剣それだけずうっとやっていたわけ。

「きれいになるということは、どうかな」と。そういう理論的ではなく、素直に。じゃあ「自

分の心」と「このきれい」とか対照で、一切の文献もなく、つまり暗記できないのだから。

実際の現状を見ながら、つまり、最高のチッタヌパサナー（心随観）、禅法をやったわけです

ね、公案みたいに。それで、「自分の心」と「これ」が一体で、「この世の中」も「自分」と

一体で、何の違いもないと。深いところにタッチしたのだと思いますよ。 

それで、動くごとに、実際はこう手が動いているでしょう？ チッタ・ルーパ（心の物質）

といって、もうここに出ているのですよ。この手はもう消滅してないのです。こうでしょう？

この物体はもう消滅して、ない。あなたの赤ちゃんのときは消滅して、ないでしょう？ でも、

あなたはいるでしょう？ そのこと。これが赤ちゃんで、大人になったということ。一回一回、

動くごとに生滅して再生して、生滅して再生して、すごい速さでやっているわけ。だから、

アーナンダ（阿難）尊者の「生滅の法」というのが、さっき昨日、言った「足上げて下りる」

と。その究極の状態になれば、チッタ・ルーパが観えるわけです。先にサ、サ、サ、サーッ

と電波みたいなピカピカピカッていうものが、走っているのが分かります。自分の物質が。

だから、そこまで心が研ぎ澄まされてしまったものだから、それだけやりながら、多分、動

かすことによって。 

だから、それを教えられたお釈迦様と神がいるとすれば、「お釈迦様が神としか言えない」

と思いました。私が瞑想によって、お釈迦様を観たのですよね。この教科でやらされます。
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そうしたら、まあ、まあ、まあ、神がいるとすれば、この方しかいないというお姿でしたよ。

一番近い顔がミャンマーのヤンゴンから 50キロか 60キロ離れた、なんて言ったかな？ 世界

遺産になっています。1000年前に造られた涅槃像があって、顔が白いですよ、本当に白いで

す。目はブルーでしょ？ ブルーなのですよ。それで歩くお姿はまあ神としか言えないくらい、

神々しいというか、何というか、まあまあそういう方です。これは「ブッダのサティ」（仏随

念）という瞑想法で、ブッダ何々、ブッダ何々という 14くらいありますけれどもね。普通は

9 で止めるのだけれども、私は 12 か 14 全部やらされてね。私の同僚に「何で私は人よりた

くさんやらなければいけないのか？」とこぼしたのですよ。そうしたら同僚が「いや、すば

らしいではないか、全部、観えるのだから」と、「そうなのかな・・」と言って。私は教科を

早く進みたいから、サッサッサッサッと皆と一緒のところでやめて、次に進みたかったわけ

ですけれどね。 

 

『法華経』と空想科学小説のスケールの違い 

ま、そういうふうなよいところが伝わらなくて、「南方の教学仏教、それは 1500 年ダメ」

というのを一生懸命またここでやろうとしているわけ。大乗でそういう教学仏教をやって、

また南方でやって、そのような時間はないと思いますよ。この仏法は後 2500年あるかないか、

この地上に法の華が咲いている時代は、ちょうどお釈迦様が出て、5000年の期間しかないの

です。これからもっともっと退化して、もう理解できる状態ではないわけです。今の時代は

全部コンピュータがやってくれますからね。そうでしょう？ 心の開発どころではなく、もう

機械が戦争してくれるから、武道どころでもないし。そのうち機械のお百姓さんか、機械農

場が出て、もう工場からどんどん食べ物が出てくるという。そこまでやろうと思えば、でき

るところまで来たわけですね。 

では「何のために人間がいるのか」と言ったら、必要ないからバサ、バサ、バサッと縮小

に入ってくるでしょうね。ま、これは恐ろしい話だけれども。ということは、昔の空想科学

小説に書いているわけです。私は空想科学小説が好きだったので、お父さん、お母さんにお

金だって、もうありとあらゆる超贅沢な小説を読んだわけ。だから、もう今の時代は空想科

学小説のある一部のところをやっているだけ。だから、それを読めば、未来もみんな分かる

わけです。どこどこをやっているということ。でも、今はそういう文献があるかどうか、見

られたら困る方々が、いっぱいおる方もいるかもしれないから。 

その当時は私が小さい頃、ある社会では一生お金の奴隷になると。家を買って借金で買う

と。車も借金、冷蔵庫も借金、何もかも借金で、一生借金で暮らす社会があると。何と馬鹿

な、何と恐ろしい世界だろうと。なんと今それをやっている（笑）。その当時は考えられなか

った、そういう社会が存在するとか。ま、空想科学小説だから、そういう社会はまあ、まあ、

地獄みたいな嫌な社会、何と何かこれ似ていますね。それを読んでいたら、もう身の毛もよ

だった。そんな世界には住みたくないって。というふうに、すべて書かれているわけなので

すよ。人間のやることは同じなのですね。どの時代にしろ、どんなところにいようと、もう

セッティングが決まって、これをやるか、あれをやるかしかないわけです。この枠から出ら
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れない。だから、何のお告げがあるか、もう未来が見えるわけ。手品でも何でもない、ちゃ

んとある。だから過去の文献を読むか、未来の空想小説を読むか、それでもう決定。未来の

空想小説だったら、面白いから全部読むでしょう？ 過去の歴史は、そんなもの頭が痛い（笑）。

だから、現代医学に起こっていることは全部もう書いています、私の小さい 14、5 歳のとき

の読んだときには。 

ただ、この枠を抜いた方がただ一人いるわけ。『法華経』、お釈迦様のお話。すごいよー！

この人間の空想科学小説は幼稚園クラス。その『法華経』の内容を見たら、どでかい、もう

大ロマンの大世界。お話にならないくらい克明に書いてあるわけ。というのは、私が空想科

学小説を読んでいるから、そのスケールの違いがよく分かる。その小さいスケールの中にい

るのが今、私たちのレベルなので、その宇宙船が飛んだりとかが最高な社会に見える。この

お釈迦様の『法華経』のスケールに比べたら、幼稚園クラスですよ。 

だから、達磨大師様が言うには「法というのはどこにでもある」と。「眼を開けて、よく

見てくれと」ということなわけなのですよ。「何も深い教理に走らなくても観える」と。私

みたいに空想科学小説を朝から晩まで読んでいましたが、それが現実として起こっているわ

けなのですよね。勉強しなくてもよかったわけです。そういうふうにちゃんと未来が見えま

す（笑）。だから、私の子どもに予言してやったわけ。「これからのコンピュータゲームは、

3 次元で全部、見えるよ」と。そうしたら、今の社会はそれを一生懸命やっていると言うし

かない。人間の心の反応として大体お決まりです。それがさも新しいことのように思ってみ

んなやっているけれども、ほとんど繰り返し。だから、新しいことは、よく見たら一つもな

いですよ。 

 

プラネット・オブ・ミステリー 

【参加者】 

 行きつくところまで行って、自滅してまた一から繰り返す？ 

 

【水源師】 

そうですね。その繰り返しでしたね。だから、昨日も言ったように、マチュ・ピチュの山

に上がったら、巨大な 200トンから 300トンの石が、遠い 500キロから 1000キロ離れたとこ

ろから運んで、同じ石だと、ここに持ってきていると。そこまではよいわけ。「どうして、誰

が？」がＸファイル、分からないと。でもあると。それも石がピターッとモルタルなしで、

ピタッと合っているわけ。それが直線的ではなく、こう曲がりながらでもピターッと。こう

グニャグニャ、ピターッと。巨大な石、石がグルーッと一つになっています。今、私たちの

どんなコンピュータを使っても、どんなテクノロジーを使っても、できない技術なのです。

ただ、そこにあります。 

「不思議！」というふうな文明があったわけですね。だから「エイリアンが来て教えた」

と、そうだったかもわかりませんよ。その代価として、では何を払ったか？ この宇宙でもタ

ダでは教えてくれないわけです。タダで教えてくれたのは、お釈迦様くらいなもので、ま、
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他の聖者たちもそうだろうけれども。普通は「コレコレ教えたから、コレコレ下さい」とか。

だから、相当な代価を払ったのか？ 自分で開発したのか？ それは分からないけれども。 

というのは、中国の三水古墳というところがあって、車で行って 1 時間、四川省の成都の

近くです。今から 20年くらい前にそこに行ったけれども、巨大な青銅の仮面があるわけです。

横 2 メーター、縦 1 メーター。目が飛び出ている不思議な青銅仮面、テレスコープ・アイと

いって。それが 10年くらい前かな、アメリカで目の不自由な人にこういうテレスコープみた

いなのを前に付けたら、見える手術が完成して、付けたら目の不自由な人が見えるわけです。

びっくりしたのは、その 5000年前の、そういう青銅にこれがあるわけです。 

最もびっくりするのは、翡翠（ヒスイ）あるでしょう？ こんなにでっかい翡翠の塊がある

のですよ。それがスパーッと半分に切れているわけ、5000年前。青銅にある立った人間の姿

も細長くてスラーっとしている、現代美術みたいに。それがその方たちの姿なのか、顔もち

ょっと違うのですよ。目が大きくてちょっと口も大きくて、目が異常に大きくて。私たちの

顔とは、人間みたいだけれども、人間ではない顔なのですよ。 

それで、私がミャンマーの中部の都市があります。そこには普通は行けないわけ。ただ、

チェンマイという、そちらの方からは入れるけれども、そこから出てこなければいけない。

そこの街を歩いていたときに（名前、忘れました）その顔の青銅が売っていたのですよ。何

かそういう作った手芸品が。だから、この地球はもう大ロマンと言うか、謎の、謎のプラネ

ット、プラネット・オブ・ミステリー。「本当に分からない」ということが「あらまあ、不思

議」ということで。 

私がクスコの近くのワラハ・ブハラというところで、13000年前の（『インディ・ジョーン

ズ』の映画のような）お城の寺院がありました。そこに行って「ここに坐れば、宇宙船が来

て、観えるから」と。「じゃあ観ましょう」ということで行って、それで坐ったのです。そう

したら、そのときになんと星座の「Great Lion's Gate Open」といって、ライオン星座とか

地球とか、惑星のラインだったわけ。なぜそう言ったかと言えば、その天体には、ふたご座、

しし座、それからレオ（しし座）が来るときに、ちょうど一直線に並ぶ構図で、このときの

8月の 1週間か 10日しか時間ないわけ。そのときだけ「ライオンズ・オブ・ゲート」がオー

プンするという「Great Lion's Gate Open」という、そういう情報を、私は持っていたわけ

です。ちょうどそのときに、私がそこに行って、第四禅定で瞑想をやったら、やはりゲート

がオープンして、他のグリーン・プラネットに行けたわけです、サーッと。ちょうど『コン

タクト』という映画あるでしょう？ あれと一緒。だから、今でも 13000年前の遺跡城が始動

しているわけです。この地球はそういうマシーンがあって、『コンタクト』と一緒、という映

画があったでしょう？ 見たことない？ 

 

【参加者】 

タイムマシーンみたいのと一緒ですか。時空を移動するということですか。 

 

【水源師】 

そう。光より早く、そういうループが全宇宙にあるわけです。そこがそうなわけです。そ
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れも精神力があれば、そこがオープンするけれども、精神力がなければ、通さないわけです。

というのは、他のシャーマンが、私がそのドアを入っていくのを見たのです。体はそうだけ

ど、アストラルボディ（アストラル体）で。自分も入っていこうとしたら、大きな男が出て

きてシャットしたので、入れなかったそうです。それで、私だけが入っていったそうです。 

地獄に行ったら、大きな巨大な男もいるのですよ、地獄に行く前には。巨大な男が、こう

捕まえて。巨人がちゃんと待っている。人間、小っちゃいでしょう？ 話にならない。だから、

今お話しした『法華経』から宇宙船から、こういう話がクルクルするでしょう？ だから、こ

れだけ私たちの頭は小さいわけです。宇宙というのは広大無辺な大世界であるからです。 

 

法を教える人がいない現状 

でも、そこまで分からなくても、頭を全然、空っぽにすれば、すべての法がここにあるか

ら、いつの世に生まれても、もう暗き世に行くことがないと。行くところは、ただ「涅槃の

世界」という、すばらしい教えをお釈迦様は残して去ったわけです。その去ったこの 5000年

の今は真ん中。私が世界中、飛行機で行ったり飛んだり、言葉の違うところでも、どこでも

行けると、今は段々それがなくなっているけれども。そこで集めた情報で、まさにお釈迦様

が言われる、そのとおりだと。特に仏国で生まれて、お寺がいっぱいあって、そこで、ただ

ないのは「法がない」という現状であると。 

ちょうど菩提達磨が中国に行った現状で、お寺はいっぱいあるけど、経典を読んでいたけ

れども、「どうして、その法をつかむ方法があるか」ということが、誰も教えていなかったと。

ここがポイントだけれども、今でも見当たらないわけです。どうしてやったらよいか、そう

して教えてくれる先生が見当たらない。今のところ、私が見聞した中では、誰も明快に教え

ているところがないみたいですね。なぜかといったら、そういう先生がいたら、文献を見た

らすぐ分かります。そういう先生がいて、何か法話したらすぐ分かります。そのアーチャン・

チャーが言われるような原曲であるか、創作であるか、誰かのモノマネであるか、すぐ分か

ります。 

 

【参加者】 

心の進化にかかっているということですか。 

 

【水源師】 

そうです。全てこの宇宙は、心を進化させるために、あなた方は生まれ、死んで、生まれ、

死んでいるのですよ。それをユダヤ教の「ジェニシス」（Genesis：創世記）の中に、ちゃん

と書かれているわけ。神がアダムに「人間は善き悪しきを知る者、永遠の生命を与える。」と。

だから、それを「善き悪しきを知る」と言うのは、ダンマヌパサナー（法随観）のナーマ・

ルーパ（心と体）の瞑想教科しかないようです。心の進化しかないわけです。私の教えてい

る生徒は、世界トップ級のユダヤ教の人よ、大学の先生です。その方たちが私の教えに納得

するわけです。逆に同じ宗教のお坊さんの話は聞けないわけ。なぜか？修行していないから。 
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ただ経典の繰り返し。彼らは本当のことを知りたいし、どうしたらそこに到達できるかを。

（真面目な人よ、特別に。皆が皆ではなく）と言っても、そういうことをしたら、つまはじ

きされるし、あまりおおっぴらには言えないわけです。でも、瞑想会に来るわけです。その

娘さんは、カナダのトップの頭脳を持つ裁判官のところにいるから。 

だから、私のことは、ユダヤのジューイッシュ・コミュニティではうわさになっているみ

たいですよ。なぜかといったら「あなたにはラバイ（ユダヤ教の指導者）があるから、ニュ

ーヨークであなたの友だちに相談しなさい」と言ったら、「そんなラバイはニューヨークには

いません」と。「あなたしかいないから、どうしてもあなたのところに連れてくる」と言う。 

だから、世界の全利権を握っているのは、ユダヤのこの方ですよ、それもニューヨークの、

ということなのですよ。というところでも法がなくて、もはや私の存在は伝わっているわけ、

早いですよ。世界はものすごく小っちゃいですよ。だから、日本の人は、ほとんど裏の裏の

裏は全く分からないように、言語の万里の長城で囲われているようです。ま、そういうこと

で、アメリカ、ロシア、そういうふうなことと、不思議と中国とかかわり合うわけです。世

界の巨大な知識人たちとよく出会います。 

 

【参加者】 

 科学がある程度、発達していって、それ以上は心を？ 

 

【水源師】 

そう、それが分かる。そこが明快に分かる。だから、皆さんは、こういう達磨大師の方法

でもよいし、南伝のマヒンダ阿羅漢が命をかけて持ってきた、こういう南伝のブッダゴーサ

の『清浄道論』でもよいし、間違いないです。全てお釈迦様から出ていますから。それが現

代における最もオープンされたものであるけれども、文献はあるけれども、いかに修行する

かは、本当に本当にまれというか。 

 

【参加者】 

 神話か何かのように創作した神話のようになってしまっていて、自分自身が体験できるよ

うなものだとは、つながらないようになっちゃって。 

 

【水源師】 

そうですね、つまり「つながるものだ」となったら、説明しなくていけないでしょう？ 修

行もしなきゃいけないでしょう？ それはいくら名誉があっても、地位があっても、学問があ

っても、関係ないわけです。全く学問なくても、ポッと行く人もいる。そうなったら、困る

人がいっぱいいるわけです。何で学校も出ていない人が、私より分かって偉くなっちゃって、

私が全ての経典も読むし、最高の大学も行っても分からない、教えられない、と言ったら、

困るでしょう？ 教えられるのは、文献では間違いなく教えられるから。でも、その文献で教

える、その文献を本当に理解するには、書いていること・内容は、本当に悟ってでしか理解

できないのです。だから、その修行も通さないで、やった場合には、文献仏教になってしま
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いますね。そういうことです。 

 

水源禅師の水晶玉 

【参加者】 

 今、お出しになっておられませんが、先生が持っておられる水晶玉が、ちょっと気になっ

ていたのですが、どのようにご利用されるのですか。 

 

【水源師】 

 これでしょう？ 私が昨日の晩、寝たらね、邪魔するものたちが、ワーッとやってくるわけ

ですよ。また、龍神様も出てきて酒の匂いをプーンプンとしました。今日、「龍神様はお酒が

飲みたいのだ」と分かったけれどね。また、お酒の匂いがプーンとするから、「一杯、頂戴」

というわけ（笑）、ま、御神酒をもちろんお供えしますけれども。 

 

 

 

 

 

 

 

八大龍王尊御宝前の龍王堂 
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それで、これ（水晶）を持っているのは、私のニミッタをこうして発射しているわけ。光

が強烈に強いから、皆さんが修行しているときに魔が入ってこないわけです。それで、そう

いう邪魔者が入らないような結界つくっているから、修行が進みやすいわけです。もし進ん

でも進まなくても。そういうことで、じっとこれを持っているのです。結界を張るために。 

だから、すばらしい結果を大体、皆さん出していますよ。強烈に光るのですよ、ニミッタ

の光で、ワーッと観たら。ま、そういう使い方で皆さん守るために水晶の玉を持っています。 

 

【参加者】 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

純粋に、誠実に、一歩一歩やっていく 

【参加者】 

たとえば、先ほどの話で、文明が進んだとして、我々人間があまり働かなくなってもよく

なったとして、そういうところで、そこで生きている人たちが、ただとりあえず生きるため・

食べるため、という枷（かせ）がないから、自分の心を進化させるために協力して修行し合

うみたいな、そういう社会というのは、なかなかやってこないのですか。 

 

【水源師】 

 だから、お釈迦様がそういうところを造って、結局、修行僧院をあちこち造って、死んで

いったわけです。こういうふうに働かなくても、修行だけ熱心にできて、そしてまたお布施

してもらう、というのは、お釈迦様が初めてみたいですよ。お布施してもらったら、お布施

した方が善いことが起こるわけなのですよ、実際に。それで、どんどんお布施が来るわけ。

それで、修行する方は食べることに困らずに、ずうっと深く修行できる、という環境をセッ

ティングしていったのです。それは南方でも細々と残っていますけれども、でも、それが崩

壊しつつあるようです。どんどんお金お金の世間一般、あれで。 

日本の場合は結局、檀家というのがあって、お墓を守っていくということで存在するけれ

ども、そのためにとても忙しくて瞑想を中断されるわけです。できるのは、夜に経典から学

び、昼はたくさんの雑用に追われているわけ。経典を読んでハイ、また仕事してハイ、と読

んで。それはできるでしょう？ 

ところが、瞑想というのは、なかなかそういうわけにはいかないのです、ある段階までは。

ずうっと続けなければいけないわけです。それで、ある段階まで経ったら、ま、それから解

放されて、中断してもまた戻ってできると。そういうことで結局、私の場合は檀家さんなし

で教えられる利点があるから、こうして皆さんに法を一緒に分かち合えますけれども。この

日本の体制では非常に難しいわけ、できないようになってしまっている。 

ただ、その使命が私に来たみたいで、私は檀家がなくても、悠然と暮らせる状態にあるか

らということで、全ての恵みをもらって、カナダで研鑽して、今こうして皆さんにお返しし

ています。ただ、私が日本でやった場合にはまず不可能ですね、忙しくて。雑務少なくから、
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雑務多きになるわけですね（笑）。いらない挨拶とか何とかになってしまう。私の場合は雑務

少なくて済む生活でした。というふうに、そういうセッティングしてくれたみたいですね。 

だから、経済的な波が全く受けられないような状態で、心配なく奉仕できるという立場に

今ありました。だから人生というのは分からない。最後の方になってきて、種明かしが出て

くるみたいです。それまでに、純粋に、誠実に、一歩一歩やっていけば、必ず善い種明かし

が出てきます。ちょっと中で溺れて人様に迷惑かけるとか、人をちょっと騙すとか、又は、

知らんぷりといったら、後味が悪くなって、結果がまた善くなくなって、出てくると思いま

すよ。だから、どんなに人にいじめられようが、「お前やったろ、お前、盗んだろう」と言っ

ても、やってないのだから「やっていない」と。それで結果的に罪がないのにやられるでし

ょう？「後でそれは間違いだった」という場合は、国家でもやったら取り返しがつきません

よ。個人でやっても気持ちが悪いのに。 

だから、皆さん一人一人が成長していけば、歯止めになるわけです。社会の人を助けられ

るわけです。あなたたちは選ばれた方々ですよ。時間とお金とこうして使ってこられると。

それは非常に苦しいけれども、お金があってもできないのですよ。忙しくて、スケジュール、

スケジュールで。政治家が、力があっても修行できないわけですよ、ミーティング、ミーテ

ィングで。それは、あなた方はこうしてもう身を削る思いで、ここに来られているのはよく

分かります。でも、すごくラッキーな栄光を仏国で受けていると思います。来て、こうして

そのご褒美はもらっていると思います。間違いなくもらっています。 

そのお金で、道頓堀でおいしい何かを食べても、あまり意味がないと思います、その一時

のあれで。どこどこの帝国ホテルでステーキ食べたって、それは妄想で、あまり意味ないと

思います。だから、今日の朝の沢庵とおにぎり、とってもおいしかったです。もうそれで十

分です。 

 

愛の力を使えば、生命も延びる 

【参加者】 

 生まれてきてまだ小さな子どもとかが病気になって、1 歳とか 2 歳とかで早く亡くなると

いうのは、それは因縁なのかもしれないですけれども、「どういうふうに受け止めたらよいの

かな」というのが、なかなか自分の中では分からなくて、何かアドバイスを頂けたらなと。 

 

【水源師】 

 いや、「法力」を使えば生命を延ばせます。2 歳半で死ぬという子でも 40 年も生きます。

その力は何回も皆さんにお話ししたように「愛の力」。心から愛して接すれば、命は延びるの

ですよ。癌も消えるかもしれません。という実証はたくさんあります。何かダウン症候群と

いうことで、この子は 3年しか生きないと。41歳。そのお母さんがものすごく優しく優しく

接して、それで 41歳になって、やっとお母さんから離れて、一人で暮らせるところまでなっ

たわけです。命の大切さですね。 

だから、この子はお医者さんから言われて、3歳で死ぬのが、結局、遺伝でしょう？ でも、
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41歳なわけ。41歳でお母さんの愛に対して反応したわけです。愛に対する反応で「愛の法」

を受け取ったわけです。もっともっと受けたいと。そういう長くなくても本当の 2歳半でも、

一つの花を見て強烈な美しさが分かった場合には、それが永遠に残って善い処に行きます。 

ただ「痛い、痛い、痛い」と苦しんで、一つもそういうことに接しないで死んでいけば、そ

れこそみじめなわけです。だから、そういうふうな、もう先がない生命体の場合には、必死

だから、本物を見せた場合には、法でも何でも、もし与えることができたら、明日、死んで

も幸せなわけ。 

それが 100 年生きても、一生、遊んでダンス踊って飲んで、法に出遇えなかったら、この

二つ三つの子どもの方が大成功したわけです。すぐ生命は転換して新しい生命体になるから

ね。だから、そういう人に、あなたが掘っている仏像を握らせて「きれいでしょう？」と。

「ああ、気持ちいい」と言ったら大成功。 

 

【参加者】 

 それは祈ることでもよいのですか。 

 

【水源師】 

 そうですね、「本人が直接、感じる」ということが大切です。そうでなければ、私が悪いこ

とをして何とかして死んだ後、私の息子が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と言って、お父

さんを阿弥陀の国に送り出したってさ、私が悪いことをしていて、いくら息子が拝んだって、

無理ですよ。本人がやる気ないのだから。だから、本人に直接そういう実体で、結局そうい

う数珠でも何でも、きれいなものを握らせるとか、そういう方向で、仏法の真理のあるよう

なものでもよいわけなのですよ。 

だから、不動明王様を手に当てたでしょう？ この子に握らせればよいわけです。そうした

ら、私のバイブレーションが、その子の心に映るから。そうしたら、いつ死んでも構わない

わけ。こういう尊いものが、飲んだくれの遊ぶ方々は触る気もなく、触ることもないしと、

法に触れることができないわけです。 

法というのは、言葉ではなく実体。だから、あなたの手で優しく触ってあげるとか、きれ

いな、きれいな数珠を買ってあげるとか、それだけでもよいわけです。そのときに何か数珠

に対して「あーきれいだったな」と。それが善い処に送りますから。また、命延びるときで

も、純粋だったら、この数珠をもらうことによって長生きするわけです。 

 

【参加者】 

 命が反応するわけですか。 

 

【水源師】 

 そうです。命というか、心が命を造り出すから。 
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【参加者】 

 純粋に「きれいだ」とか、そういう気持ちを起こさせることですか。 

 

【水源師】 

 本物。「本当の愛」をじかに与えたら、間違いないけれども、皆さんは「本当の愛」とは何

か分かりますか？ そこ。法を持ったら、それが分かるわけです。その心で接したら、間違い

ないです、特に小さい子どもは。大きくなったら難しくなる。あまりにも頭の中の、ここに

いっぱい入って、まずこれを放り出すのが難しい。逆に、小さい子の方が、まだ入っていな

いからね、チャンスはいっぱいあります。龍樹菩薩は 7 日しか命がなかったわけです。それ

が 600 年生きて。だから、人間常識で考えてやった場合には、その常識が心に反応して「そ

うなんだ」と、そうして死んでいくわけ。人間常識が入らない場合には、関係なく長生きし

ていくわけです。 

なぜかといったら、私の知っているイタリアのお医者さんが、自分の患者さんを診たら、

癌なんだって。それで、病院に送って手術したお医者さんが、もう手遅れで手の施しようが

なかったわけです。それでまたパ、パ、パ、パッて閉めて「お前は大丈夫だ、もう治った」

と言って帰したわけ。ファミリードクターも「お前は大丈夫だ。心配ない。遊びなさい」と。

明日、死ぬかもわからないからね、「お前、死ぬぞ」と言えないから。「あー大丈夫だ、遊び

なさい」と帰した。 

そうして、2年後にパッと来たら、椅子から飛び上がったわけ。「幽霊が出てきた！」と（笑）。

本当に、これ本当の話ですよ。お医者さんが「もう Heart Attack（心臓発作）で死ぬとこで

した」って（笑）。それで「先生、何で飛び上がるの？」、「いや、実はね、お前、癌でこうだ

ったのだよ」と、本当のことを話したわけです。その 2、3日でコロッと死んだって（笑）。 

だから、嘘も方便なのか（笑）、2年間、楽しんで酔っ払って、何も病気がないと思ってい

たのが、本当のことを聞かされたら、2 日でコロッと死んだって、私のファミリードクター

がお話ししていました。だから、知らぬが仏って（笑）。だから、お母さんが口では言わなく

ても、悲しそうな顔をして、もうビクビクして「アーッ」と言ったら、子どもは反応するよ。

でも、子どもを見て、お医者さんみたいに「あー大丈夫、大丈夫、お酒を飲んで遊びなさい」

という心構えができていないと。 

それでも 2 年後に帰ってきたら、幽霊が出て飛び上がったと。その話をまたあるお医者さ

んに話したら「いや、いやありますよ」。この人は絶対、助からないのに、2年後にポッと訪

ねてきたから、そこの病院の医者たちが飛び上がったわけ。「わー、幽霊が出た！」って。そ

れで、よく聞いたら「何をしていたの？」と聞いたわけ（笑）。「いや、薬をもらえないし、

何も言ってくれないから、一生懸命、働いて、自分でそこら辺の薬草を食べていました」、病

院としては助ける方法はないわけですよ。医学書では助けることができなかったのです。そ

れで、まあまあ誤魔化して帰したわけ。誤魔化して（笑）。そして、2年後ピンピンとして帰

ってくるわけですよ。皆、飛び上がったわけ。これ全部、本当の話。 

でも、「何をしてもいいよ、悪くないよ、大丈夫、大丈夫」と言ったら、甘えて甘えて人様

にとっても悪いことをするかもしれないし、そこが難しいところだと思いますよ。ただ、こ
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ういう子どもに「大丈夫、大丈夫、遊びましょう」と、何とかと言ったら、命が 2 年、3 年

延びるかもしれませんよ。それがもう「あと 1年か、お、あと半年」、そうしたら死の宣告で

きて、今でも死にたいと思うよ。「あ、時間が来た！」と言ったら、子どもが「あ、時間だわ」

なんて言ったらどうする？  

こうして、そういうふうにお話ししたけれども、心というのは善く使えばすごいもので、

何でもつくり得る天才的なビル・ゲイツとか、アップルをつくった会社とか、そういうふう

に行くわけなのです。同じ心だけれども、悪いことをすれば、アル・カポネとか、そういう

方に行くわけです。だから、心の使い方によっては、一切顛倒してしまいますからね。この

子どもが「本当に何がしたい！ 絶対したい！」ということが、あなたが見つけることができ

れば、その「したい」という心で「一生懸命やる！絶対やるんだ！」という心になったら、

まず食べる、まずじゃあ、これは勉強、ハイ勉強しますと。そういうふうに、知らず知らず

に、そういう方向に行って、2年半が 3年半、3年半が 10年、20年となると思いますよ。な

らないのがおかしい。 

この老体の年で屋根に上がって、道路つくって、土管工事やって、柱建てて、1日 12時間。

病気することができないのです。ぶっ倒れることができないわけ。病気しようと思っても、

する時間がないからしないわけ。普通は健康体でもぶっ倒れるわけですけど。それがもう毎

日ドンドン。あなたね、百坪の建坪の建築やってご覧なさい！ 百坪となったら、でっかいよ。 

 

【参加者】 

 お手伝いの方はいらっしゃるのですか。 

 

【水源師】 

ほとんど私と老人の奥さんと二人で。それで心配して子どもたちも来るけど、子どもたち

がぶっ倒れるからね。ついてこられないから、若いのに。でも何とか日本に来て法話やって、

まあ遊んでいたわけではないのですよ、朝から晩までずうっと座って法話集を編纂して缶詰。

寝る時間もほとんどなく、もうフラフラ。それで、今こうして。ま、お勤めといえば、お勤

めだけれども。今年 3 月から今まで時間が消えてないわけ。何をして来たのか、何をやった

のか、ただ生きているだけ。 

ということで、やはり一つに集中してしまえば、もう明日生きる、明日死ぬ、関係ない。

「ただもう毎日やっていく」ということで、ただその子が本当に「これしたい」と。そうし

たら、そういう病気がもう吹っ飛んでしまうわけです。私が倒れないのがおかしいわけ。絶

対あり得ない。真夏の 30 度、40 度の上で屋根張って、それも 1 日半でバン、バン、バンッ

て、あり得ないことなわけです。聞いてごらん、どの屋根上げの人に「1 日半で、そんな大

きな家できるか」って、「嘘でしょう？」って。できない。もう時間がないから、やらざるを

得ないわけ。 

私の息子が「お父さん、やめましょう。何でそんなに、ゆっくりしましょうよ」って。「お

前ね、そんな時間ないよ」、その 1 日置いた後で大雨、ザーッと！ それが普通の人には見え

ないわけです。プロセスがあるわけですよ、なぜこれをやって、これを後にして、私にとっ
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ては、ちゃんと見えるわけです。だから、人は何をやっているのか分からないわけ。「ゆっく

りしましょう」、「はい」と言ったらどうなりますか？（笑）だから、そういうふうな「一心」

を持ったら、命延びます。 

また、ある人がネパールでお医者さんに「あなた 6カ月もたないから、日本に帰りなさい」

と言われたわけ。「私たちはあなたを治すことができない」と。それで、彼が日本に帰ってき

たわけ。そうしたら、病院でも同じことを言われたわけ。それで彼、何をしたかと言えば、

テク、テク、テク、テク、テク、テク、歩いたわけ。歩いて、歩いて、歩いて、歩いて、歩

いて、ただ歩いた。ずうっと歩いて九州まで行って。それで、歩いているうちに元気になっ

たわけです。病気が吹っ飛んだわけ。それでまたテク、テク、テク、テク、歩いて、今度は

建設業に働いて、一生懸命お金を儲けたわけ。これ本当の話ですよ。 

それで、もう一人は足が悪くて、その後、交通事故にやられたわけ。そうしたら、病院に

奥さんが来て「はい、これ。離婚届に判を押してください」と。本当の話ですよ。もうバタ

ンキューで動けないわけ。絶体絶命のときに「はい、判を押してください」と、本当の話。

なぜかといったら、お医者さんが言うには「あなたは二度と立ち上がれません」と、「一生、

介護とか、腰をやられたから、絶対無理」と言われたわけ。それを聞いて奥さんが「ハイ、

離婚してください」と。いや、これ一つの話ではないよ。 

もう一つあるよ。同じ状態で、もう病床から立ち上がれないときに、奥さんから「はい、

離婚します」と。本当、嘘じゃない、マンガじゃない、これが本当の話。パニック起こした

のでしょうね。「いや、どうしましょう、アーこれはどうしましょう、助けられない。私どう

しましょう」、ハイ、離婚（笑）。本当の話ですよ、嘘じゃない！ マンガみたいな話ですが。

それで彼は何をしたと思う？ 歩いたって（笑）。必死になって杖を引いて、一つ一つ、もう

必死さと悔しさからか。それで、その後ずうっと世界中、回ったわけ。この「心のすごさ」

というのが、そういうふうに「治すぞ」と、恨まないで、善い方向に行くと、こうなるわけ。 

だから、そういうお母さん方に、こういうお話を聞かせてあげたいね。本当の話だから。

本当の話だから、ツーカーで心に響くはず。これが、私がどこかの本を読んできて「こうで

すよ」と言ったらダメ。それを「Second-hand Knowledge」（間接情報）といって、人から渡

されたコピー情報だったら。ところが、原曲の「First-hand Knowledge」（直接情報）の場合

は原曲ね。全然違います。そういうことは滅多に聞かれない、私みたいな原曲。実際に見た

人のことを私が言っているから、やはりビン、ビン、ビン、ビンと響くでしょう？ 

だから、特に「法を教える人は、原曲で言わなければダメ」と思います。それが全く嘘の

ように聞こえても、実際にそのとおりだから、仕方がないわけです。ところが、全く本当の

ようであっても、それが嘘だったらどうなりますか？ それが往々にして、今、流行っている

から。それからみんなが納得するから、そういうふうに書く。これは大きな間違い。そうい

うことが存在しないのに、みんなが「存在する」と言うから、そういうふうに書き続ければ、

それは今の世で納得するかもしれないけれども、後でそのとおりにやってできなかったら、

それはどういうことになりますか？ これはとても恐ろしいことです！ 人を殺めても恐ろし

いけれど、そうして教えたら、この人たちはずうっと永遠にこの業を背負っていくのですよ。 

ま、そういうことで、だから、つまり「法を持つ」とか、今、言ったお話を、お母さん方
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を集めて本当にサーッと言ったら、何か反応するかもしれませんよ。ま、面白い話と、何か

深刻と。いや本当、「死ぬ」と言われても、「ピンピンになって、土方仕事した」って言うの

だから。死ぬと言われる人が歩いて、歩いて、歩いて、歩いたら治ったって！ 本人から聞い

ているからね。まあ修行している最中に、そういう人に出会うわけなのです。 
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