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水源禅師法話・質疑応答 

瞑想者が説明しなければならないこと 

「坐禅の心得」として、大乗にしろ南伝にしろ、明快に伝えられてないことがあります。

経典には明確に書いてあるのですけれども、1000年とか経った場合にそれがね、日本（の経

典）でも明快に書いてあるのですけれども、それが伝わっていない。どこが非常に大切かと

言ったら、お釈迦様はこの大変な世界から抜け出す方法を四つのゲートを教えてくれました。

カーヤヌパサナー（身随観、マハシ系）、身体を使う方法。それからヴェーダナヌパサナー （受

随観、ゴエンカ系）、感覚ですね。それからチッタヌパサナー（心随観、禅・念仏系）、とい

う心のゲート。最後は、法を持って抜け出すという方法、ダンマヌパサナー（法随観、パオ

系）。どの方法でもいいのです。 

なぜお釈迦様がこれだけ強く言われたかと言えば、この宇宙は必ず滅びます。それで宇宙

は一つではないのです。宇宙と宇宙の間にまた空間があって、この空間は絶対に滅ばないと

いうところが、あの阿鼻地獄という無間地獄なのです。いつまでも続いていく。もしここに

堕ちた場合には、八大地獄の七番のところ（大焦熱地獄、大炎熱地獄）は「夢のように素晴

らしいところだ」と。 

第一番（等活地獄、想地獄）に堕ちても肉体は粉々に砕けて大変な苦しみを受けるのです。

なぜかといったら、結局「因縁」というのは「無明」と、それから attachment＝「ウパーダ

ーナ（upādāna）」（取）、欲しいとか、すがりつく。「欲しい」ということは問題ではないのだ

けれども、この「無明」によって、どうしても大変なところに行ってしまう。その力はすご

く恐ろしいのです。天界に上がる場合には非常に難しいです、ロケットみたいに。そこでの

1日は人間界で 50年。というふうに、非常に上がるのが難しいのです。 

第六地獄（焦熱地獄、炎熱地獄）に堕ちた場合には 5 京 4568 兆 9600 億年。第七地獄（大

焦熱地獄、大炎熱地獄）に堕ちた場合には半中劫1ですよ、半中劫。その半中劫の時空にとど

まるわけなのです。その恐ろしさ、引っ張り堕とされるところ。 

それで、最後（第八地獄）の阿鼻地獄（無間地獄）は、中劫と呼ばれている。その大劫、

中劫という、地球が滅んで、その宇宙のどこか。もう数字で表せない、中劫としか呼べない

ところに堕ち込むらしい。そこに堕ち込んでも、宇宙は壊れないから、上がることができな

いし、その時空たるや、すごい時間らしいです。それで、その恐ろしさは大変なことだから、

どうしてもそのカルマ（業）の法則によって、「無明」と「ウパーダーナ」（取）ということ

によって…。 

現代的に言えばですよ、誰も今まで（このようなことは）説明したことがないはずです。

ただ『法華経』には、はっきり書いてあります。「仮作」ということで、「みんなを善い方向

に持っていく」という「ホログラムユニバース」（hologram universe）なのです、ここは。

                                                
1 劫の時間は経典によって相違があり不明瞭であるため、現在、誰も明快に回答していない。 
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「ホログラムユニバース」ということを、お釈迦様は「仮作」と言っておられます。瞑想者

たるもの、必ずこのことを明快に説明してあげなければなりません。瞑想することによって

非常に進化します。 

たとえ、天界に行かなくても、瞑想することによって、宮殿のような金銀でできた、非常

に素晴らしい天国のようなところに行ってしまいます。これは、天界ではないです。500 人

の素晴らしい召し使いを使って…。でも、たった一つの間違いによって、夜な夜な池に入り、

恐ろしいものに食い殺されて、そして骨になるのですね。それからまた戻る、絶世の美女に

また戻るのだけれども。そういうふうなことを毎日毎日、繰り返す。それが幽霊界（餓鬼界）

というところです。 

 

私たちは明日が分かるでしょう？ 台風が来て死ぬとか、そういう（細かい）ことは予測で

きませんけれども、大体は分かるでしょう。過去が観えるといっても、そんなに大したこと

ではないでしょう？ だから、お釈迦様は「四つの法門によって、必ず抜け出せます」と。 

そこで「七覚支」1（しちかくし）ということがあります。Seven Factors of Enlightenment、

ここのところがしっかり分かった場合には、これを指針として、あとは「嘘をつかない、人

のために尽くして、真面目に」、これだけで大丈夫。どの経典を読んでも、これだけで十分い

けます。 

素晴らしい絶世の美女で、金の宮殿に住んで 500人の召し使いを仕えさせて。（でも）たっ

た一つ嘘をついたことによって堕ちてしまう。瞑想して、お釈迦様の言葉を聞いて、一生懸

命、修行したおかげで、すごい天国みたいなところに（行ける）けれど、たった一つの嘘に

よって、夜な夜なそこの池に入っていかなければならない。それもその小さな嘘ではなく、

とっても大きい嘘だったのですね、それが。だから、まあみんな「嘘、嘘」と言っても、方

便もありますから（笑）。そこまで厳しく私は言わないから。ただ。この「瞑想する」という

ことは、非常に素晴らしいのです。間違いありません。 

私の過去 20回の因縁を観て、だから私が説明できるのです。これは文献では絶対に分かり

ません。たとえば 18の物質の因縁ですね。それと組み合わせと、それからの六つの心の因縁。

24 の factor で因縁がグワーッと回っていきますから。その元の原動力は「無知」と「これ

は私のものだ」という「me」（我）。 

だから、今日は『Metta sutta（メッタ・スッタ）』（『慈経』）ね。『Karaṇīya metta sutta

（カラニーヤ・メッタ・スッタ）』というのは「慈悲」。「私というよりも全世界を愛する」と

いうことで、大きい意味での「執着心」ですね、「みんなを救いたい」という。それと「無知」

ということは…世間で「これは私の奥さん」「これは私の家」「これは私の国」、これら全部は、

ただ因縁によって集まったものだから、実際、宇宙的には全く意味をなさない。（それなのに）

そこにしっかり取り組んだ場合には大変なことになると。このことを「無明」と言います。 

アインシュタインの「E＝mc²」、みんな覚えているでしょう？ これが今「間違いだった」

となっているのですね。驚くべきことでしょう？ それから 50 年前はビッグバン・セオリー
                                                
1 七覚・七覚支・七菩提分ともいう。さとりを得るために必要な七種の修行項目。念覚支、

択法（ちゃくほう）覚支、精進覚支、喜覚支、軽安（きょうあん）覚支、定覚支、捨覚支。 
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（ビッグバン理論）はありませんでした。「宇宙はモヤモヤモヤッとしたものからできた」と

されていた。それで、つい 2,30年前からビッグバン・セオリーになって、これも今、崩れ始

めています。だから、実体を観るしかないのです。 

その実体を観る方法がダンマヌパサナー（法随観、パオ系）といって、これは非常に難し

いけれども、ミャンマーで一つの方法をやっています。それから、そんなに難しくしなくて

も、心を一つにしていくというのが、心法。これが阿弥陀にしても禅にしても、この中国、

韓国、日本で非常に発達しました。だから、峨山禅師（曹洞宗大本山總持寺の第二祖）は「法

を持たずに法を語ることは、仏を殺す」1と、まさにこのことが現在、行われています。「あ、

この人は知っている」と。なぜ知っているかと言ったら、自分の言葉で、体験を話すから。

よその本を持って解説した場合には、これは自分のものではないわけ。「Second-hand 

Knowledge」（間接情報）だから、本人も確信を持てていないわけです。だから、体験した人

が読めば、抜けていることが分かるわけです。 

だから、私はできるだけ自分の体験から話しています。ところが、逆にお坊さん方からは

「どうしてお釈迦様みたいなことを言うのか」。みんなびっくりするから、私の弟子が「お釈

迦様の経典から話してください」と。それはいいのだけれども、ちょっとそこで引用、引用

してしまえば、今度みんなそれを真似て「引用すれば分かったものだ」となるから。どうし

ても、私の言葉は音楽で言うと「原曲」と言うのですかね。「原曲」で私は話をしています。

これを私が他の音楽とか、いろんなものを取り入れた場合には、本当かどうか分からなくな

るわけなのです。だから、私たちが他のいろんな体験談やら何やらを読んだら、すぐ分かり

ます、この人はここが外れていると。これ以上は一般の人は絶対に行けないようになってい

るとか、そういうことで、すぐに分かります。 

 

七覚支―①念覚支（mindfulness）②択法覚支（investigation）― 

だから、私が言うのは「七覚支」。これは日本語にも訳されていますね。「三十七道品」(さ

んじゅうしちどうぼん)という、悟りに至る方法ということだけれども、この七つだけでいい

わけ。ここはとても大切なところです、瞑想者として自分を自分で導いていくことは。 

一つ目は「mindfulness」「念」（念覚支〈ねんかくし〉）ですね。英語では「consciousness」

とも言います。 

次は「investigation」「択法」(択法覚支〈ちゃくほうかくし〉)。ここが明快に説明され

ていませんね。こういうことなのです。「七覚支」第二番の「択法」。「あるがままに一切の世

間的な考えを入れないで観る」ということです。これが「択法」で、じーっと心のままに観

る。ところが、英語では「investigation」となるから「徹底的に分析しろ」。これはダメ（間

違い）です。たとえば、私が幽霊を見たとします。それなら「あるがままにそれを観ればい

い」わけです。たとえば、私が瞑想中に予言を受けます。「あるがままにそれを留めて心に置

く」。そうしたら 9年目にその結果が出て「なるほど」となる。それが「これはダメだ、なん

                                                
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』） 
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だ」と言ったら、全部、潰れてしまいます。たとえばニミッタ（丹光、禅相）ですね。非常

に大切な心の光です。これは仏光なのです。仏の光。だから、皆さん誰でも持っているはず

なの。この仏光は一切の時空を超えてしまいます。だから、地獄界、天界、ありとあらゆる

宇宙が観えてしまいます。障りがない光なのです。 

ところが「この仏光を持ちたい」「ニミッタを持ちたい」というところに「持ちたい」とい

う「我」（が出る）。「無我」でなければダメなのです。それで「慈悲の瞑想」とか、人のため

に祈ることによって、私が人を愛するでしょう？ それで「私」がなくなる。二つが一つにな

るから、それは mono（一つ）なのです。みんなを愛してしまうでしょう？ すると「私」と

いうものはなくなっちゃう。非常に簡単です。「無我、無我」「ない、ない」「何にもない」と

いうことではないのです。では「一切が消えてしまうのか？」、これはあり得ないこと。これ

が「七覚支」第ニ番目の「investigation」「択法」。こういう見方をしてください。 

ということを誰も解説していないのですね。それで、体験者ではない人の訳を載せても、

ここがちょっとボケるわけ。体験していないから訳せないわけなのです。でも大勢で、ここ

で無知が発生してしまいます。無知が発生したときに、彼（体験者ではない翻訳者・解説者）

一人が行くのであればいいのだけども、たくさんの人を連れていってしまう場合があるわけ。 

 

なぜかといったら、スマナサーラさんですね。あの人は「色即是空は正しいけど、空即是

色はない」と。彼は「理論的に」言ったわけです、「彼の解釈」として。ところが、皆さんが

これを「真実」だと思ったときに、大変な間違いを起こしてしまう。 

なぜかといったら、彼はね、「音は重さ・硬さと地のエネルギーだ」と。ごちゃまぜにして

しまっています。これにはプロセスがあって、「どうしてそうなるか」ということを彼は回答

しなくてはならないのに、経典からやるから、こういうことになってしまう。外れているの

です、とっても大切なところが。それで、それを見つけるときに、どういう手法で見つける

かを一言も言っていない。恐ろしいことです。だから、人の言葉を読めばすぐ分かってしま

う。ところが、これがベストセラーだとか。日本の頭を変えてしまうような大変なことをし

ているわけ。それで、これを信じて行ってしまう人もいるから、私がここでストップをかけ

ているわけ。大変なことなのです。 

なぜかといったら、イスラームの最初のクルアーン（コーラン）が書かれたのが 645 年。

99 ％正しいのです。それを全部、洗い流して書き換えたのです、715年に。その経典を sana'a 

textbook と。ルクセンブルク大学で 20 年かけて研究したわけです。そうしたら、原典の言

っていることと今とは大いに問題（違い）があるわけです。だから 715 年から現在における

1300年、こういうふうに頭を埋めてしまったものだから、ジハードと言って「死ねば天国に

行ける」という。絶対、行けません。ここまで顛倒してしまうわけですね。 

だから、イスラームはスンニ派とシーア派、二つあります。スンニ派というのが 80～90%。

シーア派が 15～20%。大体インドネシア、インディア、パキスタンとか、こっちの方が大体

スンニ派で 80％、この系列は商業宗教なのです、商業宗教。体制なのです。こういうことを

宗教界の人は誰も言わない。それでなぜ、今、シリアと（2013年 10月当時)戦争しているの

か。あれをやったら、今、ロシアとアメリカが原爆を落としたら、戦争で私たちはほとんど



 

5 
 

壊滅。なぜならアメリカはね、スンニ派、サウジアラビアより。だから結局、アメリカのほ

とんどのアラブ人はスンニ派なのですよ。だから、アメリカ政府をつついて「シリアを潰し

てくれ」と。ところがシリアで、こういう人たち（シーア派）は、昔からのムハンマドの血

を持つ少数派なのですよ。だから、非常にこんがらがってしまっている。 

結局、大学の方でも、政治学もしっかり教えてくれないのですね。プラトンの政治体制は

大きく分けて四つあると。「王国制」「独裁制」「民主制」「商業制」、今ここ（商業制）です、

現代。このコンビネーションです。プラトンは、この前説明したように『ニップール・タブ

レット』（『Nippur tablet』）、5000 年前にもう書かれているわけなのです。そのタブレット

は 1 万年前の文献をただ引用しただけで、私たちは本当に無明の中にいるということを、こ

の前の合宿で事細かに説明したわけなのですね。 

そうでければ「一般の知識」これは「無明」、すべて。本当の智慧は全く別のところにある

から「瞑想してください」と。それで、この「七覚支」が核心になります。これはあなた方

がこれをやっていかなければいけないわけ。これで、あとは鼻に集中したり、どの手法でや

っていこうが、全部、解決していくはずです。あとはテクニックだけで。それで、1 人 1 人

の人生が違うように、瞑想もちょっと違います。ネジのかけ方が違います。今回、合宿でよ

かったのもあって、皆さん非常に善い成果を出してくれました。 

 

七覚支―③精進覚支（energy）④喜覚支（rapture）⑤軽安覚支（relaxation）― 

そして、（「七覚支」第三番目は）「精進」(精進覚支〈しょうじんかくし〉)ですね。第三番。

これは「energy」なのですよ。ガーッと精進、確かに精進だけれども、病気だったら瞑想で

きないのです。元気だから瞑想できるわけなのです。これを「精進」と訳された場合には、

ちょっと分からない。英語の「エナジー」、まあこれも大体よいのだけれども、「元気でなけ

ればダメ」ということ、「七覚支」第三番。だから「病気をしたら、休んで無理をしなさんな」

ということ。ストレスも病気のうちに入ります。だから「死んでもやる」これはダメ、でき

ません。ただ「毎日、寝ている」と。これもできない、病気だから。だから「元気で溌剌(は

つらつ)」としている。そういうエネルギーでやってください。まあそこまでいかなくても、

まあ、真ん中でね。 

それから（七覚支）ナンバー4（喜覚支〈きかくし〉）「rapture」「喜び！」、楽しくないと、

瞑想は難しいですよ。だから、今回（の合宿が）素晴らしかったのは、中には「とっても楽

しい」と（いう方がいて）、「そこを続けてください、どんどん進化していきますから」と。

というふうふうに、一つ一つ、解析してあげなくてはいけないのです。楽しさ、これを

「rapture」といいます。この最高位の「rapture」は「ecstasy」といいます。世俗的には全

く誤解されて「orgasm」みたいなことだ（と理解されている）けれども。全然、違うのです。

宗教の最高の喜びは「ecstasy」で、聖者が体得する段階であって、その世界に入れば、もう

想像を絶する無量の世界なのです。肉体的な、こんな小さいものではないのです。そこから

来る「rapture」「喜び」なのです。こういうこと、が必要です。 

それで（七覚支）の第 5番（軽安覚支〈きょうあんかくし〉）。チッタラフタ（citta-lahuta： 
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lightness of the minds）、カーヤラフタ（kaya-lahuta：lightness of the mental body）。

私は前、言葉を誤解して、経典を読んでいるときに少し頭が混乱したけれども、正確には「チ

ッタラフタ、カーヤラフタ」と言って「軽安」「心が軽い」。「走るときに走れる」とか。「何

をしても軽やかに足が動く」、そういうところです。 

 

七覚支―⑦捨覚支（equanimity）― 

（※「七覚支」第六番の定覚支〈concentration〉の説明は、第七番の捨覚支の後にあります) 

それから最後（捨覚支〈しゃかくし〉）、捨てる「捨」「equanimity」。よく言うでしょう？

メッタ（慈）カルナー（悲）ムディター（喜）、それからウペッカー（捨）って言いますね。

このところ。このウペッカーというのは「捨てる」のではないのです。「捨てる」と書いてい

ますけど、この境地はですね、「大平安で何の障りもない」。これは「涅槃ではない」のです。

ところが、（ある）経典には「非想非非想処（ひそうひひそうしょ）というところが涅槃だ」

と書かれている。（これは)違います。（これは)第八禅定なのです。だから、その「憂いなき

心で瞑想ができる」と。なぜかといったら、そこにはまず「嘘がない」ということがまず「憂

いなき」ですね。あとは「人のために、真面目にやる」となったら、なんの憂いもないわけ。

お金がなかろうがなんだろうが、なんとかなるから。ただ社会的にはだまされないように。 

今「TPP」（環太平洋戦略的経済連携協定）というけれども、政府は全く本当のことを言わ

ずに、29の項目の中で貿易に関する項目はたったの 5項目。あとの 24項目は「社会体制」「金

融体制」「教育体制」であって、その中で「コメは聖域」とか、これもまた茶番で、皆さんに

誤魔化しているだけで。でもね、そういうことは「体制」の中で生きているから、仕方ない

でしょう？ でも、自分で瞑想して、こういう心で生きていけば「自分はそのカルマ（業）か

ら一切の負を負わない」ということだから。次の世で生まれたときに、もし 100 万年の時間

帯で生まれたときに、もし間違ったら、どれだけ苦しみますか？ ここはたったの 100年。寿

命の一番短い方の世界だから。こういうところにしがみつかないように。 

この前の台風（平成 25 年台風第 26 号）で、非常にたくさんの人が一瞬にして家を失い、

伊豆大島などで人も亡くなり、もう茫然としているけれども、大変なことだと思います。 

もし、この中でたった一人でも瞑想していた人がいたら、この方は生きている方が辛いくら

いで、必ず善い処に行っています。正しく瞑想されていた場合はね。ただ、狂信的にやった

場合には…。イスラームでも瞑想はしますよ、ユダヤ教でも。その（ユダヤ教の）「シナゴー

グ」という教会は瞑想するところなのです、瞑想したところ。みんな瞑想するから、エルサ

レムというところが、聖地になっているわけです。聖地があったわけではなく、そこで一生

懸命、精神を磨いたから、そこが聖地になってしまう。 

ただ、人間の心というのは非常に大切で。この前ボロブドゥールに行かれて、全然、聖地

ではなかったでしょう？ なぜかといったらね、朝の 3時、4時にね、ウワーッ！と、アーラ

ララ、アーラララ、アーラララーと（大声で）するわけ。 
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【参加者】 

え、誰がですか？ 

 

【水源師】 

あのイスラームの人が。聞いていないのに、もう大声で！ また、クスコでもね、12 時に

なったら、バーンバーンバーンバーン！と。なぜか？ そういう霊が来ないように。もう毎日！

私がいたら、朝は 3 時から 4 時、ウワーッと、おかしくったみたいに放送を鳴らして。どの

町でも気持ちよく歌うように「アーララー、神に祈る～、なんとかかんとか～アーラーラー」

と、かっこいいのだけれども。もうボロブドゥールでは爆発音に近い強烈な、ひどく荒れた

叫び声でした。びっくりしましたね。 

実は、すべての宗教は「変わらない」のです。同じなのです。なぜかといったら「神」と

か「仏」とかいうのだけれども、その「道」は全く同じだから。人が「あれこれ」と分から

ないから、右往左往して喧嘩したり、殺し合いするわけ。なぜかといったら、結局、アダム

ですね、エデンの園から追われるときに最後の言葉、神の言葉と言われている（言葉がある）。

この言葉は「人間は悪しきこと・善きことを分かる生きものである。永遠に命を与える」1 

これは仏教で最も大切な「不善心・善心」のことなのです。クサラ（善）・アクサラ（不善）。

ここが、ブッダゴーサが書いた『清浄道論』のもう一番大切なところです。これはダンマヌ

パサナー（法随観、パオ系）ね。あの最後のゲート。ここを観るのはとっても難しいです。

ただ、在家の 1842年生まれの 1930年逝去、89歳くらいですね。足利源左2（あしかがげんざ）

という人がね、この人は一切、経典を読むわけでもないし、お百姓さんだし、漢字も何も勉

強したわけではないけれども、一つの阿弥陀の言葉を称えながらいって、ここまで到達した

から。だから、そういう非常に難しい道を求めなくても、それでも行けます。 

ただ私はなぜかこの四つの法門が分かったものだから、皆さんにただ説明しているだけで、

一番よい方法をとってください。そのために説明しています。それで、この核心は「七覚支」

と、私の体験から見たことであります。それで、もし異論があるならば、誰か私に言ってほ

しいです。なぜかといったら、私は堂々と明快に説明しますから。これは哲学とか、お経の

解説では絶対に説明できないところです。そういうこと(哲学やお経の解説)で説明している

ものだから、あの、ブワーッと来て分からなくなるわけ。ここが瞑想の非常に大切なところ

です。そして、この心であとはアナパナサティ（入出息念）をやろうが、北方禅（達磨大師

の禅）をやろうが、何をやってもいいです。 

ここを時たま点検して「自分はどこにあるかな」ということです。しょっちゅう 24時間で

はないです。心がここの真ん中を走っているか、もう崖の下に落ちているか（笑）、というと

ころを、これ（七覚支）で見ることができます。（心が）落ちていたら、また戻して、またや

っていくという。ここなのです。だから「自分」しかないのです。また、アッタ（我）ね、

「自分というのはない」のだけれども。こういうふうに、この肉体を持って修行するしかな

                                                
1『水源禅師法話集』第 23巻「善と悪」（4頁）参照。 
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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いわけです。「この肉体は完全に無我」なのです。「無我」であってね、私が痛いのを「痛く

ない」って言ったって、（やっぱり）「痛い」っていうわけ。「大きくなりたくない」って言っ

たって、大きくなるわけ。「年を取りたくない」と言ったって、年を取っていく。「無自制」。

これ（肉体）が私と一緒だったら、コントロールできるわけ。そういう（肉体をコントロー

ルできる）行者もいるみたいだけれども。結局、私が会ったウ・コビタ比丘の弟子のウ・パ

ンディタ比丘は 758歳。寿命を延ばす手法とかあるみたいです。 

 

七覚支―⑥定覚支（concentration）― 

まあ、そういうことでよいですか？ 

 

【司会者】 

先生、「七覚支」で最初が念覚支 midfulness で、二番目が択法覚支 investigation、三番

目が精進覚支 energy、四番目が喜覚支 rapture、五番目が軽安覚支 relaxation、六番目は？ 

 

【水源師】 

六番目（定覚支〈じょうかくし〉）は「定」（じょう）です。「concentration」。すみません、

「concentration」ね。これがまた「一点に集中する」のではなく、「一点を、そのまま、あ

りのまま観る」という。公案だったら公案を持ち続けると。アナパナサティだったら、そこ

に心を。だから「吸うも吐くも心」1。才市2（さいち）さんが言っているわけ。ああ、この人

はアナパナをやっていると、自動的に。「吸う息、吐く息、心」ここ、これのことなのです。

定（じょう）、ジャーナ（禅定）に入る条件。よく質問してくれました。有り難うございます。 

 

【参加者】 

「吸う息、吐く息、心」ということは、どういうことですか？ 

  

【水源師】 

つまり、自分はもう心で観ているから、これが全部、心だということが…。息が入ってく

るでしょう？ 息が出ていく、これも心であると。アナパナサティのマインドフルネスの最高

のところをピタッと言い当ててしまっている。だから、もうこの日本には素晴らしい瞑想者

がいるのだけれども、これを明快に解説してくれる人があまりいないわけなのですね。とい

うのは「教学に走る」から。「経典だけでは説明できない」ところがあります。だから、いく

ら経典をやってもね、世間の無知の知識の上に立つものだから、経典をまた「無知」で見て

しまうということがほとんどだと、私は思いますよ。文献を読んでみても、それを解釈した

                                                
1「心は出入りの息にまかせて世を過ごすこと 出入りの息こそ南無阿弥陀仏」 

（適宜、漢字を仮名、仮名を漢字に置き換えた） 
2 石見の才市（1850-1932）：浄土真宗の妙好人の一人。石見国大浜村字小浜（島根県大田市

温泉津町小浜）出身。他力の信心を詠んだ念仏詩を 8000首以上、残している。 
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という偉い先生の本を読んでも、やっぱり理論的には正しいのだけれども、この理論が結局、

今アインシュタインの理論も崩れているぐらいでね。 

 

無知を知る大切さ 

だから、世界の経済で最高の理論でも、アメリカが今、死ぬほどお金を刷りまくっている

でしょう？ 頭がおかしくなったみたいに。もう破綻なのです。理論が破綻している。それで

今、タコが自分の足を食べるみたいに、利子を下げて下げて下げて、上げることができない。

これは自分の身を食っていっているわけ。なんとか外からよい「棚ぼた」が落ちてくれない

かなと、それを待っているだけなの、時間延ばし。いずれ破綻します。自分の身を食べてい

るから。利子を上げないことには、経済は絶対、活性化しないわけです。 

これにプラス税金をかけた場合には加速化して、もう死に始めます。カナダ（の税率）で

8％、10％、15％、もう本当に爆発しそうになって、13％に今、下げたけれども、もうダメ。

でも、そうせざるを得ない状態に今あるみたい。結局、「間違った、間違ったことをみんなで

正しい」と言って、みんなでやったおかげで、今こうなっているわけ。そういうことで、原

発をやったおかげで、今おかしくなり始めている。 

なぜダメかと言ったら、アメリカの原子力委員会が自分で問題集を作ってね、自分で採点

するのですよ、だから、いつでも 100点なわけだ（笑)。日本の東電は分かりませんが、アメ

リカがそうなのです。日本では特別公安法ですか？ を出すかと言ったら、もしね、トップが

間違ったことをしても、誰も追及できないのです。「これは国の秘密だから」と。もしこれを

発表した場合には、刑務所行きになるわけですね。これが実際、アメリカで発生しているわ

けです。ジョージ・ブッシュが非常に間違ったことをしたわけ。それで A さんが最高裁判所

で、そのことについて追及したわけ。それで、それを発表したから、刑務所に入っちゃった

わけです、公務員法にひっかかって。結局、独裁国家になるわけ。これから、こういうこと

を政府がやった場合には第三次世界大戦にまっしぐらに向かっていくということなのです。

というのは A がトップだからね、A が悪いことし、それを発表した方は刑務所行き、という

法律なの。結局、先ほど言ったようにアメリカの原子力委員会で、自分で問題集を作って自

分で採点をするから、いつでも○（笑)、ということがアメリカで発生しています。 

日本に私は住んでいないから現状は分からないけれども、TPP にしてもアメリカの

congress（議会）は、その原本を誰も見たことがないわけです。それで発行しようと（して

いる）。だから、ちょっとこの前、見たけれども、「交渉中ですから（内容を）言うことがで

きません」と、安倍（晋三）さんが言ったけれども、真っ赤な嘘で。あれをやったらもう TPP

ご破算になります。「見せることができない」文書なのです。だから誰も見られない、それで

サインするという。というのは、経済が今もう爆発するかどうかだから、もう必死だから、

なんでもやっちゃおうですね。 

では「どうしたらいいのか？」と。先ほど言ったように、そういう「無知」の罠にはまら

ないで、先ほど言った「七覚支」で 1 日 30 分、15 分でもいいです。絶対に、この尊き生命

の道が開けます。この光によって周りの人を助けることができます。なぜかといったら、あ
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なたがたが安定するでしょう？ 安定したら周りの人も頼れるわけなのです。これが「自灯明」。 

ただ逆にこう、それはいいですよ。今その（台風被害に遭った）伊豆大島に行って、土木

を拾って助けようとする。これはね、今、重機を上げることもできないし、人がいっぱいい

たって、逆に困るくらいで。その（人を受け入れる）設備もないし。結局、そういうふうに、

私たちは非常に、その陽炎（かげろう）のような状態だけれども、現実を見たら絶対、潰れ

ないように見える。 

でも、これがいったん太陽のフレアで、これがまだ発生していないけれども、いつ発生す

るか分からないように、この電磁波で地球に放射されたら、全部この grid（配電網、送電系

統）というか、高圧線が燃えてしまうわけなの、パッと。燃えた場合には、この 1 個のスイ

ッチあるでしょう？ これが 100万円、1000万円以上もするわけなのです。これが 1000、2000、

3000、10000 個あった場合には、日本の中のスイッチ、どういうふうにして、もう 1 回つく

るか、できるかどうか、分からないわけ。というのは、もう 1 回つくらなければいけないで

しょう。だから何年かかるのか。6カ月くらいで修復できるか？ それは絶対できない。なぜ

かといったら、そういう貴重な高価なスイッチなんて誰も在庫調整でたくさん持てないし。

計画的に 10年に 1回「部品はこれ、これ」と。ところが、太陽フレアがパーッと来たら、暗

黒時代。水もない。ガソリンも使えない。全部、電気だから。というふうな、（この世界は）

陽炎のようなところであるのだけれども。 

そのときに「これが無知の本当の私たちの姿である」ということが分かっていれば、動揺

しないわけ。もう 1回やり直せばいいのだから、ゆっくりね。それしかないし（笑）。騒いで

も仕方ない。そこでパニックになることもないし、これが自然の摂理だから。いつでも来る

（可能性がある）。ところが（こういったことが）「絶対に来ない」という、これが無知なわ

け。だから、今ここで asteroid、隕石のでっかいのがボーンと落ちても、それは仕方ない。

「新しい生命をもらいます」ということで、しっかり確信した場合には全然、恐ろしいこと

はないです。特に、未来の自分の生命体を観た場合には全然、怖くないです。「身体がまた代

わるなぁ」くらいで。本当にそうなのです。それも難しいことではなく、ただ素直にね、や

っていけば必ずそうなります。ところが「地獄もない、天国もない、何もない、ない」と言

っていると、お釈迦様は「それはやめてください」と。「これは間違ったことを言っているか

ら、大変なことになります」と。「本っ当に、地獄にまっしぐらに行く」ということをやって

いるのだから。 

ということを事細かに今回、パオセヤドー（から)ですね、行ったときに（本を）受け取っ

て「二十四因縁」とか、すべてここに書かれているわけなのです。それで、これを体験によ

って事細かに、つまり「皆さんに説明してください」と言うことなのです。だから、直々に

この本を私のために用意してくれたわけ。それで、一番大切なところが、この「無知」

（ignorance）と「執着」、この二つが原動で。非常にまた（説明するのが）難しいのですよ、

これをダーッと行ってしまえば。なぜなら、こんな（本に載っている）図形をあなた方に説

明したって分かるわけがないですよ、これ。心の中の解説。 
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【参加者】 

それは英語版ですね？ 

 

【水源師】 

これは英語です。これを日本語版にしたら、ますます混乱するでしょう。 

 

【参加者】 

私は訳せませんでした（笑）。無理でした、読んだのですけど…。 

 

【水源師】 

うん、無理無理。だから難しいことは、まず後で。まず簡単に行きましょう、ということ

を、私が皆さんに言っているわけで。それも楽しく、難しいことではないのです、本当に。

ところが、難しいようにしようと思えば、いくらでもこれだけ、もう頭がおかしくなるくら

い難しく、一生かかっても（分からないくらい）。頭で千回、万回読んで、もう頭がおかしく

なっていきますよ。体験してしまえばいいことで。「体得しないで、文献で完全に理解した」

と感じる方は、心の病気になると思います。 

だから、ある程度、読んだら、置いておかなければ。これ（本）をバチーンと頭に入れて、

「こうだ」としたら、頭がおかしくなりますよ。実際には、文献だけで説明できないことが

たくさんあるのです。実に簡単なことをしてくださいと。それで、大乗の方にちゃんとある

し、南伝の方にもあるし、それを合わせたときにピターッと上手にいくわけなのです。なぜ

かといったら、こうなのですよ。この英文の『サティパッターナ』、この中に「七覚支」のこ

とが書いてあります。そして、日本の方は「四念処」という（書かれたものが）、ちゃんとあ

るのです。これを比較した場合には、ここがちょっと抜けているわけ。それで、やり方もち

ょっと抜けているわけ。 

それで、先ほど言った、この分析の仕方ですね。「自分の心の状態」、これはこうなのです。

まず「内から観る」、自分の心を。それから「遠く離れて観る」、その状態を。それから「内

と外を同時に観る」。この三つをやってしまえば、必ずや心が浄化します。ということを英文

の方では明快に書いているわけです。（日本語の）ここには書いていない。だから、二つ合わ

せて抜けたところが（補完されて）一体となって、このときに体験するから得られるわけ。

ということは、宗教者が瞑想して体得して、やらないといけないわけ。 

 

宗教者の使命 

宗教者たるもの、必ず政治、経済、それから医療、ありとあらゆることを心から観て、正

しい方法を説明していかなければいけないわけなのです。それには、やはりすごく勉強しな

ければいけないと思いますよ。やっぱり過去の archaeology（考古学）、人類学（anthropology）

から考古学（archaeology）から、現代の science（科学）、宇宙工学から経済から。そうで

なければ、時代は実際には読めないわけなのです、私の体験から言うと。宗教の精神界の首
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を取れば、国が潰れます。それで今、日本の精神界がどこにあるか、すぐ分かる。こういう

ことをいまだに誰もしていないから、結局右往左往して、普天間問題とか、みんなもう右往

左往して、なんか若者がかわいそうなくらい、どうしようもないくらい騒いでいるけど、私

は宗教人の責任も大いにあると思います。 

学術は学術で勉強だから仕方ないわけですが、宗教人たるもの、地位も名誉も何もなく、

ただ人のために命を捧げて、精神界を高めて、真法で福田し、一生懸命、法の奥儀も体得し、

また智慧の果物を出さなければ、皆さんが精神的に餓死してしまうでしょう？ 

だから、もう最たるものは、皆さんが一人一人、足利源左さん1、才市さん2みたいに、自分

で今、この手法をおみせしましたから、この「七覚支」を中心にして、手法はもう本にみん

な書いてあります。事細かに知りたければ、合宿でも教えますし、今、大雑把に、そういう

心持で今までどおりやってください。それでなんかおかしかったら、聞いてください。 

だから「何にも恐ろしいことは一つもない」。「本っ当に何もない」。ただ、恐ろしさは自分

でつくり上げていっているだけ。それは結局、社会の無知による、この「世俗」（mundane 

knowledge）と言ってね、「社会でつくり上げられたものが本当である」と信じ込んでしまっ

たから、学校を卒業した、就職先がないと。これは個人的ではなく、社会的問題なのです。

これは政治家がやらなければいけないのに…宗教家も何もしなかった。（代わりに）変なこと

ばっかりしている、お祭り、お祭り。 

「お祭り」というのは、人を助けるのが宗教家にとっての「お祭り」なの。どんどん踊っ

てやるのではないのですよ。「お祭り」というのは「まつりごと」（祭り事、政）と言うの、

「人をいかに助けるか、幸せにするか」が「まつりごと」。それしかない！ ということは「精

神を磨いて、人の悩みを取る」とか。「苦しみを取る」とか。これが「まつりごと」。だから、

大きい、着飾ってダーッと出てくるような、こうなんかきらびやかにタッタッタッと、これ

は「まつりごと」ではないのです（笑）。全く 180度（逆）。とんでもない方向。 

私たちが（合宿のときに）瞑想したら，コノハナノサクヤビメ（木花咲耶姫）様がスーッ

と姿を現して、ちゃんと仏にお辞儀していきました。それで、この全日本の万（よろず）の

神々がサーッと、その後について現れたわけなのですよ。現代宗教の理論とか何とか何かで

こうやって、それもデタラメだったら、一体どうするのか？ ということ。この女神さまは本

当に綺麗な方でしたよ。若くて、ファーッと花みたいな髪形をして、衣は何か和服みたいな

きれいな服でね、上がっていきました。「仏様の前ではなく、ここかな」と思ったら、ここに

水を置いていたのですが。そして「ここに水瓶を置いてください」と瞑想で観えるわけです

よ。だから、そこにすぐに置いておきました。だから、瞑想には壁がないのです。一切の壁

がないのですよ、宗教は。善いものは善いと。まあこれも言っていいかどうか、ある方が幽

霊（餓鬼）に取りつかれて大変だったのだけれども、私がサラサラッとしたら、スッと消え

ちゃった。医学では解明できない、心理学でも解明できない。 

                                                
1 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。 
2 石見の才市（1850-1932）：浄土真宗の妙好人の一人。石見国大浜村字小浜（島根県大田市

温泉津町小浜）出身。他力の信心を詠んだ念仏詩を 8000首以上、残している。 
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水源禅師のクティの湖にいる水鳥 
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