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水源禅師法話 

仏教からみる数字の不思議 

『法話集』も無事に『法話集』1から 21まで、もうインターネットに、私のホームページ

に載っています。同じ内容が書かれていることもあるので、気楽に読んでください。また、

私がもう一回、11 月 16 日、東京の法話会に来ますけれども、ちょっと日本に寄ってカナダ

に帰りますが、それまでには『法話集』29を全部、完成させて帰るつもりです。もう私の粗

書はもうおしまいで、もう 28だけ残っていますけれども、この法話会が今日オープンする前

に「21までそろった」という、数の不思議を何回も言っていますけれども、この世でたった

一つ、21ターラ。21タラ。 

それはね、ウランバートルのモンゴリアにあります。チベットにはありません。そこは昔、

王様のお寺です。今は一般公開されて、そこにお参りできます。そこには 21のターラがおり

ます。一つのターラが 21 です。だから 21 体のタラ様（多羅菩薩）がまつられていますけど

も、観音様のことですね。まあ、奇しくもも 21 で、また、数字としては 28 編、今日、完成

しましたので。まあ、この南伝では二十八仏と。 

何かそういうふうに、数字は不思議な意味を持つみたいで、まあこれはとっても悪い方向

のあれとすればね、911、311 とかね。2001年 9.11、2011年 3.11と。まあそういうふうなこ

とで、一般の方は精神界と現実と、それからありとあらゆることが混同して、たくさんの情

報が流れるわけですね。 

 

体験仏教でしか分からない五蘊 

それで、特にすばらしいことに、今は科学者が仏教に非常に興味を示して「『般若心経』を

解読する」とか、そういうことをされて、これはとてもよい方向です。ただし、体験がない

もので独善の理論を述べております。何かこれはもうベストセラーになるかもしれない本で

『暗号は解読された 般若心経 改訂版』ということですけれども、まあ、この方の言わんと

するところは「この解読によって、今までの旧経典を打破し、新しいこの経典の読み方でな

ければいけない」と。これは違うのですね。『般若心経』は、すべての経典を生かすものであ

って、それを反対するようなことは、少しもないわけです。というふうに、科学者であるか

らね、そういう視点から見て、ものすごくすばらしい頭脳で、というふうなことで解読して

いきますので、数学的にも、何か数学者みたいですが、解読に問題があるのです。 

ここですね。「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見 五蘊皆空 度一切苦厄」で、まあ

いろいろ書いていますけれど、一番の問題は「五薀」。「五薀」について「五薀」とは一体、

何か。「受・想・行・識」のことなのだけれども、これは分解して解説しなければいけないの

です。この本の中に、一切「受・想・行・識」を書いていません。これは「ナーマ」、「名」。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E8%87%AA%E5%9C%A8%E8%8F%A9%E8%96%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E7%BE%85%E8%9C%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%98%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA_(%E4%BB%8F%E6%95%99)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%98%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%98%8A
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「ルーパ」が「色」。このことです。宋代の今から千年前の宋大蔵経には「一心而（中略）照

名観」、「一心をもって名を照らし観る」と、これ何のことか。マインドフルネス（念）でも

って、ニミッタ（禅相・丹光）を出して照らしながら、ナーマ・ルーパ（名色：心と体）を

ヴィパッサナー（観）で観るということ。『宗鏡録』第 82巻にあります。これは『京都新聞』

「名品手帳」（2014 年 10 月 5 日付、朝刊、第 17 版、第 1 面）ですね。ということで結局、

南伝。南伝とそういうことと断絶して考えているわけですね。 

ということは、こういうことを誰も一切、説明していないから、当然こういう非常に混乱

する状態が起こります。つまり、私からすれば、すぐにこれ（『暗号は解読された 般若心経 

改訂版』）のどこが間違っているか解析できます。あなた方がこれを読んだらね、分かったつ

もりで分からないと。「五薀」ということは、28 の「ルーパ」があります、物質。81 の「ナ

ーマ」「名」があります。彼はこれを一つも説明していないわけです。また、この観方（みか

た）もあるわけです。どういうふうにしたら観えるかと。ここが恐ろしい落とし穴で、現代

語でいっぱいすばらしい言葉を並べていますね。 

 

また、『アセンションの鍵 スーパーラブ』、この方は東京大学を出て、トロント大学の修

士課程を理数系ですね、この方も。この方も経典を皆、読んでいると。問題はですね、すぐ

に第 3密度、第 4密度。第 5、6、7、8、9禅定みたいなことを書きつづるわけです。 

 

≪密度と振動数≫ 

密度 
振動数 

（回／秒） 
備考 

第３密度 
約 60,000～ 

約 150,000 

地球は今までこの段階。人類の平均は約 76,000～80,000回／秒。

初期のアトランティスは平均約 140,000～150,000回／秒。 

移行領域 
約 150,000～ 

約 180,000 

上は約 180,000回／秒。今、人類は第３密度から第４密度への移

行期。ムー／レムリアは平均 170,000～150,000回／秒。 

第４密度 

約 180,000～ 

約 250,000 

 

ピラミッド内の儀式で到達したのは約 200,000回／秒。仏陀やイ

エス、クリシュナ、ヴォーヴォーカは 200,000／秒以上。ここま

では物質界 

移行領域 
約 250,000～ 

約 333,000 

バシャールたちの惑星・エササニでは約 250,000～290,000 回／

秒。セッションのときのバシャールの宇宙船は約250,000回／秒。

エササニは今、物質次元から非物質次元への移行期。 

第５密度 
約 333,000～ 

約 500,000 

ここから非物質界。 

 

第６密度 
約 500,000～ 

約 666,000  
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第７密度 
約 666,000～ 

約 825,000  

第８密度 
約 825,000～ 

約 1,000,000  

第９密度 約 1,000,000～ 
 

(『アセンションの鍵 スーパーラブ』25頁） 

 

ところが、大いに違うことは、禅定に入れば、周波数が減っていくわけです。彼の場合は

「周波数を高めよ！」と。それで、また、人間の周波数は 6万回から 15万、これ全くデタラ

メです。人間の周波数は 1 兆です、心の周波数。というふうに、東京大学の理工で、トロン

ト大学を出て、何か宇宙飛行士とも関係があるということで、すぐ人は飛び付くわけです。

でも、こういうことを宗教家が明快に解説してあげないといけないのですよね。一般の人は

知名度が高ければ そのまま信用して何でも飛び付くから危険です。それで、また彼はね、

この本の中で、欲界・色界・無色界を混同して、これに書いています。結局、この「物質の

ない世界」、これを「無色界」といいます。これは異次元世界のことでありまして、周波数、

心の周波数と人間と関係ないことなのですね。 

というふうに、こういう数字を並べたらね、実際とは大いに違うのですが、この方は独自

の考えで経典を読んで、自己解釈しているわけです。それで、これを書いているわけです。

ここが恐ろしいところなのです。体験なくして、実際の本当の正法は理解できないのです。

いくら理数で数学者であっても、独自に「本当に解読した」とは言えません。ダ・ヴィンチ・

コードの「受・想・行・識」のことを一つも書いていないわけです。 

「受想行識」とは、こういうことなのです。つまりね。「識」、「チッタ」（心）と「チェー

タシカ」（心所）のことです（Consciousness＋mental Concomittant）。というのはね、三十

四善心がー列と並ぶわけです。パッサ（触）、ヴェーダナー（受）、サンニャー（想）、チェー

タナー（意志）、エーカッガター（一境性）、ジーヴィティンドゥリア（命根）、マナシカーラ

（作意）と、これがずーっと続いていく「チェータシカ」（行列）と「チッタ」（心）が一つ

になって「チッタカナ」（識）といいます。これを一つ一つ二ミッタで観ていきます。これを

短縮して「受想行識」と『般若心経』で述べております。 

 

法のない「毒の知識」 

彼は当然、アビダンマを読んでいるはずなのです。もし、そこまで本当に知っていたら、

私の解説したように、この著書に載せるはずです。 理解できないから、これを外してしま

う。ここはとっても重要なところです。ここが「いかにして人間が死んで生き返るか」とい

うことを理解するのに、とっても重要なところです。ここのサンカーラ（行、形成作用）に

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%98%8A
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よって分かるわけです。 

それで、これを読めば「死んだ後の世界がある」と。一部の霊界もありますけれども、そ

ういう世界は無量にあるわけです。当然、彼の知っている世界は、ダンマ（法、真理）があ

りませんね。法が、ブッタのダンマがありません。間違って「そうだ」と信じ込めば、死ぬ

ときに無明の恐ろしい処に行ってしまうわけです。誰も彼を引き戻せません。また、バイブ

レーションを高くするということは脳が焼け切れます。だから、今、このシャグナイト（石）

あるでしょ。あれはね、陰・陽のシャグナイトがあります。それを陽、右。陰を左で持てば、

非常に瞑想がバーとうまくいくのは、雑念を消してしまうから。 

それで、エジプトの王様はね、金と銀を持つわけです。それをヨーロッパの人がやって、

脳を焼き切って死んでしまいました。というのは「天界と通じて何か秘密を知りたい」と、

努力なしにね。金銀、莫大な金だけど。想像でやれば大変なことになります。また、一般の

人に、こうして「アセンションを何とか」と、ベストセラーになっているみたいですけれど

も。これを読んで分かるわけがないですね。彼自身が分かっていないから。ということを私

が何回も言っているわけです。ただ、皆さん東京大学であるから「当然そうでしょう！」と。

でも、これをひも解いてみたら、残念ながら支離滅裂です、仏教の修行法から見たら。また、

恐ろしいことです。若い人たちは「すぐこれで悟りの世界に行ける！」、とんでもない、全然、

行けません。そんなことを書いていますよ、いろんな、さも最もらしく。こういうインフォ

ーメーション（情報）がたくさん入るもので、100年前より恐ろしい状態になっていますね。

これこそ「毒」です。「毒の知識」。 

つまり、これがね、これがどうして発生したかといったら、patipatti（文献学）1といっ

てね、文献学でやっていくから、こう、思考で。これはダメなのです。pativedha（瞑想）と、

パーリ語で言いますけれども。サンスクリットではちょっと違いますけど、結局、「瞑想でし

かダメです！」と。検証しなければ。だから瞑想すればね、これがすぐ偽物だと分かるわけ

です。パラパラパラと引いてしまえば、数分で。これをね、瞑想しない場合は、失礼ですけ

ど、あなた方は全部、読んで何時間かかっても、結局、何も分からずに「どうかな？」で終

わるわけ。「受想行識、そうそう、そのとおり」と。それでおしまい。その中に、これだけの、

本にすれば 100 ページくらいの修行過程があります。それが四つの言葉でおしまい。これが

現状なわけです。 

それでまた、昔に「一心而（中略）照名観」、「一心をもって名を照らし観る」と。もう 1000

年前に中国で、こうしてちゃんとヴィパッサナーをやっているわけです。ちゃんと経典もあ

るわけ。それが結局、非常に難しくて、教典仏教の方が易しいでしょ、書けば皆、分かるし、

漢字は分かるし、それで官位に上がってお金をもらおうとする。瞑想の方は「現象が出るか

出ないか」、王様からの待遇も、王様が観えなければ「何だ！」と言って「そんな難しいこと

したくない」と、待遇が悪くなるわけだ。でも、この「法をつかむ」ということが「宇宙の

最高のご褒美」なわけです。最高のネイチャーに立つわけ。つまり「宇宙の最高の地位」に。

                                                
1 pariyatti（信、解―信じて話を理解する）：説法を聞くこと。 

patipatti（修―文献を研究する）：お経を読んで考えること。 

pativedha（證―瞑想で悟る）：瞑想で体得すること。 
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だから、お坊さんは一切のものを投げ捨てて山に入って「本当の真理を知りたい！」と、そ

れも「人のために」。だから、ご褒美がたくさん来るわけです。 

 

禅定に入れば、周波数が下がる 

それで、今は仏教哲学が大はやりで「哲学によって解析できる！」と。その土台が、もう

これくらいおかしくなっているわけです。数学者のそういう非常に緻密な頭を持っても、ど

っさり抜けているから。また、こういうふうに非常に勉強して天才的な方でも、一体、彼ら

は何をやっているか分からないわけ。経典を読んで「欲界、色界、無色界」を混同して、今

度、「ジャーナ」（禅定）をはめ込んで「密度」とか言ってね、そして逆のことを言っている

わけ。本当は（周波数を）下げなければいけないわけ。お釈迦様の場合は、バイブレーショ

ンが 200 か 300。シャーリプトラ・アラハト（舎利弗尊者）になったら数千と、私たち普通

の人間はね、1兆のバイブレーション、1テラバイト。ダーッと。ということの基本が、まず

なっていないわけ。 

1刹那というのはね、数字なのです。10のマイナス 18乗。アットといいます。それが 1刹

那。でも、経典では 1の 75 分の 1秒。もうめちゃくちゃなのです。いまだに 1劫という数字

を明快に示すことは一つもないわけ。それではピラミッドもできないし、心なんてとんでも

ない話で、解説できません。 

マヤカレンダーがなぜあれだけ評判になったかというとね。あれは、この地上で今、私た

ちが知っている最高のカレンダーを持っているわけ。6400 万年、1 日、1 日と付けていきま

すね。私たちは 4 年に 1 回、1 日入れたり。そんな状態です。3 年に 1 回 13 カ月のフルムー

ンがあります。マヤカレンダーはすべて当てていきます。ダーと。スーパーシビリゼーショ

ンなわけです。スパニッシュ（スペイン人）が来て、クスコに来て「この秘密を言え」と。

一切の秘密は文字ではないのです。紐あるでしょ。糸。糸を結び付けて、すべてそこに書か

れているわけです。絵文字の経文があり、もう一つは石に刻む絵文字、つい最近、解析され

ましたけれど。 

日本でも昔、太古はね、話は、神の時代は全部、糸。糸を結んでお話しします。つまり、

朝鮮半島も日本も一体ですから、同じだと思います。というふうに、私たちはもうスーパー

サイエンスをなくしたわけです。そのスパニッシュが来て「この秘密を言え！」と。そうい

うことをする人は皆、精神界の偉いインカのお坊さんなわけ。それで殺されていったわけ。

だから、今でも数百トンもある石をカーブでピタッ！と合わせるわけですね。これ、現代の

どんな科学でもできないわけです。それも 2600 m、3000 mの山の上にね、ポンポンポンポン

と積み上げて。 

 

バーチャルリアリティーの恐ろしさ 

というふうに、私たちは「いつでも私たちが最高の文明で、最高の知識を持っている」と

思うわけですね。でも、その「最高の知識」の、今の日本の理数といったら、東京大学です
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かね。これがこうですよ。どうしますか？ 去年もまた東京大学、やり玉に挙げるわけではな

いのだけれども、『清浄道論』と『解脱道論』について書いている（『上座部仏教の思想形成

―ブッダからブッダゴーサへ』）1。これじゃもう先真っ暗ですよ、何を言っているか、本人

たちは分からないわけ。 

ただ、学位を取ったから皆さん、その学位はね、決められた人間のことであって「自然界

の宇宙の真理」とは関係ないわけです。だから、仏教学の経典も科学的な超真理も、人間界

最高の頭脳でも、これくらいしか見えないわけです。それで、それに従っていけばね、政治、

経済どうしますか？ 外交問題。これがこうですよ。「東京大学の法学部」といえば、中国の

昔の進士の位です。進む、士。国を司る。これがこうですよ。それよりはね、お百姓さんが

野菜を育てるとか、家を建てるとか、こっちの人の心の方が正確なわけですよ。間違ったら

食料が出ない。間違って造ったら建たないからね。 

このところが、こういう英才教育の方々は小さいときから詰め込み教育やられるでしょ。

バーチャルリアリティーの恐ろしさです。だから、一切のリアリティーから離れてしまうわ

けです。ただ、これを止めるのは修行しかないけれど、頭がボアーとなっているから、あな

た方みたいに坐れないですよ。ある裁判官が私の家に来て修行したときに「私は坐れませ

ん！」と。では「背中を壁に付けて座りなさい！」と、そう教えたのだけれど、それでもふ

らふらで「もう倒れるくらいだ」と。というのは、もう知識がいっぱい詰まっているから、

ボアーと頭の中が回るわけです。トロント大学のトップで法学部を出て、裁判所に勤めてい

る方もね、一生懸命やるのだけれども、まあ、臥禅くらいですね、寝かせてやる瞑想。それ

でもよいわけです、やるというだけで。というのはね、強烈に頭に詰まっているから、「これ

を捨てる」というのもできないわけです。 

だから、アーチャン・チャーが「そのコップの中の汚い水をまず捨てなさい！」と。詰ま

っている「知識」。それで「新しい水を入れれば、そのコップが使えますよ！」と。「あなた

の本来の、生きるべくしてもらった、この体が使えますよ！」ということ。だから、逆に才

市さん2とか、浄土真宗の方ですけれど、足利源左さん3とか、こういう方の方が、字も読めな

いけれど、「一心」によって悟るのですけど、「一心」を持って。そこなの、「マインドフルネ

ス」。だから「マインドフルネス瞑想」と言うでしょ。 

 

信心と検証 

そこで、一番大切なのは「信心」なのです。信仰という「信心」。それもね、「間違った信

心」をやったら大変なことになるわけです。「信じるということは善いことだ」と、「一切の

宗教には輪廻転生はない」と信じる。「信じることは善いことだ！」、「過去生も未来生もない

                                                
1『水源禅師法話集』第 29 巻参照。 

2 石見の才市（1850-1932）：浄土真宗の妙好人の一人。石見国大浜村字小浜（島根県大田市

温泉津町小浜）出身。他力の信心を詠んだ念仏詩を 8000首以上、残している。 

3 因幡の源左（1842-1930）：浄土真宗の妙好人の一人。因幡国気高郡青谷町山根（鳥取市青

谷町山根）出身。生涯、聞法に励み、念仏生活を送り、周囲の人々に仏法の喜びを伝えた。 
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のは信じましょう！」と。ないから、検証なしに「そういうものはあり得ない！」と。「政府

は一切のことをすべて正しくやるから信じましょう！」、「 信じてください！」 と。それで、

大災害が起こったら、いまだに家も建っていないと。 

アメリカでもそう。ハリケーン被害カトリーナという、政府が一人当たりに、ジョージ・

ブッシュ前大統領が「1500 万のお金をあげて、家を建ててあげます」と。いまだに原っぱで

す。お金はあるけれど、街の計画書がないし、そういうビジョンがないし、「お金を出せない」

というわけ。お金がないから、それは出せないでしょ、一般の人は誰も分からないから、政

府も誤魔化す。そういうわけなのです。だから、すべては自分で一つ一つ検証しながら、現

実の世に照らし合わせて、それも一地方ではなく、世界的なレベル、歴史的なレベルで、ず

ーっと検証していかなければいけません。 

一番簡単なバロメーターは「人類の経済状態」なのです。食料が亡くなれば、人が移動し

ます。必ず戦争が起こります。なぜそれが起こったか！ 政治的なのか、それとも天災なのか

と。サイクルが出てくるわけです。 

というふうに、お釈迦様はそこまで観ているわけです。そうなれば、膨大な時間と情報が

必要ですけれど、今はこういう間違いの多い情報の海でしょ。特に、世界的な主流新聞が大

事なニュースを政府の言うとおりに書きますので、民主主義が消滅して国民が家畜化します。

昔は間違ったことを書けば、クビを落すわけです。また、読む人も決められて、官位の位と

か、お百姓さんが読んではダメなのです。 

では「どういうふうに人は救われるか？」と。お釈迦様が考えたのは、結局「文字を使わ

ずに修行する方法」、これが『サティパッターナ』、原本。これ、一旦文字にしてしまえば、

できないようになっています。体験しかないわけです。体験したら非常に簡単なこと、これ

を文字にしたら、もう頭が痛くて、もう放り投げたくなるくらいです。後で読めば、こうこ

うこうで明快に分かるわけです。私が読めば「ああ全然、的が大いに外れている」と、すぐ

分かってしまう。ということで、一番よいのは「食べておいしい」と。自分の体を使って、

これしかないわけですね。自分の体でも、おいしいときとおいしくないときがあるわけです。

非常に、一番正確な計器ですね、飛行機の計器みたいに。これが私たちの目の計器、耳の計

器、鼻とかね、感触。私たちは、実は想像を絶する超高度な大宇宙的なロボットなわけです。 

中の心がボンボン他のまた体に移って、新しい生命体をもらうと。虫に入れば虫になるし、

人間に入れば人間になる。姿形がないわけです。これが「照見五蘊皆空」の実態なわけです。

それはね、空の世界は、そこに行くには、やはり最初の宇宙の秘密のドアですから。「過去を

観る」とか、それはまだまだずっと下の方、ナーマ・ルーパ（心と体）もまだ。空の世界で

初めて、そこから本格的に宇宙のドアが開きます。実際に観ることです。こういう方たちは

頭で解析して分かったというわけですが、大きく的が外れています。 

私がなぜ「夢を観て（日記を）付けなさい」と言うわけは、夢の中のあなたは明快に観え

るでしょ。あなたは私を観ているでしょ？ では、一体、誰が、あなたが私を観ているのか？

誰が夢の中のあなたを観ているのか？ そこに「無我の秘密」があるわけです。そこで無とい

うことを体得するわけです。後はね、文字遊び。「無、無無無」と。というふうに「公案とい

うのは、分かった方から頂かないと無駄」です、そのような方より頂けば、公案が意味をな

http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A9%BA
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し、また生きますけれど、「文字とか、分からない人から抜粋してやりなさい」と、これやっ

たら全然どこにも行きません。分かっていないのだから、同じ公案でも全然違うわけです。 

だから、慧可さんが腕を切り落としたとき、それで（達磨大師が）「よし、お前に種を植え

てやる！」と。どうせ因縁を取ってやらなければ、阿鼻（無間）地獄でしょ。だから、彼に

「腕を切れ」とは言わない。「白い雪を赤い雪にしてみせなさい」と。それで、彼はアラハト

（阿羅漢）になって、阿鼻地獄に行かなくてもよかったわけです。それだけ達磨様は「慈悲

の塊」なわけです、達磨大師は。だから「観音様の化身」というわけです。普通、アラハト

のバーンと歯を折ったら、どんなことになる？ 阿鼻地獄は一日にドロドロの溶けた鉄の池に

浸けられて、万死万生の痛みを受けます。一中劫という長さの日数はどれだけの数字になる

でしょうか？ 

第六の地獄（焦熱地獄、炎熱地獄）はね、5京以上（5京 4568兆 9600億年）、10億、1兆、

京でしょ。5 京そこでやられるわけです。ダーッと。第七地獄（大焦熱地獄、大炎熱地獄）

に堕ちた場合には半中劫。それで、阿鼻地獄に行けば、そういう強烈な苦しみが「夢のよう

に幸せなところだったなー」と思うくらい、それくらい差があるわけです。それで、中劫、

中劫の間そこにいなければいけないと。そうしたら出てくると。 

ただしアングリマーラがお母さん殺した場合は、それもシャットアウト。それでお釈迦様

が出て来て「やめなさい！」と言った。アングリマーラはね、先生の言うことを聞いて、「1000

本の小指、人の命を取ったら悟りを開く」という恐ろしい教えだったわけです。それで、殺

す人がもういなくなって、お母さんを見て殺しに行こうとしたときに、お釈迦様がスッと現

れて止めて。だから「間違った教えをそのまま信じ込む」、いくら偉い先生でも、これは間違

って解釈したら、恐ろしい結果をもたらすわけです。 

お釈迦様は「不浄観」というでしょ。「人間は汚くて、どろどろして、死んでいくところを

観なさい！」と。そうしたらね、それを僧院の中で、間違って誰か指導したのか、今日は 50

人、明日は 50 人、どんどん自殺していくわけです。自分では命を取られないから、「このお

鉢をお前にやるから、私の命を取ってくれ」と。この世は非常に不浄で、この世から去れば、

善い処に行くように、間違って誰かが教えたはず。それでお釈迦様がびっくりして、ストッ

プかけたわけです。だから、お釈迦様はこう言いました。「私が言っていることも、すべて検

証してください」と。 

 

戯論を誡める―南泉斬猫の公案― 

なぜそう言ったか、有名な話（『碧巌録』第 63 則）があります。南泉山の普願禅師（南泉

普願、748-795）という、趙州禅師（趙州従諗、778-897）の師に当たる人が、問答している

わけです。東堂の僧たちと西堂の僧たちが「猫に仏性があるかないか」と言い合っている、

「ない！ある！」と。結局、今の「前世あるか、来世あるか」というふうに。一匹の猫がそ

こにあるわけです。それで、このワー！と騒ぐものだから、この南泉さんが出てきて「一体、

何だ」と。この猫のことで騒動していると。バーッと猫を持って「この回答を『ある、ない』

どちらでもよいから回答せよ！」と。「そうでなければ、この猫の首を切ってしまう」と。 
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仏教で一つの蟻にでも命があるのをなぜ切るのかと。こんな恐ろしい教えはないと。とい

うのは、ここまでやらなければ、このお坊さん方は、そこまで理論でおかしくなってしまっ

ていたのです。趙州さんは当然この罪で、因果関係で、すごい天罪を受けるはずなのだけど、

実は違うわけです。実は、このお坊さん方に、議論したものたちに因果関係が起きて、大変、

恐ろしい処へ転生するからです。 

なぜかといったら、ある死刑執行人が、ずーっとそういう仕事で、たくさん人を殺してい

るでしょ。「【執行人】お釈迦様、私はこれから死んだ後、地獄に行くのでしょうか？」と。

そのとき「【お釈迦様】お前は罪人を憎たらしくして殺したのか？」、「どういう気持ちで殺し

たのか」と。「【執行人】いや、私はそういう気持ちで殺したことは一度もありません。ただ

仕事のために仕方なく殺した」と。「【お釈迦様】それでは、お前は仕事で殺したのだから、

地獄には行きません、心配しなさんな！」と。 

この南泉さんがバッ！とやったら「お前たちはこの回答を出せ」と。「出せなければ、お前

たちの因果に来る」ということ。同じこと。それで、夕方に趙州さんが帰ってきて、南泉さ

んが一件を話すと、趙州さんは草履を脱いで、それを自分の頭の上に載せて出ていったと。 

（それを見て、南泉禅師は「もしお前があのときいたならば、猫は救えただろう」と言った） 

こういうことは、お釈迦様の時代にもあったわけです。戒律派かダンマ派かと。大いに喧

嘩したわけです。戒律をしっかりしなければいけないとか。ダンマ派は「いや法を持てばよ

い」と。今でも南伝では、そのことで「戒律だ、戒律だ」ということで、瞑想するダンマ派

が非常に困って、黙っていますけれど。そのときは大いにやって。 

 

バランスと因果関係 

お釈迦様が仕方なく自分の姿を森に入って 3 カ月、そのときにお猿さんが食料を持ってき

て、お釈迦様が食べたから、喜んで木から落ちたけれども、天界に昇るとか、象さんもまた

食物を持ってくるとか。結局、人間は「動物だ」とか言うけれども、そういう本当に嘘みた

いな話だけれど、本当の話だと思います。人間よりも、そういう動物の方が、心が進化して

いるのですよ。心素直にお釈迦様にお供えものを持ってくると。 

確か、アメリカのロサンゼルスかな、サンディエゴで、ゴリラがね、ゴリラのところに落

ちた子どもを大事に守って、救助隊が来るまで見守ってやったと。人間は「このゴリラが子

どもを殺して食べるか」と考えるでしょ。ところが、ゴリラもちゃんと分かって、大事にす

るわけですよ。 

伝説によれば、ローマをつくった最初の双子の兄弟は、オオカミに育てられたらしい。と

いうことで、今度は逆に「一切動物を殺してはいけない」。それはそれでよろしい。でもね、

北極に行けば、エスキモーの方はアザラシさんを食べないと死んでしまうわけです。あの血

を飲まなければ、ビタミン B とか D とか入ってこないわけです。だから、そういう精霊にお

祈りして「頂きます」と。ただ殺すわけではないわけです。 

今は、もう何か、あるハンバーガー会社が、腐ったものでも売って「物みたいに扱う」と

いうことで、皆「これはちょっとおかしい」となったのだと思います。それは、ばれたので
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すが、高級レストランでも、これは「どこどこ産です」とか、それが冷蔵庫に入れて何カ月

か分からないけれど、それで「これは最高の何とか肉です」と、高い値段を取ったりとかし

ている。「物として扱っている」わけです。「ここがダメですよ」と言っているわけ。 

頂くときは「命を頂いて、有り難うございました。私に供養してくださって、私も本当に

力をつけて、世のため人のために尽くし、またこの地球の平和のために尽くし、また動物界

も無駄なことさせずに、魚さんにもありがとう」と。 

無駄にいっぱい獲って半分、海に投げるとか！ これでは問題が起きると思う。魚を食べる

のは悪くないのだけれど、「全部、食べてください！」というわけ。それで供養されるけれど、

殺してから海に投げると、まあ微生物がまたいっぱい増えて、よいかも分からないけれどね、

やっぱり魚さんは面白くないと思いますよ。「すぐ転生するから、またよいのではないか」と

いうけど、やっぱりね、私たちは全てに感謝しながら、この建物、大地、それから国同士も

仲良く、喧嘩ではなく。欲、欲、欲で、わざわざ外からいっぱい喧嘩させるわけですよ。結

局、そういう最高の頭脳をもった方が「本当に一体、何か」ということを考えなければね、

因果とかいうよりも、国がやられます。 

大体、フェニキュアというのは、海賊で物質を取って、その昔、大いに地中海に栄えて、

ベニスの商人とか、またオランダは全て四角で街を造るとか、そういうふうな習性の文化を

持って「これは悪いやつだ」と言うのだけれども、それは確かに働かずに人が着たものをぶ

んどってと。こういう人間社会にも動物的な、狩猟ですか、アタック派と、もうただ、鹿さ

んみたいに食べ物を食べるとか、牛さんみたいにとか、そういう国々があるわけなのです。

だから、これを「いかにしてバランスをとっていくか」と。 

そこには、一番善いのは、お釈迦様のこの「法」ですね、「法」を心に受け止めて修行して

分かって、その中で「正直に、真面目に、人のために」生きれば、必ずやこのご褒美が来ま

す。こうして生きていけば、この人間道場で、必ず、少なからず「法」を受けてきます。そ

うではなく、いくら何百兆、何千億兆というお金を自分で貯めても、使い切れもしないし、

人はただ苦しむだけで、そういう機構の中で皆やっているから、皆、仕方なく生きていると。 

これが本当の中毒、intoxication。お酒ではなく、これほど恐ろしい中毒はないわけです。

前は「タバコ吸いなさい！」でしょ。今は「ダメ！ダメ！ダメ！中毒」と（笑）。「あなた、

吸ったのだから、当然、病気でしょう」と。これを進めたのは政府でしょ？「大いに吸いな

さい」と。「お酒も大いに飲みなさい」と。それで中毒になったら「それはあなたが、できが

悪いから、ちゃんと自分で始末しなさい」と。これはないと思う。 

というふうな矛盾だらけの世なわけです。だから「法」に従って「全てほどほどに」やっ

ていけば、銀行もなければ困るし、お肉屋さんもなければ困るし、野菜屋さんもなければ困

るし、バランスですね。また、瞑想もこのバランスです。 

瞑想には一切の差別と壁があっては、瞑想はうまくいきません。結局「知識をたくさん入

れるな」という問題は、ここにあるわけなのです。知識は「これはリンゴ、バナナ」と分類

していくでしょ。「これはこれ、あれはあれ」と、もう頭にインプットするから、そうしたら

もう壁をどんどんどんどんどんどん作っていくから、もう出口がますますなくなってしまい

ます。ということであって、そういうときは、本当に空っぽにして、そして「慈悲の心」を



 

11 
 

中に入れれば、必ずやうまくいきます。 

なぜ「慈悲」かといえば、書いていないのですけど、「この大宇宙は慈悲の固まり」なので

す、「観音様」と同じ慈悲。瞑想で体得することが出来ます。「観音様は慈悲」なのですよ、

「達磨大師様も本当の慈悲の固まり」で、でも一般の人は「なんとひどい和尚さんだろう、

自分の弟子に腕を切らせた、むごい和尚さん」と思うのでしょう。このために慧可を地獄に

落とさなかったわけです。おごりによって慧可様は、その前に（達磨大師様の）歯を 2 本折

った因果関係があるでしょう。こういう因果関係を言わないわけです。 

また、（先ほどの話で）猫さんを切ったときも、「なぜこういうことが発生して切ったか」

ということを誰も本当に説明しないで、こういうふうなことが「仏教は猫も殺す」とか、だ

から「仏教ほど恐ろしい教えはない」とか、こういうふうになってくるわけです。 

「法は真剣勝負」なのです。私がパオでやったのも、本当の真剣勝負。これが本当の真剣

勝負で、刀を持ってやるものではないのです。鉄砲とか、あれはもう全部、子どものおもち

ゃ。「本当の真剣勝負は心と心の戦い」なのです。それは「人のために、いかにして法を、人

のために生かして、広げて、この果物を」ということであって、そのための真剣勝負なわけ

です。「自分が勝った、負けた」ではないわけです。「法をいかにして弘めるか」のための真

剣勝負。だから、負けても笑うわけです、「アハハ」と。「アハハ」は「よかった」と。「あり

がとう」となるわけです、私の眼を開かせてくれて。ところが、疑似の勉強した場合には、

怒り狂ってグワーと喧嘩するわけですね。 

というところですが、どうでしょうか？ 皆さんのリクエストで聞きたいことを言ってくれ

ましたら、これを材料にして、または何でも聞いてください。家庭の問題でも、子どもの問

題でも何でもよいのですよ、経済でも。仏法はすべてに通じます。 

 

 

 

京都合宿所の庭の金魚 
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質疑応答 

神々も聞きに来た『般若心経』の法話 

【参加者】 

先生って会ったときによって、何か別人のように、心が別人のように何か変わったようで、

前に会ったときと何か違うなと。 

 

【水源師】 

まあ、何か「心のドアを開く」というか、それで、私は原稿も何もないけれど、言わせて

もらうのか、次から次に「今日は何を言おうか」というのもないし、ただ、そういうものが

天から涌（わ）いて降ってくるから、「これいいな」と思って、タ、タ、タと。「今日の法話

にピッタリかな」と。話もやはり「天界の方が聞きたい」ということで、言わせることも大

いににあります。 

『般若心経』の「受想行識」の今の解説ですね。ここにはたくさんの、そういう第一天界

の方がたくさん来ていますね。「神社の神々」といわれる人たちが見えないけれど、ワーと今

日、来ていましたけれど、だから、こういう「法を一体、何なのか」と。唱えることはでき

るけれど、「中身を砕いて」というのはなかなかないみたいですね。特に日本では見たことな

いですね。「受想行識」、今ここでちょっと噛み砕きましたけれど、この「受想行識」とは何

か、「色受想行識」で「五蘊皆空 度一切空厄 舎利子」、ここのことです。これを「空」と

観て、だからさっき夢のこと言ったでしょ。これも非常に「空と無我の関係」があります。 

 

夢と気づけた夢 

【参加者】 

夢の記憶を自分 1 年間、付けたのです。夢の中で「あ、これ夢を見ている」と気づくとい

うか、自分で夢と気づけた夢を見たときが 2、3回あって。 

 

【水源師】 

そこです！ それで進化しているわけです。それで、それがいつでも「これが夢だな！」と。

そのときに「その中の自分の夢と、今あなたの外から見たあなた、一体これは誰なのか？」

と。あなたが自分で夢を見たとき、自分を夢の中で見ているでしょ？ 疑わずに。（【参加者】

そうですね）。 

それで、あなたもまた疑わずに私を見て、あなただと思っているでしょ？ でも、そのあな

たは赤ちゃんから今まで大きくなっているでしょ？「本当のあなたというのはどこだ？」「Who 

am I？」「私は誰でしょう？」という今度、非常に究極の公案に入っていくわけです。ただ、

それをただ「Who am I？」とかね、「私は誰ですか？」とか、それではダメなんですよ。こう

いうヴィパッサナー（観）で、バーンとドアを開けて入っていかなければ。実際の心の問題
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として観なければいけないわけ。それをここでバーといくらやったって、お猿さんから進化

して宇宙のなんとか、それは空想論であって、実際は、現代の科学など、精神界と物質の関

係を何も分かっていないわけです。 

 

国が隠す「本当の知識」 

「本当の知識」は全部、国の方で押さえ込んでね、人間の DNAはアメリカの LA の Kirkland 

Air Force（カークランド空軍基地）がね、研究しています、空軍ですよ、生物化学研究所で

はなく。なぜか 2 億 7000 万年前まで追跡しているわけなのですよ。100 万年とか 50 万年と

かではなく、2億 7000万年。ちょうどカンブリアが発生して、動物もいないという恐竜時代

まで、DNAをさかのぼるわけですね。だから、そういう情報は一切、一般には出しません。 

この情報はリンダ・モートンというスタンフォード大学のジャーナリストを修士で終わっ

た方で、非常に有名な方の講演に行ったときに、彼女はアメリカのトップの、そういう軍人

関係とか友好しています。「エリア 51 の宇宙船」のこととか一般公開するのです。そういう

ところの講演に行って、私が聞いたら、まず私に握手してきて、皆びっくりして、お坊さん

で行くでしょ。すぐ分かるわけですね。400 人くらいの白人が皆びっくりして、彼女はスー

と来て、私に挨拶に来るわけです。それで私が手を握って。そういうふうに、そういうトッ

プの人たちは「仏教の何たるか」を分かっているわけです。逆に日本では分からないわけで

すね。 

だから、そういう人たちがボンボンボンボン情報を与えてくれますから、日本では一切、

伝わっていない。北アメリカでは非常に有名な方です。だから、本当にそのレベルから見た

ら、そういう見地から見れば、ちょうど彼らは、私たちは猿の集団にしか見えないわけだ。

チンプンカンプンな、グルグル幼稚園ごっこやっているとしか見えないわけ。そういうトッ

プの政治家、影の政治家から見たらね。それで遊ばせているわけ。 

でも、トップのトップ、そういう軍人、将軍たちが、この世界をよく理解していますね。

それすら、この日本の政治家が、分かる人が何人いるでしょうかね？ あっちでは、ちょっと

常識があれば、経済学者でも全部それは持っています。この日本とか東洋では、そこのレベ

ルを持っている人は、どれくらいいるかということで見ていたら、「まあ、お猿さんに近いこ

とをやっているな」という、そこで国が荒らされるわけですね。 

それで善い人がどんどん殺されて、逃げるところはアメリカしかないと、そういうところ、

カナダとかそういうところ、ヨーロッパとか。そういう考えを私が日本やってごらん、この

日本で、それこそ（笑）大ブーイングで、一発で蹴られて飛ばされるでしょう！「何、言っ

ているのですか！」と。 

というふうなことで、実際はこの「仏陀の法則を観たということは大変なことであって、

全人類のものであります」と。「この法は日本のものだけではありません」ということで「世

界の人で共有しなければいけません」ということを言っているわけ。 

まず尊敬しなければいけないことは「大乗仏教をここまで明快に守ったのは、今のところ

日本しかない」わけです。台湾でもワーとやっているけれど、潰されて。中国はもう惨憺た
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るもので、韓国は朝鮮戦争で大破壊して細々とここまでやってきたわけ。私が高校のとき、

最初に朴大統領の招待で、そこに行ってみたとき、釜山で山に何もないのですよ、お寺もな

く。ただ梵魚寺（ぼんぎょじ、ポモサ）1というお寺で、お坊さんがスタスタと歩いてきて、

それを見て「いやー心からよかった」と。それから見たらね、何と言われようと、仏国をこ

こまで守ってきて、ただ経典を守ってきて、いまだにこれを解読する人がいないのか？ 出な

いのか？ 西洋の哲学で負けて言えないのか？ 

 

原爆を造るための原発 

挙げ句の果て福島原発、起こるべくして起こるものを造ったわけ。起こるべくして起こる

ものを造ったわけ、分かりますか、この意味？ 原発はですね、地震の上でなければ、造れな

いのです。地球は原子炉なのです。そこから絶えず宇宙的な原子炉で、割れ目からいつでも

放射能が上がってくるわけ。その放射能が上がってくるところに建てなければ、結局、台所

でね、昔は釜戸を焼くときに、紙に火を付けるでしょ、小さい火種ね。つまり、それと同じ

で、そこでやらないと燃えないわけですよ。しょっちゅうダーと自然界で。「特に日本は地震

国で、こういうリスクが大変ある」ということを一切、隠して造られているわけ。特にウェ

スティングハウスとゼネラル・エレクトリックの設計はですね、原爆を造るための（笑）原

発なのです。「原爆を落とされた国が、原爆製造工場になっている」わけです。ここにいる科

学者は皆、知っているけれど、言ったらすぐクビになるから、怖くて言えないわけです。 

1970年代にトリウム原発発電というのは、無尽蔵にある自然のウラニウムを直接、燃やせ

るのだけれど、エネルギーもたくさん取れて、これは原爆ができないから、これは潰してし

まったの。ぺベルフロアー原発ステーションというのは、もっと進化して、ドイツの大学教

授が 1950 年に開発して、それも 1970 年に造ったけれど、これは原爆ができないから潰した

わけ。アメリカで、やってみて。それはサウスアフリカで、小さいレベルで成功して、今、

中国で造って、確か「1 ギガワットを造る」と言っていますね。これはね、ウラニウムを瀬

戸物の中に入れて、自動的に落ちていくわけ。ウラニウムは自然のものだから、非常にロウ

レベルだから、危険性がないわけです。でも、これでは原爆できない。この利点は水が分解

してしまうわけです。水素と酸素、ダブルエナジーでね、これで燃料あるでしょ、家を暖め

るとか、火を焚くとか、無尽蔵にできるわけ、工場を動かせて。 

ところが、人間はね、その（笑）破壊が大好きだから、こういう MOS という原爆製造器、

こういう方法が好きで、世界中で原爆造る戦争をやっているわけです。「だって、相手がやる

から、私が造らなければ、いつやられるか分からないでしょ」という歴史の繰り返しなので

すよ。だから、お釈迦様は「早く涅槃の世界に行きなさい！」と。 

 

                                                
1 釜山広域市金井区にある仏教寺院。韓国仏教界の最大勢力である曹渓宗（大韓仏教曹渓宗）

の第 14教区本寺である。 新羅時代の 678年（新羅文武王 18年）に、海東華厳宗の開祖で

ある義湘大師が創建した。 
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インカ文明の共存共栄 

その昔、ヒッタイトという国があります、トルコのところで。これが一時、大きく栄えた

のは、最初に鉄器を作る文明だったわけ、青銅ではなく。それで制覇したわけ。それで、他

の国が真似て鉄器を作って、今度はトロイア戦争で、ギリシャ、トロイア、ギリシャ、ペル

シャ戦争とか、全世界に波及していくわけです。ただし、アズテック、インカは鉄を持って

いないのです。あるのは棒なのです、こん棒とか石なのです。というのは、そういう大量殺

人の文明ではなかったわけ。だから、600 年に 1 秒しか狂わないカレンダーを持って、非常

に高度な文明だったわけ。 

では「なぜ生け贄をして、人を殺すのか？」と、それには深い意味があります。宇宙的な

ことと、いろいろなことがあると思います。それは今、今回は言いません。あまりにも空想

小説になっていますけれども、そこに行けばね、遠くボールを投げる球技場があるでしょ？ 

上から人が来たら、下で小さい声でやっても、マイクロフォンみたいに聞こえるのです、遠

くのが、一切どんなことでも。現代のマクロフォンとか使わずに、自然に聞こえるわけです。

それで、インカパスというエクアドルの昔の史跡があるわけです。そこで私と、その石のく

ぼみに人が立って、私が小さい声で言うでしょ、そうしたらマイクロフォンみたいに大きく

ダーと聞こえるわけ。それで、そっちの人も話したらワーと聞こえるわけ。いまだに、この

解析は現代科学でも誰もできないわけ。ただ、そうした現象が起こるということで。エクア

ドル南米文明とインカは戦争しなかったわけです。 

インカが来て、インカはスクエアとかラウンド、円あるでしょ。その技術は持っているけ

れど、インカパスというエクアドルの民族は、楕円形を分かるわけ。円と楕円形、ただそれ

だけでしょ？ ところが、この楕円形に全数学の秘密があるわけ。でも、そういうものを持っ

ても、インカの下で「私たちは馬で、あなたたちは何でも工作も知っているし、家の造り方

もすばらしいから、私たちは働きます、あなたたちは指導者でよい」と。戦争をしなくて、

ずーっと殺し合いなくやったわけ。認めているわけ。「私たちはそこまで持っていません」と。

この二つを、円と楕円を併せて、共存共栄で生きてきたわけ、ずーっと。 

また、南米のティティカカ文明とインカ文明あるでしょ。600 年、お互いに対峙して宗教

別々で戦争はしないのです。戦争はしない。目の前にあって、取り合いもしない。というふ

うに、そこには宇宙的な考えがあるみたいですね。昔ね、ユダヤ教は神様に「自分の最初の

長男を生け贄にして燃やさなければいけばかった」わけ。なぜか分からないけれど、神様は

それで「あなたの心が分かる」と。また、インカもそれに近かったかもわからない。 

でも「生け贄をやめなさい！」と言った、最初に言った教えは、この「仏教」なのです。

お釈迦様なのです。「すべての命は同じだ」と。「誰も殺されたくない」と。だから、それを

超えるものを持っている、本当にスーパースーパーウィズダムというかね、「究極の教え」が

この皆さんの大好き、私も大好きな、この『般若心経』ですね。もう何万回、通読したか分

かりませんけれど、もう最初は、もう好きで好きで、喜んでそのうちに弘法大師様が言われ

たとおり「度通」させてもらいましたね、その体験によって。 

あれはすべて「瞑想の行の過程」なのです。それを「サマタ」（止）、「ヴィパサナー」（観）
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というわけ。「止観禅」といいます。だから、そういう行法からこれを見たら、南伝の人から

見たら笑われますよ。だから、南伝の人が威張るのも仕方ないわけですよ。ただし、北伝で

は「哲学的に一般の人に分かりやすいようにした」と、これも認めなくてはいけないわけで

す、文学の上で。でも、「その上に、こういうものもありますよ」ということが、ここが欠落

しているわけです。だから、これを併せれば、お互いに善いわけなのです。 

「南伝が善い」「北伝が善い」と、そういういうことは一つもあり得ないわけ。どちらも善

いものを持っているわけ。だから、それぞれの国は善いものを持っているから、それぞれ生

かし合う、隣国も生かし合う。「宗教の宗教団体も、仏教、『法華経』もよろしい」、「浄土真

宗もよろしい」と、お互いに助け合って、善い方向に行けばよいのに「私たちが一番だ」と

か、「我」ですね、お釈迦様の教えから離れてしまうわけです。 

だから、私がここで「どの方も伸びるように」と願ってきているわけ。あらゆる宗派が同

時にうまく伸びていけば、「本当の法に遇えば、すべてが善い」ということだから。いがみ合

うことは一つもないわけです、理由もないわけです。ということですけれど。 

 

お釈迦様の微笑 

【参加者】 

「笑い」のことなのですが、お釈迦様くらいになると、微笑（ほほえ）みくらいしかされ

ないイメージなのですが、「心の進化」と関係あるのでしょうか。 

 

【水源師】 

あのね、私たちは漫才を見て、とっても「アハハ」と笑うでしょ？ お釈迦様くらいになる

とね、「アー小さい子どもが幼稚園で遊んでいるな！」、だから「ワハハ」にならないわけで

すよ。お釈迦様も「ワハハ」ということが、あるかもわからないですよ。 

ある結婚したカップルが、とても旦那様が優しくて、私から見たらね、微笑むわけ。アー

と（笑）。そういうことであって、そういう段階を過ぎれば、小さい子どもが手を取り合って、

アーというふうに見えるわけですよ。でも、その段階をなしで、私がその若い方を「何、あ

れはイチャイチャして」とか、逆になるとか。ほほえましいにならないわけです。まあ、そ

ういうとこですね、「物の見方の違い」だから。お釈迦様も笑うかもしれませんよ、他の仏陀

が来て討論したら。 

 

宗教的な摩訶不思議な体験 

【参加者】 

この前のときに「瞑想が家で、できないときは、お寺とか神社に行って、散歩したりする

のです」とお話ししたら、「それはすごく善いことだから」と、「ああいう場所は別に観光客

のためにあるわけではないのですよ」とおっしゃって。何かその辺が分からなくて、もう少

しご説明いただければと。 
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【水源師】 

そういう神社とかお寺は精霊がいるわけなのです。仏像はただの仏像ではないわけです。

その昔ね、覚鑁上人が襲われて殺されそうになったとき、密厳院本尊の不動明王様がバーン

と切られたわけ。それで血が流れたし、それに皆、驚いて退散し、覚鑁上人の命が助かった、

という話（「きりもみ不動明王」のお話）を聞いたことがあります。 

また、親驚聖人が 29才の頃、比叡山大乗院から京都六角堂に百日間、参籠されている留守

中に、親鸞聖人をねたんだ僧たちが、ある夜、「蕎麦（そば）をめでる会」を開いて皆を集め、

親鸞聖人の悪口を言って、比叡山から追放しようと企てたと。慈鎮和尚は親鸞聖人の姿が見

えないので、すぐに会へ来るように命じると、いないはずの親鸞聖人が、下座よりいつもと

変わらぬ姿で現われ、皆とともに蕎麦の振る舞いを受けられたと。僧たちは不思議に思って、

いろいろ詮議したが分からず、翌朝に親鸞聖人御自作の木像を見ると、口にそば粉が付いて

いて、その後、僧たちは改心したという話（「親鸞聖人蕎麦喰木像」のお話）もあります。 

 

 

 

 

比叡山からの景色 
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それで、またこれは実際の話で、高野山の女人堂のご主人ですけど、女性で、その方は昔、

行けば必ずおかゆを出します、今は分かりませんけれど。私に懇々とお話ししてくださるわ

けです。「先生、どうしてあなたは、こうした尼さんみたいな生活をしているのですか？」と

言ったら「私は大金持ちの娘だったのです。だから、商売の会計をして、お金を持って家に

帰る夜道の途中で強盗に襲われそうになった」。それで慌ててお堂に隠れたらしい。「そうし

たら、強盗が追ってきてね、お堂も見たのです。中にいたら、見えたのに、見えるはずなの

に、スーと行って通り過ぎていった」と。 

それから「宗教的な摩訶不思議なことがある」と気づいて、それから「命を救われた」と

いうことで「ずーっと仏道を続けた」と。この方が、私に『般若心経』の錦織をくれたわけ

です。紫に錦糸で書かれた、これは意味があったのですね。弘法大師様が『般若心経秘鍵』

の中で紫の色だったかな、それに『般若心経』を金で書いたわけね。そうしたら天空が昼の

ように明るくなって落ちなかったわけ。そういう意味合いを込めて私に送られたのか、それ

は後で分かったことで、私の旅をずーっと続ければ、深い因縁がこうして続いてくるわけで

すね。 

護摩焚きから、生駒山の大変なことがボンボン起こりましたけれど、あそこでは、大変な

現象を私も観せてもらいましたけれど。そこが、神武天皇が上がってきて、大津から、なぜ

かといったら「この日本には二人の尊、天皇がおる」と。「そんな馬鹿なことはない」と言っ

て上がってきたら、「この奈良一帯を納めている私が、天から受けた本当の天皇である」とい

うことで、まあ戦いがあったか何か、そこの場所で「三種の神器」を受け取ったわけです。

また、そこには「八大龍王が降りてきた」と。そして「そこに弘法大師様が護摩を焚いて、

そして高野山をつくった」と。 

そういうふうに和尚さんが言っています。この場所は、私は 7 年間、大阪に住んでいたけ

れど、全然、分からない。誰も分からないし。インドネシアのボロブドゥール、密教の聖地

に行って、この場所を発見したわけです。「必ずあるはずだ！」と。「お寺ありました！」と。

それで行って、和尚さんに聞いたら、なんとここが「今の天皇家が三種の神器を受け取った、

最も聖なる場所」で、今の日本が開かれたわけです。鏡、火打石、刀。韓国の巫女さんは皆

これを持っています。 
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三宝荒神、大黒天、弘法大師、十一面観世音菩薩、歓喜天 

（が奉祭される諸仏諸尊堂） 

 

 

 

 

毘沙門天王などが奉祭される諸仏諸尊堂 
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奈良女子大の歴史学者の歴史を学んだ方が、日蓮聖人を助けたお寺の娘さんで、このこと

は日蓮宗に書かれていないわけ。だから、「刀刃段々壊1（とうじんだんだんね）で、光が当

たって首切られなかった！ ああ、あれ嘘、あれ逃げてきたのですよ、私のお寺に」。こう言

ったらまた怒るかもしれないよ！ 日蓮宗の人（笑）。だから、必ずこのお寺で、お寺を建て

るときには、今でも必ず門の一柱を寄付するわけ。そこの娘さんが言っていました。800 年

以上の歴史をもつお寺らしいです。禅寺だったかな。 

というふうにね、こういう話は聞いたことないでしょ？ 私はいつもこんな話ばかり、ずー

っと（笑）。今、初めて聞くでしょ？ 実際はそうらしいよ。私はね、『観音経』に「段々壊」

を書いて「いやー信じたら、刀がパタパタと。そうなのか！」と。「ある」と。そうしたら、

「あーあれ、なんと逃げてきたのです」と。本当らしいよ、三重県のお寺です。私はね、『法

華経』ほどすばらしいものはないのだけれど、この本のように極端な読み方をしていると思

いますね。 

（ちなみに、BC 250 頃に西蔵のホータン王国の第三大王女が「観音様の化身」といわれて、

刀で首を落とされようとしたときに、刀が雷で砕けたという話があります） 

 

『法華経』は十二因縁を観なければ読めない 

内容はね、『法華経』の核心は「十二因縁」を観なければ、読めないようになっているわけ。

空論になるわけです。「十二因縁」といえばこうなのです。これをね、「ファクター・オブ・

ディペンデント・オリジナル・ネーション」と言って、とっても重要な南伝の教えです。 

だから、さっき言ったように「チッタ」（心）、「チェータシカ」（心所）と「受想行識」の

こと全部分からないといけないし、ここがね、結局「無知」につながり、そしてこの「無知」

が「体」をつくると。フォーメーション、「サンカーラ」、「行」。 

そして、これを自分で認識すると、「意識」が出てきて、これが知性、精神状態に入ってき

て、これが物質と結び付くと。そして「この物質とは何か？」と。この四の物質、悲しみ、

悲劇、「ナーマ・ルーパ」（名色：心と体）のことです。そして苦痛、そして激しい悲しみ、

絶望。これにドゥッカ（苦）が入ってきます。そして今、言ったこの中ですよ。 

そして、第五番に「六処」、これどういうふうに入ってくるのかと言ったら、「眼耳鼻口体」、

これで「五処」でしょ、それで「心」で「六処」。これで初めて今度、六番目に分かるわけ。

激痛とか苦しみとか悲しみと。それが今度、七番の「ヴェーダナー」（受）、フィーリングに

入ってくるわけ。 

そして「そこから、これから抜け出したい！」とか「愛する人と、どうしても結婚したい！」

とか、これを「渇望」、「タンハー」（渇愛）というわけですね。「大金持ちになりたい！」と。

そういうところにすがり付くわけです。「ウパーダーナ」（取）というわけ。すがりつく。そ

して、それが本当にバーヴァ（有）といって、実在してしまうわけです。今、現在。それが

死んでいくときに、それが今度、新しい生命体に入っていくわけです。この「心」でもって。 

                                                
1 『法華経』普門品にある偈。観音菩薩の力を祈念するときは、法敵の切りかかった刀は突

然ばらばらに砕けて、身は安全であるという意。 



 

21 
 

それでまた今度そういうことを繰り返して、年を取って死んでいくと。これを「十二因縁」

といいます。ということを、やはり「ナーマ・ルーパ」が観えなければ、この「十二因縁」

が分からないわけ。「十二因縁が分からなければ、『法華経』を読めない」わけです。 

だから、結局さっき言った『京都新聞』の「一心をもって名を照らし観よ！」と。このこ

とです。これ以外、本当の真理に到達することはできない。ダンマヌパッサナー（法随観）

です。でも、これはレディ・サヤドーが非常に難しいからと、他のヴェーダナーヌパッサナ

ー（受随観）がありますと。これでも涅槃の道に行ってしまうけれども、そこを観たときに

は、もう 1 回、ダンマヌパッサナーで行けば、またこれがスー！と観やすくなるはず。四つ

の方向がすべて一体化しているから（身随観、心随観）まずどこでも突き破ったら、他でつ

ながっていって、お釈迦様の言わんとすることが、よく理解できるはずです。だから、そう

いう観点で観れば、1 冊読まなくても数ページ、5 分見れば、「これデタラメだ！」と、すぐ

分かってしまう。だから「瞑想した方が早いですよ」というわけ。 

 

信、念、定、慧 

だから、もう頭脳は関係ないわけですよ、どんな超天才が言ったとか、なんとか書いたか

らと言っても。実際に観ていない空想論であれば、おとぎ話だということです。それよりは

深く深く「信心」という。「お願いします」と。観音様、お釈迦様、阿弥陀様と。そういうと

きに結局、マインドフルネス、サティ（念）ね。深く瞑想していくわけ。そういうことしな

いで、ただ瞑想、座って、悟り、これはあり得ない。 

ましてや「愛の心」がなければ、到底、不可能。というのは「この宇宙はカルーナ（慈悲）

でできています」から。愛以上の観音様。だから「観音様が創られた」というわけです。そ

ういうことを実際に観なければ、頭で「なんで観音様が創るのだろう？」と。体験していけ

ば、ちゃんと観られます。それで、今度はこの『般若心経』が観音様の形をして書かれるわ

けです。ここにすべての真理があるから。これは体験だけによって解読できます。「究境涅槃」、

その世界に突き当たって、初めて分かることであってね、これ 100 万回読んだって、分かり

ませんよ。 

だから、それよりは瞑想で一歩でも近付いた方がよいし、もし瞑想によって「あー！」と

なったら、これはムディター（喜）の世界で、もう天界に生まれることは約束されるし、も

し浄土の世界を望む方だったら、浄土に生まれることは決定。もうこれは最高のことですよ。

そうじゃなくても、浄土禅やれば、一生懸命、信心するときは、すぐニミッタでパ、パ、パ、

パ、パと出てくるわけ。というのは、何十年も心から信仰している「信」、「定」がサティに

つながって三十四善心が発生するから。三十四善心にはパンニャー（般若：智慧）、叡智が入

っているわけ。これだけによって、宇宙につながる。宇宙は叡智のかたまり。 
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呼吸法だけで一切の病が消える 

【参加者】 

今日の一番最初に「アナパナ・サティ（入出息念）でもよいし、丹田のところで」と、あ

れちょっとよく分からなかったのですが。 

 

【水源師】 

それもやっぱりアナパナで「空気を吸って吐く」で、禅の場合は「吸って、口から吐く」

のが正当ですけれど、それもね、「鼻から吸って、鼻から出してもよい」です。そのときには

空気はそういうふうに入れますけれど、舌は上にくっ付けて、空気の膨らみを観るわけです。

「膨らんだ、へこんだ」。これだけやれば、カーヤヌパッサナー（身随観）になります。そう

したらゴエンカさんみたいに、これが光になって分裂し始めます。バンガー（壊滅）の世界

に行ってしまいます。だから、どちらでも善いわけです。 

ただ、苦行して、歩く、歩く、そういう方法ではなくても、立禅、臥禅、坐禅、歩行禅と、

やっぱり四つ。どっちの方向でも行きます。ということは「これでなくてはダメ」というこ

とはないわけです。そのときに、まず一番最初にお腹を風船みたいにボーと膨らませるわけ

です。これが「曹渓宗の極意」なのです。膨らませたときに肛門をキュッ！と絞る、5秒間。

その後、ゆっくり今度、空気をお腹から出す、風船みたいに。それを 5 回。これで丹田の力

が強くなり、クンダリーニと直結して、気がよく回っていくわけです。それで病気が少なく

なると。という手法を曹渓宗の達磨禅の方ではやっていますね。 

だから、それを、気を回してしまえば、病気になることはまずあり得ない。ただ、因果関

係で「危険なところに行くな」と言うのに行って、その病気になってしまったり、どうして

も病院に行かなくてはいけなくて、そこで病気がくっついてしまったり。その、そういうと

ころでも、すごい行者は「皆は結核になっても、自分はならなかった」と、中に行っても。

まあ、そういう、そういうところなんです、丹田の力。だから、長いこと坐らなくても、5

分だけでも、そういう呼吸法でも、非常に健康体になります。 

また、道教呼吸は、この気を背骨あるでしょ、クンダリーニから下ろして、この背骨から

ずーと上げて、脳天から下ろして、こうやるわけです。そのときにはね、フーと吐くでしょ。

吐くときに、気をずーっと下ろして下ろして、丹田から下ろして、クンダリーニまで落とし

て、落としたときに自動的にスーと上がってきます。それで、またここまで下りて、またフ

ーと出したときにスーと下りてきます。これを「1 回まわす」ということで、全然知らない

人は、普通は 3カ月かかるらしいです。 

これをやればね、実際、何か肺病の人とか、そういう人が血液を取ったら消えているとか、

癌の人もこれをやったら消えていると、これは仏教の瞑想の前段階の「体を強くする呼吸法」、

「ヨガの方法」というか、「チャクラの使い方」です。だから、まあ、「精進」と言ったでし

ょ、「精進」。苦痛とかそうではなく、「体に元気いっぱい」のこと、「エナジー」と言います。

それを漢字で書けば、「精進」となる。だから誤解されるわけです。そういうことを噛み砕い

ていかなければいけないわけです。 
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だから癌になっても、これをやれば、宗教を信じなくても、体が治す力あります、という

報告を受けています。私は全く別な方法で、ヴェーダナーで治してしまいますけれど。なぜ

かといったら、ここがダンマ（法、真理）に直結していきますから。ただ、どうしても、そ

ういうことが信じられない人は、それでも OK！ まあ、後で、何か感じるものがあって、深

い真理に入っていくかも分かりませんし。だから、呼吸法だけで一切の病とか、全部消えて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生駒山からの景色 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源禅師法話集 37 
（2014 年 10 月 10 日 京都合宿） 

 

 

2015 年 9 月 10 日 発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集兼発行 一乗会 

 

 


