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水源禅師法話 

ニミッタを観た 1日は 100年に値する 

私たちが生駒で瞑想しているときに、突然、大きいことが起こりまして。地殻変動という

か、地球が大きく変わり、人の心もそれに触れて動揺をしていますけども。こうして1日でも

法に触れるという体験をされれば、お釈迦様は「この1日は100年生きるよりもよい」と言っ

ています。そして法を求めて、どんな手法でもいいのですけども、「一隅を照らす」というこ

とは、ちょっと誤解されていまして、「一隅を照らす」というのは「叡智の光に出遇える」と

いうことですね。それは実態として、ニミッタ（禅相、丹光）として、南方では解釈され、

そして驚くべきことに、この日本ではたくさんの方々がこのニミッタを観ているわけですね。

たくさんのお坊さんが一生努力しても観られないという光をたくさんの人が観ています。 

なぜかといったら、私はどういう手法でもよろしいと。ただ念仏を称え、そのときも基本

は、それをしっかり踏まえた場合には、ほとんどニミッタの現象を起こして、その光を観て

います。その光を観たときには「1日その日は100年に値する」と言っています。2日観た場合

には200年。この前、生駒山でやったときには3日、300年。この300年ということは、どんな

百万長者も、大統領であれ、国王あれ、それ以上のことを持つということなんです。 

だから、法というのは大変なことなんです。だから、南方のお坊さんはヴィパッサナー（観）

で奥義までいかなくても、この法の光を観るだけでも幸いということで、財産も捨て、家も

捨て、お寺に籠もって一生それだけという人もいます。というのは、ここにはちょっと問題

があります。観たいという欲望で、それではダメなのです。自分が本当に真心で大宇宙の仏

に帰依すると。仏というのは、私たち人間の浅はかな考えでは、到底はかり知れないです。 

 

はかり知れない因縁の力 

2003年、私が何回もお話ししましたけど、サールナートの前で頭を下げて、サールナート

というのは鹿野苑、お釈迦様か悟りを開かれまして、テクテクテクテクと同じ行者、修行者

のところに、まず法を伝えにいったわけですね。そのときに、この最初の5人に「一切のこの

宇宙の最も大切な法」を説いたわけです。「いかにして涅槃に到達できるか」ということ。 

そこで私は頭を地面に付けて、有り難いところで、そこで瞑想したら、何回もお話ししま

したけど、孔雀が踊ったわけですね。そのときに白い石の門と緑の鉄の柵と、奥には巨大な

緑の丘に天を着く巨大な木が立っていたわけです、この世ではないような。でも、私はそれ

を探し探し求めて、どこかなと思って、この地球。でも見当たらないで、9年目にして、それ

がボロボドゥールだったんですね。まさに白い新しくできた門と緑のゲイト。だから、9年前

にはその建物はなかったはずです。でも、こうして探している間に、その門と柵ができて、

私が行ったときには、まさにそのとおりの情景がそこにあったわけですね。だから、そのと
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き瞑想したときには、まだできていないはずです。非常にきれいでピカピカで出来立てのよ

うなところだった。 

というように、私たちには考えることができない「宇宙の因縁の力」で、私たちは生きて

います。それで、その「因縁の旅」を続けて、そこで護摩焚きをさせてもらって、それもま

た「因縁の続き」で。ちょうど1200年前に弘法大師様か日本に火を持ってきて、法を持って

きて、最初に灌頂式を挙げたところで1200年後に私が受けて。1000年前に途絶えたのか、い

つかもしれませんけど、そこで火を燃やしたと。それには意味があるわけです。日本には赤

不動、青不動、全部そのボロブドゥールでセッティングされて、そこで護摩行をやったおか

げで、生駒山のあの場所を発見したわけです。あそこでやるというのは、これから新しい時

代を始めるために、私が皆さんと一緒に瞑想をしたわけで。 

そのときになぜか大爆発を起こしたわけです。起こさざるを得ない状態にあったわけです、

この日本が。そうでなければ、大変な惨事がまだまだ続くはずです。福島の原発の大惨事、

これも人間の浅はかな知恵であれを起こしました。起こるべきことではなかったわけです。

という警告と思った方がいいですね。その後、災害がドンドン起こってきます。だから、こ

ういうふうに「因縁の力」というのは「はかり知れない無量の力」を持っています。 

だから、こういうふうに、私がなぜかこうして法に触れて。その法を生駒山の上で護摩焚

きの行のときに『般若心経』を唱えるわけです。「観自在菩薩行深」、もう一生懸命。その「観」

というのは「ヴィパッサナー」のことなんですね。「自在」は「五自在」（初禅的五自在：1 転

向自在[avajjana vasi] 2 入定自在[samapajjana vasi] 3 住定自在[adhitthana vasi] 4 出

定自在[vutthana vasi] 5 省察自在[paccavekkhana vasi] ）のことです。  

この「五自在」を第一禅といい、第二禅、第三禅、第四禅的五自在によって「心の受想行

識」を観る。それを「行」（サンカーラ、形成作用）といいます、サンカーラを深く観たわけ

です。「観自在菩薩」というのは、その「行（サンカーラ）を観た人」ということなのです。

だから『般若心経』は法随観、ダンマヌパサナーの修行を全部やらせます。それをやれば、

その意味がすべて分かるわけです。 

だから、そこで唱えているときに、私の体験した心を、その火の中にスーッと入れたわけ

です。結局、九死に一生というように、十人のお坊さんがいれば、九人まで命を落として、

たった一人だけが経典を中国に持ってきたわけで、それくらい法を持ってくるというのは難

しいことなんです。 

そして、中国でその経典ができ上がって、ちょうど達磨大師様が、二十八代目が中国に来

たわけは、お釈迦様が「私の二十八代後には中国に法の火をもっていく」と。という予言が

達磨大師様で実現したわけです。達磨大師様は、その準備として、立派な方で、もちろんイ

ンドに弟子もいるし、それで弟子を送ったのだけども、インド語で中国語が話せないから、

そのときはボディルーシーという人が南伝のティピタカ（三蔵）とか一生懸命教えて、経典

仏教が大流行りで。その人が「一切、菩提達磨の弟子とは口を利くな」ということで、誰も

聞いてくれずに山奥に行って。声明を唱える偉いお坊さんがいたわけです、ブッダの名前、

たぶん阿弥陀とか。その人に最初に、結局、言葉ができないからね、こうしてこう手を広げ

て握って開いた。このお坊さんはすぐに分かった。この意味は「苦から離れるのは、こんな
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に簡単なことです」ということ、そのときに分かった。法が何を持ってきたかと。こうして、

こう広げたわけです。これでこの坊さんは「苦からの解放」と、すぐ分かったわけ、修行し

ているから。普通の人は、こう手を広げて握って開いたと。なんのことかさっぱり分からな

いと思います。まずそこで第一の法が伝わりました。 

そして、達磨大師様はこうして瞑想したら、すべて観えるわけです、「ああ自分の2人の弟

子が死んでいった」と。それで中国に入ったけど、皆から「外国人が来た」ということで馬

鹿にされて。「化け物」と、顔が黒いし、ボーボーで、そういうことで相手にされなかったけ

れども、旅を続けながら、武帝のところに行ったわけですね。武帝としては比丘、比丘尼30

万人を養おうという大変なことをしていますから、お寺も数知れずに建てたという方だから、

感じるわけだけれども。（武帝が）「私はこういうふうなお布施をしたけれど、どういう功徳

があるか」ということで聞いたら、達磨大師が「それは水をザルに注ぐことであって、あま

り意味がないことです」と。 

つまり、あなた方は、今日こうして聞いて、法に触れるということは、私ではなく、体験

を通したことを聞いたということは、こうしてここで少しでも瞑想するということは、結局、

この武帝以上のお布施をしているわけです。この世の中の人たちは、ほとんどこういうこと

は夢物語で全然関係ないと。それで、遊ぶことはいいことだとか、そういうことで、失礼で

すけれども、御嶽山にいて、そこでお参りすると。お参りするから、死ぬわけがないわけで

すよね、そういう霊山であれば。それがボーンと爆発したと。そういう山に登るには、心か

ら信仰して上がらなければね、山が怒ることがたくさんあります。山は山でも命があるわけ

なんです。物ではないわけなんです。 

だから、こういうふうな京都に住まわれて、こういうすばらしい人々の心と命でつくられ

たこの街で、仏教の街におられると。ここでお話しさせてもらい、また一緒にこうして楽し

い時間をもつということは、これは、実は宇宙的なことなんです。大宇宙的なことなんです。

このお経にもあるように、宇宙の彼方までたくさんの生命体がありますけれども、この地球

でも法に触れるということは、非常に難しいことなんです。だから、護摩焚きのとき（神社

の方々が）一生懸命やっていました、私もやりましたけども。でも、やっている人で『般若

心経』バンバンバンバン、それは聞いて気持ちがいいし。でも、その内容が分からないとい

うことは結局、『般若心経』の芯、心がまだ入っていなかった。 

そのために私がボロボドゥールに行って、全部やったときにここに来てくださいと。ここ

が、神武天皇が結局、前の王様より三種の神器を受け取ったころです。それで新しい王朝、

今の日本の王朝ができて。まさに大変な時期だったわけですね、今回、不思議と。時期がピ

タリと合うわけです。その警告として、おかしいんですけれども、すごいことが起こったん

です、その瞑想中も。最後にはすばらしいご褒美を私はもらって、これから何をすべきかと

いう。そこにおられた方もたくさんの体験をされたみたいですけども。 
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水源禅師が法身を捧げた不動尊護摩供 

 

 

達磨大師と霊光和尚 

こういうふうに、因縁の絡まり、時空の絡まりというのは、そう簡単なものではないわけ

です。そして、東京の法話会でちょっとお話ししましたけれども。達磨大師様が、そのまま

冷たくあしらわれて、毒も6回飲まされたみたいだけれども、最後に墓に埋められるまでは、

テクテクテクテクと自分の2人の死んだ弟子の墓を訪ねるために、ずっと旅を続けたわけです

ね。そのときに霊光というお坊さんが、説法すれば天から花びらが降り注ぎ、大地からは金

の蓮の華がサーッと開くと。そういうすばらしいお坊さんがいるということを聞いて、そこ

にいったわけです。 

菩提達磨さんという方は頭がいい方ですから、ちょっと話をしながら、すぐ覚えてしまう

わけですね、旅の最中に中国語を少し覚えていきながら。そして達磨大師様かね、すごい経

典を読んで理解している、その霊光和尚さんに「このお経に書いている字の間には、なんて

書いてありますか。この心はいかに」と聞いたわけですね。それで、この偉いお坊さんが頭

にカッときて、自分の数珠を取ってバーンと叩いたわけ。そうしたら、歯が2本パッと折れた

と。この歯を吐き出せば、中国一帯が3年間干ばつ。たくさんの人が死ぬので、自分の歯を飲

み込んだわけ。というわけで、アラハト（阿羅漢）が歯を2本飲んだという歌が、今でも中国
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では歌われています。それで、そのまま歩いていたわけですね。霊光さんは自分が勝ったと、

達磨大師様かスッと離れていったから。 

ところが、すぐに閻魔大王の宮殿に呼ばれたわけです。それで12の裁判官に「お前はなぜ

この生死を超えた人に暴力をふるったか」と。（霊光さんは）「そういう人がおられるのか」

と。「その方に法を学ぶ時間を与えてください。そうしたら、私は阿鼻（無間）地獄でも、ど

こでも行きます」ということで、その閻魔大王の宮殿からすぐ追いかけて、達磨さんについ

ていったわけですよ。でも、達磨さんは一言も話さずにスーッと行った。それで、達磨さん

がずうっと少林寺で9年間、あの岩で坐ったわけです。私もそこにいって坐らせてもらいまし

たけれど、少林寺から山に上がって2時間くらい歩くところです。 

だから、水も食べ物も、毎日、誰か持ってくるか、持ってこないか、全くそういう状況じ

ゃないところで坐っていたわけです。私はたくさん達磨大師様の本を読んだけれども、その

状況を書いた本は1冊もありません。そこにいって初めてその実際が分かるくらいです。そこ

で、この霊光和尚さんが後を付いていって、結局、達磨さんは9年間坐ったわけでしょ、ずー

っと。その後で霊光さんもひざまずいて、ずっと9年間、そのままずっとしていたわけです。 

これは信じられない話ですけれども、つい近年においては、ネパールのブッダボーイは飲

まず食わず6年間。最初の1年間はあまりに人が来るので森に入って、その後、帰ってきて、

地中の中に埋めてくれと。それで今、出てきていますけども。これが仏教の本当の行です。 

 

 

 

ネパールのブッダボーイ 
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だから言葉では解説できません。霊光和尚さんも、天から花を降らす、大地から黄金の花

を咲かせる方ですから。ひざまずいて、禅の行とか坐ることはなくても、ひざまずいて、9

年間そのままいたわけです。 

私がジャーナ（禅定）に入った場合は5、6 時間坐ってもね、時間は15分か20分の時間しか

ないわけです。外から見たら6 時間だけど、私の中では、その時間帯しか進まないわけです。

その中でずっとあるがままに観ていくわけです。それをパオ・セヤドーが「Seeing, knowing」

（見ることは知ることである）ということで、その行法、ブッダゴーサさんの1600年前に持

ってきたアラハトが書き残した『清浄道論』、法随観という法を今でも守って教えているわけ

です。だから、経典ではその状態に入れないし、経典では結局、解読できないわけです。 

ある人が、また話が飛んでいますけれども、ある人が『アビダンマッタサンガハ』を見せ

てくれて「これはどういうことですか」。そうしたら、数字と時間帯がごちゃごちゃになって、

観ていないもんだから、発生消滅の過程も適当になっていて。経典の写し写しになっている

から、この書いた人自体が分かっていないわけです。また理解もしていないわけ。実際は違

うことです、これを観た場合には。全然違う時間帯です。これを見て最高の南伝の拠点だと、

一般の人が勉強した場合には、もともとが間違っていることを勉強しても。そして、また初

禅、第1、第2、第3とか、非想非非想処とか第8禅定のこと、いくら聞いても全く意味のない

ことであって、知ろうとしても知ることができない。アインシュタインのE=mc²以上の世界の

ことだから。それさえも今、間違っているということが発見されているのに。 

経典仏教を達磨大師様がいたときからやっていたわけです。それしかなかったから。九死

に一生で持ってきた経典を一生懸命、解読していたわけだ。それが現代、日本にも続いてい

ます。教学でやれば何でも分かるか、これは分かりません。絶対に分からないところにあり

ます。だから、お釈迦様は「本に書くな」と言ったわけですで、でも、400年後に仕方なく書

いたわけです。 

私たちは今、弥勒菩薩というでしょう、マイトレーヤ（maitreya）。マイトレイ（maitrī）

というサンスクリットは「愛」ということ、「愛」「love」。それを南方では「メッタ」（mettā）

と言っています。ですから「愛の仏陀」がこれから来るわけです。私は不思議と「愛の中で

生きなさい」ということを、たくさんお話ししましたけども。このマイトレイという言葉自

体も一般の人には教えていない、この日本では弥勒という。これが私たちの現状です。 

大変な教学で読んでも、それは分かったつもりで、それはその人の小説の世界であって、

本当の法の世界ではありません。だから、そうして菩提達磨が坐って、9年坐って、そのとき

は雪が腰まで上がるくらい。それでもこうしていて、振り返って「お前はなぜそこにいるか」

と。「あなたから法を取りたい」と。そうしたら「この雪を赤くして見せたら、お前に法を与

える」と。そこにあった刀でバンと自分の腕を切り落とし、血をバーッと流して雪を赤くし

て、ザルに入れて持ってきて「はい赤い雪です」と。 

ということはね、歯を2本折ったでしょ。最後のチャンスとして、彼が腕を切る因果をとら

なければ、いずれにしろ阿鼻地獄に行くわけ。これをしたおかげでご破算になると。これが

「因縁の力」です。悪いことをして全てご破算で逃げ切れるということは、この宇宙の法則

にはありません。人間の社会ではあるかもわからないけれど、宇宙の法則ではありません。
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人間はこの宇宙の法則の中に生きています。だから私たちは津波も防げません。台風も防げ

ません。火山の爆発も防げません。私たちは、ほんのちっぽけな人間同士の中の法則ですけ

ど、これは宇宙の法則とは全く関係ありません。人間同士でやるから、それが法則だと思う

けども、一旦その法則の社会から離れれば、インカの山奥では、また全く違う法則で生きて

います。またアマゾンジャングルの中も全く違う法則で生きています。全くこの社会と通用

しない。お互いにこっちも通用しない。そこでつくられた方々の法則であるから。 

でも、その自然界の法則は、すべてあまねく、インカであろうが、アマゾンであろうが、

この日本であろうが、全て発生してしまう。だから、宇宙の大法則の因果は、こういうふう

に動いていきます。そして、その誠意をもったおかげで、腕をバーンと切ったもんだから、

大変なことでしょ。達磨大師はそれで「心心相印」というわけです。「心と心でしか伝わらな

い」わけです、バイブレーション。 それで法を伝えるわけです。だから、結局、1200年間、

この生駒山は待っていたわけです。新しい法が日本で始まるように。 

なぜかといったら、私は今、見たら天界から、なぜか知らないけれど、ずうっと回されて、

そういうところにたまたまおって、そのとおりにただしただけで。そういう場所にいれば、

誰でもできるわけです。つまり「因縁の場所」にたまたまおったと。その「善い因縁をいか

にして造るか」、これがとっても大切です。 

だから「嘘をつかずに、真面目に、人のために尽くせば、必ず次の世は善い処に行きます」

と。何辺でも言ってるでしょ。それが間違った社会的な考えで生きて、それがもてはやされ

て、それが最高であって、お国のために死んでいった特攻隊とか、そう言っているけれども、

その上にいる人は一つも命を落とさないで、また今、同じことをやっているでしょ。死んで

いったのは、一般のかわいそうな、すばらしい青年たちばかりです。 

このことは、いまだに誰も言わない。やらせた人は雲隠れ。最初はボンボン景気よくて、

烏合の衆でやって、みんながんじがらめにやらせておいて、あとはパッと逃げて、隠れて出

てこない。後は「どうしよう、どうしよう」と。という警告が今の御嶽山です。政府が絶対

大丈夫だから、火山は爆発しないし、報告も何もない、それから専門家も何にも予言しない。

でも、一般の人は、政府を信じて「信じなさい、私たちが絶対に正しい、何でもしてあげま

す」と、頭から決め込んでいるから、学校でも社会でも、いつでもこの調子でしょ。あとで

「これから対策とります」と。でも、もう世界的に、日本だけじゃなく、世界的にこれをや

っている。世界的に今、大変なところにあるわけです。 

だから、この世で信じるものは、このすばらしい宇宙の法。つまり、今日、ニミッタと言

いましたけども、たったそれに触れただけでも、この世の地球上のどの王様より、すごいも

のを戴くということです。大変なことなんです。でも、赤信号みんなで一緒に渡れば怖くな

いと。自分だけ1人が行って殺されたくないから、みんな連れていこうとするのです。今の世

の中は真理、法より離れてデモクラシーじゃないんですよ、お釈迦様はこう言いました。「百

千万おろうとも、我一人行かん」と、「そうしてください」と。今ここでどんな栄華を持って

も、王国であろうとも、明日の命は分からないですよ。 

それで、達磨大師は武帝に追い払われたでしょう。この武帝は、なぜこういうふうな栄華

を、この世の最高の生活を、その時代にしたかといえば、前はお坊さんだったんですよ。そ
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れも真面目なお坊さん。そのお寺の中で、修行道場で、お坊さんたちに食糧を食べさせるた

めに畑を耕して、そしてお猿さんが来るから食べられるわけです。でも、殺すわけにいかな

いから、頭を悩ませて、武帝和尚が、そのとき「2、3日、懲らしめてやれ」と、そう思った

わけですよ。それで捕まえて、ちょっと洞窟に入れておいたみたいです。そうしたら、仕事

が忙しくて忘れて（お猿さんが）死んでしまったらしい。 

でも、その和尚さんが、そういうふうに他のお坊さんに食べさせた功徳によって、すごい

栄華を極めて、心にあるんでしょうね、だから、30万人の比丘・比丘尼に食を与え、お寺を

讃え、造り。でも、お猿さんが、このときに敵の将軍に生まれ変わって、そのお寺を攻めて

いったわけ、それで打ち落として。でも、この武帝を殺さなかったわけ。宮殿に閉じ込めて

餓死させたわけ。これは本当の話ですよ、日本には伝わっていないけれど。これが「因果の

法則」なわけ。 

だから、菩提達磨さんが観音様といわれる非常に崇高な方だから、お釈迦様の二十八代目

で。歯を折られても恨みで返さない。ただ「この白い雪を赤い雪にしてくれたら、お前に法

を与えよう」と。「生死を超えた、大変な、大宇宙をもらう以上の宝物をあげましょう」と。

これが『法華経』の「火宅」ですね、長者の家が火でバーッと燃えて、まだ遊んでいると。

「早く出ておいで、出ておいで、出てきたら、どんな宝物でも与えるから」という、このこ

とです。それで、実際に与えたわけです。そのときに腕を切って赤くしたおかげで、因果を

解消してあげたわけ。この因果を解消しなければ、アラハトの、お釈迦様の歯を折ったとい

うぐらいになるんだから、これはもう大変なこと、どんな法を極めても。 

だから、すぐ閻魔大王の宮殿に呼ばれて、12の裁判官から、お前どうしたのかと。普通は

すぐ真っ先にこう。でも、この人は法を説いて、天から花を開かせ、大地からは花を浮かす

くらいだから、チャンスを与えたわけですね。法を学んだら、いつ死んでもよろしいと。よ

し、よろしいでしょうと。それで、ちょっとやって、それで心心伝印でバーッと植え付けた

わけですね。これは極意であって、私も私の先生（印幻禅師）から心心伝印をもらいました。

これは非常な極意で、本にもどこにもありません。というふうに法が伝わっていく。 

私の先生は東京大学の博士号をもって、錚々たる日本でも有名な方で、韓国でも東国大学

校の学長をやったり、大変な方だけども、この法は滅多に出しません。学問じゃないんです。

法が伝わらなければ、意味がないから。伝えることができなければ。 

そういうことで、その菩提達磨さんが法をやったときに、突然、この霊光様が「痛い」と

言ったわけ。「その痛さはどこか」と、「どこにあるか」ということで、この人はその公案を

解いて、それで痛みも止まり、すべて通過したわけです。大宇宙、心の中、外、全部探して

も観えない。「我」というものはないと、「無我」。「無我」が分かれば、もうアラハトです、

阿羅漢。だから、みんな「無我、無我」と簡単に言っているけれど、そう簡単なものではな

いんです。またそう簡単に言うべきものでもないんです、この言葉は。それだけ崇高なこと

なわけです。 

その後、法を教えて30年間か40年間、これはまた学説になりますけれど、文献とか調べる

んでしょうけども。まあ、パミール高原よりインドに帰っていって、そのときに、最後に相

当な毒を飲まされて、墓に埋められたわけですね。ところが、この人が、そこの外交官に、
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あなたの皇帝は今、死にましたと。そうしたら、急いで帰ったら、その日に死んでいるわけ

ですね。皆が驚いて「いや、この人は墓に埋めてあるから」と。掘ってみたら、わらじ一つ

だけ残っていたわけです。有名な話で、達磨大師が杖にわらじを一つだけ下げて帰っていく

と。というのは皆さんも知っているはずです、そのことです。このわらじは250年間、少林寺

に飾ってあったんですけれども、誰かが盗んでいったか、天界が取り上げたか、それは分か

りませんけども、250年間そこにありました。 

200年以上後ですね、その6代目の慧能様が出たときに、菩提達磨がインドから1人の自分の

弟子を送ったわけです。インドで修行している四川省の坊さんが「今、インドから来ました」

と。その六祖大師が川で衣を洗っているわけですよ。この衣は金糸でできた衣といわれて、

通度寺にまだ納められております。だから、そこが通度寺、霊鷲山、ラジギール、「ここに法

があります」ということで、そこが受け継いでいます。 

というふうに、六祖大師のところに、お遣いにきたわけです。というふうに、菩提達磨は

ずっと見ているわけです、遠くから、何かあるか、そういう時空を経て。彼が去る前に三つ

残したわけですね。この法は霊光、その法を受け取ったときにフルーツを得たということで、

慧可という名前に変わったわけです。もう一人は、道育和尚さんという名前の人ですね、こ

の人には骨のように強いものを与えたと。慧可さんには骨の中の一番よいところを与えたと。 

もう一つ驚くべきことに、私は知りませんでしたが、比丘尼にも教えているんですよ。3

人の方に、インドから持ってきた法を授けたわけです。この驚くべきことが知られていない

わけですね。女性にも法を与えていたわけです。この女性には肉体を与えていったわけです、

肉を、フレッシュ。この人の名前は尼総持、比丘尼なわけですよ。というふうに、仏法は男

だけのものでもなく、比丘尼に法を与えたということは、これは大変なことで。つまり、こ

れからは女性が法を生み出す方と。新しい時代が始まると思います。男はそれまでずっと受

け継いできて、今度は女性が本当にたくさんの人をつくり出すと思います。 

だからね、仏牙歯というお釈迦様の歯をおまつりしているお寺が、この世に四つあります。

その一つが佛光山と言う世界最大のお寺です。ものすごいモニュメントを造りました。そこ

の中に一つあります。そこのお寺さんはね、男性が少ないんですよ。女性の比丘尼が大勢で、

その一人の妙聖さんという方だったかな？ マレーシアにおって、大きいお寺の住職になって

いますけど。この人はブラジルに1人で行って、カソリックのお坊さんからポルトガル語を習

って、それまではお寺がなかったのですが、20のお寺を設立したわけです。 

信者も200万人つくったわけ。私に言いました、よほどブラジル人になって帰化しようかと

思ったけど、やめて今ここにおりますと、非常に迷ったと。という菩提達磨が比丘尼に肉を

与えたと、フレッシュ。それで心はこの三つの法の中で、いつでも動き回るように、菩提達

磨さんは今でもいると思います、達磨大師は。だから法の中に生きている。今でも生きてい

る方だと思います。 

というふうに、因縁というのは分かりませんよ。摩訶不思議に、中国に、四つの寺の一つ

の仏牙歯寺があるんですね、お釈迦様の歯。その名前はなんと霊光というんです。幽霊の霊

に光。菩提達磨さんの最初、弟子になった慧可さんの名前なんです。何とそこで私は頭下げ

て、『達摩多羅禅経』というお経をもらって帰ってきたと。 
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水源禅師が将来された『達摩多羅禅経』と 

パオ・セヤドー著『Knowing and Seeing』 

 

 

アーチャン・チャーが教える瞑想の仕方 

これが因果の法則で、そう簡単に因縁、因縁と、大きな意味でも、こういうふうに流れて

います。こういう因縁で、私はまたアーチャン・チャーという本を頂きましてね。やはり、

アーチャン・チャー様もね、やはり瞑想のことを言っています。その瞑想の仕方をこういう

ふうに言っていますね。これは本のあれで、私の体験とは違うけども。 

「Precious pen」という題で、日本語で直訳して言いますと、どういうことをしたかと言

えば、こうです。この人がとても高価なペンを持って、いつでも書いているわけですよ。あ

るときに、そのペンが探し出せないわけ、いつも右ポケットに入れているのにないと。大変

に動揺したわけです。後でふと考えたら、たぶん私はお風呂に入って、その後ろポケットに

入れておいたはずと。それで、その大変な動揺が少しおさまって、たぶんあるはずだと。そ

して、そのあと今度、後ろポケットに手を突っ込んだら、ペンがあったと。それで確信する

わけですね。これを結局、大平安、法の世界に入るという心得。憂いなくして、そういう状

態になる。四つくらいお話しします。 

アーチャン・チャーという方をご存じない方のためにお話ししますけれども、この人はタ

イのお坊さんで、アラハトになられた方といわれるくらい、もうスーパースターなんですね、
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もう他界しましたけども。この人の「瞑想をこういうふうにしなさい」ということでお話し

しているわけです。それで、その虎がありますね。虎がウロウロしたら、怖くて瞑想なんて

できないでしょ。それで、虎をオリのなかに入れてしまったら、もう怖くないでしょう。そ

ういうふうに結局、自分の心をあっちこっちあっちこっちと、虎をウロウロさせないで、オ

リの中に入れなさい。どういうふうに入れるかといったら、心の中に入れて飛んでもいいけ

れども、そうしたら、この虎がそこから出られませんからと。静かに座っていなさいという

こと。じゃあ、どういうふうに静かに座ったらいいのか、結局こうですね。 

つまり、子どもがいるとします。ご両親が子どもを「はいはい、お前はよろしいよろしい」

と、何でも与えると。最後には、この子どもがもう甘やかされて、手が付けられなくなるわ

けです。それで、バンバンとお尻を叩いて「言うことを聞きなさい」というふうになるわけ

です。だから、「心」を「子ども」に例えて、「あんまりあちこち甘やかさないで、我慢して

座るように」と、そう言っています。英語で書いていれば、ものすごくうまく説明していま

す、かいつまんで。 

そして、また同じようなことを言っています。ニワトリがね、オリの中にいるでしょ、そ

うしたら、いくら騒いでも出られないでしょう。結局、さっきの虎さんと逆で、心がね、あ

ちこち動いても、この心の中に入れておいたら、飛び回らないから、そういうふうに修行し

なさいと。考えるのは仕方がないけれども、このオリの中ですぐに戻す、中から出られない

ように。というのはね、「考えを戻しなさい、自分の心に」。ということは、ニワトリがいく

ら騒いで羽を折っても、檻の中だから、その中で、そういう状態でしなさいと、そういうこ

とです。 

そうして修行していけばですね、マンゴーに例えて、そういうふうに修行して、グリーン

マンゴーが、今度はずっと置いていたら、だんだん熟れて、おいしい黄色いマンゴーに熟し

て変わりますと。ということは、我慢してやっていたら、その叡智が入り、おいしくなりま

すから、我慢しなさいと。そのときに、マーケットで一生懸命アイスクリームとか、小さな

ケーキを売っているおばちゃんがね、がんばって、がんばって全部、売り払うわけですよ。

そういうふうにね、負けないで、ギブアップというか、「もうやめた」じゃなく、そういうふ

うにずうっとやってくださいと。これ全て「瞑想の仕方」を言っています。 

四つぐらいで、最後の方いきますね、私が抜粋した中で。そういう中でね、座れといって

もね、ちょっと心が動いて、すぐ足が痛い、何か痛いって立つでしょ。それはちょうどね、

アリさんにかじられたことありますか、とっても痛いです、私もやられて、1週間ぐらいピリ

ピリして大変な猛毒みたいに感じたんですけども。そこに行ったら、とても痛いから、つま

り、心をそういう世俗的なところに持っていかないで、そういうアリさんの巣のあるような、

そういう考えからはすぐ離しなさいと。静かな森に座っているような状況に生きなさい、住

みなさいと。そうでなければ、もう心が動いてバーっと飛び上がって、すぐ酒飲みに、飲み

に遊びに行くとか、そういうふうになりますと言っています。 

人間というのは、とても執着心が強いんです、私、私と。無我なんて言ったら、さっき言

ったように、もう阿羅漢です。大変なことで、涅槃に行く方で、そう軽々しく言うものでも

ないし、非常に難しいところです。なぜ無我が難しいかと言ったらね、結局、私たち生まれ
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変わるでしょう、それを渇愛と、普通は逆をしているけれども、実際は違うんですよ。私が、

例えば千本のリンゴの木があるとします。これはすべて私の木であると。そうしたら、誰か

が、その木を1本、切ったとする。もうものすごい怒るわけですよ。大喧嘩して、どうなるか

分からないと。 

なぜかといったら、私がずーっと座って、ああ、千本の木、今年もリンゴがたくさんなっ

てと、もう自分の心がね、タコの足ようにちゃんとくっ付いているわけ、その木に。自分と

一体化しているわけ。だから、1本の木でも切られたら、頭にくるわけ。これを執着心といい

ます。そして、そのリンゴの実がなった木があるでしょう。一つ一つそのりんごがあるでし

ょう。その一つ一つにうじ虫が食いちぎっていくようになっていますと、私たちの心は。そ

れだけ執着心が強いと。これを渇愛と訳されていますけれどもね。私は執着心と。それだけ

執着心が強い。それをただ一般の人間の世俗的な考えで渇愛と訳していますけれども。 

実はここが問題です。これによってまた生まれ変わるわけです。だから、霊光和尚さんが

「そういうものがあるのか、生死を超えた法があるのか」と。「その時間を下さい」と言って、

靴も履かず、まあ、靴も何も履いていないけども、閻魔大王のところより裸足で駆けていっ

たわけですね。 

だから、私は、よくよく私の旅を話したら、もう想像を絶する旅の連続で、この世のもの

ではない連続の話ばっかりなんですよ。法の世界はこういうふに動いて。仏教というのは、

これほど楽しくてすばらしいものかと、初めて分かるわけです、意気揚々として。あなたは、

学校で勉強したら眠くてしょうかないでしょう？ はい、そうですと。これが、今の仏教の教

え方です。それは教学であって、それはそれとして、本当のすばらしい、おいしい果物のジ

ュースは、こういうふうに学んでくださいと、私の先生が教えてくれて、皆さんにお分けし

ています。 

 

 

 
京都法話会当日に咲いた季節外れのムクゲ 
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質疑応答 

私というのは本当に存在するのか 

【参加者】 

ここ何年か、インターネットでいろいろな法話とか講義とか、仏教に関するものも見てい

るんですけども、テーラワーダ（南伝）仏教と大乗仏教というのは、先生は大乗仏教でずっ

と修行されて、テーラワーダに修行に行かれたんですよね。テーラワーダの方では、涅槃と

いう、お釈迦様のあれで、涅槃に入るという目標ということになっていると思うんですよね。

それで、大乗仏教は菩薩道ということを強調されて、そこに出てくるのが、真我というもの

が出てくるんですよね。真我と涅槃というのは、違うのか同じものか。それが、大乗仏教の

お坊さんの説教では、それは同じものだと、視点が違うだけで。 

 

【水源師】 

そうですね、結局、無我というのは、さっき言ったように「これが私のものだ」と言った

ときに、我になります。木を切られても、「みんなで楽しく、その木を切って彫刻でもして、

お釈迦様の像で掘りましょう」と言ったら、これが無我になります。じゃあ、どれが真我で

どれか我かとか、無我とか大我とか小我とか、というふうにいっていますけれども。 

実は、すばらしい方と、女性と男性が出会って夫婦になると、一体化。これは、どっちが

やられても自分が傷ついたようになると。まったく別の個体でありながら。じゃあ、自分の

心はどこにあるか、どっちも一体化してしまうわけです。私はあなた、あなたは私。じゃあ

私はどこにおりますかと、ここです。つまり、さっき言ったように、執着したときに我が出

るわけです。だから、その執着がなければ、もはや、そういう執着心がないということは、

一般で考えられている我はありません。 

じゃあ、私というのは本当に存在するのかと。探してみてくださいというわけ。なぜかと

いったらですね、小さいときの赤ちゃんの自分と、ずっと青年時代を通しての今の私と、身

体が全然違うし顔も違う。これから老人になって死ぬときの顔も全然違う、赤ちゃんと老人

は。じゃあ、この私というのは一体どこにおりますかと、この身体。そこですね。 

だから、それを説明してくださいと、説明するよりも自分で観なさい。というのが、ダン

マヌパサナー（法随観）で、全部観せます。結局、大乗ではとっても難しいから直接、空の

世界でそれを観せます、実態を。だから、私がパオ・セヤドーに「密教もマハーヤーナ（大

乗）もテーラワーダも教えは一つです、一体化して少しも違いません」、（パオ・セヤドーが）

「そのとおりです」と言ったら、そこにいた二十数人の比丘尼が飛び上がってびっくりしま

した。なぜかといったら「テーラワーダはテーラワーダ」、「大乗は大乗」なんて、徹底的に

考えています、これは失格。 
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法を持たずに説法すれば、仏を殺して阿鼻地獄に堕す 

そういうふうになれば、もう法というのは、どこに持っていっても、1＋1＝2、2＋2＝4と

変わらないわけ。それが国によって1＋1＝10、3、 4、これを皆さんやっているわけ。だから、

結局、『アビダンマッタサンガハ』の時間帯を調べたら、『アビダンマッタサンガハ』の日本

語訳を見たら、書いた人は日本語訳で当然分かるわけがない、実態を観ていないから。だか

らごちゃ混ぜ。「1兆」と言ってみたり、「1刹那」と言ってみたり、「1弾指」と言ってみたり、

これは、それぞれナンバーがあるんですよ、時間帯が。1刹那は10のマイナス18乗とか、それ

でまた、それか経典になれば、75分の1秒とか全然話にならないわけ。ただここで一つ合って

いるのは、結局、心のバイブレーションは「1兆」、確かに「1テラバイト」、コンピュータ、

バーッと。それを止めて観るわけです。だから光も止めて観てしまう。自分の過去も観てし

まう、光より以上により速いから。 

どうしてこう、そういうふうに観えるか、どういうふうにやればいいか、これを全然書い

ていない。これが皆さん一生懸命、勉強している「ダンマ、ダンマ」で、それより実態で観

なさいと。学者でも分からない、東京大学の大学の教授でも分からない、書いている本人も

分からない、それが今の日本の実態で、学術は別として、それで真理を探すと、それを皆さ

んが、さもそのとおりであるというような、結局ビジネスですね、商売、これはダメですよ。

人を集めて、お金がたくさん入って、なんとかホールでやってさもそのとおり、でも、実態

は一つもそこにない、ますますおかしくしてしまう。誰も日本で、私の言った、この説明を

したことが、一つもないですよ。 

それで、劫についても、私はずっと調べていましたけれども、インドの劫は43億2000万年

と書いていますけれども、普通、辞書を調べたら「永遠、とこしえ」、それでおしまい。もっ

と詳しくなれば、100年に1回、一粒の芥子の実で宮殿を全部、埋め尽くしたら1劫と。誰も回

答しない。とっても大切なことを外して「無だ、死だ、生だ」とか、そんなことばかり言っ

ていますよ。お釈迦様は「1テラバイト」ということは明快に説明しているわけです、自分の

心のバイブレーション。それを『金剛般若波羅蜜経』の最後の巻に「如露如電」、ここ、光を

観なさい、稲妻。それは 0.32 秒なんです、普通見た場合の間、光っているわけなんです、

それをちゃんとキャッチしている。それと心のバイブレーションで、サンカーラ（行、形成

作用）の動きをダーッと観ていくわけ。実に科学的なことですよ。 

結局、行をやった者じゃないから、日本では誰もこれを実態として説明していない。「哲学、

哲学」と言うけれども、ソクラテスは字も書けないし、読めなかったんですよ。全部観察か

らして、プラトンに教えて、アリストテレスに法を伝えたわけです。ところが「文献をやれ

ば、全て理解する」と、私も高校終わったときに、全部、教科書を覚えたから、私は「全世

界が分かった」というふうな、頭がおかしくなっているわけだ。それを解消するのに40歳に

なって、実際に社会で働いて、ああ、もう訳の分からない自分の考えがやっと「ああ、私は

何も分かっていなかった」と、20数年の時間をかけてゼロに戻したわけで。それからまた60

歳になって「本当に何も分かっていなかった」ということに気づくわけね。 
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だってね、何回も言ったけれど、アインシュタインの最高の頭脳といわれるE=mc²の知能指

数160という超天才が「今はどうもこの理論はおかしい」ということになっているわけ。以前

はね、この理論で全部、哲学をつくったわけです。だから、今、西洋の哲学は総なめです。

それを日本の仏教哲学が今、追い付こうとしてやっている。もうダメなのに、もうダメなの。

もう沈没したわけ。沈没船を狙って、そこにいるわけ。それで、それを「仏教哲学だ、法話

だ」、こう言って。この人たちは一つも修行していませんよ。最低、自分の過去を法随観で観

て、それで因縁とかね、我とかいえば、また別。 

だから、峨山禅師（曹洞宗大本山總持寺の第二祖）は「法を持たずして、説法をするは、

仏を殺す」1と、「阿鼻（無間）地獄に行く」と、はっきり言っている。足利源左さん2も正解！！

この方は字も読めないし、お百姓さんです。だから、法は遍満しているんです。誰にでも平

等にできています。それをもし自分個人の趣味で勉強してやっていくのはいいですよ。これ

をまさに私が知ったように、そうして皆さんに喧伝して、では、あなたはこれを本当に知っ

ているのか、いや本に書いてあるからと。じゃあ、この先生が間違ったら、どうするんです

かと。でも偉い先生だからと。こんなにたくさん本を私は研鑽していますと、偉大な先生だ

からだと。でもね、修行から見たら、これは全然できないことを書いていますよと、つまり

「嘘」なんです、ということを今やっているわけ。これは日本だけじゃない、全世界がこう。 

 

本当の四念処（サティパッターナ） 

ただ1人、アメリカのね、アメリカの初代人類学博物館の学長のジョーゼフ・キャンベルと

いう人、オックスフォード大学の確か教授までやって、ハーバード大学の教授であり、この

人が、非常に仏教に近い真髄を話していましたね。だから、彼は非常にチベット仏教に傾倒

して、それをやっていたけれど、やっぱりチッタヌパサナー、心随観を体験していないので、

彼自身もその近くまで行ったけれど、到達できませんと。70年間、その最高の叡智で育てら

れた方なんです。10歳のときからね、お父さんはアメリカのスミソニアン博物館で世界最高

峰。そこで10歳のときから教育を受けて全世界を回ったわけです。 70年間、修行した後でも、

私はそこまで行きません。 

というのは、その仏教の法を見て、正式に心随観、法随観をやるチャンスがなかったわけ

です。できたのは、結局、チベットのヴェーダナーヌパサナー（受随観）か、たぶんカーヤ

ヌパサナー（身随観）だけだと思う。それだけではダメなんです。なぜかといったら、西洋

の人は直接、体に影響を受けて感じたら、これはヴェーダナーヌパサナーの域なんです。も

う当たりだったわけです。それだけでは行かないわけ。だから、お釈迦様が四念処、サティ

パッターナ、これは究極の南伝の教え、テーラワーダで。誰も言ったことがないでしょ、説

明したことがないでしょ、サティパッターナ、四念処、聞いたことがありますか。 

                                                
1「正覚なくして説教するものは、どうだ、その人は、仏の教えを殺しつつあるのである」 

（『峨山百一話』） 
2 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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【参加者】 

はい。 

 

【水源師】 

それで、内容の説明を聞いたことがありますか。 

 

【参加者】 

講義では聞きました。 

 

【水源師】 

どういうふうに教えていました？ 

 

【参加者】 

詳しくは理解できなかったんですよ。アナパナサティ（入出息念）のところは、あの、『出

入息念経』ですか。 

 

【水源師】 

教えた人は、どういうふうに講義をしていました？ 

 

【参加者】 

まあその、お経の内容ですね。 

 

【水源師】 

はい、どれくらいの時間の講義を受けましたか。 

 

【参加者】 

1時間半くらいの講義ですね。 

 

【水源師】 

1時間半で、その中の内容は、なんて言っていました？  

 

【参加者】 

その息ですよね、息の集中の仕方と、短い息やったら短い息、長い息やったら長い息、荒

い息、そういうのを気づいていく。それで、自分の実体験とかね、お坊さんの実体験、本当

にこう集中が深まってくると、出る息・入る息の温度差まで気づくようになってくるし、鼻

毛が動くところの感覚までも気づいてくるし、こうなってくると、集中の度合いというか、

一つのところに張り付いてくると、そこが第一の禅定に入っていく、それがどんどん深まっ
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ていくと、第二禅定、第三禅定、第四禅定まで。 

 

【水源師】 

それはできません、嘘です。その感じるでしょう？ このときにカーヤヌパサナー、ヴェー

ダナーヌパサナーのことを彼は強調していますね。それでチッタヌパサナーと入れて、ニミ

ッタのことが外れていますね。その手法ではニミッタがなければ、第一禅定に入れません。

これを法随観といいます、ダンマヌパサナー。 

だから、最もらしく彼は言っているだけで、最初に吸う息・吐く息、その四念処に、簡単

に、その方法を書いています。それを一つも説明していないじゃないですか。最初だけ入っ

ているけれど。体験は少し言っているけれど。それで第一禅定には絶対に入れません。もの

すごく抜けています。それでは（第一禅定に）入る人は、この世で誰もいません。 

 

【参加者】 

四念処には、その、 

 

【水源師】 

四念処は最初だけです。ニミッタのことは書いていないですよね、『出入息念経』には。ダ

ンマヌパサナーの中に、ちゃんとあります。だから、『達摩多羅禅経』にきれいに書いていま

す。だから、『マハー・サティパッターナ』（『大念処経』『大念住経』）には必ず書いているは

ずです。ニミッタがなければ第一禅定には入れません。その、そこの感じるところで。 

それはちょうど結局、ニミッタというのはヴェーダーヌパサナー（受随観）でしても、体

が光る、これはニミッタのことです。バンガー（壊滅）という、これもニミッタのことです。

おかしいじゃないですか、そういうこともきれいに説明しなければ。一体、ニミッタが何で

あるか、禅相が何であるか、ということも分からなければ、その世界には絶対に入りません。  

 

【参加者】 

ニミッタは絶対なんですか。 

 

【水源師】 

それはそうですよ。禅でも、内のニミッタで出るか、禅相で、禅相と言いましょう、月輪、

密教では月輪といいます。心の光で観なければ、頭では無理、感覚だけでも無理。感覚が光

になって、身体からバンガーとなって光り始めますから。これをニミッタといいます。これ

がその手法です。結局、アナパナでいけば、ダンマヌパサナーで光がちゃんと観えます。吐

く息・吸う息をやったら、必ずそういう方向に入っていきます。今度は、その持続時間が3

時間になれば、ダンマヌパサナーに入れますけれども、その前は無理です。それでもまだ第

一禅定には入りません。これだけ抜けています。その過程もまたあります。ニミッタを観た

だけではダメなんです。いろいろな状況があって、どういう状況か、体験者だけが分かりま

す。入ったことも分かります、入り方があります。これは一切の本に書いていません。 
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【参加者】 

それは、ミヤンマーで先生が修行された内容なんですよね。 

 

【水源師】 

これはダンマヌパサナーです。お釈迦様の教えです。これは、ここのパオでしか教えてい

ません。 

 

【参加者】 

そうしたら、他の大乗仏教の修行方法というのは、そういうのをやっていないですよね。 

 

【水源師】 

ありました、過去に、文献を調べたら。月輪といいます。禅相といいます。月輪大師（俊

芿）といってね、泉涌寺の和尚さんは、月輪を得るために12年間、中国に行って、それを持っ

てきて、始めて、結局、弘法大師様の法をやることができた、ということを書いています。

1000年前の話です。 

だから、こういうね、検証をするのでしたら、こういうことまで検証しなければいけない

んですけど。ただ、分からない人が結局、学校に行ったから分かった、そうじゃないでしょ。

学校を出てから、技術者でも、会社に入って20年30年して初めてこれが分かると。実体験な

しで、ただ図面だけ見ても、コンピュータではできないわけです。誰かが手を使って家を建

てていかなければ。そこのところを誰も教えていないじゃないですか。またそれも体験して

いないから、分からないじゃないですか。 

だから、一番いいのは、本では無理。本で分かったら、本でも皆、悟りの世界に行くし、

それは無理。だから、皆さんがお坊さんになって、20年、30年、お寺に籠もって修行するで

しょ。本で分かったら、コンピュータが皆、涅槃に行きますよ。 

 

【参加者】 

そうしたら、その月輪というのが1000年前にあって、なぜ途絶えたのか分からないけれど

も、その1000年後の修行は意味のない修行ですか？ 大乗仏教のいろいろな修行がありますけ

ども。 

 

【水源師】 

いや、結局、仏法ということを根付かせる、見つけさせることでは意味があります。 

 

【参加者】 

でも、第一禅定すら入れないんですよね、法が間違っているから。 
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【水源師】 

入れません、法随観はできません。ただし、チッタヌパサナーの六祖大師の手法では、第

一禅定に入るか第三禅定に入るか、どこにいくかは、やっている人は分からないけれども、

禅定に入ることが当然あります。 

 

【参加者】 

先生、真理は一つだと思うんですよ。 

 

【水源師】 

その真理というのはですね、人間の考えている真理とは遠くかけ離れた、結局、理論上で

は説明できないところにあります。 

 

【参加者】 

では、仏教とはちょっと離れますけども、最近、ラジニーシという方をご存じでしょうか、

インドのね、悟りを開いた聖者といわれている、あとマハリシさんとかね、クリシュナムル

ティとか、この人たちはヒンドゥー教の方たちですけれども、すごい心を、瞑想を通して高

い境地に行かれたかと思うんですよ。 

彼らが、図で描いた人間の心とか、彼らはアートマン（我）とかブラフマン（梵）とか、

そういうこと前提にやっているのかもしれませんけども、仏教の唯識という、昔の偉いお坊

さんが描いた図解のね、それと同じようなこと描いているし、やはり心を探求していけば同

じところに。 

 

【水源師】 

それはね、当然、同じくなります。1000年前にイスラームが来たときに、もうその60年前

にブッダガヤに来るときに、ブッダガヤのあの塔は60メートルの丘の下にあったわけです、

見えるわけです、破壊されないように。そのとき、頭を斬って、お坊さんが、すぐ首が飛ぶ

わけです。だから、お坊さん方はすべて普通のヒンドゥーの格好をして400年間、隠れて、そ

れがヒンドゥーの八大宗派になっています。サンカーラヤーナが一番上、「行深」の「行」。

少しも仏教と変わりません。 

というのは、この人が隠れながら法を伝えていって、そう簡単には消えません。だから、

やっている内容は非常に酷似しているどころか、同一体です。核心は仏教にあります。その

ときね、1日に30万人の人が首を落とされたわけですよ、イスラームの人が来て。ガンダーラ

大学の世界最高の大学は、3万人のお坊さんが一夜にして全部、首を落とされた。 

 

【参加者】 

ナーランダ大学ですね。 
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【水源師】 

ガンダーラ、アフガニスタン。ナーランダはまた別です。そこでも殺戮が起こったでしょ

う。ガンダーラです。ガンダーラ美術の、ガンダーラ大乗仏教の。1日に3万人の首が落とさ

れました。というふうに、400年間、インドの民衆の中に入って、サドゥーとして教えていた

わけですね、捨てる、捨てる、捨てると。だから、そういうふうなことを学術研究者は明快

にしなければ、今、起こったように大変な混乱が起こるわけです。 

インドのヨガの名前を忘れましたけどもね、この人は自分の身体の分身を出すし、先生は

体をなくして空中から話をするし、自分の体を完全に死に追いやって、また生き帰ります。

結局、こういう人がね、「先生、今、あなたは私にジャーナ（禅定）を教えてくれなければ、

この川に飛び込んで死にます」と、10歳のときに言ったのかな、それで泣きながら、首に石

に綱を付けて一緒に、そうしたら「おお、よしよし」と言って、パーんとやったら、それか

らジャーナに入ります。そう簡単じゃないですよ。 

また、ダンマヌパサナーの初期段階で、メッタ（慈）、カルーナ（悲）、ムディター（喜）、

ウペッカー（捨）、この四つの心の世界に入っていきますけど、最初の世界に入るのに、メッ

タという愛の世界。アメリカの大金持ちがね、ヨガの先生にポーンとつけて、この世界に触

ったわけ。この人は「数百万年かかっても、この世界に出遇えることはない」ということを

分かって、全部お金、自分の財産をあげたわけです。 

というふうにね、ほとんど実態は分かっていませんね。ただ、今、言うように思考で分か

る。だから、そのダンマヌパサナーを「パオ方式」と、みんな言っていますけど、パオ・セ

ヤドー自身が「これはここの法じゃないです。お釈迦様の法です」と言っても、みんながそ

う言うのは、そこでしか教えていないから、そういうことであって、これは正式にサティパ

ッターナの法随観です、ブッダゴーサが教えた。そこは間違わないように。 

 

【参加者】 

『清浄道論』ですよね、それはお釈迦様が亡くなって、大分たってから、ブッダゴーサと

いう。 

 

【水源師】 

そうです、全部、経典がなくなって、彼が集めたわけです。その時代に、もはやスリラン

カでは、おまつりばかりしていた経典仏教。いかに修行するかということは、もう忘れ去っ

ていたわけで、 1600年前ですよ。 

 

【参加者】 

お釈迦様の肉声に一番近いであろうという、あれはアナパナサティですよね、『四念処経』。 

 

【水源師】 

いや、それは、アナパナサティは、アミダ（阿弥陀）でもアナパナサティ、禅でもアナパ

ナサティ、すべてアナパナサティから入っていきます。「mindfulness breathing」と、英語
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では言います。それをただ「アナパナサティ」、「呼吸を観ろ」と、そのこと。 

だから、才市さん1という人が「吸う息、吐く息、慚愧歓喜」2、もうムディターの世界に入

っているわけですね。これも誰も解説した人はいないでしょ。 四念処をもって分かったら、

すぐ、このことが分かるはず。その偉い1時間半の講義をした人は、当然この話を持ってくる

はず。日本で起こった出来事。おかしいですね。吸う息・吐く息、アナパナ、マインドフル

ネス。慚愧歓喜、もうムディターの世界に入っていると、体験がないから。 

だから、学術仏教は、これほど恐ろしいことになります。学術される人は別ですよ、それ

は研究で研鑽。一般の人が学者と同じようにやれば、自分も全て分かると、これは大間違い。

それは、文献研究は文献研究で一生涯かかる非常に苦難に満ちた道であって。10年かからな

ければ、博士号は取れないんですよ。だから、一般の人が、あれこれ読んで分かったという

のは、とんでもない話。どこにどう吹っ飛んでいるか分かりません。また、あっちの先生、

こっちの先生はいいですよ。それをアーチャン・チャー、アラハトといわれる方が、少しも

韓国の私の先生の教えている禅と手法は変わらない。もちろん一体化しますよ、1+1=2 と。 

さっき言ったように、ヒンドゥーは400年間、隠れて、今、出てきたわけ、ヒンドゥーとい

う恰好で。だから出家というでしょ、在家・出家、60歳になったらとか、仕事が終わったら、

家を出て修行に行くと。それを、今、アメリカナイズとか、外国の空気に触れて、外国から

来るものはいいものだとか、皆そういうふうに考えているけれども。逆にこの東洋にはすご

いものがあって、逆にそれを持って、逆にそれをこちらに教え込んでくるわけ、それを改良

してとか、料理して。 

それが結局、マシュー・リカード（Matthieu Ricard、マチュー・リシャール）というフラ

ンスの有名な学者の人で、「慈悲の瞑想」ということをフランスで広めて、日本でもやったら

しい。その人と対論したとき、その人はね、ナーガールジュナ（龍樹菩薩）の『智度論』（『大

智度論』）をちゃんと分かるんですよ。どのお坊さんも対抗できない。ものすごく難しいんで

すよ、『智度論』、漢文で。 

彼はなぜ分かるのかというと、150年前にパーリ語の全経典がドイツで訳されています、200

年前に。フランスももちろん、そういうものが全部訳されているから、インド・ヨーロッパ

語は非常に易しく英語に訳されるわけです。ところが、日本語の方はインド・ヨーロッパ語

から中国語、中国語からウラル・アルタイ語で入ってくるから、非常に混乱してしまいます。 

だから、外国から来てツーカーで分かることはないけれど、たまたま私はその400人いる大

ホールで「あなたは四界分別を、どういうふうに分析しますか」と聞くと、ハタと答えなく

なった。というのは、それを知らなければ、メッタ、カルーナはできないわけです。そこに

いるリンポチェも驚いて、回答を助けることができなかった。それで総崩れになったわけ。

だから、修行していなければ、お坊さんでも「はいはいそうです」と。「はいはい」が実態と

は全然違う、その人のストーリーであって。お釈迦様のストーリーではないわけです。 

                                                
1 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。 
2「わたしゃ罪でも六字の慚愧 わたしゃ罪でも六字の歓喜 南無は慚愧で 阿弥陀は歓喜 

慚愧歓喜の南無阿弥陀仏」     （適宜、漢字を仮名、仮名を漢字に置き換えた） 
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だから、お釈迦様が、「分で検証してください」、「確かめよ」、「一隅を照らす人間になって

ください」と。なぜかといったら、お釈迦様が生きていたときに、生徒が「先生が死んだら、

私たちはどうしたらいいんですか」と、「一隅を照らす」、ニミッタことです。これで、全部、

解読できます。それなくしてはできません。それを「一隅を照らす社会」はというと、「尽く

す人」とか、そういうふうに言葉を言い回すでしょ。違います。これなくしては、どこにも

行けません。これがどこでも現れます。カーヤヌパサナーでもニミッタが現れます。ヴェー

ダナーヌパサナーでもニミッタが現象として出てきます。 

 

【参加者】 

初期経典にニミッタのことが書かれているお経があるのですか。 

 

【水源師】 

あるわけないでしょう。最初、お釈迦様は言葉で残したことはないのですよ。サーリプッ

タ（舎利弗）が「残して書きましょう」と言ったが、「やめなさい」と。必ず悪用されるから。

それで、400年後にサンスクリット語で書かれたのが大乗の経典であり、南伝では、ティピタ

カ（三蔵）といって、ぜんぶ暗誦して言うわけです。もちろん、その中にはニミッタはある

でしょ。なければ、ダンマヌパサナーができないし。当然、バンガーということは、光を出

すということで。ニミッタということですよ。 

だから、それは「あるのですか、ないですか」、それがなければ、名前はどうであっても、

行がいかないわけです。16の涅槃に達する第5段階のところですけどもね。だから、全て最初

の禅でも結局、光が観えたかと。内に観えたかと。これはニミッタのこと。それを体験して

初めて分かるわけです。今は結局、大乗は大乗、テーラワーダはテーラワーダ。 

これは、なぜ起こったかと言ったら、西洋の「ディバイド・アンド・コンカー」（divide and 

conquer：分割統治〈分裂させて征服せよ〉）。分裂させて、同時に喧嘩させて、破滅すると。

だから、南伝いけば、外国の人ね、ヨーロッパ人、徹底的に大乗、マハーヤーナを嫌います。

また、マハーヤーナの方は「テーラワーダの方はおかしい」と。そういう「規律規律で」と。

そういうところじゃなくね、しっかりと学ぶ法では、大乗仏教もテーラワーダも密教も少し

も違いません。それは体験によって分かります。また、南伝の最高峰のパオ・セヤドーも「そ

う、そうです」と。分かりますか。そこまで修行した方が「そうです」と。私の先生もまた

「そうです」と。 

 

【参加者】 

今の先生の話を聞いていると、変に勉強をしない方がいいような気がしてきました。 

 

【水源師】 

あのね、勉強もほどほどにして。勉強というのは文学ですよ、経典仏教。経典仏教もある

程度したら、もう瞑想の方法を決めて。普通はね、（お坊さんに）最初は瞑想なんて、お寺で

はさせませんよ。仕事仕事。ある程度になったら、教学が終わったら、今度は瞑想させます。
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30年勉強をしたら、カンボジアのお坊さんね、宮殿に勤めている。宮殿の一部を守っている

偉いお坊さんが、ミヤンマーに行ってパオに行ったわけですね。「パオにどのくらい行きまし

たか」と聞いたら、「実は1カ月半で、2カ月もいませんでした」。なぜといったら、「実は瞑想

ができないから、サガインの教学大学の方に行って4年いました」と。そっちの方が楽だから

教学で。人にまた勉強として教えられるから。 

これを、パティパッティ（patipatti）1といいます。パリヤッティ（pariyatti）は人から

聞くこと。パティパッティは、そういう経典を深く読んで考えること。その最高は、パティ

ヴェーダ（pativedha）、瞑想でしか分かりません、これが正確かどうか。だから、あなたが

そこまでやったら、パティヴェーダをやらなければ、全く意味がないと思いますよ。ただ無

駄に人生を過ごすし。 

そうでなければ、論文を書いて大学の博士号をとって「これはこうである」と検証するか、

その二つです。大学の博士号をとるのも、学術としてタダではできませんよ。そして、あな

たが確信を持つわけです、私は間違ってないと。 

 

【参加者】 

そんなことを言っているつもりはないんですけど、私も。ただ仏教で、勉強をしたいわけ

ですよ。お経に書いてある内容とかね、結局、その道徳とか、そういうのはすごく大事だと

思うんですよね。 

 

【水源師】 

もちろん。だから結局、簡単ですよ。「嘘つかない、真面目に、人のために尽くす」。これ

全部入っていますよ。それ以上、何、結局、「精進なんとか」と言いますけれども、この三つ

さえやれば、元気で働いていれば、全て入ります。それで「これじゃ、勉強しない方がいい

んじゃないか」と、本当に私もそう思います、今の状況では。やめて、静かに森の中で自然

を見て、心を静かにさせるのが、まず第一歩だと思います。いくら字を追って何をしても。

それはいいですよ、遊びとしてとか、ある程度、趣味として。 

でも、本当の禅定に入るとか、本当の真理を知ることとは、遠くかけ離れています。真理

を知るというのは、命を懸けて、そこまで行くまで要求されます。だから、結局、南伝のマ

ハシのセンターでも、パオの森林でも、一切を投げて、偉いお坊さんですよ、お寺、全部を

投げ捨てて「私はここで死ぬ」と言って、大きい自分のクティを建てて、今でもそこでずっ

と瞑想をしています。お坊さんですら、そうですよ。 

だから、1日に5分、10分、深い。その偉い先生に会って、本当の瞑想方法をしていったら、

心の進化が出てきますからね、「これだ」と。そういうふうに、私は勧めています。だから、

阿弥陀でもいいと。阿弥陀でも、吸う息、吐く息、そこでマインドフルネスで、そこで決定

的なのは、阿弥陀に、本当に、本当に心から帰依していなければ、浄土禅（念仏三昧）には

                                                
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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入りません。そういうふうに帰依した場合には、現象が起きて、どんどん進化しています。

これは宇宙的なものです。 

つまり、釈迦牟尼仏陀でも、本当に帰依した場合には、そういうふうに、ニミッタとか、

そういう現象がどんどん出てきて、他の偉い菩薩様がどんどん出てきて、またガイドをして

きます。その現象として未来も観えるし、また、教えた人がそういう現象でどんどん成長し

ていくと、同じ体験をすると、そういうことで確認できるわけです。ただ、自分だけが結局、

「分かった、分かった」では、それは現象としては無理があります。 

つまりね、瞑想というのは家をつくるようなもので、一つでも柱を間違えたら、家が建た

ないわけですよ。家をつくるには、たくさんの人からお手伝いをしてもらわなければいけな

いわけですよ。柱を持ってもらう。材料も持ってきて、自分でやるにしても、泥をこねてと

か、いろいろなことがあります、屋根も拭いたりとか。 

だから、仏教は、このことと少しも違いません、すべて要求されます。だから、仏教とい

うのは、科学も網羅し、哲学も網羅し、医学ももちろん網羅し、すべての悩みに回答できな

ければいけません。宇宙的なものであります。それを自分で決めた仏教であれば、これは「お

釈迦様が自分の中に入る」ということで「お釈迦様より偉い」ということになるわけです。

それが、一般の人は「お釈迦様はこうだ」というわけです。「にっこり笑って尊い方だ」と。

「あなた、お釈迦様に出遇ったことがあるの？」って。「話をしたことがあるの？」と。ここ

だけですね。 

ブッダのサティ（仏随念）をやれば、過去にお釈迦様に遇ったことがあれば、お釈迦様の

姿を観えます。それが法随観の中にあります。サティパッターナの法随観です。 40の瞑想法

が、そこの中に入っています。私は法随観でブッダのサティで、3人の過去の仏陀に出遇いま

した。それは、お釈迦様の神々しいことは、もうそれはすごいことで、口では表せない。見

ただけで頭をひれ伏すくらい、すごい方です。その一番近い原型が、ヤンゴンの近くの世界

遺産になっている涅槃像の顔が一番近かった。1000年前に造られた白人系の顔ですね。 

まあ、そういうことですけども、どんどん質問をしてください。 

 

【参加者】 

うーん、難しいですね、勉強したらアカンというような、結局、結論に…。 

 

【水源師】 

いや、結局ね、東京の法話会でね、「非想非非想処を説明してください」、第八禅定。第一

禅定も体験していないのに、言葉でどうして説明できますか。それを皆さんやっているわけ

ですよ。頭で「初禅はこうだ」、「二禅はこうだ」、本当にそう？ そういう文献は見たことな

いけど。チャートはありますよ。その初禅に入ることすら、とっても秘密なのに。それは書

けるわけがないですよ。 

実際にね、棟梁が弟子に「はい、こう持って、こう打ちなさい」と、これをね、一番近い

のは、ビデオで撮って見せたら分かるけれども、その打ち方、持ち方、どういうノミである

か、それを全部見た瞬間に分かるわけです、この鉄はよいか悪いか。それを全部、書き続け
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たらね、たったそれだけでも1冊の本になりますよ。いろいろなノミの使い方があるし、ノミ

の種類とか。 

 

【参加者】 

先生、今、自分の質問というのは、テーラワーダと大乗仏教で、テーラワーダでいう涅槃

と、大乗仏教でいう真我とは、同じものかということなんですけど。 

 

【水源師】 

同じです。 

 

【参加者】 

ということなんですよね。それはテーラワーダとか、大乗仏教とか、結局、修行をすれば

自分で体感して分かるというのが、今の先生のお話でいいんですよね。 

 

【水源師】 

そうです。言っていることも、すべて一緒ですよ、どちらでも。 

 

本物の行者から種を受け取って法身となる 

【参加者】 

テーラワーダ（南伝）の方では、これまた自分の勉強の結果で申し訳ないんですけども。 

 

【水源師】 

「誰が言っているか」ということを明快に示してくれたら。 

 

【参加者】 

私もね、韓国の仏教には、すごく注目しているんですよ。大乗仏教が、中国では共産主義

で1回、絶えてしまいましたから。まともな形で残っているのは、韓国と台湾かなと思ってい

るんですよね。それで、韓国の偉いお坊さんの法話なんですね。 

 

【水源師】 

そうですよ。私の弟子は、韓国の伽耶山の第三番のお寺の住職ですよ。 

 

【参加者】 

それで、韓国の方では、その看話禅というのですか。 

 

【水源師】 

ハドウ。 
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【参加者】 

そうそう、それが主な、一番有名な修行法ですよね。 

 

【水源師】 

まあそう言われていますけどね。韓国でもね、失礼ながら、私の存在を分かっているわけ、

韓国で、お坊さんの間では。結局、私が言っていることはピタリと、もちろん大乗もやって

いるから、明快に奥伝を説明するから、私の落書きをパッと外して、そこの非常に大きいお

寺の坊さんがパパッと閉めて持っていきますよ。ということは、これは一般公開できません。

非常に極意の虚空蔵菩薩のエリアだから。 

というふうに、南伝でも北伝でも違いなくやっていったら。私の弟子は15年間、山に上が

って、10年間インドにいって、パオ、それからスリランカを全部体験して、韓国に行って、

第三塔頭になっていますよ、そこで。だから、私が自信を持って「テーラワーダも大乗も関

係ない」と言っているわけ。 

それで、こういうクラスは、もう「お寺を捨てた」という方は、韓国では非常に有名な新

しい仏教といって、5時間ぐらい読経、35年クラスです。大金持ちのお寺の住職だけど、全部

を捨てて、今はパオで修行している、ずっと坐って。ということはね、金の問題じゃないん

です。法を少しでも得て死にたいと。「先生、今、ニミッタはどれぐらいですか」と聞いたら、

「うーん、まだ1時間ぐらい」と。まあ本を読むのが好きなんですね、見たら、やっぱり哲学

とか。これはまあ、そういうふうに修行してきているから、仕方がないけれども。 

今、韓国での大問題は「すばらしい行者をいかに出すか」。今までそういうふうな行者を輩

出してきたわけですよ。ソンサンスニムという方は話をしたら、空中に浮かぶと。若いとき

に、その偉い先生と私も討論をしましたけど、それから、オーラスニムといえば、法なんで

すね。そのお寺に直接、招待されて、王子様みたいにされましたけど、なぜか若いときに。

そういう人から直接、慈悲のニミッタを送ってもらうわけですね、その心心伝印で。私の先

生からも心心伝印という法を受け取ったから、ここまで来たけれど、種を植えてもらいまし

た。じゃなければ、ただ本だけでは無理です。 

だから、本当の行者のところに行って、種を受け取らなければ法身、法の身体にはなり得

ない。ただ外見の、結局、1500年前、達磨大師が広東に行ったら、みんな経典仏教ばっかり

やって、それで逆に馬鹿にされて、誰からもお布施も受けないし、それで少林寺に上がって

いったわけです。そして、毒殺を6回もされそうになって、それでやっと1人、霊光和尚さん

に伝えて、慧可という名前にしたわけですね。それで今、来ているわけ。そのときに、道育

という和尚さんと、尼総持という比丘尼に肉体を与えたと。もう一つは骨、その慧可には、

骨のなかの髄を与えてきたと。三つに法を与えて、彼はインドに帰ったわけです。 

それほど大変なことですよ。だから、法を受け取るというのは、いろんな先生に行って、

すぐ受け取ると。学校に行っても、なかなか教科全部、その先生から受け取るというのは、

難しいわけでしょう。この仏教の法は、1年いったらできるかもしれないけど、100年いって

もできないかもわからない。過去の因縁もあります。 
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ただ、そのときにアーチャン・チャー和尚さんが言ったように「マーケットに行ってみな

さい」と。そこでは、おばあちゃんが必死になって、自分の作ったアイスクリームとケーキ

を売り切るまで一生懸命、声を出して「がんばって、買ってくれ、買ってくれ」と言ってい

ると。「そういうふうに修行しなさい」と。 

つまり、自分だけで歩むしかないわけです。ただ、そのときに間違った方向というか、し

っかりしたロードマップをもらえなかった場合は、大変なことになります。だから、あなた

に「その四念処はどうですか」と聞いたわけです。そのときに1時間半の講義の中で、明快に

四つの法門を示されていればいけないけども、最初のところだけしか彼は説明しなくて、そ

れで第一禅定に入る、これは嘘です。 

 

【参加者】 

ちゃんと見てみます。 

 

【水源師】 

まあそういうことです、入れません。 

 

善心と道徳 

【参加者】 

あと二つ質問があるんですけれど、いいですか。 

 

【水源師】 

どうぞ、いくらでも時間はありますから。これが私の冥利です。なぜかといったらですね、

一方方向じゃなく、あなたのような人が大好きで、それによって、明快に解説していきます

から。 

 

【参加者】 

はい。二つ一気に言いますね。あの「良心」、親じゃなくて「良い心」、英語でコンシャス

ネスですね。あれは一体どこから来るのかという。これは西洋でも、いわゆる聖者と呼ばれ

る人たちは皆、これのことを共通…。 

 

【水源師】 

コンシャスネス、それはね、クサラ（善）・アクサラ（不善）、善心・不善心のことです。

つまり、善心というのはクサラといって、三十四善心1が発生します。 三十四です。 

 

 

                                                
1 心の 34種の要素。意識 1種、共浄心所 19種、共一切心心所 7種、雑心所 6種、慧根 1種

で 34種になる。 
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【参加者】 

善心というのは善い心ですか。 

 

【水源師】 

善財童子の善、はい、善し。善悪の善。それで、不善心というのは、それに達していない。

これが結局、人間でいう「やきもち」「ケチ」「人を助けない」とか「我だけ」とか「むさぼ

る」ということが、『清浄道論』に詳しく書いていますけども。これは行深、サンカーラ、受

想行識、これが三十四、タタタタタタと観えたら、結局「良心がOK」と。これが観えなかっ

た場合には、不善心になるわけです。人から物を盗んだら、三十四善心は出てきません。嘘

をついて、というときは。 

だから、法随観をやれば、「ああ、良心というのはこういうことか」と、一目瞭然。だから

「Seeing, knowing」、観ることが知ることであると。私たちのこの体は、大乗では三十七仏1

によって生かされているわけ。三十二分身＋目、鼻、聞く、味、触る、五で三十七という。 

だから、西洋では神によって生かされていると。仏教では三十七菩薩によって生かされて

いますと、これがチベット。ミャンマーの最大の雄、つまりブッダゴーサの方式も分かった

方、サティパッターナも分かった方が「三十七仏を待てば、弥勒菩薩を待たなくても、もう

涅槃の世界につながります」と言っているわけです。密教の奥伝の護摩焚きのときも、三十

七仏がずっと入っています、一つ一つ名前がついて。 

 

【参加者】 

元々あるんですか。 

 

【水源師】 

あなたの身体自体がそうです。だから、あなたが赤ちゃんから大きくなって、これからお

じいちゃんになることは止められません。その中で心だけが、いかにして進化していくかが

問題です。遊び呆けたら、必ず病気になります。 

 

【参加者】 

唯識という大乗仏教のね、私も難しすぎてよく分からなくて、概論しか聞いていないんで

すけども。感覚による識が五つあって、意識、六つめの識があって、その上に末那識という

識があって、その上には阿頼耶識という識があるというふうに習ったんですよね。意識と無

意識というのは、末那識とか阿頼耶識というのは、無意識の領域には入るのだけれども、真

我というのは阿頼耶識のことを示している。常に気づいている、汚れていない心、というふ

うな説明を聞いたことがあるんですよ。 

                                                
1 大日、阿閦、宝生、無量寿、不空成就、金剛波羅蜜、宝波羅蜜、法波羅蜜、羯磨波羅蜜、

金剛薩埵、金剛王、金剛愛、金剛喜、金剛宝、金剛光、金剛幢、金剛咲、金剛法、金剛利、

金剛因、金剛語、金剛業、金剛護、金剛牙、金剛拳、金剛嬉、金剛鬘、金剛歌、金剛舞、金

剛香、金剛華、金剛燈、金剛塗、金剛鈎、金剛索、金剛鎖、金剛鈴（以上、敬称略）。 
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【水源師】 

でも、その人は体験をしていないでしょう、今、話を聞いたら。 

 

【参加者】 

それは、私は分からないですけども。 

 

【水源師】 

聞いたらね、汚れとは何か。 

 

【参加者】 

それは大乗仏教の教えの流れですよね。 

 

【水源師】 

まぁね、流れで言っているけれども。汚れとは何か。 

 

【参加者】 

貪・瞋・痴（とんじんち）ですね。 

 

【水源師】 

はい、で、その中から、蓮の華が汚泥より出てくるわけです。貪瞋癡がなければ、蓮の華

は咲かないわけなんです。蓮の華は、精錬、純粋な、ピュアだと。そこのところが欠けて、

大宇宙そのものは、あなたなんですよ。これを真我といいます。それを体験するしかない。 

それに、真我の究極の法を観るには、やはり人空、法空、空空まで行ったら、そこで観え

ます。だから飛びすぎるわけですよ。経典は言われていることは飛びすぎるわけ。そこをや

ったら、そこが分かります。 

だから、私が奥伝を韓国のお坊さんに示したら、すぐにその回答を見たことがないから、

パッと（懐に）入れて持っていくわけですよ。私は「雑書きで」と言ったって。「いや、その

前に、ここがあります」と、明快に説明したら、なぜか彼は驚いて、その経典を持っていく

わけ。それが外れているわけです。観なければ分からないわけです。さあ、次、何ですか。 

 

【参加者】 

では、良心というのは。 

 

【水源師】 

クサラ・アクサラで、頭で考えないで、もう法随観でダーッと、それはね、カラーライン、

カラーラインといいます、バーッと出てきます。それをやって、そのときに納得します、良

心ということが。それをね、道徳とかこういったらね、結局、道徳もその時代、国々によっ
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て変わります。ある国では4人の奥さんよろしい。ある国では1人オーケー。ある国では奥さ

んが5人の旦那さんを持ってもオーケーと。まぁ道徳。だから、国によって決められるけども、

その善心・不善心を観た場合には、それがどうしてそうなるか、ということが分かるわけで

すね。 

サルベーション・アーミーというのが、イギリスであります、クリスチャンで。それで、

できた原因はですね、1800年代にみんな貧しいわけですよ、ご飯も食べられない。少年がパ

ン屋さんでパンを一つ盗んだわけ。捕えられたわけ。これは盗みだと、非常に悪いと、絞首

刑にしたわけ。それで、国中が「これはあまりにもむごい」と、パン一つで小さい子どもの

人の命を落とすのかと。それから「皆に食料を与えましょう」と、「貧しい人を救いましょう」

と。だから、今でもドンドコドンドンドンとクリスマスタイムにやっています。 

今、それを見たら、とても野蛮なことでしょう。そのときは、それが法律として「これは

不道徳だ」となっていたわけ。サウジアラビアでね、人のものに手付けて盗んだら、手を切

られますよ。だから、同じく会社に働いている人は、まず全部チャックを閉めて、絶対に（人

から）財布を入れられないとか、そういうふうにして、街に出ていきますと。 

いつも逆にそれを人間は悪用するわけですよ。「ああ、この人は私の財布を盗んだ」と、そ

うしたら大変でしょ。それでパッと（財布を）入れて「ちょっと待って、あなたは私の財布

を持っていますね」と、どうなりますか。「いやー、持ってます」と。「じゃあ、ちょっと10

万円ぐらい、お金を置いていきなさい」と、「そうしたら目をつぶるから」と。どっち？「お

お、10万円」と。これがロシアでも起こるし、世界中あちこちで起こっています。これを「不

道徳」と、心が「不善心」。 

だから、それをね、どんな社会が発生しても、心というのは、そういう生きものだから。

「悪、善」、二つ同時に持っているから。それが、どれが悪でどれか善かは分からないわけで

すよ。シリア戦争にしても「シリア政府は弾圧するから」と言って、反対派が戦争で武器を

やって「民衆のためだ」と、全部、国を破壊したでしょ。善いことであることが、全部、国

を破壊してしまうわけだ、惨憺たることで。だから、名目によってだけ解決できるものか。 

だから、この人間社会はね、アーチャン・チャーさんの名前を出しますけれど、ちょうど

包丁がありますと。包丁には切れるところ、よく切れるところ、いい使い方がよろしいと。

切れないところ、ちょっと悪いと。それで、つかむところがあると。これが私たちの生きて

いる全体であって「これだけが善い」、「これだけが悪い」と言ったら、破壊するしかないわ

けです。今、リビア、シリア、アフガニスタン、イラク。この炎の火はウクライナ。今、香

港で学生が大きく騒いで、もう商業ができなくて、大変なことになっていると。 

というふうにね、もし常識を持って本当に解決をして、じゃあ民主制はその国で生まれた

から、その国の体制があります。君主王政、独裁、民主、それから商業政治。今、私たちは

商業政治なんです、民主ではありません。経済政権の中に私たちは政治を行っています。だ

から、結局、このことは1万年前以上前の『ニップール・タブレット』（Nippur tablet）に書

かれているわけですね。それをプラトンが「四つの体制」という政治論を2500年前に書いた

わけです。というふうに、何も新しいことは一つもないわけです。というふうにお釈迦様は

言っているわけです。 
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深く観れば、そこには何の違いもないと。人間が白であろうが、黒であろうが、黄色であ

ろうが、みんな痛みを感じるし、血が出るでしょう、同じであると。外見によって惑わされ

ることはやめなさいと。この人は私の奥さん、この人は私の子ども、この家は私のもの、そ

ういうものは一つもありません。これは悪いけれど、その最後の排泄物と一緒ですと。だか

ら、三十二分身をやるときには、そこの排出物と頭をくっ付けます。頭はそれくらいしかな

いわけです。 

だから、仏教では「頭を空っぽにしてください」と。だから、三十二分身はジャーナがな

くても、それだけでできます。ダンマヌパサナーの一つのSubject 。だからそういうことを

実践していけば、ジャーナがなくてもチャクラも観えるし。そういうことをやらずに、ただ

設計図を見てもね、家は建たないんですよ。まぁある程度、設計図を見たら、実践として家

を建てなさいと。それが本当かどうか、ということが瞑想になります。瞑想が悪かったら、

うまくいかなくて、家が建ちません。瞑想がよくなったら、立派な家が建つように、しっか

りした家ができます。はい、次。 

 

非常に複雑怪奇なカルマ 

【参加者】 

もう1個あるんですけど。カルマ（業）について聞きたかったんですね。個人のカルマじゃ

なくて集団とか、ある集団、ある民族、ある国とか、そういうレベルでのカルマというもの

はありますか。 

 

【水源師】 

あります。ここが大問題で、宇宙にもカルマがあります。宇宙も発生消滅します。これは

避けられないことで。結局ね、ルーパ（色）という最小極微の物質、風水火それから土、四

つ、これが原で、密教ではこの中に、空の中にこれが入るというから、空というのを入れま

すけど。この四つはちゃんと観えます。空は観えないから、分析できません。この最小粒子

の熱のカラーパ（微粒子）を観たら、やっぱり発生消滅、宇宙と同じ軌跡をやります。人間

もまた、生まれて死ぬまでの、ちょうどこの軌道に入っていきます。それから経済も、発生

してうまくいくときと、持続してだんだん下がって消滅、同じ。国もまた同じ。地球もまた

同じ。この銀河もまた同じです。 

その中で、カルマといいますけども、さっき武帝がカルマの法則によって、お猿さんを間

違って殺したんだけども、殺したわけではないんだけれども、忘れて。結局、自分がそのカ

ルマによって、相手が将軍になって、今度は自分が餓死して死ぬしかないと。つまり、カル

マといますけれども、私の場合のようにサールナートでそれを観て、それももうカルマで観

せて、それが未来でそういうことが発生して、私が行ったときに存在すると。というふうに、

非常に複雑怪奇です。 

だから、一番善いのは、自分の本当のカルマを観て、間違いを起こさないように修行をし

ていけば、未来はますます安泰するということです。そういうことができない場合は「嘘を
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つかなくて、真面目に、人に尽くす」ようにすれば、必ず善いです、そういうふうな生き方

をした場合には。皆が悪いことをする国に行ったら、たとえば、ある国では国の4分の1地域

の人々は、半分は詐欺で生きているという国があるらしいです。もしそこに生まれたらね、

善い悪い、自動的にそういう集団の中で生きていかなければいけないから。 

人間に生まれるということも大変だけれども、そこで法を得るということは、まず不可能

に近いですね。そこでまず「嘘をつかない、正直に、人のために尽くす」ということは、ま

ずまず無理ですね。アメリカの状況を見ても、まずまず不可能な。みんなが騙し合いの商売

をやっているから。 

 

【参加者】 

先生、なぜそういう質問をしたかと言うと、カルマって結局、自分がやったことが返って

くるというふうに、私も単純に理解をしているんですけどもね。 

 

【水源師】 

それが全て入ります。自分がやったことだけじゃなく、過去延々として。 

 

【参加者】 

前世とかそういうのも含めて。 

 

【水源師】 

そうです。前世というのはもう何兆何千京と、ダーッと続いてきているから。今こうして

たまたま仏法に触れているということは、これは「宇宙の最高の栄華を受けている」と、で

も「少しも分からない」と。ここがまあ大変なミステリーで、また分からせないようにする

わけです。それで、必ずやまた暗き世に入るようになっているわけです。上がっては下がっ

て。だから、預流果の位に上がれば、大地にパッと触るわけです、土が付くでしょ。それと

全地球の土の量と、どっちが多いですか。当然、地球ですね。このパッと付けた、この土し

かカルマが残らないわけ、預流果に行けば。だから「七代先には必ず涅槃の世界に行く」と

いうけれども、それはただ行かせませんよ、大変な苦労をさせますよ。 

というふうに、帝釈天の網の中に私たちは生きていますから。生きているときに、ただそ

の「涅槃」という言葉を聞いただけでも、それはもう大変なご褒美です。だから、インドで

は涅槃も分かるし、悟りも分かるし。でも、インドでは今、ヒンドゥーとかそういうことで、

仏教が潰れて、なかなかこういうふうな話はできない、難しい。ただ、すばらしい行者にも

し付き合って、そこで教えてもらったら、チャンスはあるけど。12億の民の中で、100年の間

に何人いるかということ。 

あの、ラマナ・マハルシさんですか、彼は中学生のときにお金を盗んで、そのまま山に入

って石の寺院の中で、ずっと坐っていたわけです。それだけが非常に心に苦になっていたん

ですけれども、石を投げられても何をしても、そこにずーっと坐っていたから、聖者だとい

うことで。ずっと坐っていた。それで「Who am I ?」という公案が、今から30年前、世界的
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に流行しました。それでワーっと彼のところに行ったわけですね。 

彼が悟りを開いたときは、ムンバイの町中が騒ぎ立てたわけ、分かるわけです、「出たー」

ということで。街が一変に騒ぎ始めた。そういう力を持っていたみたい。でも、20年間、そ

の後、一つも口を開かないと。韓国の悟りを開かれたソンサンスニムという人が、アメリカ

に全部、軌跡を置いていたわけですね、そのお寺、禅寺。この空中を浮くという方は、それ

はすごい方で。その方は、その後、3年間、一切言わなかった。それで、その後に法を説いて

いたと、そういうことです。 

こうして一番、悲劇的なのは今、アメリカでも、やっと私が行ったときは、仏教をやると

いったら、もう悪魔の宗教みたいに。今は5％くらいまでになって、認められて、ヨーロッパ

でも。でも、南アメリカに行ったら、ほんの少数は私に近づいてくるけれども、ほとんどは、

もう悪魔か何か、魔術師かにしか見えないわけ。 

その中で、アメリカの1000億の商売をしている方が、私はあなたを探していました。この

家を、お金はいらないから原価で譲ります、ということで、エクアドルのビルカバンバに瞑

想センターの基礎を築くようですけれども。この方がアメリカの内容を全部、教えてくれる

わけですね、一体どうなっているか。彼は17歳からずっと探し求めて、その仏像もあるわけ

ですよ。なぜか私はエクアドルの神に呼ばれて「そこに行け、そこに行け」と言われるわけ。

行ったら、彼に出会って「私は今まであなたのような人を探していました」と。自分の同僚

50代で、商売で、百万長者は全部、死んでしまいしたと。ものすごい喜んで、この家を、お

金はいりませんと。ただ原価だけはほしいと。譲りますということで。それもね、最高の場

所にあるんですよ。 

そこにはね、マンダンゴという太古の歴史、イースター島の顔と同じ巨大な山があるわけ

です、横に寝て。南の方は女体山、ワランガといって、ウラニウムとシルバーだったかな、

の山で、そこで太古の昔に戦争をしたらしいです。でも、そこはインカの最後の都で、その

ど真ん中の一番よいところだったわけ。そこに行けば、ほとんど病気が治るらしい。日本の

お医者さんに、心臓病をして、日本では「絶対に治らない」ということで、なぜかそこに行

ったら、全部、治ってしまったわけ。それで、そこに一つ病院を建てて寄付をしています。

だから、そこの場所はアメリカの裕福な人が、ほとんど住んでいます。 

というふうに、法に触れるということはね。ここでは簡単でお寺はいっぱいあるけれども。

ネパールに行ったって、ほとんどないし。インドもご存じのように、今、もう1回やるかとい

うくらいで。タイはあります。ミヤンマーもあります。カンボジアも今は急速な勢いで、お

寺を建てています。ラオスも、ベトナムも。というふうに、2000年以上、植え付けた善いも

のは、また入ってくるわけです。 

ところが、そういうもののない国、例えばアメリカには悪いですけれども、子どもたちが

鉄砲で撃ち合いして殺しますからね、何十人。それで警察も武力でバンバンバンと殺さなく

てもいいのにね、柔道とか空手でポンとやればいいのに、まずボンとして殺すからね、少し

でも歯向かったら。つまり「法がない」わけです、人の命、愛を説く国が。 
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資本主義と共産主義の実態―ディバイド・アンド・コンカー― 

【水源師】 

だから、「共産主義がなぜ起こったか」ということを、あなたたちは知らないでしょ。ロッ

クフェラーなんです。 

 

【参加者】 

でも、それは資本主義が搾取し過ぎたんでしょう？ 

 

【水源師】 

いや、それはね、「マルクス・レーニン主義」とか言うけれども、実際にそれを打ち立てた

のは、ロックフェラーがレーニンにお金を5万ドル出して、革命を起こさせたわけ。それから

始まって、その後でスターリン主義が出て、独自の。もともとはロックフェラーから出てい

るわけ、どっちも。二つ喧嘩をさせて「ディバイド・アンド・コンカー」でお金を儲けてい

くというのが、今の現状です。それに惑わされて「共産主義だ」「自由主義だ」と、今やって

るでしょ。あれはもともと同じとこ、二つ喧嘩をさせて。 

これはアメリカ・インディアンが6000万人おりましたけれども、30万人になりました。「デ

ィバイド・アンド・コンカー」で、たくさんの部族があってね、今でもカナダではシックス・

ネーションといってね、六つの部族が今でも同じところに住んで、いがみ合っています、と

いう人間の弱さね、「自我」、「欲」。ここをお釈迦様が言っているわけ。ここを治さない限り、

どんなシステムでも必ずや破れると。はい次。質問はありますか。 

 

本当の繁栄とは 

【参加者】 

次というか、まだちょっと分からないですけど。民族単位とか国家単位でのカルマはある

ということですよね。そうしたら歴史を見ていくと、たとえばアメリカというのは、アメリ

カの原住民、インディアンをね、殺して、騙して、追い払って、建てた国ですよね。でも、

あんな繁栄していますよね、今は経済的には弱っていますけど。ヨーロッパ諸国というのも、

あれだけ世界中で植民地をつくってね、そこから得られた富で発展したわけですよね、中国

をあんなふうにして。 

日本もそれに加わったんですけれども。ドイツとかね、第二次世界大戦でドイツとか日本

というのは、ひどいことをして、戦争に敗けて、その後、でも経済的にすごく復興していま

すよね。なんか、そこが腑に落ちないんです、カルマというのがあるのだったら。 

 

【水源師】 

いや、復興の意味はね、小さい意味で見たらそうかもしれませんけどね、ミャンマーのジ

ャングルの中では92歳のお婆さんがね、60何歳の肌をして、ピンピンして薬も飲まないで、
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お経を読んで暮らしています。その裏にはすばらしい水が出てそれを飲んで。 

それで、アメリカのニューヨーク、明日がどうなるか分からないよう、激しく激しく会社

で働いて、ほとんど病気で倒れて、50代でどんどん死んでいっています。それが繁栄という

のか、人間にとって。国がいくら、その、 

 

 

 

 
ミャンマーで瞑想を楽しむ 92歳の女性の方たち 

 

 

【参加者】 

物質的には繁栄をしているじゃないですか。 

 

【水源師】 

それは私にはね、 愚の骨頂であって。空母を一つ動かすのに、1秒間に300億円使うらしい

ですよ、戦争になったら。それを誰からとっているかといったら、つまりグリーンバーグ、

アメリカドルで全部、金融でコントロールしているから、皆さんを搾取して造っているわけ。

F35というジェット戦闘機は100億。アメリカでね、スタンフォード大学という超有名でもね、

仕事がないの。スターバックスに勤めると。コーヒーショップに勤めるとか。それが繁栄で

すか。 

 

【参加者】 

物質的には繁栄しています。 
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【水源師】 

1時間800円で、どうして部屋の経費を払えますか、食事。それが繁栄ですか。若い人は25％

仕事がないんですよ。 4人に1件は家を失っているんですよ。というのは、繁栄というのは、

あなたは実態を見ていないで、どのくらい本当の情報が入っているか分からないでしょ。 

 

【参加者】 

富がちゃんと配分をされないわけでしょ、一部のお金持ちが、どんどんお金持ちになって。

日本もそうなっていますけども。 

 

【水源師】 

今から13年前に、アメリカの億万長者はシンガポールに逃げています。だから「あなたは

なんでアメリカにいないで、シンガポールに行きますか」って。（億万長者が）「私はアメリ

カが大好きだけれども、お金のあるところに行きます」と、それが繁栄ですか。 

 

【参加者】 

ただ、国に実際に、例えば西ヨーロッパとか行ってみる、あるいは貧しい国に行きますよ

ね、その生活レベルの差というのは、明らかじゃないですか。 

 

【水源師】 

それはねえ、あなたの考えであって、実態とは全然違います。映画の宣伝の実態と、本当

に人が住んでいる実態とは全く、アメリカの人口の50％はね、水洗便所ないですよ、水洗便

所なし。アメリカのね、確か、最低、25％はね、トレーラーハウスに住んでいるか、40％か、

そこから会社に通っているのですよ。それがあなたのいう繁栄ですか。 

 

【参加者】 

日本はどうなるんですか。 

 

【水源師】 

日本は大金持ちですよ、それに比べたら。だから日本は儒教があるでしょう、仏教がある

でしょう、というふうな基礎教育があるじゃないですか。 

 

外国からの陰謀 

【参加者】 

それだったら韓国はもっと伝統があるのにね、儒教とか。 
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【水源師】 

それは外国から来て潰されたでしょう。日本はなぜあの戦略を信用したかといったら、西

洋からの設計図でやったんですよ。だから、フランシスコ・ザビエルが長崎に上がってきて、

徳川家康の前に来て、バチカンに報告をしたのは「日本と韓国と中国、これは絶対に危険だ

から、徹底的に喧嘩させなければいけない」という設計図が、もう400年前からあるわけです

よ。そういうことを知らずして、人間は色が違う、文化が違うということでやっているわけ。

今のリビア、シリアを見なさい。 

 

【参加者】 

それは陰謀論に近くないですか、よくある。 

 

【水源師】 

そうですよ。陰謀で、つまりウガンダ、ルワンダ。 

 

【参加者】 

でも、証拠がないから、私は信じられないんですよ。 

 

【水源師】 

そうでしょうね。というふうに、そういうふうに、ほとんど洗脳しているわけです。それ

が皆にばれたら、皆が怒っちゃうでしょう。 

 

【参加者】 

けど、今の先生の話を聞いて、それをそのまま信じるといったら、それはアホだと思うん

ですけど。 

 

【水源師】 

いや、まあ、ありがとう（笑）。 

 

【参加者】 

何の証拠もなしに、パッとそういうふうに言われたら、私はそれを信じられないんですよ。 

 

【水源師】 

だって、あなたは情報がないもの。日本には情報がないけど、アメリカにはどんどんあり

ますよ。 

 

【参加者】 

そんなフランシスコ・ザビエルが設計図を書いたなんて。そういうイルミナティとか何か、

そういうの、ありますよね、フリーメイソンとか。 
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【水源師】 

そうですよ。これの原点は「ピタゴラスの秘密結社」がそのまま続いていますよ、ずっと。

まあまあ、そういう情報は一切、日本にないから、 

 

【参加者】 

坂本龍馬もフリーメイソンだ、という噂を聞いたことがありましたよ。 

 

【水源師】 

彼は拳銃を持ってね、カウボーイブーツを履いていたでしょ。今、それをやっていたら、

どうなりますか？ 日本で現代。徳川時代にそれをやっていたんですよ。博物館に行ってごら

んなさい、彼はカウボーイブーツですよ。だから、そういうふうにね、有り難いことに阿呆

だと、私が思われるくらい、この日本は一切顛倒して、こうなっているわけです。今から150

年前にね、今でも拳銃を持ってカウボーイブーツを履いたら、どうなりますか、警視庁から。

そのときに彼はカウボーイブーツ。彼の博物館に飾っています。それに拳銃、有名。これは

意味することは何ですか。テロリスト。 

だから結局、今、同じことをウクライナでやろうとしているでしょ。でも情報を見たらね、

徹底的にコントロールされているから、特に日本のインフォメーションはほとんど見られな

いようになっています。だから、逆に有り難いことに、阿呆に思うというふうに設置してい

るわけ。本当のことを阿呆にしか見えないようにしているわけ。これは1920年からプリンリ

ストン大学で設計された教育方針で、そういうふうに見せるわけ。 

また、そういうふなことを言ったら、まずテレビで、コメディアンが出てきて「UFO、あれ

は異常者だ」と。今、ヒラリー・クリントンがUFOのサイトを持っていますからね。それから

フランスで、今から20年前から全部公開。今から5年前にUK、イギリスも、その情報どんどん

流している。 

 

【参加者】 

先生はフリーメイソンとかイルミナティというのは、どこから調べたんですか。 

 

【水源師】 

実は誘われましたけどね、私は。現実におります、いつでも会社に変な男がおって。もう

全部、網の目のように、アメリカではそうなっています。 

 

【参加者】 

誘われたんですか。 

 

【水源師】 

もちろん。グランドマスターとか。でも、もうね、そういう人は昔から知っているから、
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相手にしないけど。ここでも本願寺の前にメイソンクラブって、フリーメイソン。だからね、

まあフリーメイソンといってもね、その教義は宇宙の神の真理によって成立すると。でも、

実態は過去を調べてみたら、あまりうまくいっていない。 

というのは、私たちの心の状態が、やっぱり「自分だけよければよい」と、「我」、最初に

いった我とか真我とか。つまり、商売をするときにね、「相手に儲けさせて、私はOK」といっ

たら潰れるでしょ、競争するしかない社会にしているわけです。 

だから、結局「me, me, me」「I, I, I」が強くなるわけです。それでラマナ・マハルシさ

んが「Who am I ?」という「一体、私は何でしょう？」ということで、はたと気がついたわ

け、西洋の方では。だから情報がね。やっぱり私が言っているのは、セオドア・ルーズベル

トの書いた本とか、一般ではそういう本を見られないでしょう、日本では、原文で。 

 

【参加者】 

セオドア・ルーズベルトという人は、私は詳しくは知らないけれど、ものすごい人種差別

者だと聞いたんですけども。 

 

【水源師】 

そうです。その人が今のナチスジャーマン、それから日本の原点をつくったんですよ、ム

ッソリーニの。その教本がそこから出ているんですよ。結局ね、あなたの方は、もし、そう

いうふうに本当の原文で、そういう本をインターネットででも調べられます。1780年代のそ

ういう文献とか出ています。そして、追跡していけばいいんだけれども、言語的に非常に無

理があるかもわからない。英語は、やはりその国に住めば、非常によく理解できるけれども。 

さっき言ったように「テーラワーダ」、「大乗仏教」というふうに、ステレオタイプでイン

プットしているでしょ。でもトップに行けば、全然話が違うわけです。でも巷の人は、ちょ

うど私が阿呆に見えると、これは非常にすばらしいわけで。それくらい一切顛倒してしまっ

ているわけです。 

というのは、あなたがもしパオに行って、私の行を通過することをやられたら、そのとき

にあなたの言葉が発見します。なぜかといったら、ダンマヌパサナーでは、間違ったインフ

ォメーションでは全然進化しません。ニミッタも観えません。まずだから「それを捨てなさ

い」と言っています。つまり、あなたの持っている情報は、ほとんどオブラートに包まれて

しっかり見えない情報ですね。 

 

【参加者】 

証拠がないから、そう信じられないだけで、私も証拠があれば信じます。 

 

【水源師】 

それはね、全部、継ぎ合わせていけば、パズルでやって解読できていきます。 
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法を求めれば、集団的カルマから出られる 

【参加者】 

ちょっとそこは分からないですけれど、そうしたらね、集団的カルマということで、私は

今、質問をして「それは集団でも作用するんだよ」ということお話しされたんですけども。

ちょっと話が変わるかもしれないんですけれども、今の日本の政治状況ですよね、ものすご

い右翼化していて、特に安倍総理という人が総理になってから、もうめちゃくちゃですよね。 

 

【水源師】 

それはね、ネオナチズムといって、アメリカの今の政権はリパブリカン（共和党）であろ

うが、デモクラティック（民主党）であろうが、同じくこの一派が執っているわけです。と

いうのは、アイゼンハワー大統領が軍事工業は非常に危険であるから、これを統制しなけれ

ば、アメリカは大変なことになりますと。 

 

【参加者】 

軍産複合体のことですよね、アイゼンハワー大統領が。 

 

【水源師】 

そうです。というのは、ベトナム戦争を起こしたでしょ。あのときは2万のアメリカの工場

が動いたわけです。50万の兵士が行って、惨憺たる敗戦をしたけれども、2万の工場を動かし

たおかげで、工場は生産するわけです。人は死んでも、50人がいって大体1人が帰ってきたと。

アメリカ船に乗る前に、警察が来て捕まえたわけ。お前は高校生のときに警察と喧嘩したで

しょうと。この船には乗れませんと。それで49人で1人帰ってきたわけ。片方の足がなくて。

そのときにビル・クリントンは、ガバナーに手紙を書いて「私をどうか徴兵に行かせないよ

うに」という文があるわけ。それがバレて大変なことになったわけ。 

それで、ジョージ・ブッシュは、そのときにちょうどナショナル・ガード（州兵）といっ

てね。国境とかステイツ（州）を守る部門があるわけ。そこに派遣されるわけ。というふう

に差別があるわけね。そこでジョージ・ブッシュ・ジュニアは誰も知らない、言っていない

わけですよ。でも、写真だけ一つあって、それでおしまい。というのが今の現状で。 

だから、そういうふうに、集団的カルマから逃げるのは、お釈迦様が言ったように「1千100

万おろうとも、我一人行かん」と。本当の法を求めたら、心配ないです。あなたはそう言い

ますけれどもね、私は日本から出て、私の同僚はもう7、8年前、全て病院に6カ月ですよ。   

6カ月入院。心臓手術、6カ月。私の同期は全て。私は同じく日本にいたら、当然そのとおり

になるでしょうね、商売にしろ何にしろ。集団的カルマから出ることは、法を求めれば得ら

れるわけ、こういうふうに。私はこうして法を話しながら歩いていますけどね。というふう

に、集団的カルマから、そこにいればそうなるから、逃げればいいことで。 

だから、この前、ウクライナ戦争が発生するために、すぐに私の生徒たちにね、言ったわ

けです。この阿呆な先生がね、大学の教授連なんですよ、大学の。数学の最先端、宇宙工学
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の最先端の教授、音楽の教授、医学の先生という人はあっちでも非常によく分かるわけです。

「私は本当のことを知りたい」ということで。「もちろん仏教の経典を読んでない」と。哲学

書を読んでいるけれども、私の話が分かるし、現象がどんどん起こってくるから。愛という

実践、瞑想して、すぐに現象が出てくるからね。あっちの人は実際に現象が起こらなければ、

話だけでは全然相手にしませんよ。 

まあ、そういうことで、私の教えている生徒に「あなたのお母さんはどこですか。市民戦

争が起こって、これ大変なことになりますよ」と。「いや、私の母はベラルーシにいて大丈夫

です。でも、旦那さんの方はどこどこで」って。「でも、これから大変なことになるから、今

から逃げなさい」と言ったわけ。数学者の金融会社にいるトップマネージャですね、カナダ

の、アメリカの方でも有名な、非常に深く通じた人が「いや、私の友だちがそこにいて」。「じ

ゃあ、すぐに出なさい」と。今この街が大変なことになっているわけ。まだ戦争が終わって

ないわけですよ。 

というふうにね、集団カルマから逃げるチャンスがあっても、そこにいたら自動的になる

わけです。そのときに世間の考えで、みんな大丈夫だから、赤信号を一緒に渡れば心配ない

という理論で押し付けているから。結局、赤信号で行かないで青を待って行くのは、あれは

馬鹿だと、あれは待っていると。私たちは赤で行こうって、ドーンとやられたら、どうなり

ますか。そういうことが御嶽山のことでも発生したでしょ。「遊ぶことはいいことだ」で上が

っていって、政府がそういうことを事前にキャッチしないといけないのに、起こった後で、

これは予測外だと。福島もそう。 

福島の建設の設計図を見たら、私は技術をちょっと触っていましたけれども、あれは車と

してはブレーキが一つしかないわけです。こういう設計図はあり得ない。でも、私たちは「絶

対に安全だ」と。後でそれが出てくるわけです。だから、徹底的に世の中のそういうことで

やっていたら、結果は福島に住んでいる人は今どうですか、集団的カルマとか。そのときに

もし「お金はいらない」「こういう危ないものはいらない」と、徹底的に皆さんが「ここはき

れいにします」と言った場合には、そういうことにはなりませんよ。 

 

【参加者】 

逃げるのが一つの方法なんですね。 

 

【水源師】 

三十六計逃げるに如かずですね。でも、逃げると言ってもね、そのずっと前から考えて、

善良にそういうふうに生きていけば、天が応援してくれてちゃんとしてくれます。ただ「我

欲を張って儲ける」とか「いいことがある」とか、そういうことに走った人は、アメリカで

投資した人は大変なことになっている。お金を下ろせないし、政府としてはどんどん刷りま

くって株価を上げておかなくてはいけないし。国自体が大変なことになっています。だから

逆に「そういうことはいらない」と。自分のお金を自分で投資して、例えば、使うものはど

んどん家を処理するとか、そういうふうなのはいいわけ。 

ところが、一般の人は「将来、少しでも」ということで投資していって、話を聞くと、ア
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メリカでは大変なことが老人方に起こっているみたいですね。お金が出てこないとか。とい

うことは、網の中の魚みたいに釣り上げられるわけですね。だから、網が来たら、そこの中

に入らない。ということは、法をしっかり持てばね、心で何か教えてくれます。 

というふうに、非常にすばらしいことは、私の先生は東京大学の仏教哲学で、すばらしい

方です。そして、そういうことを教えてもらっていると。そういう方の恩恵を受けたから、

こうして皆さんにここまでお話しできます。お釈迦様は言いました。「本当のことを言わない

ことは、結局、悪いことをしている人と同じことになる」ということです。どうでしょうか。 

 

【参加者】 

私ばかり質問をして申し訳ないのですけれども。もうちょっとあるけれど。 

 

【水源師】 

どうぞどうぞ。あなたを通して、日本の仏教の状況が分かるから、非常に楽しいです。一

般の人として、どう考えているかということが分かるので、非常に楽しいです。 

 

心に仏を入れて、一切の考えを捨てる 

【参加者】 

ただ、仏教はその宗教としてではなくて、心の科学みたいな感じで捉えているんですよね。

自分なりには勉強はしているんですけど、瞑想はなかなか進まないんです。 

 

【水源師】 

だから、そこは科学としてやったら、絶対にできません。本当に、この大宇宙は、仏の母

という、赤子を育てるみたいに、滔々として子どもを育てるようにしています。それを科学

として解析しようとしたら、それは悪いけど、お話しになりません。 

なぜかといったら、私の教え子が宇宙工学のロケットを打ち上げる宇宙船のplanetary 

scientist（惑星科学者）なんですよ。その科学者が「先生、私の同僚に、この現象は説明で

きません」と、すごく心が進化しています。なぜ進化しているかと言えば、科学の最先端に

いくから、「全てこれがまやかしだ」ということが分かっているわけ。 

私たちが、この電流あるでしょ、この電気。どうして動くか、大体は学校で教えられてい

るから、大体、分かるでしょう。交流で動いていると、電気だと。この科学者が、最先端で

「いまだにこの交流の原理が誰一人、分かっていないんです」と驚くべき回答をくれました。

それで「科学、科学」と、もっとも「オン、オフ」「上がる、下がる」、これが実は「分かっ

ていないんだ」と言っています。 

それで、私たちが全て、そういうメディア理論とか、そういうことで理解をしてしまうか

ら、こういう現象が起こります。だから「まず頭の中の情報は一切、捨てなさい」と。「科学

的に考える」「心理的に考える」、絶対に瞑想はできません。「吸う息・吐く息」、それは正し

いですよ、現象を必ず起こすはず、もしそこに帰依という、仏教に対して本当に深く帰依し
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た場合には。帰依なくしてね、仏は物じゃないんですよ、機械じゃないんです、哲学じゃな

いんです。「哲学を超える超叡智」なんです。それをね、小学生の頭でね、Ph.D.を解析しよ

うとするのが現場の世の中で。まず小学生か、中学生、高校生まで「ドンドンドンドン、心

を研鑽していってください」というわけ。 

それはね、「不立文字」といって昔から。文字では書けないところなんです。それを今では

文字で分かったらいいと。これは1500年前、中国でやっていることを、いまだにまだやって

いるわけ。だから、1500年の時空を無駄にしているということ。 

ただ、私はラッキーだったのは「旅の因縁」でね、犬も歩けば棒に当たるで、カンボジア

のすばらしいお医者さんから、「ミャンマーのここのお寺に行きなさい」と。「ここのお寺で

は、お釈迦様と同じ手法で生活し、お釈迦様と同じ方法を教えています」と。「特に四界分別

は、すごい行法です」と。 

私が32歳のときにダライ・ラマさんから「あなたたちは非常に恵まれた幸せなところにあ

るから、四界分別を勉強してください」と、指南を受けているわけですよ。とうとう回り回

って、そこまで来たわけ、はたと思って。ずっと探し求めて、探し求めて、それをね、本を

開いて「あれだ、これだ」と書いていたって、何の意味かも分からないわけ。そういう偉い

先生から直接、「ここ、ここ」と言われたら求めるわけ。そういうことなくして、自分でこう

やったってね。 

お釈迦様だって6人の先生から教わって、その後で独学したんだから。基礎なしで、直接お

釈迦様が1人で修行したからと、そうじゃないです。ディーパンカラ仏陀（燃燈仏）からずー

っと流れ流れて、そういうふうに菩薩行もね、二十五1の偉い先生方を訪ね訪ね歩いて、ここ

まで来たわけ。何もなく無我でボンといったのは誰もいないし、この宇宙には、そういう仏

もいないし、聖者もいないし、誰もいません。 

それを今はまやかしで、西洋でコンスタンティヌス皇帝が「前世はない」と。「後世もない」

と。「あるのは、死んだら天国と地獄」と。皆、頭にスーッと。それが崩壊し始めているわけ、

「どうも違う」と。でも、一般の人はまだそれがこびりついて、でも、死が近づいたら、「何

かおかしい」ということになっていますね。 

いいですか。納得いく、全て回答しましたか。 

 

【参加者】 

ちょっと理解できない部分もたくさんあるんですけど。 

 

【水源師】 

それは、理解はできないです。なぜかといったら、結局、私の情報を持っているのを検証

しないで理解しようとするのが、まず無理。だから、私の言ったことをまず覚えていて、文

献をどんどん調べていけば、パズルのようにやっていきますから。それですぐ分かったら、

                                                
1 燃燈、嬌陣如、吉祥、善意、離婆多、所照、高見、蓮華、那羅陀、蓮華上、善慧、善生、

喜見、義見、法見、悉達多、帝沙、報沙、毘婆尸、尸棄、毘舎浮、拘楼孫、倶那含、迦葉、

釈迦（以上、敬称略）。 
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すぐあなたは涅槃に行きますよ。お釈迦様でもできないことを私はできません。ただね、私

の言ったことを全て検証していったら、パズルのようにひも解かれていきます。それをただ

自分が何もしないで教えてくれ、これは無理。書いている本が正しい、一体、誰が書いたの

か、それも分からない。 

だから、偉い先生に本当に出遇って修行ができると、それをまず願わなければ。自分しか

ないんです。道は示します。でも、それをしなければ、100年たっても一歩も出ません。ただ

今やらなければ、いつの世にこれができるかということ。だから、五万と本もあるし、五万

と読んでいるけれども、一体、本当にこの本を読める人は、日本に何人いるのかな、という

ことで。 

でも、皆、本を読んだらすべて分かると。大学のね、大学院の博士課程でも分からないの

に、そういう一生勉強しても、一般の人はすぐそれを見て分かると。これ自体が、はっきり

言って一切顛倒、おかしいということ。そう思い込んでることが、またおかしいと。科学的

に分析できると、心理学者のお医者さんが私のところに来るのに。この阿呆のところに。そ

の心理学のお医者さんですよ、1人や2人じゃないですよ。それを頭に詰め込んでできると、

本を読めば。その最先端の方が死に直面しているわけですよ。 

あるお医者さんは、すぐ人が死んで、すごい現象を見るわけですね。それで私の報告した

こととピタッと合うわけです。「実はこれこれ」、「なるほど」と。そういう人はね、普通のお

医者さんじゃないですよ。心臓外科といって、トップ級なんですよ、お医者さんの中でも。

だから、こういう人を差別しているわけじゃないです。こういう人たちはね、真剣に現場で

心を研ぎ澄ます包丁のように研ぎ澄ましているから、私はもっとすごいことをカナダで言っ

ていますよ。でも、こういう人たちが、教授連が集まってきますね、私のところにはなぜか。 

一般の人は付いてこられないみたい。というのは、真面目に来る人はそういうことで、結

局、そういうふうに話がいくわけです。だから、今度はクラスを分けて、もっと易しいクラ

スとかにしなければいけないかな、と考えているけれども。やはり易しいクラスを望む人は

ね、すぐに悟りに行きたい、すぐに知りたいとなるわけ。そういうことはね、小学1年生に入

ったら、すぐに大学院卒業ということを願っているわけ。それはできません。誰もできませ

ん。という考え違いをしているわけ、宝くじが当たるみたいに。 

偉い先生に付けば、すぐ理解できる、できません。それはただ自分で努力して、その道を

歩いていく、それだけしかないです。それも徹底的に帰依して信じていけば結果がでます。 10

年、15年、20年と「ああ、先生が言っていることはそのとおりだ」と。という私の体験です。 

だから、「その常識論を捨てなさい」と、まず仏教では誰でも言います。常識論でいけば瞑

想もできないで、結局、パティパッティ（文献学）で終わります。パティパッティというの

は経典を見て考える。でも経典を見て考えても、基礎が、意味が何か分からなければね。初

禅、第二禅定、第三禅定、体験もないのに、それだけ頭に詰めてどうしますか。 

そのうちに第八禅定なんて。これはカシナ（十遍）の行の中の、無色（むしき）の行の方

です。理解できました？ できないでしょ、できないのが当然。体験がないから。無色とはど

うか、色（しき）とはどうか。全然観ていない、触っていないわけです。想像もできないエ

リア。それは瞑想すればすぐに出てきます。 
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【参加者】 

無色が分かるんですか。 

 

【水源師】 

もちろん。無色というのは、第五禅定から入ります。第五禅定。無色、物質のない世界。

それが第五、六、七、八禅定。第一、二、三、四は色の有、物質の瞑想に入ります。だから、

そう言ったってさ、どうしますか？ こういうことをいつまでして。 

それよりは、徹底的に阿弥陀様に帰依して「有り難うございます」、これは間違いありませ

んから。本当にその世界があります。もし仏法を間違ったら、この次の世は本当に大変なこ

とになります。このまやかしによって、人間界に生まれることはまずありません。仏法はい

じるものではありません。本当に九死に一生を得て、この法を持ってきたから。これをいか

にして完成させるか、完成させなくても、心から知っていくと。文字ではできません。「不立

文字」、文字では教えることができません。だから、達磨大師が中国に来たわけです。あとは

もう全部、字遊び。「南伝、南伝」といいますけれどもね、本当に法を体験できるのは、本当

の少数ですよ。 

でも、諦めずに参加して一生懸命やるところがいいわけです。そして、参加して、心から

やるから必ず出ます。それをね、ただやるから、すぐ現象を起こしてもらうとか、そういう

ことは、これはね、ありがた教になります。非常に恐ろしい方向にいきます。皆は、ありが

た教が大好きでね、拝めばいいことばかり起こると。まあ、そういうことですけれども、非

常に面白いです、楽しいです、悪いけど。 

 

【参加者】 

難しいです。 

 

【水源師】 

それは、あなたが難しくしていることであって、何も難しくない。なぜかといったら、こ

の前の生駒の修行で、すごい方が一人、出たんですよ。ムディター、歓喜の世界に入ったと。

大変なことですよ。私も驚愕しました。だって、その大乗でも現在、何人出るかどうか。話

を聞いてパッとすぐに分かった。非常に私としてはたった1人、死ぬまで1人出ても大変なこ

とで。 

まあそういうふうに、そうですね、悪いですけれど、全部、空っぽにして。コップにいっ

ぱい入れば、修行できません。特にね、コップの中の汚い水は飲めません。というふうに、

アーチャン・チャーは言っています。「一切の考えをまず捨てなさい」と。そこからですね、

もし仏教をするとしたら。その前段階で六祖大師が言いました。「心に仏を入れてください」

と。それからです。ということは徹底的に心から帰依するしかないわけ。どうでしょうか。

あとは個人インタビューで。 
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法話集も待たせましたけれども、今、27に入っています。今年中には全部、報告できると

思います。大変、協力していただいて、有り難うございます。というのは、今回も九州から

北海道から、皆さんたくさん読んでいるのですね、だから、すごい功徳をしています。とい

うのは「会社が忙しいから、出席できないし、ただこれだけが頼りです」という人が、やっ

ぱりすごい手ごたえが東京の方でありました。だから、私も非常に皆さんと一緒に、こうし

て新しい家をつくっていくことで、とても感謝をしています。がんばってください。 

 

 

 

 

 

生駒山での不動尊護摩供の火 
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