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水源禅師法話 

法然上人の三昧発得1  

「法」のことについてのお話から始まりましたので、私の旅のダイジェスト版をちょっと

後回しにします。 

面白い文献（論文）が手に入りまして、「法然の「三昧発得記」2の臨床心理学的研究」と

いう文献をちょっと読ませていただきました。やはり体験のない学者様が書くもので、相当

な誤解が発生しています。そのサマーディ（三昧）ヴィパッサナー（観）、これが仏陀の教え。

それが「何々三昧」になりますね。それで「発得記」というのは「それを獲得した」と（い

う意味）。サマーディに入るにはジャーナ（禅定）が必要でございます。ジャーナに入るには

ノン・ジャーナ・メディテーションとジャーナ・メディテーション、二つの方法があります。

これが結局、現代においては…。法然上人（1133-1212、日本浄土宗の開祖）のときは、どう

も分かっていたみたいです。 

お釈迦様がこの手法を教えたということであれば、お釈迦様は『四念処経』『サティパッタ

ーナ』の中で「アナパナ（入出息念）3、サティパッターナだけが、ニッバーナ（涅槃）に達

する手法である」と。だから、アナパナは非常に重要な瞑想法であります。その四つの瞑想

法とは、結局、マハシのカーヤヌパサナー（身随観）、身体を使う。それからゴエンカ氏のヴ

ェーダナヌパサナー（受随観）、感覚（を使う）。それからチッタヌパサナー（心随観）は「禅」

ですね。それからダンマヌパサナー（法随観）がパオですね。この四つの手法。一つをやれ

ば、他の三つをできなければいけません。 

それで（これらは）四つ組み合わさって、ピラミッドみたいな恰好になっています。その

底辺になるのが、結局この四つ。これを使って護摩焚きとかね、タントラヤーナ（密教）の

力を発生させることがあるのです。だから昔、密教がインドからスリランカを通って、ボロ

ブドゥール、インドネシアに行く前に、やっぱりスリランカで非常に深く研究されてやって

いました、大体 AD 5～7 世紀くらいの頃。ボロブドゥールはその後、龍樹菩薩の第一弟子、

龍智、金剛智、不空三蔵が、恵果阿闍梨に中国で教えて、弘法大師と 1200 年前、日本に来て

います。その 200 年後、今から 1000 年前、インドから来たリンポチェが 13 年、ボロブドゥ

ールで修行して、直接チベットに行ったわけですね。その系列が今のダライ・ラマさんです。

                                                
1 三昧の境地を得て、仏や浄土のありさまをまのあたりに感見すること。Samādhi は「三昧」

「三摩提」「三摩地」などと音写され、「定」「正定」「等持」などとも意訳される。 
2 建久 9年（1198）1月 1日から 37日間、法然上人（当時 66歳）が毎日 7万遍の念仏を行い、

称名念仏中に阿弥陀仏・観世音菩薩・大勢至菩薩と浄土の荘厳をまのあたりに感見したこと

が記された書。法然上人は弟子の源智上人に相承し、秘蔵されていたため、非公開であった。 

現存する書写本のうち最古のものは、親鸞聖人『西方指南鈔』中本「建久九年正月一日記」。 
3 ānāpāna：āna（アーナ）は息を吸うこと、pāna（パーナ）は息を吐くこと。アナパナサティ、

安般念（安那般那念）などともいう。第四禅定に至るまでの集中力を育てるのに非常に効果

的な瞑想法。 
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その当時はすべて最高の法であるという密教が使われていたのですけれども、密教に入るに

はジャーナが必要なわけです。 

ですから、この法然上人の「三昧発得記」を見ても、カシナ（十遍）1の手法を使っていま

すね。サマーディ。カシナといって、非常に重要で 10 の subject（教科）があります。水を

観ること、「水相観」書いています。「地相観」書いています。その応用編も書いています2。 

ということは完全にニミッタ（丹光、禅相）の使い方が分かっているということ3。だから、

ニミッタのことが、おぼろげながらに書かれていますけれども、現代においては、一体ニミ

ッタとは何か、ジャーナとは何か、頭では絶対、解析できない。（解析できる方法は）体験し

かないわけです。結局、この答えを使って心が進化します。この身体というのは非常に大切

なもの。この身体は奇跡的なもので。この身体なくして仏法は学べないわけです。 

 

頭で考えた仏教、ボロブドゥール、ロシアの隕石 

イメージ化とか、頭だけでインプットするといってもね、リンゴの味はインプットできな

いわけです、見ることはできても。実際にかじって、感触を感じて。 

インフォメーション（情報）がね、大体、人間は 1 刹那（1/75 秒）に 40 ファクター受け

取りますけど、自然界には 1100万のファクターがあるわけです。だからよく霊界でもね、カ

メラを使えば幽霊（餓鬼）が見えるわけです。その違うバイブレーションのね。だから、天

体を見てもね、私たちの目には見えないけど、この前ボロブドゥールでお月様を撮ったらね、

お月様の光がバーッと回っているわけ。それで flashing するわけ、ダーッと満月が。これ

を動画で撮っていたから証明できるけど、私が口で言ったら「おかしい」となるわけです。 

そういうふうに、人間は大体 40ファクターしかないわけです、見えるのが。それで、こう

いう学者様がやっぱり体験ができないものだから、その「patipatti」（信、解）4、「文献を

                                                
1 白、茶、黄、赤、地、水、火、風、光、空間を観て瞑想し第四禅定まで行ける。 
2 『仏説観無量寿経』に説かれる定善観法十三観（日想観、水想観、地想観、宝樹観、宝池

観、宝楼観、華座観、像観、真身観、観音観、勢至観、普観、雑想観）のこと。前の七観を

依報観（阿弥陀仏の浄土の様相を観察する）、後の六観を正報観（仏や菩薩などを観察する）

という。また、日想観・水想観・像観を仮観（浄土の真実の荘厳を観想するための手立てと

して観ずる）、他の十観を真観（浄土の真実の荘厳と阿弥陀仏の真身とを観想する）という。 
3 善導大師（613-681）『観経疏』（『仏説観無量寿経』の註釈書）を解説した、良忠上人（1199-1287）

の『観経疏伝通記』に「五大空観は『禅経』及び『雑心論』に出在せり」と述べられている。

随慧師（1722-1782）の『観経疏讃仰記』には、この文が引用され、冠註に「『禅経』とは、

今、案ずるに『達磨多羅禅経』〔つぶさに禅法要解経と名づく〕下巻にいわく」と、水源禅師

の将来された『達摩多羅禅経』が引かれている。その後、『観経疏』を解説した、顕意上人

（1239-1304）の『観経疏楷定記』も引用され、その文には「これ諸経論のなかの十遍処観に

准ずるに、略して入観の方便となす」と、「十遍処観」（カシナ）の語が出ている。 

（善導大師は中国浄土宗第二祖、良忠上人は日本浄土宗第三祖、 

随慧師は真宗大谷派の学僧、顕意上人は浄土宗西山深草派の記主） 
4 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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研究する」という、頭で考えた仏教をやるから、こういう研究論文ができます。だから、こ

の方は立派な学者様ですけれども、やっぱり情報がないものだから、彼なりに解析したわけ

ですね。1 月 1 日から 2 月 7 日までのも 37 日間。これはね、「37」という数字は非常に重要

な意味を持ちます。この指摘をしたのが、レディセヤドー（1846-1923）です。 

今回、私がミャンマーのサガインを訪ねました。そこには仏教大学があって、常時 2000人

から 3000 人のお坊さんが勉強しています。この源流はレディセヤドーからの大学であって、

今から 150 年前。それで、その中で私が発見した文献では「三十七仏1の行をやれば、弥勒仏

を待つ必要がない」。南伝では二十八2しかないわけ、仏（ぶつ）が。つまり、レディセヤド

ーといえばトップ中のトップなわけですね。今のミャンマーの仏教をつくった方なわけなの

です。この方が三十七仏を唱えているわけです。37日間で三十七の菩薩か何かをイメージし

ながらやられた行であると。だから「37」という数字がでてきます。 

ですから、今回ボロブドゥールで護摩焚きをやったときは、第四禅定を使いながら、あの

三十七仏の真言を入れました。そうしたら、このボロブドゥールの丘が動くのですね、ダー

ッと。地震じゃないのです、動きます。震える、大地が振動する。それで 1200 年前に造った、

この巨大な遺跡が始動し始めたわけです。だから伊達にね、太古のピラミッドは造られてな

いわけなのです。エジプトのピラミッドもちゃんと作動しています。マチュピチュのマヤ、

ユカタンのピラミッドもちゃんと作動しています。人間界には見えないけど、巨大なエネル

ギーをピューッとあそこから発射するのですね、この地球を守るシステムがあるみたいです。 

それで、あの有名なマヤカレンダーの 2012年 12月 21日。あれには訳があるわけなのです。

それで「消滅する」「破壊する」と。それで、ロシアからの information によれば、「それが

1月の後半になります」と。天体の動きから見て、あり得ないわけなのですね。Planetary (惑

星) とか、その planet の並び方、それから地球、太陽。もうそれは 2012 年の 12月 27日を

過ぎてしまっているわけ。それで、去年（2012 年）から「2012DA14」3という隕石4が地球に

向かってきているわけなのです。20万トンクラス。これがね、この前、大爆発したでしょう？

2013 年 2月 15日。下手したら私たちは現在、存在していないわけ。 

プーチンがものすごく頭に来てね、アメリカに向かってロシアの全爆撃機を発進させたの

です。アメリカが何をしていたかと言ったら、アラスカの HAARP（ハープ）5、グアム島の HAARP、

                                                
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）。 
2 作欲、作慧、作依、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）。 
3 アテン群に属する地球近傍小惑星の一つ。2012年 2月 23日にスペインのラサグラ天文台で

発見された。 
4 2013年 2月 15日（YEKT）9時 20分 26 秒、ロシア連邦ウラル連邦管区のチェリャビンスク

州付近で発生した隕石落下。 
5 高周波活性オーロラ調査プログラム：高周波を使用することにより電離層の挙動を観察す

ることを目的としているが、詳細は米政府の機密となっているため不明。 
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それからノルウェーの HAARP、三つを使ってこれをキャッチしようとして持ってきたわけ。

理由としては、今、アメリカが借金で大変、苦しんでいるでしょう？ 借金をご破算にするく

らいのミネラルがあるわけ、この石（隕石）に。という理由だけれども、実際には、広島の

原爆の 300 個分、ロシアの空中で空中爆発させたわけ。いったん間違えば、そのときアメリ

カが一つでも ICBM（大陸間弾道ミサイル）を発射したら、ロシアは全部発射していた。 

というふうに、私たちには明日ということはあり得ないわけ。何が必要かと言ったら、本

当の真理を分かれば、この身体が破壊されようとも、すぐ他の生命体に転生します。全く、

問題ない。ところが、そういう法を持たずして、ただ生きた場合には、どこに吹き飛ぶか分

かりません。来世が皆さんにあるわけなのです。 

 

スマナサーラさん、ブッダゴーサと六祖大師、信心と念仏 

だから今回、非常に東京で問題になったのは、南伝仏教のスリランカの「スマナサーラ仏

教」ですね。あのスリランカの仏教とか何とかは関係ない「彼の考えた仏教」ですね。「色即

是空はあるけど、空即是色はない」と。 

私がパオで大論争して、パオ僧院のナンバーワンと談義したわけですね、最終段階で。 

そのときに「【水源師】色即是空、空即是色の因果関係はいかに？」と。そうしたら「【ウ・

レヴァタ長老】私の教科書にあるのか？」と。「【水源師】ありますよ、最後のページの 5 段

目に書いてあるじゃないですか？」と。（ウ・レヴァタ長老は）回答できなかった。 

ところが、そういう行もしないで…。これは南伝仏教ではブッダゴーサ（5世紀頃）、最高

の秘伝です。だから経典仏教（理論仏教、哲学仏教、学問仏教）の恐ろしさは、こういうこ

とにあるわけなのです。修行もしないでベラベラ書きまくって、皆を惑わすと。それが今、

ベストセラーになっている。この日本を破壊するということです。それに対して、大乗の方

が誰も言わないわけです。 

私が南伝仏教の本殿に入って、現代、南伝ではパオが最高位なのですよ。そこを代表する

方（ウ・レヴァタ長老）と討議をやったわけですね。11カ月目に、それは絶対にあり得ない

超ハイスピードで行を通過して、そして最後のことを私が逆に質問したら、彼が答えられな

かったということで、驚愕したわけです。だから今、南伝仏教では何を目指すかと言ったら

サマーディ、このことです。サマーディ、「禅」をいかにして習得するか。だから、パオの最

高位のティーチャーズクラスが、私に質問に来るわけ。「どうしたら、これが獲得できるか」

と。このことなわけ。 

今この日本でこういう文献（「三昧発得記」）があるけど、何の意味か誰も分からないわけ。

それ（サマーディ）が分かれば、すぐこれ（「三昧発得記」）が解析できます。何を変えて、

どうすればいいか。ここには「ジャーナ」という言葉があるけれども、第一か第二、第三、

第四、どのジャーナを使うか、一つも書いていない。 

ブッダゴーサの『Visuddhimagga（ヴィスッディマッガ）』（『清浄道論』）には「第四禅定を

使ってカシナに入る」と、ちゃんと書いてある。「その獲得方法はどうするか」ということを

パオがちゃんと教えている。それはお釈迦様の教え。これでサティパッターナという本題に
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入っていくわけです。ということは、昔の人はやっていたというふうにしか思えないわけ、

書いてある内容を見たら。現代では分からないから、現代の人が完全にすり替えて、皆が混

乱しているということで。 

特に一番「色即是空はあるけど、空即是色はない」と（言っているスマナサーラさんは）、

修行はしていないわけですね、この人は。全然、修行してないわけ。彼が言うのは「頭で考

えた個人仏教」です。「照見五蘊皆空」、「five skandhas」。「色受想行識」を「five skandhas」

「五蘊」と言います。ヴィパッサナーでこれを全部、観ます。だから結局、彼は南伝のブッ

ダゴーサの「論文」を使って書いているから。「アパバッタ・パバッタ（無流転・流転）、ス

ンニャータ（空）」と、最後のページの 5行目に書いてあるのだけれども、それが何を意味す

るか分からないわけ。ところが、私は『般若心経』を知っているから、すぐ分かるわけです。

「この因果関係を説明してください」「あなたの教科書にはちゃんとありますよ」と。今だに

分からない。 

だから、この『般若心経』のすごさということが、ここであるわけ。というか、これをや

るのは、どうしてもブッダゴーサのヴィパッサナーをやらなきゃいけないわけ。ところが、

これは非常に難しい手法で、レディセヤドーも言っているように。中国の六祖大師（慧能大

師）がとっても難しい行であるから、直接の空の世界にもっていったわけです（禅）。達磨大

師はね、今の南伝と少しも変わらない。ヴィパッサナー（観）、サマタ（止）、ニミッタ（丹

光、禅相）、ジャーナ（禅定）、すべてやらなきゃいけないように書いてある経典があるわけ

です。彼がそれを中国に持ってきたわけで。ダンマヌッパサナー（法随観）。 

結局、大天才である六祖大師がね、空に直接もっていくと。結局サンカーラ（行、形成作

用）を深く観てね、「行深」（ぎょうじん）ですね。「観自在菩薩行深」の「行深」。どこに問

題があるかと、執着、間違って執りつかれた考え方がどこにあるか、ということを解き放つ

ところが taṇhā（渇愛）。それを愛欲とかいうけれど、そうではない。間違った考えで、今ま

で延々と生きてきたから、ここをぶち壊せば、完全にニッバーナ（涅槃）に行けると。だか

ら、私が今回、スリランカに行ってチェックしたのは、ここをどこまで解析したかと。因果

の関係の中のカルマ（業）の中のアッタ（我）・アナッタ（無我）、我・無我。ただ「無我無

我」と言ったって、一体「我とは何か」「無我とは何か」、ちゃーんと観えるわけなんですよ。

その観る手法、ヴィパッサナー（観）で観えるわけなんです。 

どういうふうにして観ればよいかと言えば、「まず夢を自分で書き留めて、その中から心を

ずーっと観ていく」わけなんです。その（夢の）中での自分を観る、どこまでも観ていくわ

け。そうしたら、やっぱり私の弟子も大乗 15 年、テーラワーダ（南伝）15年の 30 年クラス

で、相当なところまで行って、もう十分に人に教えられる、テクニック以上のダンマ（法、

真理）を持っているから。だから、仏教とは何も難しい、そういうことではないわけです。

結局、それだけを追跡していくだけで身体がもうすべて治るし、バイブレーションが整うし。

平安、ウペッカー（捨、静寂）の世界というのは、ニッバーナの世界にまっしぐらに行くと

いうことですね。 

まあ、そのことのために「念仏」というのがある。「念」というのはね、「信念」。「信」は

サッダ（saddha）、完全に帰依する。それから「念」はね、サティ（sati）、mindfulness（マ
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インドフルネス）。心が本当に好きな花とか、好きな食べ物とかに奪われるでしょう、それを

「念」、「今の心」。それに「仏」を足して「念仏」になるわけ。「仏」を subject として、mindful

（マインドフル）にずっと観ていくと。それが阿弥陀様になるか、ゴータマ仏陀になるか。

それがまた公案になるか、「信の心」で、つまり「仏性」がそこで開発されるわけ。「仏性」。

すべて（のものが）仏性を持っていますから。そのことによって、今までの過去世のいろい

ろな因果・カルマ、悪いカルマがパーンと消えてしまうんですね。それを観た瞬間に。 

 

龍樹菩薩と密教 

それを今回、ボロブドゥールでやった。これは、この龍樹菩薩（150 頃-750 頃）はすごい

方でね。お釈迦様が「私が死んで正法後 500 年に、私が足元に及ばないすごい方が出現する」

と。「正法後 500年」と言ったら、ちょうど達摩大師か龍樹菩薩。それで今回、分かって確定

したのは、龍樹菩薩様です。龍樹菩薩は AD の 2 世紀から、阿弥陀の国に往（い）ったのが、

AD8 世紀。600 年生きたわけです。600 年、ナランダ大学の学長をやったわけ。一説によれば、

AD2 世紀の龍樹、AD800年の龍樹という同じ名前が二つ偶然にあったと。 

ところが、今回、私がミャンマーに行って、ウ・コビタさんという比丘がね、AD968 年に

生まれているわけですね。それで、30歳のときに比丘になったから、今、比丘のワサは 1016

ワサ、今度 1047 歳。その弟子がウ・パンディタ 758 歳。そのもう 1人の弟子が 561歳、シン・

オッタマヨと言って。その下が 204 歳のバドゥー・タン・アンというウパサカ（Upāsaka、優

婆塞：男性在家信者）です。比丘ではありません。だから、白い服を来て、サマネーラ（沙

弥）で。 

それで、その手法、どういうふうにして（寿命を）延ばすか、ということで見たらね、や

っぱり、その龍樹菩薩の最高の秘法は「錬金術」なんですね。石ころを金に変えてしまうと。

そういうことが経典に書いてある。そこでは火を使って、鉄を金に変えて。金に変える力が

出たら、今度、本当の秘法を教えて、寿命を延ばす行に入る。 

その（ミャンマーの）バガンというところは、結局その Maha Muni（マハムニ）といって、

仏が衣（ころも）に鎧を着ているわけ。その仏がミャンマーで最高の聖なる仏像なのですね。

願いがかなう。それで、建て方を見たらね、すべて密教造りになっているわけなのです。四

方向に仏があるわけ。結局、阿閦（如来）、宝生（如来）、阿弥陀（如来）、不空成就（如来）、

と四方向。それで、（インドネシアの）ジョグジャカルタに行ったら、（あるのは）ヒンドゥ

ーのお寺1だって言うけど、全く間違いです。まさに、（ミャンマーの）バガンスタイルの密

教のお寺でした。 

                                                

1 Candi Lolo Jonggrang （チャンディ・ロロジョングラン）のこと。別名「Candi Prambanan」

（チャンディ・プランバナン）。インドネシアのプランバナン寺院群の中でも高くそびえ建つ、

ジャワ第一の遺跡。 
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左からウ・コビタ比丘（1046歳）、ウ・パンディタ比丘（758 歳） 

シン・オッタマヨ沙弥（561歳）、バドゥー・タン・アン優婆塞（204歳） 

 

 

 

だから、そのちょうど 1000 年前にね、今のダライ・ラマさんの始祖がバガンを通って（中

国の）シャングリラ、雲南（Yunnan）に入りながら、その経路で（チベットに）上がって行

ったわけ。結局、グル・リンポチェ（パドマサンバヴァ）、アフガニスタンで蓮の花から生ま

れたという密教の大天才の年代の、そのちょっと前だという。というふうに見たら、結局、

ミャンマーの 1000 年前は全部、密教。スリランカもそう。それで、そのタイ王室の建物を見

たら、あの「ガネーシャ」1を飾っているわけですね。これは密教の「歓喜天」です。それで、

（カンボジアの）アンコール・ワットを見たら、やっぱり密教造りで、ヒンドゥー造りとは

関係ないような造りです。なぜかといったら、私が今から 10年前に在家のときに、頭を剃っ

てウパサカみたいにして、ここにヴィブーティー2を付けて。「お前はヒンドゥーか？」「はい」

と。それで奥殿に通されて、奥殿の内容をちゃんと見ているから。造り方が全然、違うわけ

です、ヒンドゥーと仏教の奥殿の造り方が。 

                                                
1 ヒンドゥー経の神の一柱。日本密教では歓喜天（聖天）がガネーシャに起源をもつとされ

る。チベット仏教では、ガネーシャ（象頭財神）は大黒天に調伏された姿で描かれるが、観

世音菩薩が本地とされる。 
2「神聖灰」のことで、サンスクリット語では「力、能力、偉大さ、繁栄、威厳、荘厳、光輝、

灰等」を意味する。 
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だから、そういうことがあるから、結局、一般に書かれている本をそのまま信じてしまえ

ば、間違ったインフォメーション（情報）で、次の世界でうまいこといかない。だから、本

の読み過ぎで、その「法然の「三昧発得記」の臨床心理学的研究」。すごいタイトルを付けて、

もう騙されてしまう。仏教は修行以外では解析できない。だから、お釈迦様は「patipatti1（文

献学）、頭で考えるのをやめてください」と。「pativedha（瞑想）で修行してください」と言

っている。2 

だから今、南伝仏教も覚えている私が最大に危惧しているのは、スマナサーラさんがベス

トセラーで「色即是空はあるけど、空即是色はない」と。北伝には「色即是空、空即是色」、

ちゃんと書いてあるのだから。修行を全然してないわけ。それで、それがベストセラーにな

って「『般若心経』は間違えである」と。人は好きなわけです、そういうことが大好き（笑）。

騙されて。それに反論するお坊さんが一人もいないということで、明快に言いました。 

「パオの実情も非常に誤解されて、正式な方法が日本に伝わっていない」ということを覚

えてください。「日本にはすべて正式なものが入ってる」と、実際はそうではないです。 

 

マシュー・リカード氏、ミャンマー・韓国・スリランカの旅 

特に今のマシュー・リカード（Matthieu Ricard、マチュー・リシャール）という方ですか？

日本で慈悲の瞑想。これはね、ブラフマ・ビハーラ（brahmavihāra：四梵住）3を変形させた

ものであると。ブラフマ・ビハーラを変形させるという力があるのであれば、ナーマ・ルー

パ（心・体）、四界分別（地・水・火・風）、それから、その心の状態がどういうふうに観え

るか。それくらい観えなければ、そう簡単にお釈迦様の教えた方法を自在に変えるというこ

とはあり得ないわけです。そこで私は、ダライ・ラマさんが今から 36年か 7年前に直接こう

して「一番大切なところは四大、地・水・火・風ね。この四大、四界分別をしっかりやって

ください」と。 

それで私が直接この方（マシュー・リカード氏）に「では、そのルーパ4、四界分別はどの

ように分析しますか」と。（マシュー・リカード氏は）回答できなかった。私がショックを受

けた。なぜかといったら、彼はね、龍樹菩薩の『大智度論』くらいの哲学書籍をパッパッパ

ッパッと言うんだから。それで、韓国のお坊さんも、お手上げです、哲学と哲学でしょう？

彼はフランス第一級の哲学者の息子だから、小さいときから教えられているわけ。だから、

                                                
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。 
2 法然上人の遺訓『一枚起請文』にも「学問をして念のこころを悟りて申す念仏にもあらず。

ただ、往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して疑いなく往生するぞと思いとりて申すほか

には、別の子細そうらわず」と、私の説く念仏は、学問して念仏の意義を知って称える念仏

ではなく、ただ念仏申せば往生せしめられると信じて称えるほかにはない、と示されている。 
3 四無量心（慈悲喜捨）の瞑想：慈・悲・喜の瞑想は第三禅定まで、捨の瞑想は第四禅定ま

で行ける。 
4 rūpa（色）：変化する物質。 
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日本の仏教が哲学を真似て、それと戦うわけにいかないでしょう？ 誰でもシャットアウトさ

れる。ただ修行した者から（質問を出して）「それに回答してください」と言っても、できな

いわけ。（修行）してないから、分からないから。ところが、本家本元のダライ・ラマさんが

「（修行）してください」と。（彼は）修行してなかったわけ。それで、そこにいるリンポチ

ェが回答できないということに、私は本当にショックを受けて。というふうに、何が本当の

仏教でどうすればよいか、ということであるわけなのです。 

いろんな手法を使ってもいいから、仏教に目を向けてくれる。それはよいわけ。ただ、そ

れによって間違った手法で、死ぬときに行きたいところに行けない、ということがあるわけ。

正しい法を持てば、一刹那に七つのドアが開くわけです。心というのはね、非常にハイスピ

ードな、あのスーパーコンピュータで 30 atto second、非常に短い単位ですよ。その間に、

7 回、心に刻むのです。だから絶対忘れないわけ。だから過去もきれいに観えるわけ、その

（観える）力があれば。だからニミッタの修行をさせるためには長時間、坐らせます。きれ

いに観て、その「因果関係」を調べるために。どうして私はここに生まれて、なんのために

こういうことになったかと。ということによって、次に生まれる皆様が善いところにいてほ

しい。また、善いところに行くことによって、宇宙の叡智に近づく。そうなれば、あなたは

周りの人を幸せにできますと。世界もうまくいくと。ということで「私」というものはない

わけです。私たちは、すべて慈悲の中で生きているわけなのです。 

 

だから、2013 年 2 月 15 日。一瞬にして私たちは消え去るところだったわけ。知らなかっ

たでしょう？ 経済とか変なことばっかり言って（笑）。だから、こういうところに来て、一

つのダンマでもつかんでくださいと。それが私の主題で、今回、パオセヤドーとも談義して

「【パオセヤドー】全くそのとおり」と。「【水源禅師】法には、テーラワーダ（南伝）も大乗

も密教も何もありません、一つです」「【パオセヤドー】そのとおりです」と。皆さんが、い

かに進化して、宇宙の素晴らしい生命体のところに行けるかと。最高は涅槃世界、仏界に行

くことですね。それで今回、韓国で、日本で護摩行を終えてね、そのときにやっぱり不動明

王も観えるし、すごい体験して、すごい究極の教えを受けたわけなのだけれども、そのとき

に。そのときは第四禅定を使いながらやっていって、第九禅定は使わなかったですね。 

そして、韓国に行って、またその力で比丘・比丘尼を教えていくときにね、やっぱり一番

の今の韓国の問題はね、幽霊（餓鬼）の問題が発生しているわけなのです。その家が幽霊に

とり憑かれたら、次から次へと連鎖反応が起こっているわけ。それをストップさせて。それ

でもう一人は生まれたときにね、双子だったけれども、一つの身体に二つ入っているわけ、

霊が。自分ともう一つ。そういう現象がトロントでは、いっぱい見える。キリスト教はね、

天国か地獄なわけだ。幽霊はいないわけ。ただ、カトリックは purgatory（煉獄）1といって

「中間に、そういうところがある」と。 

 

                                                
1 purgatorium（ラテン語）：キリスト教、カトリック教会の教義において、小罪を犯し地獄

に行くまでに至らないが、すぐには天国へ行けない霊魂が苦しみを受けながら浄化され、最

後の審判を待つとされる場所及び、その状態。 
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ところが今、カトリックの法王が辞めて、精神界が大混乱を起こしているし、イスラム教

でもイスラム同士が戦って、もう頼るところが一つもないわけ。このことは「2010 年 12 月

21 日から、これから 2 年間は大変重要な時期です」と。「2012 年 12 月 21 日の後からは、瞑

想とかそういう精神界に入るのは、非常に難しくなります」と、（以前、私が言った）そのと

おりになっているわけなのです。1 

それが結局、私がスリーパーダ2（で護摩焚きをしました）。お釈迦様が悟りを開いて、全

宇宙の仏に報告に行ったわけなのです。それがスリーパーダで、スリランカにあります。そ

れで、その足跡が今でもあります。そこで 5 時間、こう護摩焚きをやったわけですね。ダー

ッと石の上で。そうしたら、月と太陽が同時に見えるわけ、雲が晴れて。そこは 2243m とい

って、南国だから、いつも頂上が曇って、めったに太陽が見えないわけ、雲に囲まれてしま

うから。外からは晴れているけれども、山頂では見えない。そうしたら、やっぱり 5 時間、

ずーっと西の方向に、こういう輪っかの空が見えるわけですね、崩れずにダーッと、天界が

見守っていると。それで終わる 20分前に、すべての雲が吹き飛んで、太陽と月が同時に悠然

と大空に浮かんでいました。 

それで、そこに日本山妙法寺という日蓮宗系のお寺があって、そこで 35年間、トントント

ントントンと毎日、上がるんだけれども、35年やって 1回だけそれを見たと。だから、本当

の護摩行をやれば、この地球のためにもなるわけなのです。もちろん、スリランカのため、

全人類のためにお祈りして。 

 

1980年と 2013年に到来していた危機 

奇跡的に私たちが生きているというのは、これが 2回目なのですね。1980 年、ロシアの核

弾頭、その作業員がコンピューターに、もう四方八方からミサイルが飛んでくるわけ、ダダ

ダダーッと。それで、上司が「発射しろ」と言ったけど、発射しなかったわけ、なぜか。そ

のときは雲が反射して、ミサイルが発射したように見えたの。そのようなハリウッド映画も

ありました。実際に起こったことなのですね。1980 年、ボタンを押せば、私はもう…この世

はないし。今回もプーチンが全核戦闘爆撃機を発進させたわけ。クルーズミサイルに核弾頭

をつないで、1個に 3000km 飛ぶわけですね。発動させて、アメリカのミサイルが 1発でも飛

んだら、すべて ICBM（大陸間弾道ミサイル）でやり始めるでしょう？ 生き残りで核戦闘爆

撃機で突っ込んでいくわけです。それがまた 3000km 離れたところからね、バーッと発射する。

（そうなっていたら）私たちは生きてないわけ。 

2 回目は、科学の間違った応用でヴェッセルビームといって、結局、グアム島。それから

アラスカ。それからノルウェーのこの HAA RP（ハープ）3を使って、隕石をキャッチできるわ

                                                
1 『水源禅師法話集』第 6巻 20頁・下から 5行目以降参照。第 5巻などでも言及されている。 
2 スリランカの聖山。毎年、日の出を拝もうと、多くの巡礼者が山頂を目指す。 
3 高周波活性オーロラ調査プログラム：高周波を使用することにより電離層の挙動を観察す

ることを目的としているが、詳細は米政府の機密となっているため不明。 
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け。スーッと持ってこられるように軌道を変えていたわけです。 

だから陰ではね、一体何が起こっているか、私たち衆生には分からないわけです。こうい

う information（情報）の現実を教えるというのは「一日も無駄にしないで、一刻も早くダ

ンマ（法、真理）を獲得してください」ということ。5分でもいいです、10分でもいいから。

浄土禅（念仏三昧）でもいいです。そうでなければ、瞑想でアナパナ1（入出息念）をやると。

そうでなければ坐禅の方でもいい。心を静かにしたときに、水のように、こう表面にきれい

に波が立ちませんね。そのときにスッと自分の心が観えます。これも一つのダンマです。こ

ういうことによって、真理を、こういう世界があるのだと（理解できる）。 

 

親鸞聖人の餓鬼済度 

この身体はかげろうのように、一瞬にして（どうなってしまうか）分からない。運よく預

流果の世界に行けば、四悪道（しあくどう：地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界）に堕ちない、

というわけです。餓鬼界といっても、何か親鸞聖人（1173-1262）の文献2を読ませてもらっ

たのだけれど、その親鸞聖人が、ある岩の洞窟のところに行ったら、そこの氏神（筑波権現

の使い）が出てきて「その洞窟の中に入って行ってください」と。そうしたら、たくさんの

幽霊がおった、餓鬼がおった3。それで「一日一滴しか水を飲めない」という苦しみを受ける

わけ。だから餓鬼。腹が減って。二滴、飲んだら胃が焼けると、体験記に書いてあるわけ。

それで、その大将は大将だから「大鬼」（餓鬼たちを統治する者）と言いますね。それはもう

腹が減るから死体を切って食べるわけ。それで腹が減ったら、彼はいっぱい水を飲めるわけ。 

ところが、親鸞様の力でその餓鬼たちがいっぱい水を飲めるようになったわけです。それ

で、そういう四悪道に落ちても、法を持たれている方に出遇えば、浄土に送ってもらえるわ

けですね。つまり、親鸞様は「親鸞聖人」といいますけど、「仏」（ぶつ）なんですね、仏の

化身。と言ったら「お釈迦様という仏がいるじゃないか」と。そういうふうな同じような力

を持った方、そういう方が、どんどん世に現れて人を救っているわけなのです。だから、私

が言うのは「どの手法でもいい」と。「心を進化させるようにしてください」と。それを一つ、

いったん決めたら、それをやってみてください、できるだけ長く。どうしても合わなければ、

他の手法を考えてあげます、ということで。 

結局ね、預流果に入るのがなぜ必要なのか。私が大地をこう触るでしょう。土が付くでし

ょう。これと、この地球の土の量、どっちが多いですか？ もちろん地球ですね。この地球ほ

                                                
1 ānāpāna：āna（アーナ）は息を吸うこと、pāna（パーナ）は息を吐くこと。アナパナサティ、

安般念（安那般那念）などともいう。第四禅定に至るまでの集中力を育てるのに非常に効果

的な瞑想法。 
2 親鸞聖人の餓鬼済度に関する資料。親鸞聖人が筑波山に詣でられたとき、餓鬼界に堕ちた

人々を救ったという伝承があり、現在も筑波山の西峯、男体山頂上付近に「親鸞聖人旧跡地」

の碑が建っている。「筑波山餓鬼済度の御影」なども現存している。 
3 玄智師（1734-1794）の『考信録』「過去帳本名」にも「俗間いわゆる幽霊は、六道の中に

は、鬼趣に摂すべし」と示されている。玄智師は浄土真宗本願寺派の学僧で、主著『考信録』

は「浄土真宗の百科事典」といわれている。 
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どの過去のカルマが消えてしまうわけです、悪いカルマが。残るのはこれだけ。だから、絶

対に阿修羅、餓鬼、畜生、地獄に堕ちないということなのです。必ず人間界か天界に生まれ

ると。特に仏法を求めれば、仏の時空に入っていくから、これはこの宇宙で最高のことなの

ですよ。 

 

マレーシアのサマネーラ（沙弥）、仏教と他宗教 

法を持てば、イギリス王の王子に生まれようと思ったら、生まれることができるわけです。

ところが、何のために、苦労して。（イギリス王の王子に生まれたら）すごいなんか栄華に満

ちたと、そう思うでしょう？ 全くの無駄。そのときに、その方が法を全部忘れてしまったら

どうなりますか（笑）？ ダライ・ラマさんの場合は、法を伝えようとして転生していくわけ。

だから実に簡単なこと。どういうふうにして、次のよい生命体をもらうかということは、ま

あ「正直に、人を助けて、そして、真面目にこつこつと生きていく」、この 3つをやれば間違

いない。そして一つでも法を勝ち取ると、間違いない。なぜ間違いないかと言ったら、過去

20 回の輪廻転生を見たら、やっぱりそのとおりです。また他の行者と話をしても、全くその

とおり。 

マレーシアでね、23 歳になるサマネーラ（沙弥）に会ったわけですね、私が泊まっている

お寺で。私をいつもじっと見ながら、話をしていったわけですね。 

「あなたは、日本の方ですか？」 

「はい、そうです」 

「実は、私の前世は日本人でした。だから日本の人を見ると、とっても懐かしく感じます、 

顔も覚えています、あの人とは出会ったことがある。でも、私は 24 時間、恐怖の中で 

生きています。私は 3つのときに天皇陛下の教育を受けて、南京大虐殺に行きました」 

そして間違って、お母さん、子どもを抱いている女性を刀で刺した。ところが死ななかった

から、彼は今、中国人の家庭に生まれたわけ。その記憶をちゃんともっているわけ。（周りは）

皆、中国人でしょう？ 絶対に言うことができない、自分の過去、その苦しみを。だから、「敵

はつくるな」というの。 

一切の衆生は「皆共成仏道（かいぐじょうぶつどう）」（皆ともに仏道を成ぜん）。間違った

プロパガンダに負けて、そういうふうにして殺めたらどうしますか？「同僚はすべて地獄に

堕ちた」と。「私はその後、すごく懺悔して、お坊さんになって。そのおかげで、今こうして

人間の体をもらって、非常にラッキーです」と。「私がこうしてサマネーラで、衣を着けても

らったときに、人生で最高の苦しみを受けました」と。「衣を受け取るときは、逃げ出したい

気持ちでした。この衣です」。 

だから、仏法の力というものは、すごいものであるわけ。ただ私が非常に危惧したことは、

今、欧米では、この仏教が一番の敵なのですよ。イスラムにしても何にしても。輪廻転生が

あるのは、仏教とヒンドゥーだけ。その中で「『神』（創造主）もない」というのは、仏教。

もちろん神（天界の方々）というか、そういう偉大な生命体はありますよ。そして、それで

すら寿命が来れば（生まれ変わって）、ブラフマン（梵天）ですら蟻になる、というふうに輪
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廻転生するわけ。 

ところが、仏法の場合はニッバーナ（涅槃）に行けるわけ。涅槃、完全な salvation（救

済）。salvation というのは、結局、キリスト教のサルベーションと仏法しかないわけ。なぜ、

サルベーションがキリスト教にあるかと言えば、2000 年前にキリスト様が、あのチベットで、

「シャンカールゴンパ」（Shakar Gompa） 1で修行をしたわけ。メッタの行を完成させて、LOVE

という愛の preach (伝道) をしたわけですね、中近東に。それまでは「目には目、歯には歯」

そのうえのカルーナ、慈悲は難しいわけですよ。 

特に今は、そういうふうな「来世もない、過去もない、何もないないない、何してもいい」

と。だから、アメリカはどんどんどんどん殺すわけ。学校でボンボンボンと。学校の先生も

拳銃を持ち始めるとか。それで、今の若い人もアメリカナイズされて「何もない、何しても

いい」という間違った考えが起こっているでしょう？「私だけよけりゃいい」と、「子ども知

らない」「年を取った高齢の方も知らない」「今がよければいい」と、間違った考え方。 

来世があって、これが大変な応果を受ける」ということを分かったら、誰もこんな馬鹿な

ことしないでしょう？「あれは迷信だ」ということを頭にたたきつけるわけです。それで、

こういうふうな「臨床心理学的研究」などと言ったら、みんなびっくりして、「あらまあ、お

医者様の心理学者様が言うから」と言ったら、「まあねぇ、知能指数も高いし、まあそのとお

りでございましょう」と。それで内容を見たら、デタラメ。こういうことを信じてしまった

ら、行くところがないわけです。 

 

どうしてイスラムの人が自爆して、人を殺しに行くと思う？ イスラムではね、「天国に行

くには 5km 離れた山と山の間に針金を張って、その上を渡りきった人だけが天国に行ける」

というような暮らしをしなきゃいけない。だからゴミ一つ拾わないですよ、もし（それが）

間違っていると思ったら。一切の間違いをしたくない。二つめに天国に行く方法は「神のた

めに命を捧げること」。「聖なる戦いでボーンと自爆したら天国に行ける」と信じて、皆、喜

んで自殺しちゃう、絶対に行けません！。 

キリスト教でも天国か地獄しかないから。カトリックだけが purgatory（煉獄）2、幽霊界

みたいなところがある。天国に行くのは非常に難しいと、誰でも知っているわけ。だから、

もう狂信的に信じる、それでも行けないわけ。というのは、私の友人の同僚が、お母さんが

死ぬときに、そのお母さんはもう狂信的なキリスト教信者で、もうすべてを与えるくらい、

お布施はするし、教会には行くし。それで、もう死の直前、お医者様はもう、この方はもう

死ぬ、（お母さんは）絶対に病院床より立ち上がれなかったのです。（けれど）そのときにバ

ーンッと 5分前にベッドから立ち上がってね、「Let me open the door! Let me open the door!」

                                                
1 レー（インド北部、ラダック地方最大の中心都市）郊外の山側へ約 2kmほど行った場所に

あり、ゴンパ（Gompa）とはチベット仏教で「僧院」のことを指す。現在、イエス・キリスト

の時代とは全く様式が異なるが、20 世紀初頭にバクラ・リンポチェ 18世が建てた小さいゲ

ルク派のゴンパがあり、この裏で修行したといわれている。 
2 purgatorium（ラテン語）：キリスト教、カトリック教会の教義において、小罪を犯し地獄

に行くまでに至らないが、すぐには天国へ行けない霊魂が苦しみを受けながら浄化され、最

後の審判を待つとされる場所及び、その状態。 
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と言うわけ。「天国のドアを開けてください」とね。天国に行けると思っているのだけど、ド

アは閉まっているわけ。一方の片思いじゃ開かないわけ。 

私の教えているお医者さんがね、「どうしても過去を観たい」と。「では、この行をやって

ください」と。できました。「では、そのやり方を教えましょう」と。まあ、この人は大喜び

していましたね。「私は前世で、あのキリスト教の修道院のお坊さんで、はっきりと観ました」

と。自分で確かめるということ以外に方法は（ない）。信じるとか、それじゃダメなわけです、

「体験」しかないから。それで完全に「生まれたときから教えられていたことは間違いであ

る」「そういうことはない」と言えるのだから。すべて神によって創られ、神の判別によると

か。ヒンドゥーでも、神と人間とは隔たりがあって、絶対に人間は神になれない、神の決定

だけによる、だから一生懸命、神に拝む。お釈迦様とか仏陀は「あなたも仏陀になれます」

「最高の叡智を持てます」「その手法があります」と（言う）。ちゃんとあるわけ。 

 

阿弥陀仏の浄土、浄土禅（念仏三昧）の実践法1 

一般の方には難しいから、龍樹菩薩が浄土の国ということを紹介して、やっぱり 600 年、

生きた後に、浄土の国に往（い）かれたらしい。彼が龍智、金剛智、不空三蔵を、4代。1代、

2 代、3 代、4 代、ボロブドゥールにいたわけ。完成する前に不空三蔵が中国に行ったわけ。

恵果阿闍梨。それで弘法大師様が 2カ月で全部修得して、日本に持ってきたわけ。1200年前、

そのときに龍樹菩薩も涅槃に行かないで、なぜか浄土に往っちゃった。菩薩だから、浄土に

往ったわけ。 

だから、「念仏」というのは、「浄土禅」というのは「アナパナ」（入出息念）ね。「アナパ

ナ」っていうのは「鼻で息を吸って鼻で出す」。この母体の空気を止めたら死ぬでしょう？心

と直結しているわけです、この空気の出入りは。最も簡単に行ができるから、これを使うと。

「空気を入れるときに阿弥陀、出すときに阿弥陀」と。ということは、「mindfulness」が「念」

でしょう？ 阿弥陀という言葉で「念仏」になるわけです。そういうことを 5 分間か 10 分間

すれば、本当にその現象が出ます。でもこの、あの全宇宙の外の宇宙に（浄土が）在るから。

人間の心は無量の宇宙を観ることができます。だからこの全宇宙には無量の仏があります。

二十五仏だけではありません。二十八仏でも。あれは、それしか分からないから、それ以外

は認めないと 

ところが、レディセヤドー。本家本元のアラハト（阿羅漢）が「三十七仏」と、ちゃんと

『Manual of Nirvana』に書かれています。彼ほど明快に経典を書いて示してくれたアラハト

はいまだに見当たりません。そのサガインに行って彼の文献を見たら、私は驚愕しました。

なぜかといったら、最も私の知りたかったことが、明快に書いてあるから。それで納得した

わけです。それで、まあ、パオでも幽霊がいるわけなのですね。でも、南伝の方は、そうい

うことはあんまり度外視するから。南伝のタントラヤーナ（密教）もほとんど知らないし、

南伝でもね。結局、南伝のタントラヤーナというのは、こういう見たこともないでしょう？

                                                
1 19 頁・1行目以降も参照。 
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こういうパーリ語で書いた、この秘法があります。だから結局、まあこういうことは、皆さ

んを救うためにあるのですよ。一人のその超能力で何かよい恰好をするとか、そういうこと

ではないわけなのですよ。 

「皆共成仏道」（かいぐじょうぶつどう）」（皆ともに仏道を成ぜん）なわけ。一人でも善い

時空に行ってほしい。そこで精進すれば、またその方々がこの宇宙の生命体を救っていくと。

「この宇宙自体はカルーナ、慈悲そのもの」なわけ。観音様そのもの。観音様はいつも阿弥

陀様を乗せているでしょう？ だから、ジャーナ（禅定）に入って修行できる方はいいけれど

も、何かの理由でできない方は、まあ「阿弥陀の国に往ってください」と。不可思議なこと

に「阿弥陀の国に往って、また戻ってくる方もいる」1わけですね。現世を救うために。一方

方向じゃないのですよ。その仏の力と言うのは、もう人間のこの猿知恵では分からないくら

いすごいわけで（笑）。 

 

ミャンマーとインドネシアでの満月の護摩行 

それで、去年（2012 年）だけです。不動明王の 28 日は満月の日が 2 回。11 月 28 日、12

月 28 日、2 回だけ。今年は 1 回もありません。いつの世に 2 回、続けて出るか分からない。

それでバガンでおまつりして、そして 1046 歳のウ・コビタ比丘に会いに行ったら、セクレタ

リー（秘書）が 87歳、「お待ちしていました」と。「私たちはとても光栄に思います」と。後

で分かったことは「なぜこれまで永い寿命で生きてきたか」と言えば、結局、理由は「私た

ちが生きている理由は、弥勒仏陀に遇うために生きています」という巷のインフォメーショ

ン（情報）だったけれども。 

結局、（2012 年 11 月 28 日に）私がサガインで発見した三十七仏の名前を唱えて護摩行に

入れたら、結局、彼らは（弥勒仏陀を）待つ必要がないわけです。それで、（2012年 12月 21

日に）ボロブドゥールで三十七の仏の名前と、真言を唱えながらやったら、やっぱり丘が動

いたわけ、ボワーッと。私を含む 7 人が全部、振動を体験しました。それで、そばにいた象

さんからね、もう長ーいことウワーッという声がしていました。護摩行を終わったあとは、

その後、一回も鳴かないんです。 

そしてこの巨大なピラミッド。その後、終わって行ったら、西から上がっていくんですね、

なぜか。それで東から下りようと思ったら、ガード（警備）が来て「西から下りてください」

と。すべて西、西。西はすべて阿弥陀の印を結んでいる。それで、そこで見たお釈迦様の石

顔は、まあ、これほど生きているみたいな素晴らしい顔は見たことがない。そこだけがポッ

カリとね、蓋（天蓋）がないわけ。ちゃんと見えるわけ。その眼がね、私がこの護摩焚きを

したところを見ているわけ。同じ位置、方向。それを見て、まあ 1200年間こういう状態が分

                                                
1 親鸞聖人の『高僧和讃』「源空讃」第 14首にも「命終その期ちかづきて 本師源空のたま

はく 往生みたびになりぬるに このたびことにとげやすし」、第 16首に「粟散片州（日本）

に誕生して 念仏宗をひろめしむ 衆生化度のためにとて この土にたびたびきたらしむ」

と、法然上人が「浄土へ往生するのは、これで三度目になるが、今度の往生は殊に遂げやす

い」（第 14首）と仰せになり、「この世にたびたび来られた」（第 16 首）と讃えられている。 
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かっても、蓋（石天蓋）もなくて、（1200 年後に）行をここでするということまで分かって

いるような。奇跡が連続しているわけなのですね。 

その後、23日（2012 年 12 月 23日）。23というのは非常に神秘的なナンバー、two three。

これは西洋のね、有名なゴシックミュージック（ゴシック音楽）をつくったバッハは、23 に

秘密があります。結局、ボロブドゥールのピラミッドは金剛界。胎蔵界はムンドゥ寺院。そ

の距離が大体 3km くらいあるのだけれども、そのゴールデンポイントに「金剛杵（こんごう

しょ）」（vajra：密教やチベット仏教における法具）の寺があるわけ、小さいパウォンという

名前で、金剛杵と普通の人は分からないわけ。あのヴァジュラ（vajra）。それで 23日に、そ

こで瞑想したときに大涅槃界が発生したわけ。そのときに私が感じたのは、そのときはなぜ

か第九禅定（滅尽定）でやったわけですね。そうしたら、サーッと空間が広がって、すごい

精霊たちがサーッっと降りてきたのが分かったのです。 

それで、なるほど 「あなたの来るのをお待ちしていました」。1000 年、700 年、500 年、

そうなればね、神通（神通力：じんずうりき）ができるわけなんですよ。カナダでも私が教

えている生徒たちはたくさん神通を持っているから。私が何をしてどうするか、ちゃーんと

見ているわけ、陰で。危ないことがあったら防ぐわけ、ダーッと神通の力で。ところが、こ

の方たちはもう 1000年級でしょう？  

だから、私が 28日（2012 年 11月 28日）に終わって 29日に行ったら「お待ちしていまし

た」と。この方たちはいつ出るか分からないわけ。それも 1 人 1 回だけ 1 年間に。3 カ月後

か 4 カ月後か、誰も分からない。行った次の日に「お待ちしていました」。（私が）護摩焚き

をやったのを分かっているわけ。これから何をするかも分かっている、ボロブドゥールで。

三十七仏、弥勒仏を待たなくてもいい。ああこれがやっぱり「弥勒様が出たら、すべて涅槃

に入れる」ということだろうか、と分かりました。 

そういうことで、23日（2012年 12月 23日）にやったら大涅槃界が発生しましてね。やは

り（そこに）いた方は、このピラミッド・マシーンが始動して即身成仏が発生したと。即身

成仏。預流果の界に入った、身体ね。後はナーマ（心）1。ナーマをいかに、さっき言った三

つ（真面目に、正直に、人を助ける）を守っていけば大丈夫。間違った考えでないように。 

そして天界の方たちは、それを待っていたわけですね。お釈迦様が唱導を受けたときにね、

兜率界（兜率天）はね、あの人間界にとって 400 年が 1 日なのですよ。だから、お釈迦様が

死んでから、4日しか時間がないわけ、あの兜率天からしてみれば。（さらに）その上からす

ると、2日しかないわけ。さらに、その上から見ると、1日しかないわけ。仏陀が出て死んで

いった、出たということが分かって。その準備期間が短いでしょう？ だから、ナーガールジ

ュナ（龍樹菩薩）様から 1200 年後の今、お釈迦様が出られてから 2600 年。天界のために造

られたという、それからもちろんその王宮の方々すべて。そういうその龍智、金剛智、不空

三蔵。大変な力を持った方たちだから、やったと思います。 

それで 1200 年間のこの時空で空間をおいて、（京都の）神護寺で私が灌頂（かんじょう）

を受けたのも 1200 年ぶりに初めて開かれたわけ。23日（2012年 10月 23日）に行を終えて、
                                                
1 nāma（名）：本来「向く」という意味で、概念に向かって働く精神的機能のこと。心と心所

を合わせたもの。 



 

17 
 

24 日に灌頂を受けて、そして日本から韓国に行ったわけ。この灌頂を受けなければ、正式に

護摩焚きできないわけです。1200年経って初めて日本から海外に出た、普通この護摩焚きは

出さないわけ。この護摩焚きも 200 ページあるわけ。それも 3 週間でマスターしなきゃいけ

ないわけ（笑）。それで、この護摩焚きは第四禅定が必要なわけ。それからニミッタ（丹光、

禅相）も必要なわけ。だから 1000年前にね、泉涌寺（の開祖）という月輪大師（がちりんだ

いし）が中国に 14 年間渡って、このニミッタ・カシナ（十遍）1を勝ち取って、そして護摩

行を守ったわけですね。だから現在それをやられているかどうかは分かりません。「月輪」と

いうのはニミッタのことです。月の輪、月の輪ですね、月輪。書いてあるわけです。 

だから、もう奇跡的ですよ。それで、そのときに、28日（2012年 12月 28日）に結界する

わけですね。やっぱり天が教えてくれるわけですよ。西から東に拝むときの不動明王、それ

から東から西に拝む不動明王の色は違うのですよ。時間も違うわけ。天がちゃんと教えてく

れるわけです。そして、1時から 6時と、私がちょっと話して時間を忘れていたらダーッと。

1 時にドーンッと高爆音（雷鳴）が鳴り響くのです、天界から、ウワーッと、スタート！と

言って、皆でやって、なんとかかんとかうまくいって。終わったらね、終わる頃に、雷がね、

光り始めるでしょう。普通、雷は下へ落ちるでしょう。2 時間くらいね、龍が飛んでいるみ

たいに横にブワァーッと空を回るわけですよ。ブワァーッと。そして、その上をね、真言で

はこういうふうに、あの天から石が降らないようにとか、悪いことが（降らないようにとか）、

こういうふうな結界で、あの天から悪いものが来ないように天篭の結界をする。そのように

雷が左右に雲がかかるように発射するわけ。ちょうど天井みたいにダーッと。見えるわけ。

それで、もう 6 時過ぎで、私たちが車も何もないから歩いて帰ったら、ホテルに入ったら、

ダーッと大雨。だから、そういうふうに、もう天界は見ているわけなのですね。 

 

正しい方法で実践する 

だから、今回の HAARP でやったでしょ、ずーっとアメリカの方でね、隕石を。ロシアも頭

に来たみたいだけど、それで、この前、グアム島でね、あの 14 人の殺傷があったでしょう。

私のカナダで働いているアメリカ兵の同僚がアラスカの HAARPに勤めていたわけ。そのとき、

ぜーんぶ頭がおかしくなったから、もう自分も怖くなって辞めて私の会社に来て働いたわけ。

その現象は、まぁ頭が、マイクロウェーブ（マイクロ波・極超短波）の中に入れられたみた

いに焼けるわけ。だから、おかしくなっちゃうわけ。 

だから、現代で私たちは cell phone （携帯電話）を使っているでしょう？このマイクロ

ウェーブ中にあるわけ。そのこの小さい物ではなくなく、その中にあるわけ。だから、この

外に出たら、電話が通じないでしょう。このマイクロウェーブは cocking（電子レンジ）す

るわけだから、粘着膜とか、こういうところをやられるわけ。そういうことを言えないもの

だから、「花粉症、花粉症」と言っているでしょう。このマイクロウェーブのそばでやれば、

やっぱりアレルギーになったり、花粉症の現象を起こすわけ。そういう便利さを求め、また

                                                
1 白、茶、黄、赤、地、水、火、風、光、空間を観て瞑想し第四禅定まで行ける。 
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そういう中で皆さんが分からないうちに、何で私たちが実験台にされているか、分からない

わけ。それに向かっていちいち戦ったって仕方ないでしょう？ それよりは少しでもいいから

ダンマ（法、真理）を持って、次の世界でもっと素晴らしいところに行けばいいわけ。 

今回ミャンマーでね、エデンの園を見てきました。そのおばあさんは 92歳。ピンピンとし

ていて肌つやは 60歳。病気一つなし。水もね、裏の裏から湧く、コンコンと湧く水を飲んで。

本当に肌も綺麗で、その妹が 76歳、ピンピンして。そこには泥棒が 1人いないわけ。バナナ

の葉がフワーッと茂ってね。素晴らしいジャングルで。家もね、外から見たら、あばら屋み

たいだけれど、中は天然の空冷システムで涼しいのですよね、サーッと風が通って。非常に

心地がよかったです。それで、そこでは一週間に一回みんな集まって、瞑想するのですって。

それが楽しみ。お金はいらないわけ。お金がないから税金払えないし。政府が取ることがで

きない、何にもないから（笑）。それで、その人たちはどうして食べるかと言ったら、裏は全

部、田んぼだから、それで食べていく。それで、やることと言ったら、最も楽しいことが、

ダンマなわけね。法を知るとか、瞑想するとか。そういう世界を見てきました。 

アメリカでもね、もうこうして、もうマンハッタンに行って、もう何かもう真っ暗、暗い、

そういう社会で働いて、もう地獄のようにして暮らすのと、アメリカではなく、ミャンマー

のそういうジャングル、どっちを選ぶかと言ったら、私はそっち（ミャンマー）を選ぶね。

だから、お金とか文明とか、それによって人生の価値は決定しないと。「いかに心を豊かに楽

しく」、そして「次の世界に、どういうふうに行けるか」ということが問題。だから皆さんが

ね、「次の世はない、何しても責任がない」（ということを）絶対信じないでください。大変

なことになりますから。 

 

 

 

瞑想を楽しむ 92歳と 76歳の女性の方たち 
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もし、その修行が非常に難しい場合は、1日 5分でもいいです、10分でもいいです。「南無

阿弥陀仏ということを念じながら、呼吸を合わせていけば、それでよろしい」1と。もしでき

ればアナパナ（入出息念）でね、こう「阿弥陀、阿弥陀」と。「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

と。なぜかといったら、この物質を使う必要がある。イマジネーションだけではダメなので

す。空気が実際に入るでしょう、物質。身体を使っているわけ。それで空気を出すでしょう、

身体を使って。実際のことが要求されるわけ。これが瞑想の最も基本のこと。イマジネーシ

ョンだけで「空だ」「無我だ」、絶対できません。というふうに、日本には素晴らしい教えが

あります。外国にもちろんあるでしょう。 

そういうふうに正しい方法で入ってくれればいいけれども、結局コマーシャル化（商業化）

して、周りの人が結局、金銭目的でやるように見受けられます。これは結局、仏教にとって

も善くないし、だまされる方も善くないし。正しい方法でくれば、栄光を受けるから。ダー

ナでもちろん、その方に会えるし。法を持ってくるしね、苦労して。それが、さもそのよう

だと言って、そういうことが往々にして今、発生し始めているから。特に今、南伝仏教だと

いうけれども、あれはスマナサーラ（仏教）ね。スリランカは全然違う方法で、ちゃんとあ

るのですよ。こういうふうにタントラヤーナ（密教）の行法がちゃんとあるわけ。書いてあ

る。これは秘伝で一般への公開はしません。もちろん彼（スマナサーラさん）は知らなかっ

たと思うけどね。それで、あの AD5 ね、紀元 5 世紀頃に、ポルトガル・ヴィハーラというと

ころに、そこの王様の石像がね、なんと『金剛般若波羅蜜多経』を持っているわけ。あった

わけ、大乗がちゃーんと。それでまた達磨大師様もね、南伝のね、今、私がやったブッダゴ

ーサの行法を持ってきているわけです。それができないから、六祖大師が公案とか、そうい

う手法で空の世界に入らせたということであって。 

お釈迦様の正式な方法は「サティパッターナ」。つまり「カーヤヌパサナー」（身随観）―

身体を使うマハシ。「ヴェーダナヌパサナー」（受随観）―ゴエンカさんのやっている手法と、

それから「チッタヌパサナー」は禅。それからパオの「ダンマヌパサナー」。これは本当に、

私が体験して、間違いありません。あとはね、そのメッタ（慈悲）の瞑想法とかありますけ

れど、すべてブラフマ・ビハーラ（brahmavihāra：四梵住）2を変えた方法です。正式な方法

ではありません。すべてお釈迦様の 40の瞑想法の中に入ってしまいます。 

それが正しく伝わるか、伝わらないかによって、正しく伝わった方は行が進むはずです。

伝わらなかった場合はなかなかうまくいかない。そういうときには、体験された方とインタ

ビューして、次から次と進化していく方法になります。今回も韓国で 1 回ごとにインタビュ

ーですね、1 時間半ごとに。比丘・比丘尼クラスになれば 1 時間半、坐らせます。それで、

私がニミッタを発射するから、映像を観るわけです。その映像を観て、解析してしまうわけ

です。「次はこれをしてください」「次はこれをしてください」。だから、まあ、そういうふう

に実際問題、ただ坐っているわけではないです。何にも発生しないということは、つまり、

                                                
1 14 頁の「浄土禅（念仏三昧）の実践法」も参照。 
2 四無量心（慈悲喜捨）の瞑想：慈・悲・喜の瞑想は第三禅定まで、捨の瞑想は第四禅定ま

で行ける。 
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どこかに障害があって blocking しているということだから。逆に、観えないのなら何でも

いい、そうではないです。真っ暗だったら、何があるか見えないでしょう？ 自分の心も見え

ないです。自分の心を解析して、初めてカルマの苦しみから逃れることができます。それで、

特にそういう方向に向かえば、次に生まれる時空が、非常に素晴らしいものなる。 

たかだか今は 100 年なのですよ。ある時空に行けば、10万年、1億年。どうなります？ 間

違ったところで嫌な人生、1億年で暮らなければいけないわけ。苦しみの中で 10億年。ダン

マもない。ダンマがあるのは寿命 10 万年から寿命 100 歳まで（仏が出る時空間だけ）。それ

以上の生命体はダンマを持てないわけ。だから、宇宙人とかいっぱい話すけれども、そうい

う 100万年、200万年クラスのそういう方はダンマがないわけです。ほとんど機械的なはず。

心がそうなっているから。だから結局、私たちはね、小さいときに暗算ができたでしょう。

今、できないのですよ。計算機でやるし、記憶も相当ダメで（笑）。退化してしまうから。だ

から、このお釈迦様の法というのは、本当に素晴らしいものですから、まあコツコツと自分

なりに、それから無理せずに、楽しく、楽しく。ね、楽しく。ガーッとやってもできないの

だから。逆に悪い結果を起こすし。またあんまり寝て寝てでもできないから（笑）。そのバラ

ンス、「楽しみながらする」という方向でね。5分でも 10分でもいいです。 

 

 

 

 

水源禅師のクティの湖 
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質疑応答 

パオ僧院の比丘になりたい 

【参加者】 

 普段ヨガ道場に通っているのですけれども。 

 

【水源師】 

はい。 

 

【参加者】 

先々はパオ僧院の比丘になりたいと思っています。今はまだニミッタ（丹光、禅相）は出

ていないのですが、ゴエンカ氏などの（比較的）長期間のリトリート（合宿）に参加すると、

気が眉間のところに集まって、下がらない状態になるんですが。 

 

【水源師】 

ああ、気が上がってしまうのですね。だから、私は、今はあのパオ僧院でも、その南方の

方はいかにしてサマタ（止）、つまり土台ですね、三昧（さんまい）を持続できるか。結局、

そういう手法を私は長年、坐禅でやっていたもので、あの丹田坐禅ですね、丹田。だから、

普通はもうミャンマーとか南方の方は知らないものだから、修行して、どうしてもヴィパッ

サナー（観）した後にサマタが非常に崩れてしまう。だから、結果的にはヴィパッサナーも

できなくなって苦しむわけですね。 

だから（パオ僧院に）行く前に一番善いのは、やっぱり「丹田」「呼吸」「数息観」。という

ことは結局、第二チャクラのところですね。そこを「膨らまし、へこます」。それを呼吸に合

わせて「鼻から出す、鼻から吸う」。というのは、なぜかといったら、アナパナ（入出息念）

で、どうしてもこっちのニミッタの方に来ますから。口は開けなくていいです。結局、その

アナパナの方に入りますから、普通は半眼で口を開けて、鼻から吸って、ここから出すのだ

けど、ゆっくり。その出し方も、禅法では吸う息を 1 とすれば、出す息はその倍の時間かけ

て出す。そういうことでやっていけば、私はそれで長年やっていて、大体 60回、呼吸したら

もう 1 時間になりますね。1 分間で一つ呼吸となって、だんだん長くなってきます。呼吸の

方を忘れてしまう。 

まあ、ミャンマーの方でもニミッタなかなかできないのですよ。それで、どうしてもニミ

ッタができない場合は、ゴエンカさんのヴェーダナヌパサナー（受随観）をやったことはあ

りますか？ やっていない？ 

そうしたら…パオでは何も教えないですよ。「ただ坐りなさい」、それだけですよ。それで、

まあ教科書というのは英文のものがあるのだけれども、渡されるのは全行程の 40％もないと

思う。それで中身もほとんど薄いし。実際にやっていくうちに分かっていくわけです。だか

ら、そのときに誰か助ける役がいて教えてくれたらいいんだけれども、英語で教えてくれる
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人がまたいないわけ。それで、現在のパオのティーチャーズクラスを英語でやっている人は、

完全に完成していない方だから、悪いけど（笑）。完全ではないのよ。だからティーチャーズ

クラスなんてみんな言って、ガーッてやっているけれども、実情はそうなの。だから、彼の

教え方は荒っぽいからね、それで、上に上がった先生は絶対、教えないからね。丸投げ（笑）。

通過するかしないか。偉い先生はそうするみたい。 

 

だから、そうだね…まずね、「病気をしないこと」。5年、10年はザラだから。11カ月とい

うのはもう奇跡なわけ。絶対あり得ないことを私がやってしまったということで、それが結

局、あっちでは絶対にできない、ということで逆に加速させたわけ、私は。本当は 2 年半か

かるのに倍の教科をかけたものだから、半分の時間でやれるわけ。だけど、まあ 1 年以上か

かるのだけれども、2 年から 3年。それを私がそれ以上のハイスピードでやったものだから、

絶対に崩れると（思われた）。それで崩れなくて、ずーっと全部やって、最後にはもう（ウ・

レヴァタ長老と）一騎打ちをやってしまったものだから、驚愕したわけ。その「禅」のすご

さっていうのが。本当の正式な禅はね、それだけの力があります。 

だから結局、韓国のお坊さんで 20年 30年クラスでも、1時間しかニミッタがでないとか、

非常に苦労しています。教えない、絶対、どうしてやるか（を）。それで苦しませます。まあ

「この世でできなきゃ来世」と言うかも（笑）。本当に時間帯。だから、そういうふうにね、

まあ、できる限りがんばってきてください。 

それで、そのときに、この「衣を着る」ということは善いことだから。ただし 227 の戒律

のことばっかり頭に入れて、それでその修行が全然進まないお坊さんもいっぱいいますから。

ただ、さっき言ったように三つ（真面目に、正直に、人を助ける）守れば 227入るんだから。

あとは、ただひたすらにウペッカー（捨、静寂）の心でもっていく。ウペッカーね、雑念が

入らない、平安、平安な心で。そうしたらニミッタが出やすいはず。 

みんな「ニミッタ、ニミッタ」って言うけれども、ほとんど分かってないのだから。さも

知ったようにして、だまされないように（笑）。ただそのときに、正直に…、今ティーチャー

ズクラスがいないからね。ティーチャーズクラスは教えないのですよ。教えたくないみたい。

それで、絶対出ないわけ、そういう良い先生が。それが大問題、だからねぇ…それで、まあ

パオセヤドーのメイミョーに行ってみたらどうですかね。今、12月から 4月まで教えますよ。

直接、彼から教えてもらった方がよいかもわからない。厳しいと言うのだけれども、まあ意

外と優しいみたいで、私の弟子から聞いたら。だからまあパオ僧院に行って、そこもよいし。

1600 人くらいいますからね。まあゆったりと、あの何年くらい？ 時間帯。 

 

【参加者】 

3年くらい。 

 

【水源師】 

まあ 3 年は最低やって、焦らずに。5 年かかっても 10 年（かかっても）、そのときの状態

によって。それで長期体制で行くか、10 年計画で行くか、どうせやるのだったら。それで、
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3 年で通過するというのはトップクラス、超トップだからね。ティーチャーズクラスは 3 年

だから。ほとんどいない。だから、3 年でできると、まあできれば最高だけれども。まあ、

それを目指しながら、まあ焦らずに。第四禅定に入ってもパッと消えることがある。戻らな

いことも。説明は誰もしてくれませんよ、自分で探しなさい。 

だから、まあそういうことで、中には行の進んだ善い方を探して仲良くなることですね。

それはなかなかまあ見つからないから、まあ静かに、あのハーモニーでやっていけば、善い

因縁でうまくいくかもしれません。 

 

病気にならないこと―自尿療法を続ける― 

それからね、朝一番、最初のおしっこあるでしょ、チューと出るでしょ。その出た、この

中間をこれくらいかな、ちょっと必ず飲んでください。これは南伝・北伝すべて、あのチベ

ットでも山に入ったときはお医者さんがいないのですよ。病気になったら、もうそれでおし

まいだから。病気になったら、もう行ができないです。Enlightenment（悟り）の一つの条件

は健康な身体、力があること。 

病気がちでは瞑想できません。だから「病気にならないこと」。これ（自尿療法）をずーっ

と続ければ、3年くらいは続けてくださいね。そうでなければ、これから 1年以内に日本で、

完全に身体をつくってから行くということ。つくるということはヨガじゃないですよ。内臓

の器官を全部、変えてしまうわけ。 

どういうふうに変えるかといったら、さっき言ったそれ（自尿療法）をやるわけ。それを

やったら大腸菌が生まれ変わるわけ。ふにゃふにゃした悪い大腸菌が全部、死んで、健康な

大腸菌だけがいるから、赤ちゃんと同じような体系になってしまうから、消化がよいわけ。

だから、悪い不純物が全部出ないというの、全部消化して。ところが、弱い大腸菌だから、

食い残しとか、いろんなそういうもの、ゴミが溜まりやすいわけね。だから、まああなたは

若いからいいと思うのだけれども、そういうことも予測して、強い大腸菌をつくっていけば、

ほとんど病気なし。それが一つの秘訣。それで私が言ったように、外は年を取っているけれ

ども、中は赤ちゃんみたいになれるわけ。 

 

それで高齢の方はね、1週間まず食事なし。流動食。それで 2週間目からコップの 4分の 1

に自分のおしっこ。それで増やしていく、1 日 1 回。それでほとんどの難病は治ってしまう

けれども、15年以上は続けないように。それ以上は効果なし。まあ 1年か 2年やれば自分の

身体が全部赤ちゃんみたいに全部変わってしまうから、ほとんど病気ないはずです。これは、

alternative medicine（代替医療）といって、太古のインド医療法の一つの方法で、見たら

ほとんどのお坊さん、南方のお坊さんは、これでやって、身体を壊していないみたいです。

なんか丸山ワクチンとか、この一種の療法の方法が、もっと洗練されたもので。 

結局ね、自分のビタミン B とか D とか、あの余計なものを全部、排出してしまうわけです

よね。そのときに、それをもう 1 回そのよいところを、一番最初のよいところを取って飲め

ば、やわらかくもっと吸収されやすくなっているはず。だから結局、予防注射みたいに悪い
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のがほとんどなくなって、その抗体が強くなるような気がします。だから、険しい山で修行

するとかね、そういう方はすべてこれをやります。お医者さんがいないのだから。身体、潰

したら、もう山から下りてこられないから。まあ、そういうことです。 

 

ニミッタが観えると興奮してしまう 

【参加者】 

私はあの札幌から来たのですけれども。それで、自分なりにアナパナ（入出息念）をやっ

てきたのですけれども、やっぱりどうしてもこう、あの光は出てくるのですけれども。 

 

【水源師】 

おお、どういう光？ 

 

【参加者】 

白い、もやーっとした…。 

 

【水源師】 

ああ、それがいいですよ。それがアナパナの最初の現象ですから。 

 

【参加者】 

何かこう光が出てくるのですけれども、それで興奮してしまって、本当にこれはそうなの

か…。 

 

【水源師】 

そうです。そのとおりです。今年の合宿の 10月の連休のとき、できればそのときに来られ

たら、基本的に間違えないように教えますけども。あの興奮しないように、まず土台をつく

って丹田ね。丹田だけやってください。それで数息観で一切、考えずに。それでどうせアナ

パナに入るから、鼻の呼吸でね、気楽に、気楽に楽しんで。それで 1日 30 分。 

 

【参加者】 

30分ですか。 

 

【水源師】 

はい、30分。 

 

【参加者】 

1時間半でもう限界なのですよね、それ以上はもう坐れないのですよ。 
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【水源師】 

大丈夫、大丈夫、後で。だから、無理しないように、30分くらいで十分。生活があります

からね、そうでしょう？ 私も知っているから。まあそれでやって、そのときに 10月ですか、

crash course （短期集中コース）で明快に、どこまでいくか設定します。 

 

瞑想を教える先生がいない 

というのは、今は世界的にね、瞑想者がいないのですよ、教える先生が。私の場合は「カ

マタナチャリア」（瞑想の教師）といって「瞑想を教えられる人」ということで、ミャンマー

では有名人みたいです（笑）。見たらスリランカでもいないわけよ。それでさっき言ったよう

に、パオに行っても、言葉の関係もあるし、悪口は言いたくないけど、彼を知っているわけ

（笑）、私は全部、知っているから。 

善い先生は教えが…、自分で修行して、出たくないわけ。ティーチャーズポジションにな

れば、大きい家を与えられて何とか、そんなもの関係ないからね、私たちのようになれば。

よい恰好をする、全然、必要ないことだから。それで本当の行者はひっそりと隠れてやって

いるからね。もうそれから先をどんどんどんどん進むようにするから。だから今、パオセヤ

ドーが帰ってきて、がんばって教えているけれども。 

それが今の現代の、結局、先ほど言った、こういう状態が発生しますからね。「法然の「三

昧発得記」の臨床心理学的研究」。これあなた、これ全部やってしまえば「あれこれ嘘だ」と、

すぐ分かるけど。それであなたは教えられるわけよ。だから、がんばってくださいね。それ

からパオに行ってもね、まあ気楽に、長期戦で。困ったことがあったら E-mail でくれたら、

ちゃんと回答しますから。パオでもいちいち全部、見ますからね、一切遮断して。それでも

その中でがんばってみられて…。 

というのは、これから、こういう方がどんどん出てくれば、日本にとって素晴らしいこと

なのですよ。世界的に瞑想者がいないということは、これは「ダンマ（法、真理）が消え始

めている」と。一人でも多くなれば、その国が栄えるわけなのです。私はよその国を馬鹿に

するのは嫌いなのだけれども、北朝鮮にもしあなたが生まれたらどうなるの？ ダンマ、ゼロ

よ。惨澹たるもんで、宗教とかないのだから。中国でも見たら、もう細々とやっているけど

も。まだよいみたいだけれども。だから、仏国に生まれてね、こうして瞑想できる。スリラ

ンカでも、食うか食わないかでもやっているわけ、仏国だから。だから、こういうチャンス

を生かして、とても嬉しいですね。あのがんばってみてください。 

 

「サティパッターナ」（四念処） 

【参加者】 

「四つの瞑想」とおっしゃっていましたけれども、それは…。 
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【水源師】 

『サティパッターナ』1有名な経典です。「四念処」というやり方があります。大雑把に書

いていますけれども、正解です。一つは「カーヤヌパサナー」（身随観）―身体を使う瞑想法。

それがマハシといってね、ラベリングという「足を上げて下ろす」とか「手をゆっくり持っ

てきて食べる」とか、これはね、心がもう先に動いているわけなのですよ。それで、心のチ

ッタのルーパ（色）2がパーッと出てきて、心が動いていくのだけれども、普通は見えない。

だから、それを一瞬一瞬、ずーっと観ていくという、心をシャープにさせていく手法で。 

この手法は、本当にこれを知った方から学ばなければ。悪口ではないのだけれども、スマ

ナサーラさんが 10日でマスターした（なんて）あり得ないことなのですよ。それで、みんな

やったけれども、東京で。「あなた何も体得しなかったでしょう？」「そうです、できません」 、

できないわけなのです。コピーで知らない人がやったって、本を読むのと一緒だから、でき

るわけがないわけ。同じことでも、体得した人から習えば、ご利益が出てくるから。そこが

問題なわけ。 

禅でもね、本当に体得した人から公案いただけば、行くけれども、本を読んで「これをし

なさい」と言ったら、絶対、通過できません。バイブレーションが、「心心伝印」が発生しな

いわけ。すべては「心と心」だから。この世の中は「一切唯心造」3、究極的には。もうすご

いダンマ（法、真理）の世界に入っていかないと、観えないのですけれど。そこまで行かな

くても「阿弥陀の国に往くか」「涅槃に行くか」、それを目指せばいいのだから、そこまで行

かなくても。（これが）カーヤヌパサナーね。 

次は「ヴェーダナヌパサナー」（受随観）といってね、感覚。受想行識の「受」。受想行識

の「受」、ヴェーダナのヴェーダナヌパサナーといいますね。『般若心経』の「受想行識」。こ

れがヴェーダナヌパサナーのサンカーラ（行、形成作用）の法則を使っています。サンカー

ラというのは「行」、心の配列、こういうふうに発生するわけ。まず「触る」でしょう、「感

覚する」でしょう、この「触り」は好き、嫌い。それでああこれ嫌だ、「識」が発生する。 

どういうふうにやるかと言ったら、ゴエンカさんではまずここらへん一体にね、「この鼻の

周りで、どこか感じるところはあるか」とやって、その感覚が分かったら、今度は「この中

でどこか感じるところはあるか」と。今度これを縮めていって、最後に、ここに縮めていく

わけですね。それを頭のてっぺんにもっていって、その感覚を身体全体、部分を繰り返す。

それから脳の中、内蔵の中、もう全部やるわけ。内、外、ずーっと。大体こんな調子。 

そうしたら、ちょうどプラチナとか金あるでしょう。あれをきれいにするときに、なんか

棒あるでしょう。金をフーッとやればね、いろんなゴミが消えてきれいになるらしい。そう

いう感覚ですね。だから、外、内。これがヴェーダナヌパサナー。これでやっていけば、あ

                                                
1 パーリ語経典の『Satipaṭṭhāna Sutta（サティパッターナ・スッタ）』（『念処経』『四念処経』）

のことで、更に長編で詳説されたものが『Mahāsatipaṭṭhāna Sutta（マハー・サティパッター

ナ・スッタ）』（『大念処経』『大念住経』）である。「四念処（四念住）」の瞑想法が詳細に示さ

れている。「四念処（四念住）」とは「身念処・受念処・心念処・法念処」のこと。 
2 rūpa（色）：変化する物質。 
3『華厳経』「夜摩宮中偈讃品」の「若人欲了知 三世一切仏 応観法界性 一切唯心造」（若し人、

三世一切の仏を了知せんと欲しなば、応に法界の性を観ずべし、一切唯心造なり）の一節。 
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る時点でバンガー（壊滅智）が出て光が発生します。これ以上の先は、なかなか無理みたい。

ところが、ダンマヌパサナー（法随観）でちゃーんとその行をやった人は、それからサンカ

ーラウペッカー（行捨智）。全部サンカーラがね、非常に静寂になって、解脱の状態に入る。

それからずーっとやっていけば、涅槃の世界に行きます。ただそこはなかなか、結局、ゴエ

ンカさんはバンガーのところで終わって、もう身体が光るところでもう完成と言う。まあ、

それだけでもすごいことだけれども。それは（涅槃に至るまでの）16あるヴィパッサナーの

うち、NO.5 あたりのパンニャー（智慧）になっています。これがヴェーダナヌパサナー。 

「チッタヌパサナー」（心随観）はご存じのように禅法です。それからダンマヌパサナー（法

随観）は結局、『Visuddhimagga（ヴィスッディマッガ）』（『清浄道論』）。あのブッダ・ゴーサ

の『清浄道論』、あれをやらせます。ところが、それを読んでも、やり方がブツブツと全部、

抜けていますからね。全部あれを読んでも、できないようになっています。また、パオの経

典を読んでも、できないようになっています。いっぱい落とし穴があるから。 

そうでなければ、丸暗記して答えれば、通過ということになるでしょう？ そういうふうに

はできていない。観たとおりに言わないと、通過したりしないわけ。それが「四法」、それを

「サティパッッターナ」。それをもっと大きく解説したのが『マハー・サティパッターナ』。

今度それがもっとこんがらがるように、もういっぱい入ってくるから、ますます分からない。

単純明快でいった方がやりやすいです。そのどれかを選ぶことによって、それをちゃんとマ

スターした先生に教えてもらえば、うまくいくはずです。次、何かありますか？ 何でもいい

ですよ。行法でも社会のことでもいいし、個人的なことでもいいし。まあ遠慮なしに。 

 

何時間、念仏しても何も観えない 

【参加者】 

札幌で托鉢をしている、浄土真宗のお坊さんと知り合って、それで教学を教えていただい

ているのですけれども、「私は何も観ていないから、君には教学しか教えられないので」と言

われたのですよね。それでまあ、その方も苦しんでいるみたいで。「もう何時間も念仏しても、

何も観えない」と。 

 

【水源師】 

それは観えない。なぜかといったら観えた人から教わらなければ、本からは観えないわけ。

その状態。だから苦しんでいるわけ。だから、私がここで教えたわけなのですね。やっぱり

現象を起こして、ちゃんと観ているわけ。「心心伝印」でね、私の言葉がバイブレーションに

なって、ちゃんと入っていくから。 

「念仏」というのは結局「アナパナ」（入出息念）でね、「南無阿弥陀仏」としてもいいし、

空気を使って、入れて出す、アナパナね。それでやるか、心、これを膨らまして落とすか。

その手法が、どこでいくかは本人によるのだけれども。そして、経典をちゃんと読んでしま

ったら、まあ「これが何であるか」ということは、さっきも言ったように分かるわけないの

だから。体験して。「禅定」（ぜんじょう）は「禅が定まる」と書くでしょ。これジャーナ。
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禅はクサラ（善）という心の状態なわけ。それをまた解析すれば、数ページになってしまう

のだけれども、この 2 行。この本でも分からないし、読んだ人も分からないと。それでその

方は苦しんでいるはず。それから「念仏」というのは「声を出して言う」ということと思っ

ているでしょう？ 

 

【参加者】 

はい。 

 

【水源師】 

違うのです。「念」というのはサティ（sati）。サッダ（信）、サティ（念）、信念（saddha sati）。

「サッダ」、「完全に帰依する」ということ。サティ、念というのは mindfulness、「このお菓

子が大好きだ」と。そういう心が「念」なわけ。 

それで「仏」だから「阿弥陀」になるわけ。そのときに結局、声を出さなくても「南無阿

弥陀仏」と、ずーっとそれをやって空気を入れて出す、実際のことが必要なわけ。ただただ

そうしてずーっと落としていけば、何か現象を起こすはず。なぜかといったら、あの事象、

あの現象として観えるはず。 

私の場合は阿弥陀を探したわけ、第四禅定で全宇宙。観えなかったわけ。阿弥陀の国は、 

この宇宙の中にないわけ。他の宇宙体にあるわけ1。だから、観音様が私を連れていって観せ

たわけ。それでほっとして「いやーすごかった、よかった」と。というのは、驚愕して「な

んで観えないんだろう」と。観えたのは疑似浄土だけ。この宇宙体には疑似浄土はあるけど、

浄土はない。他の宇宙体にあります。今はもう数学的、宇宙物理学的に「宇宙というのは、

この宇宙だけではなく、いっぱいある」と。実際そうなっています。いいですか？ 

 

【参加者】 

はい。 

 

お腹の呼吸、慈悲の瞑想、浄土禅、真言 

【参加者】 

家族で主人と子どもが二人いて、朝に 5 分だけ瞑想の時間をとっていて、そのときに赤、

青とかが観えたりするみたいなのです。それで（それに対して）私が何か言っても、先生が

言われるのとは違うわけで（笑）。一体それに対して何を伝えたらいいのか…。 

 

 

                                                
1『無量寿経』には「法蔵菩薩、いますでに成仏して、現に西方にまします。ここを去ること

十万億刹なり。その仏の世界をば名づけて安楽といふ」、『阿弥陀経』にも「これより西方に、

十万億の仏土を過ぎて世界あり、名づけて極楽といふ。その土に仏まします、阿弥陀と号す。

いま現にましまして法を説きたまふ」と説かれている。 
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【水源師】 

息を吐いて吸って 5 分でもやれば、心が落ち着くわけなのですね。ウぺッカー（捨、静寂）。

人間の心はね、あの愛のエナジー体（mettā：love）、慈悲のエナジー体（karuṇā：compassion）、

それから歓喜のエナジー体（muditā：sympathetic joy）、それから平安のエナジー体

（upekkhā：equanimity）ね、この四つのエネルギー空間でできています。それを心という。

土台が。それで、一番安定した平安（upekkhā ）の心で観れば、素直に物が観られるわけ。

そういうふうな状態にもっていくために「空気を吸って、空気を吐く」。そういう鏡のような

状態にするというのが、まず瞑想の第一歩。 

それから進めば、今度は丹田で長時間できるように、お腹の呼吸でいくとか。胸の呼吸だ

けで南方の人がよくやるから、後で問題を起こしてしまう、苦しくなって。だから「お腹の

呼吸」というのは非常に大切で、さっき言ったように大腸菌をきれいにしてしまったら、こ

のお腹が活発だったら、絶対、病気しませんからね。食欲もあるし、それから調整もできる

し、自由自在。 

それでもいいいです。そうしてやっていくうちに、こう吸うでしょう。すっと一瞬止める

間を置く。で、すーっと出していく。で、一瞬止める。ちょうど波みたいにね、すーっと上

がって止まるでしょう？ それをこうやっちゃダメなわけ（笑）。そういうふうにやっていく

うちに間が取れて、身体が安定して、気持ちが楽になっていきます。それでまあ 5 分間で、

本当に素晴らしいことです。家族で（瞑想を）やられる。 

 

【参加者】 

その先、同じ手法で続けていくのに、もう少しこう…。 

 

【水源師】 

もう少し。今日、「慈悲の瞑想法」を教えますから。5分間か 10分間くらいで。 

 

【参加者】 

10分。（瞑想時間を）延ばしていった方がいいかなとは思っているんですが。 

 

【水源師】 

ああ、まあ一般の方は難しいから、結局、「浄土禅」の場合は 5 分か 10 分で、阿弥陀で、

そのままいけばいいし。「浄土禅」よりも、もっと愛の拠り所というものを求めたいとなれば

「慈悲の瞑想」。簡単な「慈悲の瞑想法」があるから、今回、紹介したいと思います。これは

南方でも皆やる方法で、正式な方法で、非常に簡略化した昔から伝わっている行法で、私が

つくったわけではないのだけれども、なんかこれもなかなか善い結果を出すみたいです。 

 

【参加者】 

瞑想する前に、ヨガでは真言で言うと「オン・アビラ・ウンケン・ソワカ」（Om a vi ra hum 

kham svaha）とか、いつも三唱してから入るのですけれども、それはその響きは何か効果が
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あるかなと。自分にとってはマントラ（真言）があるから、瞑想に入るときに、マントラが

出てくるのですけど。他の人たちにとっては？ 

 

【水源師】 

やっぱり「ア」「ウ」「ム」、この三つの音が一つになって、「オン」（om）になっていますよ。

だから、これで一緒に発声すればね、鐘の音が聞こえますよ、チリーンと。もうそれで正解

なわけです。バイブレーションで鐘の音は聞こえないはずでしょう？ でも聞こえるでしょう。

だから、それはちょうどバイブレーションがうまくいっているということなのですよ。 

それで、これには不思議な力があって、やっぱりタントラヤーナ（密教）を見たら、最初

に「om」が出てきます。だから不思議な力があるのでしょうね。それを解析しようと言った

って、私にはできないから。言われたとおりしています（笑）。いいのではないですか？それ

でいいと思いますよ。 

 

夢に出られた水源禅師、怒りを逆利用する禅法 

【参加者】 

あの僕、夜、夢でお告げをいただくことがあって、前もおっしゃっていただいたのですけ

れども。先日、水源様が夢に出てきたのですけれども。夢の中では水源様なのですけれども、

女性なのですよ。水源様が女性の形をされていて。それでまあ司会者さんに話したのですけ

れども、水源様が夢の中に出てきて一緒に念仏をこういった場所でしていたのですけれども、

でも、水源様の身体自体が女性だった。それで、お地蔵様も、もともとは女性だったという

ことで、それでちょっと気になったもので。 

 

【水源師】 

観音様と関係があります。 

 

【参加者】 

では、僕が水源様だと思ったのが、観音様？ 

 

【水源師】 

（私は）観音様から素晴らしい女の子をいただいている。だから、そのバイブレーション

で女性に観えた。目には見えないのだけれども。 

 

【参加者】 

僕は実際に、その夢とか、その身体で体験できるのですけれども。そういう本当に、紙に

書いてある、その（学者の）先生がおっしゃっているようなことは全く分からないですし。

ただ、本当の体験ですね。ただただ怒（いか）っているときに、本当に怒りがすごく高まっ

ているときに、その阿弥陀様の木像が置いてあるのですけれども、その前にパッと座ると、
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急に、その爪まで怒っていたのに、急に 180 度、悪が善に全部、転ずるような形になって。

その（観音様の）前に座らせていただいたときに、涙が急に出始めて、逆に「すみませんで

した」、自分が怒っているのに「いやすみません」と、真逆の心になって。それは慈悲をいた

だいていたのかなと。 

 

【水源師】 

まあ、もちろんそのとおりでございますけれども。禅法では、もう一つ深く、その逆手を

使って、非常に怒ったときにね、「怒っている私は、本当はなんだろう」と観ていくわけです

ね、ずーっと。だから、そこまでいく前に、そういうふうに帰依していけば、それで力をつ

けていれば、今度は本当のヴィパッサナー（観）に入っていきます。 

結局、ニミッタ（丹光、禅相）ができなくても、そのサンカーラ（行、形成作用）のタン

ハー（渇愛）、執着（ウパダーナ）。それをしっかりつかめばね、相当なところまでいくわけ

です、ダンマ（法、真理）として。だから、怒りも笑いもすべて使えるわけです、禅法とし

ては。だから、すべてが善い結果を出してしまう。だから「体験」ということが非常に大切。

「おいしいものを食べた」とかね。すべてが善い結果を出す材料なわけです。ちょうど蓮の

花がね、汚泥の中から出てくるように。蓮の花はね、きれいなところでは育たないらしい。

だから、結果的には、いろんな人生体験はすべて役に立つ。 

 

法に遇える有り難さ 

【参加者】 

ネットとかいろいろ見たり、本も読んでいるけれども、「水源禅師の法話集は何か違うなぁ」

と思って、今日、初めて出席したのですけど。今まで我流で坐禅とかっていうのはあるので

すけど、まあ仕事との両立っていうか。出家しないとやっぱりダメなのか、現実社会をより

よく生きるためにはどうしたら？ 

 

【水源師】 

はい。 

 

【参加者】 

今の世の中で、本当に真面目に家族を養っていくのが、一番の修行だと、僕は思うのです

けど。 

 

【水源師】 

もちろん、そうです。 

 

【参加者】 

それと同時に、まあこういう瞑想とかもやっていけたらいいな、と思うんですけど…。 
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【水源師】 

そうです。やっぱり家族を養っていくというだけでも大変なのですよ。それでプラスアル

ファで今、度修行となれば、本当に大変。でもね、在家だからとか、結局その僧侶になった

とか、修行には一切関係ないわけ。 

結局ね、私の弟子が 30年間、お坊さんになるために…。曹渓宗では離婚しなきゃいけない。

だから 30歳のときに離婚して、もう 59。もう 30 年近く瞑想しているのだけれども。つまり

前世の因縁もあるしね。（私はたった 6年だけど、私の生徒がいるわけ。私はほとんど在家だ

ったわけ。ただ在家のときに、あなたみたいに家族を養って、そのほかに、まあ寝る時間を

崩して坐禅してみたり、まあほとんどそんな状態でやっていたわけね。これは前世との関係

があるわけ。あるときにダンマ（法、真理）に遇うことができなくて、法に遇うことが、お

釈迦様の法に。それで私は一生比丘で、法に出遇えないで木の下で死んでいったことがある。

だから、法に出遇うということは非常に難しいわけ。あるときは天界に生まれて、その天界

のすべてのものを見回ったけども、そこにもなかった。 

だから、お釈迦様がね、菩薩のときに、菩薩道をやるときに「法を知りたい」と。それで、

ある老人のところに行ったわけ。彼はブラフマン（梵天）で「その火の中に飛び込めば、法

を教えてやる」と。それで飛び込んだわけ。そのときの言葉は、ただ一つ「人のために尽く

しなさい」。これが第一の法。ここに非常に深い意味があります。アッタ（我）・アナッタ（無

我）を解決しなければ、「人のために」ということはできないから。我（が）があれば、でき

ない。非常に深い仏法なわけ。 

 

ただ、あなたは「家族のために」でしょう？ 自分を滅私奉公しているわけです。つまり「諸

悪莫作 衆善奉行」1（しょあくまくさ しゅぜんぶぎょう）の道を走っているわけ。これに

プラス、加重をかけて、今度は「法の世界も知りたい」と。だから、私も夜中 2 時、3 時に

起きて、坐禅を組んでいました。ずーっと（家族が）寝ているときにとか、そういうことを

よくやりました、一人で。これは前世の力で、これをやっているわけね。だから、その法を

知りたいというのは、やっぱり前世のそういう因果関係で、そういうことをやっているわけ。 

また、shamanic（シャーマニック）も、私は全部調べているわけ。あの北方インディアン

のシャーマンとかね、南アメリカのシャーマンとか。やっぱり最高の問題は「ダンマ（法、

真理）がない」ということなの。弘前の方の霊能者も知っているけれども、ダンマがなかな

かないわけ。だから「世界のために尽くしなさい」と言ったってさ、漠然としたダンマなわ

け。「法を得る」というのは、権化になっても霊になっても、なかなか取れないわけよ。だか

ら五体を持って、今このダンマがキャッチできるわけ。だから、ボロブドゥールのピラミッ

ドを始動させたときに、天界の神々がダーッと降りてきたわけ。というふうに「ダンマを一

つ、つかむ」ということは、もう次の世の中が決定してしまうわけ。この一つのダンマの一

つの小さい種が、すべての法がこの中に入ってしまう。それがどんどん拡大していって、大

                                                
1 諸々（もろもろ）の悪を作（な）すこと莫（なか）れ、衆（もろもろ）の善を奉行し。 
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きな花を咲かす。『法華経』みたいに、「法の華」。 

 

まあ 10 月、時間があったら合宿に来て、そこで正式な方向を定めて、そこから出発という

ことが一番いいと思います。確かに私も全部、夢のお告げで動いていますからね。結局、出

てくるわけです。夢っていうより私はほとんど眠らないわけ。落ちて眠ることもあるけども、

ほとんど、この「中間」で、意識がある状態でずーっといっているわけ。だから全部を分か

るわけ、何が起こっているか。それで、お告げもこのときに聞くわけ。結局、弘法大師様が

白い服を着て「私はあなたのそばにいつも付いて歩きますから、安心してやってください」

といただいてね、弘法大師様の夢のお告げのとおり発生するわけ。それで、また私が 10年前

にサールナート（初転法輪の地）、お釈迦様が説法をした大地。そこで火天が出てきたわけ。

「Bible」（聖書）でいう「bush fire」（燃える柴）、全能の神。なんでだろうと。その場所を

探し出したのは 2011 年の暮れ。それで 2012 年、昨年、そこに行って護摩焚きをした。そこ

が同じビジョン、それかボロブドゥール、というふうに、すごい天界の動きがあります。ボ

ロブドゥールというのは世界遺産なのですよ。そういうところで（護摩焚きを）お願いした

ってやらせてくれないでしょう？（それが）ちゃんとセッティングして用意してくれている。

スリーパーダといったら最高の聖地なわけね、スリランカでは。そのトップで、ちゃんとや

らせてくれる。それで現象も起こすしね。 

 

『般若心経』をつかむ 

ただ、そういう世界に私たちは住んでいるけれども、一番の最高は、さっき言った「受想

行識」、この『般若心経』をいかにキャッチするかということですね。そのためにマントラ（真

言）とか、いろんなことがあるけれども。本当に 262 文字、この中にすべての真理が書かれ

てあります。ただ、これを本当に知るというのは「体験で体得する」しかないわけ。それが

ダンマヌパサナー（法随観）。 

これはね、「地球が全部、私のもの」という（くらいと言ったら）とんでもない、全宇宙を

くれるという（くらい）、それ以上に大切なもの。1 阿僧祇劫（あそうぎこう)といったら、

10 の 52乗か、そこらへんの「カルパ（kalpa）」（劫）、1回もブッダが出ていない、1回も仏

が出ないという時空もあるわけですね。そこに生まれたらまっ黒け、どこに行っても。今の

アフガニスタン、今の中近東、今のアメリカみたいになる。「法規ゼロ」みたいな感じ。だか

ら、今こうして仏国に生まれ、こういう『般若心経』をね、手にとって読める。それで、南

伝仏教の最高峰パオと一騎打ちをやったときに回答できなかったのだから。 

｢【水源禅師】『色即是空 空即是色』、この因果関係はいかに、回答したら私は（ここに）

おりましょう、できなかったら私は去る｣と。｢【ウ・レヴァタ長老】3 日待ってくれ｣。そん

なもんじゃない、ダンマ（法、真理）は。一発で答えられるか答えられないか。これが一本

勝負。これ（経典）にちゃんとあるわけ。だから完全に理解していたら、彼が完全に（理解

していたら）…。経典に書いてあるのだから。（でも）読めないわけ。否定してしまっている

から。「こういうものは嘘なんだ」と、頭から決め付けてしまっている。実はちゃんと経典に
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ある、そっち（南伝）の経典に。だから、その経典を使って聞いたら、回答できないわけ。 

「ダンマというものは、この全宇宙よりも尊いもの」。地球ではないですよ、太陽ではない

ですよ、そんなちっぽけな。すごいことなのよ、これが。無量永劫の時間から今あなたがい

るわけ。無量永劫の未来に今、走っているわけ。∞＋∞（無限＋無限）は無限なわけ。∞－

∞（無限－無限）も無限。1、2、3、4、5、6で、もう 10の 100 乗、10の 200 乗、10の 1000

乗までいっても、まだ無限じゃないわけ。この無限の過去から無限の未来の私たちの、この

時空はね、30 nano-second（ナノ秒）の時空にしかいないわけ。光のスピードの、このカー

テンの中にいるわけ。1秒間に 30万 km、こう見ているでしょ、この速さの中だけ。この外は

見えないわけ。これが私たちの現実の姿。ということをお釈迦様はちゃんと回答している。

だから、「この世界から抜け出て、ニッバーナ（涅槃）に行く」というのは至難の業なわけ。

これがちゃんと解説書があるわけ。だから 1阿僧祇劫、1回も仏が出ていないと。「1カルパ」

（劫）というのはね、次の弥勒菩薩が出るのは、56 億 7000 万年の次の時空帯、地球が消滅

して、また花のよう発生するという時空。「龍の国の龍の木の下で悟りを開く」と。人間の身

体ではないわけ。だから、観念的にいってしまったら、法なんてとんでもなく手に入らない、

という。 

 

だから、私はシャーマンのもっとすごい世界もちゃんと見ていますよ、チャネリングどこ

ろではないです。でも、法を持ったチャネリングならよいけれども、仏に出遇うね。ほとん

ど法を持っていないわけ。それで、そういうところでね、結局、私の弟子はみんな、カナダ

の方は超能力者。ちゃんと予言できるし見えるわけ、何が起こるか。その（弘前の）おばあ

ちゃん以上に。でも結局、頭がふらふらするように安定しないわけ。それで、禅法を教えて

から安定して、今は平穏になっているわけ。 

結局、神通、アビンニャー（神通）はね、やっぱり深い瞑想に入っていけば、自然と付く

もの。だから、結局、私はめったに、この手法で癌とか、そういう人を治さないけれども、

非常事態では癌でも治してしまうし。お医者が「あともう 20分、今日、死ぬ」と言う人でも、

ちゃんと治してしまう。それで、タントラヤーナ（密教）の秘伝は、やっぱり瞑想で、その

すごい瞑想で身体の中を全部観てしまうわけ。何が起こっているか。それで、こういう風呂

桶があってね、そこで薬草を入れて、パンと治してしまいます。何が必要かすぐ分かる。と

いうふうに、この「瞑想・心の力」というものは、すごいものです。 

さっきも言ったように｢一切唯心造｣1、一切はただ心で造られる。だから、究極の法なのだ

けれども、まあそこまで行かなくても、まだ…。さっき言ったように「時間があれば 5 分で

も 10分でも坐ってみる」と。私もそこから始めましたから。だから出家するしないは、因縁

によりますから。私は出家する気は一つもなかったけれども、結局いまだにこれ（袈裟）を

脱げないわけ、絡みついて（笑）。それで先生から「法を持って教えていきなさい」と言われ

て、まあこれもすべて因縁です。「私というものはない」から。だから｢人のために尽くしな

さい｣と。アッタ（我）・アナッタ（無我）も完全に分からなければ、もうアッタ・アナッタ
                                                
1『華厳経』「夜摩宮中偈讃品」の「若人欲了知 三世一切仏 応観法界性 一切唯心造」（若し人、

三世一切の仏を了知せんと欲しなば、応に法界の性を観ずべし、一切唯心造なり）の一節。 
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の世界はね、阿羅漢の世界だから、それだけで。だから一歩一歩、一歩一歩、行けばいいわ

けです。そのうちにゆっくりゆっくりね。jumping はダメです。本を読んで、いくらこれを

読んだって…。私だって何万回、読んだって「ああ」と気持ちはよいけど分からない（笑）。

そのうちに出遇いました。「ただただ、これを読みなさい」と、『般若心経秘鍵』で弘法大師

様が教えてくれたわけですね。「必ずや度通する」と。いやー、通度寺に行って「ああ近いの

かな」と。それで、とうとうダンマヌパサナー（法随観）に出遇って、これを全部ダーッと

見せてもらったわけです。そのとおりなのですよ。 

「無老死 亦無老死尽」（むろうし やくむろうしじん）。これはね、十二因縁。もう限りな

い輪廻転生をしているのだけれども、いくらやっても法はつかめませんよと。こういうこと

になると。それが「十二因縁の行をやりなさい」ということ。それで、はっきり観えます。

「パティサンディ（paṭisandhi：rebirth）」（結生識）と言います、パーリ語で。結局「四界

分別」、ルーパ（色）。そのあとナーマ・ルーパ（心と体）、心と物質の関係。その後で最後に

通過したら「パティサンディ」「十二因縁」を、過去を観させます。過去と未来。時空という

のは過去と未来がありますから。それでどうなるか、どこに行くかと。ある人は地獄に行く

のを観ちゃったわけ。行きたくないから、もう必死になって瞑想して「預流果の世界に入り

たい」と。そうしたら堕ちないから。というふうに、本当に私たちは、すべてあの陽炎のご

としの生命体の時空しかないわけ。30 nano-second（ナノ秒）の時空でダーッと動いている

から、この時空は。非常に科学的ですよ。だから、そういうふうに、こう心に念じて、まあ

1 日 5 分でも、少しでもその瞑想をしていけば、必ずや善い結果が出ます。私が拠り所とし

たのはこれ（『般若心経』）しかなかったのだけれどもね。大きな本を読んだわけでもないの

だけれど、逆にそれがよかったか。 

東京でも、もう「第八禅定、第九禅定、なんとかなんとか」と…。「あなたね、第一禅定も

体験したことないからさ、それをいくら詰め込んでも意味がないですよ」と。それよりは、

自然にウペッカー（捨、静寂）の世界に入っていってね、一歩一歩。 

確かに世天（十二天）という方々がいっぱいおるし、尊敬もしなきゃいけないし、助けら

れます。ただ「それを侮れ」と言うのではないですよ。そういうことも教わりながら、自分

も体験していけば、いろんなことで天界も非常に応援してくれます。 

 

無我とラーマナ・マハリシの「Who am I ?」 

よく「世界を助けましょう」と言うのだけれども、まず「自分というものが何であるか」

を観なければ。自分が実はないのに、どうして世界を助けられますか？ 実はアナッタ（無我）

なんです、根源は。無なんです。無我。ところがアートマンとかね、我（が）とかね、どう

しても、それが観えないわけ。だから、さっき言ったように、その瞑想の力が進めば、怒り、

「この怒りは誰が怒っているか」ということを、ずーっと観ていくわけ。ダダダダーッと。

喜び、「一体、誰が喜んでいるか」を、ずーっと（観ていく）。変えない。一つの subject（教

科）を見つけたら、最もやりやすいそこで 「Who am I ?」。 
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ラーマナ・マハリシ（1879-1950）1というインドの悟りを開いた（方）。これが、この手法

なわけ。ただ「Who am I ?」、絶対できません。一人一人違うから、「一人一人どういうふう

にしてその道に進ませるか」という、これが非常に大切で、これだけでも阿羅漢の世界に行

くから。だから、世界的にそのときはもう、全世界でもう「Who am I ?」「Who am I ?」「Who 

am I ?」（だったけれど）全然、進化していない、ちっとも。でも、実際にラーマナ・マハリ

シから直接、言われたら違います。バイブレーション。人からのまた聞きで、それをやった

って、うまくいかない。 

だから今、言ったようにね、（参加者の方が）「その岩木山に登るときに、凍えそうになっ

た」と、そのとき「死にたくない」と。そのときの心をずーっと観るわけ。だから「体験」

というのが、非常に大切なわけ。それで「何とか登った」と。私は岩木山、何回も登ってい

るから知っているわけ、すぐポポポーッと登れる。真夜中でもタタターッと行ってちゃんと

帰ってくるわけ。そのとき行けなかったというのは霊が入って見せなかったはず。あの短い

距離で、最高で 3 時間で登れるところを、岩をグーッと行けば上がっていくのだから、行け

ないということは、自分たちが何かに騙されているわけ、何かに入って。それはあなたのあ

れじゃないよ、他の。あそこには霊がいっぱいおるから、権化とね。だから、いろんな体験

をするでしょう？ 

 

【参加者】 

そうですね。だからそのときも「修行だ」って言われて。 

 

【水源師】 

ああ。まあそういう体験を逆に、逆に今度はね、生かすわけですね。そのときの死に直面

したときの「自分の心は一体、何だったのか」。「恐怖」、これをまたずーっと確認していくわ

けね。だから、これが「Who am I ?」に入っていくドアになります。だからそういうふうに

ね、まあ（坐禅として）坐らなくても、ただ椅子に座っても、そこを観ていけば坐禅と一緒

だから。坐る形をこうして、わざわざしなくても。そうすればもっといいのだけど、ヨガの

あれでね。ヨガというのは素晴らしいことで。なんか回答、できましたか？ 

 

【参加者】 

はい、ありがとうございます。 

 

【水源師】 

だから、あんまり「スピリチュアル」と言っても、あんまり信用しないように。 

 

 

                                                
1 ラマナ・マハルシともいうインドの聖者。悟りに到達するためのまっすぐな道として、ア

ートマ・ヴィチャーラを強く勧めた。アートマンは「自ら、自分自身」、ヴィチャーラは「探

求、吟味」。 
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【参加者】 

そうですね、まあ現実世界でちゃんとまじめに、こつこつ仕事をしている方が…。 

 

【水源師】 

そうです。それが正解です。そういうふうに『マンガラ・スッタ』（『吉祥経』）にも書いて

います。「まず妻子を守りなさい」と。それもできなくして、スピリチュアルにいけば、何の

ためにと。「我」というのは「自分というのはない」のだから。そのサンカーラ（行、形成作

用）が、こういう素晴らしい法を体験する、ということはあるわけですね。だから、これを

手本にするとか、これがちょっと難しかったら、仏を好きに、「自分の一番、好きな仏に帰依

する」とか、そういうことで、自然とおのずから道が開けてきます。 

結局、私が「水源」であるのが、何で女性に見えたか。それは小さい女の子をいただいて、

観音様から（笑）、浄土の国で。本当、浄土の国は男だけなのに1、何で女の子がいるのか分

からないけど、そういう体験、そういうことなのですよ。仏教の経典は、その現象によって

違うのかもわからないのだけども、それはもう花は散って、もうその「楽、楽、快、快、快」

というね、「いやー、楽しい楽しい」という（浄土の国は）本当に素晴らしいところ。ただ、

私が思うには「その浄土には男も女も何も差別がない」2ということではないかなと。だから

「そこには女というものがいない」というのは「男女の差別がない世界」「すべて平等である」

と、そういうものに私には思えるのだけれど。だから、女の子がチャンと乗ってくる（笑）。

まあ、ということは「もっとね、慈悲の修行をしてください」ということ。「まだ、赤ちゃん

なのですよ」と。そういうことだと、「まだまだ修行が足りない」ということなのです。 

 

「ダンマ」「真理」「法」  

【参加者】 

「ダンマ」「真理」「法」といわれること、それを教えてください。 

 

【水源師】 

さっき言ったようにね、このルーパ（色）3という最も微細な「地、水、火、風」、四元素

あります。これで宇宙の全体ができています。これは光以上の速さで、発生消滅、発生消滅。

これが「色即是空」。そして、これで、この現象で、結局、私たちはケミカル（化学物質）が

                                                
1 阿弥陀仏の第三十五願に「たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界に、

それ女人ありて、わが名字を聞きて、歓喜信楽し、菩提心を発して、女身を厭悪せん。寿終

りての後に、また女像とならば、正覚を取らじ」（『仏説無量寿経』巻上）と誓われている。 
2 阿弥陀仏の第四願に「たとひわれ仏を得たらんに、国中の人天、形色不同にして、好醜あ

らば、正覚を取らじ」（『仏説無量寿経』巻上）と誓われている。また、『仏説無量寿経』巻上

には「ことごとく同じく一類にして、形に異状なし。ただ余方に因順するがゆゑに、天・人

の名あり。顔貌端正にして超世希有なり。容色微妙にして、天にあらず人にあらず。みな自

然虚無の身、無極の体を受けたり」と説かれている。 
3 rūpa：変化する物質。 
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あるでしょう。その脂肪になったり、それから protein（たんぱく質）になったり。それを

入れて分解してエネルギーになって、そういうふうに姿形を変えて、私たちのこういう 3 次

元の世界で生きているでしょう？ そういうふうに四元素ですべてできているわけ。その発生

消滅は光以上の速さで存在するから、すべて「照見五蘊皆空」（しょうけんごうんかいくう）

と言う。「一切は空である」と。それで、発生消滅をしっかり観ていなければ、「色即是空」

が観えない。 

それで、スマナサーラさんが「空即是色はない」と。修行してない、実際、観ていない、

分かっていないのに分かったふりして書いて、もし誤解を招いたら、次の世は大変になると

いう過去世も観ていない。それで、そういうふうに全日本を惑わしたら大変なことになるし、

騙された方々もダメなわけなのですよ。「騙されたから、私には罪はない」、宇宙の法則はそ

うではないです。騙されたあなたも一緒に行きます、だから、私がストップをかけている。

「これは本当ではありませんよ」と。行かせないために。一人も地獄に落としたくないがた

めに、私がこうしている。地獄に堕ちる苦しみは大変なのですよ。 

ある行者の話を聞けば、やっと出てこられたけれども、56 億 7000 万年、火にあぶられる

みたい、彼の行ったところは。阿鼻（あび）地獄があって、もっと上の方に。その出てこら

れた理由は、前のカッサパ仏陀（迦葉仏）のときにお供え物をしたという、その理由で地蔵

様が出してくれた。（今、話している）これもダンマ（法、真理）ですよ。この 1カラーパ（微

粒子）、目に見えない、その中に全宇宙がスポッと入ってしまう。だから、どれだけの宇宙体

があると思いますか？ 考えも想像もできない。そういうふうに、あなたの心に一切の心が入

ってしまう。また時空もね、無量永劫の時空がね、即一念の中にターンと入ってしまう。 

だから、そこまでいかなくても、宇宙のダンマはすごい、宇宙船とか UFO なんて問題では

ないわけ。ある時空体では人の苦しみを食料にして生きる生命体もありますから。どうもそ

れがマヤカルチャーに関係して、心臓をえぐり取ると、それが 1600 年代の本を、スペインの

文献を読んでみれば。そこに命を捧げに行くときの、その恐怖というか、一歩一歩、上がっ

ていくときの描写。ダンマのない世界、愛のない世界。「ダンマと言うのは慈悲そのもの」。

だから「仏陀、仏陀」と言うけども、親鸞聖人は完全に仏（ほとけ）なのですよ、仏（ぶつ）

なのです。ただ自分をね、低く見せて「聖人」と。「大聖人」とも言います。それだけもう腰

を低くして、皆さんを助けようとしている方だから。だから、「日本には素晴らしい大先生が

いっぱいあるはず、巨万と、遠くに行かなくても」というメッセージを伝えたかったわけ。

この敗戦によって、私たちはおにぎり一つ食べることもできない時代もあったでしょう。卵

一つでも食べれば、もう大喜びで。今こうして素晴らしいところに日本中がありとあらゆる

ところに物質があふれかえっているでしょう？ 

こういう世界がどこにありますか？ それで、こういう世界で、その最高の法を自由自在に

手に取れると。このときに信（しん）、念（ねん）を。結局、帰依。心いっぱいに帰依するこ

とによって、叡智が発生するわけ。だから、あなた方は正道、八正道（はっしょうどう）1ね。

正しいことを言いましょう、正しいことを考えましょう、正しいように見ましょう、正しい
                                                
1 ariyo aṭṭhaṅgiko maggo：釈尊が最初の説法で説いたとされる、涅槃に至るための八つの正

しい実践行。正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 
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ように行動しましょう、正しい仕事をしましょう、とね。そう言わなくても、この五つの正

しいことにプラス戒律、ジャーナ（禅定）、パンニャー（智慧）。これはね、「やってください」

と言うけれども、これは聖者の位。聖者の位を目指しましょう、ということで、まともにや

ったらできないですよ。それを、まあまあいいじゃないですか、疲れたら酒一杯。大乗ね、

これをけなすわけだ。それで南伝の人もね、できないことを分かっているから、まあ目をつ

ぶって、ピンダバーダ（托鉢）に行って、お腹いっぱいになるわけ。そうしたら、もう行が

できないから、まあ寝ちゃう。それが仕事になるでしょう、それで経典を読んで教えると。

ね、だから、あんまり固く固くではなく、まあさっき言ったように、さっき言ったダンマ、

言ったでしょう？ あれだけでもいいのです。何回も言ったでしょう。「一切唯心造」。これは

究極のダンマ。頭にたたきつけて、消えないようにして死んでいったら、間違いない（笑）。

その道にまっすぐ行ってしまうから。死ぬときにいっぱいドアが開きますからね。 

そのときに、最高の行法は「諸悪莫作、衆善奉行」1（しょあくまくさ しゅぜんぶぎょう）。

「悪いことをしないで善いことをしましょう」と。ただそれだけ。それはどれが基本になる

かと言ったら「慈悲の土台」。これなくして、いくら修行してもできません。できないように

宇宙はできている。だから究極の世界、言ったでしょう？ そういうふうにできているのです。 

ところが、文献だけやれば、こういうふうな（体験抜きで研究された仏教書籍のような）

ことになって、その人間の猿知恵になってしまう。この（本を書いた）人が悪いのではない

のだけれども、そういうふうな社会をつくっちゃったわけ。無駄なことをするわけ。それで、

無駄なことに追われて、一生おしまい。それで、次の世に出遇えるか、こういうダンマに。

それが大問題。だから、一人でも、少しでも、こっちの方向に行っていただければ、私が死

んでもそのバイブレーションが移って、また他の人に役立ちますからね。だから、私はいつ

死んでもいいわけなのですよ。happyで死んでいく（笑）。私自身、まあ「私というのはない」

のだけれども。全く憂いなし。ただ他に転生することだけが、まあどこに転生するかも分か

っていますけれども。 

やっぱり問題としては弟子をいかにつくるか。弟子が相当に成長してしまったからね。59

才で人生もちゃんと知りつくして、ちゃんとしたことで。ダンマも 30年間瞑想しているから。

まあまあ間違いないでしょうと。そういうこともあるから、また日本の方も一生懸命、信頼

して学んでくれますからね。非常に、あの護摩焚きが終わったときは「あー、このために私

は生きてきたのだ」と。そうして、その後は解放されて自由にできるんじゃないかと（笑）。 

ということでね、スリランカに行ったら、お釈迦様が瞑想されたという、15万坪の土地を

寄進されたのだけれども、素晴らしいところで。そこを受け取ってしまったら、私、動けな

いでしょう。こういうふうにお話もできないです。「全世界の人から来てもらったらいいじゃ

ない」と言っても、そんなところ来られないじゃない。私としては、お釈迦様がやったみた

いにね、サールナートからスリランカまでテクテクと行って、インドを回って一つ一つと。

やっぱり、そっちの方が私にとっては合っているようで。こうして旅をするというのが。ま

あ、いいですか？ 

                                                
1 諸々（もろもろ）の悪を作（な）すこと莫（なか）れ、衆（もろもろ）の善を奉行し。 
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サンカーラ（行）のプログラミング 

【参加者】 

すみません。怒りを感じたことをずっと観ていったときに、あるとき突然、全部否定なく、

理解というか、納得というか（することができるのですけど）。さっきも（同じような）お話

があったと思うのですけど。その 180 度違うものを見たときに、もう驚いてしまって。最初

の自分が悪かったわけではないとは思うのですけど、この心の持ち方というか、どうしたら

いいのかなと思いまして。 

 

【水源師】 

結局その「驚いた心」、それをキャッチしてね、そこをずーっと観ていく。それで「一体、

誰が驚いているのか」と。そう言うものは存在しないわけ。「受想行識」で発生しているわけ。

それが発生したときに、心の information（情報）がね、「驚く」と。そういうコンピュータ

ーみたいに自動的に発生してしまっているわけ。 

だからこれはね、過去に自分がつくったサンカーラ（行、形成作用）でできたプログラミ

ングなわけ。プログラミングであるということが分かったときにそれが消滅してしまいます。

もはや二度と驚くこともなく、平安な心になっていきます。まあいろいろな事故があると思

いますから、「なんで驚かなきゃいけないのですか」とか、「驚かないわけにいかないでしょ

う、こういうことがあったら」とか。まあいろんなことがあると思いますけども。 

結局、すべてのリアクションは過去から持ってきたプログラミングなわけなのです。それ

が自分だと思い込むわけ。だから、プログラミングをリセットするには、それをしっかり観

たときに消滅してしまうから、自動的に。それがなかなか観せないように、そのマヤの力と

いうか、幻想というか。結局、コンピューターのプログラミングは、消滅したくないわけ。

いつまでも続けていきたいわけ。 

『2001 年宇宙の旅』という映画、見たことありますか？ そこで HAL というスーパーコン

ピュータがね、自分が死にたくないわけ。プログラミングがストップされると。プログラミ

ングがストップされればね、自分が死ぬと、コンピューターが思うわけ。実は、私たち全部

プログラミング。それで、宇宙飛行士の言葉を解析するわけ。口の動きで「ああ自分を止め

るんだ！」と。それで、その彼（HAL）は宇宙飛行士を守らなければいけないのに、次から次

とポーンポーンポーンポーンと殺しちゃう、機械だから。機械だから、善悪がないわけ（笑）。

人間は殺しちゃいけないのにボボボボと（人間が）殺されていく。それで、そういう実態は、

実は私たちも「サンカーラプログラミング」。それをちゃーんと観たときに、こういう解脱し

て涅槃の世界を観ることができます。そのために、あの浄土に往って、修行しやすいところ

に行って、させてもらう。こういうところでは難しいから。「いずれにしてもやらされる」と

いうこと。だから、ここでしっかりダンマ（法、真理）を聞いておけば、来世にどこに生ま

れようが、浄土に往こうが、まあインプットしていますから、ベースをね、やりやすいとい

うことです。 
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だから、皆さんがこんなもう、なんか難しいことを聞いてくれるのは、堅苦しいのですけ

ども、非常に大切なことなのです。だから「ダンマをいかにつかむか」。それには心を平静に

平安にしていただければ、つかみやすいということで、それをただただやっていけば。 

あとは因縁がありますから、因縁で、あの善い因縁が出てくる。すべては因縁だけ。何も

かも因縁。ここに皆さんがいるのも因縁。因縁以外に何もないわけ。それで因縁というのは

一方通行でこうなっているわけではないのですよ。「インターセプト」と言って、こう行った

後にピューッと、こうしてキャッチしいてる。いろんな法則があります。ただただ、さっき

言ったように善い方向性を向いていけば、大丈夫です。分かったような分からないような（笑）、

大丈夫ですか？ 私の話しているところは、非常にこう仏教界でも難しいところで、観た人間

には簡単だけれども、観ない方には非常に、あの学者さんでも難しいと思います。まあ安心

して、まあ検証してみてください。（次は）何かありますか？ 恥ずかしがらずにどんどん・・・。 

 

仏・菩薩を一つだけ選んで、心から帰依すること 

【参加者】 

先ほどお話しいただいていたときに、胸のあたりがキュッとなったのですけれども、これ

は自分の中の何かが取れているのか、何かを入れていただいているのか･･･。 

 

【水源師】 

あなたは何か、こう仏に対して「大好きだ」というものがありますか？ 今までに。 

 

【参加者】 

興味があって、本とか書物で読んだりしたことはあったのですけど。 

 

【水源師】 

何か「これが大好きだ」とか。結局「お釈迦様が大好きだ」とか「阿閦仏が大好きだ」と

か、ありますか？ 観音様とか。 

 

【参加者】 

昔から、仏像を見るのは好きでした。 

 

【水源師】 

その中で一つだけ選んで、100%、帰依してみてください。それが消えます。結局こうなの

です。私たちの身体は家と一緒なのです。それで、仏がここの中にいれば、主人がいて安定

するけれども、そういう仏、帰依するものがいない場合は、空っぽだから、何か入ってきや

すい、ということを六祖大師（慧能大師）様が言っていました。だから大好きであるだけで

はなく、帰依する必要があります。どれかを選んで、本当に。それで、書物をバーッと読ん

だけれども、結局まだ空っぽなわけ、主人が来ていないわけ。 
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だから、「主人に来てもらって、家に入ってもらう」ということをやれば、そういうことが

なくて、うまくいきます、これからずーっと。もしそれをしない場合には、家が空っぽにな

りますから、非常に危険な状態が発生します。それが一般世間でね。それで、分からないで、

無明の世界に生きているわけです。いつ何があるか分からない。さっき言ったように、この

全地球が消滅する（ようなことがあっても）、私たちはなんにも知らないで生きている。明日

は必ずあると。そうではない事態が 2 月 15 日に発生しかけたわけで。（明日は）ないと（い

う事態）。だから、その前に、ちゃんと一つでも帰依するものがあれば、お地蔵様でもなんで

もいいです。必ずや慈悲の力で、うまいこといきます。これは本当のことなのです、空想で

はないのです。私たちは、その中で生かされているわけだから。それが、なかなか観えない

ようにしている。いいでしょうか？ 

 

【参加者】 

ありがとうございました。 

 

【水源師】 

では、もう少し質問は…。 

 

いろんな瞑想指導法 

【参加者】 

瞑想を普段続けているのですけれども、「預流果の段階まで行きたいなぁ」と思って、がん

ばるのですけど（笑）。毎日朝、早朝 1時間半くらいしかできなくて。どうしても家の朝食を

準備したりするので。光は観えかけるのですけれども、それ以上、もう時間の方が気になっ

て、さめていく…。 

 

【水源師】 

どの手法をとって？ 

 

【参加者】 

アナパナ・サティです。 

 

【水源師】 

アナパナ・サティで、やっぱりニミッタ（丹光、禅相）。 

 

【参加者】 

ニミッタまでは観えないのですけれども、バーッとこう光は観えているのですけれども。 
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【水源師】 

それが今、パオでの談義になって…一般の方は 1時間以上の時間は持てないから無理だと。

それで私は『サティパッターナ』のヴィパッサナー（観）を直接、教えるようにしています。

それで、それを観てしまえば、預流果以上の位に入ってしまいます。 

 

【参加者】 

それが希望なのですけれども（笑）。 

 

【水源師】 

まあ、そのまま今までのように続けてもらって、今度あの合宿があるときに…。 

 

【参加者】 

先生いつか日は分かっているのですか？ 

 

【司会者】 

10 月のですね、一応、予定ですが、今のところ予定で 10 月 12 日・13 日・14 日が、土日

月と連休ですので、一応、今のところ…。 

 

【参加者】 

場所はどこですか？ 

 

【水源師】 

富士山の忍野八海。あそこは高度 1000m で気がよいところです。やっぱり高い場所はね、

やっぱり瞑想しやすいですね。3000m のクスコに行けばね、難しい本でもスラスラ読み始め

られる。嫌な本も（笑）。 

あの経典ね。「いやー頭が痛い、もう」という経典もスラスラ読めると。それで高度 4000m

のね、やっぱりあのチベットに行けば、もっと楽しくなる。下りたくないくらい楽しくなる。

不思議なの。下界に降りてきたらね、心がプールの中に入っていくみたいにね、身体が水の

中に入っていくみたいに、なんかもう苦しい。やっぱり身体も精神も影響してくるみたいで

すね。だから、南方は暖かくて、同じ温度の場合は瞑想がうまくいきやすい。寒いここは、

なかなかできないから、冬はいつも南方に逃げているわけ、私は（笑）。 

 

【水源師】 

そのときに大切なのはインタビューね。現象が観えますから、それを解析していって、そ

の手法がこの日本で一番よいと思います。パオではね、やっぱり 2 時間から 3 時間、必要な

のですよ、続けて。そして、それもぶっ続けでやりますからね、2、3年は。そうしたら時間

がないでしょう？ 

 



 

44 
 

【参加者】 

そうですね。 

 

【水源師】 

そこが大問題。だから結局、一早くヴィパッサナーで法をつかんでしまえば、あとは時間

があればパオの手法で、ニミッタが出るはずだから。だから、いろんなやり方があるから、

私の体験上。ただ一方方向ではないのですよ。人によっていろいろ、こう条件を変えてあげ

て「いかにして進化させるか」ということは、もうパオセヤドーにも納得してもらっている

し。パオ総本山でも納得してもらいました。それから、また通度寺という 2000 年の伝統を誇

るワサ 60年の大僧正とも「そのとおりです」と。それから、大乗にしろ、テーラワーダにし

ろ、二つの巨頭から認可を受けていますから。その方たちはすぐ観えますからね、何をして

いるか。だから安心して、ある程度は指導できるわけ。分かります。 

 

「慈悲の瞑想」の実践法 

では一服して「慈悲の瞑想」。ちょっと英語で言ってしまうけれども、簡単な英語ですから、

あとは自分で日本語に変えてやってみてください。これは 5 分間だけで済みます。長くする

必要はありません。これをやれば心がスーッと落ち着くし、その呼吸法がどうのこうのも、

何もないわけ。ただ私が言いますから、そのとおり心の中で暗唱してくれてもいいし、ただ

聞いてもいいです。そして 5分間だけ。非常に簡単です。これが南方で使う「慈悲の瞑想法」

です。それをやればね、5 分間だけでいいから。それで、気楽にやってもらえれば、相当、

変わるはずです。この「慈悲の瞑想」のときに一番善いのはやっぱり「慈悲と言えば観音様」

ね。そういうことをちょっと念じてもらえれば、ますますよろしいかと思います。 

坐り方は「気楽に自由に」。「あんまり苦しくないように、楽々で」してください。条件は

「楽、楽々で」。マハシの瞑想法はドゥッカ（苦）と言って、わざと苦しくさせるけれども、

そのときに痛みが消えるときに「身体と心が違う」という発見をさせるみたいだけれども。

後でまた痛みは来るはずだから、そのときは消えても。それで、またそれもよい点もあるし、

また逆にそれを強烈に進めていけば、拒絶反応を起こしてしまう。痛みの方ばかり嫌がって

しまって、進化しないで。好きな人はよいのでしょうけど。いいですか？ 

 

【参加者】 

はい。 

 

【水源師】 

私が英文で言いますから、カナダでもこういうふうにやっています。それで、心で暗唱し

てもらってもよいです。実に簡単な英語ですから、日本語に自分で訳して、作ってくれても

よいです。ただ、ここでやる前に静かに目をつぶっていただいて観音様を念じてください。

慈悲の塊ですから。そして今、パッとイメージ化して、観音様ということでイメージ化され
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て、あとは頭を空っぽにして聞いてください。そして、私の聞いた言葉を心に入れて、5 分

で終わります。ではいきます。 

 

 

May I be happy and well.  

May my teachers be happy and well.  

May my parents be happy and well.  

May my all brothers, sisters and relatives be happy and well.  

May my all friends be happy and well.  

May my all enemies be happy and well.  

May my all town people be happy and well.  

May all people of Japan be happy and well.  

May all people of the world be happy and well.  

May all sentient beings of the universe be happy and well. 

 

 

 

 

観世音菩薩と親鸞聖人像（鏡御影） 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源禅師法話集 22 
（2013 年 2 月 24 日 京都法話会） 

 

 

2014 年 11 月 16 日 発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集兼発行 一乗会 

 


