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１．【人生とは何か?】 
1-1)人間の目的とその使命(ご著書より) 

1-2)人類の起源と未来(ご著書より) 

 

 

1-1）【人間の目的とその使命（ご著書より）】 
 

人間釈迦① Ｐ157 

○ゴーダマ(編者注：ブッダ・釈迦牟尼仏のこと)の開眼を、文字によって表現

すると次のようになる。 

 

(天地創造) 

 この大宇宙は神によってつくられた。 

 大宇宙が発生する以前の大宇宙は、光明という神の意識だけが、そこにあっ

た。 

 神は、その意識の中で意思を持たれた。 

 大宇宙の創造は、神の意思によってはじまった。 

 意識の働く宇宙と、物質界の宇宙の二つの世界を創造した。 

 意識界の宇宙はその意思をもって物質界の宇宙を動かし、そうしてこの二つ

の世界は、光と影という相関関係を通して、永遠の調和を目的とすることにな

った。 

 神の意識は、永遠の調和をめざし、そうして、二つの世界にあって、調和の

要である中道という法秩序の中に住まわれることになった。 

 人間は、天地創造とともに、神の意識から別れ、神の意思を受け継ぐ万物の

霊長として産ぶ声をあげた。 

 人間の誕生は、意識界という実在の宇宙に、まず姿を現わした。 

 そうして、神の意思である調和をめざす神の子として、物質界に降り立った

のである。物質界に降り立った最初の人間を、地上の眼でみるならば、大地の

一隅に、忽然と物質化されたといえるだろう。 

 人間以外の動物、植物、鉱物も、こうしたプロセスを経て、大地に姿を現わ

した。 

 こうして、あらゆる生命物質は、実在界（意識界）と現象界（地上）の間を、

輪廻することになった。 

 

(人類の誕生) 

 地球に生物が住むようになったのは、今から数億年も前である。最初の生物

は、太陽の熱・光と、大地と、海水と、空気と、それに意識界と表裏一体の宇

宙空間の、相互作用によって、地上に現われた。微生物の誕生である。 

 続いて植物が発生し、動物が姿をみせはじめた。 

 やがて爬虫類時代を迎え、一時期、地上は荒寥とした姿に変貌をとげる。恐

http://ayumi.link/jinnseitoha/mokuteki-simei/
http://ayumi.link/jinnseitoha/kigen-mirai/
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竜の時代も下火になった今から約二億年前に、人類は、特殊な乗り物に乗って、

他の天体から飛来した。 

 当時の移住者は、かなりの数にのぼった。 

 人類は、神の意志にもとづいて、調和という仏国土を作り始めた。 

 当時の人類は、荒寥たる地上を開墾し、人類が住める環境として神がつくら

れた大地に、動物、植物の、相互依存のしやすい調和をつくることが目的であ

った。 

 人類は栄えた。動物、植物も、すくすくと育った。 

 人々の年齢は、五百歳、千歳の長命を保った。 

 人類の数は増えていった。子孫が子孫を生み、人々の転生輪廻が、地球とい

う場において、回転をはじめたのである。 

 人々は次元の異なる意識界と自由に交流ができた。 

 文明は高度に発達した。 

 人間は自由に空を駈けめぐり、地下にも大都市をつくった。 

 

(文明の終焉) 

 しかしやがてその文明も終焉を迎えるときがやって来た。 

 人々の間に、自我が生まれ、国境がつくられ、争いがはじまったからである。 

 人々の不調和、暗い想念の曇りは偉大な神の光をさえぎった。その結果、大

地は怒り、黒雲は天を蔽った。至るところで火山が爆発し、陸は海に、海は陸

になった。 

 ホンのひと握りの心ある人々を残して、人類は、土中に、海中に、消えてい

った。こうして人類は、栄えては滅び、滅びては栄えた。 

 天変地異は、人類がこの地上に住みつくようになってから、何回となく繰り

返されてきたものである。 

 天変地異は、自然現象ではない。人類が住みつくようになってから、この地

上で、神が有する創造の権能を、人類が行使し、人類の心と行為がつくり出し

たものであった。 

 人類の地上での目的と使命は、二億年前も現代も変らない。 

 それは神の意志である調和という仏国土を建設するために人類は存在し、

人々の魂はそうした建設を通して、永遠の進化をめざすものであったのである。 

 

(大宇宙と小宇宙・人間の関係) 

 人間は小宇宙を形成している。小宇宙とは大宇宙の縮図である。大宇宙に展

開する無数の星々は、人間の肉体を形作っている光の数（細胞数）とほぼ同数

である。 

○太陽系は太陽を中心に九つの星を（惑星）と三万数千個の小惑星群をしたが

え、太陽の周囲を循環している。極小の世界（素粒子）も、中心となる核とそ

の周囲に陰外電子がまわっている。太陽系という宇宙も、極小の世界も同じよ

うに、一つの法則の下に循環し、生かされ、生きている。 
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○人間の肉体は、そうした極小の光が集まって集団を構成し、体を成している。

これらの集団は、脳、心臓、肝臓、膵臓、胃、腸などを形成し、これはそのま

ま太陽であり九つの星を（水星、金星、地球、火星、木星、土星など）を意味

し、さらには、大宇宙に展開する多くの太陽系の、それぞれの個性を持った集

団群と同じようにつくられているのである。 

○人間は肉体のほかに心（意識、あるいは魂）を持っている。その心は、肉体

という衣を通して、物質界、現象界に調和をもたらすことを目的とする反面、

大宇宙の心に同通し、それぞれの役割に応じた使命を担っている、生き通しの

意識である。 

○肉体は仮の宿にすぎない。物質と非物質の世界は、交互に循環することによ

って、調和という運動形態を永遠に持続するためにあり、このため、肉体とい

う物質は時が経てば、物質的形態を変えた世界に戻らなければならないからで

ある。 

○しかし、人間の意識、心、魂は、物質、非物質に左右されず、永遠に、その

姿を変えることはない。 

○このように人間の意識は、神の意識に通じながら、物質界という現象界と、

非物質の意識界を循環し、個の意識である魂を持って、生き続けているのであ

る。 

(人間の不調和、悪の根源はどこにあるか？) 

○神の子としての人間が、現象界において何故に悪をつくり出したか、不幸を

どうして生み出したか。 

○それは肉体の自分が自分であると思うようになり、肉体にまつわる諸々の考

え方が、本来、自由自在な心を、肉体の中に閉じこめてしまったためにほかな

らない。 

○全能の神が人間の不幸を予測できないはずはないと誰しも考えよう。不幸を

事前に、どうして防げないかと。では人間の親子がしばしばちがった方向にど

うして歩んでしまうのだろう。子供は成人すると親の自由にならない。子は子

としての人格と主体性を持っているからである。神と人間もこれと同じで、主

体性をもつ人間を自由には出来ない。自由に行使できる者は、神の子である人

間自身であるからである。 

○神は調和という中道の中で、厳然と生命の火を燃やしている。人間が、その

自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その分量だけ、

反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによって、神と人間の

絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計画されている。人間の魂

が肉体に宿ると五官にふりまわされる。五官とは眼、耳、鼻、舌、身の五つで

ある。この五官に、魂・意識が幻惑される。美しいものを見ると欲しいと思う。

気持の良い香りには心がひかれる。自分の都合のよい話には、つい乗ってしま

う。舌ざわりのよい物は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身を置きたい。

肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 



8 

 

○五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心を奪わ

れると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心の動きにあっ

たわけである。諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、五官に心を奪われる

六根という煩悩にあった。 

○さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）の想

念行為によって生み出されていった。 

○業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張ることに

よって作り出されて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざまな欲望が、

人間の神性仏性を侵して行く。 

○こうして人は、その意識を、あの世と、現象界であるこの世を循環するたび

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつくって、

輪廻している。このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業

を修正しなければならなくなった。 

○同時に、さまざまな執着を生み出して来たがために、神性の自分から次第に

遠のいていったのである。 

(中道という神の子・人間の生きる道) 

○しかし、人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、植物

は、この地上の環境を維持するための媒体物であって、人間は、それらの媒体

物を調和していく任を、神から与えられ、まかされているからである。 

○その証拠に、己の心に偽りの証を立てることはできない。人にはウソはいえ

ても、自分には、ウソはいえない。文明文化は、人間の社会にのみあって、動

物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間である。動物、植物も

それぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし

彼らが人間になることは出来ない。人間も彼らにかわることはない。水が土に

なることができないのと同じである。 

○人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、神の

心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から離れること

である。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

○神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂がふれ

るよう努力を惜しんではならない。 

○一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんなに人類

がふえても、空気、水の質量は変らない。太陽の熱、光についても、その放射

する質量を変えることがない。人間社会には男と女が生存する。男女の比は常

に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自己保存、我欲に傾かない

かぎり、男女の比は均等に維持される。人間の肉体も、休息と運動という循環

から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続ければ、肉体的支障が現われ、精神

の平衡を失ってくる。 

○すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないようにで

きている。悲しみや苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからで
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ある。 

○中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践するこ

とから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせれば、業の

修正は意外に早まるだろう。 

○反省の尺度は、八つの規範がモトである。「正見」「正思」「正語」「正業」

「正命」「正進」「正念」「正定」である。 

○人の心は、こうした規範を尺度として、毎日の生活行為の中で、正しく修正

されて行く。 

○人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱ぎ捨てなければな

らない。中道の心にふれると、こうした摂理が明らかになり、神の意識である

永遠の安らぎを保つことができよう。 

○意識が拡大すると、宇宙をかたどっている太陽をはじめとした星 （々惑星群）

が、すべて自己の意識のなかで回転し、そうしてその中で呼吸するいっさいの

生物は、我が肉体の一部であることに気付く。 

○人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固まり、

とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

○小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。もだ

え、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛棒強く、救いの手を差し

述べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食べ物を与え

ている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、神は人間に、無限

の慈悲を与えている。 

○人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間は神

性の己を自覚するのだ。 

(正法こそ神の心、人間の生きる道) 

○神は平等を宗としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生万物平

等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が生れ、貧富が

生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反する。能力の別、力の相

違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、しかしだからといって、神の

子の人間に、上下の差別をつくる理由にはならない。 

○人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体にも胴が

あり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務めを果たすこと

によって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

○中道に接することは、己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

○人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であった。闘

争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を悟れば、現象

界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

○人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を痛め、

苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば功徳がある、

祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違いである。苦行は、肉体
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に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の神性を失わしめる。いずれも

片寄った信仰である。 

○中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活

行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分

の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。 

○人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和さ

せ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

○世はまさに末法である。 

○正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

○この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

○法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ137 

 過去世を知って、悪い業（カルマ）を修正することは、私達の人生修行の目

的であるが、過去世がどんな人であろうが、今生は今生であり、大切なことで

あることを忘れてはならない。 

 神理に適った想念と行為が、今生においてより心を進化し、物質経済や諸現

象に惑わされない人間となることが必要である。それが不退転の心の天国を作

り出すのだ。 

 たとえ過去世が立派であっても、現世で肉体を持っている人間がその価値を

見いだせないで、自我我欲や諸現象に惑わされていたなら、人間は低俗になる

ばかりだ。神仏の子たる自覚を持って生活しているかいないかによって、今生

におけるその人の価値は違ってくるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ171 

 私達は輪廻転生している生命であり、神仏の命によって魂の修行をし、神仏

の体であるこの現象界に、調和のとれた仏国士を築く使命を持って生まれてき

た。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ210 

 私達は過去世、現世、来世と区分しているが、過去世に続いて前世から現世、

来世というように、あの世とこの世を輪廻して、永遠に自分の魂を磨いている。

つまり私達の目的は、人類の心の調和、それによって神体の調和がなされ地球

の霊域オーラーがより浄化されるように努力することである。 
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心の発見(神理篇) Ｐ235 

 生命は、あの世とこの世を転生輪廻し続け、本体を中心に五人の分身から成

り立ち、交互にこの現象界（現世）に魂の修行にくる。そして私達のその目的

は、地球上にユートピアを築くことなのである。 

 感情、理性、智性、本能の調和を“八正道”その正法によって計り、神理に

適った生活の中から、人間の魂をより高い次元に進化させて行く、そのことが

神仏の子たる私達の使命であることを自覚せねばならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ039 

 私達は、自分自身で希望して両親より肉体の舟を戴き、魂の不調和な業を修

正するとともに、この現象界に、人類の心と心の調和による平和な安らぎのあ

る仏国土を築く目的を持って、人生航路を渡って行く修行者であることを知ら

なくてはならない。 

 すなわち私達の人生は、転生輪廻の過程であって、いつの日か実在界あの世

に帰らなくてはならない神の意志のもとにある。好むと好まざるとにかかわら

ず、誰もこの法則を無視することはできない。それが神仏の掟である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ044 

 理性は心の制禦装置であり、いかなる現象に対しても正しくコントロールで

きる自分自身にならなくてはいけない。不調和な、感情的な想念行為は、相手

に対しても良い霊域を与えることはできない。私達は、心の安定と、明らかな

知見によって得られる、動かない心の悟りが人生の大きな目的の一つであるこ

とを知らなければならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ047 

 物質経済文明の高度成長によって、現代社会の人々の多くは、心を失ってい

る。私達は、正しい心をとりもどし、自我我欲の多い心と闘って、真に正しい

心の文明を、物質文明の上に築かなくてはならない。 

 この目的を果たすためには、たとえ他人からそしりを受けようと、打たれよ

うと、石で殴られようと刃物で斬られようと、感情的になって怒りの心を起こ

してはいけない。忍辱の心を持って、一切の諸現象にとらわれない不動の心で、

正しく生活することである。たとえ肉体を引き裂かれようとも、怒りの心を持

つようでは神理の生活を守ることはできない。 

 心が正法の悟りを得るためには、いかなる難事でもなし遂げ、良く忍び、施

しがたいものでも良く施すこと。善行を施してもその報いを求めることなく、

己にきびしく、他人に寛大な心を常に持ち続け、心に道を求め、精進を続ける

ことである。そうすれば必ず人生の目的に達することができる。 
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心の発見(科学篇) Ｐ062 

 地球上の万象万物は、神仏の慈悲によって、万生の魂の修行場としてこの現

象界で与えられているものである。すなわち肉体舟に乗って修行している間だ

けの、一時の借用物であることを私達は悟り、いつの日にか大自然に返さなく

てはならないものと知るだろう。 

 この借用物は、本来人間の誰もが独占してはならないものなのである。 

 社会における人類は、皆仏性を悟って、平等に生きる権利を神仏より与えら

れているのであるから、この借物は、人類のより良い調和と発展のため、有意

義に活用しなくてはならない。 

 このような環境において、人類はその心の調和により、神仏の体の一部であ

る地球上を、平和な楽園、ユートピアに完成させることが人類に課せられた修

行の目的である。それを良く心に銘記し、私達は正法の実践活動をしなくては

ならない。他人の行動を待つのではなく、勇気を持って、自らの努力により調

和への道を開き、目的を果たすことが肝要である。 

 物質経済は、人間の生活の智慧であり、唯物主義も資本主義も、すべて物質

経済本位で心を失っているため、心をとりもどさない限り人間を救うことはで

きない。物質経済の上に、仏性、己の心をしっかりと据えつけて、より住み良

い社会を、私達の手によって造り出さなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ071 

 私達は、霊道を開くことが修行の目的ではない。神仏の子としての使命を果

たすため正法を学び、それを心と実生活の糧として、人間らしく、正しい社会

人らしく、心と行ないの調和を計り、互いに協力し合って良い人間社会を築き、

安らぎと平和なユーピアを完成させること、それが修行の重要な目的である。 

 こうした目的を果たすことのできる者は、自分自身の意識の想念によって意

志が生じ、意志は肉体を通して行為につながり、行為によって善果が生じる。

この善果のためにも私達は、己自身によって自己確立がなされねばならないの

である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ076 

 大宇宙体は、神の体である。 

 私達の住んでいる地球は、その神体の一部分であり、小さな細胞の一つにし

かすぎない。この細胞の調和と、人類の心の修行を目的に、神は魂の乗り舟で

ある肉体を造り、本能を与えて私達の肉体を保存してきたのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ086 

 私達の五体は、神仏の命によって、魂を修行する人間の乗り舟として、使命
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を果たすため、神仏と約束し、母体中での精子と卵子の調和によって形成され

たものである。 

 またこの現象界に適応した人生航路の乗り舟は、神仏の意志にもとづいて、

神仏の子の修行の場として生殖本能を与えられ、子孫保存が許されている。 

 私達の意識（魂）は、次元の異なる意識の世界から修行に出ているもので、

この現象界においては、そこに存続している肉体舟に乗らなければ、人生での

使命と目的を果たすことができない仕組みになっている。 

 神体の一部であるこの地球上に、人類の心と心の調和を計り、万象万物に、

平等の慈悲と愛が与えられる。闘争と破壊のない社会を築く使命と、過去世に

おいて造り出してきた自分の業を修正して、より高次元の世界へ進化する目的

をもって、自分を磨くために生まれてきたのが私達なのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ202 

 ・・・この地球上の人類はこうした生命を受けて、神の体の一部である太陽

系を始めとする広大な宇宙体の調和を計るためと、魂を磨く目的を持って、あ

の世、意識の世界を、その環境に適応した魂の乗り舟に乗って転生輪廻し続け

ているのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ225 

 私達は、神仏の子として、己の魂を修行し、神体であるこの現象界に調和の

とれたユートピアを築かなくてはならない、という使命を持っている。 

 そのために、現世に適応した肉体という舟を、神仏は種族保存の本能ととも

に、私達に与えているのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ076 

 「魂すなわち意識は、肉体舟の船頭さんで、死は、現世の肉体舟からの下船

であり、肉体舟と同体になっていた新しい光りの肉体舟が分離して、私達の世

界に還ってくるのだ。 

 そして君達が地球上に出るには、肉体舟の先祖と魂の先祖によってお互いに

約束され、転生輪廻の過程において、造り出された不調和な心の歪みを修正し、

新しく、地球上における学習を目的としていることだ。 

 君達が神の子としての自覚に立って、平和なユートピアを完成し、神の体の

大調和を建設することが人類の使命なのだ。本来、私達の世界からすれば、地

球は一つであり、人類は皆兄弟だということを悟っている。私の国、あなたの

国ということは、地上界の人類が造り出したものなのである」 
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心の発見(現証篇) Ｐ096 

 人生の目的は、より豊かな丸い心を完成し、この地上界に、人々の心と心が

調和したユートビアを築かねばならない、ということだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ161 

 人類の地上での目的と使命は、二億年前も現代も変らない。 

 それは神の意志である調和という仏国土を建設するために人類は存在し、

人々の魂はそうした建設を通して、永遠の進化をめざすものであったのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ236 

 人間のこの世の目的は、正道の実践である。調和された自分自身をまずつく

り上げることなのである。観自在力を求めるためではない。この点を混同し、

踏み外すと目的と修行がわからなくなってしまう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ130 

 人類は、神の命である仏国土、ユートピアを実現するという目的で生まれて

おり、その目的を実現するために、動物、植物、鉱物の供養をうけているのだ。 

 自然の慈悲と愛の下に生き続ける人間が、その目的を忘れ、めいめいが自己

保存と欲望の渦中におぼれれば、行き着く先は、滅亡の道しか残っていない。 

 私達は、神から受け継いだ慈悲の心を忘れてはならない。愛の行為者として、

人間本来の自覚に立たねばならないのだ。 

 

 

原説般若心経 Ｐ064 

 “空”の世界、この実在の世界から地上界に生まれるということは、神の身

体である地球という小さな細胞を、神の子万物の霊長である人類の慈悲と愛の

心をもって、自らの智慧と勇気によって、一人一人が、片よりのない中道の心

を柱とした実践生活をし、ユートピアの完成をするのが使命である。 

 

 

原説般若心経 Ｐ304 

 ・・・人間は誰でもが神の子であり、人類はみな神の子だということを忘れ、

何のために生まれ、どう使命を果たさなければならないのかということを、肉

体舟に乗って人生航路に船出したときに忘れ去ってしまったのです。 

 そして、生まれた環境も、実は自分で選んで出てきたものだということを忘

れ、経済的に貧しい環境に出てしまうと心まで貧しくなったり、逆に恵まれて

生まれると貧しい者などを冷たい眼で見るようになり慈悲の心を失ってしまう
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のです。 

 生まれたときは、私達は裸なのです。 

 自分が恵まれていたら気の毒な人々に愛の手を差し伸べて幸せをともに喜ぶ

同志になる、これが、まことの報恩の行為ではないでしょうか。 

 貧しく生まれたなら、一所懸命に働いて、自分の力で経済的に安定した環境

を作れば良いのです。そして、足ることを知って、同じような貧しい人々に愛

の手を差し伸べてやることが大切でしょう。 

 人は、この世を去るとき、すべての物を、持って帰ることはできないのです。

人間の作り出した経済や不動産は、すべて自分の物ではありません。いつかは、

返さなくてはならないものなのです。 

 自分のものは、自分の意識とその中心にある心の体験した一切の現象以外に

ないといえましょう。 

 万生万物は、ひとつとして人間のものはなく、神からひととき預かっている

にすぎないものなのです。 

 その預かりものに執着を持って、苦しむことはおろか者のすることです。人

生の目的は、物質文明の中で、いかに豊かな丸い調和された心を完成するか、

ということです。それが、人生の修行目的だ、ということを悟るべきでしょう。 

 思想も、片よりのない人類の心から調和された一人一人の幸福を得られる道、

それこそがユートピアへの近道ということができましょう。片よりは、自己保

存、自我我欲への道であり、いつの日か自分のおろかな想念と行為を反省させ

られるときがくるであろう、と私は思います。それは、過去世をとおして学ん

だパニャー・パラ・ミター、すなわち仏智が眼覚めたときに……。 

 

 

原説般若心経 Ｐ305 

 人生の目的は、物質文明の中で、いかに豊かな丸い調和された心を完成する

か、ということです。それが、人生の修行目的だ、ということを悟るべきでし

ょう。 

 

 

心の原点 Ｐ040 

 人間は、ものを考えて、よりよい社会、調和された地球国家を築き、動植物

を含めた大自然界のよき支配者でなくてはならない、というのが神より与えら

れている使命なのである。 

 万物の霊長以下の、動物の闘争本能をまねるべきではない。領土争いや経済

闘争に明け暮れ、血で血を洗う無益な戦いをし、生命を捨てている。そんな人

間同志の醜い争いに終止符を打たなければならない。 
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心の原点 Ｐ042 

 人間にはこの転生輪廻の過程を通して、二つの目的がある。 

 その一つは己自身の魂の調和であり、もう一つは地上の楽園（ユートピア・

仏国土）を造ること、それである。 

 

 

心の原点 Ｐ132 

 ・・・このように、大地といえども、生命を持ち、感情を抱いているのだ。 

 火山、地震、地すべり、陥没等、大地そのものは、ときとしては怒り、狂う

こともある。 

 こうした怒りや狂いというものは、大地そのものが勝手に動き出したかとい

うと、そうではないのである。 

 それは、人間の勝手な行動、想念が造り出した物理的現象が大部分だといえ

よう。 

 太平洋にあったムー大陸も、大西洋にあったアトランティス大陸も、いずれ

もそこに住む人類の業想念が陥没させたことを、私の指導霊、アガシャーは教

えている。 

 なぜ、このような現象が起こるかというと、人間の生命意識、地上での目的

は、己自身の調和と同時に、動物、植物、鉱物をふくめた地上の大調和にあっ

て、その目的に反した想念行為に対しては、その分量だけの償いが必要になっ

てくるからである。 

 この事実を、各人が信じると信じざるとに拘らず、人間の生命目的というも

のが、神の子として、この地上界を平和なユートピアにするため、神から与え

られていることを知らなくてはならない。 

 この目的を、人間は、肉体舟に乗ってしまうと忘れがちになるのである。 

 私達は、大地という生活環境に在って、太陽という熱、光の変わりないエネ

ルギーを受けて、生存している。 

 そのことを考えるならば、私達は、そこに大自然の、神の偉大な慈悲と愛と

いうことを、感じないわけにはゆかない。 

 私達は、大自然の生命に調和し、神の心を心とした、慈悲と愛に生きる意義

が、これまでの説明によって、ほぼわかったと思う。 

 

 

心の原点 Ｐ210 

 私達のこの地上における修行の第一の目的は、己の業（カルマ）を直すこと

である。 

 業（カルマ）の修正は、善と悪が混合された環境でないと理解できない。 

 あの世では、悪の結果が、ただちに現われてしまうために、業（カルマ）の

修正がむずかしい。そこでこの世で己の心の豊かさを造るために、さまざまな

経験、学習をしていくのである。 
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 私達の心は、こうして、苦しみや喜びをとおして、ある者は歪みを造り、あ

る者は豊かな、慈愛に富んだ広い心を造って行く。 

 恨みやそねみ、怒りなどを持つと、必然的に、心の不調和や肉体的不調和を

造り出してしまうということである。 

 

 

心眼を開く Ｐ157 

 ・・・人の使命は、万人が万人、一人残らずあるものです。そうしてその使

命は現在置かれている環境の中で立派に果たして行けるものです。 

 使命というと、何か特別な役割のように聞こえますが、本来そういう特別の

ものではなく、現在与えられている環境を、明るく、正しく、調和された世界

をつくって行くことです。主婦には主婦としての役割、ご主人はご主人で外に

出て、その周囲を調和して行くのが各人の使命です。 

 

 

心の対話 Ｐ034 

 【問】人それぞれ使命があるということですが、その使命は神から分かれた

時から生じたのですか。それともその時々の環境によって変わるものですか。 

 【答】使命というと、なにか特別な目的を連想しがちですが、この地上界で

生活する者で使命のない者は一人もおりません。誰も彼もが、それぞれの使命

を持っているから地上に出生しているのです。その使命とは全体の調和に役立

つためです。他を生かし、協調協力の奉仕の生活は、とりもなおさず使命にも

とづいた生活です。使命にもとづかない生活とは自己本位の生活です。人はど

うでも自分さえよければよいというエゴ、執着、足ることを知らぬ欲望───

これでは人間本来の目的と使命からはずれることになります。 

 あなたは人には特別な使命があるように思い、そう願っているようですが、

もちろんそれもありますが、人びとと明るく調和した生活をすること以外に人

間の目的も使命もあるわけはないのです。人間が神からわかれたときからそう

決められており、職場や性別、老若の別によって差別があるものではないので

す。カン違いしないようにしてください。 

 

 

心の対話 Ｐ042 

 業を称してカルマともいっています。カルマとは強い力でグルグルと回り続

ける性質をいい、これに足をすくわれると、人間はなかなかここから離脱でき

なくなります。業のとりこになると、その人生は灰色になってくるでしょう。 

 人間の業はどうして生じたかといえば、それは転生輪廻の過程において生じ

たものです。最初の人類は、神の意を体していましたから、こうした業は身に

つけていません。ところが現世に生まれては死に、生まれては死んでゆくにし

たがって、人びとは心に黒い想念をつけていったため、人間は、まずその黒い
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想念を払うことが人生の目的となり、その目的を果すことが仏国土をつくる大

きな前提になってきたのであります。 

 では黒い想念とはどういうものかといえば、それは執着です。五官六根に左

右された自己保存の執着が、それぞれの業をつくっていったのです。したがっ

て、業とは、人びとの想念と行為における執着が、つくり出したものといえる

でしょう。 

 この意味で業は悪です。非常にせまい意味では、善と思えるものも業となり

ます。教育者の家庭に想像もつかないような悪が芽生えるのも、善という名の

執着の意識が強く働きすぎ、家庭の人びとをしばりつけてしまうからです。「あ

あしてはいけない」「こうしなければならない」というように、善への執着も

業をつくります。善にとらわれると、四角四面な心になってきます。 

 要するに業とは、五官六根にもとづく執着の想念がつくり出した黒い循環の

想念───観念、換言すれば、とらわれた心、これを業というのです。 

 このために、善にしろ、悪にしろ、業をつくってゆきますと、それに心がひ

きまわされます。悪いと知りつつ悪を犯してしまう。人の意見が正しいと思っ

ても、その意見にあえてさからい、逆な方向に自分を持っていってしまいます。

奇癖、頑固、優柔不断など、すべて業の作用であります。 

 業想念というのは、地上の相対観念に自分の意識、魂がふりまわされている

状態をいいます。金銭は絶対であり生命の次に大事なもの、地位が高ければ人

びとから尊敬される、働くのはバカバカしい、人生は面白おかしく過ごすほう

が得だ……といったようにです。 

 したがって業想念は、やがて業をつくってゆき、来世に生まれても、その業

にひきづられる要因を生み出してゆきます。 

 業にしろ、業想念にしろ、私たちは、大なり小なりその影響をうけながら生

活しており、転生輪廻を続けているというのが現実です。 

 そこで、こうした業からぬけ出すにはどうすればよいかといえば、中道にそ

った想念行為をすることが大事なわけです。なぜ大事かといえば、とらわれが

多ければ悩みも多いはずだからです。悩みが多ければ人生は灰色になってくる

でしょう。心に安らぎは出てきません。 

 真の安らぎは物事に対する執着から離れることにあるからです。 

 

 

心の対話 Ｐ151 

 平和のためにデモる、幸福を得るために闘争をすることですが、目的が平和

ならば、手段も平和なはずです。目的が平和で、手段が闘争になりますと、目

的も闘争になります。 

 源平の争い、戦国時代の武将たちの盛衰をみれば、明らかです。彼らは平和

を願いながら争い、平和を維持するために武力を養ってきました。このために

隣国の不信を招き、戦いから解放されることがありませんでした。 

 マホメットという人は、一方において平和を唱え、一方において武力を行使
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しました。が、これは自己矛盾もはなはだしいといわねばなりません。 

 モーゼ、イエス、釈迦の生き方をみれば、武力というものがなにを意味する

か、目的が平和ならば手段もまた平和でなければならない、ということがわか

ると思います。 

 全体の幸福のためにデモる、世論を動かすにはこうする方が手っ取り早い、

と考えるのも無理はありません。しかし正法は内から外に及ぼしていくもので

す。全体の幸福を願うなら、まず自分自身の心を幸福にさせることです。幸福

のなんたるかを知らずして、どうして、人にその幸福をわかち与えることがで

きましょう。正法はまず己の幸福から出発します。そうして全体の中の一人一

人のしあわせが目的です。一人一人がかすんで見えない全体ではないことを、

知っていただきたいと思います。 

 

 

心の対話 Ｐ154 

 平和のための戦争、それはたしかに人類の歴史であったでしょう。戦争と平

和の期間を分けると七対三、あるいはそれ以上の比率になるでしょう。しかし

平和のための戦争によって人類はしあわせを得たでしょうか。いまもってしあ

わせではありません。戦争の歴史は、平和のための戦争が、私たちをしあわせ

にしないことを証明しているではありませんか。 

 理想社会は調和の社会です。心のなかに争いの想いを持たない社会です。争

いの想いは、自己保存と足ることを知らぬ欲望から生じます。これを調和させ

るには、人間としての目的と使命をしっかりと自覚することが先決です。 

 拙著を熟読してもらえば、人類の調和はどうすれば達成できるかおわかりに

なると思います。まず、あなた自身の心から平和をつくることです。 

 

 

天使の再来 Ｐ017 

 この世に生をうけ、まず私達が疑問に思うことは、なんのために肉体を持っ

てこの世に生れてきたかであります。 

 しかし、その本論を述べる前に、何故に、この世に生をうけると、その使命

を忘れるかについてお話しましょう。 

 まず、皆さん自体が、五体の眼、耳、鼻、舌、身、意、そうして、その環境

に支配され、それぞれの自我我欲、自己保存という動物本能に万物の霊長たる

人間がふりまわされるところに原因があります。 

 ・・・神の体であるところの、この地球上の調和をはかるために、人類は肉

体を持ってこの現象界に出ているのです。それは長い年月において転生輪廻を

繰り返えして来た生命そのものの犯したところの己自体のその罪を、自分たち

が、この現象界において調和させると同時に、この地球という神の体であると

ころの、この地球そのものを調和させるために、皆さんはその使命を持って生

れて来ているのであります。 
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天使の再来 Ｐ065 

 人間の地上における目的は、各人の心の調和と、地上の楽園、つまり仏国土、

ユートピアの建設にあります。この目的は、人間自身が神仏の子であるからで

す。神と人間を切り離すこれまでの思想では、こうした目的に異和感が伴いま

す。けれども神と人間を切り離したところに、人間の迷信があったのです。人

間が神仏である以上、神仏の精神に還らなければなりません。それは人間自身

の責任であるからです。 

 神仏である人間が、なぜ動物のようになり下がったか。それは長い地上での

生活にふり回わされた結果です。オギァとこの世に出た途端、人間はあの世で

の生活を忘れます。忘れる理由は、前世、過去世のおさらい、償い、そうして、

あの世での生活の経験を、どう生かせるかの心の修行があるためです。覚えて

いては、その修行の目的は、なかば失われます。試験にカンニングはいけない

ように。 

 ではなぜ、このような仕組みがあるかといえば、それは長い人間の歴史、転

生リンネの過程に重ねた諸々の罪。キリスト教でいう所謂人間の原罪。これへ

の清算のためです。人間の歴史は、今から二億年前にさかのぼります。人類は

すべて他の天体から、この地上に降り立ったのです。当時の人々は調和がとれ、

地上は仏国土そのままでした。人々の年令は、五百才、千才。年もとらない。

あの世とこの世は、自由に、行ったり来たりしたものです。この当時は、人間

には原罪というものはありません。 

 結婚して子が出来ても、その子はあの世の生活を知っていました。ところが、

子孫が子孫を生むようになり、地上の生活になれた人類は、次第に、あの世と

の交通が途絶え、五官、六根にふり回わされるようになったのです。つまり罪

をつくりはじめた。罪をつくれば、当然、その罪のつぐないをしなければなり

ません。蒔いた種を刈り取ることは、自然の法則だからです。人間自身神仏の

子であり、神仏の子ということは、自然の法則にそって、生きるように出来て

いるからです。かくして、人間は、あの世からこの世に、生れ出る時に、あの

世の生活、前世、過去世を忘れるようになったのです。つまり己れ自身の修行

が目的となったのです。修行とは、心の調和、神仏に還える修行です。同時に、

二億年前の仏国土、神の国を再びつくること、地上に降り立ったその目的を果

たすためでもあるのです。この二つの目的、これが人間の使命であり、責任で

あるわけです 

 

 

天使の再来 Ｐ095 

 人間の生命は、この地上を調和させ、仏国土、ユートピアをつくることが目

的ですから、それに離れた行動をとれば、離れた分量だけ、自分を苦しめる結

果となります。これはなぜかといいますと、人間は神の子、仏の子であり、心

も肉体も小宇宙であるからです。 
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反省の要 Ｐ001 

 私たちがこの地上に誕生したそもそもの目的は、己の魂をまるく豊かに育て、

天上界の姿を地上に顕現させることにある。すなわち、仏国・ユートピアの建

設にあるわけである。 

 ところが地上に誕生すると、人間はこの目的を忘却し、肉体五官に心が翻弄

され、自我我欲の執着に没入して苦しみをつくり出してしまう。 

 肉体五官に翻弄されず、本来の神の子の自分にかえるためには、反省と瞑想

による正道の生活しかあり得ない。つまり、善なる人間としての自覚の生活こ

そ仏国土の基礎といえる。 

 

 

心行の言霊 Ｐ092 

 人間は、この実在界と、現象界を行ったり来たりして生活しています。 

 どうして、両者の間を行ったり、来たりして生活しているか、といいますと、

一つは魂の進化のためであり、もう一つは、神の意思を具現することにありま

す。 

 この二つの目的を果たすために、現象界に出てきて実在界で学んだことのお

さらいをするのです。いうなれば、この世は試験場です。試験に合格すれば、

あの世に帰ったとき、帰る前の位置よりも、上段階にゆけます。もしも不合格

に終われば、この世に出てくる位置にもどり、もう一度現象界でやり直しをす

るのです。 

 こうした繰り返しを続けることによって、人間の魂は向上してゆくのです。 

 人間は、神仏の子ですから、魂の向上の過程は至上命令です。のがれるわけ

にはゆきません。 

 

 

心に法ありて Ｐ018 

 人は誰しも目的をもって生きていよう。目的のない人は、まずいないと思わ

れる。人の目的はさまざまであろうが、その要約された目的は仏国土ユートピ

アの建設である。もしも、この目的から外れた独善なり、野望なり、あるいは

混乱と争いの不調和に陥るならば、目的が達成される前に、あるいは後におい

て、目的に対する反作用が起こり、その目的に対して自覚をうながすことにな

るだろう。作用と反作用は、法の定めによるからである。 

 ともあれ、人は目的をもって生活するが、その目的達成の原動力はなにかと

いえば、ほかでもない、それは信であり、念である。つまり信念だ。信念は行

為の原動力である。ものの成否のカギを握っていよう。信念がなければ、いか

なる目的も、理想も果たし得ないし、人生という大目的からも外れてくるだろ

う。 

 ではなにゆえに、信は力なのであろう。信とは、エネルギーが集中されたも

のであり、カはすべて、エネルギーの集中の度合いを示すものだからである。 
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 信が強ければ、力も強い。弱ければ、力もまた弱い。信の強弱によって、も

のごとの成否が決められてゆく。このことは読者も日常経験されるところであ

ろう。つまり、こうなると思うと、そうなってゆくだろう。これはなにも、肩

をいからせ、がむしゃらに振舞うことではない。若いうちはそうなり勝ちだが、

心の法を知り、安らいだ心が広がるほど、エネルギーが集中され、物事が成就

してゆくものなのである。 

 事実、信念をもって、こうなると力んでみても、心の片隅に不安があると、

その力は減殺される。また、不安があると、肩をいからす恰好になってこよう。

不安を打ち消すために、そうなってくるからだ。であるから、信念の要諦は、

目的に向って、そうなると堅く思い、安らいだ心で行為するときに、いかんな

く発揮されよう。 

 信念は、往々にして、盲信や独善に陥る。信念はもともと、個人の心の問題

であるからだ。そのため、自己の信念に対して、常に前進への反省が必要にな

ってくる。 

 私たちの生活は、人と人との関係のなかで行なわれるので、自己の信念が正

しいものであるかどうか。その目的意識が人との調和を乱すとすれば、改めね

ばなるまい。人の心を乱すとすれば、それはやがて、自分にふりかかってくる

からである。 

 こうして、人の信念は、反省を通して、いよいよ強固となり、不動のものと

なってくるだろう。このときにおいて、私たちの信念は、偉大なる力を発揮し、

人びとを教化してゆくだろう。 

 正法に裏打ちされた信念は、何者をも恐れぬ大きな輪となり、力となって、

自信と勇気とを与えてくれるだろう。 

 正法は、信と行との生活である。信のない生活行為は、浮草同様、世のカル

マの波に絶えず揺り動かされ、大事な一生を無為のうちにすごしてしまう。正

法の理解が深まれば深まるほど、法の真実にふれ、まず、正しい調和の因果律

にそった生き方をとるであろう。なぜなら、自分の未来は、現在の信と行との

生活にかかっているからだ。 

 この意味において、反省を通した正しい信念をもって、毎日の生活を送って

欲しいものである。 

 

 

正法と経済 Ｐ003 

 人間の目的については、拙書（『心の原点』など）や本誌（『ＧＬＡ』）を

通して述べてきたがそれは神の意思である調和、全なる心をこの地上に具象化

して行くにあたるのである。私達の好き嫌いの感情に拘らず、人間はそうした

約束の下に生れて来、その約束を果たさなければ、その分量だけ苦悩を味わう

ように出来ている。 

 偉大なる神は、実在のあの世と仮象のこの世を創られると同時に、人間をつ

くられた。そして中道という神理の中に身をかくされた。私達人間が一ト目神
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の姿を拝したいと願っても、それは不可能になった。しかし私達の心は、常に

神の意識に直結し、それから離れることは出来ない。神は人間に神の心を与え、

調和という目的に向わしめることをしたからである。 

 他人にはウソはいえても、己の心には嘘はいえないという厳粛なる事実、ま

た他を愛する心、哀れみの心。通常こうした心を良心といっているが、その良

心はどんな人にも植え付けられている。どんな残忍な悪人でも、一人になった

時、良心の呵責（かしゃく）に悩むものだ。 

 私達の目に映ずる大宇宙は、とてつも無く大きい、その大きい大宇宙は神の

意思にもとづいて無限の空間にひろがっている。天体にきらめく無数の星々に、

神の子の人間が住むこともなく、それらの星々は単に空間の一点にとどまって

いるとすれば、大宇宙は生命のない塵の集団にすぎなくなるであろう。大宇宙

の存在と神秘を感ずるものは、ほかならぬ人間だけであるからだ。 

 宇宙は呼吸し、人間もまた呼吸して生きている。大宇宙は膨張、収縮を繰り

返しながら、人類の調和を待っている。すなわちこの大宇宙には人類の住める

惑星は無数に転がっており、人類の降下を待っている。地球以外の他の天体に

は、その天体に適応した人類が住んでおり、それらの人類は地球人類より優れ

た人達もおれば、劣った者達もいる。 

 しかし地球人類を待つ天体は、こうした既存の人類が存在する惑星ではなく、

まったく新しい新天地の天体である。もちろん他の惑星に住む人びとも地球人

類と同じように、新天地を求めて移住している。このようにして、人類の住め

る惑星が一つ一つ増えて行き、そうすることによって大宇宙そのものも拡大さ

れ、調和の輪を広げて行くのである。 

 なぜ、こうするのかと人は問うであろうが……。 

 その前に、人間はなぜ退歩をのぞまず、向上を求めて止まないのだろうか、

ということを考えて欲しい。神の意思は無限の向上と調和を求めているのだ。

その具体的な表れが人間なのだ。神は意思を持たれ、人間はそれを行使する者

なのだ。そうして、魂の永遠の向上を希求して行く者が人間なのである。地上

界の生活行為は、この魂の向上を図るための手段である。 

 生活が目的となり、魂の存在をないがしろにした時に、人間は苦痛を味わう

ようにできている。迷い、悩み、さまざまな事件を引き起こして行く。戦争、

災害、病気、孤独、死、これらに人びとは引き込まれ、人間の本性をいよいよ

失っていくのである。 

 人類は目を開かねばならない。経済の奴隷となり、魂を忘れてはならないの

だ。経済は、魂向上の手段であり、足場であることを、今こそ認識しなければ

ならないのである。 

 ・・・私達の目的はこの地上を仏国土・ユートピアにすることなのだ。仏国

土とは調和ある世界のことだ。完全調和はこの地上界が物質界であるが故にこ

れでよいという限界はない。百年前まで人間が空を飛ぶことは夢であった。し

かしその夢が今では何の雑作も無く飛ぶことが出来、月まで行ける時代となっ

た。現代の夢は、火星に移り、そして他の惑星へと発展し、ひろがって行こう。 
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 調和のひろがりと内容の豊かさについても、それと同じである。これで良い、

という限度がないのだ。進めば進むほど、よりたしかなもの、より充実したも

の、より内面的なものへと進み、調和の質と量を高めて行くことになる。 

 そうして私達は限りない調和を求めて、魂の進化を図っているのである。 

 調和というと、外的な、物質的な、健康的な、明るい社会を誰しも想定する。

もちろんその通りにちがいない。 

 しかしそうした外的な調和はどこから生まれるかといえば、まずもって、各

人の魂の進化、魂の調和にあるのである。 

 魂の調和がなければ豊かな環境すら作り得ないではないか。 

 このことは現代の物質文明を一ト目見ればハッキリしよう。 

 心不在の文明が邪悪と不信とに満ち、争いと苦悩の多い社会であることは誰

の目からみても理解できようからである。 

 人間のこの地上界での目的は何か、生活の目的は何か。 

 それはすでに述べたように、魂の永遠の向上を求めて行くことである。 

 私達人間が神の意識から分かれ、単独の魂を与えられたその時からはじまっ

ている。 

 このことは、好むと好まざるとにかかわらず、私達はそうした目的を持って、

人間として生まれて来たのである。 

 これは観念や、形而上的なそれから考えられた命題ではない。 

 観念や形而上の事柄は主観的であり、これを認識しようとすると、人それぞ

れの体験によるところに左右されよう。しかし、ここでいう人間の目的という

ものは、人が慈悲と愛の調和を求め、正しい生活を実践していくならば誰でも

が認識し得る自然の条理なのである。 

 私達は外的な感覚的な生活に追われ、自分の心をふりかえる余裕を持たぬの

で、認識出来ないものについては、つい否定してしまう。そのために、真実な

ものと、そうでないものの判断がつかず、一生を食うこと（一切の欲望を含め

て）に費やし、そうして、極めて外的な比較の観念の中におぼれ、自分を見失

って行く。 

 食うことも大事だが、しかし、空の真実を知ることは、もっと大事なことな

のだ。 

 空の世界を知ると、地上での食うことの摂理も理解されてくる。 

 食うことは、私達人間の肉体維持のための神が与えた本能であり、そうして

それは自分自身を含めて、種族保存と調和の世界を築く基礎的要件であるのだ。

したがって、食うことは人生のすべてではない。食うことは、魂の向上という

己の調和と、全体の調和を図るためにあるのである。 

 人はどんなに生きても、大低は百才までである。百才という才月は長いよう

だが、過ぎてみると泡のようにはかなく短い。その短い人生に、人はどうして

足ることを知らぬ欲望、名誉、安逸等を求めようとするのだろう。 

 社会の混乱は、人びとがこうした外的な欲望に心を向け、それに執着を持っ

てしまったためにおこってくる。 
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 人はどんなに頑張っても、裸で生れ、裸で死ぬのであり、食う為に人をおし

のけ、威張ったところで、そこに何があるというのだろう。 

 金が貯まり、財をうづ高く築いたとしても、三度の食事を五度や十度にする

わけにはゆくまい。遊びや娯楽にしても過ぎてくると、孤独と不安が襲ってき

て、体のあちこちに支障がおきてこよう。 

 いつも元気に空を飛ぶ小鳥のさえずりをきくと、人間の欲の深さにあらため

ておどろきを覚える。彼等の一生はその日暮らしである。一日一生の彼等は、

財も、金も貯えようともしない。それでいていつも元気で、飢えを知らない。

神は、彼等が飢えないように、彼等の腹を満たす食べ物は何時も用意してくれ

ている。もし彼等の仲間が、食べ物を独り占めし、地上のどこかにかくしたと

すれば、他の小鳥達は飢えに泣くことだろう。しかし彼等は、一羽たりともそ

のような我侭や欲望を発展させることはしないのだ。だから、彼等の仲間は、

その日暮しだが何時も元気で、空を駈けめぐっていられる。 

 小鳥達のさえずりを耳にすると、人間社会の愚行が影絵のように浮び、小鳥

達に教えられる。 

 人間は、自由と、創造と、この地上を調和する能力を保有している。そうし

て、そうした能力を通して、その魂を拡大し、神の心と一つになることに向か

って進んでいる。 

 つまり、神の偉大にして無限の広さを持つ意識から分かれた個々の人間の魂

は、転生輪廻を通して、神と同等の無限の意識にまで発展させることなのであ

る。 

 個々の魂が神の広さにまで発展させることによって、眼に見える大宇宙も、

無限の発展（質的に）が可能となるのである。 

 私達はそうした約束の下に生れ、魂を持ったのである。 

 この目的は、あの世、この世を通して変ることがない。 

 したがって地上での私達の為すべきことは、この目的に合致した、それでな

くてはならないだろう。 

 小鳥達が他を侵すことなく、全体の調和を維持できるもの、彼等もまた彼等

の世界の中で、そうした合目的の下に生かされているからだ。 

 人間が小鳥達とちがうことは、前述のように、本来の自由と、創造と、地上

全体の調和という役割が与えられ、生かされ、生きている神の意識を保有した

魂であるという点だ。 

 小鳥には、小鳥達だけの世界しかない。彼等には水中の魚や人間社会にまで

調和を促す能力は与えられていない。しかし、人間は、小鳥を含めて、全体の

調和を進めていく神の代行者、神の意思を受け継ぐ行為者なのだ。 

 だが、その人間が小鳥以下になり下がっているというのが現実ではないだろ

うか。 

 さて、人間の目的がそうだとすれば、私達はどう生きるべきか、どう為して

いくことが神の意思に合致するかである。 

 私達の生活を支える仕事についても、その仕事の目的が食うためにのみある
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とすれば、人間は小鳥以下になってしまうだろう。 

 世の混乱が食うことを土台にして、人のことより自分のこと、他人が苦しん

でも自分が困らなければ痛くもかゆくもない感覚が、そうしたものを生み出し

ている、といえるだろう。 

 人間社会が小鳥以下になるのは、自由と創造の能力が与えられているので、

悪にも善にも通じてしまうからなのだ。 

 人のことより自分のことというものの考え方は、小鳥達とはちがった能力が

あるから生じてくる。だから人間は人間同士で争いをはじめてしまう。 

 小鳥達同士で殺したり、殺されたりするだろうか。しない筈だ。他を侵さな

いので、自分も侵されない。つまり、彼等は、自分の分を守って生活している

ので、安定した共存を可能にしている。 

 私達人間も、まずこのルールを守ることだろう。 

 財を独り占めし、自分さえよければ良いという考えが、混乱の元凶を為して

いる。 

 もっとも現在の経済社会は、そうした混乱や個人の欲望、自己主張の上に成

り立っているので、これを否定すると、現代経済社会の歯車が狂ってしまうこ

とになるが、しかし、本当はそうはならないのだ。 

 このことはまた後で述べるが、まず私達は、人間のこの地上での目的をしっ

かりと自覚し、仕事の意義、生活の目的、人間の本質（このことは既に述べた）

を胸に収めることが必要だろう。 

 

 

大自然の波動と生命 Ｐ103 

 この地上界は神意によって、私達の魂を磨き地上界に極楽を築く目的を使命

とし、肉体という舟に乗った、生命の修行場であります。 

 しかし、この修行場は、大自然生命本体大神霊より、万物を与えられている

宝庫を、私達は人類を中心に万生、平和共存の理想境を築くために、使用する

ことによって、報恩が神に通ずるのであります。 

 ところが、神より預っている資源を、特定の、国家や個人の、独占物として、

私利私欲をむさぼっている人々が多いのであります。 

 その結果、経済的、物質的不平が、争いの原因となっているのであります。 

 欲心は、自らの人間性を失い、暗い想念は闘争となり、破壊を呼ぶのであり

ます。 

 私達は地上界の万物を、魂、修行の目的に使用すべきであり、万物相互扶助

の精神を、忘れてはならないのであります。 

 それには、各国民一人一人が、自分の使命を想起して、正しい真の法を悟ら

なくてはならない。霊性の高い人類同志が、互いに憎しみ合い、闘争に明け暮

れるということは、神の子として、恥なくてはなりません。 

 私達は、自覚しなくてはならない。思想でもない、経済でもない。それは人
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間性の再確認であります。 

 その結果、真の正法に叶う地上界が出来るのであります。 
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2-1）【人類の起源と未来（ご著書より）】 
 

人間釈迦① Ｐ157 

○ゴーダマ(編者注：ブッダ・釈迦牟尼仏のこと)の開眼を、文字によって表現

すると次のようになる。 

 

(天地創造) 

 この大宇宙は神によってつくられた。 

 大宇宙が発生する以前の大宇宙は、光明という神の意識だけが、そこにあっ

た。 

 神は、その意識の中で意思を持たれた。 

 大宇宙の創造は、神の意思によってはじまった。 

 意識の働く宇宙と、物質界の宇宙の二つの世界を創造した。 

 意識界の宇宙はその意思をもって物質界の宇宙を動かし、そうしてこの二つ

の世界は、光と影という相関関係を通して、永遠の調和を目的とすることにな

った。 

 神の意識は、永遠の調和をめざし、そうして、二つの世界にあって、調和の

要である中道という法秩序の中に住まわれることになった。 

 人間は、天地創造とともに、神の意識から別れ、神の意思を受け継ぐ万物の

霊長として産ぶ声をあげた。 

 人間の誕生は、意識界という実在の宇宙に、まず姿を現わした。 

 そうして、神の意思である調和をめざす神の子として、物質界に降り立った

のである。物質界に降り立った最初の人間を、地上の眼でみるならば、大地の

一隅に、忽然と物質化されたといえるだろう。 

 人間以外の動物、植物、鉱物も、こうしたプロセスを経て、大地に姿を現わ

した。 

 こうして、あらゆる生命物質は、実在界（意識界）と現象界（地上）の間を、

輪廻することになった。 

 

(人類の誕生) 

 地球に生物が住むようになったのは、今から数億年も前である。最初の生物

は、太陽の熱・光と、大地と、海水と、空気と、それに意識界と表裏一体の宇

宙空間の、相互作用によって、地上に現われた。微生物の誕生である。 

 続いて植物が発生し、動物が姿をみせはじめた。 

 やがて爬虫類時代を迎え、一時期、地上は荒寥とした姿に変貌をとげる。恐

竜の時代も下火になった今から約二億年前に、人類は、特殊な乗り物に乗って、

他の天体から飛来した。 

 当時の移住者は、かなりの数にのぼった。 

 人類は、神の意志にもとづいて、調和という仏国土を作り始めた。 

 当時の人類は、荒寥たる地上を開墾し、人類が住める環境として神がつくら
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れた大地に、動物、植物の、相互依存のしやすい調和をつくることが目的であ

った。 

 人類は栄えた。動物、植物も、すくすくと育った。 

 人々の年齢は、五百歳、千歳の長命を保った。 

 人類の数は増えていった。子孫が子孫を生み、人々の転生輪廻が、地球とい

う場において、回転をはじめたのである。 

 人々は次元の異なる意識界と自由に交流ができた。 

 文明は高度に発達した。 

 人間は自由に空を駈けめぐり、地下にも大都市をつくった。 

 

(文明の終焉) 

 しかしやがてその文明も終焉を迎えるときがやって来た。 

 人々の間に、自我が生まれ、国境がつくられ、争いがはじまったからである。 

 人々の不調和、暗い想念の曇りは偉大な神の光をさえぎった。その結果、大

地は怒り、黒雲は天を蔽った。至るところで火山が爆発し、陸は海に、海は陸

になった。 

 ホンのひと握りの心ある人々を残して、人類は、土中に、海中に、消えてい

った。こうして人類は、栄えては滅び、滅びては栄えた。 

 天変地異は、人類がこの地上に住みつくようになってから、何回となく繰り

返されてきたものである。 

 天変地異は、自然現象ではない。人類が住みつくようになってから、この地

上で、神が有する創造の権能を、人類が行使し、人類の心と行為がつくり出し

たものであった。 

 人類の地上での目的と使命は、二億年前も現代も変らない。 

 それは神の意志である調和という仏国土を建設するために人類は存在し、

人々の魂はそうした建設を通して、永遠の進化をめざすものであったのである。 

 

(大宇宙と小宇宙・人間の関係) 

 人間は小宇宙を形成している。小宇宙とは大宇宙の縮図である。大宇宙に展

開する無数の星々は、人間の肉体を形作っている光の数（細胞数）とほぼ同数

である。 

○太陽系は太陽を中心に九つの星を（惑星）と三万数千個の小惑星群をしたが

え、太陽の周囲を循環している。極小の世界（素粒子）も、中心となる核とそ

の周囲に陰外電子がまわっている。太陽系という宇宙も、極小の世界も同じよ

うに、一つの法則の下に循環し、生かされ、生きている。 

○人間の肉体は、そうした極小の光が集まって集団を構成し、体を成している。

これらの集団は、脳、心臓、肝臓、膵臓、胃、腸などを形成し、これはそのま

ま太陽であり九つの星を（水星、金星、地球、火星、木星、土星など）を意味

し、さらには、大宇宙に展開する多くの太陽系の、それぞれの個性を持った集

団群と同じようにつくられているのである。 
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○人間は肉体のほかに心（意識、あるいは魂）を持っている。その心は、肉体

という衣を通して、物質界、現象界に調和をもたらすことを目的とする反面、

大宇宙の心に同通し、それぞれの役割に応じた使命を担っている、生き通しの

意識である。 

○肉体は仮の宿にすぎない。物質と非物質の世界は、交互に循環することによ

って、調和という運動形態を永遠に持続するためにあり、このため、肉体とい

う物質は時が経てば、物質的形態を変えた世界に戻らなければならないからで

ある。 

○しかし、人間の意識、心、魂は、物質、非物質に左右されず、永遠に、その

姿を変えることはない。 

○このように人間の意識は、神の意識に通じながら、物質界という現象界と、

非物質の意識界を循環し、個の意識である魂を持って、生き続けているのであ

る。 

(人間の不調和、悪の根源はどこにあるか？) 

○神の子としての人間が、現象界において何故に悪をつくり出したか、不幸を

どうして生み出したか。 

○それは肉体の自分が自分であると思うようになり、肉体にまつわる諸々の考

え方が、本来、自由自在な心を、肉体の中に閉じこめてしまったためにほかな

らない。 

○全能の神が人間の不幸を予測できないはずはないと誰しも考えよう。不幸を

事前に、どうして防げないかと。では人間の親子がしばしばちがった方向にど

うして歩んでしまうのだろう。子供は成人すると親の自由にならない。子は子

としての人格と主体性を持っているからである。神と人間もこれと同じで、主

体性をもつ人間を自由には出来ない。自由に行使できる者は、神の子である人

間自身であるからである。 

○神は調和という中道の中で、厳然と生命の火を燃やしている。人間が、その

自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その分量だけ、

反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによって、神と人間の

絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計画されている。人間の魂

が肉体に宿ると五官にふりまわされる。五官とは眼、耳、鼻、舌、身の五つで

ある。この五官に、魂・意識が幻惑される。美しいものを見ると欲しいと思う。

気持の良い香りには心がひかれる。自分の都合のよい話には、つい乗ってしま

う。舌ざわりのよい物は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身を置きたい。

肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 

○五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心を奪わ

れると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心の動きにあっ

たわけである。諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、五官に心を奪われる

六根という煩悩にあった。 

○さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）の想
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念行為によって生み出されていった。 

○業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張ることに

よって作り出されて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざまな欲望が、

人間の神性仏性を侵して行く。 

○こうして人は、その意識を、あの世と、現象界であるこの世を循環するたび

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつくって、

輪廻している。このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業

を修正しなければならなくなった。 

○同時に、さまざまな執着を生み出して来たがために、神性の自分から次第に

遠のいていったのである。 

(中道という神の子・人間の生きる道) 

○しかし、人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、植物

は、この地上の環境を維持するための媒体物であって、人間は、それらの媒体

物を調和していく任を、神から与えられ、まかされているからである。 

○その証拠に、己の心に偽りの証を立てることはできない。人にはウソはいえ

ても、自分には、ウソはいえない。文明文化は、人間の社会にのみあって、動

物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間である。動物、植物も

それぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし

彼らが人間になることは出来ない。人間も彼らにかわることはない。水が土に

なることができないのと同じである。 

○人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、神の

心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から離れること

である。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

○神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂がふれ

るよう努力を惜しんではならない。 

○一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんなに人類

がふえても、空気、水の質量は変らない。太陽の熱、光についても、その放射

する質量を変えることがない。人間社会には男と女が生存する。男女の比は常

に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自己保存、我欲に傾かない

かぎり、男女の比は均等に維持される。人間の肉体も、休息と運動という循環

から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続ければ、肉体的支障が現われ、精神

の平衡を失ってくる。 

○すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないようにで

きている。悲しみや苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからで

ある。 

○中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践するこ

とから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせれば、業の

修正は意外に早まるだろう。 

○反省の尺度は、八つの規範がモトである。「正見」「正思」「正語」「正業」
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「正命」「正進」「正念」「正定」である。 

○人の心は、こうした規範を尺度として、毎日の生活行為の中で、正しく修正

されて行く。 

○人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱ぎ捨てなければな

らない。中道の心にふれると、こうした摂理が明らかになり、神の意識である

永遠の安らぎを保つことができよう。 

○意識が拡大すると、宇宙をかたどっている太陽をはじめとした星 （々惑星群）

が、すべて自己の意識のなかで回転し、そうしてその中で呼吸するいっさいの

生物は、我が肉体の一部であることに気付く。 

○人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固まり、

とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

○小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。もだ

え、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛棒強く、救いの手を差し

述べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食べ物を与え

ている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、神は人間に、無限

の慈悲を与えている。 

○人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間は神

性の己を自覚するのだ。 

(正法こそ神の心、人間の生きる道) 

○神は平等を宗としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生万物平

等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が生れ、貧富が

生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反する。能力の別、力の相

違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、しかしだからといって、神の

子の人間に、上下の差別をつくる理由にはならない。 

○人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体にも胴が

あり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務めを果たすこと

によって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

○中道に接することは、己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

○人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であった。闘

争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を悟れば、現象

界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

○人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を痛め、

苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば功徳がある、

祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違いである。苦行は、肉体

に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の神性を失わしめる。いずれも

片寄った信仰である。 

○中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活

行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分

の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。 
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○人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和さ

せ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

○世はまさに末法である。 

○正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

○この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

○法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ064 

 過去の歴史は、表面的な現象のみによって起こる不調和な社会だったが、内

面的な心的関係がいかに人生にとって重大な意義を持つものか、私達は知るべ

きなのである。そしてこの世限りでない転生輪廻の修行を続けている自分自身

の姿を悟ることで、人類は皆兄弟であったことを心から知るようになろう。 

 永い転生輪廻の過程に造り出してしまった人類の、闘争と破壊の“業”を修

正することによって、この地上に楽園は築かれて行くであろう。しかしその過

程では、苦しい経験を何度となく体験する。神理の種は、そうした苦の克服に

よって人々の心の中に確かな根を張り、人は孤独な人生から救われる。 

 右にも左にも、心の広やかな人々のいることに気づき、人は互いに助け合い、

楽しい人生を送ることによって人生の意義を悟って行く。 

 物質文明のためにおき忘れてきた心をとりもどし、混乱の社会を一つにすべ

く調和の道への苦しみを経験して成長して行く。苦しみの中から人類の知識は、

エネギルー革命もし、公害から身を守ることも発見する。そして大自然の資源

の中から、いっそう生活の智慧を増し、さらにこの人生を豊かにして行くので

ある。 

 光のエネルギー、電気エネルギー、磁力エネルギーなどを応用した乗り物が

発明され、電磁場を、安定した乗り物によって遠距離まで速く到達することが

可能になり、宇宙空間を狭めて行くようにもなる。 

 物質至上主義は前世の遺物と化し、その奴隷化から解放され、言語も統一さ

れて行く。そして人類は、自己保存と自我我欲の不調和な考えでは生きて行く

ことができないことを知り、真実を語り合うことと、全人類の相互協力、調和

以外に前進のないことを悟るようになる。 

 皆兄弟であることを知り、心と心の調和の社会が実現されて行くのである。

原子細胞によって構成されている肉体舟は、そうした正法を悟った意識（魂）

によって支配され、肉体と意識の相互関係も、科学的にはっきりと解明され、

乗り舟としての使命をより永く果たして行くようになるであろう。 

 また人類の智慧はさらに他の天体に住める場所を発見し、その天体に移住す

るようになって行く。二十二世紀、二十三世紀の人類の知恵は、空間と海底に
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発展し、ふくらみのある地球国家的環境に変わって行くであろう。 

 その間にも、人間の黒い想念による幾度かの極地的天変地変が起こり、心の

不調和な人々に対しての警告が実在界よりなされるし、現在の国家群の眼も、

宇宙組織に向けられて行くであろう。 

 私達はひとときなりともその場所にとどまることなく、次元の異なった世界

へ進化されて行くのである。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ125 

 この地球も万物の霊長である人類の修行場であり、そうした意識、心の調和

度によって、地球自体の霊域が調和され、仏国土ユートピアが建設されて行く、

ということなのだ。 

 固体的な物質界よりさらに精妙な地球表面の後光が調和されている非物質な

世界、それが“あの世”であり、その霊的波動は、地球表面に近くなるほど低

く低段階の世界となり、非物質化、精妙化の進行する球心的天体の上方向へ行

くに従って、調和のとれた意識の世界が展開している。そこが、実在界であり、

光の天使の世界なのである。そしてこの世界の天使が、この私達の現象界を支

配しているのであり、神仏と表裏一体の力を持って存在しているのだ。 

 人類の心が調和されるに従って、この世界の解明もまた物質世界のように具

体化されて行くであろう。 

 科学の力は、ようやく物質的な極に達しつつあるところであり、その根本の

解決は、やはりより高い次元の世界への人類の意識の調和とともにあるであろ

う。そのとき、人類は新しい文明と新しい天体を発見し、発展移動して行くこ

とになるのだ。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ202 

 【五人の分身の成り立ち】 

 魂の兄弟達の組み合わせは、本体を中心に、五人の分身から成り立っている。 

 その構成は、次の通りである。 

 (1)本体が男性で 分身が五人男性 

 (2)本体が女性で 分身が五人女性 

 (3)本体が女性で 分身が二名女性 三名が男性 

 (4)本体が男性で 分身が二名男性 三名が女性 

 私達の生命は、こういう組み合わせから成り立っている。(3)と(4)は男女三

対三の組み合わせで、この現象界に男女のバランスを造り出している。 

 この地球上の人類はこうした生命を受けて、神の体の一部である太陽系を始

めとする広大な宇宙体の調和を計るためと、魂を磨く目的を持って、あの世、

意識の世界を、その環境に適応した魂の乗り舟に乗って転生輪廻し続けている

のである。 
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 神仏はこうした人類に、子孫保存の本能を与えて魂の修行場を保存している。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ206 

 ・・・人間は聖人になる必要はない。ただ神理に則して、他の諸現象に対し

て自己保存自我我欲の執着を持たない生活のできる人間になることが大切であ

る。そして物質文明の上に、偉大なる心の世界を築き上げること、より社会人

類が調和されることによって、文明は急速に発展すると約束されるのである。 

 科学の力は、やがて宇宙空間に、人類の居住できる天体を発見し、地球以外

にもよりすぐれた生物の生存していることを知るようになるであろう。海洋へ

も科学の力は伸び、海底には人類が想像もつかないような古代の動物のいるこ

とを発見し、エネルギー革命によってこの海底にも生活できるように変わって

行く。 

 それまでに、地球には地中に埋蔵されていたエネルギー粒子の塊りである硫

化物や二酸化炭素が空中に放出されて、特定の公害が多発し、大きな社会問題

に発展して行く。 

 やがて、光のエネルギー、熱のエネルギーの応用や、電磁力の応用が発達し

て、科学は急速な発展を遂げる。また硫化物・二酸化炭素をはじめとして、生

物に害を与えるような物質は、他に広く無害に応用されて行くであろう。 

 このように心を失った文明は公害をつくり、ますます人類に課せられた重要

な問題点となり、その中和のために、人類の智恵は集中されることになるであ

ろう。 

 私達の魂の兄弟達は、魂の修行場を一日もはやく人々の心の調和によって、

完成することを待ち望んでいる。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ237 

 人類がこの地球上に天孫降臨してきた当時のそこは、他の天体より神仏の子

としてこの現象界に適応した肉体舟を得てきた私達が、楽しく生活できた調和

のとれた仏国土ユートピアであった。 

 その頃の人類は、寿命も非常に長く、実在界と常に交渉を持ち、人々の心に

自己保存、自我我欲の不調和な考えはなかった。しかしその子孫は、人口増加

とともに、それぞれの種族保存の自我に陥り、神仏の子であり、兄弟であるこ

とを忘れ、他の種族との争いや同族の階級闘争に明け暮れるような仏性を失っ

た存在になって行った。 

 やがて人類の心の不調和は黒い想念と化し、地球の表面を覆い、遂に眼耳鼻

舌身意という肉体舟の虜となって実在界との通信を途絶えさせてしまった。そ

のため実在界から多くの光の天使達が、神の子たる人間の自覚を促すため現象

界に肉体を持って生まれてきたが、仏性を失った人類は、ますます闘争と破壊

の業を造り出してしまった。 
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 その結果、心を悪魔に売った人類の想念は、神仏の光を失い、ムー大陸やア

トランテス大陸の陥没という現象に見舞われるような事件を招くことになった

のである。 

 そうした幾度かの天変地変があっても、物質文明は人々の心を失わせ、人々

は闘争と破壊の業をくり返してきた。人類はいわゆる進化論のように進化して

きたのではない。もしそのように進化してきたのならば、その途中の生命も存

在しているはずである。類人猿は永久に猿であって、人間に進化するものでは

ないということだ。現代社会の物質文明は、あくまでも人類の生活に対する智

恵の物質化である。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ241 

 ・・・調和のとれた正法の実践は、やがて偉大な物質文明を生み、地球は人

類一人一人の心の調和と安らぎによる想念の光のエネルギーに包まれ、宇宙空

間に存在する新しい惑星を発見し、そこに新しく天孫降臨して行く。神体の細

胞の調和とさらに己の心の調和のためこの現象界においての修行をなして帰る。

そしてまた、実在界との間を永遠に転生輪廻して行くのである。 

 一人の悪業の修正が、社会の業の修正となり、やがて人類が再び自然に帰る、

という神理に到達することを思うべきである。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ266 

 人間の潜在意識の宝庫には、過去世において体験してきた偉大な智慧が埋蔵

されているはずだ。 

 五官の煩悩を捨て、神仏の子としての目的を想起し、その智慧を使うべきと

きである。いたずらに物質文明の在りようにのみ心を奪われ、民族が相克し、

階級闘争に明け暮れ、経済繁栄にのみ生きる方向のかじをとる、ということは、

人類の滅亡を早めこそすれ、進歩とはならない。 

 人類は、科学する心によって、やがては、数多い他の地球へ、他の星へ、そ

の生存を永続させて行く方法の可能性がもう見えている。 

 そうした時代において、一流一派の興亡盛衰に似た、小さな神仏の体の一部

にすぎないこの地球上で、暗黒のような闘争をくり返していて良いものか。 

 魂、生命の、久遠の流転に比較すれば、私達の人生などというものは、瞬時

の点滅の線香花火のようなものなのだ。 

 神理は、一人一人の、心の在り方にその鍵があることを良く知り、私達は、

相許し、相励まし合い助け合い、感謝し合って、短いがゆえに大切にしなけれ

ばならないこの人生を、有意義にすごさねばならないのである。 

 神仏は、その、人類が真に調和されたとき、限りない恩恵をくださるであろ

う。 
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心の発見(現証篇) Ｐ158 

 人類が、この地上界に、肉体舟を持って他の天体から天孫降臨したのは、今

から二億年前くらいで、当時の人口は、約六千万近くであったようだ。 

 そして、その頃は、皆神の子として丸く広い心を持ち、自由に実在界と交信

ができたようである。 

 争いのない平和郷であったことは、私の指導霊が説明する当時の模様であっ

た。 

 人類は特殊な宇宙船で、自然に調和された地球という名のそれぞれの環境に

適応した体質を持ってきたのである。 

 茶色、黒色、白色の皮膚を持った人間達に、神は生活の場を与えたというわ

けだ。 

 地軸は周期的に変化して、現在の大陸の状態、気候とは、大分異なっており、

大西洋や太平洋のなかに埋没した大陸もあり、逆に隆起した島々もあったとい

う。 

 人々はそれらの土地、土地に転在したが、その状態もはっきりとはしないよ

うだ。 

 人類の不調和によって、幾度かの天変地異が起こり、地球は変化を重ね、そ

して、東に、西に、北に、文明は、調和された場所、場所に発達して行ったそ

うである。 

 天孫降臨民族は、この地球という場所に、ユートピアを築き、豊かな神の子

としての魂を造り上げるためにきた。 

 それは、より進化するための、修行の場であった。 

 しかし人類は、次第に欲望のとりこになり、暗い心の曇りによって、他の天

体や実在界との交信を不可能にしてしまったのだと、指導霊は語る。 

 ユートピア時代の人類は、五百(万)年、一千(万)年とこの地上界で生きながら

えた者達もいたのだ。（( )は編者の注釈） 

 そして不調和な人々は、自らの環境を破壊し、生存することも不可能になっ

たのだ、とも指導霊はいっている。 

 つまりそれが、「お前達の肉体先祖の姿である」というのである。 

 そして最近では、アトランティス大陸も陥没し、多くの犠牲者が出た。 

 人類は、自ら神の子としての権利を改変したときに、苦しみを作り出してし

まったので、それは、すべて心から出る欲望が、神性を失わしているのだ、と

語るのであった。 

 

 

心の原点 Ｐ042 

 この地球上に降り立った人類は、きびしい環境、すなわち恐竜や他の動物達

によって荒廃した地上に、万生万物の調和を目的とした理想郷建設に努めてき

た。 

 最初の頃は、神の子としての自覚を持って、きびしい環境のなかで平和な社
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会を築いて行った。人々の心のなかには、争いも闘いもなく、規律正しい平和

な社会であった。そして文明も栄えた。 

 やがて恐竜達は姿を消し、小動物が住むようになり、人間の友となった、犬

や猫から、魚類、貝類、両棲類や肥虫類などが出てきた。 

 蛇などは人類の歴史より古く、性格が獰猛で、その生命力と狡猾さは、他の

動物とは比較にならなかったようだ。 

 暗い、ジメジメしたところを好み、音もなく近よって獲物を襲う。人類の先

祖はこの蛇には随分悩まされたという。 

 神は、蛇を創り、人類に警告を与えたのだ。業想念にとらわれ、五官六根に

ふり回されるとやがて自分が蛇のようになると…。 

 当時の人類はあの世を知り、この現象界の目的も知っていたから、蛇の存在

理由を熟知しており、互いに戒め合い、仏国土の建設にいそしんでいた。 

 しかし、人類は、子孫が子孫を生み、地上の生活に慣れるに従って、あの世

を忘れるようになり、種族優先、自己保存の欲望の想念が強くその心を支配す

るようになって行き、そのため、平和な地上は、争いの巷と化して行くのであ

った。 

 種族は、領土問題や境界問題など、他の種族と感情的にもつれ、闘争を生ん

で行き、やがて、力の強い者が戦争、略奪に勝ち、支配者と被支配者の関係が

生まれ、独裁者が命令をかけるようになっていったのである。 

 地上界からあの世に去る者達のなかには、従って人生での目的を忘れ、不調

和な暗い想念を自らの心に造り、地獄界に堕ちて行く者が多くなって行った。 

 地上界を縁として、一切の執着心が霊囲気を曇らせてしまったため、地獄界

が出現してしまったのである。 

 このようにして、文明が栄えるに従って、幾度か人類は心を失い、暗い想念

で神の光をさえぎり、大きな天変地異を体験するのであった。 

 大宇宙体の一細胞の不調和が暗い霊囲気を生み出し、神の光をさえぎってし

まったため、海底に沈んでしまった地域もある。つまり、大地震によって不調

和な部分はとり除かれて行ったのである。 

 こうした、ノアの箱舟的現象は何回かくり返され、人々の多くは土中に、海

中に消えて行った。 

 ルミジア大陸、ムー大陸、アトランティス大陸も、このようにして海底の藻

屑と消えてしまったが、それは人々の飽くことなき欲望と、心を悪魔に売った

人々が、多くの光の天使（神の使者）を死刑にしたことが原因となっている。 

 

 

心の原点 Ｐ047 

 人類は、今から約二億年前に、他の調和された天体から、この地上界を調和

するために移動してきたのだ。 

 その当時は、平和な仏国士、楽園であったが、現代人の過去世も、この体験

をしている者達が多いのだ。 
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心の指針 Ｐ136 

 人間の歴史は、今から二億年前に、さかのぼります。人類はすべて他の天体

から、この地上に降り立ったのです。当時の人びとは調和がとれ、地上は仏国

土そのままでした。人びとの年令は五百才、千才を保ち、年もとらずに、あの

世とこの世を自由に、行ったり来たりしたものです。その当時は、人間には原

罪というものはありません。 

 結婚して子供が出来ても、その子はあの世の生活を知っていました。ところ

が子孫が子孫を生むようになり、地上の生活になれた人類は、次第にあの世と

の交通が途絶え、五官、六根にふり回されるようになったのです。つまり罪を

つくりはじめた。罪をつくれば、当然、その罪のつぐないをしなければなりま

せん。 

 まいた種を刈り取ることは、自然の法則だからです。人間は神仏の子であり、

自然の法則にそって、生きるように出来ているからです。 

 かくして、人間は、あの世からこの世に、生まれ出るときに、あの世の生活、

前世、過去世を忘れるようになったのです。つまり己自身の修行が目的となっ

たのです。修行とは、心の調和、神仏の心に帰る修行です。同時に、二億年前

の仏国土、神の国を再びつくること、地上に降りたったその目的を果たすため

でもあるわけなのです。この二つの目的、これが人間の使命であり、責任であ

るわけです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ079 

 現代は、物質文明の世であります。人はあの世を忘れ、一寸先が閣でありま

す。五里霧中で、目的も分からぬマラソソ競争に精を出しているのが現代人で

す。この世に誕生すると同時に、あの世の記憶を忘れるようになってしまった

のです。 

 即ち、二億年前の人類は、この世の仏国土建設だけが、目的であったのです

が、現代人は、その前に、まず、己自身の修行が目的となったのです。 

 あの世の記憶を忘れ、五里務中の環境の中で、己自身の魂をみがくことが先

決となったのです。己の魂を磨くためには、あの世の実相なり、地上の目的を

知っていては、修行の意義がなかば失われてしまいます。むごいようですが、

人類は、仏教でいうカルマ(業－自己保存、執着の想い)キリスト教でいう原罪

をそれほど背負っているのです。 

 そうして、そのカルマを浄化し、しかる後に、仏国土の建設に向うのです。

二億年前の地上の楽園をつくるために。 

 一人一人が生命の流転を知り、人間が小宇宙であり、動・植・鉱物をして、

地上の調和に役立つようにするには、まず各人が、神仏の子であることを悟り、

理解することが先決であります。 
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心行の言霊 Ｐ163 

 ニ億年前の人類は、仏国土をつくることが目的でしたが、現代の人類は、そ

の前に、想念帯に記録された諸々のカルマ、原罪を修正してゆくことが急務と

なったわけです。 

 カルマの修正とは、己自身の意識をまず仏国土とする。しかるのちに、人び

とに働きかけ、人びととの調和と自然との調和をはかってゆく。 

 ニ億年前の人類は、動物たちによって荒らされていた地球という地上を、人

類が住めるように調和してゆけばよかったわけですが、現代は、その前に己自

身の調和が必要となってきたわけであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ330 

 地上の生活にしても、動、植、鉱の相互関係がなければ成り立ちません。 

 その相互関係は何に起因するのでしょうか、それは大自然の意識なのです。

秩序整然とした意識の働きがあればこそ、大宇宙も、地上の生活環境も、調和

されているのです。生命の神秘をみるときに、私たちはそこに、偉大な大自然

の叡智を発見するでしょう。それが神の心なのです。 

 もしも、自然のそうした相互関係が、ただの偶然の連続によって生じたとす

れば、地球はとうの昔に滅びているでしょう。地球誕生にはさまざまな説があ

るでしょうが、地球という球体が出来上ったのは今から約三十三億年も以前の

ことなのです。その当時の地球はいわば火の玉であり、太陽のように燃えさか

っていました。生物が住めるようになったのは今から約六億年も前のことです。

それまでの地上は、火山の爆発や氷河時代を繰り返しました。大宇宙の時の流

れからすると、六億年という歳月は一瞬の出来ごとかも知れません。しかし地

球が太陽の周囲をまわりはじめて、すでに数十億年、その軌道は、昔も今も変

わりません。偶然にしては、あまりに出来すぎていると思うのが当然ではない

か。 

 しかも、極大の大宇宙と極微の素粒子には、ともに核と分子の相互関係がみ

られるという事実を知るならば、そこに大自然の意思、意識、心というものを

感得しないわけにはいきません。 

 

ご講演会 1973-8/2 長野県・志賀高原・熊ノ湯・夏季研修会 

「班別研修会でのご講話」より 

【先生】 

 ・・・私は７８０年後にもう一度、地球上に出ます。それからまた、他の天

体にも生まれます。その天体もわかっています。この地球は、７００年くらい

後には調和されるからです。ユートピアになるからです。 

 その時は、今のような公害は一つもなくなります。 

 そして、今の日本は気候が変わります。現在の、アフリカ、南アメリカ、そ
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れからインド、この方面は、現在の日本と同じように、春夏秋冬が最も調和さ

れた国になります。そして、アフリカの大西洋岸の所に、大きな宇宙ステーシ

ョンが出来ます。そして、他の天体と自由に交通するようになります。 

 そういうようになっているユートピアに、私達は生まれてきます。７８０年

後です。 

 その途中において、かつてイエス・キリストといわれた方がアメリカに生ま

れます。シカゴという所へ生まれます。それが今から１８０年後になります。 

 その時に皆さんは、天上界にいて協力するのです。天上界からこの地上界を

見て、またあんなことをしているということになっているんです。 

【某氏】 

 シカゴへは本体が出られるのですか。 

【先生】 

 本体です。 

 「注：１９７１年１１月２１日（昭和 46 年）ＧＬＡ関西本部にて、高橋信

次先生特別招待第４回講演が行われた。 

 その講演の中では、イエス様は１８１年後アメリカのシカゴに生まれる。高

橋信次先生は７１６年後に再び生まれると話されている」・・・これは引用元

での注釈です。 

 

 

ご講演会 1973-12/9 関西本部講演会「魂と転生輪廻」より 

 地上界の人類は、やがてこの地上界を調和させて他の天体へ行かなければな

らないのです。 

 百八十年後にはこの地球はユートピアへの道を完全に進んでゆきます。イン

マヌエルという、後にイエス・キリストといれた方がアメリカに生まれる。自

由主義と共.産主義の間違いを指摘して一つに統一してゆきます。 

 七百八十年後には地球は完全なユートピアに変わります。その頃の人類はす

でに他の天体との交渉を持ち、新しい乗り物によって自由に交通するようにな

ります。 

 皆さんが乗っている自動車、あと五十年したら、「ああ、あんな危ないもの

を、道の上をコロコロころがして走っていたもんだな。恐ろしかったな」とい

うことになります。東京－大阪間も、時速五〇〇キロのリニアモーターカーに

なります。飛行機より安定した乗り物になります。 

 

 

ご講演会 1976-6/4 東北講演会 「新復活」より 

 人類は緑に包まれた、しかも神の光に満たされた地球という環境に、今から

三億六千五百有余年前、はじめて、ベーター星という星より、神より与えられ

た新しい緑につつまれたこの地球上に、人類は最初に印したのであります。そ

の当時ベーター星は調和され、私達は新しい、新天地を求めて、最も調和され
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たこの地球という環境を選んだのであります。 

 その当時最初に反重力光子宇宙船という、いまで言うＵＦＯに乗りまして、

最初地球上の人類は、神の光によって満たされた天使であるところのエル・ラ

ンティー、このエル・ランティという方が中心になります。エル・ランティー

は直接神の光を受けているところの真のメシアであります。 

 ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

２．【正法とは】 

 
2-1)【正法（ご著書より）】 

 
心の発見(神理編) Ｐ139 

 法とは 宇宙の神理 仏の教えである。 

 

 

心の発見(神理編) Ｐ155 

 神仏の世界は、中道の正法によってすべてが定まっている。 

 

 

心の発見(神理編) Ｐ196 

 正法は一国家のみに通ずるものではなく、全宇宙の神理であることを知らな

くてはならない。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ013 

 正法は正しい自分を造り出すための道であり、魂を浄化して行くための神意

であるといえる。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ029 

 正法というレールの上を走っている人と、そのレールを度外視して進んで行

く人々の想念行為ははっきりと異なり、この現象界を去るときに自分自身で正

否の断罪をしなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ047 

 心が正法の悟りを得るためには、いかなる難事でもなし遂げ、良く忍び、施

しがたいものでも良く施すこと。善行を施してもその報いを求めることなく、

己にきびしく、他人に寛大な心を常に持ち続け、心に道を求め、精進を続ける

ことである。そうすれば必ず人生の目的に達することができる。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ053 

 正法の実践生活の中に煩悩が滅び、執着から離れ、悟りの境涯に到達するこ

とができるということだ。 

 

http://ayumi.link/syouhoutoha/syouhou-1/
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心の発見(科学編) Ｐ071 

 私達は、霊道を開くことが修行の目的ではない。神仏の子としての使命を果

たすため正法を学び、それを心と実生活の糧として、人間らしく、正しい社会

人らしく、心と行ないの調和を計り、互いに協力し合って良い人間社会を築き、

安らぎと平和なユーピアを完成させること、それが修行の重要な目的である。 

 正法の生活をしている人々は、悪夢も見ないし、朝の目覚めは清々しい。常

に心は平和で、諸現象にとられることなく、安らぎのある暮らしをしている。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ089 

 私達の心が正法の生活をしているなら、体には神仏より光の保護が与えられ、

不調和な霊に憑依されることがない。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ253 

 自分の心の中から、怒り、恨み、妬み、そしり、みだらな情欲の想念は、こ

れを捨て去ることである。不調和な想念を溜めていると、必ずいつか爆発する。

我慢は、心の倉庫に保存するものではなく、不調和な問題にこだわりを持たな

いこと、が正法である。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ048 

 宗教の道を人々に説いているときは、自分自身に満足しているが、一端、家

にもどり一般の生活に入れば、心と行ないのギャップに苦しむ。そうした人が

多いはずだ。 

 特にご利益信仰の新興宗教を信じている幹部達にのみ多い、ということでは

ないであろう。 

 現実にもどったときも、説教しているときも、変わらない心と行ないが大切

ではなかろうか。 

 不調和だということは、もはや正道を実践しているとはいいにくいのである。 

 狂信者や盲信者は、自己逃避がすでに陶酔境となっており、それは正しい信

仰の姿ではない。苦しみから逃れるための信仰は正法ではないということを知

らなくてはならない。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ156 

 正しい中道の生活努力の積み重ねによって、得ることのできる正法には、文

証と理証と現証の三つが具備されているものだ。 
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心の発見(現証編) Ｐ157 

 万人が救われる道、これこそ正法といえるのである。それは、あたかも太陽

のように、慈愛に満ちて、万物万生を、偉大な力で暖かく包み込むように、神

の子たる正しい道を示すであろう。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ214 

 仏教の根本は、苦しみから解脱する道を教えているのであって、正しい実践

生活を説いているものである。 

 従って、偶像や曼荼羅を拝めとは、どの仏典にもないはずである。 

 太陽の光りも、雲によって遮られてしまう。まして、人間の知恵が造り出し

た副産物のスモッグにおいておやである。このスモッグによって、どれほどの

人々や、動植物が犠牲になっていることだろうか。 

 このスモッグや他の公害を、他力本願で果たしてなくせるであろうか。 

 スモッグを出さないように、研究し実行する以外にはないのではなかろうか。 

 人間が一切の苦しみを造り出して、果たして阿弥陀如来がその後始末をして

くれるだろうか。 

 そうした考えでいるとしたら、とんでもない間違いを犯しているといえよう。 

 

 

人間釈迦 ① Ｐ002 

 仏教（正法）は頭で知るものではなく、心と体で悟るものです。 

 

 

人間釈迦 ① Ｐ169 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。この迷いか

ら人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、めざめさせなけ

ればならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

人間釈迦 ① Ｐ205 

 仏法（正法）には文証、理証、現証の三つが兼ね備わっていなければならな

い。仏法は大自然を基盤に成り立っているので、こうした三つの証明がなされ

るように仕組まれているからである。文証とは、心と自然の摂理の仕組みが論

理的に説明できることであり、理証は、それの科学的な証明、現証は実際面で

の実証である。 
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人間釈迦 ① Ｐ210 

 正法こそ、求め続けて来た心のよりどころであった。その法は、神の心にし

たがった正しい秩序であった。そうしてその秩序を心の中に確立するには、八

正道という物差しによるのであり、その物差しによる想念と行為が、諸々の業

と、今生でつくられた片寄った性格を修正してゆくものであった。 

 

 

人間釈迦 ① Ｐ223 

 正法は、信と行との車の両輪と同じように、まず信じたならば行ずる。行ず

ると、さまざまな問題にぶつかり疑問が生れる。疑問は、行ずる者には必ず解

決されるように仕組まれているのである。解決されれば、理解は一層深まり、

信の心は広く、深くなってくる。こうして、信と行は、いよいよその幅をひろ

げ、安らぎの悟りへと導いてくれるのである。 

 

 

人間釈迦 ① Ｐ259 

 正法の道は自らの努力、勇気、智慧によって体得するものであり、与えられ

るものではない。だいいち人間は誰彼の差別なく、神から、平等に、その智慧

を与えられ、自らが悟って行くように仕組まれている。慈悲の光は、月光と同

じように、夜道を照らす道案内はできても、歩く旅人ではないのである。旅人

の心一つが、無明に迷うか、彼岸に至るかのカギを握っているのだ。 

人間釈迦 ② Ｐ026 

 正法は自らに厳しく、人には寛容を建前とし、寛容な心は本来、愛の心であ

り、人を暖かく包む、許しの、広い心でもあった。 

 

 

人間釈迦 ② Ｐ113 

 本来、正法は正しい生活を目的としており、生活を越えた修行は弊害をもた

らす。 

 したがって出家者を極力抑制し、在家にあって、人間としての目的と役割を

自覚せしめることこそ、正法でなければならない。 

 

 

人間釈迦 ② Ｐ128 

 正法の愛は、愛・憎の愛ではない。自然が与える慈悲の心に適った愛しか愛

とはいえないのである。 

 大自然はこの地上の生ある者に慈悲のめぐみを与えている。生活が出来るよ

うに、喜びが享受できるように環境を創造している。 

 愛は、神が与えた慈悲の環境と、その心を、生ある者が生活に生かして行く
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行為であるといえよう。奉仕、供養、犠牲というものは愛の行為の表われとい

えよう。 

 

 

人間釈迦 ② Ｐ160 

 正法は大自然が身をもって教える生活の在り方である。争いなどというもの

は露ほどもないのである。信仰者がたがいに口論し、ついには暴力になるのは、

信仰者それ自体に神理が身についていないからである。 

 

 

人間釈迦 ② Ｐ233 

 幼児の心はとらわれがなく神に近いが、幼児そのままでは自立の生活は出来

ない。自立の生活をしながら、なお心に歪みをつくらぬ神の心を湧現してゆか

なければならないのが正法である。 

 

 

人間釈迦 ③ Ｐ132 

 「ブッダ、今、人生の過程において、最も厳しい環境の中で苦悩している者、

また、生と死の間にあって苦悩する人びとを救済するには、どうしたらよいの

でしょうか」 

 「カッパ－よ、 

 人生の苦悩の泥沼の中であえいでいる者たちは、なぜ苦悩しているのか、そ

の原因がどこにあるのか、その苦悩の根を除き、法を頼りに心の執着を除き、

一切のとらわれを捨て去ることだ。 

 心と行為の間違いを修正したときに、光明に満たされ、魔の奴隷から解放さ

れるだろう」 

 

 

人間釈迦 ③ Ｐ175 

 健全なる肉体と健全なる心の調和こそ、法の根本である。 

 

人間釈迦 ③ Ｐ263 

 ・・・正しい法とは、中道であり、片寄りのない、調和の心が規準であり、

それは善我なる心であり、また善意なる第三者の心ともいえるでしょう。 

 その心で、自分の行なったこと、思ったことを、一つ一つ正してみることで

あり、そうした間違いの原因を除き、自分の心をより豊かにするために反省す

るわけです。 

 こうして、想いと行ないを正し、心の中に何の執着もなく、光明に満たされ

た時に、禅定に入るならば、心と肉体は、調和によって光明の世界に住するこ
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とができるようになります。 

 瞑想による禅定は、神との対話であるといえましょう。 

 おごりや怒り、ねたみやそしりのままで、心の中の歪みを除くことなく禅定

に入れば、その心に相応した世界に住することになり、魔界に住む者に己の心

を支配されてしまう。これは、非常に危険であるといえましょう。 

 正しい心による以外に、光明の世界に住することは不可能だということです。 

 私の説く八つの正しい道を、心と行ないの物差しとして生活する人びとこそ、

真の修行者といえましょう。 

 一切の苦悩から解脱するには、この道の実践以外にないでしょう。 

 

 

人間釈迦 ④ Ｐ104 

 正法は自己の確立以外に他に説法の道はないのだ。特に、親しい者たちを教

化するには法を実践体験した修行者の言葉しか教化の道はない。体験は心にひ

びき、安らぎを与えるものだからだ。人の心は、みな同じであり、その心がひ

びき、応えるからなのだ。 

 知識を得て知識の切り売りをしても相手には通じない。また、修行者はそれ

ではいけないし、それは修行者の説法でもない。正法という知識を得たならば、

その知識を体を通して体験し、心の中から湧き出る智慧によってのみ、感動が

相手に伝わり、安らぎと調和を与えるものだ。 

 法は実践されてこそ、光明に満たされ、道は開かれる。 

 

 

人間釈迦 ④ Ｐ132 

 法とは、あの太陽のように、空気のように、人の貴賎に関係なく、平等に与

えられている慈悲の光です。 

 おごりやへつらう心がなくなり、法にそって生活し、物の真実の理解を深め

て行くときに、私たちの心に安らぎが生じ、真実の幸福にひたることができる

わけです。人の幸せは、そこにしか方法がないと私は悟りました。 

 

 

人間釈迦 ④ Ｐ142 

 正法は死からの離脱であり、永遠の生命の獲得である。 

 

 

人間釈迦 ④ Ｐ187 

 正法は中道の道だ。人としての道を外さず、それでいて道におもねることの

ない道なのだ。万物を生かす道なのだ。 

 人間は、肉体を持つと同時に、心を持って生きている。肉体と心は、そのど

ちらかに片寄っても人は苦しむようにできている。この二つは、もともと一つ
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のもので、肉体と心の調和こそ中道の在り方なのだ。肉体が苦しめば心も病む。

心が動揺すれば食欲も起こらなくなろう。色心は一つであるが、心を悟り、魂

の永遠を知ったときは、無明の原因は肉の身の五官にあって、心が肉体に片寄

り過ぎていたことに気付くのである。心のこだわりを一つ一つ取りのぞき、中

道の真実を悟るようにしなさい。 

 

 

人間釈迦 ④ Ｐ221 

 ・・・二千五百有余年の間に、仏教は生きた教えから死んだ教えに変ってし

まった。仏教は死んでしまった。末法とは法の死を意味しよう。 

 現代はまさに末法の世なのである。 

 

 

心の原点 Ｐ078 

 正法は、人間の智恵によっては造り出すことのできない、不変の神理なので

ある。 

 楽をして救われる道を選ぶのではなく、勇気と智慧と努力によって、自らの

欠点を修正して苦しみの原因を除いたとき、神からの調和された光明によって

救われて行くということだ。道はただひとつ、神の心に近づき、日常生活のな

かで安らぎの心を自ら造り出すことが大事ではなかろうか。 

 

 

心の原点 Ｐ128 

 正法とは、正しい法、万古不滅の神の理、神の心、すなわち宇宙の法則をい

うのである。 

 ものには、すべて、転生輪廻という法があり、その法自体が、万物万生の存

在を教え、大自然において、それらが生存できる環境を造っている。それは、

神の大慈悲であり、大いなる神の愛といえよう。 

 地球は、太陽の周囲を回っている。 

 極微の原子も、核を中心として核外電子が、丁度太陽の惑星と同じように回

っている。 

 一日が終われば、やがて明日がやってくる。 

 人は、生まれて、やがて死ぬ。 

 大自然を美しく飾る草木も花も、いつまでも芽生え、咲き続けることはでき

ないものだ。 

 また、私達の心の在り方と生活の在り方にも、この自然の法則と同じような

現象が現われてくる。 

 善の行為は、善の結果として循環し、悪の行為は、悪の結果となって現われ

てくるのである。 

 このような法則を、循環の法則という。 
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 人間の日常生活も、こうした法にのっとったそれが、大事であるというわけ

だ。 

 正しい行為は、正しい結果として、その人の人生、健康、環境を整えてくれ

るものなのである。 

 それは、自然の運行が、如実に示していることではないだろうか。 

 狂いのない運行があればこそ、私達人間は、地上での生活ができるといえよ

う。 

 慈悲と愛についても同じことがいえる。 

 法が正しく運用されているから、太陽の熱は冷えないし、地球は定められた

軌道をはずすことなく動いていることができるのだ。 

 地上での生活も、太陽の変わりない熱と光のエネルギーがあればこそ、可能

なのである。 

 慈悲とか愛とかいうと、人はいかにも人間的な行為、人間的感情を連想する

が、太陽も地球も、人間と同様に、心を中心として動いているのであり、慈愛

とは、その意味でもいえることなのである。 

 大自然は、ものを語らない。 

 人間は、ものを語る。 

 そして、人間には喜怒哀楽があるが、自然は私達にわかるそうした感情は示

さない。しかし、自然もまた、まさしく生きているのである。 

 四季の移り変わり、風雨、寒暖、台風……すべて生きていることの表現であ

る。 

 現象世界にあるものは、すべて生命を持っており、生命があるということは、

意識を持っているということである。 

 花も動物も同じことである。 

 私達が愛情をもって接すれば、花も動物もその人のいうとおりになる。 

 それは、意志が互いに通じ合うからだ。 

 花には花の精がある。私達の心が浄化されると、その花の精とも話はできる

し、姿を見ることもできる。これは事実である。 

 否定する者達は、自分で体験をしないからわからないのであって、それは否

定する根拠にはならないだろう。 

 草木すべてに意識があるのだ。 

 彼等が、自分の回りに起こった世の移り変わりを、正しく語って聞かせてく

れるという事実があるからだ。 

 地球という大地も同じことがいえよう。 

 大地は、人間をはじめとして、地上や地下に生命を生かし続け、支えている。 

 それは、全く辛抱強く、あらゆる生命を生かし続けている。 

 大地に表情がないかというと、それもちゃんとあるのだ。 

 私達が旅行などで、知らぬ土地、景色を見て歩くとき、その土地、土地に、

霊囲気があることに気がつくだろう。 

 大地は受動的であり、私達は能動的に造られている。 
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 従って、人間の感情想念、いわばそこに住む人達の意識の調和度、心の持ち

方によって、その土地の空気はつくられているといって良い。 

 争いの多い土地には、作物も育たないところが多い。 

 そして、村や町も汚いものだ。 

 調和に満たされた場所は、綺麗で明るく、ゆったりとしている。 

 人の気のない大地は、それではどうであろうか。 

 やはり表情を持っているはずだ。 

 気候や風の流れによって、さらりとしたところもあるかと思えば、現在は人

気はないが、その昔、人類が居を構えていたところは無数にあり、そのような

ところは、かつての住民達の心の波動を残し、明暗、美醜の空気をかもし出し

ている。 

 このように、大地といえども、生命を持ち、感情を抱いているのだ。 

 火山、地震、地すべり、陥没等、大地そのものは、ときとしては怒り、狂う

こともある。 

 こうした怒りや狂いというものは、大地そのものが勝手に動き出したかとい

うと、そうではないのである。 

 それは、人間の勝手な行動、想念が造り出した物理的現象が大部分だといえ

よう。 

 太平洋にあったムー大陸も、大西洋にあったアトランティス大陸も、いずれ

もそこに住む人類の業想念が陥没させたことを、私の指導霊、アガシャーは教

えている。 

 なぜ、このような現象が起こるかというと、人間の生命意識、地上での目的

は、己自身の調和と同時に、動物、植物、鉱物をふくめた地上の大調和にあっ

て、その目的に反した想念行為に対しては、その分量だけの償いが必要になっ

てくるからである。 

 この事実を、各人が信じると信じざるとに拘らず、人間の生命目的というも

のが、神の子として、この地上界を平和なユートピアにするため、神から与え

られていることを知らなくてはならない。 

 この目的を、人間は、肉体舟に乗ってしまうと忘れがちになるのである。 

 私達は、大地という生活環境に在って、太陽という熱、光の変わりないエネ

ルギーを受けて、生存している。 

 そのことを考えるならば、私達は、そこに大自然の、神の偉大な慈悲と愛と

いうことを、感じないわけにはゆかない。 

 私達は、大自然の生命に調和し、神の心を心とした、慈悲と愛に生きる意義

が、これまでの説明によって、ほぼわかったと思う。 

 

 

心の原点 Ｐ135 

 正法は、いつ、どこでも、誰にとっても不変であり、誰も変えることはでき

ないということである。 
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心の原点 Ｐ306 

 正法とは、大自然の法則と、人間の心と行ないの法則が調和された道をいう。 

 春夏秋冬の四季、昼夜の別、生者必滅、因果応報、すべて、ことごとく正法

にかなわぬはない。自然の姿が変わらない限り、正法も変わらないだろう。 

 正法は永遠であり、仏教の哲学的用語のなかにのみあるのではない。私達の

身近な生活環境のなかに、正法は存在しているということだ。私達の手のとど

かないところに存在しているのではない、ということだ。 

 人が、永遠の生命を発見しようとするならば、正法を学び行じる以外に、そ

れを果たすことはできないだろう。真は偽の反対、偽があるから真があると人

はみるだろう。だが、正法の理は、ただひとつの神の理をいうのだ。正法の神

理は、大自然が教える教えなのである。 

 類は類を呼び、友は友を呼ぶ。心は万物を生かし、愛はすべてをいやす。水

は低きに流れ、低きに流れることによって、その生命を保つ。己に生きる者は、

人をも生かす……。 

 正法にもとづく神理は、永遠にして不変である、ということだ。行ないのな

い正法は、あたかも絵に描いた“モチ”である。その味わいは解らないであろ

う。正法は、生活のなかに生かされて、生きているということだ。 

 自然を見よ……。自然は、一刻の休みもなく動いている。停止することもな

く……。 

 自然は常に動き、常に行じ、行じるから正法はそのなかに生きているのだ。

このように、正法は、中道によって生きている。正法は知識ではない。観念で

もない。あくまでも行ないなのである。正法を悟った者は、行ないによって、

大自然と一体になる。宇宙即我の境地のその極致といえよう。 

 

 

心の指針 Ｐ145 

 私たちの目的は、ひと言でいえば、安心した生活。それは肉体的にも、精神

的にもということになりましょう。通常、『心行』の中に書かれている心の調

和、そして仏国土をつくるということよりも、目先の利害にとらわれるのが常

です。目先の利害と、心の調和、仏国土が一致してこそ……というようです。

ですから、まず両者の一致です。 

 事業を持つ者は事業がうまくゆくように、病床にある者はその快復を、と。

それは職業的にも、経済的にも、健康的にも、恵まれてこそ、正法が信じられ

るわけです。安心した生活は、こうした現象的な利益につながってこそ、得ら

れるものでしよう。 

 正法というものは、こうした現象的利益と、一致するように出来ているので

す。 

 正法とは循環の法則であり、慈悲と愛という幸せを与えてくれるものだから

です。循環とは、すべてが、めぐり、めぐってくるということです。心も、肉

体も、エネルギーの集合体です。宇宙も空間もエネルギーから出来ています。
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テレビのチャンネルを回すと、いろいろな画面が映ってきます。電波は目には

見えませんが、エネルギーを母体として、空間に生きているからです。人間の

想念行為も、これと同様に、感謝の想いは感謝として、正しき行為は、それに

応じた報奨として、本人にかえってくるものです。ですから正法そのものは、

現象利益にも通ずるということです。 

 ・・・ですから、人間の生命が、肉体が、円滑に、円運動を描いてゆくため

には、各人が、正法に照らして、正法に即した生き方が必要になってくるので

す。人間は小宇宙であり、各人には、自由と創造、意思が与えられていますか

ら、その想念、行為は、各人の自由にまかせられています。それだけに、正法

に反すれば、病気や、事業不振、さまざまな悩みを抱くようになるのです。 

 正法とは、法であり、法はまた慈悲と愛であります。太陽が正法通り、熱、

光を地上に惜しみなく与えてくれるから、地上での生活が可能なのです。喜び

があるのです。これが慈悲でなくてなんなのでしょうか。 

 太陽は無言のうちに、私たちに、その生き方を教えています。 

 すなわち、正法を理解し、慈悲と愛に生きよと。光の天使は、その正法の存

在を、盲目となった人びとに、明らかにしているのです。現象利益も、正法を

理解し、実行するならば、自然に与えられることを教えています。ですから、

現象利益、大いに結構なのです。 

 正法に沿った生き方、つまり慈悲と愛のみ───そこまでゆかなくとも、私

たちの目常生活のすべてが、正法から外れないような生き方が行じられるよう

にしたいものです。 

 

 

心の指針 Ｐ184 

 正法からみた人生航路は、魂の修行であります。己の魂を磨き、苦楽の執着

から遠離(おんり)し、神の子の自覚と、地上に仏国土をつくるためのものです。 

 

 

心の指針 Ｐ346 

 物事にはすべて柱というものがあるが、「心行」の柱となるものは、 

“大自然という神の心” 

“永遠の生命体を維持する循環の法” 

“慈悲と愛” 

 の三つである。 

 この三つが「心行」を形作り、私達を生かし続けているものである。 

 「心行」はそれゆえに、心の教えであり、生活の規範である。 

 したがって、これは暗記するものではない。これを理解し、実践して行くも

のだ。実践の過程を通して、私達は、大宇宙の中道の心に調和され、真の安ら

ぎが体得できるものである。 

 ところで言葉というものは波動である。経文の読踊（どくじゅ）もただ読み
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上げるだけでは意味を持たない。経文の意味を理解し、実践している者が読誦

する時は、その言葉の波動はあの世の天上界にまで通じ、人びとを感動せしめ

ていくものである。 

 言葉は本来、言魂（ことだま）といって、もともと光の粒子からできており、

言葉を発する人の心の在り方いかんで、言葉の一つ一つが、光の玉となって、

空間に流れ出ていく。光の玉はふつう肉眼ではわからない。霊視のきく人、あ

るいは四次元の世界からみると、この点は実にはっきりと見える。 

 人の話に感動する、ないしは笑いや怒りが出る場合は、話す側の心と、これ

を受け取る人の精神状態によってちがってこよう。しかし、純な心で話す場合

は、これを受け取る側に邪心があっても、大抵はその邪心は消えていってしま

う。話はスジが通ってわかるが、さっぱり気持がそれについていかないという

のもあるであろう。こうしたことは、話す側の心の在り方が聞き手に非常に大

きな影響を与えているからだ。純な心は光であり、わだかまりがあると光が黒

い塊りとなって相手に伝わって行くので、反作用を呼び起こすことになる。 

 ちょっとした寺にいくと釣鐘がある。あの釣鐘の音色も、これを打つ人の心

によって、ひびきがちがってくる。ゴーンという鐘の音は誰が打っても同じだ

と思うが、打つ人が常日頃、心の研讃を怠っていなければ、その鐘の波動はあ

の世の天上界にまで達し、その人に返ってくるばかりか、その鐘の波動は、人

びとの心に伝わり浄化してくれるのである。 

 経文の読誦、朗読というものも、まったくこれと同じである。正しき心と行

為をしている者がすると、その声の波動は金剛界にまで通じ、再びその人にそ

の波動が返って来て、心の統一、安らぎを一層、助長していくものだ。 

 「心行」の朗読は、そうした意味では大切なものだし、しないよりされた方

がよいということになる。ただ、書かれている意味もわからず、おがめばご利

益があるということでは駄目である。 

 般若心経はどこでも読まれている。有難いお経であり、したがって写経も良

し、読誦もまたご利益があると伝えられている。しかしその意味もわからず、

行為のないものが、朝晩上げても光は届かない。 

 今日の仏教は、経文をあげたり、写経自体にウエイトがかかり、日頃の想念

と行為については問題にしていないところに問題があろう。 

 「心行」は、そうした意味において、真意をよく理解し、それを現実の生活

の上に現わし、そしてその心で朗読されるならば、一の言魂は、二になり、三

になって、心の安らぎを増していくであろう。 

 

 

心眼を開く Ｐ027 

 正法が出るときは、文証、理証、現証の三つをもって出てきます。そうして、

迷っている衆生に、人間としての使命と目的を悟らせていくのです。 

 

 



55 

 

心眼を開く Ｐ029 

 魔は、自分の心にあります。したがって内から外に、外から内にむかって、

常にゆれ動くものです。指導者が誤った方向に動くと、多くの人びとは迷い苦

しみ、魔の支配下におかれてしまいます。 

 魔に打ち克つにはどうすればよいか。それは中道の心しかないのです。中道

の心は大自然が教えています。太陽の熱、光に強弱はありません。空気に増減

はありません。一日は昼夜の別があって、決して一方に片寄ることがありませ

ん。だから、この地上に生命が生かされ、調和という環境が与えられているの

です。正法の目的は中道であり、私たちの心も肉体も、片寄らない、中道が必

要なのです。それには、まずものの見方から中道にそうようにしなければなり

ません。自己の立場を捨て、客観的に見る目を養うことが大事です。置かれた

立場を固執し、欲望のままに見るクセを持っていては、魔の支配下におかれて

しまいます。 

 どんな場合でも、自然が教える正法を尺度としての、正しい見方、判断、思

いを忘れてはなりません。正法とは、大自然が教える中道の神理であり、一切

の尺度はここにあることを銘記すべきです。 

 

 

心眼を開く Ｐ046 

 正法とは、その根本において中道の心をいいます。太陽、地球、空気、水、

人間の肉体も、すべてこれ中道の心にしたがって、その生命を生かし、維持し

ています。 

 

 

心眼を開く Ｐ065 

 正法の根本は八正道です。八正道は己の心を中道という調和にひき戻す神の

規範です。その規範に、無理がなく、心が自然についていける自分自身になっ

たときに、人ははじめて、菩薩の行が整ってくるのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ076 

 正法から布施を抜いたら正法でなくなります。なぜかというと、布施は、正

法を信じ、神理を行ずる者の証しであるからです。 

 正法には三つの柱があります。その一つは大宇宙を支配する大意識であり、

その二は転生輪廻であり、三番目は慈悲と愛の心です。布施の行為は慈悲の現

われなのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ094 

 仏教の言葉に諸法無我というのがあります。諸法とは、大宇宙、小宇宙を動
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かし、秩序を保っているところの神理。そして、一切のものはすべて循環とい

う法の下にあります。循環という秩序です。無我とは、意思がないというので

はありません。自分勝手の自分ではなく、公平無私な中道ということなのです。

法に欲望や自分があったら法になりません。法とは公平無私な規範であり、万

物を生かす秩序です。太陽の熱、光に好き嫌いの感情があったらどうなるでし

ょう、一切の生物は生きてはいけません。 

 諸法無我───つまり森羅万象は、中道にそって、生かされ、生きているの

です。私たちの心も、諸法無我にそって生きなければならないでしょう。中道

から外れれば、外れた分量だけ苦しまねばなりません。五官六根のみに頼った

生活、あるいは無我というから、自分を無くした生活をすればよいと考えたら

大変です。意思のない法、秩序というものはないのです。法として存在する以

上は、必ずその底には意思があり、意思が働いているから、秩序正しき法が存

在するのです。 

 その意思は、中道という片寄らない神の心、公平にして無私なる心、万物を

生かし、己の心を宇宙大に広げた心なのです。 

 心の安らぎは、こうした中道に向った反省と、修正した行為によって、自然

につちかわれていくものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ119 

 ・・・正法の出発点は、それゆえに、自分を発見することから、はじまり、

それにつきるのであります。自分のない正法、自分を無視した正法、自分から

離れた正法というものは、ないのであります。 

 サテ、そこで、己自身を知る、正法を知るには、どうすればよいか。それは、

己の心を信じ、八正道を行い、反省という光の触媒を通じて得られるものです。 

 ところが、人間の心、宇宙、神、正法というものは、くめどもつきぬ深遠さ

に包まれています。これでよしとする極点は、そうやすやすとは、手に入れる

ことはできません。このため、ややもすれば、人はその困難さにうち克つこと

ができず、環境に負けてしまいます。負けない自分を支えてくれるものはなに

か。それは、やはり自分自身なのです。環境に負けるとは、自分自身に負ける

ことなのです。 

 自分を救うものは自分しかありません。自分に負けそうになったら祈りなさ

い。祈る心で自分を立たせなさい。己の心、そうして正法はこうした中から理

解を深めてゆくものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ121 

 正法の根本は、神の子の己自身です。霊能そのものではありません。霊能は、

神の子の自分にめざめたときに、二次的副作用として起こるものです。霊道の

原則はこの一点にあります。したがって霊道は、今世の肉体行の有無には関係
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ありません。日々の生活の場において、中道の心を失わず、人間らしい、正し

い法にそった生活を送るならば自然にひらけます。 

 パラミタ、あるいは過去世を語る霊道は、反省と調和によってひらきます。

しかし、現象的には、偶然あるいは己の意思に関係なくおこる場合もあります。

このため、ややもすればその霊道に、正しい理解を持たずにすごすという場合

があるのです。ところが、決して偶然とか、自分の意思に関係のない一方通行

によってひらいているのではありません。 

 己の意思に関係ないとはいえ、九○％の潜在意識は、それをよく知っている

のです。すなわち、九○％の潜在意識層にあるその人の守護霊は、十分それを

知っていて、意識の中から現出されてくるのです。 

 パラミタの霊道には、ある目的があります。それは人類の調和に役立たせる

ということです。したがってその霊道は、普通一般の霊力、霊能とちがい、自

分の潜在意識がひらかれ、過去世の意識がよみがえるという素晴らしいもので

あり、霊道者は、現在以上の心の調和をめざさなければなりません。いやしく

も、その霊道を、当てものや、己の欲心に求めたり、オモチャにするようなこ

とがあれば、その反動は、必ずや己自身にふりかかってくることを銘記すべき

です。 

 

 

心眼を開く Ｐ126 

 正法の信心は、文字通り、己の心を信ずることからはじまりますが、行のな

い信心は、信心とはいえません。それは、人間は神の子として、自らが創造し、

自らの運命をきり開いてゆくものであるからです。したがいまして、信心はあ

るが、行がない、というのでは、正法とはいえません。信と行が、表裏一体を

成し、行を通じて、よりいっそうその信を深め、調和ある行にまで高めてゆく

というのが、正法者の真の姿でなければならないからです。行とは何か。それ

は、生活の場における反省と、努力の行為です。煩悩を菩提と化してゆくとこ

ろの、行為です。 

 

 

心眼を開く Ｐ171 

 正法とは 大自然の法則をいう 

 春夏秋冬の四季 昼夜の別 生者必滅 因果応報 

 すべて ことごとく 正法に適わぬものはない 

 自然の姿が変わらぬかぎり 正法も変わらぬ 

 正法は永遠である 

 人が永遠の生命を得ようとするならば 正法を学び行じよ 

 自然は常に 地上の人間に 生きる方法を教え 慈悲を与えている 
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心眼を開く Ｐ185 

 正法は 一日怠たれば一日遠ざかる 

 一年怠たれば 一年離れる 

 僥倖という文字は 正法にはない 

 

 

心眼を開く Ｐ228 

 正法とは、読んで字の如く、正しい法、法則、自然の摂理、かわりない宇宙

の循環をいうのです。かわりない宇宙の循環とは、太陽の周りを自転公転する

地球のかわりない運動、そして、その運動の過程において発生する春夏秋冬の

循環があるように、人生にも春と秋があります。すなわち、かわりない循環が

あるわけです。 

 こうしたかわりない循環が続けられるということは、その循環を、循環たら

しめているところの意思、エネルギーがなければなりません。この意思、意識、

エネルギーこそ、大宇宙の生命、本体です。 

 これこそが神仏の実体であります。そうして、その意識、エネルギーは、法

則そのものであると同時に、慈悲と愛に満ち満ちたものなのです。 

 もしも、この世に、太陽がないとすれば、私たちは生きてはゆけません。太

陽の熱、光のおかげで生きてゆかれるのです。万物を育む太陽は、法則のまま

に、何万、何千万年と熱、光を放射し続けています。その恩恵によってこそ、

万物は生きてゆかれるのです。ですから、法則は、そのまま、慈悲と愛である、

といえるわけです。 

 

 

悪霊 Ⅱ Ｐ060 

 正法とは中道、片寄らない大自然の法則を尺度に、自分の心の中に生ずるさ

まざまな思い、そうして、それにもとづく行為について、その法則に適ってい

るかどうかをチェックすることです。まず、十中八九、いや十中十まで、法則

からはみ出した想念と行為で生活しているから、あれやこれや悩むことになる

わけです。 

 

 

心の対話 Ｐ012 

 法とは正しい秩序をいいます。法という文字は氵(さんずい)に去る、と書き

ます。氵(さんずい)は水ですから、法とは水が去るとなります。 

 水は低きに流れ、高きに流れることはありません。低きに流れることによっ

て、自然の理にかない、自然の秩序にしたがっています。 

 水が去るとは、水自体が自然の条理にかなって生きていますので、水の姿は

自然の秩序をあらわしている、ということになります。漢字は自然のさまざま

な形を型どってつくられただけに、事物の事象を実によくあらわしているとい
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えるでしょう。 

 さて、水は低きに流れることによって、常に清らかさを保っています。山水

の流れは冷たく、清らかです。自然の条理にしたがい、低きに流れるから清く、

澄んでいます。もし、この水が流れを止め、一カ所にとどまるとすれば、水質

はにごり、飲み水の用にさえたたなくなってきます。 

 人の心もこれと同じです。物に執着し、とらわれが多くなりますと、心はけ

がれ、ものの用に役立たなくなってきます。 

 ねたみ、愚痴、怒り、足ることを知らぬ欲望に心がとらわれてきますと、自

分自身の心が不安定になり、人との調和もうまくいかなくなってきます。 

 法とは、この意味で、心にさまざまな執着を持たぬこと、とらわれをつくら

ぬことです。 

 ここで注意したいことは、とらわれということを曲解し、好き勝手なことを

しても、とらわれなければよい、というふうに考えてはならないということで

す。これは大変な誤解です。とらわれとは物に執着しないことですが、同時に

それは法にしたがうということを意味しています。ところが、人によっては、

文字の観念に酔い、とらわれなければ、したい放題、やりたい放題してもよい、

というふうに考えてしまいます。これはとんでもないことです。 

 法とは、文字通り秩序をいいます。水の流れをいいます。水が正しく流れる

から、水としての価値を生み、万物が生かされているのです。 

 また法というものは、循環しています。水は固体、液体、気体となって天地

の間を循環し、地上をうるおしています。 

 こうした正しい循環が万物を生かし、そしてまた水の生命を永遠に保ちつづ

けているのです。 

 正法とは、水の流れのようにとらわれがなく、万物を生かしながら、正しい

循環をくりかえし、水自体の生命をも永遠に生かしているものをいうわけです。

また水自体の生命が永遠であるということは、水の質量に変化のないことを意

味します。つまり、ふえもしなければ減りもしないということです。それは、

まさに物に片寄らない中道に水が生きているからといえるでしょう。 

 私たちの現実の生活に当てはめますと、物に執着し、心が片寄ると苦しみと

なって現われます。心が片寄ると、自分も苦しく、周囲もまた暗い雰囲気に包

まれてきます。これでは自分も生きないし、周囲も明るく生きられません。自

分を生かし、他を生かすには、正法にそった中道の生き方、つまり物にとらわ

れない水の流れのように生きてこそ、自分を生かし、他をも生かすことになり

ます。 

 他を生かすとは愛のあらわれです。ですから、正法に生きるとは、愛に生き

ることと同義語になるわけです。物にとらわれず、清冽な水のように他を生か

す愛の行為こそ、正法のかなめであり、正法の神髄といえるわけです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ220 
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 正法は自力であり、善なる正しい心で生活してゆこうとするものですから、

強い意志が必要になってきます。本来は、そのような強い意志は必要ないので

すが、これまで旧来の習慣や思想の中で生活してきたのですから、いわば、そ

の軌道修正のための、強い意志が必要になってくるのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ224 

 この地上界は、お互いに、助けたり、補い合うことによって成り立っている

のですから、感謝の心というものは、人間にとって非常に大事なものになるの

です。 

 感謝は謙虚な心をつくり、やがて、愛の心をも育てるものです。正法の出発、

そして終点は、ものに感謝することにあります。 

 すべてが当たり前で、当然という見方をしていては、「正しくものを見る」

ことにはなりません。 

 大事なことは感謝です。感謝が基礎にないと、ものの見方は偏見を伴ってく

るでしょう。 

 

 

心行の言霊 Ｐ301 

 正法とは、正しい法、万古不滅の神の理、宇宙の法則をいうのであります。 

 その法則とは、ものにはすべて転生輪廻という循環の法があり、その法自体

が、万物万生を生かし、慈悲と愛に満ち満ちているということであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ322 

 正法の根本は中道であり、中道の極点は調和という神仏の心です。 

 それには一切の執着から離れ、あるいは離れる努力から正法に適う生き方が

生まれてくるわけです。 

 迷いは執着から生まれます。悟りとはその執着から離れた心です。 

 心の安らぎは、こうした執着から離れた分量に応じて、生じてきます。 

 

 

心行の言霊 Ｐ387 

 行のない正法はないのである 

 正法は生活のなかに生かされ 生きているからである 

 自然を見よ─── 

 自然は 一刻の休みもなく動いている 停止はない 

 自然は常に動き 行じ 行ずるから正法がそのまま生きている 

 正法は 行じて はじめて 生かされてくる 

 正法は 知識ではない 
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心行の言霊 Ｐ424 

 【忍辱】 

 正法は自力であり 己の限界を試すことも必要なことだ 

 忍耐 たえしのぶことは 自分を向上させる意味で大事なことだし 

 正法を理解したならば 実践し その限界点を上げるようにしたいものであ

る 

 

 

心行の言霊 Ｐ426 

 正法は神の子の己の心を信ずることである 

 我があり 期待があり 望みがあり 執着があり 損得がある間はその心で

はない 

 幼子のような 雲ひとつない 無我の青空こそ己の心である 

 

 

心行の言霊 Ｐ471 

 正法を実践する者は「忍辱」の二字を忘れてはなるまい。「忍辱」は新たな

カルマをつくらぬ最良の処世術であるばかりか、心を平安にし、天上界と交信

できる太い絆となる。 

 

 

心行の言霊 Ｐ474 

 正法は 常に精進であり 一日一秒の精進である 

 

 

心に法ありて Ｐ006 

 正法は自力である。その自力も我欲をもとにした自力ではない。八正道とい

う反省をもとにした自力行であることを胆に銘じてほしい。 

 

 

心に法ありて Ｐ007 

 正法はその名の通り、正しい法をいう。正しい法とは自然の摂理をいい、慈

悲と愛の神の意思を指す。噂や中傷を耳にしても、心を動かしてはならない。

まず己れの正しい心に問い、判断を下すことだ、人の口車に乗り、自分を失わ

ないようにしたいものである。 

 

 

心に法ありて Ｐ013 

 正法は、感謝の自覚と、報恩の行為につきる。 
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心に法ありて Ｐ016 

 正法を学ぶ者にとってなにより大事なことは、心を豊かにし、主体性ある調

和の自己をつくるということである。さまざまな現象の動きに目を奪われ、耳

をそばだてる前に、なにものにも動じない不動の心をつくることだ。外界の動

きに心を失い、あわてふためくことがあれば、魔の跳梁にまたとない機会をあ

たえることになろう。 

 正法の基本は個を確立し、調和の心を周囲に及ぼすことにある。人によって

はこれが至難のワザとなるかも知れない。日常の場は業が渦巻く社会生活のな

かにあるので、一人歩きはいよいよむずかしいものとなろう。 

 そこで、心が通じ合う良き友を得ることがなにより大事なのだ。同志的つな

がりによって、たがいに切磋琢磨し合う場が必要なのである。また正法伝道の

核として、神の意を全世界の人びとに理解してもらうためにも、そうした場が

必要である。自己を向上させ周囲を調和させる唯一のよりどころとして、これ

を育て、エデンの園とされるよう人びとに求めたい。そして、なににもまして

己の心にエデンの園をつくり、永遠の生命を体得されたいのである。 

 

 

心に法ありて Ｐ017 

 正法は、信と行との生活である。信のない生活行為は、浮草同様、世のカル

マの波に絶えず揺り動かされ、大事な一生を無為のうちにすごしてしまう。正

法の理解が深まれば深まるほど、法の真実にふれ、まず、正しい調和の因果律

にそった生き方をとるであろう。なぜなら、自分の未来は、現在の信と行との

生活にかかっているからだ。 

 この意味において、反省を通した正しい信念をもって、毎日の生活を送って

欲しいものである。 

 

 

正法と経済 Ｐ016 

 正法は私達に何を教えているか、それは生活の正しい循環であり、正しい循

環は、一人一人が奉仕の心を持って、与えられた持場を守り、全体を生かすこ

とにある。自分さえよければよい、生きているのは自分だけと思うようになる

と、私達の生活の歯車は自分を苦しめ、他をも苦しめることになる。 

 

 

正法と経済 Ｐ078 

 正法にもとづく経済の姿は「共同社会」である。責任と自覚にもとづいた共

同社会こそが、生活を安定させ、調和の基礎となるものである。 
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2-2）【正法（丸山弘先生のご指導）】 

 

1993-05 月 Ｐ022【三月十一日の学修会に参加して】主婦の方の投稿 

 三月十一日、少人数の学修会において、報恩感謝について深く学習する機会

をいただきました。 

 丸山先生は『人は物に対する感謝より、心のものに対する感謝が非常に小さ

い。（みかん一箱はいくらだという）物の価値観は分かるので、いただいた物

に対して、いただいた分の感謝とおかえしが出来るのですが、（目に見えない

心の悦び）心の価値の重要さが分からないので神仏に対して報恩感謝が出来な

いのです。何にもかえられない大きなものをいただきながら、物をいただいた

よりも感謝が少ないのは、法が分からないからです』というお話をされました。 

 そのことについて、お－人お一人が自分の思いを発表されましたが、先生は

『皆さんは報恩感謝ということが、まだよく分かってはおられません』とおっ

しゃり、何度も繰り返し前記のお話をされました。私は先生のお話はよく分か

るように思うのですが、皆様のお話がどう違うのか、何を話せばよいのか分か

りませんでした。そこでお一人の方が、「私は毎日心行を上げるのですが、眠

くなったり、いやだなあと思ったりで、なかなか心から上げられないのです。

それは心の価値観が解らないからだと思います」という発表をされました。先

生はいいお話が出ましたね、と喜ばれ、『ではなぜ、心行が心から上げられな

いのでしょうか、もっと具体的に分かりやすい言葉で言える方？』と問いかけ

られました。 

 （神が）という近い答えがいくつか出ましたが、私はなぜだろう、と思うば

かりで、神という言葉はまったく思い浮かびませんでした。そこで先生は、『そ

れは神仏が目の前におられるという意識かないからです。神仏は常に私達のす

ぐ目の前におられるのです。もし本当に見えたなら、感動で涙が出てくるでし

ょう。眠くなったり、いやになったりするはずがありません。身を正して臨む

はずです』と答えを下さいました。 

 「ああっ、そうか！」と思いもかけない言葉に、強い衝撃を感じ緊張いたし

ました。でも私の番が来た時、私は自分で気付かぬままに、神が身近におられ

ると、あいまいなことを言っていました。 

 先生はすかさず『身近ではありません、すぐ目の前におられるのです』と訂

正されました。そこで改めて自分の心を見つめた時、私の心にはまだまだ物中

心の習慣の中で目に見えない神仏の存在をすぐ忘れ、神の慈悲に対する感謝が

知識だけで、実感として根付いていないことに気付きました。 

 先生が『神仏がすぐ目の前におられるのです』とはっきり確証されるのは、

私ごとき者には到底、計り知ることができない、厳しい実践努力のご精進の結

果であり、心の次元の違いを強く感じ、愚かな自分を思い知りました。そして

神仏の存在を心で確かめるにはまず、いただいた知識を毎日の生活の中で素直

に実践して行くしかないと思い至りました。 

 さっそくその日から「神が目の前におられる」という意識を心にしっかりと

http://ayumi.link/syouhoutoha/syouhou-2/
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自覚し、実践させていただきました。それでもすぐにはなかなか実践できない

ので、高橋信次先生のお写真を目の前においたり、言葉に出して「神は目の前

におられる」と、意識を向けると自然に身が引き締まり、神に主に、今日一日

の感謝をささげて緊張して心行をあげるようになってきました。 

 眠気もまったくなく、とても短く感じることを日々体験させていただき、意

識づけることが、こんなにも変わるものかと驚きを感じました。常にこの意識

で臨めば、日々のすべての思い行いが、これまでとは違ってきました。何に対

しても感謝の心でおしいただいて使わせていただきます、させていただきます、

お陰様で、という思いになって来ました。自分一人の時も自然と身を正すよう

になりました。 

 三月十一日を初めとして、四日間続けて学修会に出席させていただくことが

出来ました。 

 その間、先生からずっと報恩感謝についてお話を聞かせていただきまして、

自分の心をただひたすら神仏に向けていました。四日目大阪に行かせていただ

く汽車の中で、一人静かに自分の心を見つめる時をいただきました。 

 常に神仏に心を向け、人間として一番大切なものは何かを心にしっかりと持

てた時、神は必ず私達の願いのままに、その環境をお与えくださっています。 

 今こうしてここに来れたのも、自分がしているのではなく、神が願いをかな

えてお計らいをくださったから来られたのです。自分一人では何もできない、

いかにいろいろの方々、万生万物のおかげによって、今の自分はこうして幸せ

に生かされているかという思いが心から熱く込みあげて来ました。一家の主婦

という環境で、自分の願いのままに四日続けて出させていただけましたのも、

主人や子供の理解と協力があればこそと心から思えました。 

 一番身近な足元の感謝が出来なくて、目に見えない神仏に対して、心からの

感謝がささげられるはずがないことを、一歩深く分からせていただけました時、

神に対し、そして神仏の存在を教えてくださいました高橋信次先生、丸山先生、

そして家族をはじめ法友の方々に感謝せずにはおれない気持ちになってきまし

た。何をしても何を思っても感謝の思いが出てくるようになりました。 

 心がとても安らいできました。悦びが満ちてきました。（神仏の大慈悲によ

って生かされている、どんなこともすべて我が魂を豊かにするための神の計ら

いである）いかなる時も、この心から発した時、自分中心の思いは消え、今ま

での人に対するひっかかりや、悩み苦しみもすべて氷解してゆくように思われ

ました。その心で家族に接するので、皆やさしく暖かいのです。人ではなくす

べて自分の心であったと改めて深く気付かせていただくことができました。 

 神仏の実在をはっきり実証され、報恩感謝の真をささげられる先生のお心の

深さはどんなものなのか、今の私の次元では計り知ることはできませんが、そ

の師の下で法を学べるご縁をいただいていることが、どれだけ魂が救われてい

るか、どんな高価な品物をいただくより、幸せで、有り難いことであるかを深

く自覚せねばならないと思いました。 

 三月十一日を初めとして、四日間の貴重な神の計らいを通して、未熟な私な
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りに、神の御心を多少なりとも心に感じさせていただくことができました時、

今私は報恩感謝として、何をなさねばならないか、心から悦びとして湧きあが

っております 

 今後も三月十一日にいただいた（神が目の前におられる）その心で、日々の

生活を一秒一秒、物にとらわれず、心の価値を大切にし、もっともっと神仏に、

深い感謝が捧げられる魂になれるよう精進し、熱き心で法を叫んで行きたいと

思います。 

 三月十一日の学修会に出席させていただけましたことを、我が魂の悦びとし

て、心から神に感謝いたします。 

 

 

1994-3 月 Ｐ042【伝導だより】 

 法とは神のみ心であります。ですから非常に高い心の在り方です。だめな子

がいきなり優等生にはなれません。心の段階は一歩一歩昇って行かないとエス

カレーターで一気に昇れるものではありません。ところが私たちは法を知識と

して学ばせていただいているうちに、いつの間にかこの階段を一気に昇ってし

まったかのような錯覚に陥りやすいのです。 

 普通の人はまず一階に自分がいると思ってください。法の世界は三階か四階

です。この階段を一歩一歩昇るにはまず日常生活の中で常識、礼儀、感謝を身

につけることです。道で人にあったなら挨拶をするでしょうし、人様から何か

いただいたなら自分もまた何かお返しをするでしょう。まずそのような人とし

て当たり前のことを実行することが大切です。 

 そうして行くうちに自然に法の世界へと階段を一歩ずつ昇って行くことがで

きます。この常識、礼儀、感謝が十分にできていないと普通の人以下になって

しまいます。 

 

 

1994-6 月 Ｐ039【伝導だより】 

 人間は、毎日生活しているとどうしても自己中心的に思い、行いがちです。

ですから、毎日、高橋信次先生のご著書を読むようにしてください。それが法

から離れないための最小限の努力です。 

 

 

1994-9 月 Ｐ038【伝導だより】 

 正法は何のためにするか、という事をよく考えていただきたいのですが、こ

れは人間として当然やらなくてはいけない事なのです。世間一般の法に触れて

いない人たちはただ知らないだけなのです。 

 そして私たちがこうして高橋信次先生と同じ時代の、同じ日本人として生ま

れて法に帰依し、今や世界に向けて法の伝導をしていることは、ちょうどオリ

ンピックの代表選手のようなものです。小さな田舎町の運動会の選手のように
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考えていたとしたら、今からその考えを改めていただきたいと思います。光輝

く金メダルをいただくありがたい世界で唯一の機会をいただいているのです。 

 金メダルを貰う、貰わないは、一に皆様の精進努力にかかっています。自分

が足を出さない分だけ暗い方向へ行ってしまうのであります。暗い方向とは地

獄であります。そして、皆様の魂の兄弟は皆あの世から応援して見守っていま

す。金メダルを持って光明の世界に帰れるように努力していただきたいと思い

ます。 

 

 

1998-2 月 Ｐ028【伝導だより】 

 正法を行じていくことは非常に難しい事ですが、現在法に帰依している人た

ちの殆どは、六次元以降の世界からこの世に出て来ているとお教えいただいて

おります。その世界は愛の世界です。愛とは、思いやり、助け合い、補い合い、

許し合い、生かし合う事で、神と主が常にお与えくださっている大慈悲を、こ

の世の人々に愛として分ち与えることです。 

 

 

1998-10 月 Ｐ032【伝導だより】 

 私達はとかく正法の勉強を『正しい信仰を持つように』とか『正しい信仰を

知りなさい』という勉強の様にご理解されている向きがありますが、それは間

違いです。 

 この勉強会は、人間としての正しい生き方、思い方、考え方、それから言葉

に出して行う行い方、即ち、正しい心を中心に生きることについて学習してい

るのです。それがこの世に出てきている皆様があの世で約束してきたことなの

です。それを皆様は忘れているのです。 

 今勉強しているのは宗教ではなく、神の子・人間としての正しく生きる道な

のです。それを知って頂きたい。 

 どこかの宗教と比べてお経をあげないなとか、お数珠もないね、という思い

方をしておられたとしたらとんでもない大きな間違いです。皆様は今日、宗教

というものをそんな風に見てしまうようになってしまったのです。真の宗教と

は人間が正しく生きる道を説いているものなのです。 

 今の宗教はそうではなく、ただ神に祈ること、何か祈ったから救われる、お

金がもうかる、良い学校に入れる、良い会社に入れるという風に変わってしま

った。それは他力信仰なのです。正法は自分自身の心を正すことなのです。今

の宗教は、他力のため、自力の心を失い、神の子人間としての、心不在となっ

てしまったのです。他力信仰では、無限の智慧を湧現して生きることは出来な

いのです。つまり、心不在の人間となってしまうのです。 
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1999-6 月 Ｐ042【伝導だより】 

 【春の研修会ルポ】 

 ・・・私たちは、それぞれ自分の立場や、または自分中心の思いでは、今自

分は法を物差しとして生きているか、または、自分の信じているものは、果た

して法なのか、ということを知ることは出来ないのです。 

 今一番解り易い方法は、今自分が思っていること、行っていること一つ一つ

が、果たして高橋信次先生には、お悦びになられるだろうか。または、悲しま

れることだろうか。この物差しでみれば答えが出る訳ですから、法が心に根づ

くまではこのような方法で学修されては如何でしょうか。 

 

 

1999-10 月 Ｐ019【法と思想について】主婦の方の投稿 

 私は法友の○○様の紹介で、Ｓ先生の「ＫＳ協会」に入っておりました。私

は当時仕事にばかり熱中し、全くその「会」に関心がありませんでした。平成

八年の春に仕事を辞め、いざ勉強をしようと思ってその「会」に出席すると、

もう既にＳ先生は病に倒れられた後で、入院先でお言葉も喋られず、自由に歩

くことも出来ない状態でした。 

 それで実質はＳ先生が任命されていた女性のＫ講師が講演会を開催され研修

会など開いておられました。そのＳ先生は再び「法」を説かれることなく先日

亡くなられました。 

 私は、平成八年七月にまたその「会」の間違いに気付かれ既に退会されてい

た○○様の紹介で福岡の学修会において丸山先生にご縁を持たせて頂いたにも

拘らず、気付くことが出来ずに、再度平成九年一一月の大阪学修会に出席させ

て頂く迄の一年半の間、その「ＫＳ会」でただ高橋信次先生の法を学んでいる

つもりになって何も解らずに様々な活動を熱心にしていました。 

 その会で中心的に何年も活動されていた法友の△△様が、Ｋ講師の指導に疑

問を持った為、排斥され「魔にやられた」と突き放された……その時何故どう

して？と、もしも思わなかったならば、私は未だに多くの方々と共に、神のお

手伝いと信じてＫ講師の講演会等の準備に、そして祈り合いにと奔走していた

だろうと思うとぞっと致します。どんなに自分が勘違いをしていたか……間違

ったものを信じてきたかと言うことが、この「高橋信次先生の法を学ぶ会」で

お勉強させて頂くようになって初めて気が付くことが出来ました。 

 以前の「会」と丸山先生のご指導と何処がどのように違うのか、一つずつ対

比し何処に間違いの原因があったのかを私なりに検証させて頂きたいと思いま

す。 

 ①Ｓ先生も了承し認めていたというＫ講師が考え出したという「観念せっし

ゃ」を毎日時間の許す限りするようにと言われました。これはこの世に生まれ

てから現在まで生活する中で、自分の周りの方々や自分自身で知らず知らずの

内に付けた愚痴、怒り、そしり、嫉み、増上慢等の心の垢を、想念（心の中で

イメージして出す）をすることにより吐く息とともに出していく。そうするこ
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とにより、心の浄化と魂の向上を図ると言うものでした。この観念せっしゃを

徹底的にやらないと心がきれいにならず、神からの直感も受けにくいと言われ

ていました。 

 「高橋信次先生の法を学ぶ会」の反省は、高橋信次先生の御著書をしっかり

と何度も何度も自分の恣意を入れずに拝読し、正しい法の物差しが出来てから

正しく反省をしていく。正しい物差しが出来ていない内にむやみに反省するの

はとても危険だとお教え頂きました。私達は、とても恐ろしい間違った反省、

曇りの晴らし方をしていたのだと言うことに気付かせて頂きました。正しい反

省もせずに知らず知らずにイメージで毒を除くなんて……。本当に今思えば恐

ろしい事をしていたと思います。 

 そして、高橋信次先生の御著書の中にも「この地上界の人々が、イライラの

心のままで禅定したり、瞑想にふけることは、戸締まりをしないで眠るような

ものです。それはもっとも危険この上ない行為と言えましょう。……イライラ

の心で禅定や瞑想にふけると、類は友を呼ぶ法則にしたがって、こうした地獄

霊や動物霊を呼び込むことになります」「反省は瞑想にとって絶対欠くことの

出来ない基本的な行法であり、心の曇りをのぞく、唯一の方法なのである」と

書かれてありました。また「観念せっしゃ」という文字は何処を探しても「高

橋信次先生の御著書」の中から見つかりませんでした。御著書をしっかり拝読

していない私は、その事に気付くことが出来なかったのです。愚かしい限りで

した。 

 ②高橋信次先生の御著書は勧められずＳ先生の香かれた高橋信次先生の御本

の解説を読むように指導されました。（例えばＳ先生の書かれた「心行の解説」

等を参考書に自分達で学習会などを開いておりました。Ｓ先生がお元気な時は

高橋信次先生の御著書も勧められていたそうです）またビデオテープやカセッ

トも高橋信次先生のものではなく、Ｓ先生やＫ講師の御講演のテープを聞くよ

うに勧められました。 

 「高橋信次先生の法を学ぶ会」では、最初に高橋信次先生の御著書「心の発

見」「人間釈迦」を自分の恣意を入れずに素直に何度も何度も拝読することを

学修会の度毎に勧めて頂いています。すると拝読することにより自分の今まで

の見方、思い方、考え方が全く間違っていた、片寄ったものの見方をしていた

ことに気付き、その正しい基準での見方思い方をすることがとても大切な事だ

と言うことに気付くことが出来ました。そして御著書を恣意を入れずに拝読す

ることにより「法」を知識的に学ぶことが出来、大切なことはその法を心の物

差しとして、生活行為の実践の中に生かしていくこと……その事が正法なのだ

と言うことを、丸山先生のご指導により初めて理解することが出来ました。 

 また、御著書とともに高橋信次先生の御講演のビデオを拝見し、カセットテ

ープを拝聴する事を熱心に勧めてくださいます。この事により正しく「法」を

お説きくださっているお姿と声魂に触れさせて頂き、聞く人の心が感動と感激

で燃え上がり、ますます「法」を心に落とすことが出来る様になるんだと言う

ことが解りました。 
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 ③「『心行』は不思議な力を持ったものだから、百回拝むと神に通じ、願い

事が叶えられる」と、Ｋ講師は病気の時とかは、『心行』をあげ「健康祈願」

「病気平癒祈願」を百回あげるように指導されていました。 

 丸山先生には、「『心行』は何回何百回拝んだから救われると言うものでは

ありません。その中に書かれてあることを理解し行う事が大事な事です」とご

指導頂いています。これを拝めば救われるというのはまさしく他力の教えだと

思います。ここにも間違いがはっきりと現れていると思わせて頂きました。 

 （その後Ｋ講師は、Ｓ先生が倒れられ、Ｓ先生のご家族の方達と「ＫＳ協会」

の存続に関して対立されるようになると、「Ｓ先生は魔にやられた」と攻撃さ

れるようになり、とうとうご自分で別の名前の「会」を発足されました。今思

うと高橋信次先生の「法」を全く説かれていない「会」なのに、高橋信次先生

の御著書をしっかり拝読した事の無い私はその中で翻弄され気付くことが出来

ませんでした） 

 ④Ｋ講師の研修会では、「観念せっしゃ」の指導と「祝福の祈り」そして「大

乗の祈り」（これもＳ先生が認めておられたと言われていました）と言うよう

に祈り合いばかりしていました。Ｋ講師は「観念せっしゃをして魂をきれいに

し、この地上に光りを降ろし、魔を追い払う、そして正法の光が世界中に広が

り、世界中の人を、私達正法者が三千人集まって光の玉となってこの地球を救

わなければ大変な事になります。これは菩薩行です」と言われ、また「神の目

から見て正しい私達が政治や経済や教育と言った分野で指導して行かなければ

ならないのです」と言われ、全国の学校で「妻として母として」「正しい子育

てについて」などの講演を開催されていました。政治の分野では国会議員を送

り出そうと、まず町や市の議員に立候補するよう会員に勧めていました。お一

人お一人に対するご指導とか悩みに答えると言うことはなさらず、その方の思

いを霊視されることも、また病気を治すと言うこともありませんでした。まし

てや現象などは一度も現された事はありませんでした。また学修会等もありま

せんでした。 

 『高橋信次先生の法を学ぶ会」の研修会また学修会は、丸山先生が出席者お

一人お一人にマンツーマンで質問に答えられ、その方の気根に応じて的確な指

導をされます。そして会に出席する毎に徐々にその方の持つ問題点が丸山先生

のご指導の通りに正しく実践された方は、自然と解決に導かれて行くのです。

先生には皆様のお心が分かられ、霊視もされるので、どんな悩みをお持ちの方

もご病気の方も解決に導かれて行きます。 

 「祈り」に関しても、「人々を救うために祈りなさい、人々を救うことによ

って自分も救われます、これは菩薩行です」とは決して言われません。祈り合

うことを強要されることも全くありません。「まず自分を造りなさい、自分の

心を正し調和し、その調和した姿を周りの方に見ていただく、そうすることに

よって自ずと周りも反省し、調和されていくのです」とお教え頂いています。

自分の心を見つめることも出来ず、自分の心を正しく調和することも出来ない

者にどうして菩薩行が出来ましょうか……と、思わせて頂きました。 
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 また丸山先生の行かれるところには必ず大自然を通して現象が現れます。同

行されておられる方々はいつも見せて頂いておられます。定例の学修会では、

出席者の方々がお心を裸にしてご質問され、その回答を聞かせて頂く中に、実

生活に即した「法」の実践の学びが沢山あり、一人で「法」を学ぼうとしても

なかなか困難な事だと思わせて頂き、誠に誠に有り難い「学習の場」を頂いて

いると今更ながら心より感じさせて頂いております。 

 以上の様な事柄を見ましても、歴然として如何にその「会」の教えが間違っ

ていたかが分かるのですが、何故にずっと高橋信次先生の法を学んできた多く

の方々が未だにその「会」を、高橋信次先生の御教えを継承している団体だと

信じて疑わず、菩薩行と称して様々な活動をされているのはどうしてなんだろ

う？ 私も含めてどうして当時気付く事が出来なかったんだろうか？……その

答えが今やっと、この「高橋信次先生の法を学ぶ会」において、丸山先生の温

かい的確なご指導によりその間違いにはっきりと気付くことが出来ました。 

 一番の原因は、私達は「高橋信次先生の御著書」を丸山先生のご指導のよう

に自分の恣意を入れずに素直に読んでいなかったと言うことです。だから気付

かなかったんだと……「高橋信次先生の御著書」の中に、先程の間違いの解答

がすべて書かれてありました。ＧＬＡの頃から高橋信次先生の御著書を拝読さ

れていた方も、以前は拝読されておられたのでしょうが、徐々に読まれなくな

り、「高橋信次先生の御著書」ではなく、違う方の書かれた「高橋信次先生の

御著書」の解説書を読まれていたのでした。 

 そこには「法」は無いのです。何故なら高橋信次先生の一言一句がすべて「法」

だと、丸山先生にお教え頂いております。だとすると、それらの御本は「高橋

信次先生の御著書」の内容の事が書かれてはいるけれども、高橋信次先生の言

魂の入ったお言葉ではないと言うことです。そこには、その方のお心の状態に

応じた理解の仕方で書かれたものがあるだけなのです。それを信じてしまうと、

少しずつ少しずつ知らず知らずに間違っていき、間違っていることさえ気付か

なくなるのです。高橋信次先生の波動と同じように書くことなど出来ないはず

です。どんどんずれてしまった私達は、何が正しいのか正しくないのか、もは

や分からなくなってしまったのです。 

 そこには「思想」しかなくどこにも「法」は存在していないと言うことです。

「高橋信次先生の御著書」をそのまま拝読していても、自分の今までの環境、

教育、思想、習慣等によって自分流に解釈してしまい、高橋信次先生の言わん

とされている事と違って解釈することがあるのに、いわんや違う方の書かれた

物、既に「思想」となったものを読むのだから、ずれてくるのは当然と言えば

当然の事なのでしょう。だからその「会」のご指導が「思想」でしかないのに、

ずれて頭の中が混線している私達には気付く事さえ出来ないでいたのです。 

 だから高橋信次先生が「人を中心に生きるな、法を中心に生きよ」と言われ

た所以がここにあるのだと思わせて頂きました。しかし、全く常識も礼儀も感

謝も出来なかったハチャメチャな人生を送ってきた人に、ちょっと道徳的な事

を指導されることにより改心し、その生活態度が変わったとしたら……そして
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その指導が「法」だと勘違いしてしまうと、これはまた厄介でなかなかその指

導者から抜けきれないのです。個人崇拝から抜けきれない所以はここにもある

のじゃないかと思います。 

 次に大切なところは、丸山先生には「法とは、主がお話しくださいました一

言一句すべてが法です。噛み締めて噛み締めてその通りに実行することです。

決して自分流に解釈して実行してはならないのです」とご指導頂いております。

ここなのです。今まで高橋信次先生の御著書の拝読をしっかりせず、「法」と

少しずつ離れていった「思想」を学んでいた私達は、正しさの基準がずれてい

る為、先程の「自分流の物差し」で「こういう場合はこうするのだ、正法的に

見るとこう考えるのが正しいのだ」と自分流に解釈し実行してしまう……その

実行が確実に「法」から外れているとは決して思いもしないのです。 

 そして、その間違った解釈から抜け出すのは並大抵のことではなく、分かっ

たと思ってもまた心の中に入っている思想が顔を出して来るのです。またこの

正法の「正しさの基準」が、とても高いところにあるからまた難しいのです。

高橋信次先生は御著書の中で、「八正道の尺度は神界にあります。人から損害

を与えられても人を非難しない。人を非難する前に、まずその原因をふりかえ

り、二度と再びその原因をつくらないよう努力する世界。つまり〔正しさ〕の

尺度を他に求める前に、自分に求め、第三者の立場で常に前向きにつとめてゆ

く人々の集団社会、これが神界の人々です。自分という立場が正しさの尺度に

なっている幽界でもなく、常識の観念が価値の尺度になっている霊界でもあり

ません」と書かれてありました。 

 「法」にそって生きるとは、誠に高度で難しく、厳しいものだと、心より感

じる事が出来ました。 

 そして丸山先生によって初めて、正法とは日々の生活行為の中にあり、自分

の心をしっかりと見つめ、「法」と言う物差しで「正しく見る」「正しく思う」

「正しく語る」と言うことがとても大切な事であると言うことをお教え頂きま

した。そしてその事を通し、自分の欠点を一つでも二つでも直して行くことが

「法」の実践であり、中道という片寄らない物の考え方で、日々一分一秒自分

の心を見つめ止観して、思うこと、行うことを常に正していくことが正法の原

点だなんて……それまで思いもしませんでした。今までこの様なご指導を受け

た事が無かった為、またその様な訓練が出来てなかった為に、いくら自分では

正法と信じて学んでいたつもりでも、ちっとも安らぎが感じられなかったので

す。そこにはもう「法」はなく「思想」しか存在していなかったことにやっと

気付くことが出来ました。 

 そしてこの「正しさの基準」をどこに置くかと言うことは、一人で「高橋信

次先生の御著書」を延々と読み続けても直ぐには分かるはずがありません。「正

しさの基準」を何処に置いて、正しく思い、正しく行うかと言うことを、丁寧

に丁寧に事細かく愛溢れるご指導を頂ける丸山先生の学修会に出席するように

なって初めて少しずつ分かってきました。 

 それまでは自分の欠点に蓋をして、否欠点だと気付かずに自由奔放に生きて
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きた自分がありました。この様に自分を見つめられるようになってくると、出

てくる出てくる……自分はこんな場面では何時もこんな癖が出ると言うことが

少しずつ分かってきまして、もう情けなくなるくらいです。その原因はどっか

ら来ているんだろうと考えたりして今やっと反省致しております。 

 丸山先生にお出会いすることが無かったならば、きっとこの様な自分を見つ

める事もないままにあの世に帰って、また一からやり直しだったと思うとゾッ

と致します。 

 本当に私達は幸せ者です。この様に具体的に直接真の正法を正しくご指導頂

ける師と、誠に有り難い「学修の場」をお与え戴いていることに、心より大宇

宙大神霊・仏、主に感謝申し上げます。そして、この上ない有り難い機会を自

分たちだけのものとせず、多くの方々に声を大にして「真の正法を学ぼう」と、

叫ばなくてはならないと心より思わせて頂きました。 

 

 

2000-1 月 Ｐ031【伝導だより】 

 最近月刊誌等で、私は「正しい正法を営利としてはならない」ということを

申し上げたいために、「正しくないものは、法により正しくない」と申し上げ

ているのですが、「丸山も、誰かさんのように人を批判するようになった。も

う行き詰まって来たのではないか」と言ってくださる方がおられるようですが、

正しいというものは人を裁くとか、人を批判するものではありません。 

 とかく人間は、自分の中心の思いで人を批判しますが、却って正しくない自

分中心の思いで言うため、やがて自分自身が次第に苦しむようになります。人

を批判するということは自分中心の思いによるものであり、自分というものを

中心とした、または相手を中心とした、言うなれば、人間を中心とした次元の

思いを基準とした批判、即ち裁きを口にすることにより、自分自身にうそのつ

けない良心が苦しむことになるのです。 

 しかし法という基準で言うことは即、相手を思いやることとなり、批判とは

ならず、愛念によるものであります。もし私がここは法からはずれていると申

し上げたら、心在る人ならば必ずその魂はきっと悦ばれるに違いありません。

よくぞ教えてくださいました、ありがとうございます、と感謝することが出来

る人は、その講師だけでなく、誰でもが必ず天国へ帰ることが出来るのです。 

 しかし、そういった感謝や悦びの心になれず、自分を批判していると思う次

元の人は、法の次元ではなく、まさに地獄の次元の魂です。私はここが大変大

事なことだと思うのです。私をどうこう言っている人は、法を中心ではなく、

自分の考えを中心に言っているのです。その人たちは、法を中心、人を中心と

いう意味が分かってはおられないのです。 

 しかしその人の良心は常にその人自身の思うこと、行うことの善悪について

精妙に判断しているのを私は見ることが出来ます。高橋信次先生のご下命を頂

き、各地で法を話しておられるお方ならば、きっと私の申し上げていることを

きっと悦ばれ、天国へ帰られる方だと思います。 
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 法が自分の心にしっかり落ちないと、親子の間でいくら議論しようと正しい

処理が出来ないのです。後々わだかまりが心に残ることになります。しかし法

というものをちゃんと心に入れてお話をすると、相手の間違いは気にしない。

また間違った所の反省もする。したがって後に何時までも「とらわれ」が残ら

ないような処理が出来るのです。 

 では丸山も、このような間違いを指摘しなくても良いではないか、人の間違

いを許してあげたら良いではないか、と、今申し上げた法の基準から、こう思

われるかもしれませんが、間違いは間違いとして指摘した学修をしないと、心

づくりの法を中心とした正しい学修は出来ないことになります。要は、人を批

判しているとか、あるいは裁いていると思う人自身に問題があるのです。 

 正しい法による理解と実践の仕方について指導して行くことが私の使命なの

です。偉大な光の大天使であろうが間違いは間違いです。また私の間違いは私

の間違いとして、ご指摘してください。 

 皆様方には正しい物差しを持っているかどうか、また正しい物差しで生きて

いるかどうか、そういうことを常に止観しながらご精進くださり、一日も早く

法という基準を心に落とす努力をして頂きたいと思います。 

 

 

2000-4 月 Ｐ023【伝導だより】 

 正法とは、己を捨てることを教えておられます。神を中心に生きることです。 

 神を中心に生きると言いながら、自分を捨てられない人は、やはり自分中心

に生きているので、神仏のみ心と調和出来ないため、正法を学んでいても幸せ

になれないのです。 

 

 

2000-6 月 Ｐ070【春の研修会レポート】 

 法を語ってはならぬ。拝読し、実践し、自分が体験した悦びを語りなさい。 

 

 

2000-7 月 Ｐ041【伝導だより】 

 もしも、法を学んでおりながら、正しい法で無い話を聞きに行ったとしたら、

神仏を冒涜したことになります。その過ちが自分の心から消えるまで、神に百

回でも二百回でも消えるまでお詫びしなければなりません。 

 

 

2000-7 月 Ｐ053【伝導だより】 

 この世は三次元の世界であり、あの世（天国）とは四次元以降の世界を言い

ます。そしてあの世には段階があり、この世を底辺として、上の段階に行くに

従って魂が少なくなります。四次元を幽界といい五次元を霊界といいますが、

この世界はギブアンドテイクの世界であり、貰ったから返すという次元の人達
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の集まりです。 

 さらに上段階の六次元を神界といいますが、この世界になると、貰わなくて

も与え続けるという愛を実践した魂の帰る世界であり、愛の精進努力をした魂

たちの次元です。正法を求めて集まる人達はこの六次元以降の魂とお聞きして

います。ですから、皆さんは愛を実践することを約束して来られた魂ではない

でしょうか。あの世とこの世を転生輪廻する過程で己を投げ捨てて、どれだけ

人助けをして来たか、人を救ってきたかが、あの世に帰る時の宝となるのです。 

 

 

2000-11 月 Ｐ042【伝導だより】 

 高橋信次先生には、今生肉体を持たれたのが二度目であり三億六千五百年ぶ

りということですから、何千年、何万年私達は生まれ変わってもこの偉大な大

天使にお目にかかる機会は無いと思います。神の御教えを人類筆頭の大天使よ

り直接学ばせて頂ける有り難い有り難い環境におらせて頂いているのです。 

 

 

2001-4 月 Ｐ024【伝導だより】 

 お金が無い、明日生きていけるかどうか、また病苦に苛まれて何とか救われ

たい、このような厳しい環境にいる人ほど神の御心は分かりやすいように出来

ているのです。苦しみの多い人ほど神の御心を理解しやすい環境を今頂いてい

るのです。この世的に幸せな環境では神の御心に触れることがなかなか難しい

ように思います。 

 

 

2001-5 月 Ｐ090【伝導だより】 

 何故三宝に帰依しなければならないかと言うと、高橋信次先生のもとに勉強

されるのだったら、三宝に帰依しなかったならば、本当に心を中心とした、神

のみ心を中心とした生き方が出来ないからです。 

 『三宝帰依』とは、高橋信次先生に帰依する。高橋信次先生の説かれた法に

帰依する。そして、サンガー、すなわち当会か、または他の会か、または他の

指導者を信ずるか。 

 ここで大事な事は『どの指導者を選定し、師事するかという次元ではなく』

つまり、法の在る方ならばどなたでも良いのです。指導者を選ぶのではなく、

まず、自分の心に本当に正しい法が根付いているかどうかということを点検し

て、そうしてサンガーに帰依することが大事です。ということを言われている

のです。 

 皆さん一人一人が、法を正しく学習していかないと、偉大な高橋信次先生に

は、命がけで大悟された法の混乱を正し、末法化を食い止めることが最も大事

であると、強く訴えておられるのです。 
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2001-7 月 Ｐ044【伝導だより】 

 法が心に落ちないと、正しく見る、思う、聞く、語る実践はなかなか至難と

思います。日常の様々な問題について正しい判断が出来ないと思います。 

 ・・・ご著書の拝読と学んだことをひとつでも生活に生かす実践努力、その

ような自力による精進努力をこつこつと積み上げていかないと、法とは何かを

心に落とすことは難しいのです。そして法とは何かを心に落とさない限り、日々

の中で、法に沿った思い方、行い方は絶対に出来ないと思います。 

 

2001-11 月 Ｐ056【丸山先生のご文章「私の心に頂いてきたおことば」】 

 自分こそ正法をやっている 

 それは自我であります 自負であります おごりであります 

 

 

2002-7 月 Ｐ062【伝導だより】 

 法を学修するには、一つの疑問を追究するという目的を持って、困苦欠乏の

中で、明日がないという生き方をしない限り、法を心に落すことは出来ないと

思います。私は『法がある、法がない』とは何かということを寝ても覚めても

追究し続けた結果、お悟りになられた偉大な、偉大なお方、偉大な高橋信次先

生の一言一句すべてが法であるということが心に落ちたのです。 

 

 

2002-8 月 Ｐ046【伝導だより】 

 高橋信次先生がお説きくださいました法は、この地上界で最も尊く、最も深

遠なみ教えです。しかし伝道することはなかなか難しく、うまく伝道出来てお

りません。何故なら今日まで日本だけではなく、世界各国には様々な信仰があ

り、一旦信じてしまうと、人間の『信』は深く、なかなか変えることが出来な

いからです。 

 例えるなら真実を鼻先に持って行ってもなかなか気付かないのです。正法を

学んでいない人には、法の偉大さが目に見えたり、臭いで感じるわけではない

ので気付かないのです。 

 ですが正法には色があるのです。この世的な色に例えれば黄金色です。正法

を学び、行じる人にはその人の努力に応じた金色の光が出ているのです。それ

が正法の証明なのです。人間が頭で考えた宗教には後光がないのです。正しい

ものはすべて神仏の金色の光に満たされているのです。これは人間の作り出し

た物にはないのです。 

 偉大な高橋信次先生のご著書は、神の光に満たされているのです。私たちは、

尊い、偉大な偉大なみ教えをお導き頂いているのです。 
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2002-8 月 Ｐ072【伝導だより】 

 私は各地で難病の人に出会う機会を多くお与え頂いております。しかし毎月

お会いし、本来ならばもっと早く良くならなければならないはずですのに前と

同じ状態であるということが多々あります。そこで私が『ご著書をよくお読み

になっておられますか』とお尋ねいたしますと、たいてい『はい。よく読んで

おります』と答えられることが多いのです。 

 しかしお体の調子は良くなく心を見ましてもしっかりした状態ではないので

す。そこで何ヵ月か後に『本当に真剣にご著書を拝読されているのですか』と

お尋ねしますと、『いやー、実は読んでいないのです』とおっしゃるのです。 

 しっかりご著書を拝読されている方の病が重くなるはずがないのです。ご著

書をしっかり拝読することが正法帰依の第一歩なのですから、法友の中で病気

がなかなか良くならないという人にはしっかりとご著書を拝読されるようお勧

め頂きたいと思います。 

 

 

2002-9 月 Ｐ036【伝導だより】 

 ・・・唯一正しいのは、高橋信次先生が命懸けでお悟りになられ、お説きく

ださいました法であり、高橋信次先生の一言一句の全てが正しい法であります。

この法に、心在る方は触れないと天上界に帰ることが出来ないのです。 

 皆様は天上界で神仏とその約束をしてこの地上界に出させて頂いているので

す。そのため、皆様の守護霊には、その事を思い出させるために、必死になっ

て事業がうまくいかない、あるいは家庭がうまくいかない等あらゆる現証を与

え、気付かそうとしておられるのです。 

 

 

2003-2 月 Ｐ058【伝導だより】 

 正法は、過去世において如何に偉大な高弟であろうが、今生この世に出て、

法を学修実践し、法を心に落としたうえ、自分の心の井戸からパラミタを汲み

上げない限り、法を中心とした指導は出来ないのです。法を自分の心に落とさ

なかったら、法ではなく自分の考え、つまり思想になります。 

 皆様には、正法を正しく学修して頂きたいのです。そして一人でも多くの人

達と手を携えて、この世の一人でも多くの心在る人に法を伝えて頂き、仏国土

ユートピアの基礎造りに参加して頂きたいのです。 

 

 

2003-5 月 Ｐ060【伝導だより】 

 偉大な主には、三七年もの歳月を費やされ、艱難辛苦の末、お悟りになられ

た偉大な偉大な法を、私たち如きが片手間で行って分かるはずがないのです。

これまでの勉強の仕方をひっくり返して、まず、ご著書の拝読から始めてくだ

さい。 
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 そして今後は『ご著書を拝読してこのように感動しました、このように実行

して、このような悦びを頂きました』という話だけをしてください。決して結

果ではなく、実践した過程こそが大事なのです。宝なのです。 

 

 

2003-10 月 Ｐ056【伝導だより】 

 法という『ものさし』によって、正しく見る・正しく聞く・正しく思うこと

を努力されておられないとしたら、それは永久に自分中心でしかありません。 

 

 

2005-2 月 Ｐ062【伝導だより】 

 正しい法を信じる、正しい法を正しいと見る事が出来る自分の心作りが大事

です。ご著書『心の発見』『人間釈迦』はその大切な教科書です。 

 これを拝読しなかったら、偉大な主・高橋信次先生の法を正しく学修する事

は出来ません。神を信じる事も出来ません。 

 

 

2005-4 月 Ｐ033【伝導だより】 

 正法という光に対して、必ず魔という影がつきまといます。そのためには、

常に不安を持ってはいけません。偉大な主には、必ずお守りくださいます。何

時の時代にも魔との対決がありました。そういう対決を経て正法が流布されて

行くのです。それには、定められた通り法により精進され、常に毅然として勇

気を持って取り組んでください。 

 

 

2005-12 月 Ｐ061【伝導だより】 

 偉大な主・高橋信次先生からお導き頂いたことを、『このようにお導きくだ

さいました』とは申さずに、この私が悟ったように、分かったように申し上げ

たとしたら、私は、明日あの世行きです。 

 

 

2011-2 月【伝道だより】Ｐ028 

 ・・・もっと自分の心を見詰め、自分の心を大切にされたら良いと思います。

自分の心を大切にしているつもりでも、何処か他の所に自分の道を探しておら

れる傾向があるように思います。そうではなく、自分の心に道を求めたら良い

のです。神様と直結している自分の心を信じて、善なる心に正直に歩まれるこ

とが大事だと思います。 

 心が右に行きなさいと言ったら、右に行ったら良いのです。それを左へ行く

から、迷いが出て混乱するのです。『自信』とは、自分の心を信じることです。

自分の心を信じることが出来て、初めて自分の行くべき道が自分で分かるよう
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になるのです。貴方様は、自分自身を信じることが出来るような訓練をして来

られなかった・・・のではないでしょうか。 

 ・・・自分の心は自分の行くべき道を知っていますから、自分の善なる心に

聞いたら、〈こうしたら良いですよ〉と教えて頂けるのです。そういう心を知

るために、私達は正法を勉強しているのです。 
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2-3）【中道（ご著書より）】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ155 

 私達は、病気、貧乏、家庭の不調和などの悩みに対して、その原因を追求す

ることなく、結果だけを見て、己の都合、己の幸福、己の利益だけを祈願して

いる人々が何と多いことであろうか。 

 神仏を始めとして、私達の守護、指導霊や、魂の兄弟達も、我田引水の祈願

に対しては、協力されないことと知らなくてはならない。神仏の世界は、中道

の正法によってすべてが定まっている。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ037 

 ・・・私達の心を円満に調和する道は一つ、八正道を実践することこそ中道

の道であることを、図によっても悟ることはできるだろう。苦楽の原因は、い

つでも自分自身の心が造り出すものということだ。 

 
 

 

心の発見(科学篇) Ｐ038 

 神仏は私達の心の中に存在しているのだから、それを形作る必要はないので

ある。何かに頼ろうとする習慣を、救いだと錯覚してはならない。苦しみや悲

しみがあったなら、その原因を追及し、正しい想念と行為を自ら律することだ。
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それもまた幸福への段階と知って、溺れず、生きて行くべきである。それが、

人生における修行であるのだから。 

 迷いの岸より悟りの彼岸へ、苦悩は到達するための過程と考えれば良い。忍

耐と努力、極端に走る生き方を捨て、中道を行く中に、心の調和が生まれ、正

しい判断が生じてくると知るべきだ。悟りへの道は、自分自身の心以外決める

ものはない。 

 それが、神仏の子、万物の霊長たる者のきびしい掟なのである。 

 神理を悟った師につき、法を学び、実践する過程に道は開かれて行く。その

ことを知らなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ087 

 信心とは、特定の場所で特定の行事をすることではない。 

 毎日の生活の中で、与えられたその環境において、精一杯努力し、日々の思

ったことや行いについての善悪を中道の心を持って反省し感謝と報恩の実践で

なくてはいけない。正しい信心とはそこに存在することを、多くの人々は悟ら

ねばならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ095 

 人間はなぜ生まれ、年老い、病気をし、死ぬのであろうか。 

 悲しみと苦しみの多い人生。 

 親しい者との離別、嫌いな者と生活する悲しみ、経済的な苦しみ、恨み、嫉

妬、そねみ、怒りの心、独占欲、表面華やかでも心の淋しい者、結ばれぬ恋、

売名行為のむなしさ、有名人をかさに着た増上慢、肉体的欠陥で心病む者、神

理を悟らず衆生の心を狂わせる指導者、宗教を私利私欲のもととする偽善者、

色情に対する欲望、地位名誉欲、人種差別に泣く人々、同族の権力争い、派閥

争い、主義主張の異なるための闘争と破壊等と書けば限りもない不調和な人生。 

 こうした悲しみ、苦しみの原因は、すべて中道の心を失ったための行為によ

って生じた結果である。多くの人々は、欲望の渦の中に自分自身を埋没して、

この苦しみから抜け出すことができない。 

 ある者は人生に失望し、人間としての使命を果たさないまま自らの手で肉体

を捨て去る。 

 しかし人生は決して不可解なものではない。ただ、難解なのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ102 

 善か悪かの判断は、神理に合っているかいないかによって定まる。己自身の

正しい心に忠実に人生への想念と行為をなしているか、自己中心ではなく他人

のことも考えて中道な判断をして生きているか否かによって、それは定まる。
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神理は不変であって、人間の意と知で変えることはできないものだからである。

それは神仏の智であり、心であり、意であることを、私達は悟らなくてはなら

ない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ109 

 神仏は、己の心の王国に存在していることを信じなくてはならない。物質や

型にとらわれてはならないのである。中道の心は、我慢することではなく、正

しい見解の中から正しく語ることの中に存在しているものなのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ150 

 肉体舟に乗った船頭(意識、魂）は、人生航路の魂の修行に船出すると、一〇％

の表面意識となり、九○％の意識は潜在して永い転生輪廻の間に学んだ自分の

過去世の経験を忘れ、その想念の状態、業（かるま）の修正、魂の浄化をして

この世に出てきたにもかかわらず、神仏の子としての自覚を多く忘れてしまう。

悪の想念行為は人間自身がつくり出したものである。 

 そのため肉体舟の持つ眼耳鼻舌身意の六根に振り廻され、煩悩によって造り

出した怒りやそしりや妬み恨みなど、中道を忘れた想念行為によって、意識の

中心の“心”に曇りを造ってしまい、神仏からの光をさえぎってしまうのだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ170 

 本来自己保存の嘘も、本人は「悪いなぁ」と思っていっているのであって、

ほとんどの人間には良心がある。私達の心は、己自身に対しても、常に中道を

好んでいるものだ。そのために嘘をつくことができないのである。 

 私達は、心の中道を日常生活に生かしたなら、その心は常に晴れ晴れとした

美しい青空のような広いものに進化され、浄化されて行くであろう。 

 この心こそ、神仏の子としての本性といえる 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ077 

 諸君の魂の内なる想念、つまり思うこと考えることが、中道を心の物差しと

して生活をし、常に反省的な瞑想をするときは、自らの暗い心の曇りを晴らし、

神の光りによって覆われるのだ。万物に平等に与えられている慈愛に満ちた、

神の光りにである。 

 そのとき君達の心は平和で安らぎ、執着という苦しみから解脱することがで

き、私達の世界から霊感が与えられるのである。 

 恨みや妬み、そしり、憎しみ、欲望の心といった自らの想念は、暗い曇りを

造り出して神の光りを遮ってしまうのだ。その心は暗い世界の不調和な霊達に
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通じ、苦しみは自ら造り出してしまうということを知らなくてはならないだろ

う。光りに満ちた世界に住するのも、暗い世界に住するのも、この世で生活し

ているときの自らの心と行ないの在り方によって、自らの想念が造り出すとい

うことである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ098 

 死は恐ろしいものではなく、恐ろしいのは、人生航路の中道を踏みはずして

生活をした、人人の行為と想念であり、その人達には、それを償わなければな

らないきびしいつぐないの世界が待っているということだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ108 

 ・・・間違った問題は、すべて中道を踏みはずした両極端の考え方や行ない

であった。それはやはり、自己保存、自我我欲に尽きるのである。 

 誤ってしまった人生に対しては、心から神に詑び、間違いを犯さないことを

心中で約束するのであった。 

 自分の欠点を修正するということは、勇気が必要であるし、五官だけで判断

しないように、常に正道である中道を心の物差しとして、思うこと行なうこと

を実践しなくてはならないのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ114 

 私達の心は常に変化しており、恨みや妬み、そしりの心があれば、即座に地

獄界の暗い世界にその心は通じ、苦しみの原因を造り出してしまうのである。 

 それに比して、慈悲深く、常に自らにきびしく、中道を心の物差しとして生

活している人々の心は、光明に満たされ、苦しみの原因を造り出さないものだ。 

 いずれにせよ、私達の心は、自分の思う世界に通じてしまうため、無限に近

いほど変化して行く。中道を忘れた両極端な心は、自ら苦しみの種を蒔いてし

まうということである。 

 地獄界にいる人々の多くは、自らの心と行ないに対して中道を忘れた、勇気

のない、欠点の修正をしなかった者達であり、死がすべての終わりと錯覚して

いた者達である。 

 しかし、心の世界は厳然として存在しており、そうした彼らは、もはやその

世界で、地獄の掟に従う以外生き方はないのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ269 

 中道には、闘争も破壊もない。 
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人間釈迦① Ｐ002 

 法とは秩序のことです。大自然はその秩序にしたがって動いているわけです。

で、秩序に恣意があっては秩序になりません。といって、秩序は、その底に、

何もない、意志も持たないということはあり得ません。秩序には必ず意志が伴

っています。その意志とは、右にも左にも片寄らない「中道」という心であっ

たわけです。 

 一日は昼があって夜がある、決して一方に片寄らない。空気や水が、減った

り増えたりするでしょうか、何万年昔も今も変らないはずです。無我とは、中

道の心を指しています。それゆえに、諸法は無我という中道を軸に動いており、

一切の生滅（本当は生滅しないのですが……）は、中道の意志の下にあるわけ

です。 

 人間の生活も、こうした自然が教える片寄らない中道の精神を活かして行く

ならば、秩序ある生活、調和が生れてくるわけです。 

 

 

人間釈迦① Ｐ043 

 ・・・まさに諸行は無情であった。諸行無常という中道の心に人々の心が帰

依するならば、世の無情にとらわれることはないであろうが、しかし、無常を

無情と感じているうちは、中道の心はつかむことができない。無情には自我が

ある。苦悩がある。悲しみがあった。人がこの間をさまようかぎり、安らぎを

得ることはできない。 

 あれが欲しい、これが得たいという願いは、天と地、男と女、富と貧、支配

と隷属という間にしか生じない欲望だからである。もし人が、そうした相対の

世界から離れて自分を眺め、ながめた自分から素直に外界をみようとするなら

ば、こうした自我は生れてこないものである。 

 無情の感覚はそれゆえに、自我という自己保存にその根がみられる。そうし

てその根のあるかぎり、人は悲しみから解放されることはないであろう。無情

は常につきまとい、その人の心を苦しめる。無情が無常にかわるとき、人はは

じめて、真性の自己をみる。すなわち、常なき姿の外界を動かしている神の心

をみることができるのだ。 

 常なき姿は、万物が生き、万生が生滅するための必要不可欠の要件として、

永遠にかわらぬこの現象界の姿であり、もしもそうした生滅の姿がないとすれ

ば、人も現象界も、その存続を許されなくなるのである。人はこうした現実に、

こうした常なき現象界に、思いを向け、神仏の計らいが奈辺にあるかを洞察し

なければならないのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ086 

 正しく見る、正しく思う中道の悟りは、絶対合一の広い心が軸になっている。

換言すれば私心のないことである。私心のあるうちはものを正しく見ることも、
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思うこともできないのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ110 

 多くの場合、肉体の眼を通して得た自らの体験と知識は、我欲を土台にした

偏見になっている。そのために、人間社会は、諸々の矛盾と撞着をつくり、自

然が教える中道の心から離れているのだ。真実が不明になっている。わからな

くなってしまった。 

 国と国との争いについても、そのモトをただせば欲望である。自国の利益だ。

自国の利益が失われる、あるいは、より大きくするために他国を侵略する。そ

うして、勝ったり、負けたりの繰り返しである。 

 勝ち負けの輪廻は、その渦中から抜け出さないかぎり、永遠に続くだろう。

すなわち、苦しみの輪廻は、その苦しみの中に想いが止まるかぎり、果てしな

く続いて行くものである。 

 中道にそった調和を、人が志さないあいだは、真の幸せを掴むことはできな

い。 

 

 

人間釈迦① Ｐ147 

 求道・・・解脱は、疑問から出発する。疑問のない求道などおこり得ないも

のだ。疑問は探究心を育て、探究はやがて解答というプロセスで理解されてく

る。 

 普通は中道という尺度が見当らないために、求道の方向を見誤ってしまう場

合が非常に多い。しかし、八正道という大自然の尺度が発見された以上は、疑

問と理解の橋渡しは容易である。問題は、その中道の尺度を使って、自分自身

がどこまで厳密に、公平に、自分の心をみつめることができるかである。 

 いいかえると、自らの心で己の心の影をどこまで洗い出せるかにかかってい

る。心に影がひそむ間は、生老病死の執着は断てないのだ。解脱とは執着から

離れた心なのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ157 

 この大宇宙は神によってつくられた。 

 大宇宙が発生する以前の大宇宙は、光明という神の意識だけが、そこにあっ

た。 

 神は、その意識の中で意思を持たれた。 

 大宇宙の創造は、神の意思によってはじまった。 

 意識の働く宇宙と、物質界の宇宙の二つの世界を創造した。 

 意識界の宇宙はその意思をもって物質界の宇宙を動かし、そうしてこの二つ

の世界は、光と影という相関関係を通して、永遠の調和を目的とすることにな
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った。 

 神の意識は、永遠の調和をめざし、そうして、二つの世界にあって、調和の

要である中道という法秩序の中に住まわれることになった。 

 人間は、天地創造とともに、神の意識から別れ、神の意思を受け継ぐ万物の

霊長として産ぶ声をあげた。 

 人間の誕生は、意識界という実在の宇宙に、まず姿を現わした。 

 そうして、神の意思である調和をめざす神の子として、物質界に降り立った

のである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ162 

 神の子としての人間が、現象界において何故に悪をつくり出したか、不幸を

どうして生み出したか。 

 それは肉体の自分が自分であると思うようになり、肉体にまつわる諸々の考

え方が、本来、自由自在な心を、肉体の中に閉じこめてしまったためにほかな

らない。 

 全能の神が人間の不幸を予測できないはずはないと誰しも考えよう。不幸を

事前に、どうして防げないかと。では人間の親子がしばしばちがった方向にど

うして歩んでしまうのだろう。子供は成人すると親の自由にならない。子は子

としての人格と主体性を持っているからである。 

 神と人間もこれと同じで、主体性をもつ人間を自由には出来ない。自由に行

使できる者は、神の子である人間自身であるからである。 

 神は調和という中道の中で、厳然と生命の火を燃やしている。人間が、その

自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その分量だけ、

反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによって、神と人間の

絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計画されている。 

 人間の魂が肉体に宿ると五官にふりまわされる。五官とは眼、耳、鼻、舌、

身の五つである。この五官に、魂・意識が幻惑される。美しいものを見ると欲

しいと思う。気持の良い香りには心がひかれる。自分の都合のよい話には、つ

い乗ってしまう。舌ざわりのよい物は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身

を置きたい。肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 

 五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心を奪わ

れると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心の動きにあっ

たわけである。諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、五官に心を奪われる

六根という煩悩にあった。 

 さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）の想

念行為によって生み出されていった。 

 業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張ることに

よって作り出されて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざまな欲望が、

人間の神性仏性を侵して行く。 
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 こうして人は、その意識を、あの世と、現象界であるこの世を循環するたび

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつくって、

輪廻している。このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業

を修正しなければならなくなった。 

 同時に、さまざまな執着を生み出して来たがために、神性の自分から次第に

遠のいていったのである。 

 しかし、人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、植物

は、この地上の環境を維持するための媒体物であって、人間は、それらの媒体

物を調和していく任を、神から与えられ、まかされているからである。 

 その証拠に、己の心に偽りの証を立てることはできない。人にはウソはいえ

ても、自分には、ウソはいえない。文明文化は、人間の社会にのみあって、動

物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間である。動物、植物も

それぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし

彼らが人間になることは出来ない。人間も彼らにかわることはない。水が土に

なることができないのと同じである。 

 人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、神の

心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から離れること

である。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂がふれ

るよう努力を惜しんではならない。 

 一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんなに人類

がふえても、空気、水の質量は変らない。太陽の熱、光についても、その放射

する質量を変えることがない。人間社会には男と女が生存する。男女の比は常

に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自己保存、我欲に傾かない

かぎり、男女の比は均等に維持される。人間の肉体も、休息と運動という循環

から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続ければ、肉体的支障が現われ、精神

の平衡を失ってくる。 

 すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないようにで

きている。悲しみや苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからで

ある。 

 中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践するこ

とから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせれば、業の

修正は意外に早まるだろう。 

 反省の尺度は、八つの規範がモトである。「正見」「正思」「正語」「正業」

「正命」「正進」「正念」「正定」である。 

 人の心は、こうした規範を尺度として、毎日の生活行為の中で、正しく修正

されて行く。 

 人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱ぎ捨てなければな

らない。中道の心にふれると、こうした摂理が明らかになり、神の意識である

永遠の安らぎを保つことができよう。 
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 意識が拡大すると、宇宙をかたどっている太陽をはじめとした星々(惑星群)

が、すべて自己の意識のなかで回転し、そうしてその中で呼吸するいっさいの

生物は、我が肉体の一部であることに気付く。 

 人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固まり、

とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

 小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。もだ

え、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛棒強く、救いの手を差し

述べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食べ物を与え

ている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、神は人間に、無限

の慈悲を与えている。 

 人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間は神

性の己を自覚するのだ。 

 神は平等を宗としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生万物平

等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が生れ、貧富が

生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反する。能力の別、力の相

違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、しかしだからといって、神の

子の人間に、上下の差別をつくる理由にはならない。 

 人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体にも胴が

あり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務めを果たすこと

によって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

 中道に接することは、己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

 人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であった。闘

争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を悟れば、現象

界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

 人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を痛め、

苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば功徳がある、

祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違いである。苦行は、肉体

に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の神性を失わしめる。いずれも

片寄った信仰である。 

 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活

行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分

の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和さ

せ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法
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を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ174 

 一切の苦しみは、自からの心と行いが作り出したもの。すなわち、自然の掟

である中道という神の意思に、逆らったがために起こる苦しみなのだった。正

しく見る、正しく思う、正しく語る、その想念行為を、自ら放棄するところに

ある。中道の心は、もっとも人間らしく、もっとも自然な生活態度であるはず

なのだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ189 

 すべてのものは縁によって生じ、縁によって滅する。人の魂は、神理から始

まり、神理にしたがって、永遠の進化を続けてゆくものである。が、進化の途

上において、神理から外れた生活行為を人は生み出してゆく。その原因はいず

れにあるか。人生の苦しみ、悲しみは、自らの心がつくり出した、いわば心の

陰であり、その陰は、五官六根を縁とするところにあるのである。 

 人がこうした苦悩から解き放たれるには、八正道という中道の心を目標にし

た実践行為しかない。五官六根は一方において執着を生み、執着は足ることを

知らない心がつくっている。心の安らぎを求めるならば、まず足ることを知っ

た生活、とらわれのない生活、人間として、神理に即した義務と責任を果たし

得る自覚が必要なのだ 

 

 

人間釈迦① Ｐ247 

 私の法は、大自然の万生万物が、相互に関係し合い、そうして、全体を安定

させているように、まず、自己保存、自我我欲の心と行ないを捨て、人類は皆

兄弟だという心境になることである。そうして、社会人類に奉仕することだ。

苦と思わず、実践することだ。苦と思える自分があっては、実践は覚束ない。

そこで苦と思えない自分をつくることが先決であり、自己の確立が大事な要件

になってくる。その要件を満たすには、八つの条理を、生活の基礎におき、物

差しにして、自分自身の心と行ないを整えることだ。 

 正しく見ること 

 正しく語ること 

 正しいとは、片寄りのない中道をいう。相手のいうこと、そして自分の見方、

見解に偏見がないかどうか。人間はえてして、自己中心となり、他人を傷つけ、

自分の心にも傷をつけてしまう。不利なことであっても、常に第三者の立場に

立って、正しい判断と、正しい言葉を忘れてはならない。 

 正しく思うこと 

 正しく念ずること 
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 五官を通して私たちの心の中に生ずる現象、つまり思う、考えることについ

ても、偏らせてはいけない。思うことは「もの」をつくり出す原動力であり、

創造の源であるからだ。心の中で不調和なことを思い、そうして念じて行くと、

やがてその不調和を人々に及ぼし、自分にかえってくる。自己の利益だけを思

ったり、相手の不幸を決して念ずるようなことがあってはならない。常に円満

な、中道の心を持ち、怒り、そしり、ねたみ、うらみ、ぐちることなく、足る

ことを知った心の状態を心掛ければ、心は光明に満たされ、安らぎの境地に至

ることができる。 

 正しく仕事をすること 

 自ら選び、与えられたその職業は、それはそのまま天職であり、その仕事を

通して、人生を学習してゆく。仕事、職業は、人生経験を豊かにする新しい学

習の場であることを忘れてはならない。職業は、人々が生きて行く上の相互依

存の大事な場であり、したがって、健康で働けることに感謝しなければならな

い。感謝は報恩となって実を結ぶ。百姓たちが野良に出て精を出し、収穫を得

ることによって家計が保たれる。報恩とは余ったものを人々に布施することだ。

困っている人々を見て、みぬふりをし、自己保存に耽る心は、自らが苦しみの

種を蒔いていることになる。仕事といっても、他に害を及ぼす仕事は正しいと

はいえまい。 

 正しく生きること 

 正しく道に精進すること 

 正しく定に入ること 

 片寄りのない人生を歩いているか、いないか。人としての道を外していない

かどうか。瞑想という反省を通して、心の曇りを晴らした生活が大事なのであ

る。 

 

 

人間釈迦② Ｐ037 

 大木は決して風に逆らうことはないだろう。自然のままに生きているから、

倒れることがないのだ。中道の心は、大木に似て、自然に逆らわないことだ。

自然が与えた、あるがままの心で、感謝と報恩の行為を為していくことだ。 

 中道を根本として、お互いの欠点を優しく教え、互いに仕事を扶け合う。仕

事を手伝うごとに、お返しを求めてはならない。期待や報奨を求めることは我

欲の温床をつくっていく。といって、手助けしてもらった者は、感謝の心を忘

れず、感謝の心を具体的に示すことが報恩というものだ。 

 太陽や自然は、私達の生存に、無報酬で尽くしてくれる。私達の感謝と報恩

の行為は、多くの衆生のために尽くすことである。衆生の先達として、その苦

しみ悲しみから解放することが、私達サロモンに与えられた役目である。 
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人間釈迦③ Ｐ094 

 心が五官にとらわれ、六根となった迷いの姿を清浄にするには、清浄にする

ための、正しい心と行ないが必要である。正しい規準にしたがって、心と行な

いを正さなければならない。 

 盲目の修行は、自我の温床にもなりかねないからである。 

 一方において、優雅な環境で欲望のかぎりをつくす者たちも、煩悩から生ず

る欲望の炎を消すことはできない。苦悩の生活が絶えずつきまとってしまうか

らである。満たそうとする欲望は新たな欲望を生み、果てしない欲望を生んで

ゆく。あたかも、泥沼の中で足を奪われ、それから逃れようとして、もがけば

もがくほど、体の自由を失ってしまうのに似ている。 

 解脱の道は、この両極端を捨て、中道に帰ることである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ110 

 正しい心の在り方は、大宇宙の変わりない運動が示すように、右にも左にも

偏らない中道の法にある。その法を生活に活かすためには、自分のこれまでの

思考について、それが法という中道の正しさに適っているか、歪をつくってい

るか、常にとどまって観ることであり、したがって、間違った思念が心にうず

き、それをもとにして、ものを見ていたり、行動していたとすれば、その間違

いを修正し、同じ間違いを犯さないことが大事である。 

 中道の行為とは、欲望を満たそうとする行為から、すべて遠離し、大宇宙の

心と一つになることである。 

 ブッダの悟りは、大宇宙の心と一体となったものであり、中道の思念と行為

は、大宇宙の心を顕現したものである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ185 

 すべてのものは、心が根本であり、不調和な中道から外れた心の状態で物を

言ったり、生活を続けてゆくと、常に苦しみと同居し、苦悩という荷物を肩か

らおろすことができない。 

 そのような人生は、坂道を重い荷物を背負って上るようなものである。 

 しかし、中道の心がわかり、善我の心でものを思い、生活をしてゆくと、心

の中は安らぎ、その喜びは自分と一体となり、自分の影が自分から離れないよ

うに、光と一体となり、光明の生活となる。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ262 

 人は、進むばかりがよいとはいえない。今まで歩いてきた道をふり返ってみ

ることも必要なこと。間違った道を歩んでいるかどうかをふり返ってみなくて

は目的も不明になります。 
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 それには、これまでの思念と行為を正しく反省してみることです。正しい法

は、人の知や意によっては変えることのできない大自然の姿が示しています。 

 その正しい法とは、中道であり、片寄りのない、調和の心が規準であり、そ

れは善我なる心であり、また善意なる第三者の心ともいえるでしょう。 

 その心で、自分の行なったこと、思ったことを、一つ一つ正してみることで

あり、そうした間違いの原因を除き、自分の心をより豊かにするために反省す

るわけです。 

 こうして、想いと行ないを正し、心の中に何の執着もなく、光明に満たされ

た時に、禅定に入るならば、心と肉体は、調和によって光明の世界に住するこ

とができるようになります。 

 瞑想による禅定は、神々との対話であるといえましょう。 

 おごりや怒り、ねたみやそしりのままで、心の中の歪みを除くことなく禅定

に入れば、その心に相応した世界に住することになり、魔界に住む者に己の心

を支配されてしまう。これは、非常に危険であるといえましょう。 

 正しい心による以外に、光明の世界に住することは不可能だということです。 

 私の説く八つの正しい道を、心と行ないの物差しとして生活する人びとこそ、

真の修行者といえましょう。 

 一切の苦悩から解脱するには、この道の実践以外にないでしょう 

 

 

人間釈迦④ Ｐ187 

 ・・・誤ちは誰にもあるもの。その誤ちをどう修正し他山の石とするかが問

題だ。人はたいてい自己を誤魔化して生きようとする。しかし、自己は誤魔化

せない。誤魔化せば誤魔化した分だけ苦しまねばならない。 

 自己を正し、自己に忠実に生きることが正道である。自己に忠実に生きよう

とすると、人の心はえてして小さくなるものだ。忠実ということに心がとらわ

れるからだ。忠実に生きながら心がそれにとらわれないようにするには、中天

に輝くあの太陽のように、胸に丸く大きな心を描き、その心を自己の心とする

ことだ。すると次第に心が大きくなり、些事にこだわらず、しかも些事をない

がしろにしなくなってくる。 

 正法は中道の道だ。人としての道を外さず、それでいて道におもねることの

ない道なのだ。万物を生かす道なのだ。 

 人間は、肉体を持つと同時に、心を持って生きている。肉体と心は、そのど

ちらかに片寄っても人は苦しむようにできている。この二つは、もともと一つ

のもので、肉体と心の調和こそ中道の在り方なのだ。肉体が苦しめば心も病む。

心が動揺すれば食欲も起こらなくなろう。色心は一つであるが、心を悟り、魂

の永遠を知ったときは、無明の原因は肉の身の五官にあって、心が肉体に片寄

り過ぎていたことに気付くのである。心のこだわりを一つ一つ取りのぞき、中

道の真実を悟るようにしなさい。 
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原説・般若心経 Ｐ035 

 私達の魂は、不滅です。 

 ただ、実在界においては、心の調和度によって光の量が違い、その量に比例

した世界がそれぞれ存在している、ということです。 

 地獄と天上界の存在、それは厳然として在るといえるのです。 

 私利私欲、自我我欲の強い人々の心は、その想念に曇りを生じ、そのために、

肉体舟と同体になっている光子体は、神の光をさえぎられ暗い霊囲気におおわ

れてしまう、ということなのです。 

 そして、こうした人々は、地獄界に堕ちて行きます。そこで、罪業を償うこ

とになるのです。 

 罪業を償う方法は、神の子としてなすべき片よりのない中道の心で、反省し、

片よった心と行為の誤りを修正する以外にはありません。 

 

 

原説・般若心経 Ｐ288 

 ・・・本当のサロモンとは、生老病死の苦しみから解脱するため、自ら片よ

りのない心を持ち、中道の物差しを持って歩んだ者をいう。 

 中道の物差しとは、八正道をいうのである。 

 この正道を、毎日の生活の中で実践してこそ、心のわだかまりがなくなり、

一切の恐怖心から除かれて、安らぎの人生を送れるようになるのだ。 

 苦しみは自らの悪い心と行ないによって原因を作り出しているものだ。その

ため、人は執着から離れることができなくなって、正しく生きることができな

いのだ。 

 八正道の道を行じている者、それが本当のサロモンというものだ。 

 

 

心の原点 Ｐ054 

 人間の心は、一念三千と仏教ではいっている。 

 心の針は、その人が何を思うかによって、暗い地獄界にも、光明に満ちた天

上界にも自由に通じてしまうのである。 

 思うこと自体、中道を根本としなくてはならない、ということはこの理由に

あろう。 

 それは一○％の表面意識で、五官を通して判断するために、次元の異なった

世界を知ることはなかなかむずかしいのである。 

 それゆえに、現象界は、物質と生命が不二一体の世界であるといえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ078 

 神は、罰など与えはしない。 

 罰は、自らの心の在り方と行為の在り方が、中道の正法を踏みはずしたとき
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から心に曇りを造り出し、それが神の光をさえぎったときに、現象化されてく

るのである。 

 つまり、罰は、自分が造り出しているということだ。 

 

 

心の原点 Ｐ112 

 中道の心は求めれば求めるほど、実は奥深いものである。しかし、人間は、

この中道の心を毎日の生活の基本として実践する以外に、道は開かれないのだ。 

 必ず自我が出てくる。ひとりよがりの、自己保存の芽が出てくるものだ。 

 私達は、苦楽のなかにあって、これに打ち克つことが大事であり、自分の欠

点を正さない限り、悟りの境地にはほど遠いものになるのである。 

 それには、毎日の実生活のなかにあって、常に反省という行為を忘れず、精

神と肉体の調和、環境の調和を心がけることが必要であるということだ。 

 中道とは、文字どおり、真中の道のことである。 

 真中とは、円でいえば、円の中心、要（かなめ）である。 

 この世のなかは、男女、善悪、美醜というように、相対的にできており、人々

は、この相対のなかにあって魂を磨いて行くものなのである。 

 それは、善悪が混合している現象界だけに、私達にとっては、良い修行場だ

といえよう。 

 これが善人ばかりで、苦しみのない世界であったら、修行はできないものだ。 

 人間は、盲目の人生をとおして、探し求めたときに、初めて光の世界を発見

できるものだ、といえよう。 

 このときの喜びは、たとえようもないものだ。それは、転生輪廻の秘密を知

り、この現象界に肉体を持って在ることに対する、偉大な意義を悟るからであ

る。 

 何も悟ることなく、苦界から脱け出すこともできず、煩悩のままに一生をす

ごしてもそれまでであるし、生まれてくる前の丸い心を傷だらけにして、歪ん

だものにしてしまってあの世に舞いもどっても、それも自業自得というもので

ある。 

 犯した自らの罪は、きびしい地獄界で償わなくてはならないということを知

るべきだ。 

 人間は、だから自分自身で選んでこの世に生まれてきたからには、どんな苦

しみにも耐えて、偉大な人生の価値を悟るべきであり、そして、欲望の海に放

浪している迷える衆生に愛の手を差しのべ、救うべきであるのだ。 

 その実践行動こそ、神の子の道というべきではないだろうか。 

 

 

心の原点 Ｐ115 

 ・・・理屈はどうあれ、自分を賞する人を善人であり、自分を罵倒する者を

悪人とする。 
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 このように、私達の日常も、国と国との関係も、すべてが、自分の都合、自

国の都合、自民族の都合という、自己保存の方向で動いている。 

 善悪、正・不正の基準は、今全くバラバラである、というのが現実の姿だ。 

 たとえ法律があっても、法律以前の個々の自己保存の感情によって、善悪、

正・不正の尺度を計り決めている。 

 こんなことでは、中道の心は解るものではない。 

 中道の心は、自我を離れて客観的な立場に立たなければ見出すことはできな

いだろう。 

 それには、常に白紙の状態でいられる自分を見出すことが必要だ。 

 知識や経験によって、頭のなかに詰め込まれているものをひとまず脇におき、

自分の姿を他人の立場で眺めて見ることが大事なのである。 

 個々の知識や経験などというものはたかが知れている。 

 そういう浅い尺度で、ものを見てしまうと、自分の尺度以外には解らないし、

状況判断も狂ってしまうだろう。中道の心は、私心のないことだ。 

 すなわち、神の心である。神の尺度である。 

 この神の尺度に立ったとき、初めて正しい判断がなされ、精神と肉体、環境

の調和がなされるのである。 

 そのような生活をしたときに、私達は自分を知り、家族も平和で、国も栄え、

隣国との調和も保て、仏国土、すなわちユートピアの完成に近づくことができ

るのである。 

 心を失った思想によっては、人間の大調和もなく、闘争と破壊の阿修羅界を

造り出すのみではないだろうか。 

 正道成就は、中道の心を目標として、日常生活のなかでそれを実践し、絶え

ざる反省と報恩の行為をする、そのことによってなされるといえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ117 

 中道の道を歩むには、具体的にどうすれば良いか。 

 それは、釈迦が説かれた中道の目的にかなう八正道しかないのである。 

 正しく見る、正しく思う、正しく語る、の三つの精神作用は、人間がこの世

で生活する上に、もっとも大切な、そして基礎的な部分を占めている。 

 中国には、ことわざに、見ざる、聞かざる、いわざる、と三猿になぞらえて、

煩悩離脱の基礎条件を示している言葉があるほどだ。 

 煩悩という迷いが生じるのは、見たり、聞いたり、話したりすることから起

こることが多いのである。 

 それゆえに、煩悩を消滅するために、眼、耳、口を閉じよといっているわけ

である。 

 しかし、人間にとって、見る、聞く、語るは、いわゆる閉じることではない。 

 そうした精神作用をとおして、現実社会のなかで、それを正しく行なえとい

うことだ。 
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 三猿の例を、そのままうのみにしてはいけないのである。 

 それは、逃避になるからである。 

 中道を心の物差しとして、善悪を判断した生活、それが人生ではないだろう

か。 

 しかし三猿の例は、煩悩が生じるもっとも危険な精神作用への戒めであり、

人間の弱いところをついていることわざだ。 

 八正道の冒頭にある「正しく見る」とは、善なる中道の心の眼で見よ。「正

しく思う」とは、頭で考えないで、善なる中道の心で考えよ。「正しく語る」

とは、善なる中道の心で考えたことを語るようにせよ、といっているのである。 

 心とは、意識の中心であり、意識の中心は、自他の差別観のない善なる心だ。 

 

 

心の原点 Ｐ158 

 ・・・自己保存も自我我欲も自己中心のため、相手というものを忘れている、

一方的な、偏った考え方なのである。 

 このような考え方も、正しいとはいえないのだ。正しい、とは、偏りのない、

中道の考えと行為をいうのである。 

 他人をふくめての調和された生活が、万物の霊長である人類の、果たさなく

てはならない使命なのである。 

 

 

心の原点 Ｐ244 

 法律は、人間のつくったもので社会生活の秩序を守るためのものである。そ

れは、菩薩心の表われといえよう。 

 しかし、すべてが、法律に認められているから当然だという考え方は、中道

の心とはいいがたい。 

 法律は、行動に対する制約を加えても、心に制約を加えることはできないも

のだ。 

 自由な心は、神理である正法以外に得られない、安らぎの道は得られない、

ということを知るべきであろう。 

 これを踏みはずせば、自らの苦しみを造り出し、自らの善なる心で裁かねば

ならない。 

 これこそ、公平無私な法であるといえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ292 

 一念三千は無限大の方向に突き進む、ということだ。 

 悪を思えば、悪の極に、善を思えば善の極に通じる。 

 一念三千を角度をかえて解釈すると、人の心の無限性、つまり、自由をいっ

ている。 
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 しかしその自由な心を、悪につなげればやがて自分自身の首をしばることに

なってしまう。 

 いったい、悪とか善は、何を規準にいうのであろう。 

 ふつうは、人を殺めてはいけない、人の物を盗んでは悪いことだ、という解

釈である。 

 もちろん、盗んだり、殺したりすることは悪にちがいない。ところが、正法

からみた善、悪は、そうした行為を動かす心を問題にする。つまり、欲しがる

心、人を憎む想念は、自分が可愛い、自分さえよければという自己保存、自我

我欲があるからだ。もしそうした自我がなければ、盗んだり、横取りしたりす

る気持は働かないはずである。 

 一切の悪は、自己保存なのである。自己保存から出発する。自己保存を中道

に戻し、足ることを知った生活行為をして行けば、この世は調和された社会が

生まれるだろう。 

 神の審判は、人の行為も勿論だが、それよりもまず、その行為を行為として

働かすところの心、自己保存の想念、悪の一念が、いちばん重要視されるので

ある。 

 そういう意味においてまず私達は悪を思わず、常に善念を持って、正道に適

った生活をして行くようにしなければならない。 

 家庭の不和、病気、事業上の問題、公害、さまざまなトラブルは、自己保存

と足ることを知らない欲望がなせるワザであることを知らなくてはなるまい。 

 

 

心の原点 Ｐ345 

 大自然は調和という中道の心を教えている。 

 人間の体も、無理はいけないし、怠惰もいけない。心についても、怒ったり、

悲しんだりすれば、体に、精神に、悪い影響を与える。肉体も、心も、中道に

適った生活行為、つまり正しい想念と行為が必要なのである。 

 大自然は、そのことを教えている。同時に、大自然の心にさからえば、その

分量だけの苦しみがついてまわることも教えているのだ。 

 中道とは足ることを知った生活である。欲望にほんろうされない自分自身を

確立することだ。生老病死の苦しみは、こうした中道の心を失った自我と、執

着した想念、心にあったのである。 

 

 

心の指針 Ｐ017 

 自然は、正しい循環の法、ルールを示し、足ることを知った中道の神理を教

えています。 
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心の指針 Ｐ092 

 ・・・金がありすぎても、なくても、地位が高すぎても、低すぎても、とに

かく、人間は、その生活環境が右によっても、左にかたよっても、それに、心

まで動かされてしまいがちです。 

 そこで、何事も腹八分のたとえのように、中道を歩むことが大切なのです。 

 しかし、ここで間違えては困ることは、中道とは地位が高いからよくない、

貧乏だから心が貧しいということではありません。地位が高いのは、それだけ、

その人の努力の結果であり、貧乏といっても、それはその人にたいして、天が

ある修行を命じている場合もあるのです。ですから、自分の環境が、現在たと

えその両極端におかれていたとしても、自分は中道を歩いていない、俺はダメ

だ、というように悲観する必要はさらさらありません。 

 中道を歩むということ、その本来の意味は、人間はとかく、眼や耳や鼻、あ

るいは舌や身、意（自己保存）に左右されがちなので、こういうものに、心を

動かされるな、ということなのです。 

 

 

心の指針 Ｐ094 

 八正道は、人間をして、中道を歩ませる規範であります。天国につながるか

け橋です。左にかたよらず、右に曲らぬ中道への道、つまり、神性、仏性への

道、正覚への道なのです。 

 すなわち、一、正しく見ること、一、正しく思うこと、一、正しく語ること、

一、正しく仕事をなすこと、一、正しく生活すること、一、正しく道に精進す

ること、一、正しく念ずること、一、正しく定に入ること、の八つです。 

 この八つの規範の一つが欠けても、中道の道は歩めないし、正覚を得ること

も、不可能であると説いています。また、これ以上であってもいけない。たと

えば、戒を守れとか、瞑想のみの生活を送れとか、苦行せよ、といったような

ものです。 

 それは、釈迦自身が、いろいろな経験を通して得た中道への道は、八正道以

外にないと悟ったのであり、八正道こそ、神理につながり、この世に人間が生

存するかぎり、その神理は生き続けていくものであるからなのです。 

 

 

心の指針 Ｐ173 

 ふつう人間の意識活動は、念と執着がまざり合って動いています。そうして、

一方、比較的念の強い人に世の成功者が多いようです。だがしかし、金持三代

続かずというように、やがてその反動がやってくるのです。栄枯盛衰は人の世

の姿です。ある年代にきますと、浮世という言葉が実感として感じられるのも、

人の世が念と執着がまざり合い、ぶつかりあい、念の作用である循環の作用の

なかで生きているからです。 

 正しい念は中道という慈悲、愛を根底としたものが最上であり、また、人間
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の姿は本来そうあるべきものなのです。 

 

 

心の指針 Ｐ203 

 ・・・人は肉体の自由を求めようとします。思想の自由、言論の自由からは

じまって、何もかも自由に結びつけてきます。そうすると、この世の中は混乱

してきます。現象界は、万事は三次元的に出来ていますから、三次元のルール

を外すと、苦しみが生まれてくるのです。 

 三次元のルールとは中道という片寄りのない生活の基本です。 

 このルールが崩れてくると、作用・反作用の法則が大きく振幅し、さまざま

な障害が現れてきます。人びとの悲しみ苦しみは、こうしたルールを踏み外し

た生活行為と、心と肉体の関係を理解していないがためにおこるのです。 

 心の自由さは四次元以上の世界なのです。したがって、肉体を持つかぎりは、

中道という秩序にしたがい、そうして心の自由さ、心の尊厳さを認め合いなが

ら生きてゆかなければならないのです。 

 ここに私たちの心の修行があり、中道という正法の大きな意義があるのです 

 

 

心眼を開く Ｐ014 

 今から二千五百有余年前に、正法神理が説かれています。正法神理にそう生

活は、中道という物差しで、原因をとりのぞく反省の行為を怠らぬことである、

と。また二千年前にもイエス・キリストが愛を説き、愛に生きるには、まずそ

の罪を懺悔することであるといっています。反省も懺悔も、ともに同じです。

仏教では反省を止観といっており、禅定の基礎も、中道に照らした反省にあり

ました。 

 中道に照らした反省とその行為が生まれてくれば、間違った原因がとりのぞ

かれたことなのですから、神の光がふりそそがれ、現象生活は自然と整ってく

るのです。本来与えられていた慈愛の光を、自らの力によって心のスモッグを

取り去り、再びうけるのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ029 

 魔は、自分の心にあります。したがって内から外に、外から内にむかって、

常にゆれ動くものです。指導者が誤った方向に動くと、多くの人びとは迷い苦

しみ、魔の支配下におかれてしまいます。 

 魔に打ち克つにはどうすればよいか。それは中道の心しかないのです。中道

の心は大自然が教えています。太陽の熱、光に強弱はありません。空気に増減

はありません。一日は昼夜の別があって、決して一方に片寄ることがありませ

ん。だから、この地上に生命が生かされ、調和という環境が与えられているの

です。 
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 正法の目的は中道であり、私たちの心も肉体も、片寄らない、中道が必要な

のです。それには、まずものの見方から中道にそうようにしなければなりませ

ん。自己の立場を捨て、客観的に見る目を養うことが大事です。置かれた立場

を固執し、欲望のままに見るクセを持っていては、魔の支配下におかれてしま

います。 

 どんな場合でも、自然が教える正法を尺度としての、正しい見方、判断、思

いを忘れてはなりません。正法とは、大自然が教える中道の神理であり、一切

の尺度はここにあることを銘記すべきです。 

 

 

心眼を開く Ｐ047 

 人生は、山あり、谷ありで、想像もできない、いろいろな壁につき当ります。

これによってたくましくなる者もあれば、自分の力を出し切らずに終ってしま

う者もあります。強気も弱気も、だいたいは、この地上での習慣に身をまかせ

た場合が多く、人間はなんの目的で生まれてきたかを知らずに、あの世に帰る

者があとを絶ちません。長い目でみるならば、そこが人間としての魂磨きとい

えましょうが、しかし、中道の心がわかり、己の心の在り方、想念の持ち方を、

正法にそって生かしてゆくならば、心も、肉体も、よりすこやかに保全されて

くるのです。 

 人間の幸、不幸の分かれ目は、肉体という舟を動かしているところの各人の

心、想念、魂であります。その魂が、正法にそった中道の心で、ものを見、語

り、思うことによって、日常の生活を正しく想念、行為するならば、心と肉体、

己自身と周囲の環境というものは、自然に整えられてくるものなのです。 

 人間の肉体はその心の持ち方によって、いっそう健全になり、健康な肉体は、

心をますます明るくしてゆくものです。色心不二とは、正法の神髄をいったも

のであり、それはまた中道の心でもあったのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ065 

 仏国土は人びとの調和にあります。人びとの調和は、個々の調和の集合によ

って達成されるものではないでしょうか。己自身の調和がなければ、仏国土の

実現は画餅になってしまうでしょう。人類は個人の集りです。人類の調和は一

人一人がめざめることにあります。一人一人が自己を悟り、心の王国をつくり

だすことです。病人を治すには、まず自分自身が健康であり、病気に精通して

いなければなりません。心についても、己自身の心の王国が確立されていなけ

ればならないでしょう。 

 正法の根本は八正道です。八正道は己の心を中道という調和にひき戻す神の

規範です。その規範に、無理がなく、心が自然についていける自分自身になっ

たときに、人ははじめて、菩薩の行が整ってくるのです。 

 八正道も知らず、心の調和もなし得ない者に、どうして菩薩行がなし得まし
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ょう。不安と混乱を巻き起こすのみです。 

 

 

心眼を開く Ｐ067 

 不安と混迷の世界から解放されるには、人はどうすればよいか、どう生きた

らいいのでしょうか。 

 それにはまず「足ることを知った生活」を送ることです。人間はいくら力ん

でも、頑張っても、百才まで生きることはむずかしいものです。この世の物を

全部一人占めしても、あの世に持ち去ることはできません。生まれたときが裸

なら、死ぬときも裸です。そうだとすれば、生きてゆくのに必要なものさえあ

れば充分ではないでしょうか。 

 「足ること」というと、いかにも、古い、といわれるかも知れません。洋の

東西を問わず、かつての小市民の生活は、いわばその分を守らざるを得ないよ

うな形で我慢を強いられ、権力におもねなければ生きてはいけませんでした。

戦後の我が国は、いわばこうした抑圧された生活の反動として、外国にもみら

れぬ自由国？が生まれましたが、不安と混迷は、戦前よりも激しいといえまし

ょう。積極的意味での「足ること」を知らないがために、こうした結果が生じ

たといってもいいのです。 

 私のいう「足ること」とは、正道を知った生活なのです。人生の目的と使命

を悟り、中道という大自然の法にそった生活を指しているのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ086 

 悪魔から自分を守るには、正道のフィルターを通すことが大事です。正道の

フィルターは中道の尺度です。自分の置かれている立場をいったん捨てて、自

分を客観的に眺めることです。そうしてそれは何も五官の世界のみでなく、あ

の世からの誘惑についても同じことがいえるのです。これが出来ないと、何が

正しく、何が不正であるか、善と悪のケジメさえわからなくなってしまいます。 

 悪魔は、もともと執着と欲望の塊りであり、他人はもとより、憑かせている

本人の心さえも狂わしていく。血も涙もない非情なものです。しかしこうした

悪魔に憑かれるには、憑かれるだけの原因がなければなりません。 

 すなわち、怒り、愚痴、ねたみ、しっと、そしり、足ることを忘れた欲望と

いう想念行為、それがその原因です。こうした心は、目や口や耳を通して、外

から入ってくる場合もあるし、不平不満の自らの心がつくり出す場合もありま

す。善も悪も、自分の心の在り方がつくり出した天国と地獄であり、一念三千

の心の方向が、その人自身の意識界をつくっているわけです。 

 「私は一所懸命、正法流布に活動した」と吹聴したときには、すでに自己保

存の自分にかえっています。不平不満は報いを求めようとしたときから始まり

ます。したがって、悪魔のささやきは誰の心にもきこえるということを知って

ください。 
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 正見、正思、正語、正業、正命、正進、正念、正定こそ中道のフィルターで

あり、感謝と報恩の行為をしている者には、悪魔は、近寄ることができないも

のです。 

 

 

心眼を開く Ｐ093 

 今日の人びとの心は、足ることを知らぬ欲望にふり回され、自分を失ってい

るといえます。人生の目的を自覚し、大自然が教える中道の心を知るならば、

足ることを知った生活、つまり、神の子の自分を自覚するならば、欲望、我執

に翻弄される無意味さを悟ることが出来るでしょう。 

 足ることは我慢ではない、あきらめでもありません。神の子の己を自覚した

想念と行為を意味するのです。与えられた環境、仕事に対しては、全力を挙げ

てこれに当ります。それは欲望に燃えてそうするのではなく、調和に役立てる

ためにそうするのです。 

 商人は利を求めますが、利を求めるなとは、正法では決していっていません。

大事なことは求めて得た利益をどう処分するか、自分だけのことに使うか、家

族や従業員に分け与えるか、不幸な人びとに愛の手をさし出すか。 

 足ることを知らない人たちは、自分が中心であり、人のことなど構いません。

大気汚染や河川のよごれは、企業エゴイズムがそうさせたものであり、経済の

歯車は、こうした企業エゴを中心に動いてきたので、今日では、ここから脱皮

しようにも身動き出来ないというのが現状です。自分だけのことを考えれば、

やがてその結果は自分にハネ返ってきます。 

 足ることを知った生活環境は、仏国土という相互扶助、愛に満ちた世界なの

です。そうして、そうした世界に住するようになれば、人の心はさらにより広

く、大きく進化させることが出来るでしょう。 

 仏教の言葉に諸法無我というのがあります。諸法とは、大宇宙、小宇宙を動

かし、秩序を保っているところの神理。そして、一切のものはすべて循環とい

う法の下にあります。循環という秩序です。無我とは、意思がないというので

はありません。自分勝手の自分ではなく、公平無私な中道ということなのです。

法に欲望や自分があったら法になりません。法とは公平無私な規範であり、万

物を生かす秩序です。太陽の熱、光に好き嫌いの感情があったらどうなるでし

ょう、一切の生物は生きてはいけません。 

 諸法無我───つまり森羅万象は、中道にそって、生かされ、生きているの

です。私たちの心も、諸法無我にそって生きなければならないでしょう。中道

から外れれば、外れた分量だけ苦しまねばなりません。五官六根のみに頼った

生活、あるいは無我というから、自分を無くした生活をすればよいと考えたら

大変です。意思のない法、秩序というものはないのです。 

 法として存在する以上は、必ずその底には意思があり、意思が働いているか

ら、秩序正しき法が存在するのです。 

 その意思は、中道という片寄らない神の心、公平にして無私なる心、万物を
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生かし、己の心を宇宙大に広げた心なのです。 

 心の安らぎは、こうした中道に向った反省と、修正した行為によって、自然

につちかわれていくものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ127 

 ・・・信に片寄っても、行に走りすぎても、真実の人間を形作ることはでき

ません。信と行は、車の両輪のように不離一体をなして進んでゆくものです。

真の信心は、神の子としての自覚であり、行は、その自覚にもとづいた生活行

為です。正道に適った反省と努力が行です。 

 それゆえ、正法は、信と行とが絶えず一体となり、中道という精神にもとづ

いた生活行為が、無理なく、自然に、行えるようになってゆくのが、正法者の

あり方であり、また、正法は、そうした世界にのみ生きてくるものです。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ038 

 不調和な霊に支配されるということは、本人の考えや行動が、中道という正

しい調和のあり方からはずれ、自己中心の片寄った方向に心が歪んでしまうか

らである。行為は、心のあり方によって決まってくる。また行為によって、心

の動きは影響される。想念と行為の循環である。不調和な方向に進むとますま

す不調和になってしまう。 

 私たちの心は、常に次元の異なる世界に通じているので、心の針の示す方向

によって、天上界にも、地上界にも、すぐさまコンタクトされるという仕組み

になっている。調和した世界に通じているときは、人類はみな兄弟だという考

えで、すべてにわたって安定した相互関係が保たれ、足ることを知った生活が

できてくる。反対に、不調和な心である場合は、欲望の渦の中に埋没し、心に

平安のない毎日を送ることになってしまう。 

 

 

心の対話 Ｐ014 

 正法とは、水の流れのようにとらわれがなく、万物を生かしながら、正しい

循環をくりかえし、水自体の生命をも永遠に生かしているものをいうわけです。

また水自体の生命が永遠であるということは、水の質量に変化のないことを意

味します。つまり、ふえもしなければ減りもしないということです。それは、

まさに物に片寄らない中道に水が生きているからといえるでしょう。 

 私たちの現実の生活に当てはめますと、物に執着し、心が片寄ると苦しみと

なって現われます。心が片寄ると、自分も苦しく、周囲もまた暗い雰囲気に包

まれてきます。これでは自分も生きないし、周囲も明るく生きられません。自

分を生かし、他を生かすには、正法にそった中道の生き方、つまり物にとらわ

れない水の流れのように生きてこそ、自分を生かし、他をも生かすことになり
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ます。他を生かすとは愛のあらわれです。ですから、正法に生きるとは、愛に

生きることと同義語になるわけです。物にとらわれず、清冽な水のように他を

生かす愛の行為こそ、正法のかなめであり、正法の神髄といえるわけです。 

 

 

心の対話 Ｐ029 

 ふつう人間の意識活動は、念と執着がまざり合って動いています。比較的念

の強い人に世の成功者が多いようです。そのため強欲な人ほど成功するので、

悪人が栄え善人が、バカをみるような社会をつくっていますが、成功者が必ず

しも安心した生活を送っているとはいい切れません。多くの物を持つだけに、

絶えず不安と不信のなかで生活することが多いのです。 

 これはなぜかといいますと、念と執着がまざり合い、ぶつかりあい、念の作

用である循環の作用をうけているからです。正しい念は中道という慈悲、愛を

目的としたものを最上とし、そうあるべきが人間本来の姿だからです。 

 

 

心の対話 Ｐ040 

 ・・・人は肉体の自由を求めようとします。思想の自由、言論の自由からは

じまって、なにもかも自由に結びつけてきます。そうすると、この世の中は混

乱してきます。現象界は、万事が三次元的にできていますから、三次元のルー

ルをはずすと、苦しみが生れてくるのです。 

 三次元のルールとは中道という片寄りのない生活が基本です。このルールが

崩れてくると、作用、反作用の法則が大きく振幅し、さまざまな障害が現われ

てきます。人びとの悲しみ苦しみは、こうしたその心と肉体の関係を理解して

いないためと、ルールを踏みはずした生活行為にあるわけです。 

 心の自由さは四次元以上の世界なのです。したがって、肉体を持つかぎりは、

調和という秩序にしたがい、お互いの心の自由、心の尊厳さを認め合いながら

生きていかなければならないのです。 

 

 

心の対話 Ｐ043 

 ・・・要するに業とは、五官六根にもとづく執着の想念がつくり出した黒い

循環の想念───観念、換言すれば、とらわれた心、これを業というのです。 

 このために、善にしろ、悪にしろ、業をつくってゆきますと、それに心がひ

きまわされます。悪いと知りつつ悪を犯してしまう。人の意見が正しいと思っ

ても、その意見にあえてさからい、逆な方向に自分を持っていってしまいます。

奇癖、頑固、優柔不断など、すべて業の作用であります。 

 業想念というのは、地上の相対観念に自分の意識、魂がふりまわされている

状態をいいます。金銭は絶対であり生命の次に大事なもの、地位が高ければ人

びとから尊敬される、働くのはバカバカしい、人生は面白おかしく過ごすほう
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が得だ……といったようにです。 

 したがって業想念は、やがて業をつくってゆき、来世に生まれても、その業

にひきずられる要因を生み出してゆきます。 

 業にしろ、業想念にしろ、私たちは、大なり小なりその影響をうけながら生

活しており、転生輪廻を続けているというのが現実です。 

 そこで、こうした業からぬけ出すにはどうすればよいかといえば、中道にそ

った想念行為をすることが大事なわけです。なぜ大事かといえば、とらわれが

多ければ悩みも多いはずだからです。悩みが多ければ人生は灰色になってくる

でしょう。心に安らぎは出てきません。 

 真の安らぎは物事に対する執着から離れることにあるからです。 

 一切の執着が去った姿を涅槃寂静ともいい、これは絶対安心の釈迦の境涯を

いったものです。また、解脱という言葉がありますが、これは、人間の宿命的

な業から離れたことをいうのであります。 

 相対的な業想念にふりまわされず、中道にそう生活に意をそそぎ、安らぎの

ある自分をつくっていきたいものです。 

 

 

愛は憎しみを越えて Ｐ325 

 大自然の調和された姿こそ、神の心の現われである。神の意は、このように

大自然の中に秘められている。それは調和であり、調和は片寄りのない中道の

道で、慈悲と愛の塊りということだ。 

 この大自然の慈愛に、感謝する心が大事である。そして報恩という行為が伴

った時、感謝の心が多くの人びとの心に光明を与えることになるだろう。それ

は人びとの心に調和への行為が実現されていくからだ。これこそ万物の霊長と

しての、人の道といえるだろう。 

 このようにして、正しい法の灯火は、その人びとの心と行ないの中に点火さ

れていくものだ。 

 片寄りのない中道の心こそ、人生航路に必要な心の物差しなのである。その

心の物差しで、自らの思念と行為を反省し、より心の境地を高めていった時、

人間は一切の苦しみから解脱し、執着心の愚かさを悟ることができるものだ。

その時に心の曇りが晴れて、神の光によって満たされ、心の平安が築かれてい

くだろう。 

 

 

天使の再来 Ｐ036 

 中道を歩めということは、人間は、とかく、眼や耳や鼻、あるいは舌や身、

意（自己主義）に左右されがちなので、その本旨は、こういうものに、心を動

かされるな、ということをいっているのです 
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反省の要 Ｐ133 

 人間は、神の子である。神の子ということは、宇宙即我という神の心を具有

しているからにほかならない。神は自らその叡知と無限のエネルギーを生み出

し、貯え、放出してこの大宇宙をつくられた。そうして、その創作した天地に、

中道という「法」に生命をふきこみ、そのなかに、姿をかくされた。万生万物

は、中道という「法」を通して生かされ、生きてゆく生命体となったのである。

しかし人間は神の子として、神の意を体し、この地上を仏国土とすべく、何千

何万という人類が誕生したのである。人類の目的は、仏国土という「法」の具

現化であり、心の王国をうつした社会をつくることである。神がその姿を万生

万物を生かすエネルギーにかえると同時に、人類という姿にかわられたわけで

ある。人間が神の子であるというその事実は、天地創造と同時に生まれたもの

である。 

 

 

反省の要 Ｐ137 

 想念の流れを水に譬えてみると、水は無色透明である。次々と湧き出る水は

あくまで無色無臭の水だ。その清水に、知性という青色の染料、感情という赤

色の染料、本能という黄色の染料があって、それぞれが意志を通して勝手な行

動をとり、青や赤や黄色の染料が流れ出たとすれば、水はそれぞれの色に染ま

ってゆくであろう。そうして無色透明の水は次第に清水としての機能を失って

ゆく。 

 しかし、水がいろいろな色彩をつけたからといっても、水そのものの本質に

はかわりはないはずだ。清水に色が付着したということにすぎないからである。

水はどんどん流れ出ており、青、赤、黄の染料の流出をとめれば、ただちに元

の清水にかえるであろう。青、赤、黄の染料の流出を、誰がセーブしてゆくか。

つまり、清水にもどしたり、中和させる働きは、どの部門かといえば、それは

理性なのである。理性という中和剤が、三つの染料を清水にかえ、あるいは清

水に近いものにして意志に働くときに、人間の想念と行為は、本来の姿に戻っ

てゆくのである。 

 中道の心は、私心のないことである。色のつかない心だ。まるく大きい、そ

して、理性の働きが各部門に万遍なくゆきわたり、それぞれの染料を中和させ

てしまう状態をいう。こうした時に、心全体を蔽っていた諸々の色彩がうすれ

て、神から直接の光をうけることになるのである。いうなれば無色透明な水に

還ってゆくのである。 

 このように想念という清水、エネルギーは、人間の心と肉体を形作っている

源であり、想念の浄化こそ神の子にかえる唯一の道であるということがいえる。 

 

 

反省の要 Ｐ158 

 現代の物質文明下に、人間から欲望をとり去れということは酷であろう。ま
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た、人間は、心と肉体という二つの機構と異質のボディーを持って現象界で生

活しているわけだから、あの世の規準をそのまま当てはめることはできないし、

現代の意識社会ではそれは不可能であろう。 

 そこで大事なことは、精神と肉体の調和、つまり、そのどちらにも片寄らな

い生活態度が現象界の人間に課せられた生き方ということになろう。 

 すなわち、足ることを知った生活、感謝と報恩の生活、協調、協力の生活と

いうことになる。 

 足ることとは、与えられた現在の環境を最善に生かし、度を越えないこと。

度とは欲望の発展である。協調、協力とは共存である。たがいにないものを補

い合い、助け合う。 

 こうした生活態度は、そのまま中道の生活であり、本能の機能が円満な姿で

働いていることを意味する。 

 

 

心行の言霊 Ｐ003 

 生まれたばかりの赤児を想起してください。赤児は自然のままに生きていま

す。ひもじくなれば泣きもしますが、満たされればスヤスヤと眠り、あれこれ、

恣意を働かせることはありません。嬰児の顔は平和そのものです。かわいいで

す。だから、嬰児を見ていると、たいていの人は心が和みます。大事に扱いま

す。嬰児は、自己限定の煩悩がないので、安らぎに満ちているからです。 

 正法とは、そうした素直な心をいうのであり、自己限定の執着を離れた心を

指します。 

 で、それには五官にもとづく、さまざまな欲望から離れること、足ることを

知った生活をしなくてはなりません。自分の都合のみで心を騒がせては彼岸で

ある心の安らぎには、いつになっても到達できません。 

 足ることの生活は、まず、正法という中道の生活、調和の生活、慈悲の生活、

愛の生活であります。まず、己自身の調和の生活から始まり、次いで、人と人

との調和にあります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ179 

 煩悩、菩提というものは、人間がこの地上で生活する上において欠かせない

仕組みですが、しかしこの間をさまようかぎりは、人間はいつになっても菩提

心を結実させることはできません。ひらたくいえば、悪(煩悩)と善(菩提)の間か

ら抜け出さないかぎり、絶対の善には至ることができません。 

 悪は善に至るための方便であり、善をよりのばすための素材であるのです。

このため、相対の善から、絶対の善、つまりが慈悲、愛に至るように努めるこ

とが大事であり、それにはどうすればいいか、いうなれば真の菩提心に至るた

めにはどうすればいいかとなれば、それは中道をおいて、ほかにはないという

ことであります。 
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 善悪の尺度は、通常は自分の都合から発しています。自分の都合とは自己保

存です。これでは慈悲とか愛の心を知ることは出来ません。そこでひとまず自

分を傍らにおいて、客観的な立場から物事を見ることが真の菩提心を発見する

近道なのであります。煩悩即菩提という言葉は、こうした立場から初めて真に

その意味を持ってくるのであり、悟りの境地も煩悩を超えることによって得ら

れるものなのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ203 

 正道成就は、苦楽の両極の中から得ることはなかなかむずかしいものです。

どうしても自我の渦中に陥ります。 

 中道の心がわかっていればいいのですが、中道の心は、求めれば求めるほど、

実に奥深いものです。それだけに、毎日の実生活のなかにあって、常に反省と

いう行為を忘れず、精神と肉体の調和、環境の調和というものを心がけること

が必要なわけです。 

 ここで中道について考えてみましょう。 

 中道とは、文字通り真中の道であります。真中とは、いわば円の中心、扇の

要です。この世は、天地、男女、善悪、美醜、というように、すべてが相対的

にできており、そうして、人はその相対の中にあって魂を磨くようにできてい

ます。 

 したがって、魂を磨くというプロセスからみれば、相対の世界はまたとない

修行の場になるわけですが、しかしその中に沈みっ放しではこの世に生まれ出

た意味を知らないままにあの世に舞い戻ってしまいます。無常の現世を体験す

ることにより、相対の苦界から脱け出す工夫が必要であり、そのために人間は

現象界にあるのです。それではどうすればよいのか。この点については煩悩即

菩提のところで説明したように、自我にもとづくものの考え方をまず改めなけ

れば中道の心はつかめません。 

 ものの正、不正や善悪というものは、客観的な立場にたたないと正確に判断

することはできません。よくけんか両成敗とか、泥棒にも三分の理といわれる

ように、正と不正、善と悪の区別はなかなかつけにくいものです。 

 一応今日の社会は法律によって、人のものを盗むことは悪い、人を助けるこ

とは善いということになっていますが、国と国との争いになると、こうした人

間としての本来の理念から離れ、国民の利益、民族の興亡の是非が尺度になっ

てしまいます。 

 また私たちの一人一人の日常生活における善悪、正、不正の尺度というもの

も、理念よりは自分の利益、家族の幸福が先行していきます。理屈はどうあれ、

自分をほめてくれる人は善い人であり、自分を罵倒する者は悪者だというわけ

です。 

 このように私たちの日常なり、国と国の関係はこうした自分のつごう、自己

保存によって動いており、善悪、正、不正の規準は、まったくバラバラである
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というのが現実です。法律はあっても、法律以前の個々の自己保存の感情によ

って、善悪を決め、正、不正をはかっています。 

 これでは中道の心はわかりません。中道の心は、自我の自分を離れて、客観

的な立場に立たなければ見出すことはできないのです。 

 それには、常に白紙になれる自分であることです。知識や経験によって頭の

中にいろいろなものがつめこまれています。こうした知識や経験というものを、

ひとまず傍らに置いて、自分の姿というものを他人の立場で眺めてみることが

大事です。個人個人の知識、経験などはたかがしれています。そういう浅い狭

い尺度でものをみてしまうと、自分の立場もわからなく、状況判断も狂ってき

ます。 

 中道の心とは、裸の心、私心のないことです。神の尺度です。神の尺度に立

った時に、初めて、正しい判断がなされ、精神と肉体、環境の調和というもの

が生まれてくるのです。 

 正道成就は、中道の心を目的としたたゆまざる反省と行為によって達成され

てゆくものです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ208 

 中道の道を歩むために、では具体的にどうすればよいのでしょうか。それは、

中道の心と生活を規範とする八正道を実践するしかありません。 

 正しく見る、思う、語る、の三つの精神作用は、人間がこの世で生活する上

に、もっとも大事な、そして、基本的なものです。 

 天台大師は、これを、見ざる、聞かざる、語らざる、の三猿になぞらえ、煩

悩遠離の基本的条件にしています。 

 煩悩という迷いは、見たり、聞いたり、話したりすることから生じることが

多いからです。それ故に、煩悩を滅するためには、目、耳、口を閉じよと言っ

ているわけです。 

 しかしそのいわんとする狙いはどこにあるかといいますと、正しい精神作用

を通じて、現実社会の中で、正しく行なえ、ということです。天台大師はこれ

を、煩悩を閉じよ、と表現したわけなのです。八正道はいわば、在家の行です

が、天台大師の三猿の喩えは、いうなれば出家の行にあたるでしょう。 

 天台大師がいうように、この三つは、煩悩を生じせしめるもっとも危険な精

神作用であり、人間の弱さがここにあるわけです。だからこそ、まず、この三

つを八正道の冒頭にあげ、「正しく見る」とは、心の眼で見よ、「正しく思う」

とは、頭で考えず、心で考えよ、「正しく語る」とは、心で考えたことを語る

ようにせよ、といっているのです。 

 心とは、意識の中心であり、意識の中心は自他の差別感のない善なる心です。 
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心行の言霊 Ｐ210 

 八正道の目的は生老病死の迷いを消滅させ、正法の精神である慈悲の心と愛

の行為が自然に行えるようになることであり、それはまた中道の心の具現にあ

ります。 

 中道の心がなぜ慈悲と愛につながるかというと、中道は、すべてを生かす道

だからです。生きとし生けるものを活かしつづけるものは神の心であり、私た

ちがこの地上界に生活できるのも、大地が有り、水が有り、空気が有り、そこ

に太陽の熱、光が常に放射されているからです。 

 こうした自然界の生命を育む条件というものは、自然界そのものが常に、右

にも、左にも片寄らない中道の道を歩んでいるからです。 

 たとえば、私たちが吸っている空気の総量は常に一定に保たれています。全

体に増えたり、減ったりはしません。もし空気が増えたり、減ったりするなら

ば、人間を含めたあらゆる生物はこの地上に生存することができないでしょう。 

 太陽の熱・光についても、時には強くなったり、弱くなったりすればどうな

るでしょう。生物は生きて行けません。草木も太陽の熱、光が強烈に照りつけ

るならば焼きつくされてしまいます。反対に弱くなれば氷河時代が再来し、こ

れまた生物の生存は許されません。 

 このように、自然の条件というものは、常に中道の道を歩み、それによって

生きとし生けるものを生かしつづけているのです。 

 したがって、中道の道は万生万物を生かす働きであり、それはとりもなおさ

ず慈悲と愛の心の現われということになるでしょう。 

 八正道とは、この大自然の中道の精神、慈悲と愛の具現であり、私たちの生

活も、大自然の心を自らの心とした生活によって、はじめて、安らぎある調和

へと導かれるわけです。 

 さて、それでは安らぎある生活とはどういうものをいうのでしょうか。 

 しかし、その前に、安らぎのない生活とはどんな生活を指すのでしょうか。 

 すでに述べて来たように、それは煩悩という迷いの心、執着の心が強くなる

と、不安と混乱が巻き起こってきます。 

 迷いや執着というものは、肉体・五官に心がとらわれるからか起こってきま

す。各人の意識がその乗り舟である肉体・五官を通して、ものを思うために、

人間は知らぬ間に、肉体保存を根底とした、見方、思い方、行動を起こしてし

まいます。しかし、肉体がなければこの地上の生活は営めません。問題はこれ

にとらわれるから執着になる、ということです。 

 肉体を大事にすることと、肉体に執着を持つこととは、同じではありません。 

 執着とは自己本位、ご都合主義、我欲です。人はどうでも自分さえよければ

いい、というエゴが執着の想念です。 

 肉体を大事にするということは、もともと肉体は両親からいただいたもので

あり、また両親はその前の両親からいただいて・・・と、そうして、順次さか

のぼってゆくと、私たちの肉体は、もとは神から与えられたものであるからで

す。 
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 このように肉体は自分のもののようでも、実は自分のものではないというわ

けです。借り物である以上は、これを大事に扱うのは当然ではないでしょうか。 

 執着というものは、神から与えられたその肉体を自分のものと思い込み、他

と自分とを差別する意識が生んだ悪の想念なのです。 

 こうした想念に心がゆれてくると、人を憎み、怒り、そねみ、足ることを忘

れた欲望にふりまわされ、やがてそれは自閉症、ノイローゼ、精神病にも発展

してゆきます。 

 これでは安らぎある生活とはいえません。安らぎある生活とは、ものに執着

しない生活なのです。ものへの執着心が少なくなればなるほど、安心の境地に

のぼってゆきます。 

 人が困っているのを救ったとします。そのことをあなたはどのように感じま

すか。 

 反対に、人が困っているのを見て、あざ笑ったとします。おそらく、その人

は修羅の心で自分自身さえ分からなくなり、心は安らぎを失っていることでし

ょう。 

 愛の行為は人間の本性なのです。それは、執着から離れることによって、ま

すます大きくなってゆくものです。 

 中道の道とは、自分を愛し、他人をも愛することです。自分を愛することは

執着ではありません。神性の自分を自覚すると、自分を愛さずにはいられなく

なるからです。 

 人の心は人類の数ほどもあると思うでしょう。しかし、人の心は一つしかあ

りません。映画や芝居を見、小説を読んで、あなたは悲しい場面で笑いますか、

楽しい場面で泣きますか。ちがうでしょう。人の心は一つに結ばれているから

です。 

 自分を愛するとは、すなわち人を愛することなのです。 

 他を生かし、自分も生きることなのです。 

 心は一つですから、自己愛は、利他愛につながらなければならない性質を持

つものなのです。 

 苦しい、悲しいという心は自己本位の我欲が先に立つのでそうなります。自

己本位の我欲は、一方が楽しいときは、一方が悲しいときです。この地上に争

いや混乱が絶えないのも、こうした相対的な心が支配するからです。 

 中道とは、相対の考え方、思い方から離れることであり、みんなが楽しい調

和された生活ができるような道です。 

 八正道の一つ一つの規範は、大自然が教える法の在り方、中道の生き方を教

えるものです。 

 めぐみを与え、悲しみを取り除く慈悲の心で、他を生かし、助け合う愛の行

為を行じることが中道の道であり、八正道の目的です。 

 八正道を毎日の生活に、活かしてゆきますと、心のさまざまな動きがわかり、

やがて人の心の動きも分かるようになって来ます。 
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心行の言霊 Ｐ242 

 中道とは仏教でいう色心不二です。 

 色心不ニの生活は、調和ある精神的、肉体的生活を意味する。人間の生活は、

そのどちらに片寄っても不調和になってしまいます。 

 たとえば、煩悩を滅却したいとして肉体行に打ち込み、滝に打たれ、断食を

し、己の肉体をないがしろにすると、やがて健康を損ない、自分の心をも見失

ってゆきます。自分を失うとは魔に犯され、普通の生活ができなくなることで

す。 

 肉体行は、精神のみにウエイトを置き、肉体を無視するところにあります。

しかし、その精神についても正しい精神の在り方である、正法を規準としたも

のではないので、それ自体にも問題があることはもちろんです。 

 また、精神を無視し肉体中心の生活に比重が傾いてきますと、今日のような

混乱した社会ができ、家庭も、人とのつながりも瓦解してゆきます。 

 では正しい生活とはどうすればよいものか、 

 それは八正道の目的である中道を物差しとして、己の業を修正し、中道に適

った生活をするということです。 

 業は私たちの性格、性質の上に、その人の短所という形で現われています。 

 人の短所は自分自身にも他人に対しても、よい結果を及ぼしません。 

 怒り、愚痴、優柔不断、独善、気取り、強欲、中傷、そねみ、粗野、多弁、

排他、増上慢、引っ込み思案、自閉、出しゃばり、憎しみ、怠惰・・・。 

 こうした性格は自分自身を孤立させ、自分の運命を不幸にして行きます。 

 正しい生活は、まず自分の短所を長所に変えてゆくことから始まります。 

 

 長所とは、明るく朗らかで、素直であり、人と協力し、助け合い、補い合っ

てゆく調和の性格です。 

 人間は、みなこうした心を持ち、そうした性格を持っているのですが、環境、

教育、習慣などの影響をうけてさまざまな業を作り出してしまっています。 

 業が身につくと、業自体が回転を始めるため、怒りの場面にぶつかると、習

慣的についカッとなってしまいます。 

 つまり業というものも常にリンネします。“わかっちゃいるけどやめられな

い”というのが業なのです。 

 人の欠点の三分のニは今世のもの、残り三分の一は過去世の業といってもい

いでしょう。 

 したがって三分の一の業は、反省してもなかなかその原因をつかまえること

がむずかしいものです。しかし、今世の三分の二の業が、これの影響をうけて

働いていますので、その三分のニの業を修正することによって、修正すること

が可能です。 

 己の欠点を正すことは、己の安心につながることであり、己の心が安心し明

るくなれば、自分の周囲も明るくなります。 

 正しい生活は、こうして、まず自分自身から修正して、初めて可能なのです
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が、それには、八正道の規範である「正定」による正しい反省が重要になって

きます。 

 中道に反する生活は、すべて自己保存という想念行為が原因であり、自己中

心のエゴ、原罪にあるわけです。 

 原罪とは肉体五官による六根、迷い、煩悩にあるのですから、まず、六根を

清浄にする反省の生活が自分の業を修正することになります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ256 

 思うこと、念ずることは、万生万物の創造であり、仕事を為し得るエネルギ

ーでありますから、これを正すことがなにをさておいても重要であるといえま

す。 

 人の幸、不幸の別れ目は、心の中の思うこと、念ずることによって決定され

てゆきます。 

 また、想念は、カルマをつくってゆきますから、そのカルマを超えるために

も、左右に片寄らない心の在り方が重要になります。 

 中道の想念は、慈悲と愛、そうしてそれは調和というバランスがとれた状態

をいうわけですが、中道の極致は神の心であり、法でありますから、ここまで

人の心が昇華しますと、人は苦楽のカルマから本当に解脱することができます。 

 

 

心行の言霊 Ｐ322 

 正法の根本は中道であり、中道の極点は調和という神仏の心です。 

 それには一切の執着から離れ、あるいは離れる努力から正法に適う生き方が

生まれてくるわけです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ333 

 大自然は調和という中道の心を教えています.人間の体も無理はいけないし、

怠惰もいけません。心についても、怒ったり、悲しんだりすれば、体に、精神

に、悪い影響を与えます。肉体も心も、中道に適った生活行為、つまり正しい

想念と行為が必要なのです。大自然は、そのことを教えていると同時に、大自

然の心にさからえば、その分量だけの苦しみがついてまわることも教えていま

す。中道とは足ることを知った生活です。欲望にほんろうされない自分自身を

確立することです。生老病死の苦しみは、こうした中道の心を失った自我我欲

に執着した想念、心にあったのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ406 

【実践】 
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 人は反省することによって前進する 

 しかし反省の功徳は 反省後の中道の実践にかかっている 

 実践のない反省は 観念の遊技にすぎない 

 

 

心行の解説 Ｐ011 

 中道とは文字通り真中の道であります。真中とは円であれば円の中心、要（か

なめ）であり、それを知るにはまず自我にもとづいた考え方を改めなければな

りません。中道の心は自我を離れた客観的な立場にたたなければ見出すことは

出来ないのであります。 

 中道の心とは私心のないことです。神の尺度です。この神の尺度に立った時

に、はじめて正しい判断ができ、精神と肉体、環境の調和というものは生れて

くるのです。 
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2-4）【中道（丸山弘先生のご指導）】 

1986-05 月 Ｐ007【伝道だより】 

 人間の価値観の一つは、感謝にある。感謝の大きく深い人は、あたたかく多

くの人を包容している。感謝は謙虚な心をよみがえらせ、そして愛を芽生えさ

せるものである。神の子である以上、すべての人は感謝の心、悦びの心、謙虚

な心を内在している。その心を大きく開いてゆくことが、人を生かす、思いや

る、助けあう、許す愛の心を大きく育ててゆくのである。 

 正法に帰依するには、いきなり中道の実践、反省ではなく、まず報恩感謝、

常識、礼儀を心でつかみとってゆくことから始まるというのもここにある。 

 特に、感謝報恩の実践が最も大切な根本である。 

 

 

1987-11 月 Ｐ007【伝道だより】 

 学習会で発表されるお話を聞いていると、時 「々こんな御指導を頂いた」「こ

んなことを学んだ」「こんなことを教えて頂いた」と、話される方がおられま

すが、そのお話の中身は、人から頂いたことばかりで、それを食べないで、あ

あ有り難い、やれ嬉しい、ああ感激した、さぞ美味しいだろうということばか

りで、それを食べて味わった心からの感激や喜びを話されていないのでした。 

 その方々は、折角人から頂いた教えをただ並べて眺めているだけで、自分の

ものとする努力をしていないのでした。ですから、その喜びや感激も頭で考え

た言葉でしかなく、相手の人の心には響いてはこないのでした。実際に自分が

実践努力してつかんだものではないので、聞く回りの人々にも喜びを分け与え

ることが出来ないのでした。 

 人間は中道のもとに、あらゆる努力と創意工夫をした実践がない限り、法の

なかに生きることは出来ません。いつまでたっても心は円く豊かにはなりませ

ん。むしろ知らず知らずのうちに苦しみが堆積してゆくので、心も暗くなりが

ちとなります。 

 中道という法が心に根づきませんから、話も理屈っぽく行動も自己中心で少

しも心の進化が見られないのです。その苦しみは、ところどころで爆発し、更

にまた自分も苦しみ、人にも毒をまき散らすこととなります。どれだけ多く学

ぼうが、自分のものとして消化しない限りいつか消化不良となってしまいます。 

 学ぶには、先ず礼儀、感謝という常識を豊かにすることから大切にして下さ

い。特に、感謝ほど大切なものはありません。感謝の大きい人、感謝の深い人、

感謝を行為に現せる人は何時も幸せです。そして明るいのです。暖かいのです。

そのうえ優しいのです。感謝こそ神の子として生きるための、最も大切な根元

だと思います。それは神の偉大なお計らいに対して、神の子として行為しなけ

ればならない原点だからであります。 
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1991-02 月 Ｐ016【「正法と生活」より】 

 中道からはずれた思い行いの時に心は揺れ動きます。そして水面が揺れ動い

ていると水面に映るものも揺れ動くように、見るもの聞くものは揺れ動いて心

の中に入っていきます。 

 ですから正しく聞くために、学修会に出席する前から感情的になったりしな

いように心を安らいだ状態にする努力が大切です。洗面器に水を入れて電灯の

下へ行って見てごらんなさい。 

 

 

1993-12 月 Ｐ013【伝道だより】 

 ・・・心にない言葉、心以上の言葉は、中道ではありません。言葉に飾りや

形をつけると、自分というものが把握できなくなります。余分な言葉は取り除

くことです。人に施しても仕方のない言葉は処理してしまうことです。 

 

 

2001-02 月 Ｐ033【伝道だより】 

 中道に対して中庸という言葉がありますが、ＡさんとＢさんの真ん中、Ｂさ

んとＣさんの真ん中、これを中庸と言います。 

 中道というのは、あなたの心と神と結ばれているその道です。それは自分に

ウソのつくことの出来ない道です。それを心の基準にしていった時に中道にい

けるのです。 

 中道の生き方をして心を豊かにしていった時には、心の断面図は丸く豊かに

なります。法によって生き、法によって反省した一日一日を積み重ねた時やが

て頂くことが出来ます。一秒一秒の中で自分の心に正直に生きているかどうか

を見ていく、これが中道に繋がります。 

 

 

2002-05 月 Ｐ051【伝道だより】 

 大方の人が頭脳で考える癖がありますが、脳はつまり肉体であり、そこから

生まれるものは知識であり、物を中心とした思想に過ぎません。法を学修する

ことにより、何人も潜在意識に蓄積されている智慧（パラミタ）を湧現するこ

とが出来、そこから発明、発見が生まれることをお導き頂いています。 

 それにはまず私達は、(自分の善なる心に正直に生きる)ことです。毎日毎日、

思うこと行うことを、正法という基準で、今自分は何を考えているのか、とい

うことを常に点検してみる。『あっ、また自分は、テレビの延長の物語の中に

生きている』と発見した時には、『あっ、いけない、いけない』と切り替えて

行くようになれば、やがてその人の心は、中道、神仏のみ心に適った生き方を

するようになります。そうなったときに、心から智慧が出てくるのです。そし

てその人自身の生きる正しい道が自ずと理解されるようになるのです。 

 ですから、苦しくとも厳しくとも、毎日の生活の中で法を基準に、思うこと、
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考えていることが、自分中心に流れていないか、それを一つ一つ、一瞬一瞬す

くい上げて、どういう思いをしているのか止観して、間違っていたら少しでも

法に適った思い方に切り替えていく。そうすることを積み重ねて行く中で、や

がて発明、発見が生まれるようになることをお導き頂いています。 

 人間は、すべて頭で考えるのではなく、自分の善なる心（良心）に問う生き

方をしていけば、智慧が出るということは、神仏の御意志に適った思い方です。

知識というのは、物を中心、自分中心といった一○％の表面意識から生まれる

ものです。しかし、心から湧現する智慧は、九○％の潜在意識から生まれる愛

なのです。お互いに思いやる、生かし合う、許し合う、助け合う愛の心は、神

仏の御意志であり、神仏からお導き頂くのです。 

 人間もお互いに生かし合って、一つの物を分け合って生きるようになってい

った時に、神仏から必要な物はすべて与えられるのです。地球上に愛の仏国土

の道が与えられるということをお教え頂いているのです。 

 

 

2002-05 月 Ｐ054【伝道だより】 

 この学修会は、私が一方的に喋って、はいサヨナラでは、皆様は自己中心に

聞かれるようになります。それぞれの考えによって理解するようでは、そこか

らもう正法は曲げられて行くのです。なぜなら、自分の心の中に中道、八正道

という物差しがなかったならば、正しく理解出来ません。必ず自分中心に理解

してしまいます。 

 ご著書を拝読するのも自分の考えを入れますと、自分中心の理解になります。

自分の考えを入れないで拝読して欲しいのです。それからまた聞くことも、正

しく聞くということは、自分中心に聞くのではなく、その通りに自分の心の中

に入れていって、心に記録されていますので、それを引っ張り出して勉強して

いってください。聞きながら勉強していたら間違って行くようになります。 
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2-5）【自己確立・修行・伝道（ご著書より）】 

 
GLA 誌 【自己の確立を】人道科学研修所長 

 人生において何をなすべきか、ということも大事だが、その前に、人生とは

何であるか、ということを知る方が人間にとって、より重要なことではないだ

ろうか。 

 私たちの住む世界は間違いなく競争社会であり、力の社会である。そこでは

常に、若さと、活動とが尊ばれ、常により多くのことを為すことに目標がおか

れている。いうなればなんでも世界一であることが自慢であり、強調され、そ

うしたことに過度の称賛がおくられているのが現代だ。 

 しかし、こうした若さが強調される文化は、勝者と敗者という過酷な運命が

待っているといえよう。 

 人は何時までも若くはない。やがて壮年になり、老年になっていく。老年に

なり体の自由がきかなくなれば、若さが強調される社会であればあるほど、人

は、必ず敗北という憂目をみることになるであろう。 

 人生の価値の基準が、何を為すかにウェイトが置かれると、現代のような若

者の時代となり、老人をおろそかにする社会が生まれてくる。だが人生を謳歌

した若者といえども、やがて次代の若者に同じような仕打ちをうけ悲哀をなめ

ることになるだろう。 

 この意味において、人生に何を為すかということより、人生とは何かを知る

ことの方がより重要であるといえよう。 

 また、心の安らぎは、人生とは何か、との問いの中から、そうして、その問

いを通じて、己を知ることによって、初めて得られるものであり、為すことの

みを追う人生には、安らぎも調和も与えられないことを知る必要があろう。 

 己を知るには厳しい自己反省を通してしか道はないだろう。反省を通して己

の実相を知り、その実相が理解されれば、より創造的な自己を啓発することが

可能であり、愛に生きることの喜びを体験することが出来よう。 

 昨年もそうであったように、今年もまた自己の確立ということが望まれる。

新年に当たって、私がいいたいことは、一年を通して、常にたゆまざる反省と

努力を重ねて欲しいということである。 

 人間は正しい反省がないかぎり、自己を本当に知ることは出来ないし、安ら

ぎと調和も得られない。 

 果物を沢山実らせた木は風にゆれることがないのと同じように、反省は、パ

ラミタという得難い宝を手にすることであり、ゆるぎない不動心を結実させる

ものである。 

 その意味で今年も昨年にひきつづき、自己をみつめ、調和の自己を確立して

欲しい。 
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心の発見(神理篇) Ｐ013 

 神仏の意志こそ神理であり、人間の心の中には、誰も過去世で学んだ記憶が

記録されている。 

 それは自分自身に対して絶対に嘘をつけない事実である。他人に嘘をいうの

は、自己保存、自我我欲を通す場合のみであるのだ。 

 私達の心には、常に善と悪が同居しており、利己的な己の中の悪に打ち克つ

生活が、私達の人生における修行の一つといえるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ014 

 この現象界は、肉体舟に乗っての修行場であるため、善と悪とが混り合って

いるが、次元の異なった意識の世界は、善と悪の区域が分離していて、個々の

心の調和度によって段階が定まっている。 

 そうしたきびしい場へ、私達の心は、現世における調和度がそのまま通じて

しまうのである。すなわち、人生航路の苦楽は、私達の心が作り出しているも

の、と悟らなくてはならない理由がここにあるのだ。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ134 

 私達の不調和な原因を追求してみると、ほとんど自分の欲望が満たされない

ために起きていることが解る。 

 人より偉くなりたい、良い着物を着たい、うまい物を食べたい、環境一切の

整った家に住みたい、子供を有名校へ入れたい、数え上げればきりがない欲望

の泥沼。足ることを悟っているならば心に自制が生まれてくるのだが、逆へ行

く人々が非常に多いのである。その結果、それらは欲望の奴隷になって安らぎ

の生活を得ることができなくなるのだ。 

 自分の立身出世のためなら、同じ仲間に対しても平気で不義理をする。上司

に認められたいために己の心を偽り、下僕のような封建社会さながらの態度を

とる。 

 地位や名誉や金が、人生を豊かにするものであろうか。我欲が出れば、平穏

な生活はおろか、己を亡ぼす場合もある。人間は、偽りのない生活の中にこそ

正しい心の芽が出て足ることを知り、安らぎの人生を送ることができるのであ

る。虚栄や欲望におぼれてはならないのである。 

 このように、貴い修行場としての人生を、無意味にすごしてはならない。与

えられた環境の中で、勤勉に努力して生きて行けば、心の不安も消え、安らぎ

の環境を作り出して行けるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ137 

 過去世を知って、悪い業（カルマ）を修正することは、私達の人生修行の目
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的であるが、過去世がどんな人であろうが、今生は今生であり、大切なことで

あることを忘れてはならない。 

 神理に適った想念と行為が、今生においてより心を進化し、物質経済や諸現

象に惑わされない人間となることが必要である。それが不退転の心の天国を作

り出すのだ。 

 たとえ過去世が立派であっても、現世で肉体を持っている人間がその価値を

見いだせないで、自我我欲や諸現象に惑わされていたなら、人間は低俗になる

ばかりだ。神仏の子たる自覚を持って生活しているかいないかによって、今生

におけるその人の価値は違ってくるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ145 

 あの世、すなわち実在界へ帰ってから、ああもすれば良かった、こうもすれ

ば良かった、と思ってもすぎた時間はとりもどすすべがない。 

 学問にしてもそうだ。欲が出てきてから、「ああ、子供のときにもう少しや

っとけば」などと考えても手遅れである。 

 人間というものは、毎日の生活がいかに大切であるかは知っているのだが、

ついおろそかにして過ごす人が多いのである。 

 私達にしても現象界での肉体修行が終わってあの世に帰るとき、多くは必ず

もっと多くの人を救ってくれば良かったと残念がる。なぜなら、肉体を去った

私達は、地上界にいたときと全く同じ意識の状態で、光子体という体を持って

いる。だから人間生活の過去が、その当時の一切の想念と行為が明白に現われ

る。そして犯した罪は自分で償わなくてはならない掟があるから残念がる。自

らを裁くのである。幽界の入口でそれをやる。神仏は裁くことはしないのだ。 

 しかしそれは神仏の子としてむしろ当然であろう。 

 人間の価値を忘れて不調和な人生を送っている人々は、心に安らぎがなく、

暗い想念に覆われている。この現象界を去るときも、同じ暗い想念の世界に落

ちて行く。心を浄化するまではその地獄界で暮らすのだ。これも、自分自身で

作っていた世界である。責任転嫁はできない。 

 転嫁すれば苦悩は重くなるばかりである。 

 だから幸福を掴む近道は、過去世で犯した業をしっかりと確認して、過誤の

ない人生を送ることである。そのためには、常に反省する心を持って、自分の

悪しき性格に打ち克つことが必要である。反省の瞑想は、心を浄化する。神仏

の光によって覆われる。そのときは生もなく死もない、生命の輪廻転生を悟る

ことができる。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ182 

 私たちの肉体は人生航路を渡る舟であり、この舟の支配者は意識、すなわち

魂である。この魂は、神仏の子としての本性であり、私たちは神の体の中にい
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るのである。この現象界において、永い転生輪廻の中で造り出してきた業の想

念は、私達の意識の中に記録されている。それを、神の子としての正しい想念

によって調和することが修行なのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ183 

 神仏は、万象万物を、すでに人類修行の場として与えているのであるから、

祈るよりは感謝の生活を具現することが大切なのである。己自身の魂が、実践

行為による努力をしない限り、神理に適った修行はできない。すなわち修行は、

一秒一秒の連統の中の正しい生活の中に存在していることを悟らなくてはなら

ない。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ214 

 小さな子供の場合は両親の心の調和度が反映されているから、子供に事故が

起きる現象というのは、両親の心の在り方、生活の在り方について反省を求め

ていることを予告している。子供の自己保存本能は、自我我欲というにはあま

りにも純粋であるからである。 

 良く「魔がさした」というように、私達の生活の内部には、心の針が、電流

計や温度計、自動車のスピードメーターのように、善と悪、明と暗の間をふら

ふらと動いている。悪の暗い想念にその心の針が指すとき、私達に魔がさすの

である。その故に、常に心の針を光の善の世界に指示するような生活が、人生

の修行目的の一つとならねばならないのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ020 

 ・・・私達が肉体こそ自分自身である、と思っていたことや、肉体先祖が私

達の魂の提供者であるという説が、私の中で覆えされて行った。 

 分かったことは、肉体はこの現象界に適応するように神仏が造り、魂の修行

舟として神仏が本能を私達に与え、子孫保存を計ったことなどであり、次元の

異なる意識の世界こそ実在界の世界で、この現象界は実在界の修行場というふ

うなことだった。 

 私達は、自分自身を、その魂を、より高次元に進化させるためには、苦楽と

いう人生航路が必要である。肉体舟に乗ってしまうと、神仏の子としての使命

はおろか、舟自体の眼耳鼻舌身という五官に翻弄され、舟の支配者は煩悩に覆

われて自分自身を忘れる。あの世で約束してきたことを、棒に振ってしまう人々

が非常に多いのである。先祖や家柄、地位、名誉、自分自身の肉体に執着を持

ってしまう。まことに、愚かなる者は人間、といえる。 

 意識こそ、魂こそ、本当の自分自身であることを知り、肉体的な五官によっ

て客観的にとらえた現象のみで己を忘れてはならない。 
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心の発見(科学篇) Ｐ034 

 大宇宙体の支配者は、万象万物エネルギーの根本であり、支配者である。こ

の支配者こそ神仏であり、大宇宙体の意識である。 

 私達の意識は、大宇宙体の分身であり、分身は宇宙意識に調和するための修

行を続け、あの世、この世と転生輪廻を永遠にくり返し、大宇宙体を調和させ

ながら自己の魂を磨き、より高い意識の世界へ進展して行く。 

 肉体を持っている個の生命が、不調和な経験の中から次元の高い調和へ進む

過程である。その中には、退転する者も、進展する者もいる。それは、その一

人一人の修行に対する進展への努力によって定まる。 

 見きわめがたい心、欲情のままに動く心、微妙な心、さすらいの心、落ちつ

かない心、怒りの心、喜びの心、悲しみの心。 

 こうした心を、正しい神理にもとづいて制禦することのできる人々は、心の

安らぎを得て、一切の苦しみから抜け出すことができる。 

 心に、正しい神理を悟らず、放逸にはしる人々は、心が落ちつかず、信念も

なく、安らぎを得ることができず、不安と同居し、魔王に支配され己を失って

行く。 

 心に正しい神理を悟った人々は、心に煩悩がないから想念に迷いがなく、常

に神仏によって光の保護を受けているため、心は広く、諸現象に惑わされるこ

とがない。 

 常に中道の心を持って善悪を超越しているような人々は、現象界における一

切の諸現象に対して恐れることがない。悩みもなく、常に己に足ることを知り、

心は安らぎを持って生活をしている。 

 現象の一切にとらわれない心を不退転の心といい、この心を持つ人々は、悟

りの境涯に到達している人々である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ038 

 神仏は私達の心の中に存在しているのだから、それを形作る必要はないので

ある。何かに頼ろうとする習慣を、救いだと錯覚してはならない。苦しみや悲

しみがあったなら、その原因を追及し、正しい想念と行為を自ら律することだ。

それもまた幸福への段階と知って、溺れず、生きて行くべきである。それが、

人生における修行であるのだから。 

 迷いの岸より悟りの彼岸へ、苦悩は到達するための過程と考えれば良い。忍

耐と努力、極端に走る生き方を捨て、中道を行く中に、心の調和が生まれ、正

しい判断が生じてくると知るべきだ。悟りへの道は、自分自身の心以外決める

ものはない。 

 それが、神仏の子、万物の霊長たる者のきびしい掟なのである。 

 神理を悟った師につき、法を学び、実践する過程に道は開かれて行く。その

ことを知らなくてはならない 
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心の発見(科学篇) Ｐ039 

 私達は、自分自身で希望して両親より肉体の舟を戴き、魂の不調和な業を修

正するとともに、この現象界に、人類の心と心の調和による平和な安らぎのあ

る仏国土を築く目的を持って、人生航路を渡って行く修行者であることを知ら

なくてはならない。 

 すなわち私達の人生は、転生輪廻の過程であって、いつの日か実在界あの世

に帰らなくてはならない神の意志のもとにある。好むと好まざるとにかかわら

ず、誰もこの法則を無視することはできない。それが神仏の掟である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ062 

 地球上の万象万物は、神仏の慈悲によって、万生の魂の修行場としてこの現

象界で与えられているものである。すなわち肉体舟に乗って修行している間だ

けの、一時の借用物であることを私達は悟り、いつの日にか大自然に返さなく

てはならないものと知るだろう。 

 この借用物は、本来人間の誰もが独占してはならないものなのである。 

 社会における人類は、皆仏性を悟って、平等に生きる権利を神仏より与えら

れているのであるから、この借物は、人類のより良い調和と発展のため、有意

義に活用しなくてはならない。 

 このような環境において、人類はその心の調和により、神仏の体の一部であ

る地球上を、平和な楽園、ユートピアに完成させることが人類に課せられた修

行の目的である。それを良く心に銘記し、私達は正法の実践活動をしなくては

ならない。他人の行動を待つのではなく、勇気を持って、自らの努力により調

和への道を開き、目的を果たすことが肝要である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ071 

 私達は、霊道を開くことが修行の目的ではない。神仏の子としての使命を果

たすため正法を学び、それを心と実生活の糧として、人間らしく、正しい社会

人らしく、心と行ないの調和を計り、互いに協力し合って良い人間社会を築き、

安らぎと平和なユーピアを完成させること、それが修行の重要な目的である。 

 こうした目的を果たすことのできる者は、自分自身の意識の想念によって意

志が生じ、意志は肉体を通して行為につながり、行為によって善果が生じる。

この善果のためにも私達は、己自身によって自己確立がなされねばならないの

である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ075 

 私達の魂、すなわち意識に潜在している心の世界には、過去世で学んだ経験

と実践が、無限の智恵の宝となって納められている。 
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 調和された心の生活によって、その潜在意識はひもとかれ、宝庫の中から偉

大な智慧はとり出される。私達の心は、転生輪廻を積み重ねてきたその過去世

の尊い経験を生かして、より高い次元の境涯に進化されて行く。それは人生修

行の本当の姿といえる。またそうすることが、神仏の子としての私達の当然の

義務であるともいえるのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ078 

 この現象界は、修行の場であるため、肉体の五官、六根に惑わされ、心まで

柱を失ってしまう場合が多い。過去世で経験してきた無限大の智慧は、潜在意

識の中に閉ざされているので、肉体や物質経済にほんろうされて、苦しみを自

分で造ってしまうのである。この閉ざされた智慧の扉は、誰も、正しい心、正

しい生活をすることによって開かれて行く。私達は迷うことなく神理の道を実

践することが、自分の迷える心を救う早道なのである。 

 神理の道は、環境、地位、名誉、経済、職業、肉体的欠陥などに全く関係な

く、与えられたその環境で、修得ができる。この道は、日々の正しい生活努力

の中に存在し、常に心がけていれば、空気のように私達の身近に存在している

ことを悟る。 

 私達は、心の窓が開かれていないため、肉眼で見た現象で善悪、好き嫌い、

無関心を定めてしまう。しかも自己本位に考えて行動したり、不調和な考えを

心中に押しこめている人々があまりにも多い。いかなる問題も、正しい中道の

心で判断しなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ086 

 私達の五体は、神仏の命によって、魂を修行する人間の乗り舟として、使命

を果たすため、神仏と約束し、母体中での精子と卵子の調和によって形成され

たものである。 

 またこの現象界に適応した人生航路の乗り舟は、神仏の意志にもとづいて、

神仏の子の修行の場として生殖本能を与えられ、子孫保存が許されている。 

 私達の意識（魂）は、次元の異なる意識の世界から修行に出ているもので、

この現象界においては、そこに存続している肉体舟に乗らなければ、人生での

使命と目的を果たすことができない仕組みになっている。 

 神体の一部であるこの地球上に、人類の心と心の調和を計り、万象万物に、

平等の慈悲と愛が与えられる。闘争と破壊のない社会を築く使命と、過去世に

おいて造り出してきた自分の業を修正して、より高次元の世界へ進化する目的

をもって、自分を磨くために生まれてきたのが私達なのである。 
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心の発見(科学篇) Ｐ236 

 私達は肉体を去るとき、人間としてなしてきた不調和な想念と行為など、一

切を清算しなければならない。そして自分の意識に記録されている世界に行き、

神仏の子たる自覚について強い反省をしなければならないのである。 

 また一部の生命、この現象界に未練を持っている意識は、悟るまでそこで苦

しい魂の修行を課せられる。あるときは光の天使達によって補導されることも

ある。それらの生命は、未だ自分が現象界で肉体を持っているような錯覚をし

ていて、死を悟らないからである。 

 このように、肉体を去った人々の中には、物理的現象と同様な慣性を持ち続

けることが起こる。地上界の時間で計算すると、四、五百年近くも己を目覚め

させることなく、不調和な地獄界と称する場所に住んでいる人をもある。しか

しいつの日か、人間は必ず神の子たることを自覚し、救われることになってい

る。 

 どのような苦しい生活もしかし自分自身に原因があるのであり、決して他人

の故ではない。蒔いた種の結果は、自分で刈りとるのが神仏の子としての掟で

ある。だから私達は、悪い種を蒔かないように心がけなくてはならない。悪い

種は意識の中で悪い業となる。肉体を持って出てくる度に芽を出してくる。私

達はこの悪い種によって生じた悪い芽を摘みとり、調和のとれた、神理に適っ

た新しい種を、意識の中にしっかりと実らすことが、悪い業をのぞく人生航路

の修行であると心得ねばならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ250 

 地獄界は、人生航路における修行結果の、不調和の想念に比例した世界とし

て存在している。この現象界において、正しい人々を恨んだり、そしったり、

常に心の安らぎのない人々が、この世を去るまでその意識を持ち続けると、そ

の地獄で、悟るまで修行をしなくてはならない。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ186 

 私達は転生輪廻の過程において、あらゆる階層で生まれ、学び、現在がある

ということである。 

 あらゆる魂の体験を通して、雄大な心が造り出されて行くといえよう。 

 貧乏人も金持も、この世の物をあの世に持って帰ることはできないし、また

その階層は、心の基準にはならないのである。 

 生まれた環境が王様であろうと、大統領であろうと乞食であろうと、基準に

はならないのだ。 

 基準は、自分の造り出した環境で、いかに正しく生き、いかに人々を救い、

いかに調和された自分を造り出したか、それらが問題になるということを悟ら

なくてはならないだろう。 
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 社会的に、上に立つ者ほどその修行はきびしいということを知るべきであろ

う。 

 また、きびしい貧乏生活をすると、心まで貧しくなって、世を恨み、人を恨

み、遂には神まで恨んでしまうものだ。やはり、こうした両極端の人生では、

悟りづらいといえよう。 

 なかなかむずかしいものである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ245 

 過去世から一所懸命に、豊かな心を築き上げてきた人々は、たとえ現世にお

いて間違いを犯しても、それがはっきりと解かれば、欠点をすぐ修正してしま

う。 

 だが、心の心たるゆえんすら解からない者達が、どのように欠点を修正して

行くかということは、勇気と実行以外にないから困難なのである。 

 たとえ、神理が智で解かっても、堕落したほうが人間誰でも楽だし、下り坂

を下るようなものでつい修行を怠ってしまう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ167 

 ・・・人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固

まり、とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

 小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。もだ

え、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛棒強く、救いの手を差し

述べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食べ物を与え

ている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、神は人間に、無限

の慈悲を与えている。 

 人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間は神

性の己を自覚するのだ。 

 神は平等を宗としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生万物平

等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が生れ、貧富が

生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反する。能力の別、力の相

違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、しかしだからといって、神の

子の人間に、上下の差別をつくる理由にはならない。 

 人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体にも胴が

あり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務めを果たすこと

によって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

 中道に接することは、己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

 人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であった。闘

争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を悟れば、現象

界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 
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 人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を痛め、

苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば功徳がある、

祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違いである。苦行は、肉体

に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の神性を失わしめる。いずれも

片寄った信仰である。 

 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活

行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分

の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和さ

せ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ246 

 『そなたたちは、天国において、自らが両親を選び、肉体舟の縁を結んでこ

の世に生れた。 

 生れた環境も、みんな自らの意思がそれを決めた。だが、この世の生活にな

れるにしたがって、両親にたいする感謝の心を忘れ、報恩の心をないがしろに

していく。不平不満の生活を送るというのが大半の人生である。ところが、人

生における富、地位、名誉というものは、この世限りで永遠のものではない。

それをまず腹に収めることだ。生れたときが裸なら、死ぬときも裸である。と

ころがこうした真実を忘れ、貧しい家に生れると、心まで貧しくなり、反対に、

裕福な家庭に生れると、感謝の心を忘れ、堕落していく。ある者は、それぞれ

の環境の中から欲望の虜となり、足ることを忘れて、苦しみをつくって行く。

哀れというより、人間とは、なんと愚かしきものよ。 

 サロモンたちよ、そなたたちは、まずこうした事実に、目覚めなくてはなら

ない。そうして、この苦しみから解脱しなければならない。自らの心を、自ら

がしばりつけてしまう、その繋縛を解くには、正しい心の物差しを持って、毎

日の生活を送ること以外にないのだ。よこしまな考え、行ないを捨てることだ。

ミガダヤの自然をみるがよい。山川草木の自然は調和している。生かされるま

まに生きているではないか。小鳥や動物たちの生活は、一見弱肉強食のように

見えているが、よく見ると、彼らは、自分を生かしながら、他を生かしている。 

 虎やハイエナは、腹が満たされれば、他を襲うことはしない。草食動物がふ

えれば、草木が枯れてしまう。といって草食動物がいないと、草木は育ちにく
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い。彼らは、自然の条理にしたがって、自然を生かし、自らも生きている。自

然は、相互に依存し合いながら、全体を調和させている。動物たちの弱肉強食

の姿をとらえて、人間に当てはめようとすると無理が出る。彼らは、そうした

姿を通して、全体を生かしているものであるからだ。人間は、たがいに助け合

い、自然をも含めて、より高い調和をめざすものである。ところが、欲望の渦

中に自らを置き、争うために生きてしまう。虎同士で殺し合いをするだろうか。

よくよく考えなければならない。私の法は、大自然の万生万物が、相互に関係

し合い、そうして、全体を安定させているように、まず、自己保存、自我我欲

の心と行ないを捨て、人類は皆兄弟だという心境になることである。そうして、

社会人類に奉仕することだ。苦と思わず、実践することだ。苦と思える自分が

あっては、実践は覚束ない。そこで苦と思えない自分をつくることが先決であ

り、自己の確立が大事な要件になってくる。 

 その要件を満たすには、八つの条理を、生活の基礎におき、物差しにして、

自分自身の心と行ないを整えることだ。 

 正しく見ること 

 正しく語ること 

 正しいとは、片寄りのない中道をいう。相手のいうこと、そして自分の見方、

見解に偏見がないかどうか。人間はえてして、自己中心となり、他人を傷つけ、

自分の心にも傷をつけてしまう。不利なことであっても、常に第三者の立場に

立って、正しい判断と、正しい言葉を忘れてはならない。 

 正しく思うこと 

 正しく念ずること 

 五官を通して私たちの心の中に生ずる現象、つまり思う、考えることについ

ても、偏らせてはいけない。思うことは「もの」をつくり出す原動力であり、

創造の源であるからだ。心の中で不調和なことを思い、そうして念じて行くと、

やがてその不調和を人々に及ぼし、自分にかえってくる。自己の利益だけを思

ったり、相手の不幸を決して念ずるようなことがあってはならない。常に円満

な、中道の心を持ち、怒り、そしり、ねたみ、うらみ、ぐちることなく、足る

ことを知った心の状態を心掛ければ、心は光明に満たされ、安らぎの境地に至

ることができる。 

 正しく仕事をすること 

 自ら選び、与えられたその職業は、それはそのまま天職であり、その仕事を

通して、人生を学習してゆく。仕事、職業は、人生経験を豊かにする新しい学

習の場であることを忘れてはならない。職業は、人々が生きて行く上の相互依

存の大事な場であり、したがって、健康で働けることに感謝しなければならな

い。感謝は報恩となって実を結ぶ。百姓たちが野良に出て精を出し、収穫を得

ることによって家計が保たれる。報恩とは余ったものを人々に布施することだ。

困っている人々を見て、みぬふりをし、自己保存に耽る心は、自らが苦しみの

種を蒔いていることになる。仕事といっても、他に害を及ぼす仕事は正しいと

はいえまい。 
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 正しく生きること 

 正しく道に精進すること 

 正しく定に入ること 

 片寄りのない人生を歩いているか、いないか。人としての道を外していない

かどうか。瞑想という反省を通して、心の曇りを晴らした生活が大事なのであ

る。私は、三十六年間の人生において、思ったこと、行なったことの一つ一つ

を反省し、心の曇りをとり除き、一切の執着から離れることが出来た。安らぎ

の境地は、こうして得られた。 

 そなたたちも今から、今までの人生体験の善悪を反省し、八正道にそむいた

想念行為があったならば、心から神に詫び、同じ間違いを犯さないようにする

ことだ。反省は、盲目の人生航路を修行する人間に与えられている神の偉大な

慈悲なのだ。動物たちに反省の能力のないことをみてもわかるだろう』 

 

 

人間釈迦② Ｐ026 

 弟子の要件は、まず最低七日間、山中で今迄の人生を反省し、心を美しく豊

かに出来た者。すなわち、反省によって後光（オーラ）が輝き出した者に限る。

そうして、 

 ブッダに帰依するか 

 ブッダの教えに帰依するか 

 サンガーに帰依するか 

 の三つの誓約を得て、はじめて入門を許すことが、もっともよいと思い定め

るのであった。三つの誓約を要約すると、仏・法・僧として恥ずかしくない自

分自身を確立することにある。つまり、ブッダとその法を信じ、ブッダの弟子

として恥ずかしくない行為をつづけていくことを誓うのである。 

 この条件に満たされない者は、入門を許さない。 

 

 

人間釈迦② Ｐ032 

 ・・・心を外に向けると、情欲に流されたり、物欲や地位、名誉の欲望にふ

りまわされることになる。 

 人間というものは、修行にはげみ、良く精進しても、誘惑に少しでも心を傾

けると、物が坂道をころがり落ちて行くように、はずみがついて、これまでの

精進がフイになり利息までついてくる。もとの心に帰りたいと願っても、なか

なかその心に戻らない。その心に戻るには、これまでの苦しみの何倍かの辛酸

を嘗めねばならない。 

 

 

人間釈迦② Ｐ081 

 反省は神が人間に与えてくれた慈悲であり、自らを救う唯一の能力であった。 
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 過去の過失を認め、その過失を神に詫び、二度と再びその過失を繰り返さぬ

自分を確立した時に、誰彼の差別なく後光が放射されるのである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ192 

 智慧の湧現は法の実践にある。心の中につくり出された不調和な曇りを除か

ない限り、無明はいつになっても晴れることはないであろう。 

 曇りを除くには、法の物差しにより思念と行為をふりかえり、その間違いを

修正することが最も大事である。つまり、反省である。そうして、心の中に曇

りをつくらないように、常に正道を歩まなくてはならない。 

 正道を歩むとは、煩悩の偽我を支配することである。 

 そなたたちの心の中に本来ある、己に嘘のつけない善我なる心で修行するこ

とが、正道を歩む修行者といえよう。 

 心を外に向けると、遊興な生活におちこむことになる。そこには千仞の谷が

待ち構え、苦悩しか与えないだろう。 

 悪業は、即座に報いとなって現われることはないが、しかし、山中で焚火を

たいた後の灰にかくれた火種のように、風によって、いつ山野を焼きつくして

しまうかしれないものだ。 

 また、愚かな者たちは、常に地位や名誉の欲望に苦しみ、物質、財宝、情欲

への執着心のため、自らを苦しめている。サロモンは名聞に耳を傾けてはなる

まい。利他の行為を忘れることなく、自己保存の欲望を捨て、常に安らぎの生

活の中に住すべきである。 

 法の水を飲んだものたちは、心が洗われているから、物にこだわることがな

く、平和で安らいでいよう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ193 

 グリドラクターの岩場を見よ。 

 あの岩場はどんな風にもゆらぐことはないであろう。自然の中に安住してい

るので、物に動かされることがないからだ。 

 修行者もこれと同じように、そしりや怒り、あるいはほめられても心を動か

してはならないのだ。一方に心がゆれると、もう一方にも心が働いてくるから

である。 

 いかなる言動にたいしても、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく仕

事を為し、正しく生活し、正しく道に精進し、正しく念じ、そうして、常に反

省を怠ることなく、心を丸く豊かに保ち、禅定を楽しまなくてはならない。 

 楽に溺れる欲望を捨て、いかなる苦難にあっても、その原因を究明し、原因

の根をのぞき、心の中に法灯を燃やしつづけなければなるまい。 

 しかし、そうした中にあっても、悟りの彼岸に到達する者は少なく、無常な

物質世界に執着し、さまようことのなんと多いことか。 
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 そなたたちは転生の過程で学んだ偉大な智慧によって、すべての欲望に足る

ことを悟り、人と争うことなく、あの大空のように、青く澄んだ、広い心でい

なければならない。生死の輪廻からは、足ることを知った心によって解脱でき

よう。 

 修行者よ、百万巻の書物より、安らぎの一言の方がすぐれていることを知ら

なくてはならない。真の救いは言葉ではない。知識でもない。慈悲心にあるか

らである。 

 また、心の中の偽我にうち克つことは、戦場で百万の敵に勝つより、すぐれ

た勝利者であることを銘記すべきである。なぜなら、大きな堤も蟻の一穴によ

って崩壊するであろうし、心の苦悩は、心をいやすことによってしか得られな

いからだ。 

 智慧ある者は、まずこの世の業火から急いで逃げ出さなくてはならない。こ

の世は、怒りと愚痴に満ち、足ることを知らぬ欲望が渦をまいているからだ。

そなたたちの心がこの業火に見舞われ、火の粉を浴びると、迷いと苦しみをう

けよう。 

 善なる心こそ、そなたたちの主である。その主は永遠にして不滅の自己だ。

その自己を失わぬためにも業火から離れることだ。 

 安らぎと調和は真に自己を愛する者によって得られよう。自己の喜びは他に

も転化しよう。 

 つまり、自己を愛する者は、他を愛することもできるのだ。 

 まず、自分自身を修めなくてはならない。法を依りどころとして、自己を確

立することだ。 

 業火に見舞われても、その火を消し去るだけの自分をつくることが先決なの

だ。 

 遊行に出て、法の種を蒔いても、心の開拓がおろそかになっていては、あた

かも粗悪な大地に種を蒔くのに似て、収穫は実り少ないものとなろう。 

 智慧、努力、勇気──。 

 これこそが自己を確立し、人びとを迷いの淵から彼岸に至らせる唯一のあり

方なのだ。 

 人をアテにしてはならない。 

 人のせいにしてはならない。善・悪いずれの結果が現われようとも、その一

切は自らの心と行ないがつくり出したものであり、他人のせいではないことを

悟らなくてはならないだろう。 

 そなたたちの修行の目的は、自らに克つことであり、他人に勝つことではな

い。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ227 

 サロモンたちよ。そなたたちの修行場は、ベル・ヴェナーだけにあるのでは

ない。もしそうだとしたならば、すでにベル・ヴェナーヘの執着にとらわれて
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いるということだ。 

 そなたたちの行く所、すべてそなたたちの修行場だと心得なければならない。

今いるベッサリーの都も、そなたたちの、今という貴重な時間が与えられてい

る修行場だということだ。 

 今という時に、自己を正せ。今という時に自己を正さなければ、先にゆけば

ゆくほど更に大きなお荷物となって、常に苦悩と同居することになろう。場所

によってそなたたちの心が定まらないとしたならば、やがて日は暮れ、一寸先

は闇の人生が待っているということを知らなくてはならないだろう。 

 場所や時間に関係なく、今に生きることが大事だ、ということだ。 

 明日があるという心を捨てよ。明日があると思うところに、気のゆるみが生

じ、放逸な心で今日を過ごす。このような者たちこそ、愚かな人生を送ってし

まうことになる。 

 そなたたちサロモンは、そのような小さな心であってはならぬ。この大自然

すべてが、そなたたちの住家である。そうしたブッダの心の中に住することだ。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ104 

 正法は自己の確立以外に他に説法の道はないのだ。特に、親しい者たちを教

化するには法を実践体験した修行者の言葉しか教化の道はない。体験は心にひ

びき、安らぎを与えるものだからだ。人の心は、みな同じであり、その心がひ

びき、応えるからなのだ。 

 知識を得て知識の切り売りをしても相手には通じない。また、修行者はそれ

ではいけないし、それは修行者の説法でもない。正法という知識を得たならば、

その知識を体を通して体験し、心の中から湧き出る智慧によってのみ、感動が

相手に伝わり、安らぎと調和を与えるものだ。法は実践されてこそ、光明に満

たされ、道は開かれる……。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ146 

 ・・・在家のままでニルヴァナに入ることは非常にむずかしいと思う。しか

し、出家にしろ在家にしても、自己の確立にはまず煩悩の火を消すことしかな

い。つまり、瞬間の思念と行為が法に適った生活ができているかどうかである。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ212 

 仏法はこの地上に調和を築くものだ。それぞれが己を知り、より豊かな心を

つくる。不平や不満があるうちは心に調和は得られないし、安らぎも真実もわ

からない。 

 そなたはよく自己をみつめてきた。より広い心をつくるにはどうすればよい

か。それがそなたの課題になるだろう。自己に厳しく、人には寛容であること



132 

 

が仏法だが、自己に厳しいと人にも厳しくなるのが人の常だ。なぜそうなるか

といえば、他人を意識しての自己統御であるからだ。自己統御は自己を知るた

めのもの、自己を試すためのものだ。他人のためにするのではない。 

 ところが、人びととともにあると、他のなかの自己を見出そうとする。その

ため自己に厳しい者は他人にも厳しくなる。自己に甘いものは他人に甘いかと

いうと、そうもいかない。やはり厳しくなる。自分に甘い者は自己保存の念が

強いので、他人には厳しいのだ。 

 どちらにせよ、自己を見つめるためには他を意識しては正しい自己は発見し

にくい。他はあくまで、自己の心を正す材料であって、自己の延長とみてはな

るまい。人の心は一つだが、人間はそれぞれが主体性を持って修行するものな

ので、自己に厳しくても、他人には寛容でなくてはなるまい。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ246 

 正しく見、正しく語り、正しく仕事をなし、正しく生活し、正しく道に精進

し、正しく念じ、正しく定に入るに八正道の実践こそ、わたしがいう法である。 

 八正道の中心は、神仏の光につながっている各人の心である。その光を八正

道の歩みによって現す、これが法の実践である。仏法は他人のためにあるので

はない。すべては各人一人一人のためにある。そうして、その喜びを、慈悲を、

他に及ぼしていくものだ。かくして、この地上に仏国土が生まれよう。 

 仏国土はまず各人の心の中に築かなければならない。 

 現在のそなたらの修行は、心に仏国土をつくる。すなわち悟りの境涯に至る

ことだ。彼岸に至る修行が、今そなたらの生活であり、目標だ。在家の人たち

に劣るような行為があってはならないだろう。もし、サンガーの生活に堪えら

れず、在家に戻りたい者があれば遠慮なく申し出でよ。いつでもその希望を叶

えるであろうし、自己を誤魔化してはならない。 

 

 

原説般若心経 Ｐ073 

 如来は、転生輪廻の道を悟っているから、現象の肉体にとらわれず、自由に

実在界、地獄界、地上界を往来し、輪廻を解脱しているのです。 

 生と死の束縛から離れている、そのことは、如来ならば当然、肉体舟は人生

航路における魂、意識の乗り舟にしかすぎないことを知っているし、生死はま

た“空”から“色”の世界、あの世とこの世に適応した肉体舟の乗り替えにし

かすぎないことを、良く悟っているからです。 

 私達は、この現象界においては、同じ国にばかり生まれているのではないと

いうことを、このことによって知らなくてはならないでしょう。それは、肉体

条件の異なるあらゆる世界の国国に、自分が望んで転生輪廻している生命であ

る、ということなのです。 

 貧しい環境に生まれて魂を磨くこともある、また一国の主として優雅な生活
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を送ることもあるし、衆生に尽くす立場に立つこともあるでしょう。 

 そのすべては、自らの人生の体験をとおして、豊かな神の子としての、広い

心を作るための修行にほかならないのです。そして今も、私達は新しい人生の

学習をしているのです。従って、肉体的先祖が、すべてである、という認識は

誤りなのだ、ということが解るでしょう。 

 現代社会人の大きな誤りは肉体先祖から肉体を戴いているため、それが魂ま

でくれたもの、と思いこんでいるところにあります。 

 しかし、そうでないことはもうお解りでしょう。もし魂まで戴いたものなら、

私達は両親と全く同じ魂・意識を持ち、同じ考えをするはずですし、断絶など

あり得ないはずなのです。 

 しかし現実は、そうなっていません。私達の中に、内在する潜在意識のテー

プ・レコーダーは、転生輪廻のすべてを記憶しているのであり、誰でもが、心

の窓が開かれ偉大な智慧に到達できれば、そのことを悟り得るのです。 

 私達はつまり、転生輪廻の旅人、修行者である、というわけです。 

 私達の魂は、生まれることも滅することもない、永遠の生命なのです。です

から、肉体舟自体の垢や塵にまみれることもないし、そのゆえに、増えも減り

もしない、不増不滅であるというわけです。 

 人の世界の争いも、各人の心がここに到れば、必ず救い得るものなのです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ090 

 現象界で、両親の縁によって戴いた人生航路の肉体舟の船頭、すなわち普遍

的な私達の魂も、大宇宙生命の中に、今生きているのです。それぞれの個性を

持って。 

 永遠の転生輪廻の過程において、“色”の世界で、今、その魂は人生修行の

途上にあるのです。 

 もっとも不安定な、粗悪な固定的、物質界“色”の現象界の肉体舟に乗って

しまうと、生まれた環境や習慣や教育や思想によって、人は盲目の人生を送り、

生かされて在る環境に心を向けることを忘れ、大自然の恵みに感謝することも

なく、両親すらもないがしろにして、自我の道を突っ走って行きます。 

 感謝の心がないから、報恩の行為も現われてはこないのです。 

 しかし、全人類は、みな神の子として、兄弟であり、その時代の同期生だと

いうことを知り、手をとり合って相互の信頼の上に立っていれば、現代社会の

人心に混乱はないのです。 

 親と子、夫と妻、教師と生徒、労使間など、誤った自我の思想が、人々の心

を惑わしているのだといえましょう。惑わされているということは、正道を忘

れ去った人々の傲りであり、すべてに足ることを忘れた人間の末路であるとい

えましょう。 

 それを救うには、執着心を捨てて、欲望の奴隷から自分自身を解放すること、

それが先決なのです。 
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 一人一人が心の偉大さに眼覚め、神の子としての本来の品性を悟ったならば、

光明の道はおのずからそこに開けましょう。 

 私達は、“空”の世界、実在の世界からきた魂なのです。そして、今は、肉

体舟に乗って生きています。なのに、かつて自分が、その環境を、望み選んで

現象界へ出た、ということを忘れ去ってしまっているのです。 

 つまり生まれた環境や、地位や名誉や財産や、貧富の差や学歴の差などとい

ったものはその人の人格を現わすバロメーターではないのです。 

 今生活しているこの場は、豊かな広い心を作り出すための、学習の環境なの

です。自分の望んだ修行の場なのです。私達はそのことを忘れてはなりません。 

 そして、自らの希望によって、その縁によって、私達が作り出されている。

ということを知ったならば、その環境の中で、相互の関係を良く理解し、信頼

を持って生活することが大切といえます。 

 相互に偽りの心と行為を捨てて、平等な立場の中で、それぞれの生活の部門

の担当を、充分に果たすことが必要だろう、ということです。 

 より慈愛に満ちた人々と心の交流をはかり、貧しい人々に愛の手を差しのべ

る、といった豊かな心と行ないが、つまりその者達の人格を決定する、といえ

るのです。 

 丸い豊かな心の広さが、本当の人格者といえる人を作るのです。 

 いかに社会的地位があり、学識経験があり、経済力豊かでも、自らの欲望に

足ることを知らない者達は、貧しい心の持主であり、形にとらわれている憐れ

な者、としかいいようがありません。 

 謙虚な心を失い、他人を見下し、増上慢の心を持っている人は、やがて自ら

を苦しみの中に没落させて行く者達なのです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ304 

 人間は誰でもが神の子であり、人類はみな神の子だということを忘れ、何の

ために生まれ、どう使命を果たさなければならないのかということを、肉体舟

に乗って人生航路に船出したときに忘れ去ってしまったのです。 

 そして、生まれた環境も、実は自分で選んで出てきたものだということを忘

れ、経済的に貧しい環境に出てしまうと心まで貧しくなったり、逆に恵まれて

生まれると貧しい者などを冷たい眼で見るようになり慈悲の心を失ってしまう

のです。 

 生まれたときは、私達は裸なのです。 

 自分が恵まれていたら気の毒な人々に愛の手を差し伸べて幸せをともに喜ぶ

同志になる、これが、まことの報恩の行為ではないでしょうか。 

 貧しく生まれたなら、一所懸命に働いて、自分の力で経済的に安定した環境

を作れば良いのです。そして、足ることを知って、同じような貧しい人々に愛

の手を差し伸べてやることが大切でしょう。 

 人は、この世を去るとき、すべての物を、持って帰ることはできないのです。
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人間の作り出した経済や不動産は、すべて自分の物ではありません。いつかは、

返さなくてはならないものなのです。 

 自分のものは、自分の意識とその中心にある心の体験した一切の現象以外に

ないといえましょう。 

 万生万物は、ひとつとして人間のものはなく、神からひととき預かっている

にすぎないものなのです。 

 その預かりものに執着を持って、苦しむことはおろか者のすることです。人

生の目的は、物質文明の中で、いかに豊かな丸い調和された心を完成するか、

ということです。それが、人生の修行目的だ、ということを悟るべきでしょう。 

 

 

心の原点 Ｐ053 

 この現象界は、もっとも固体的な、不安定な世界で、そこに住む人々の霊囲

気の状態によって変化する。悪は不調和な霊囲気を造り出すし、善は精妙な調

和された霊囲気を造り出すことができるのである。 

 なぜかというと、この現象界は、神の子である万物の霊長人類が、調和され

た地球を完成するための目的で、神の意志によって肉体を持って出ているから

である。 

 しかし、その人間が、己自身の使命や目的を忘れてしまうため、不調和な、

そしり、怒り、妬み、恨み、欲望、闘争と破壊の渦を造り出してしまう、その

ことを私達は悟らなくてはならないだろう。 

 この現象界に出た先祖達のなかには、地獄界に堕ちて修行をしている者も多

い。 

 彼らは、地球上に残してきたものへの執着心が強い者達で、そのために地獄

霊になったり、憑依霊として、同じような心を持っている地上の人間のなかに

乗り込んで、現象界にも混乱した世相を造り出してしまうのである。 

 人間の心は、一念三千と仏教ではいっている。 

 心の針は、その人が何を思うかによって、暗い地獄界にも、光明に満ちた天

上界にも自由に通じてしまうのである。 

 思うこと自体、中道を根本としなくてはならない、ということはこの理由に

あろう。 

 それは一○％の表面意識で、五官を通して判断するために、次元の異なった

世界を知ることはなかなかむずかしいのである。 

 それゆえに、現象界は、物質と生命が不二一体の世界であるといえよう。 

 この物質的現象界は、熱、光、電磁力、重力のエネルギー粒子の集中された

質量と、分散された空間から成り、エネルギーの塊りであるといえよう。 

 実在界、すなわち天上界においては、九○％も表面に意識が出ているために、

他人にも、自分の思っていることが解ってしまう。 

 それだけに、実在界においては、修行という目的を果たすことがむずかしい

のである。 
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 肉体舟に乗ってしまうと、盲目同様な意識であるため、他人には心のなかを

知られることが少ないし、自らの心の世界で正しく判断して行動をしなくては

ならない。 

 従って、私達の魂の修行の場所としては、実在界に比較して、適していると

いえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ113 

 この世のなかは、男女、善悪、美醜というように、相対的にできており、人々

は、この相対のなかにあって魂を磨いて行くものなのである。 

 それは、善悪が混合している現象界だけに、私達にとっては、良い修行場だ

といえよう。 

 これが善人ばかりで、苦しみのない世界であったら、修行はできないものだ。 

 人間は、盲目の人生をとおして、探し求めたときに、初めて光の世界を発見

できるものだ、といえよう。 

 このときの喜びは、たとえようもないものだ。 

 それは、転生輪廻の秘密を知り、この現象界に肉体を持って在ることに対す

る、偉大な意義を悟るからである。 

 何も悟ることなく、苦界から脱け出すこともできず、煩悩のままに一生をす

ごしてもそれまでであるし、生まれてくる前の丸い心を傷だらけにして、歪ん

だものにしてしまってあの世に舞いもどっても、それも自業自得というもので

ある。 

 犯した自らの罪は、きびしい地獄界で償わなくてはならないということを知

るべきだ。 

 人間は、だから自分自身で選んでこの世に生まれてきたからには、どんな苦

しみにも耐えて、偉大な人生の価値を悟るべきであり、そして、欲望の海に放

浪している迷える衆生に愛の手を差しのべ、救うべきであるのだ。 

 その実践行動こそ、神の子の道というべきではないだろうか。 

 

 

心の原点 Ｐ210 

 ・・・人生における失敗も苦しみも、本当は心を豊かにするための学習なの

である。 

 もしも失敗や苦しみがないとすると、苦しみ、悲しみの“にがさ”を本当に

知ることが出来ない。 

 これは善と悪についてもいえることなのだ。 

 善だけがあって悪がなければ、悪も解らないし、善の良さも解らない。善と

悪があって、善の良さ、悪のみにくさが理解できるのである。 

 私達のこの地上における修行の第一の目的は、己の業（カルマ）を直すこと

である。 
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 業（カルマ）の修正は、善と悪が混合された環境でないと理解できない。 

 あの世では、悪の結果が、ただちに現われてしまうために、業（カルマ）の

修正がむずかしい。そこでこの世で己の心の豊かさを造るために、さまざまな

経験、学習をしていくのである。 

 私達の心は、こうして、苦しみや喜びをとおして、ある者は歪みを造り、あ

る者は豊かな、慈愛に富んだ広い心を造って行く。 

 

 

心の原点 Ｐ345 

 大自然は調和という中道の心を教えている。 

 人間の体も、無理はいけないし、怠惰もいけない。心についても、怒ったり、

悲しんだりすれば、体に、精神に、悪い影響を与える。肉体も、心も、中道に

適った生活行為、つまり正しい想念と行為が必要なのである。 

 大自然は、そのことを教えている。同時に、大自然の心にさからえば、その

分量だけの苦しみがついてまわることも教えているのだ。 

 中道とは足ることを知った生活である。欲望にほんろうされない自分自身を

確立することだ。生老病死の苦しみは、こうした中道の心を失った自我と、執

着した想念、心にあったのである。 

 

 

心の指針 Ｐ116 

 私たちが現在ここに在るということは、肉体的先祖と両親のおかげであり、

両親に孝養をつくすことは当然なことです。この世の修行と、あの世の修行を

比べると、この世の修行の方が、ずっと楽です。あの世は波動の精妙な世界で

す。思ったこと、考えたことがすぐさまハネ返ってくる。このため、次元が低

いと、なかなか反省できにくく、苦界から脱け出すことかむすかしいのです。

ところがこの世は波動が荒いために、思ったことに対する結果が現れるまでに、

ある一定の時間が与えられています。従って、結果が出ない間に、これはいけ

ないと反省すれば、そのことにたいする訂正が可能になってくるのです。 

 もっとも反面、その出される結果が遅いために、人によってはイライラする

こともありましょうが、波動が荒いだけに修行はしやすいともいえるわけです。 

 この世の十年は、あの世の五十年、八十年に匹敵します。それほど、この世

の修行は楽であり、しかも、この世の修行の結果が、再びあの世に戻ったとき

の自分の生活状況を決定しますから、両親にたいする感謝、孝養は当然である

としなければなりません。 

 各人の魂（意識・心）は、このように両親から与えられた肉体という舟に乗

り、人生航路に船出します。魂そのものは、過去世、あるいは、あの世の生活

を体験してきており、肉体に乗る以前の魂にも個性的傾向があります。これを

魂の先天的因果といいます。 

 肉体という舟に乗った魂は、当初一○％の意識しか目覚めていませんから、
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この世の目的が判然としません。そのために、これまでの大多数の人びとは、

五官に左右され、自我我欲におぼれてしまう場合が多かったのです。 

 八正道は、こうした各人の一○％の意識にたいして、残りの九○％の潜在意

識、つまり、各人の過去世、あの世の生活の記録を思い出させ、人間としての

目的をめざめさせます。それは、釈迦の長い苦行の結果であり、八正道を日々

行ずることによって、悟りへの道が開ける、と教えているのです。祈ることで

も、お経をあげることでもありません。祈りとは感謝の心であり、感謝の心が

湧いてくれば、次にくるものは形の上に現すことです。行ずることです。お経

は行ずることを説いています。八正道は行ずることです。 

 新約聖書ヤコブの手紙にも「なんじ信仰あり、われ行為あり、汝の行為なき

信仰を我に示せ、我わが行為によりて信仰を汝に示さん」と。 

 イエスも、いくら信仰があっても、祈っても、行為がなければなんにもなら

ないといっています。 

 かくて、八正道を行ずることによって、己の心が神仏の心に調和され、調和

された心は、それがそのまま、この世の天国、仏国土を完成させるものである

といっているわけです。 

 生命の転生輪廻は自然の法則でありますが、しかし、八正道を行ずることに

よって、やがて、輪廻の緊縛から遠離した、正覚を得ることが出来ます 

 

 

心の指針 Ｐ130 

 
 

 各人の想念帯は、潜在意識と表面意識の間に横たわり、層をなしていますが、

その位置は、各人によって一定ではありません。図のように、人間の精神構造
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は、宇宙界から幽界まであります。 

 そして想念帯の位置は、各人の前世、過去世、あの世、現世での修行、心の

調和度によって、決まってくるからです。同じ心の問題の話を聴いても、これ

を理解できる人と、できない人があります。これは想念帯の位置がちがうから

です。心に近い場合はその理解度は早く、逆の場合はおそいということになり

ます。しかし想念帯は本人の努力や心の調和度に応じて、九○％の潜在意識の

力が強まり、向上されてゆきます。いずれにせよ、各人の教養、徳性、ものの

見方、考え方、行動というものは、この想念帯に影響されるところがすこぶる

大きく、それは、今世での知識、学問を超えたものです。 

 

 

心の指針 Ｐ136 

 人間の地上における目的は、各人の心の調和と、地上の楽園、つまり仏国土、

ユートピアの建設にあります。この目的は、人間自身が神仏の子であるからで

す。神と人間を切り離すこれまでの思想では、こうした目的に異和感が伴いま

す。けれども神と人間を切り離したところに、人間の迷信があったのです。人

間は神仏の子である以上、神仏の心に帰らなければなりません。それは人間自

身の責任であるからです。 

 神仏の子である人間が、なぜ動物のようになり下がったか。それは長い地上

での生活にふり回された結果です。オギャーとこの世に出た途端、人間はあの

世での生活を忘れます。忘れる理由は、前世、過去世のおさらい、償い、そう

して、あの世での生活の経験を、どう生かせるかの心の修行があるからです。

覚えていては、その修行の目的は、なかば失われます。 

 試験にカンニングはいけないように……。ではなぜこのような仕組みがある

かといえば、それは長い人間の歴史、転生輪廻の過程に重ねた諸々の罪、キリ

スト教でいういわゆる人間の原罪、これの清算のためです。人間の歴史は、今

から二億年前に、さかのぼります。人類はすべて他の天体から、この地上に降

り立ったのです。当時の人びとは調和がとれ、地上は仏国土そのままでした。

人びとの年令は五百才、千才を保ち、年もとらずに、あの世とこの世を自由に、

行ったり来たりしたものです。その当時は、人間には原罪というものはありま

せん。 

 結婚して子供が出来ても、その子はあの世の生活を知っていました。ところ

が子孫が子孫を生むようになり、地上の生活になれた人類は、次第にあの世と

の交通が途絶え、五官、六根にふり回されるようになったのです。つまり罪を

つくりはじめた。罪をつくれば、当然、その罪のつぐないをしなければなりま

せん。 

 まいた種を刈り取ることは、自然の法則だからです。人間は神仏の子であり、

自然の法則にそって、生きるように出来ているからです。 

 かくして、人間は、あの世からこの世に、生まれ出るときに、あの世の生活、

前世、過去世を忘れるようになったのです。つまり己自身の修行が目的となっ
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たのです。修行とは、心の調和、神仏の心に帰る修行です。同時に、二億年前

の仏国土、神の国を再びつくること、地上に降りたったその目的を果たすため

でもあるわけなのです。この二つの目的、これが人間の使命であり、責任であ

るわけです。 

 人類にこの二つの目的を自覚させ、果たさせるために、光の天使がこの世に

あらわれたのです。それは神仏の命によって……。イエス・キリストが天なる

父の命によって、愛を説かれたように、光の天使は、宇宙の原理、人間の在り

方、慈悲と愛の神理を説くために……。 

 釈迦の正法は、宇宙の原理、慈悲と愛であります。人間が小宇宙であること

の自覚、小宇宙であればこそ、大宇宙と一体となり、一切の事実を認知できる

のです。それは心という一点で大宇宙と結ばれているからです。心を通じて、

小宇宙と大宇宙は、通い合えるのです。 

 人びとは神仏の子であり、宇宙は神仏そのものであるからです。 

 現象界における光の天使は、神仏の命によって、各人の心の眼をひらかせる

役目を担っています。仏教が哲学となり、学問となったその誤りを是正し、二

千五百有余年前に説かれた釈迦の正法、心の神理を、ふたたび地上によみがえ

らせるために、その予言を実行しているのです。 

 神仏の命を受け、光の伝達者となって、人びとに惜しみなく光を与えていま

す。ところが各人の心は、転生輪廻という長い歴史の過程に、諸々の想念、諸々

の罪を重ねてきました。想念帯というカラの中に、各人の心は、埋没してしま

ったのです。そのために、普通では九○％の潜在意識は特殊な人でなければ開

けないといったありさまとなったのです。開けても、動物霊や地獄霊の支配を

うけるのがオチです。いわんや守護霊の声をきくことはまず不可能であります。

そういう状況に落ちこんでいるのが現代人です。 

 しかし天使は、光の伝達者であり、各人の心、各人の守護霊をひき出し、想

念帯、表面意識に働きかける使命を担っているので、天使の話を一回でも、二

回でも、より多く聴聞することによって、想念帯にキレッが生じ、窓がひらか

れるのです。各人の表面意識が、天使の話を聴聞することによって、想念帯の

奥にいる守護霊が、その人の想念帯の浄化と表面意識に働きかけるからです。 

 各人が、天使の話を聴き、気分が楽になった、気持がセイセイした、八正道

を行じよう、人びとに伝えよう、という自覚は、すべて守護霊のこうした作用

があるからです。それは天使の心が、大宇宙の心を心としており、各人の心を

知っているので、各人の心を体する守護霊と自由に、話が出来るためでもあり

ます。もっとも、ここで間違えては困ることは、各人の想念帯と表面意識は、

よいにつけ、悪いにつけ、それは各人自身のものであり、そうした意識をムリ

にかえさせることはできません。 

 各人の意識は、各人の意識であり、その自由、その意思は、神仏が与え、各

人が所有するものですから、これは神仏といえども、自由にはならないのです。

それだけの特権を、人間各自が持っています。従って、各人の守護霊も、各人

の表面意識、想念帯が、これを迎え入れる自覚が出てこない限り、自由にはな
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らないし、表面意識に顔を出すことさえ出来ないのです。 

 また反対に、表面意識や想念帯が、守護霊を迎え入れたいと願っても、その

人の環境、意識の調和度、その他、諸々の事情で出られぬこともあります。従

って一概に、霊道が開いた、そのこと自体にたいして評価はできません。霊道

が開いたから、あの人は調和されている、いないということはいえないのです。

霊道は開いていなくとも、意識の高い人もありますし、逆に霊道は開いてはい

るが、低い人もいるのです。 

 霊道そのものは、いろいろな諸事情が加味されて開くものだからです。それ

は神仏の計らいであり、光の天使の状況判断にかかっています。同時にこれを

受け入れる各人の意識そのものにも理由はあります。 

 いずれにしても、神理を悟った天使の話を聴聞することによって、想念帯を

おおっていた各人のこれまでの考え方、想念、教養、徳性に変化が起こり、既

成観念に各種の疑問が湧いてきます。そうして、そうした疑問は、やがて、回

を重ねるにしたがって、だんだん、永解されてゆきます。しかし疑問そのもの

は、各人それぞれ異なり、次第に高次元化されてゆく人もあります。疑問の連

続、そしてその回答の積み重ねは、やがて、心に通じます。 

 疑問は天使の話を聴聞することによって生じ、自ら行ずることによって、事

実と理論の一致という解答で裏づけられてゆくものです。ですから疑問と行動

は、たえず表裏一体となっていることが理想であり、悟りへの早道といえます。 

 ここで注意したいことは、疑問の解答が事実となって現れる場合と、そうで

ない場合があります。それは守護霊がその人の意識を磨くためです。その人に

必要なときは直接的に、そうでないときは間接的に解答を出すからです。 

 たとえば、ある人が神理の話を聴きます。その神理を聴く時期が、その人の

人生、これからの一生にとって大事な運命の岐路に立っている場合は、その解

答は直接的になります。つまりズバリ、ズバリとわかっていきます。そうして、

その人をして、神理の神理たるゆえんを教えてゆきます。間接の場合は、ある

程度、その神理もわかり、昔のように、五官や六根に左右されないとみれば、

今度は手をかえ、品をかえ、より高次の疑問を提示し、その解答を、自らの意

識で悟るように仕向けるのです。 

 こうした場合は、疑問に対する解答は、容易に解けません。解けてもちがっ

ています。守護霊は、あの世とこの世をみており、各人の生活を四六時中見守

っていますから、その人の意識の状態、魂の状態いかんで、いろいろ指導しま

す。そのヤリ方は各人各様です。一概にはいえません。 

 霊道が開いたということは、天使の光が、その人の意識に入ったことであり、

同時に、内からの光が外に出たことを意味します。想念帯に窓が開くその典型

が霊道です。霊道のことを普通は霊能といいますが、霊能が開くと、いろいろ

なことがわかってきます。人の心はもちろんのこと、病気の原因、明日起り得

る出来事、離れていても天使と話しができ、したがって電話もいりません。天

使自身は、観自在で、居ながらにして、遠く離れた諸々の事象をキャッチしま

す。ある人のごときは、三時間も、ある映画館で、映画を楽しんだこともあり
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ます。これは自分の身は家に居ながらにしてなのです。……こういう人ばかり

ですと、映画館は千あがってしまいますが、これは守護霊の存在と、その事実

をみせるために、やったことで、年がら年中やるわけではありません。 

 霊能はこうした長所を持っていますが、短所もあります。それは表面意識の

作用と想念帯の振動で、本人に欲が生じ、威張ったり、おごる気持や、金儲け

の手段に使いますと、危険なものとなるからです。守護霊は光を体とした、慈

悲と愛が身上であり、威張ったり、おごる気持とは、体質的に合わないからで

す。潜在意識のところで触れたように、それは電磁的作用で守護霊はその人の

意識に働きかけますから、おごる気持は守護霊の働く場を失います。 

 つまり守護霊はその人についてゆけず離れます。ところが、想念帯の一部は

開いています。 

 守護霊は、その人から離れる際に、その想念帯の開いた個所をふさぎますが、

そのスキに、動物霊や、魔王が入ってくるのです。具体的には、おごる気持は、

こうした動物霊や魔王と同通するのです。従って、その人の意識が、これらを

引き込むわけです。類は類をもって集まる。動物霊や魔王に、毒気を吹きかけ

られ、守護霊でもこうした場合、手がつけられぬことがしばしばあるのです。

ですから、霊能者は、普通の人よりも、釈迦の正法を常に行じてゆくように、

心掛けることが大切です。 

 天使は、その人にとって霊能を開かせた方がよいとみた場合は、開かせます。

しかし、その慈悲と愛が本人に通ぜず、それを悪用されては、せっかくの慈悲

はなんの役にも立ちません。各人は、それぞれ、主体性を持った神仏の子です。

各人には自由と創造が与えられ、そしてその意思にたいしては、神仏といえど

も、動かすことができないのです。 

 太陽は地上に無限の光を与えています。しかしそれを受け入れる人間の側が、

これに感謝し、これを善用するか、あるいは当然として悪用するかは、各人に

任されているのと同じです。この点を各自がしっかりと肝に銘じておきません

と、大変なことになります。これは、霊能者の基本です。同時に正法を行ずる

者の態度でなければなりません。 

 しかし、そうした動物霊の憑依など、緊急の事態にたいして、天使は、二次

的、三次的な配慮をしています。長い目でみた場合、そうした過程がその人に

とって必要であることがあるのです。それは本人が夢からさめたときに、ハッ

キリ自覚されます。そして、その憑依作用が、その家庭を破壊するとみられる

場合は、ただちに、動物霊、魔王を取り除きます。そうして、想念帯の窓を閉

じてしまいます。 

 霊能そのものは、悟りへの一過程にすぎません。悟りとはほど遠いものです。

それなのに鬼の首でも取ったように、有頂天になりますと、とんだ間違いをし

でかし、天使の慈悲を仇で返すようなことになります。よくよく気をつけなけ

ればならないところです。 

 ともかく霊能というものには、このような短所があり、長所ばかりではない

ということも知らなくてはなりません。 
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心の指針 Ｐ178 

 ・・・因縁因果がそのまま宿命的な運命となって現れることは、原理的には

いえるのですが、人は本来、自由に意思し、自由に創造してゆくものですから、

宿命的な運命に自分をほんろうされることは、自分を失ったことを意味し、正

法からみると、大変なマイナスになります。 

 悪因悪果の運命にたいして、反省し、己の心を正法に戻したときには、その

運命に翻弄されない自分となってゆくでしょう。神の子としての自己の確立は、

自己の運命を超えてゆく心の自由自在性を持ったものであり、人間の本質は、

そうした自由性によって生かされるものであるからです。 

 イエス・キリストは十字架にかけられました。しかしイエスは復活しました。

人間の魂の自由性を証明したのです。十字架という受難の運命はありましたが、

その運命を楽々と乗り超え、魂の自在性と心の自由性を、復活という事実をも

って証明したのです。あれがイエスでなく、十字架の苦痛に心をとらわれる人

であったならば、あの世でもその苦しみの中に沈んでしまったことでしょう。 

 善因善果を心がけ、そうして心の自由を認識し、宿命的運命に翻弄されず、

むしろその運命を切りひらいてゆく自己の確立こそ、正法者の進むべき道であ

るといえます。 

 

 

心眼を開く Ｐ023 

 物質文明に翻弄されると、心の中にスモッグが生じ、次元を超えた光の世界

からの光が通らなくなります。つまり自我我欲の狭い心は、光の道を閉ざすこ

とになるのです。病気や事故、不幸の原因というものは、こうした自己保存に

あることを知らなくてはなりません。 

 般若波羅蜜多への道は、自我我欲の狭い心を、神の子の広い心に、方向転換

することであります。肉体想念にとらわれない自己を確立し、自然の条理にも

とづいた八正道を、生活行為の中に生かすことによって、ひらかれてゆくもの

です。 

 

 

心眼を開く Ｐ051 

 人間はしょせん、神になることはできません。なぜかというと、この地上で

は何人といえども、己の心を練磨するという修行の第一目的を外すわけにはゆ

かないからです。転生輪廻が永遠に続くように、この地上の修行も、また永遠

に続いてゆくものです。これでよい、これで完成したという行き止まりはあり

ません。 

 医学の進歩、科学の発展は、人工心臓や宇宙船をつくり、百年前の人知では

想像も及ばないような進展をみせています。しかし医学の進歩は、反面におい

て新しい病気の発見があり、病気と医学は、いわば追いつ追われつで進んでい

ます。原子力や宇宙船は人類に新たな希望を与えましたが、人類絶滅という不
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安感をも同時に与えています。 

 このように科学ひとつとっても、これでよい、これで終りであるということ

はないのです。同様にして、人間の魂も、時々刻々より以上の完成をめざして

進んでいるのです。こういう意味において、人間（肉体）が神仏になる、とい

うことはあり得ないのです。そこで人間は、まず人間らしく、生きてゆくこと

が大事でありましょう。 

 人間らしく生きるとはどういうことかといえば人間は神の子であり修行の目

的をはっきりと自覚し、その自覚にもとづいて思惟し、行為することでありま

す。中道の心を忘れないということです。 

 

 

心眼を開く Ｐ079 

 想念は、もともと精神活動の一つです。しかしその精神活動が中道を失うと、

眼や耳や口を通して、肉体中心の業想念に支配されてきます。ウソのつけない

心と、神から与えられた正常な肉体まで汚してしまうことになり、目的と使命

を担ってきた今世の自分の運命、天命を狂わせ、新たな諸々の原因（業因）を

つくっていくことになります。 

 今世の原因が、今世で清算（結果）されればよいのですが、清算されないと

きは、あの世に持ち越し、来世で、そのおさらいをしなければなりません。つ

まり、もう一度今世と同じような環境の下で修行し、己の魂をテストしなけれ

ばならないのです。はっきりいうならば、大抵は、原因と結果の堂々めぐりを

してしまいます。二千年の昔も今も、心の面ではあまり進歩がないというのも、

こうしたところに原因があります。悪循環からなかなか抜け出せないのです。 

 悪循環の最たるものは何かといえば、愚痴と、怒りと、足ることを知らぬ欲

望です。この三つを称して、心の三毒といい、業想念のなかでも、もっとも悪

い原因をつくります。よくよく心しなければなりません。 

 

 

心眼を開く Ｐ092 

 前世のカルマは、あの世においてある程度修正しなければこの世に出ること

はできません。地獄の霊がこの世に出ようと思っても、それは出来ない相談で

す。悪事やカルマというものは、まず、あの世でみっちりとそれを修正し、そ

うして、その修正した事柄を、現世で修正出来たかどうかを自らが試してゆく

のです。 

 そのため、仮に前世で貧乏をして心を狭くし、それに負けた場合は、再び貧

乏の環境を選ぶ場合があります。反対に裕福な家庭で生まれ、わがままや増長

慢に陥った者は、もう一度裕福な家庭に育ち、そうならないよう自らの心を磨

いて行く者もあります。 

 これはカルマというより、カルマの修正が本当に出来たかどうかを試す意味

で、そうした環境を選ぶのです。また、人間の価値というものは、金持ち、貧
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乏ということで決められるものではありません。金がある、ない、の条件は、

己の心がそうした条件にふりまわされず、調和の心を維持し、進んで、自分の

心をより広げていく魂修行の一手段にすぎません。 

 

 

心眼を開く Ｐ103 

 ・・・私たちは現象の動きに心をとらわれてはなりません。生き通しの自分

を失わぬことです。現象界の動きに心が奪われ執着すると、その執着の分量だ

け自分の心を傷つけます。地獄で苦しむ諸霊は、その全部が現象界に心を奪わ

れた人たちなのです。 

 現象界は魂修行の場です。魂進化の大切な場所なのです。その無常の場を、

有常の場に置き換えようとするから苦しみをつくるのです。 

 私たちの住む世界はめまぐるしく変化しています。自己保存と足ることを知

らぬ欲望の渦といってよいでしょう。しかし私たちはこうした渦を恐れてはな

りません。一日一生、無常の真意を忘れず、不動の心ですごすなら、神は祝福

と安らぎとを与えてくれるでしょう。恐れず、惑わず、正法を心の中に打ち樹

てることです。 

 

 

心眼を開く Ｐ135 

 大乗の思想は、今は、盲信的狂信者を生み出しています。信仰の態度が他力

であり、そしてその根底には、人びとを救えば自分も救われるといった考え方

があるからです。正法のそれは、まず自己の確立です。確立された後に人びと

を導くことです。 

 しかし、正法を信じたならば、その信ずる心にしたがって人びとを教導する

ことです。そして教導の過程において、さらに自己の心が磨かれていくもので

す。教導の過程で、さらに新たな疑問にぶつかっていきます。疑問は理解につ

ながり、信をより深く、強くしてゆきます。功徳は、こうした連続の中から大

きく生まれてきますし、正法は、信じ、行うことによって、たしかな生きがい

を感じてくるものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ179 

 【運命】 

 運命にほんろうされてはならない 

 正法を行じる者は 運命を超えてゆく自分を確立することができる 

 運命はもともと自分がつくり出したものだが その運命に執着をいだくと 

 それに心をしばられ ますます身動きできなくなってくる 

 運命から自分を切り離すには何が大事かといえば まず他人の目で自分を眺

めることだ 
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 すると その運命の道筋が明らかとなり 

 運命の原因をはっきりと とらえることができよう 

 客観的な心が養われ 他人の目で自分がながめられるようになればしめたも

のである 

 自己の運命に苦痛を感じないばかりか 他人にたいしても 

 博愛の心が大きくひらいてくるだろうからである 

 

 

心眼を開く Ｐ235 

 人間の生命は、この地上を調和させ、仏国土、ユートピアをつくることが目

的ですから、それから離れた行動をとれば離れた分量だけ、自分を苦しめる結

果となります。これはなぜかといいますと、人間は神の子、仏の子であり、心

も肉体も小宇宙をなしているからです。 

 そこで各人が、その自覚に立って、五官に左右されない自分自身を確立する

にはどうすればよいか、ということになりますが、それには、宇宙の神理であ

る釈迦の正法、八正道を、日々の生活に行じることしかありません。 

 ウソのつけない己の心に問う、聞く、の生活。つまり正しく、見る、思う、

語る、仕事をする、生活する、道に精進する、念ずる、瞑想する、の八つです。

瞑想とは反省です。一日をふりかえって、己の心に問う、聞くことです。そう

して、人をそしった原因は何か、怒った理由はどこにあったか、を反省するの

です。すると、自分をかばう心があった、自分のみをいたわる心が強かったと

いうことになり、自己保存のむなしさがわかってくるはずです。 

 

 

心の対話 Ｐ211 

 実在界は心の世界なのです。思うこと、考えることがそのまま現われますか

ら、現象界の姿とはちがったものになってきます。たとえば、たいていの人は

年老いてあの世に還ります。 

 年老いて還るから老いているかというとそうではなく、心が若ければ白髪は

消え、黒々とした髪に若返って青年に戻ってしまいます。早死したから若さの

ままでいられるとか、老いて死んだから老いのままかというとそうではなく、

心のあり方がその人の容姿を形作り、生活することになるわけです。 

 ですから、現象界で両親からいただいた容姿が、仮りに醜いからといって、

実在界に還ってからもそうだとはいえないわけです。ただ、両親からいただい

た容姿が醜いといって心までそれにとらわれ、自分の姿はこうだと心に植えつ

けてしまうと、あちらに還ってから現象界の姿がそのまま残り、醜くしてしま

います。 

 大事なことは心なのです。肉体や容姿ではありません。また、容姿の美醜は、

その人の今世での魂の修行の材料であるわけです。ことに男子より女子の場合

は、とくにそのことがいえるかもしれません。容姿の美醜がその人の運命を決
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めることにもなってきますから、男とはちがった要素を持っていると思います。 

 しかし、美しいからといって、既述したように増上慢や虚栄心に心がたかぶ

ってきますと、若い時はよいとしても、老いてからはみじめになるでしょう。

どんなに美人でもいつまでも美しさを保つことはできないし、いくら容姿が美

しくても、心が醜くては相手にされなくなるでしょう。 

 

 

反省の要 Ｐ014 

 正法を信じ、行じようとする者は、三宝に帰依しなければならない。ブッタ

の当時もブッタ・サンガーに帰依しようとする者は、まず三宝を依りどころと

して、真に自己の確立をはかり、仏国土をめざす一員になることであった。 

 

 

心行の言霊 Ｐ166 

 五官による六根にふり回されない自分を確立するためには、六根の調和しか

ありません。六根の調和は、反省の生活です。反省の生活は、表面意識と潜在

意識の同通を意味します。反省の思考は、表面意識が潜在意識に通じることで

すから、反省によって自分自身の想念と行為の在り方を正しく見直せます。 

 

 

心行の言霊 Ｐ473 

 【習慣】 

 習慣とはおそろしいものだ 

 習慣が執着につながることを知らないがために 大小さまざまな苦悩の一生

を終えていく 

 習慣を見直し 習慣に染まらぬ自分を確立せよ 

 

 

般若心経解説 Ｐ017 

 親子は、現象界に出生する前に実在界（あの世）で約束を交す。親になる者

は、子よりも二十年も三十年も前にこの世に出生してくる。この世に出た親と

なる魂は、幼少から少年、青年に進むにしたがって、自我が芽生え、環境に流

される。もちろん環境に負けない魂もある。やがて、結婚し、子をもうける。

その時、親となる魂が環境に負けて、実在界で学んだ目的と役目を忘れたとす

る。 

 約束を交した子の魂は、四次元以降多次元の世界から親の行動を見て知って

いるが、一旦約束をした親子の交わりを破約し、他の子になるというわけには

ゆかない。混乱が起こるからだ。親となるその人が、約束通りの行動をしてい

る場合はいいが、そうでない時には、その子となる魂は苦痛そのものである。

俗に、親の罪は子にない、ということがあるが、本当に子に罪はないのである。 
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 親が環境に負けたのは、過去世の業にひかれたためである。過去世で酒に失

敗し、あの世で酒に負けない自分をつくり、その自分を試すために現象界で修

行をする。修行のあり方は酒がのめるような環境が本人が知らぬ間につくられ

てくるのである。本人が知ってしまっては修行にならないからだ。 

 子の方も、過去世で酒で失敗している。そこであの世で、親と子になる魂同

士が、たがいに、それに負けない自分を磨き、今度はしっかりやってこようと

いって、まず親が出、次いで、子が出生してくる。ところが、前述の通り、親

は再び酒で失敗し、子となる魂がそれを出生する前にあの世でこれを見て、困

ったと思っているが、しかし、親子の約束を交わした以上、他にくらがえする

わけにはゆかない。失敗している親の下に出生し、再び、自分もその渦中にお

ぼれていく場合が非常に多いのである。 
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2-6）【自己確立・男性、女性のありかた（丸山弘先生のご指導）】 
 

1994-9 月 Ｐ039 【伝導だより】 

 男性は『ワーしまった。ワー失敗したー』という言葉を決して言ってはいけ

ません。そういう事を口癖のように言っていたら、人からの信用もなくなりま

す。いつも『この人大丈夫かな？』と回りの人もハラハラして見ますし、百年

の恋もいっぺんに冷めてしまいます。 

 男は泰然自若堂々としていなければいけません。また、しかめ面をしている

と、一ぐらいの苦しみが百ぐらいの苦しみに感じるようになってしまいます。

ですからしかめ面をしてはいけません。 

 また、ぼそぽそと話をしてはいけません。小さい声で話す時は、なにかしら

後ろめたい事、悪い事を話す時に多いものです。男は大きい声で話す事が大事

です。 

 次に女性のあり方ですが、女性はいつもニコニコとして明るく、笑いころげ

るような女性でいる事が大事です。暗い女性にはいつも暗い事が飛び込んでく

るように、明るくニコニコとしている女性には必ず明るい事、良い事が飛び込

んできます。 

 いつも例えに出しますが、ご主人が帰宅される夕方に向けて玄関に、ある日

は冷蔵庫を、またある日はタンスを据えつけ、玄関に入るなり爆笑となるよう

な奇智に富んだユーモラスで楽しい女性になっていただきたいと思います。 

 

 

1994-9 月 Ｐ039 【伝導だより】 

 伝導とは非常に大切な実践であります。 

 人に法をお伝えする中で、いろいろな質問を受けます。それを通して自分も

勉強し、また一層法に対する理解を深めて行く事が出来ます。ですから、法を

伝道している人の方が、伝導していない人よりうんと後光が違います。それだ

け伝道とは大切なのです。 

 ・・・、神を信じない人はなかなか法が理解出来ません。何故なら神を否定

する事はその分だけ心が汚れているからです。まず、始めのテストとして『神

って信じる』と問いかけてみるのも良いでしょう。 

 

 

1998-6 月 Ｐ037 【伝導だより】 

 正法に帰依していても、自分自身の頭の蝿も追えない、家庭もまとめること

ができない者が、法を広めることが出来る筈もありません。それは私も一緒で

す。私も皆様と一緒にこの法を広める役割をいただいているのです。 

 皆様は覚えていらっしゃらないかもしれませんが、皆様はイエス様にゴーダ

マ・ブッダ様に、堅く堅く誓って今世出てこられた魂なのです。 
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1998-7 月 Ｐ033 【伝導だより】 

 法の精進の基本は伝道です。伝道をしなかったらあの世に帰ることは出来な

いのです。そして伝道は自分が法によってお救いいただいた悦びを話すことで

す。 

 

 

2000-3 月 Ｐ018 【正法との出会い】主婦の方の投稿より 

 ・・・心の世界には男女同権はないのです。特に女性は一歩謙虚に生きるべ

きなのです。謙虚とは、｢一歩控えて｣ということです。我慢することではない

のです。相手が間違っていても何も言わず我慢することではないのです。おか

しい時はおかしいということは大事ですが、女性は言葉を選んで優しく思いや

りの心で相手に希望と勇気と悦びを与えるように話すごとが大事です。そして、

何時も妻、妻ではなく、時にはお母さんとして、また時には女性となる等、こ

の三つを使い分けてください。 

 

 

2000-8 月 Ｐ013 【正法の学びをいただいて（夫婦の調和）】自営の方(女

性)の投稿より 

 先生にご指導を頂きました時、「・・・この世は男女同権ですが、あの世では

女性は一歩控えた“謙虚”な修業をしておられるとお教えいただいています。

正法ではやはり“謙虚”な生き方をするようお導きいただいております。そう

すればより素晴らしいご夫婦になれますよ」とのおことばをいただき、私は胸

がいつぱいになりました。 

 

 

2002-3 月 Ｐ032 【伝導だより】 

 偉大な主には正法に帰依した人は皆必ず救われている。その体験を語ること

が伝道である、とお導きくださっています。 

 

 

2002-5 月 Ｐ048 【伝導だより】 

 正法の分かる人は、人類全体の中でほんのわずかの人達です。ですから、法

に触れた私たちが率先して地球に愛を広めることが如何に重大かがお分かり頂

けるはずです。 

 

 

2002-5 月 Ｐ065 【伝導だより】 

 貴方様は、・・・もっと明るい自分になるように努力されては如何でしょうか。

それがご主人様にとっても一番悦ばれることではないかと思います。常に自分

の顔を鏡で見て、笑っているかどうか点検することです。そのためには心を明
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るくすることが大切です。いつも楽しい思い方をし、ご主人様にも楽しい話を

してあげることで、ご主人様の心が安らぐのではないでしょうか。 

 

 

2002-9 月 Ｐ041 【伝導だより】 

 ある女性の方が、お義父様に伝道されたときのことについて発表してくださ

いました。「・・・義父は他の宗教を信仰しており、何とか正法を一緒に学んで

欲しいがために、一方的に自分の話をしてしまい、最後には義父と口論になっ

てその場を去ることになってしまいました」 

 その発表に対して先生は「・・・お父様が他のものを信仰しているならば『ど

んなことを学んでいるの？どんなふうに勉強をしているの？私にも教えて』な

どと、まずお義父様のお話を聞いてあげることです。特に他の宗教をしている

方は、自分の宗教が絶対だと思っているのがほとんどですから、いきなり正法

の話をしても、伝道しようとしても逆効果になり敬遠されてしまいます。まず、

相手の話を聞くことから始めなくてはいけません。それが思いやりです」とご

指導をされました。 

 

 

2002-12 月 Ｐ082 【伝導だより】 

 お子さんがおられないご夫婦の一番の理由は、子供を持つことにより伝道が

出来ないので、今生は、子供を持たない環境を選び、法に帰依し伝道される人

が多いとお導き頂いています。 

 

 

2003-1 月 Ｐ035 【伝導だより】 

 ・・・皆様には、今生時計の針が寸分の狂いもなくカチッと合うように生を

頂き、偉大な主がお出ましになられ、しかも大悟された法を学ばせて頂くとい

うことは、『三千年に一度咲く、うどんぱらげに会うが如し』と言われるような、

誠に得難い現在只今という幸せな環境を頂いていることに深く感謝を捧げねば

ならないと思います。 

 それは、皆様が特別な役割を頂いて出ておられるからなのです。高橋信次先

生には、法を学び、行じ、伝道する使命を頂いて出ておられる方は普通の方と

は違い、この世に出る前天上界で約七○年間、特別訓練を受けて来ている魂だ

とお導きくださいました。それを忘れておられるだけで、心の中にその記憶を

持っておられるのです。 

 

 

2003-1 月 Ｐ063 【伝導だより】 

 ご主人様のご両親様に対しては、前世で実の親の場合が殆どとお教え頂いて

いますので、自分の親のように甘えることが大事です。 
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 ご主人様に対しては貴方様が謙虚になればなるほど、今まで分からなかった

ご主人様の愛の大きさがお分かりになられるでしょうし、ご主人様もまたより

大きな愛を現されるでしょう。 

 ・・・自分の親のようにご両親様と接して行かれることが、ご主人様にとっ

て一番嬉しいことであり、貴方様もまた嬉しくなるのです。 

 

 

2003-7 月 Ｐ027【「第二八回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」ルポ】 

 如何なる人に、如何なる時にも、常に愛一杯で接することが出来るようにな

ったとき、自己確立が出来たのである。 

 

 

2003-7 月 Ｐ046【伝道だより】 

 ・・・もっと奥様と心を裸にして話し合って、悦び、お互いを称え合い、感

謝し合って生きることです。まだ心からの話し合いが足りないのではないかと

思います。これからは奥様と共にどんどん話し合って、互いに心が向上するよ

う努力されることです。 

 今日からは奥様の言葉の中に悦びの言葉がないか、探してみてください。『こ

んなことを言って貰って元気が出たよｌ』と言って、悦び、誉めてあげてくだ

さい。貴方様は神仏を信じておられますから絶対に大丈夫です。 

 

 

2003-８月 Ｐ075 【伝導だより】 

 私達のこの人生の目標は愛豊かな心作りをすることとご指導頂いております。

その為には自分自身の心を調和することです。では、『調和』とはどういうこと

かと言いますと、『自分の心を磨く』ということです。人と出会った瞬間、その

相手に対して何を思ったか、相手を裁く思いをしなかったか等、相手を批判す

る思いをしなかったか。このような暗い思い方が、その人の心の本性であると

お教え頂いています。 

 このように日々出会う人に対する瞬間瞬間の思いを後に反省し、一日も早く、

にこやかな微笑と共に温かく思える自分自身となれるよう精進することにより、

やがて自己確立が出来るとお導き頂いています。 

 そして、如何なる人に対しても常に、『大宇宙大神霊・仏よ、何卒この方に光

をお与えください。心に安らぎをお与えください』と祈れる心を持って頂きた

いと思います。如何なる時、如何なる人に出会っても、常に『温かい思いやり』

の心が持てる自分になれるよう、心を磨く精進努力をして頂きますようお願い

いたします。 
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2003-８月 Ｐ081【伝導だより】 

 自己確立とは、己に厳しく、常に法を生活の中に生かす実践を努力し、まず

自分自身の心を正しいものに変えることだとお導き頂いていますが、それは一

気には出来ません。日々常に自分の意識を、一瞬一瞬の思い・行いが法に適っ

ているかどうかに向け、止観する精進努力を積み重ねる中で、次第に自分自身

を変えて行くことが出来るのです。法に触れて今日まで何をして来たのか、と

いうのでは余りにも哀れではないでしょうか。 

 それではあの世で待っている魂の兄弟たちに合わす顔がないのではないでし

ょうか。それよりも、心を切り替え、実践、実行実行、と己自身を励まし、自

分を誉め讃えることが出来るよう、精進努力することが自己確立だと思います。 

 

 

2003-８月 Ｐ085 【伝導だより】 

 自己確立とは、周りの一人一人の人に対して、お会いした瞬間、その人に対

して、どう思ったかについて記録し、その方に対して、いつもその様に思うの

か、それともその時だけ思ったのか等、詳細に点検することにより、現在の自

分の本性が発見できます。 

 相手に対して嫌いと思うか、良い人と思うか、もし嫌いと思ったならば、そ

れは自分の心が曇っているから相手もゆがんで見えるのです。そうした点検を

して行く中で、次第に世の中に嫌いと思う人がいなくなり、どんな人にもにこ

やかに慈愛の心を持って接することが出来るようになった時が、自己確立が出

来たとお導きいただいています。 

 

 

2003-9 月 Ｐ038 【伝導だより】 

 ・・・例えばある人に出会うといつもムカつく、同じ人に出会うといつも同

じ思いが出てくる、その思いの姿が、思っている人自身の本性であるとお導き

頂いています。 

 ある人に出会うといつも怒った顔をしているので、こちらもつい腹が立って

裁きの心が出てくる。そして自分を振り返らないまま、目で見た自分の思いを

そのまま相手にぶつけてしまう。それがその人の本性、つまり欠点（カルマ）

なのです。 

 相手が怒った顔に見るのは、相手が怒っているというより、自の心が怒って

いるためそのように見えるのだとお導きいただいています。 

 そこで何故、ある人を見るごとに怒ったように見えるのか、その原因を見つ

けるために、自分の心の中の思い・行いを反省点検してみる。反省によってそ

の原因を取り除き、曇っていた心の眼鏡を締麗にする。すると次からその人に

会っても怒った顔に見えず、今度はニコニコ顔に見える。その時その人は、一

人の人を卒業したことになります。一人の人を縁として出てきた自分のカルマ

をひとつ乗り越えられたことになるのです。 
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 私たちは、多数の人々に対して、それぞれ一人一人に対する思いを持ってい

ます。怒り、愚痴、ねたみ、そしり、悪口、情欲など、その思いを一人一人に

対して反省して行くことより、自分のカルマが発見出来る。そして反省によっ

て一人一人に対する心の引っかかりを取り除いていけば、カルマを一つ一つ乗

越えていくことが出来るのです。そして、どの人に会ってもニコニコ顔の善良

な明るい人に見えるようになったとき、その人は自己確立が出来たことになる、

とお教え頂いております。 

 

 

2003-11 月 Ｐ027 【伝導だより】 

 一番端的に心のクセが現れるのは、お会いするお一人お一人対して、即自分

中心の思いを持つ、または持ち続けるということではないかと思います。例え

ば、『あー、この人はいやな人だなー』、『前に会った時にいやなことを言われた

なー』、などと言った思いのことです。 

 しかし、もしかしたら、一○日前のその方と現在のその方は変わっておられ

るかも知れません。しかし、私達は以前の思いを引きずって、以前の思いを持

ち続けているのです。それは『正しく見る』のではなく、自分中心の、間違っ

た思いを引きずってその方を見ているのです。 

 それが自分の心の苦しみとなり、その思いは何百年経っても消えることなく、

増える一方で、ますます心の苦しみも同様に堆積されていくのです。 

 それを消しなさい。それを根絶してしまうことを、『自己確立』とお導きいた

だいております。 

 ・・・A さんを拝見すると、かつてＡさんに対して抱いた思いが即、心に浮

かんでくるのです。それを『業』とお教えいただいております。それを取り去

ることです。フタで押さえたり、隠したりするのではなく、根底から取り去る

ことが大切です。『何故、A さんとお会いすると悪い思いが浮かんでくるのか

なー』と考えてみることです。 

 次に、A さんを正しく思えるよう、これまでのことを反省することです。自

分の心が自分中心の目、思いで見ていたことを反省し、正しい思いに切り替え

る精進努力をされたとき、やがてその方を正しく見る・思うことが出来るよう

になるのです。 

 このように根気よく一つ一つ反省していくことにより、『自己確立』が出来る

とお導きいただいております。 

 

 

2003-11 月 Ｐ034 【伝導だより】 

 自己確立とは、人と出会った瞬間、誰もが人を批判した悪念を持ちがちです

が、そのような時は、直ちに、神仏に対して、その方に対して、心から謝罪し

たうえ、善念に切り替える反省をすることが大事です。 
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 このように精進努力されることにより、やがて如何なる人に対しても夫々善

念を持って接することが出来るようになる、それが『自己確立』とお導き頂い

ています。 

 

 

2003-11 月 Ｐ046 【伝導だより】 

 「・・・私はこんな心の人間だったのが、偉大な主・高橋信次先生のみ教え

を学ばせていただいたお陰で、こんなにもお救いいただいたのよ。 

 仏陀とも、主とも言われるお方が、この世に肉体を持たれて、お出ましにな

ったのです。 

 私はこのみ教えを信じています。貴方もお勉強してみませんか」 

 あなたが一人でも多くの人にそれが言えたら、金文字で、天に記録されます。 

 

 

2003-11 月 Ｐ064 【伝導だより】 

 『お母さんが、子供を救ってあげなくてどうするの。子供が可愛くないの』

と、もっと強く言ってみることも大事です。 

 

 

2004-10 月 Ｐ048 【伝導だより】 

 女性は化粧をするために鏡を見るのではなく、自分は目が笑っているかなと、

見るために鏡を見るのです。朝、起きたときから、ひっくり返って笑っている

ような女性になる。それが美しいのです。女性の役割なのです。 

 

 

2009-2 月 Ｐ053 【伝導だより】 

 ・・・(癌で苦しんで居られる方への伝道に関して)相手の思いを十分に聞い

て差し上げることが一番大事であり、自分がお手伝い出来ることがあると思わ

れたら、話してみられたら良いのです。 
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2-7）【実践・自力・他力（ご著書より）】 
 

心の発見(神理編) Ｐ136 

 人生は短いもの。悔いのない毎日の生活の積み重ね、その中での反省は、人

間の心をより高い次元に浄化させるものである。想念は、行為となって現われ

るものだからだ。 

 神の光は、慈悲と愛に対する感謝の心が、人々に対する報恩の心と行為にな

って行くような人類にこそ注がれる。私達は、一歩一歩、このような社会を作

らなくてはならない。そしてそれは、手をこまねいていても訪れてくるもので

はない。実践行動の中に、善意の運動は広がって行くものなのである。 

 社会現象の、外面にとらわれることなく、内面の心を中心とした調和こそ、

神の意であり、それは又、神理に適った人々の実践生活以外にないということ

を、私達は発見するのである。 

 

 

心の発見(神理編) Ｐ184 

 生活と結びつかない信仰は、すべて宗教としての存在価値はない。それは、

正法を悟っていない人々の行為といわねばならない。 

 すべて不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたらしたものであり、

責任は他にはない。その原因を追求し、その根本をとり去る、心の反省の中か

ら前進があるのである。 

 毎日の生活が調和された中には、常に神仏の光によって保護されるものがあ

る。そしてそこには不幸は訪れてはこない。それは、正しい生活の実践の中に

積み重ねられて行くものなのである。 

 

 

心の発見(神理編) Ｐ226 

 自己が、永い年月の間に造り出してしまった「癖」に打ち克ち、新しい自分

を作り出すことが神理実践の第一歩である。自分に甘く、他人にきびしい行為

を求める人は自己保存の強い人で、自己にきびしく、他人に慈悲深い優しい行

為をする人の心、が本物の仏心である。仏心の持主には、不調和な憑依霊は憑

くことができない。なぜならば、心に曇りがなく神仏の光に覆われているから

である。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ038 

 神仏は私達の心の中に存在しているのだから、それを形作る必要はないので

ある。何かに頼ろうとする習慣を、救いだと錯覚してはならない。苦しみや悲

しみがあったなら、その原因を追及し、正しい想念と行為を自ら律することだ。

それもまた幸福への段階と知って、溺れず、生きて行くべきである。それが、
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人生における修行であるのだから。 

 迷いの岸より悟りの彼岸へ、苦悩は到達するための過程と考えれば良い。忍

耐と努力、極端に走る生き方を捨て、中道を行く中に、心の調和が生まれ、正

しい判断が生じてくると知るべきだ。悟りへの道は、自分自身の心以外決める

ものはない。 

 それが、神仏の子、万物の霊長たる者のきびしい掟なのである。 

 神理を悟った師につき、法を学び、実践する過程に道は開かれて行く。その

ことを知らなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ042 

 私達は、現象界の栄華に憧れ、世を楽しむことと、道を楽しむこととは自ら

別であることを知らなくてはならない。 

 過去に繁栄した国々がなぜ滅亡し去ったのであろうか。弱き者達を犠牲にし、

権力者は増上慢となり、栄耀栄華の明け暮れ、動物的本能まる出しの肉欲的行

為にうつつを抜かし、仏性を失って自我我欲の権化と化したところに原因があ

った。 

 修行を怠り、栄華を楽しむだけの人生を反省し、正法の道を自ら求めねばな

らない。自ら求めたものが与えられたときの喜びは、何物にも代えがたいもの

である。心の道は深遠であり、悟ればこれに勝る喜びはない。 

 この喜びを得るには、あらゆる諸現象に対して、正しく判断する理性、喜怒

哀楽を表現する感情、神仏より与えられている本能、人生経験と智性、これら

のものが互いに調和を保ち、心にとらわれのない生活をすることが必要である。 

 万象に対する感謝と報恩、供養と布施の心を持って、神理の実践生活をする

こと。それによって心の窓は開かれ、自らの力で偉大な智恵の宝庫を発見する

ことができるのである。 

 このとき、己の心に気がつき、私達は、魂の兄弟や、守護、指導霊と調和さ

れ、私達がより良い人生を送れるよう、慈悲と愛に満ちた指導、協力がなされ

ることを悟るであろう。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ078 

 この現象界は、修行の場であるため、肉体の五官、六根に惑わされ、心まで

柱を失ってしまう場合が多い。過去世で経験してきた無限大の智慧は、潜在意

識の中に閉ざされているので、肉体や物質経済にほんろうされて、苦しみを自

分で造ってしまうのである。この閉ざされた智慧の扉は、誰も、正しい心、正

しい生活をすることによって開かれて行く。私達は迷うことなく神理の道を実

践することが、自分の迷える心を救う早道なのである。 

 神理の道は、環境、地位、名誉、経済、職業、肉体的欠陥などに全く関係な

く、与えられたその環境で、修得ができる。この道は、日々の正しい生活努力



158 

 

の中に存在し、常に心がけていれば、空気のように私達の身近に存在している

ことを悟る。 

 私達は、心の窓が開かれていないため、肉眼で見た現象で善悪、好き嫌い、

無関心を定めてしまう。しかも自己本位に考えて行動したり、不調和な考えを

心中に押しこめている人々があまりにも多い。いかなる問題も、正しい中道の

心で判断しなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ105 

 他力本願によって、現代人の心を救うことはできない。 

 法然や親鸞、日蓮の時代における人々の心は、権力に反抗できない無智な者

がほとんどであり、南無妙法蓮華経や念仏を唱える他力の中で、神仏の存在を

悟らしめ、生死の苦しみを離脱させる以外に救うことができなかったのである。

しかし果たして、神仏に己の心と身の一切を委せて悟ることができるであろう

か。祈ることのみによって本当に救われるであろうか。己の心を無にして悟れ

るであろうか。それは神仏の存在を知る方便にしか過ぎない。 

 人間はロボットではない。己自身を失っては、人間としての修行目的を果た

すことはできない。それは、正しい心と正しい行為の実践の中に、神理の調和

が生まれてくるものである。 

 神仏に対し、生存し修行できる環境を与えてくれる一切の万象万物に対し、

感謝するとともに、報恩の実践こそ菩薩心の現われといえる。私達は、ややも

すると他力本願、自己保存に陥りやすいのである。 

 正しい目的に対する想念の一念力は、努力と勇気によって生まれるものであ

り、己の逃避と自己保存のお題目で人類を幸福に導くことはできない。神仏に

対して感謝し、人々に対しては報恩の実践行動によって調和が成り立つのであ

る。 

 ・・・己の心は、無限の生命に通じている己自身の王国である。それは己自

身であり、誰も侵害することはできない。その王国を第三者に売り渡してしま

うため、人々は自分を失い、努力することを忘れ、他力本願に依存してしまう。

神仏は自ら信じ、努力する行為によってのみ力が与えられるのである。 

 そしてその力に対する守護、指導霊の協力は常に存在している。すなわち自

力によっての努力があってこそ他力に通ずることは、原因と結果、作用と反作

用の神理であるということだ。 

 実在界の上段階光の大指導霊（如来）や、光の指導霊（菩薩）達は、物質経

済に束縛されている人類に対して、勝手気ままな命令や、無から有が生じるよ

うな約束は絶対にしないものであり、己自身の努力なくして自己保存の祈りや

お題目を上げるだけで、私達の幸福は得られるものではない。祈ることのみに

よって救われると約束する教祖や指導者に、私達は気をつけなくてはならない。 
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心の発見(科学編) Ｐ204 

 宗教の指導者達は、正法に帰依して、まず自分自身で正しく判断できるよう

な、法に適った生活を体験してから、信者達に誤りのない指導をすることが必

要である。自己判断で、神仏の教えを説く場合でも、教団や宗派保存の者であ

るならば、その誤りの責任は、誰にでもなく、自分自身にあることを悟らなく

てはならない。この事実を否定する指導者がいるとしたなら、その人の心は、

不勉強で、我田引水的な自己保存の強い人であることを知るべきである。生き

ているうちに、反省をしてみることが最も必要な人々である。 

 智のみで知った学問的な考えで、実践のないものが、果たして神理といえる

だろうか。表面意識の一○％だけの判断は、煩悩に狂いやすいものだ。どうし

ても自己保存的なものの考え方になって、外面敵な現象に惑わされるからであ

る。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ046 

 ・・・果たして、他力信仰で人間は救われるだろうか。 

 たとえば喘息で苦しんでいる人の姿は、本当に気の毒だ。看病する人も大変

である。それをやわらげようとして、麻酔で発作の一時押えをする。苦しみの

一時逃れだ。 

 しかし、根本的な治療をしない限り、この苦しみから解放されることはない。 

 つまり、解決は、肉体的にも精神的にも喘息の原因を追及してその病根を絶

つことにしかないのである。 

 信仰の道も同じである。 

 自らの病苦や精神的苦悩からの、一時的逃避であってはならない。一切の苦

しみの原因を追及してその原因をとり除かない限り、苦悩は再び起こってくる

ものなのである。 

 神の慈愛の光りは、万物に平等だ。 

 あたかも太陽の熱光りと同様に、自分の心の在り方と生活の在り方を正しく

しないで、他力によって救われると思ってはならない。 

 多くの人々のなかには、他力を縁として、自らの性格や行為を改め、安心立

命の境地に入る者もあろう。しかし、実は、心のなかに不安や執着があれば、

苦しみの種はまた芽をふいてその人を苦しめることになるのだ。 

 宗教の道を人々に説いているときは、自分自身に満足しているが、一端、家

にもどり一般の生活に入れば、心と行ないのギャップに苦しむ。そうした人が

多いはずだ。 

 特にご利益信仰の新興宗教を信じている幹部達にのみ多い、ということでは

ないであろう。 

 現実にもどったときも、説教しているときも、変わらない心と行ないが大切

ではなかろうか。 

 不調和だということは、もはや正道を実践しているとはいいにくいのである。 
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 狂信者や盲信者は、自己逃避がすでに陶酔境となっており、それは正しい信

仰の姿ではない。 

 苦しみから逃れるための信仰は正法ではないということを知らなくてはなら

ない。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ096 

 ・・・神理にかなった心の在り方と生活が続く限り、私達の心には曇りもな

くなり、神の光りに満たされて行くのだ。 

 自らの智慧と、欠点を修正する自らの勇気、日々の努力によって、私達は人

生への道を高めて行くことができるのである。 

 その具体的な方法は、八正道の実践にある。 

 八正道を実践するとき、人間は欲望への執着がなくなり、自ずから足ること

を悟って行く。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ115 

 他力本願の祈りの宗教、偶像崇拝だけで一生を送った人々は、地獄か天上界

かいずれかの世界に行っても、いつの日か、自らの心の目覚めにより、どこに

自分の宗教の誤りがあったかを反省させられるということを知るべきであろう。 

 他力本願で、即身成仏はできないということを、私達は悟らなくてはならな

いだろう。なぜなら、私達は皆神の子だということだから、そして、肉体舟の

船頭は、他人ではなく自分自身であり、自らの心の王国の支配者は、善なる神

の子、自分であるからだ。 

 苦楽の一切は、自分自身が造り出しているのである。神の光りを受けるのも

遮るのも、自分の心と行ないが決定してしまうことだ。 

 自らに甘く、お願いだけは神仏にするのは、人間の自分勝手な考えである。 

 太陽の熱、光りはすべてに平等である。 

 神の光りも全く同じだ。拝むことがなくとも、心さえ正しく生活していれば、

神の光りは与えられているということである。 

 そうしたとき、守護霊や指導霊が協力して、霊感を与えたり、自然と調和さ

れるようになっているということを知らなくてはならない。 

 自力更正があって他力本願は与えられるもの、ということを、私達は悟らな

くてはならないだろう。 

 苦しいときの神頼みではない。苦しみの原因をとり除くことによって、心の

曇りを払い、神の光りを受ける道が開かれるからだ。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ225 

 ・・・善鐸とは、自らの心を失い、腑抜けになってその人生を無為にすごし
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てしまうことだと、私達は自らの心に刻み込まなくてはならない。 

 たとえ自力といっても、自力の正道を外してはならないのである。 

 それは、空中の楼閣にしかすぎないからだ。 

 移り行く心の変化を、いかに正しい状態に保つ生活が大事なことであるか、

ということを私は痛切に感じるのである。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ265 

 他力信仰から脱皮して行くことは、非常にむずかしい。 

 苦楽の一切を善鐸すれば、救われるという教えだけに、人間は腑抜けになっ

てしまうからだ。 

 他力で苦しみからも救われ、欲望を満たす目的も果たせるということになれ

ば、世のなかは皆平和で、闘争も破壊もないだろう。 

 他力信仰では、人間は救われないのである。 

 神は、太陽の熱光りのエネルギーを始めとして、万生万物を私達に与えてい

るのだ。 

 この、自然の姿が、神の愛と慈悲の心の現われであろう。 

 人間は、これ以上何を望み、今以上の慈悲を、愛を求めるのだろうか。 

 苦しいときの神頼み、欲望を果たすための神頼みで、本当にその目的が果た

されるものであろうか。 

 私達は、子供の頃、何ごとも親を頼りにし、自分の欲しいものをねだったも

のだ。だが、それにも限界はあったはずだ。 

 青年になり、働く能力があっても、親に甘えていれば何とかなると両親を頼

り切っている、息子というものも考えてみることだ。 

 そういうのを、道楽息子という人もあろうし、怠け者の腑抜けというだろう。 

 こうした例も、両親に頼り切って生活しているということでは、他力という

ことだ。 

 人間は、自立心が大事だということだ。 

 一所懸命に働き、健康で平和な生活をしている子供達を見たら、両親は喜ぶ

だろう。 

 喜ばせるということは、安心させるということにもなるし、親孝行といえる

だろう。 

 両親の慈愛によって育てられて成長してきた子供達が、親に孝行をするとい

うことは、報恩の行為であり、人間の道であり、感謝の心を現わすのは、当然

のことなのである。 

 その行為を忘れて腑抜けになってしまっては、人生において何の修行になる

だろうか。 

 信仰も同じことだ。 

 自らの力で生き、曇りのない正しい心で生活をしていれば、自然に、神の光

りによって満たされ、幸福になれるのだし、それが私達人類の親神に対する報
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恩の行為ではないだろうか。 

 苦しみの原因は、人間自ら造り出しているのだ。 

 その苦しみの原因である心の曇りを払わないで、なぜ神の慈愛の光りを受け

られるだろうか。 

 私達は目覚めなくてはならない。 

 自らの欠点は、正しい中道の心の物差しを、自らの心のなかにしっかりと刻

み込んだとき、はっきりと悟れるだろう。 

 丸い豊かな広い心に、歪みを造ったのも、狭い心を造ったのも、他の人では

ない。自分自身であるということが解かったなら、欠点に対して、きびしく修

正することが大事なのである。 

 極端な考えや行ないは、必ず苦しみを造り出すものだ。 

 人間が思うことも、行なうことも、同じ結果が現われてくるものであるから、

しっかりと自分自身をみつめ、間違いを犯さないように努力すること、それが

きびしい修行なのである。 

 そして、間違いを犯してしまったなら、なぜ犯したのかを良く反省してみる

ことである。 

 その結果は、ほとんどが、自己保存、自我我欲に帰するものだ。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ270 

 神は、すべてに平等な慈悲と愛の光明を万遍なく与えているのである。 

 たとえ、外見的な問題や人間が造り出した不平等な段階で試練に逢っても、

心まで失ってはならないだろう。 

 人間は、自ら望み、自ら造り出したいろいろな不調和な現象の泥沼のなかか

ら、自らはい上がるための努力と実践行動が伴ったとき、それはすでに、一切

のとらわれから、悲しみや苦しみから解放されるときといえるのである。 

 欠点の修正は、自らの努力によって苦しみから解脱して行く過程であり、八

正道の実践は、自らの心を悟りに導く最高の道である。 

 

 

人間釈迦① Ｐ137 

 反省して悪いと自認したとしても、その事実を消すことはできない。要はそ

の事実を、これからの人生の過程において、改めてゆく以外にないのである。

また、過去のその善悪について、それに執着を持つと、これからの行動が束縛

されてくる。本来の自由性がそこなわれてしまう。とくに悪の行為について、 

 「悪かった……」 

 と認めたまではいいが、それにとらわれると暗い想念をつくりだしてしまう。

この点も中道の心が大事である。過去の全体験は、魂の修行の一過程であるか

らである。反省の功徳は反省後の中道の実践にかかっている。功徳は身心の調

和という姿で現われてくる。 
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人間釈迦① Ｐ163 

 人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であった。闘

争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を悟れば、現象

界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

 人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を痛め、

苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば功徳がある、

祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違いである。苦行は、肉体

に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の神性を失わしめる。いずれも

片寄った信仰である。 

 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活

行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分

の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和さ

せ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ165 

 人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、神の

心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から離れること

である。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂がふれ

るよう努力を惜しんではならない。 

 一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんなに人類

がふえても、空気、水の質量は変らない。太陽の熱、光についても、その放射

する質量を変えることがない。人間社会には男と女が生存する。男女の比は常

に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自己保存、我欲に傾かない

かぎり、男女の比は均等に維持される。人間の肉体も、休息と運動という循環

から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続ければ、肉体的支障が現われ、精神

の平衡を失ってくる。 

 すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないようにで

きている。 

 悲しみや苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからである。 

 中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践するこ
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とから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせれば、業の

修正は意外に早まるだろう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ222 

 早くから正法を学び、あれこれ知としてわかっていても、実践の伴わぬ者は、

いつになっても悟ることはできない。 

 正法は、信と行との車の両輪と同じように、まず信じたならば行ずる。行ず

ると、さまざまな問題にぶつかり疑問が生れる。疑問は、行ずる者には必ず解

決されるように仕組まれているのである。解決されれば、理解は一層深まり、

信の心は広く、深くなってくる。こうして、信と行は、いよいよその幅をひろ

げ、安らぎの悟りへと導いてくれるのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ236 

 人間のこの世の目的は、正道の実践である。調和された自分自身をまずつく

り上げることなのである。観自在力を求めるためではない。この点を混同し、

踏み外すと目的と修行がわからなくなってしまう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ247 

 ・・・人間は、たがいに助け合い、自然をも含めて、より高い調和をめざす

ものである。ところが、欲望の渦中に自らを置き、争うために生きてしまう。

虎同士で殺し合いをするだろうか。よくよく考えなければならない。 

 私の法は、大自然の万生万物が、相互に関係し合い、そうして、全体を安定

させているように、まず、自己保存、自我我欲の心と行ないを捨て、人類は皆

兄弟だという心境になることである。そうして、社会人類に奉仕することだ。

苦と思わず、実践することだ。苦と思える自分があっては、実践は覚束ない。

そこで苦と思えない自分をつくることが先決であり、自己の確立が大事な要件

になってくる。 

 その要件を満たすには、八つの条理を、生活の基礎におき、物差しにして、

自分自身の心と行ないを整えることだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ256 

 人間は誰もメクラだ。過失を犯しやすい。他人の心がわかれば、調和への道

も開かれよう。しかし、ほとんどの人は、自己保存の心に束縛されて、他人も、

自分も見失ってしまう。不調和はそこから生れ、苦しみ、悲しみの原因をつく

ってしまうことを悟るがよかろう。心の正しい規準を知って、よくその原因を

追及し、反省することが大事なのだ。過失は素直に認めて修正し、同じ過失を
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犯さないような生活が、自らの心を豊かにし、苦しみの人生から脱皮すること

が出来るのだ。そういう考えを拾てることだ。 

 人生は無常であり、死はいつ襲ってくるかわからない。今日のことは今日の

うちになし、常に心の整理をして、一日生きられたことに感謝することがもっ

とも大事だ。一日一生は心と行ないが充実した毎日でなくてはならないだろう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ091 

 ・・・正道を心の物差しとして、毎日を正しく生活すること以外に、心の安

らぎを得る道はないのだ。燃える火をあがめても心の安住は期し難い。 

 神理はただ一つ。正道を実践することです。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ123 

 人々の心の姿は、五官、煩悩に惑わされて、限りなく変化するものである。 

 欲望の心が生ずれば、その欲望が満たされても次の欲望が己の心を支配し、

安らぎの境地に達することはできないものだ。 正しい心の規準を失った心の

暗い者たちは、偽我がつくり出した心の魔によって、己自身が支配され、苦悩

の人生を送ってしまうものだ。 

 そなたたちは、よく法を悟り、行ない、世間の諸現象に執着の心を宿しては

ならない。 

 生死の領域にこだわりを持ち、愛着している者たちは、まだ執着に心をとら

われている者たちなのだ。 

 一切の欲望による心の破壊から、自己を守るための努力を惜しんではならな

い。 

 実践には勇気が必要だし、常日頃の努力を積み重ねることが大事だ。 

 そして、より豊かな智慧によって、執着の根を除くことが、安らぎへの近道

だということだ 

 

 

人間釈迦③ Ｐ180 

 ・・・思念と行為を正した生活は、人生の価値観を変え、より豊かな心にし

てくれるものだ。一切の苦悩の原因をつくらないから、心の中は安らぎに満た

され、光明に輝くようになってくる。光明は前途を照らし、修行の喜びが生活

の中に溶けこみ、一日一日が充実されてゆくだろう。 

 法は実践の中にこそ生きており、それによって心に法灯がともされ、永遠の

生命を私たちに感得させてくれる。 

 心に法灯のない者は、そのまちがった思念と行為によって、苦悩の生活を送

ってしまう。 

 ブッダ・サンガー（僧伽）の目的は、物を物としか見れない誤った価値観に
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呻吟する人びとを救済することにある。多くの衆生に、心の糧を与えることに

ある。そうして、その光明は、あの太陽のように、誰彼のわけへだてなく与え

るものでなくてはならないのだ。 

 法灯を心に灯し、自己満足に陥ってはならない。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ184 

 ・・・雨に打たれている草木を見よ、まっすぐにのびている竹をよく見るこ

とだ。彼らは自然の風雨によく耐えて、その中で立派に成長している。それは

自然にさからわないからである。同時に、草木は、しっかりとした根を地中深

く張っているので、どんな風雨にも耐えられるのだ。 

 そればかりか、彼らは、互いに譲り合い、助け合って生きている。この事実

を、しっかりと見ることである。 

 そなたたちも、法を悟って生活したならば、五官煩悩にふりまわされず、い

かなる諸現象も正しく理解し、心の中に苦悩の毒をつくり出すことはないであ

ろう。 

 不調和ないかなる物を見ようと、聞こうとも、法に照らして思念すれば、心

を動かすことも、不調和な行動に流されることもなくなるであろう。 

 不退転の心は、法の実践によってつくり出されてゆくことを知るがよかろう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ191 

 智慧ある者は、知識の限界をよく知っている。愚かな者ほど、知識に酔い、

自分を高く見せようとする。 

 バラモンの修行者の中には、ヴェーダやウパニシャドの聖典に通じ、知識は

豊かであるが、実践がないので知識の粋から一歩も外に出ることかできず、聖

典をもて遊ぶ者が多い。哀れというほかはない。 

 真の智慧は、心の中から湧き出ずるパニャー・パラミタ（内在された偉大な

る智慧）の境地から生まれてくる。それは、人からの借り物のような知識から

は、決して生じてはこない。 

 法の実践によって得た安らぎ、感謝、調和の心から湧きでるものである。 

 そなたたちは、知識におぼれてはいけない。知識の枠をいくら広げたからと

いって、心が豊かになるものではない。むしろ、その反対に、迷いと、不安と、

混乱を増すだけである。 

 知識は智慧から生じた現象であって、智慧そのものではないのだ。 

 智慧の湧現は法の実践にある。心の中につくり出された不調和な曇りを除か

ない限り、無明はいつになっても晴れることはないであろう。 

 曇りを除くには、法の物差しにより思念と行為をふりかえり、その間違いを

修正することが最も大事である。つまり、反省である。そうして、心の中に曇

りをつくらないように、常に正道を歩まなくてはならない。 
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 正道を歩むとは、煩悩の偽我を支配することである。 

 そなたたちの心の中に本来ある、己に嘘のつけない善我なる心で修行するこ

とが、正道を歩む修行者といえよう。 

 心を外に向けると、遊興な生活におちこむことになる。そこには千仞の谷が

待ち構え、苦悩しか与えないだろう。 

 悪業は、即座に報いとなって現われることはないが、しかし、山中で焚火を

たいた後の灰にかくれた火種のように、風によって、いつ山野を焼きつくして

しまうかしれないものだ。 

 また、愚かな者たちは、常に地位や名誉の欲望に苦しみ、物質、財宝、情欲

への執着心のため、自らを苦しめている。サロモンは名聞に耳を傾けてはなる

まい。利他の行為を忘れることなく、自己保存の欲望を捨て、常に安らぎの生

活の中に住すべきである。 

 法の水を飲んだものたちは、心が洗われているから、物にこだわることがな

く、平和で安らいでいよう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ239 

 諸々の衆生よ。 

 心以外の一切の諸現象は無常である。たとえ何を所有しようとも、それは永

遠の所有物とはならないのだ。金銭財宝、すべてが無常だということを知らな

くてはならない。この世を去るときには、一切の物を置いて帰らなくてはなら

ない。この無常な物にとらわれて、自らの心を狂わせ苦しんでいるのだ。一切

の苦悩は、私たちが生活の中でつくり出しているといえよう。人は盲目なるが

ゆえに、物におぼれ、情欲に心を失い、自ら苦しみの渦の中であえいでいるの

だ。 

 しかし自ら蒔いた苦しみの種は、自ら刈り取らなくてはならないのだ。 

 そなたたち一人一人の心の世界は、自分が支配者であり、偉大なるラージャ

ン（王）であるということを知らなくてはならない。その責任は重大だといえ

よう。 

 それゆえに、自らの心の世界に蒔いた種は、他人が刈り取ることは出来ない

のだ。 

 原因、結果、すべて己自身の責任だということだ。 

 諸々の衆生よ。 

 毎日の生活を通して、心の中に苦悩の種を蒔くことを止めよ。 

 苦悩の種とは、むさぼりの種、怒りの種、そしりの種、ねたみの種、そねみ

の種、増上慢の種、虚栄の種、足ることを忘れ去った欲望の種、情欲のみにと

らわれている不安な種、嫉妬と独占の種。 

 諸々の衆生よ。この種は、やがて心の中をおおい、神の光明をさえぎってし

まう。一切の苦悩の種だということを知るがよかろう。 

 今迄に蒔き散らしてしまった苦悩の種は、今の苦しみとなって心の中に繁茂
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している。 

 苦悩から解脱するにはその根を除く以外にない。刈り取るだけでは、また新

しい芽が生えて、ふたたび苦悩にあえぐことになろう。その根を断つ以外に、

苦悩から逃れることは出来ないのだ。 

 苦悩の根を除くには実践しかない。正道にそった生活しかないのだ。実践し

たときに、その実践に従って、安らぎという光明の種が、広い心の世界を満た

してくれるのだ 

 

 

人間釈迦④ Ｐ104 

 ・・・正法は自己の確立以外に他に説法の道はないのだ。特に、親しい者た

ちを教化するには法を実践体験した修行者の言葉しか教化の道はない。体験は

心にひびき、安らぎを与えるものだからだ。人の心は、みな同じであり、その

心がひびき、応えるからなのだ。 

 知識を得て知識の切り売りをしても相手には通じない。また、修行者はそれ

ではいけないし、それは修行者の説法でもない。正法という知識を得たならば、

その知識を体を通して体験し、心の中から湧き出る智慧によってのみ、感動が

相手に伝わり、安らぎと調和を与えるものだ。 

 法は実践されてこそ、光明に満たされ、道は開かれる……。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ246 

 ・・・そなたらの五体は両親を縁として神仏よりあたえられたものである。

そしてこの五体はこの地上にふさわしい形で適応されている。つまりは調和さ

れている。調和されているから健康で生きられる。健康でないのは心である。

本来、健全なのだが、地上の生活になれてくるにしたがって、自我が芽生え、

心がいびつになってくる。いびつはやがて六根となり、そなたらの想念と行為

となって現われてくるわけである。 

 正しく見、正しく語り、正しく仕事をなし正しく生活し、正しく道に精進し、

正しく念じ、正しく定に入るに八正道の実践こそ、わたしがいう法である。 

 八正道の中心は、神仏の光につながっている各人の心である。その光を八正

道の歩みによって現す、これが法の実践である。仏法は他人のためにあるので

はない。すべては各人一人一人のためにある。そうして、その喜びを、慈悲を、

他に及ぼしていくものだ。かくして、この地上に仏国土が生まれよう。 

 仏国土はまず各人の心の中に築かなければならない。 

 現在のそなたらの修行は、心に仏国土をつくる。すなわち悟りの境涯に至る

ことだ。彼岸に至る修行が、今そなたらの生活であり、目標だ。在家の人たち

に劣るような行為があってはならないだろう。 
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原説般若心経 Ｐ023 

 玄奘三蔵は、長安の都から遠く南天竺を訪れ、仏教を求めて、悪戦苦闘の末、

遂に仏法の神髄に触れ、心と行ないの大調和に達して、あの大般若経の中から、

般若心経を集約したのです。 

 本文二百六十六字、題字十文字。それが、精華です。だからそれは、悟りの

境地に到達しなかったら、完成されなかったといえましょう。知識と智慧とは

ちがうものです。生活と心の調和がなかったら、得ることのできない仏智であ

ったといえるのです。 

 しかし後世の人々は、容易な他力本願に道を求めたときから、生活体験をと

おして理解することを怠り、自己を見失ってしまいました。 

 例を引けば、現在、社会問題になっている公害も人間が作り出したものです。

文明という人間の生活の知恵に、人間自身が溺れたからです。 

 それを修正するのは、やはり自力によるしかありません。心の中に作り出し

たスモッグも同じことがいえるでしょう。 

 自力によってのみ、他力が得られる、ということを知るべきです。 

 般若心経も、内容を理解するための読誦であり、理解するための写経である

ならば良いのです。しかし祈ることによって救われると思うのなら、それはそ

の本旨から遠くへだたってしまう、ということです。 

 内容の意味を知った心と生活、それ以外に本質に到達する道はないのです。 

 般若心経によってご利益を得ようと読誦することは、発声練習と、自己逃避、

自己満足にしかすぎません。 

 偉大な般若心経の中にある正しい教えを、泥沼の中に入れてしまうというこ

とは、ダイヤモンドを溝に捨てるようなものではありませんか。 

 コーダマ・ブッダの教えは、偉大な心と行ないの教えであり、それが経文と

なっているのです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ043 

 ・・・色は空に異ならず、空は色に異ならず、色はすなわちこれ空なり、空

はすなわちこれ色なりと読みますが、これは、万人に知られたあまりにも有名

な経文です。 

 しかし、仏教では、“空”の理論が解れば教義の全部が解明されたようなも

の、といわれるほど、その意味はむずかしいようです。 

 空を、「むなしいものだとか、あると思えばなく、ないと思えばある」と説

いている学者がいるようだが、果たして衆生は、こんな説明で理解できるでし

ょうか。 

 私には理解できません。 

 おそらく書いている人にも解ってはいないのではないでしょうか。 

 「色心不二」という言葉があります。天台大師の説かれた、法華経の中にあ

る言葉ですが、この中の“心”は、むなしいものでしょうか。 
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 そして、この心の在り方を、一念三千と教えています。 

 一念三千とは、私達の心は無限に広く、自由自在に変化することをいってい

るのです。 

 仏教を哲学化した人々によって、むずかしく説明されてしまった、といえま

しょう。私には、彼らが心を失った頭脳プレーを楽しんでしまったように感じ

られるからです。 

 心と行ないを失ってしまったものは、仏教ではないでしょう。まして、他力

本願の信仰においておやです。 

 このような仏教を末法といい、人の心はおろか地獄界に堕ちた人々など、救

済することはできないでしょう。 

 他力本願の張本人達は、形にとらわれていますが、拝む偶像は、飾りけのな

い質素な、執着を離れている姿を浮きぼりにしてある如来像でしょう。 

 それなのに、勤行とかいう旧来の因習を踏んで、自分の身と外見を飾ってい

るのはどういうことでしょうか。 

 私は、疑問を持つ一人です。 

 またこちらが本山だ、いやあちらが本山だ。板曼荼羅は本物だ、いや偽物だ

と争って、莫大な金を狂信者、盲信者から集め、神の身体の一部である地球と

いう大神殿にあきたらず、不浄の金で小さな建物を山中に作ったり、本堂を作

ったりしている不自然な教団や僧侶もいます。 

 こんな物を作って、神仏が本当に喜ぶでしょうか。 

 喜ぶとしたら、それは、地球という三次元の世界に執着を持って、狂信者や

盲信者の心をあやつっている悪魔か魔王か動物霊達の仕業である、といってお

きましょう。神仏の喜ぶのは、心の美しい人々の正しい行為なのです。 

 もし金があるなら、それを大衆の幸福になるよう放出して、救済に当てるこ

とが、本当の布施であり、菩薩行というべきです。 

 布施をしないと、狂信者や盲信者には罰が当たると脅迫している者もいるが、

そんな馬鹿なことは絶対ありません。 

 太陽の熱や光のエネルギーは、貧乏人だからとか、金持ちだからとか、地位

とか名誉によって、差別しているでしょうか。 

 神仏は、人によってえこひいきなど決してしません。 

 もしそんなことをするとしたら、それも、魔王や動物霊達の仕業以外にない

ということを知るべきでしょう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ285 

 ・・・しかし仏教は、いつの間にか、他力信仰の誤った方向に進みました。

僧侶は葬式仏教にうつつを抜かし、学者達は知だけで行ないのない哲学仏教に

凝り、また古い歴史的な信仰による寺院、仏閣は、偶像や増上慢を人々に招来

するような現代仏教に成り下がってしまい、仏教本来の心は、人々の心の中か

ら消え去ってしまったのです。 
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 仏教の多くは、人々の知識によって生活の道具に変わり、商法に成り下がっ

てしまったのです。 

 他力信仰の肉体的遺骸に執着を持たせて、信仰を駆り立ててしまいました。

こんなことで、どこに、本当の道があるのでしょうか。 

 現代人の多くは、人生航路を手さぐりで生活をしているのです。 

 これで良いのでしょうか。 

 神理には、古いとか新しいとかいう差はないのです。永遠不変のものなので

す。 

 宗教家も、信仰者も、実践生活がないため、神理と頭だけでこね回してかえ

って理解できなくなってしまったといえるでしょう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ295 

 一般では、写経の功徳とか、経文読誦とか騒がれて実行している人をも多い

ようです。しかし、そんなことは、仏教の道ではない、と知るべきでしょう。 

 経文の意味を理解して、生活の中に生かさないものは、食堂のウィンドに飾

ってあるロウ細工のようなものです。 

 実践のない仏教は、正道ではないといえましょう。宗派の分裂、同じ宗派の

中で権力の座を争って反目しているような宗教は、邪宗という以外にはありま

せん。仏教では、闘争も破壊も教えてはいないし、そのことを思ってもいけな

いのです。 

 化石化した宗教から脱皮すること。そうしないと、自らを地獄に堕としてし

まうことを知るべきでしょう。 

 不調和な現象におそわれている宗教家は、今素直に自分の生活行為を反省し

ないと、災いが自分にくるということを悟るべきです。 

 家庭内で、いろいろな不調和な苦しみにおそわれている者達は、その原因を

追及しない限り、その苦しみから脱皮はできないでしょう。 

 心の中に、片よった中道を逸した考えがあっても、その原因は苦しみという

結果が出るということです。 

 信仰に疑問がある人々は、良くその疑問について追及し、妥協してはならな

いのです。その疑問が解けるまで、追及することが大事なのです。 

 ひとつ誤れば、宗教は阿片よりおそろしい結果を生むことになるでしょう。

理由は、その意識まで腐らせてしまうからです。 

 自力の基準を良く知って生活をすれば、心の中に曇りは生じないし、ひっか

かりもできないでしょう。 

 そうすれば、神の光は、私達の心と身体に満たされ、次元を越えた実在界か

ら、必ず他力の援助が得られるのです。 

 自己保存や自我我欲の暗い心では、祈れば祈るほど苦しみの泥沼の中にひき

こまれます。それは、地獄霊や動物霊に心の中を支配されてしまうからです。 

 他人を誹謗すれば、自分に帰ってくるのです。 
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 つまりそのような集団は、内部から崩れて行くといえるでしょう。 

 調和は、内にも外にも必要な神理だからです。どのような不調和な原因も、

不調和な結果になって輪廻してくる、ということを知ったならば、中道以外に

調和はない、ということが悟れることでしょう。 

 

 

心の原点 Ｐ112 

 ・・・人間は、環境によって、ものの見方、性格、心の持ち方が変わってく

るものである。 

 正道成就は、苦楽の両極端からは得られるものではない。 

 中道の心は求めれば求めるほど、実は奥深いものである。しかし、人間は、

この中道の心を毎日の生活の基本として実践する以外に、道は開かれないのだ。 

 必ず自我が出てくる。ひとりよがりの、自己保存の芽が出てくるものだ。 

 私達は、苦楽のなかにあって、これに打ち克つことが大事であり、自分の欠

点を正さない限り、悟りの境地にはほど遠いものになるのである。 

 それには、毎日の実生活のなかにあって、常に反省という行為を忘れず、精

神と肉体の調和、環境の調和を心がけることが必要であるということだ。 

 中道とは、文字どおり、真中の道のことである。 

 真中とは、円でいえば、円の中心、要（かなめ）である。 

 この世のなかは、男女、善悪、美醜というように、相対的にできており、人々

は、この相対のなかにあって魂を磨いて行くものなのである。 

 それは、善悪が混合している現象界だけに、私達にとっては、良い修行場だ

といえよう。 

 これが善人ばかりで、苦しみのない世界であったら、修行はできないものだ。 

 人間は、盲目の人生をとおして、探し求めたときに、初めて光の世界を発見

できるものだ、といえよう。 

 このときの喜びは、たとえようもないものだ。 

 それは、転生輪廻の秘密を知り、この現象界に肉体を持って在ることに対す

る、偉大な意義を悟るからである。 

 何も悟ることなく、苦界から脱け出すこともできず、煩悩のままに一生をす

ごしてもそれまでであるし、生まれてくる前の丸い心を傷だらけにして、歪ん

だものにしてしまってあの世に舞いもどっても、それも自業自得というもので

ある。 

 犯した自らの罪は、きびしい地獄界で償わなくてはならないということを知

るべきだ。 

 人間は、だから自分自身で選んでこの世に生まれてきたからには、どんな苦

しみにも耐えて、偉大な人生の価値を悟るべきであり、そして、欲望の海に放

浪している迷える衆生に愛の手を差しのべ、救うべきであるのだ。 

 その実践行動こそ、神の子の道というべきではないだろうか。 

 ・・・中道の心は、自我を離れて客観的な立場に立たなければ見出すことは
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できないだろう。 

 それには、常に白紙の状態でいられる自分を見出すことが必要だ。 

 知識や経験によって、頭のなかに詰め込まれているものをひとまず脇におき、

自分の姿を他人の立場で眺めて見ることが大事なのである。 

 個々の知識や経験などというものはたかが知れている。 

 そういう浅い尺度で、ものを見てしまうと、自分の尺度以外には解らないし、

状況判断も狂ってしまうだろう。 

 中道の心は、私心のないことだ。 

 すなわち、神の心である。神の尺度である。 

 この神の尺度に立ったとき、初めて正しい判断がなされ、精神と肉体、環境

の調和がなされるのである。 

 そのような生活をしたときに、私達は自分を知り、家族も平和で、国も栄え、

隣国との調和も保て、仏国土、すなわちユートピアの完成に近づくことができ

るのである。 

 心を失った思想によっては、人間の大調和もなく、闘争と破壊の阿修羅界を

造り出すのみではないだろうか。 

 正道成就は、中道の心を目標として、日常生活のなかでそれを実践し、絶え

ざる反省と報恩の行為をする、そのことによってなされるといえよう。 

 

 

心の指針 Ｐ023 

 地獄霊の多くは、孤独で自分の小さな心の枠の中で、苦しみ悲しんでいる人

びとの心を支配します。ウツ病、ソウ病はみなこうしたことが原因になってい

ます。 

 電車の中などでよく見かけますが、誰もいないのに一人で口を動かし、笑っ

たり、怒ったりしている人がいます。彼らは地獄霊としゃべっているのです。

霊視すると、彼らの脇には地獄霊がちゃんといて、いろいろ語っています。 

 精神病になると夜眠ることが出来ません。肉体を支配されてしまうからです。 

 精神分裂は本人以外の別な霊がその肉体を支配し、しゃべり始めるので、話

があちらに飛び、こちらに飛んできます。聞き手は相手の話が急に変わり、そ

れまでのその人でない傾向を帯びてくるので、これはおかしい気が違ったと見

てしまいます。 

 精神病になると大抵はその一生を棒に振ってしまいます。気の毒というほか

はありません。 

 しかしその原因はどこにあったかといえば、精神病を誘発する本人の心が、

モノに執着するために起こるのであり、それも非常に片寄った形をとるので、

どうすることも出来ません。 

 地獄霊は神の子としての本性を失っているため、生前の名前も、住所も、忘

れ去っている場合が多いのです。 

 地獄に堕ちた人びとは、在世中に神の子としての己自身の心を失い、自我我
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欲、自己保存に明け暮れた人びとです。 

 これらに憑依された人びとの心も同じです。だからその地上界での生活は、

すでに地獄界を現わし、心は常に何かにおびえ、あるいは怒り、不安定そのも

のなのです。 

 救いは、個の生命の自覚以外にありません。自覚は正道の実践生活の中から

ひらかれて行くのです。 

 

 

心の指針 Ｐ163 

 Ｑ：世間では、信仰を持たない人間が恵まれ、信仰者が不幸で貧しいという

現象にぶつかります。何か矛盾を感じるのですが、これはどういうわけでしょ

うか。 

 Ａ：厳格な意味で信仰を持たない者は 1 人もおりません。自分を信じている

か、金を信じているか、地位や名誉を信じているか、何かを信じて生きている

のが人間です。何も信ずることが出来なくなったならば、人は生きてゆくこと

さえむずかしいでしょう。 

 まず神信心のない人たちが比較的恵まれている理由は、その生活態度が自力

的だからです。依頼心が少なく、原因と結果について自分なりの見解を持って

おり、ものの成否は努力の結果とみているからです。それだけに自己中心的で

あり、念力も人一倍強く働いています。恵まれた環境は、そうした諸条件が生

み出したといえるでしょう。 

 ところで人の幸、不幸は本来主観的なものです。第三者が見て、経済的に恵

まれているから幸せかというとそうではなく、それを維持するために汲々とし

た生活であったり、親子の断絶があったり、形だけの夫婦であるとか、内と外

では大違いという場合が多いようです。また金が出来、地位が上がると、こん

どは慢心を起こし、情欲に流れたりして、金持三代続かず、のように新たな原

因をつくり出してゆきます。 

 努力そのものは正道に適っていますが、報恩感謝のない生活は、やがては身

を滅ぼすことになるのです。ですから、自分を信ずることはよいのですが、心

のない自力は、幸せのように見えていながら、不幸の原因をつくりつつあると

いえるでしょう。 

 一方、信仰を持ちながら貧しい。というのは、これまでの信仰は十のうち十

までが他力でした。先祖崇拝と祈りと読経が生活を豊かにすると考えられ、タ

ナボタ式に幸せをつかもうとしました。信者の態度も、祈れば救われ、病気も

治る、金も入ってくるとして、生活まで犠牲にしてきました。これでは貧しく

なるのは当然でしょう。ことに、信仰者のものの考え方は逃避的、自慰的、排

他的、独善的である場合が多く、生活に積極的に立ち向かってゆく傾向が少な

いようです。 

 他力信仰の弊害は、神と称する教祖なり、拝む対象物が、ニセ物であること

が多いため、信仰者の生活をますます貧しいものにしてゆきます。この世には
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眼で見えぬ霊の働きがあり、正道に反した信仰の背後には、必ずといってよい

ほど動物霊が暗躍しているものです。信仰して貧しくなるのは、そのためとい

ってもよいのです。 

 そこで生活を豊かにするには、まず正道に適った生活態度が絶対必要であり、

誤った信仰なら、しない方がよいということになります。 

 いずれにしても、正法（正しい秩序）に適う生活が自分を生かし、安らぎを

得る最良の道であるわけです。 

 

 

心の指針 Ｐ191 

 Ｑ：人間が心を知るためには、それぞれ流儀があって、昔から他力、自力の

行じ方があるようですが、正法を己のものとするための調和の絶対自力の意味

は、どういうことなのですか。 

 Ａ：まず、他力について述べてみましょう。他力とは、文字通り他の力を借

りて心を知ろうとする行法です。法然、親鸞が説いたゆき方です。当時の時代

的背景というもの、また、仏教を大衆に知ってもらうためには、他力的信仰を

説かなければ人びとはついてこられませんでした。文盲が九割以上を占めた時

代であり、人びとの心は阿修羅に支配されていましたから、その心を正常に戻

すためには他力による行法しか方法がなかったようです。 

 では、今日この行法でいいかといいますと、他力は文字通り他人まかせです

から自分をきびしくみつめることができなくなり、自己陶酔におちいる危険性

があるのです。日蓮が南無阿弥陀仏の念仏行は無間地獄に堕ちると批難した理

由もそこにあります。自己満足は、心の魔に支配された姿であり、神仏の子で

ある自覚からおよそかけ離れたものになってしまうからです。 

 では、自力はどうか、禅宗などにみられる自力、つまり自分の力で悟ろうと

するゆき方ですが、このこと自体問題はありません。問題は僧房の中で座禅を

組むこと自体が目的となるおそれがあることであり、座禅のみでは、人は絶対

に悟ることはできないということです。 

 釈迦は、六年の苦行を捨てることによって大悟されました。もちろん、大悟

の前提としての六年の苦行は、後世の人たちに多くの示唆を与えましたが、こ

れをみて、座禅は至高とみるのは間違いです。それは正法を理解し、行なって

座禅を組むならいいのですが、そうでない場合は、こちらは、自己慢心という、

これまた心の魔に侵されるからです。 

 日蓮はここでも禅天魔という表現をつかって、僧房での修行をいましめてい

ます。自己慢心は己自身を失うばかりか、人をも傷つけ、慈悲と愛という神の

心から離れてしまうからです。 

 正法とは、こうした枠の中にあるのではなく、日常生活そのものなのです。

僧房での修行は、正法を悟る一過程にすぎません。座禅は日常生活を生かすた

めの方法でしかないからです。 

 では、最後に、正法にそった調和の絶対自力とはどういうものか。まず自力
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と絶対自力を分けた理由をいいますと、自力は自我（自己保存）に執着したも

のであり、絶対自力は神仏の子としての自覚によったものだからです。神仏の

子とは、慈悲と愛だけです。慈悲と愛にもとる心にたいしては、私たちは反省

という機会を通してこれを修正し、日常生活の中に、少しでも慈悲と愛の心を

生かしてゆこうというものです。 

 釈迦の正法が絶対自力を説かれるゆえんのものは、人間の心が宇宙即我──

─につきるからです。人間は万物の霊長として、みな等しく、宇宙即我を悟る

権能が与えられており、宇宙即我の心から離れた想念行為が、今日の自分自身

をつくっていますので、それをもとへ戻すには他人ではなく、自分自身がその

気にならなければならないというわけです。そうして、その自分自身が正しく

己の心をみるために、反省という機会があり、反省のモノサシが慈悲と愛とい

うことになるのです。そうして、日々の生活が、常に中道を保つように、努力

するところに悟りがあるのです。なお絶対自力という名称は、通常の自力と区

別するためにつけたものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ123 

 Ｑ：正法は自力であるということは、ほぼ理解がつきました。しかし祈りは、

他力につきもののように思います。したがって他力信仰と祈りについては理解

できますが、正法（自力）のなかにも「祈り」があるというのは、どうも合点

がゆきません。この両者を、どのように理解すればいいのですか。 

 Ａ：まず、「祈り」の意義について考えてみます。祈願文の解説(心の指針)

にもありますように、祈りとは、あの世では行為を意味します。あの世の上段

階にまいりますと、慈悲と愛の心のみとなり、「祈り」というものはありませ

ん。なんとなれば行為がすなわち光となって四方に放ちますから、「祈る」必

要がないのです。 

 もっとも、あの世でも「祈る」必要のある世界はあります。けれどもあの世

の人の意識はこの世とちがい、九○％はひらかれ、潜在意識は一○％となりま

すから、これはいけないと思い、反省し、修正すれば、ただちに、その反省に

たいする結果がでて、心の浄化が非常にはやく行われます。ですから同じ祈り

にしても、あの世とこの世では、その比重がちがうのです。 

 この地上の生活は一寸先がヤミです。人間の意識量は、わずかに一○％しか

通常は働いていないのですから、一時間後、一分後の自分の運命さえわからな

いですごしています。それだけに、金に頼るか、人に頼るか、地位に頼るか、

天に頼るか、神仏に頼るか、何かに頼らないと心もとないというのが私たち一

般の人間の心でしょう。このため、「祈り」はその頼りない人生の、救いの担

い手として考えられ、他力信仰の中では、重要な位置を占めてきたといえるで

しょう。 

 しかしながら頼る「祈り」で、人は真に救われるでしょうか。仏壇に手を合

わせながら、子供を叱りつける図は、よくみかけるところです。昔の念仏行の
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なかには、人を殺しても、念仏をあげれば成仏すると勘違いしている人がいた

ようです。こういう「祈り」を「祈り」といえるでしょうか。「祈り」とは、

頼ることではありません。 

 正法の「祈り」は、行為を意味します。「祈り」の必要性は、頼るためのそ

れではなく、一○％の意識量で生活する想念と行為に誤ちがないように、己の

心を調和させる、そのために「祈る」ものなのです。そうして、それはまた、

感謝の心となるものでなければなりません。なぜなら、健康で、家庭が円満で、

毎日毎日の生活が、調和された姿で送れるということは、大自然をはじめ、守

護霊、指導霊、万生万物、先祖の諸霊の恩恵によるものであり、したがって「祈

り」は、感謝の心の現われとなるものであるからです。 

 こうみてまいりますと、「正法の祈り」と「他力の祈り」では、その中身が

大分ちがってくるということがおわかりと思います。他力の信仰は、神と人間

を切り離し、人間を凡愚として扱っているのにたいし、正法の信仰は、人間は

神の子であり、神と人間は一体であるという前提に立っていることであります。

この地上生活の中で、神の子の己を生かすには、祈り心を通した行為しかない

ということです。イエス様の言葉に「汝信仰あり、我行為あり」というのがあ

りますが、これこそ「正法の祈り」であり、誤ちなき行為こそ、「祈り」の神

髄である、といえるわけであります。 

 

 

心眼を開く Ｐ152 

 お経を上げることが供養だと考えるのは間違いです。死んだ人がお経の意味

を知っているなら、あゝそうだった、自分は考え違いをしていたと気づくでし

ょうが、お経のオの字も知らない者には、馬の耳に念仏ということになりまし

ょう。死者の霊にもこの世にいたときと同じように、普通の言葉で、人間とし

ての正しい在り方を語って聞かせることなのです。 

 お経そのものは、釈迦の説法を説明したもので、それが中国に渡って漢文化

され、リズムを持った読誦に変ってきました。経文の意味を悟り、実践してい

る者が経文を読誦する場合は、迷った霊はその読誦の波動（光の波動）によっ

て、浄化されます。したがって、そういう意味ではお経は供養になるといえま

すが、しかし、普通はこうはいきませんし、第一それだけの自信のある方は非

常に限られてくるわけです。僧職の方で、あの世を知っている人ならば、お経

は供養になりますが、それ以外はあまり意味がないといえます。 

 

 

心眼を開く Ｐ174 

 【慈悲 愛】 

 この地上も大宇宙も 神仏の慈悲と愛によって動いている 

 人間もまた 慈悲と愛の心の所有者である 

 正法という神仏の法にふれた者は 
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 まずその心を体し その意をくみ 実践する者でなければならない 

 慈悲を法にたとえれば 愛は法の実践である 

 慈悲を神仏とすれば 愛は人間の行為を意味する 

 それゆえ 慈悲は万生万物に無限の光を与えるものであり 

 愛は寛容にして 助け合い 補い合い 許す行為をいう 

 間違えてならぬことは 慈悲も愛も 自ら助ける者にその光は与えられると

いうことである 

 その心のない者 実践をいとう者には 光は届かぬ 

 愛を求める者は 愛の行為を示せ 

 慈悲の門をくぐろうと欲する者は 法の心をくみとれ 

 末法の世を救うものは正法であり 慈悲である 

 慈悲を生かすものは愛である 

 慈悲を神仏の縦の光とすれば 愛は横の光である 

 

 

心眼を開く Ｐ180 

 【勇気】 

 人が調和ある中道を歩もうとすると 因習や周囲の環境 意見の相違などに

よって 

 その前進をはばまれることがあろう 

 しかしそうしたことを恐れては 現状に甘んずるほかはない 

 正法を実践するためには 努力と 勇気と 知慧が必要なのだ 

 因習や意見の相違をたやすく乗り切るためには 

 相手の心を傷つけないように 知慧を使い 勇気をもって努めることである 

 目的のために蛮勇をふるっては かえって波紋を投じよう 

 仏智は 自ら努める者に与えられよう 

 神は 求める者の心に応じて 道をひらいてくれよう 

 

 

心眼を開く Ｐ183 

 【実践】 

 人は反省することによって前進する 

 しかし反省の功徳は 反省後の中道の実践にかかっている 

 実践のない反省は 観念の遊戯にすぎない 

 

 

心眼を開く Ｐ211 

 【足る者の心】 

 足ることは 自己満足 小成に安んずる 欲望を押さえることではない 

 明るく 積極的に 正道の生活を実践する者をいうのだ 
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 それゆえ 足る者の心は 人生の目的を知り 

 いやしくも欲望に動揺し 現象にとらわれることはないものである 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ011 

 右をみても左をみても、まず信仰の形態は、そのほとんどが他力である。仏

教、キリスト教、回教、その他、新興宗教に至るまで、およそ他力でないもの

はないぐらいである。どうして、このように他力信仰が流行するのだろう。 

 悪を思うなといっても、思ってしまうのが人情であり、業の深さはひとりで

は解消できない。自力では人間は解脱できない、そう思い込んだそのときから

始まったといっていいだろう。大乗思想が一世を風靡するに及んで、洋の東西

にこの考えが蔓延するに至り、そのために人の心は善なのか、悪なのかもわか

らなくなり、信仰の名のもとにさまざまな宗派が乱立し、人の心を食い荒らし

ている。 

 人の心は他力信仰では救えないし、成仏も不可能である。釈迦もイエスもそ

れは説いていない。今こそ多くの人たちが人間の原点に立ちかえり、自分自身

を含めて、社会の混乱を救うものは何か、真の平和はどうすれば可能なのかを

反省する必要があるだろう。仏閣や教会の中で、お経をあげたりアーメンと祈

ったりしても、その意味なり真意をくみとって、実践しないかぎり、私たちの

苦悩は解消しないといえるだろう。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ019 

 イエスは十字架にかかった。その十字架は人類の罪をつぐなうためと伝えら

れている。イエスを信ずる者は、それゆえ、信じただけで罪障が消滅し、救わ

れることとなったが、イエスを信じただけで救われるものではない。 

 イエスを信じるとは、イエスが説いた愛の行為を実践することである。行為

のない愛、行為のない信心は画餅にすぎず、何の功徳も現われない。 

 十字架は愛の象徴であり、行為の象徴である。十字架によって人類の罪が、

業が肩代わりされたわけではない。もしも人類の業がイエスによって肩代わり

されたとするならば、イエス以後、調和に満ちた社会の建設に向かっていても

いいはずである。 

 イエス以後の人類の歴史はどうであったか。罪障消滅どころか、戦乱が絶え

ないではないか。人びとは欲望の渦に巻き込まれ、勝手放題のことをしている。

アーメンと唱え、胸に十字を切れば万事うまくゆくと考える人間の欲望の深さ

は、人類をますます泥沼に追い込み、救いのないものにしている。何が正しく、

何が正しくないかを素直な気持でかえりみる必要があるであろう。 

 

 



180 

 

心の対話 Ｐ055 

 正しい生活は、まず各人の心である想念が、正道にかなっていることが先決

です。怒りや憎しみ、足ることを知らぬ執着の、愚痴や嫉妬で心が揺れていて

は、調和のエネルギーは与えられません。なぜなら、これでは調和のエネルギ

ーの波動と合わないからです。調和のエネルギーは、肉体をも支配します。 

 夜やすむときに反省し禅定をしますと、たいていの疲れならば翌朝は爽快な

気分でめざめ、肉体も軽くなっています。反対に、今日は疲れたといってやす

むと、前日の疲れが肉体に残ることがあります。まず、やってみてください。 

 正法は実践です。『心行』の意味を理解するいちばんの早道は体験です。あ

なたも体験を積んでください。 

 

 

心の対話 Ｐ090 

 ・・・恐怖感は、自分の生活を守り、ハメを外さないブレーキの役を果たし

ています。しかし、恐怖感の根底にあるものはなんでしょうか。恐怖感は、人

間も動物も同じように持っています。人間の独占物ではありません。とすると、

その根底にあるものは、生に対する、やはり執着です。本能的執着が恐怖感と

なって現われるのだと思います。 

 したがって、本能的執着から離れられぬかぎり、恐怖感は常についてまわる

といえます。 

 本能的執着、それは生に対する執着です。生きたいという本能です。私たち

にこの本能的執着がまつわりつくかぎり、恐怖感は容易に消滅できません。 

 恐怖感は自己保存の現われであり、それはいろいろな形で現われます。人前

に出ると上気するとか、自分を苦しめてきた相手を思うと怒りに心が揺れると

か、学校が嫌いになるとか、その形は千差万別です。しかし、いずれも恐怖感

の現われであり、それは自己保存というエゴの意識がそうさせます。 

 物中心の考え方、あるいは、自分をよく見せようとする心の動きは、動物と

は異なりますが、しかし根底は本能的執着が恐怖感を生んでいるのです。 

 そこで本能的執着を離れるには、どうすべきかといえば、反省と実践によっ

て正法を体験的に深めていく以外にありません。いくら正法を知識として、頭

に詰めこんでも、恐怖感からは容易に解放されません。正法を体験的に理解し、

深まってきますと、恐怖感を自然と越えられ、死も恐れなくなります。 

 また、死を恐れないから、自己を律せられないかというと、その反対で、ま

すます自己を律するようになります。そうして、与えられた生を大事にします。 

 

 

反省の要 Ｐ017 

 僧に帰依するとは、GLA の場合は会員としての襟度と品位を保ち、社会人

の範となる人でなければならない。いやしくも正法を信じながら、人からあれ

でも GLA の会員かといわれるようでは会員たる資格を失う。少なくとも正道
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の実践と奉仕に生きがいを見出す神の子の自覚ある人でなければならない。さ

らに、ブッタの説く正法を人びとに伝え、より多くの人が正法に目覚め、とも

に生きる喜びを分け与えていかなければならない。それが会員たる責任であり

使命である。 

 

 

反省の要 Ｐ059 

 ・・・反省の目的は、反省するというそれ自体にも大きな意義があるが、も

っと大きな目的は、反省したことに二度と再びほんろうされない自分をつくる

努力をすることである。その努力が実践といわれるものだ。実践していると守

護霊の助けが得られる。家庭の平和や仕事について思わぬ好結果が招来され、

反省についての自信もついてこよう。もちろん、実践の過程で守護霊がさまざ

まなテストをしてくるので、途中で心が揺れるようなことも起きてくるが、そ

れに負けるとスタートラインに戻ってしまう。 

 当初は実践すると好結果が与えられる。次の段階では、本人の心を試すため

に迷いを与えるような小事件が人によってはつぎつぎと起きてくる。また、さ

まざまな欲望が不思議と出てくる。解決したと思った欲望がでてくる。その時

に、自分の心がどう動くか、あるいは動かないか、事態を冷静に見守れるかど

うか。 

 解決したはずの欲望が出てくるということは、その欲望がその人の業となっ

て動いているので、原因をつかみ、自覚しても出てくるものである。原因が不

明の時はすぐそれに乗ってしまうが、原因が分かっておれば冷静に対処できよ

う。業の活動は時が経つと静かになるので、それまでじっと待つしかない。こ

うして業のリンネはそれに乗ってしまうといつまでもそれにふり回されるが、

乗らないで放っておくと、ついにはまったく現われなくなってくる。 

 

 

反省の要 Ｐ064 

 正法の反省、八正道の目的は要約すると、大宇宙を支配する慈悲の心に自分

を高め、愛の行為ができる自分をつくり上げることである。別な言葉でいえば、

反省と実践は感謝と報恩のめざめにあるわけである。 

 ・・・生かされている事実を理解し、人びとに報恩の行為が心に抵抗もなく、

素直に、やれることが正法の目的である。 

 

 

心行の言霊 Ｐ220 

 正法は自力であり、善なる正しい心で生活してゆこうとするものですから、

強い意志が必要になってきます。本来は、そのような強い意志は必要ないので

すが、これまで旧来の習慣や思想の中で生活してきたのですから、いわば、そ

の軌道修正のための、強い意志が必要になってくるのです。 
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心行の言霊 Ｐ288 

 ・・・智慧を引き出すにはどうすればよいか。 

 それは、これまでくりかえしてきたように心の各機能を通して、反省と実践

によって、生まれてきます。実践というと単に体を動かすことを連想しますが、

物事の真実を知るためには、まず考える、人の話をきく、知識を貯えることも、

実践の一つです。 

 こうして、知性の裏側にある智慧が湧き出るようになりますと、物事に迷っ

たり、あせったり、失望したりすることはなくなってきます。 

 智慧は、心の各機能の働きにもとづいて現われるものですから、人間性、安

らぎある心の現われとして表出されるものです。それはまた、豊かな人間性、

安らぎある心の現われとして表出されるものです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ376 

 祈りについて気をつけることは、人間はややもすれば、祈ることによって他

力的になってゆくということです。祈りが他力にかわったとき、その祈りは祈

りとしての意味をなさなくなってきます。勿論、祈りは、守護・指導霊の力を

借りることにはちがいありません。しかし正法の祈りは、神の子の自覚にもと

づいた祈り心で行為するというのが、祈りの真意なのです。他力は行為を棚上

げして、神仏の力にすがってゆくものです。人間凡夫という前提で───。こ

の点を間違えますと、大変です。 

 

 

心行の言霊 Ｐ410 

 【安心】 

 安心の境涯は誰のためでもない 自分のためである 

 人をうらみ そねみ ぐちり 逃避に自分を置くと 

 それだけ正法から離れることになる 

 自分が愛しいと思うなら まず行じることだ 

 今生で行じられない者は来世で 来世で行じられないものは再来世で いつ

かは行じなければ安心という至宝を手にすることはできない 

 一秒一秒の歩みが 彼岸に通ずる貴重なかけ橋であり 

 人も正法も そのように仕組まれていることを忘れてはならない 

 

 

心行の言霊 Ｐ465 

 他力の間違いは人間の本性を行使しないことにある 

 人間の本性とは 神の子の生活にある 豊かな創造性と 広く大らかな自由

な心をいう 

 他力は この二つの特性を閉ざし 本来の神性を失わしめる 
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 己のカルマを助長し 進歩と調和の道を閉ざすものである 

 

 

心行の言霊 Ｐ471 

 【交信】 

 正法を実践する者は「忍辱」の二字を忘れてはなるまい「忍辱」は新たなカ

ルマをつくらぬ最良の処世術であるばかりか心を平安にし、天上界と交信でき

る太い絆となるからである 

 

 

心に法ありて Ｐ006 

 正法は自力である。その自力も我欲をもとにした自力ではない。八正道とい

う反省をもとにした自力行であることを胆に銘じてほしい。 

 

 

心に法ありて Ｐ018 

 正法は自力である。なぜなら、人間は神の子であり、原因・結果の因縁因果

は、すべて自分の想念と行為にあるからである。因縁因果を超えるには、善念

を起こし、勇気と努力をもって自分を変えていくしかない。守護霊の助力は、

そうしたときに働き、私たちを導いてくれる。 

 最近、ややもすると、こうした自力の精神を忘れ、いたずらに固有の天使の

名を呼び、助力を求める傾向があるのは遺憾である。もちろん、天使の名を心

に思い、求めれば、手を貸し与えてくれることもあろうが、しかしそれによっ

て奇跡が起こり、急場をしのいだとしても、病気の原因を根本的に改めないか

ぎり、また同じような、あるいは、ちがった形で病いをつくり出していくだろ

う。 

 自身をかえりみることなく、固有の天使の助力を求めることは、それはとり

もなおさず他力の所業であり、他力はやがて欲望充足の道具と化してしまう。

このことは、自身を守っている守護霊をいたずらに口にする場合も同じことで

ある。ただ守護霊の場合は、その人を専任で守護し、指導をしているので、純

然たる指導霊ないしは天使とは趣きが異なる。したがって、なにかあった場合、

助力を求めたいときは守護霊の名なり、祈願文を唱えるなりして助力を求め、

決して固有の天使の名を口にしてはならないのである。 

 ユダヤ教のヤーヴェー（キリスト教ではエホバともいう）も、このことを再

三注意している。注意の趣旨は、自身をかえりみることなく、いたずらに助力

を求める傾向が強くなると、信仰自体が他力と化してしまうからである。また、

天使も地上の人びとが求めれば、他の重要な仕事をおいても、その声に耳をか

さねばならなくなり、それが時には、より多数の人びとを犠牲にしなければな

らないことも起きてくるからだ。それだけに、自分の都合のみを願って、固有

の天使の名を口にしてはならないのである。 
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 人の心は一つにつながっている。そのつながりは、自身の守護霊であり、つ

いでその守護霊の親しい友人、先輩なりの指導霊であり、さらにそれにつなが

る天使の指導霊、そして大指導霊とつながる。こうして人の心は、光の子とし

て、すべて一つにたばねられている。それゆえ、助カを求める手順は、まず自

身の守護霊であり、守護霊が経験不足の場合は、守護霊から指導霊なり天使な

りに連絡される。そうして、本人が知らない間に（自覚している者もあろう）、

指導霊なり天使の助力が行なわれ、それが時として奇跡となって現われたり、

智慧の発現として、その人を助けるようになる。 

 しかし、こうした助力というものは、日頃の本人が努力しているか、誠実、

真実に生きているかどうかによって、大いに変わってくる。つまり、指導霊の

助力の根底にあるものは、他力でなく自力の精神であるからだ。他力の行き方

は、本来の人間性を否定し、神の子の創造力を曇らせる。 

 神は、自分を愛する者を愛し、自己の神性を否定する者を拒否する。人は神

の子であり、自分を愛せない者は神を否定し、人を愛することができないから

だ。この意味においていたずらに現実の現象、奇跡のみに心をとらわれ、自ら

を省みない行為は、厳に慎んでもらいたいものである。 

 

 

心に法ありて Ｐ020 

 知識とは文宇通り、物事に対する認識である。認識が深まれば物事に対処で

きると思いがちだが、この認識は思慮分別の認識であり、これでは智慧とはな

り得ない。知識が智慧となり得るには、その知識を実際に応用しなければ智慧

として身につかない。 

 換言すれば実践によってのみ、知識が智慧に変わってくる。 

 ふつう物事を考える、思うことは頭脳で行なう。その考えがいろいろ多くの

ことにおよぶと頭のシンが痛くなり、疲れを覚えよう。ところが、パラミタ（智

慧）はそうではない。頭ではなく、腹部のあたりから泉のように湧いてくるも

のだ。それこそ今世で学ばなかったことでも湧いてくる。 

 昔の人は頭で考えるな、肚で考えよといった。いかにも東洋人的な言いまわ

しだが、智慧というものも、頭でなく腹から浮んでくるものだ。智慧は知識の

範囲をはるかに超えて、それこそ、自由自在である。その応用は多岐にわたり、

無限の広さを持っている。百年かかって博学を身につけても智慧にはなり得な

い。智慧は心から湧き出ずるものだし、知識は頭で理解するものだからである。 

 私たちが正法を頭（知識）で理解したならば、まず現実の生活にそれを活か

してみることだ。八正道という法を心と行ないで実践することだ。そうすると、

知識では割り切れない智慧が浮んできて、物事を正しく処理できる能力が自然

と備わり、迷うことが少なくなってくる。 

 知識を智慧に変える実践に努力して欲しい。 
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2-8【実践・自力・他力（丸山弘先生のご指導）】 
 

1985-11 月 Ｐ018 【伝導だより】 

 心行を読む時は、一言一句に今のすべてを集中することと、祈願文の神の光

をいただく時は、神と自分の心が通じている霊子線から心の想念に光がファー

と吹き出すことを想像するようにすることの大切さを教えていただきました。 

 

 

1990-07 月 Ｐ024 【感謝】会社員の方(女性)の投稿より 

 今から約四年前だったと思うのですが、ある学修会で、丸山先生が、感謝と

ういことを学ぶために、乙丸陸橋のお掃除をされたというお話をお聞きし、そ

のお話が私の心に強く残っていました。 

 正法は実践なりと心行で読んでいても、なかなか行えるものではありません

でした。私も何か一つ目標をたてて、実践して行こうと決意し、わが家のトイ

レ掃除を毎朝することに決めました。私はほとんど毎日続けました。一年経ち、

二年、三年が過ぎていきました。 

 形にとらわれ、いやいや行っている時、ただ惰性で行っている時、家族がき

れいに使ってくれず、なんでこんなに気にしない人達なのだろうと愚痴が出て

きたりといろいろな思いで行ってきました。 

 なぜ私はこんなに長い間実践しているのに、悦びがないのだろうかと自問自

答してみました。反省する内に己の心が便器に対して感謝のないことに気付き

ました。毎日私達の排泄物を受けて下さる便器に感謝し、今日もきれいにさせ

ていただけることを神に感謝しました。きれいなトイレを見るとうれしくなり、

ありがとうと声が心から出るようになってきた時、感謝ということが、少しず

つ心で分かりかけてきたように思いました。 

 丸山先生は私に「悦びいっぱいの心で、行うことです」とよく言われました。

悦びいっぱいという意味が分かりませんでした。 

 しかし、トイレのお掃除をすることにより、心の底から、“お掃除させてほし

い”“きれいになってうれしい”という思いが湧いてくるようになりました。そ

のものに感謝できた分、悦びいっぱいの行為ができるということが分かってき

ました。この体験を通して、正しい思いで行為することの大切さをも学ばせて

いただきました。 

 これからも、もっと深い感謝のできる己を造って行きたいと思っております。 

 “悦び”というすばらしいお教えをいただき心より神に感謝申しあげます。 

 高橋信次先生ありがとうございます。丸山弘先生いつも愛いっぱいのご指導

ありがとうございます。今後もよろしくお願い申しあげます。 

 

 

1990-12 月 Ｐ016 【正しく生きる】主婦の方の投稿より 

 六月も半ばに入ったある日、隣に寝ていた主人が夜中に突然腹痛を訴え、次



186 

 

の日、病院へ入院することになりました。 

 前々から資金繰りのことで銀行に融資をお願いしてあったのですが、その結

論がまだ出ていなかったため、とっさの事態に私達夫婦はとても慌ててしまい

ました。七月の支払いにどうしてもお金が必要だったのです。 

 入院したものの、心配で落ち着かない主人はお医者様の許可を得て店に来て

「しばらくの間あなたに経理を担当してほしいので、今から銀行へ一緒に行っ

てほしい」と私に言いました。そして「病院に入院していることは銀行に伏せ

ておこう。銀行の人が不安に思うとまずいから」ということでした。内心私は

疑問に感じたのですが、黙って主人の言う通りにしました。 

 二、三日経ってこのことを先生にお話しいたしました。すると先生は「なぜ、

本当のことをお話しされなかったのですか。あなた達ご夫婦は法を学んでいる

のではないのですか。どうして法を勉強していない他の人の言葉（銀行で主人

が入院すると言うと不安がって融資してくれない）を信じたのですか。そんな

ことをしていては、入院していても心が不安でじっとしてはおられないのでは

ないですか。私だったら本当のことを言いますけどね。真実を話したら、だれ

もが真実で答えてくれますよ」と、こと細かにご指導をしてくださいました。 

 このお話を聞かせていただき、初めて自分達が法からはずれていることに気

付かせていただきました。目の前の問題にとらわれてしまって、今までの自分

流のやり方で物事を片付けていたことに気付き、法を学んでいながら法を正し

く実践していなかったことを深く反省いたしました。 

 次の日、私が早速銀行へ行き、真実をお話しさせていただきました。すると

銀行の方が、今までのらりくらりとなかなかはっきりした返事をくださらなか

ったのに一変して「奥さんそれは大変ですね。なるべく早くお金が出るように

協力しますよ。いつまでにご入用なのですか」と聞いてくださったうえ、それ

までに提出する書類のことを話してくださり「保証人は福井の○○さんのお兄

さんになっておりますが、こんな事態なのに福井まで行けますか。直接ご本人

に会ってハンコをもらって来てほしいのですが大丈夫ですか」とやさしく言っ

てくださいました。「なんとかして行ってきます。初めてのことで何にも分から

ない者ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と頭を下げると、

二度足を踏まないように、私が気付かなかったことをいろいろ教えてください

ました。とても暖かいものを感じ、次第に心が楽になりました。 

 本当のことを話さなかったあの数日間の私の心はとても暗く、不安で、重い

心で過ごしておりました。真実を言わないでうそをつくということは、結果と

してこんなにも苦しく不安なことであり、心を暗くしてしまうことだと分から

せていただきました。 

 次の日、先生にお電話をさせていただき、このことをお話しさせていただき

ました。 

 先生はとても悦んでくださり「そうでしょう、本当のことを話したらすっき

りしたでしょう。そしてよい結果が出たでしょう。自分が真実を述べれば、必

ず相手も真実で答えてくれるのですよ。これからはいつも本音で生きることで
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すね」とご指導くださいました。 

 入院中の主人にも是非話したいと思い、店が終わるのを待って、病院に飛ん

でいきました。そして今までのいきさつを話しました。すると主人はあっとし

た顔をして「このことは、以前にも先生よりご指導をいただいており、自分で

は分かったつもりでいたが、何も分かっていなかった」と大きなため息をつい

て、うなだれてしまいました。 

 「お父さん、私達は本当に間違っていたね。法を学修している時は分かった

みたいな気持ちでいたけれど、一歩学修会の外に出ると、目の前の問題をいか

にうまく片付けるかということだけを考えてしまい、心正しく処理することを

失念してしまって、法を生かさず普通の人になっていたんやね。今まで先生か

らいただいたご指導を何にも生かさず、実践していなかったんやね。つまり法

の中に生きていなかったということになるね」と今までのことを時間の経つの

も忘れて、いろいろと話し合い、なんと情けない自分達であったのだろうと深

く反省させていただきました。 

 この件を通して、もう一度私の生活パターンを振り返ってみました。本音で

法を正しく実践しているか、と自分の心に問いかけ、一つ一つ物事を見ていき

ました。すると次から次へと、いろんなことが浮き彫りになってきました。 

 問屋に対する支払いの件、お客様に対する商品入荷の件など、今までその場

限りのうそをつき、なんとかごまかしていたことが思い出されてきました。沢

山のうそをつき、その場を擦り抜けていたことが大きく目の前に出てきました。 

 私は何としたことをしていたのだろう、心が平安になれるように法を学んで

いたはずなのに、実際の私の姿といったら、物や人を中心に生き、法が何も分

かっていませんでした。 

 神の心を学んでいながら、神に背を向けて生きていたことが分かり、申し訳

ない気持ちでいっぱいになりました。そして神に心からお詫びをさせていただ

きました。私の守護・指導霊様にも心からお詫びいたしました。 

 よし！今日から本音で生きよう、法を中心に自分の心をいつも点検しながら

頑張っていこうと決心しました。そして今日まで実践へと努力をしながら毎日

を過ごしてきましたら、なんと楽しいことか、うれしいことか、心が晴れ晴れ

として足どりまでが軽くなったようで、鼻歌まで出てくるようになりました。 

 神様、高橋信次先生、ほんとうにありがとうございます。ありがとうござい

ますと、ひとりでに感謝の言葉が飛び出してくるようになりました。今まで下

降状態だったお店の売上げも、少しずつ上向きになってきており、法を中心に

正しく生きることの大切さを、身をもって体験させていただきました。 

 先生の暖かく愛に満ちあふれたご指導を沢山いただき、今回も苦しみから救

っていただきました。先生、ほんとうにありがとうございます。心から感謝申

しあげます。これからも一生懸命頑張って法を生活に生かし、本音一筋で生き

ていきたいと強く心に思っております。 
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1990-12 月 Ｐ020 【主よりのみ教え】男性の投稿より 

 私は昔から声が出にくく、話しづらかったのですが、二年ほど前に丸山先生

に光を入れていただき奇跡的に声が出るようになり、その時の悦びを「ほくり

く」に奇跡として書かせていただいたのでした。 

 それ以後、私は更に声が良く出るようにと、発声練習のために高橋信次先生

のご著書を約一時間くらい朗読するなどしていたのでしたが、その努力に反し

て今年の五月ころから段々と声が出にくくなり、心行もご著書も読みにくくな

り、人と話すこともやっととなり、話すことが嫌になっていたのでした。先生

が折角光を入れて治してくださったのにと思うと、先生にお話ししにくく、私

は単に朗読が過ぎたからだと考え、それを減らすなどして注意し、その上自分

の心に間違いがないかと反省してみていたのですが、気付くことはできません

でした。 

 そして、五月の学修会の折は先生には自然と分かるものですから、声が出に

くくなったことを申しあげたのでした。そのとき先生はいろいろと温かく励ま

してくださいましたが、光は入れてくださいませんでした。それは先生にはお

考えのあってのことだったと思うのです。 

 その一カ月後に感謝の会があり、私は主の御前に心から感謝と誓いをさせて

いただいたのでした。そして翌朝、いつものように心行を読ませていただきま

したところ、あれほど出にくかった声が不思議と軽く楽に出ましたので、よか

ったと心から主に感謝申し上げたのでした。 

 でも、それから一週間後再び声は出にくくなってしまいました。しかし私は

そのことに示されている主のお心をお察しすることはできませんでした。 

 そして七月の学修会の折、先生にそのことを申しあげましたところ、先生は

『あなたの朗読の心構えに問題があるのですよ、その点をよく反省してみられ

たら、きっと良い結果が出ると思います』とご指導くださったのでした。その

時やっと私は主が生命をかけてお悟りになり書き残してくださった「心行」、そ

してご著書を朗読させていただくに当り、感謝の心もなく、発声練習のために

利用させていただいた大変な心得違いに気付かせていただいたのでした。その

ためこの現象は主よりのご注意であり、お教えであることを分からせていただ

き、直ちに主に心からお詫び申しあげました。 

 それからは「心行」やご著書の朗読をさせていただくごとに自分の不心得を

主にお詫びし、そして心から感謝申しあげて「私は主が心血を注いでお書き残

しくださいましたご著書をただいま朗読させていただきます。心にしっかりと

入れ、実践し自他共済のために働かせていただきます」と申しあげ、さらにの

どに対しては「あなた方は私の修行に協力し、その使命を果たしてください」

とお願いし、ただ発声練習とは関係なく、しっかりと一字一字を心に刻み朗読

させていただいたのです。すると本当に不思議に日に日に声がはっきり楽に出

るようになり、このごろでは先生からも皆様からも、声がきれいに出るように

なりましたね、と言ってくださるようになりました。 

 回りの方々とも楽にお話しすることができるようになりました。本当にうれ
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しいのです。私はこのことにより主が今も身近にあってお教導くだされてある

ことを分からせていただき、主が身近に感じられるようになりましたことが非

常にうれしいのです。 

 また、そのことに気付かなかった愚かな私に、主に代わってご指導ください

ました丸山先生に心から感謝申しあげます。私は先生に「人と話すとは愛をこ

めて相手に言葉を供養することである」とお教えいただきました。私はこの教

えに従って正しく言葉を使うよう努力をしてまいりました。 

 

 

1991-02 月 Ｐ021 【手紙】男性の投稿より 

 ・・・昼食時のことですが、これも席はクジ引きで決められましたが偶然に

も私の席の左向かいに先生がつかれました。正面にはたしか○○さん（氷見出

身）だったと思います。そして食事が始まり、最初に先生は「ご馳走だねェ」

と言われました。その時、私は少し驚きました。なぜかといいますと、会社で

毎日の昼食に近くの食堂から弁当を取っていますが、内容の多さとサシミ等を

除いて、ほとんどが見なれているメニューだったからです。 

 そして食事が進んでいく中で、先生は「この魚おいしいね……、これは何の

サシミだろう。おいしいね、本当においしいね……」と言われました。隣の○

○さんも同じように「おいしいですね」と言われました。 

 その時も私は少し驚きました。なぜかといいますと、夕食はよくサシミで晩

酌をしているので、あたりまえのように食べていたからです。そして頭の中で

は、先生はいつもどんな料理を食べているのだろうか。きっとこれより質素に

違いない。毎日正法に基づく規律のある生活をしているから感謝のことばとし

て言っているんだなと思っていました。そして自分も“おいしいですね”と言

いたかったけれども自分の本当に感じた気持ちに嘘は言えませんでした。 

 そのうちに先生はご飯を食べられ「このご飯おいしいね、本当においしいね」

と言われました。私はまたまた驚きました。そして私のご飯をよく見ると、一、

二ヶ所薄くこげたような色がついたご飯でした。そして心底おいしいとは思い

ませんでした。 

 普通のご飯だと思いました。（自分はほとんど好き嫌いがなく、出たものは全

部食べる方で、味覚はあまり良いとはいえませんが）そして先生は「能登の山

合で日当たりの少ないこちらのお米はおいしいです」と言っておられたと思い

ますが、はっきりと思い出せませんが、そのような内容の説明をされ、同様に

○○さんも補足するように言われたと思います。その時に私は“そんなものか

なぁ”と思いましたが、あらためて本当においしいとは感じませんでした。 

 そして昼食会が終わり、食堂から出られる時に先生は、食堂の係の人たちに

料理が大変おいしかったことを言われ、また是非こちらに来たいと言われまし

た。それに対して係の人は大変恐縮されて「どちらからいらっしゃいましたか」

と聞かれていたが自分には少し引っかかるところがありましたが“本当に先生

は心底から料理がおいしかったんだなぁ”ということを確信しました。 
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 そして今までのことを“なぜだろう”ということで振りかえってみてみると、

自分は今まで正法を知識だけで、ほとんど実行していないし、また感謝に対し

ても同じことがいえるのではないかと反省しました。そして、正法を本当に正

しく実践している人達には、神は感受性や味覚までをもコントロールされるの

ではないかと思いました。 

 そして先生はそれをわざわざ私の目の前でダメな私でもわかるように示して

見せてくれたのではないかと思っています。「足ることを知る」は、食事にもい

えました。それをこの昼食会ではっきりとわからされました。人は当たり前に

なってしまうと全くわからなくなってしまうのではないでしょうか。比較する

対象があって初めて自分の本当の間違いや正しさが理解出来るのではないでし

ょうか。こういう面でも人は一人では絶対に正しく生きていけないと思いまし

た。 

 

 

1991-5 月 Ｐ021 【心豊かに】主婦の方の投稿より 

 笠舞地区のお勉強会の時のことです。お勉強会の最後に先生が、「皆様に宿題

をさしあげます」と言われました。その宿題というのは、その日のお勉強会で

のある方のご指導の中からの言葉でした。それは「うれしいわ」という言葉で

す。先生は「みなさん、『うれしいわ』ということを聞いてどう思われましたか、

どんなものが含まれていると思いますか。幾つ取れるかはお－人お一人のお心

です。一つしか取れない方もあると思いますし、三つも五つも、もっとたくさ

ん取れる方もあると思います」と言われました。 

 私は、その日のお勉強会の宿題をもって家に帰りました。そして、先生の言

われたことに対して、私はどうだろう、あの時は人事のように聞いていたけれ

ど、はたしてその言葉を口に出して言えるだろうか、幾つその中から取ること

ができるだろうといろんな思いの中で、夕方を迎えました。 

 そして、その日の夜、すぐ実践の場が与えられました。主人が早く帰ってき

たのです。ところが、いつものように「お帰りなさい、今日は早かったね…」

とそこまでは言葉がすぐ出たのですが、「うれしいわ」という次の言葉が出てき

ません。頭の中では、言わなくてはといろんな思いが出てくるのですが、でも

出てこないのです。この時、私は自分がいかに心の貧しい人間であるのか、そ

して、相手に自分の思いを伝えることのできない言葉少ない人間であるのかを

知りました。 

 正法を学ばせていただいて六年余り、先生や法友の方たちからたくさんのす

ばらしいものをいっぱいいただき、自分では少しは心の豊かな人間になってい

ると思っていたのに、今自分の心を見つめたとき、あまりの心の貧しさに、い

ままで何をしていたのだろうと思いました。お勉強会に参加し、たくさんのお

話を聞いても、それを実践し、生かすことをしない自分の努力の足りなさを知

ることができました。そして、このことがあってから、自分の心の中に、絶対

このことをムダにしたくないという思いが出てきました。私はまだまだ心の貧
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しい人間です。でも、それだからこそ、今この時をムダにしないために、心が

少しでも豊かになるための努力をしようと思いました。 

 そして、そのことに心を向けたとき、ある日曜日、主人と二人で話をする機

会がありました。その話の中で、私は主人に「今日は珍しく二人だけやね、子

供たちもだんだん大きくなり、これからはこんな時間が増えていくのかしら、

ちょっぴりさみしいけれど、でも、こうしてお父さんと二人になれるからうれ

しいわ、お父さんも私と二人になれてうれしいでしょう、新婚時代に戻ったみ

たいで…」 

 主人から返ってきた言葉は「何をいい年をして、バカではないか…」という

言葉が返ってきました。でも私はその言葉とは関係なくすごくうれしくなりま

した。いい年してバカかと言われてうれしいなんて、でも、その時の主人の顔

を見たとき、何だかとてもうれしそうな思いが伝わってきました。そのことが

きっかけとなって、それからは、なかなか出せなかったうれしいわという言葉

が少しずつですが、家族の中で出せるようになり、私の心のうれしさと同じよ

うにまわりも楽しさがあふれてきそうです。 

 私は「うれしいわ」という言葉は相手に対して、相手を喜ばす言葉だと思っ

ていました。でも違うことに気付きました。それは、相手はもちろんそうです

が、自分自身がとてもうれしくなる一言です。心ある言葉、愛ある言葉を出す

ことによって、相手ではなく自分自身の心がうれしくて、楽しくて、心が暖か

くなってきます。 

 そして、その一言の言葉の中に、相手に対する思いやり、やさしさ、いとお

しさ、感謝、数えきれない程のたくさんの愛がいっぱい含まれていることを気

付かせていただきました。人にいやな思いをさせることはたくさん出せて、人

に心ある言葉を出すことの大変ヘタな私ですが、今回のことを通して、少しで

も豊かな愛の心を育てていけるよう、この悦びの心を忘れず、今という時を大

切に頑張っていきたいと思います。 

 先生、本当にたくさんの愛をありがとうございます。 

 

 

1991-12 月 Ｐ058 【現象をいただいて】女性デザイナーの方の投稿よ

り 

 十月十日のバス研修旅行の時の事でした。能登島からの帰途、バス右手の千

里浜海岸沿いの海は、さざ波でかすかに揺れていました。丸山先生が一日のバ

ス研修旅行のしめくくりのお話を始められた時、曇り空の中から太陽が海面の

向こう側をきらきらと照らしていたかと思う間もなく、光がこちらに向かって

ゆっくりと動き出し、バスにいる私達を照らし、その光はだんだん強くなって

行きました。 

 その時私は、訳も分からずただ涙を流しました。何故涙が出たのか考えよう

ともせず、ただ感動で一杯になりました。その夜は、あまりにも印象が強烈だ

ったために、親子三人でこの太陽の現象の話をし、それでも私の気持ちが納ま
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らず、ノートに感情的に現象を書き綴りました。 

 それから数日後、私はこんなに素晴らしい現象をいただいておりながら、そ

してあんなに感動しておりながら、その感動の薄れつつある事を自覚しました。

その頃、丸山先生がある学修会で「十月十日に太陽の現象を見せていただきな

がら、感動が薄れているとしたら、それはただ感情的に感動しただけですよ。

心からの感動であれば「ただ偶然に太陽が出たのではない」と分かります。そ

れに、人にお伝えせずにはおれなくなります。また、その感動は日の経つごと

にますます大きくなって行くはずですよ」とご指導くださいました。 

 私は当時の自分の感動がただの感情であったと分かりました。このような私

とは対照的に、今なお現象の感動を涙を流して語られる方々のお話を学修会で

聞いて「いつまでも現象をいただいた感動を語れるとは素晴らしいなあ。私に

は一体何が欠けているんだろう」と思い悩みました。その時、私はあまりにも

身近に正法を学ぶうちに大事な事を忘れていたと気付きました。 

 この四年半の間に、私の人生は百八十度変わりました。まず、東京・松任と

バラバラに住んでいた親子が共に住むようになり、私の親を恨む心がウソのよ

うに消えてしまいました。長年不振だった我が家の自営業が不振から立ち直り、

取引先やお客様、同業者を通しての修行もできるようになりました。また、正

法の中で法友とのおつき合いが増え、時々私を悩ませていた難聴もぴたっと治

りました。 

 このように、法にふれてから数え切れないほどの救いと悦びをいただいた私

でした。「この教えこそ人の生き方を教える唯一の教えです」この心こそ決して

忘れてはいけない私の心の叫びでありました。 

 ところが、私の心には「それでもやっぱり偶然に太陽が出たのかもしれない」

という思いが強く残っていました。これに対して丸山先生は、ある学修会で「私

は千里浜のドライプウェイで回りにいる人に『今日は太陽が見れるかもしれま

せんよ』とお話しました。その後バスに乗って、お話していたようになりまし

たね」とお話くださいました。そのお話を伺った時、私は「確か私はあの数名

の集団の中に入って先生と一緒に千里浜を散策して、聞いていたはずなんだけ

ど……。先生のそんなに大事な予言を聞きもらすなんて、私は一体何を思って

いたんだろう」と反省いたしました。 

 しかし、しばらくして当時の事をはっと思い出しました。「確かに先生は話し

ておられた。海を背にして隣にいる人に話しておられた」そう思い出すと私の

胸は熱くなりました。以前にも同じ事の何度もあった事を思い出しました。あ

の青年部の立山国際ホテルで、その数日後の○○さん宅で、福井の梅丈岳で、

そこには必ず丸山先生がおられ、丸山先生が天に向かって語りかけた時、その

予言通りに現象のあらわれた事を思い出しました。 

 このようにして、正法が正しい人間の心の在り方を教えてくださっている唯

一の教えである事を眼で、肌で教えてくださいました。 

 高橋信次先生、あの十月十日に太陽を通して語りかけてくださいました貴方

様の大きな愛と慈悲に心からの感動と感謝を申しあげます。残された人生、一
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人でも多くの方に法をお伝えする使命を果たして参ります。どうぞ、今までの

私の間違った思い、行いをお許しください。 

 丸山先生、このような現象を見せていただき、ありがとうございました。心

から感謝申しあげます。私はここにおらせていただき、法を学ぶ事のできる幸

せを今心でかみしめております。 

 

 

1995-5 月 Ｐ029 【伝導だより】 

 ・・・少し(阪神大)震災当日のことについてお話しさせていただきます。 

 私の店は板宿にあり、二階を完成期医療福祉の神戸事務所にしておりました。

震災直後、辺りの家はほとんどが全壊し火の手が回っておりました。私は持ち

出さねばならない書類などがあり、持ち出しにかかっていたのですが『おばあ

さんが生き埋めになっている。助けて！』と近所の人の声がしたので、取るも

のもとりあえずその方へ走りました。 

 そこは六軒が住まいする文化住宅でしたが、二階が一階になっていました。

二階の部屋には家具などが倒れており、まずそれをどけて畳一枚を剥がしまし

た。そしてさらに床板を外すと、一階の天井板が見えました。それを蹴破ると

おばあさんの白髪頭が見えました。おばあさんの手を自分の首に回し引き出そ

うとするのですが、なかなか抜けません。助け出すのに５時間近くかかりまし

た。後から考えると、よくまぁあんな危険な家に飛び込めたものですねと知人

も言うような状態でした。 

 私はそのとき自分はおばあさんを助け出すことができたと思っていました。

ところが、その後で自分の家に戻ってみると家がないのです。といいますのは、

店の横に四階建てのビルが傾いており、そのビルがついに倒れて来てわが家は

押し潰されてしまったのです。もし、あのまま事務所の整理をしていたなら、

私の命はなかったことでしょう。 

 私は自分がおばあさんを助け出したと思っていましたが、実は自分は逆にお

ばあさんによって救われたのだと解りました。 

 

 

1997-4 月 Ｐ044 【伝導だより】 

 ・・・例えば、一日の中で、夫婦、あるいは親子の中で、正しく語るという

ことだけでも、どれだけ正しく行えただろうか。また、その前に正しく思うこ

とが正しく出来ただろうか等、その一点に集中して、毎晩、点検してみること

です。法にそって正しく語るという一点だけでもとても難しいことです。しか

し、毎日続けることによって、その中に自分なりの工夫が出来、正しく実行で

きたことが悦びなのです。 

 とかく皆さんはたくさんの事を一度にしようとします。二兎を追うもの一兎

も得ずの例えのように、十のことを一度に追いかけても、結果は一つのことも

得られません。しかし、“雨滴によっても下にある石に穴はあく、いつの日にか
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は”とお教え頂いているように、一つのことを、努力し続けることによって、

一つのことをしていても、不断の努力の結果、やがて多くのことが分かるよう

になるのです。 

 

 

1997-6 月 Ｐ026 【伝導だより】 

 正法というものを、皆さんは、お勉強なさいましてしみじみと思われると思

いますが、自身の根気、自力というものがなかったら天からのお導きは、ない

ということです。自力に相応した他力、神のお導きをお与えいただけるもので

す。自力を出すことなく学修会に出られても、疑惑と混乱が起きるだけです。

悟られた方の教え、法を勉強しないとわかりません。 

 しかも反省ということに入っていくには、法というものが自分自身の心の中

にものさしとしてないようではできません。もし反省していたとしてもそれは、

自分中心というものさしでするので何の意味もなく、むしろ混乱するものです。

ですから反省については、いきなり入らないで時間をかけてこの一年間神理を

知識的に学んできたのです。 

 

 

1998-12 月 Ｐ009 【第二十三回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会

より】自営の方の投稿より 

 富山の○○でございます。今日の良き日に未熟な私が、尊い神の光を頂き、

お救い頂いた悦びの発表をさせて頂けますこの光栄を、神に主に、師、丸山弘

先生に心から感謝申し上げます。 

 私と同じ町内に住んでおられる先輩法友さんからの力強いお誘いで、平成六

年の十月と十一月の二回を富山の学修会に出席し、明けて平成七年一月の学修

会で「丸山先生ボチボチ勉強させて頂きます」と申し上げましたところ「ボチ

ボチでは駄目です。一生懸命に学んで下さい。人生の大改革の時です。今日は

このことを貴方様に伝える為に、ここへ来た様なものです」とのご指導は私に

とって青天の霹靂とも云うべき驚きでありました。 

 ・・・先生から崎浦の学修会へ出席してみられませんかとのお言葉を頂いて

いましたので、五日後の七月一日に初めて崎浦学修会へ出させて頂いた時、法

に帰依した私の人生の目的と使命が決定されたのです。 

 私は長年にわたり家業の重量物を取り扱っていたのが原因で、両方のヒザの

軟骨が無くなり、一足歩くにも激痛が全身を走り、足を引きずり杖に縋って何

とか歩き、名医という名医すべてに診察して貰いましたが、治療の手立てが無

いと言われ困り果てており、このままでは親から引きついだ出張員旅館も近く

廃業せねばならぬと覚悟をし、あきらめていた特にヒドイ左ヒザの関節炎を崎

浦の階段を苦しんで昇っていたのを見られた丸山先生が直ちに神のみ光を入れ

て下さいまして、その後も出席の度に、神のみ光を入れていただきました。 

 お陰様で今日では普通に歩ける様にならせて頂き、その上商売もこれまでに
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無い位、極めて順調に経営をさせていただけるようになりました。また家内と

もども頗る健康で毎日の明るい生活は、私が尊い神よりの大きなお救いを頂き

ましたことに依り、二人揃って神の実在、主の実存を心に抱き、高橋信次先生

のご著書を、心行を、月刊誌を拝読させて頂き常に主のカセットテープを拝聴

し、そのうえ毎月のビデオ講演会に、学修会に、出来得る限り夫婦で揃って出

席させて頂き、毎月の学修会では、丸山先生を囲んで、常に大きな和の中でま

ことに和気藹々の中にも厳然とした『正法の真剣勝負』の学びの中で、正しく、

法を学べる幸福を頂けるなんて三年前までは夢にも思えませんでした。七十年

間も愚かな行ないを続けて来た愚かな私に、神のみ光が頂けるなどと云う千載

一遇の好機をお与えくださいました、神仏の大きな大きなお計らいに心から感

謝を申し上げます。 

 愚かな人生を愚かとも思わず、犯して来た多くの罪を振り返えるとき、神よ

り頂いた無垢の心に多くの曇りを重ね黒い黒い心にしてしまい、今ここに来て

先生より大反省のご指導を頂き愕然として、元の無垢の心にもどれる様にと、

心の準備に入ったばかりの愚者の見本の様な者です。 

 この愚者の反省の第一歩は、毎日の生活を共にしている一番先に大きな愛を

差し上げねばならぬ最愛であるべき家内に、結婚してから今日までの（あと少

しで五十年になります）長い年月の間に、私が犯して来た数多くの間違いに依

り、家内の心にどれだけ多くの辛い苦しみを与え続けて来たかと思う時、唯々

心の奥から申し訳なくて、百回も千回も頭を下げて詫びても詫びても詫び切れ

ない慚愧の念にかられて、この反省とお詫びは、床の上で家内に諸々の話をし

乍ら詫びはじめ、何日か置いてまた詫びようとした時に『もうあとは云わない

でいい、それ以上は云われなくてもいい』と優しい眼差しで許してくれた時、

私は「うんそうか、そうか、有難う、本当にすまんかったなあ」と云って、あ

とは声にならなかったのです。 

 それから後は心を正す反省の精進に入りましたが、先生から、まず「前にゴ

ミの山をつくるな」次は「後のゴミの山を早く消しなさい」とまことに有り難

いご指導を頂き、反省のノートに赤子の時から今日までの諸々の反省点を思い

出す毎に書き綴り乍ら、法を知らなかったとは云い乍ら、こんなに沢山ゴミの

山を作るんじゃなかったなあと悔やむこと頻りであります。 

 けれども家内が私の心にピッタリと心を一つにして法を学んでくれる幸福を

基本に、家内の心も体もしっかりと抱きしめて悔いの無い一日一日を積み重ね

て参ります。・・・ 

 

 

1999-11 月 Ｐ036 【伝導だより】 

 これまで正法以外の他力信仰をしていた人は、その間違ったものを心から抜

くには 

 『大宇宙大神霊・仏よ、私は○年○月○日から○年○月○日まで△△という

信仰を信じて来ました。私たちはこうして日々神仏の御心によって生かして頂
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いているにも拘らず、真の神仏でない△△を信じておりました。これは本当に

神を冒涜する事でありました。誠に申し訳ありませんでした。何卒何卒お許し

下さい。心からお詫び申し上げます』 

 と心からその思いが消えてなくなるまで何度でもお詫びすることです。何百

回かかるかも分かりせん、また人によっては五回で消えるかも知れません。そ

の人の心からの精進努力に応じて許されます。 

 今、私達は真の神仏によって生かされているのです。違った神、仏を信じる

と言うことは、それを否定することになり、大変な罪なのです。だから心が汚

れるのです。 

 

 

2000-6 月 Ｐ040 【伝導だより】 

 ・・・生まれる前はこの魂の九○％が表面意識、一○％が潜在意識でした。

しかし生まれるとすぐクルッと変わって九○％が潜在意識、一○％が表面意識

となります。ですから、九○％のあの世の記憶は、この世は、魂が一○％の表

面意識となるために記憶していないのです。 

 なぜならば、私たちは善と悪のミックスした厳しい環境のこの世に、自分の

善なる心に素直に生きるという修行の機会、テストの機会を頂いて、今出させ

て頂いているからです。 

 

 

2000-10 月 Ｐ025 【伝導だより】 

 肉体を車輪に例えますと、これは生まれた直後から自動的に全速力で回転し

ています。 

 心棒で繋がったもう一つの魂の車輪は自動では回らないのです。本人が自力

を出して回さない限り、これは回らないのです。自力とは報恩感謝の行為です。

ありがとうの言葉だけではだめです。報恩感謝の行為を行った分だけカタコト

と回ってくれるわけです。 

 肉体の車輪がビューンと回って、魂の車輪がカタコトではこの魂は不調和で

す。 

 私達は神のもとに進化する目的を持ってこの世に出て来ていますから、神の

み心を心としてより進化しなければなりません。しかし、それぞれの車輪の回

転が違うと前に進むどころか、同じところをグルグルと回転するだけです。魂

の車輪の回転が肉体の車輪と等しくなって初めて調和し、前に進むことが出来

るようになるのです。魂の車輪を回転させるには、法を勉強して神のみ心を学

び、神からエネルギーを頂いて生かされていることに感謝し、その厚恩に報い

る報恩感謝の行為に務めることです。 
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2000-10 月 Ｐ030 【伝導だより】 

 一つの車輪は肉体です。これは生まれてから死ぬまで回り続けています。そ

のエネルギーは三度の食事です。しかも生まれてから死ぬまで、自動により動

いています。もう一つの車輪は魂です。こちらのエネルギーは、熟睡している

時、肉体から魂が抜け出て、あの世にエネルギーを補給するため帰っているの

です。 

 魂の車輪は自力により回転するのです。その自力とは、その魂自身が報恩感

謝の行為をした分だけ回転するのです。そうしますと、肉体の車輪は全速力で

回転しているのに対して、魂の車輪はカタコトとしか回転していないとすると

どうなりますか。報恩感謝の行為をした分しか回転しないのですから、当然思

いの通り前進することが出来ないで、その場で堂々めぐりをするのです。その

ことは即ち、心と肉体が不調和になり、病気という現象となって現れるのです。 

 皆様には、嬉しい、有り難い等と感謝しておられると思いますが、自分の心

が良心に素直でなければ感謝することは出来ません。良心に素直とは、自分に

嘘がない生き方で、心に悩み、苦しみを持っていない心の状態です。心に悩み

や苦しみを持っていると、それにとらわれ、感謝が出来なくなります。しかも

感謝の言葉だけでは感謝したことにはならないのです。嬉しい、有り難いと思

ったら、そのご恩に対して、報恩感謝の行為を実践することが大事です。 

 二つの車輪を、ボートを漕ぐ二本のオールに例えますと、一本のオールをい

くら一生懸命に漕いでも、前進することなく、その場でグルグル回るのみとな

ります。二本のオールをそれぞれ均等に動かすならば目的地に向かって前進し

ます。魂の回転も同様であります。魂のオールは自力を発揮しないと前進しな

いのです。 

 

 

2000-11 月 Ｐ032 【伝導だより】 

 正法を勉強しているから守って頂けるという思い方は、他力になります。ま

ず自分で正しい法に適った判断で物事を考え行動して行くことが自力による修

業の世界です。 

 

 

2001-5 月 Ｐ083 【伝導だより】 

 いつどこのお宮さんに行ったとか、いろいろ遍歴した宗教があればそれを思

い出す度に、ノートに書いてみてください。そして私は何年何月頃から何年何

月まで、このような間違った宗教や思想等を信じていたことを具体的に述べて、

心から何度も何度も神仏にお詫びをしてください。 

 『自分はあんな所にも行ったことがあるなぁ』と心に思い浮かぶ間は、十分

拭い去られていないのです。 
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2001-6 月 Ｐ057 【伝導だより】 

 もし思想や正しくないものを信じていたなら、 

 『大宇宙大神霊・仏よ、私は愚かにも神仏によって生かして頂いているにも

かかわらず、何年何月から何年何月まで正法ではないものを信じており、それ

をそのままにしておりました。何卒私の神をも畏れぬ愚かな思い、行いをお許

しください』 

 このように何十回、何百回とお詫びを繰り返すことによりお許し頂き、次第

に消えてゆくのです。 

 

 

2001-7 月 Ｐ049 【伝導だより】 

 神仏にお救いを求めることは他力だと言われる人がいますが、私たちはただ

助けてくださいとはお願いしないでしょう。一歩でも二歩でも、法による実践

努力を重ねる自力を尽くしたうえで神仏にお縋りする。即ち、自力の上に他力

を重ねてくださるようお縋りするはずです。その不断の自力を愛でられ、自力

を捧げた分、他力を上乗せしてお与え頂けるのです。ですから、神仏に対して

お救いをお願いする、ひれ伏す心が大事だと思います。 

 そのような心を造ることに気付くよう、守護・指導霊様には、そのような病

気や怪我といった機会をお与えくださるのだと思います。悦びと報恩感謝が最

も幸せへの道だと思います。 

 

 

2002-1 月 Ｐ071 【伝導だより】 

 キリスト教もイエス様がお出ましになられて約二千年経ちます。仏教はお釈

迦様がインドで悟られて約二千五百年経ちますが、これまでの間にお釈迦様が

お説きになられた法から、また、イエス様がお導きくださいました愛から遠く

離れてしまいました。 

 お賓銭を集めなさい、給料の一○％を喜捨しなさいというような、そのよう

なことはお釈迦様もイエス様も一つも言っておられないのに、いつしか変わっ

てしまいました。 

 

 

2002-5 月 Ｐ054 【伝導だより】 

 ある方が、「私は小さい時からお節介で、人に頼まれるとすぐ自分のことはさ

て置き人のことばかりしてしまう。先生にも先日『慈悲魔ですね』とご指導頂

いたのですが、自分の中に、これはお節介なのか、思いやりなのか、分からな

い時があるのですが……」とのご質問に対して、 

 「『求めよ、さらば与えられん』です。つまりは、神仏の御意志に素直になり

なさい、ということです。『求める』という自力を出さない限り、他力は与えら

れない、ということです。 
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 この場合相手を正しく見ることが大事です。正法を学び実践しておられるか、

ご著書を拝読しておられるか、よく確かめられた上、その人が自力を出せるよ

うに体験を話して上げることです。 

 貴方様は非常に思いやりのある方だけれども、愛という正法のルールを知ら

ないと脱線します。愛とは許し合い、助け合い、補い合い、生かし合う、とい

うことです。そういう基本を良く勉強されることが大事です。正しいと言うこ

とを勉強することです」 

 とご指導くださいました。 

 

 

2002-8 月 Ｐ053 【伝導だより】 

 （心行・祈願文）（健康祈願文）を上げた後、『私は、何年何月から何年何月

まで、大宇宙大神霊・仏様によって生かされておりながら、○○○○という間

違った神を信仰してまいりました。何とぞ何とぞ私の愚かな罪をお許しくださ

い』と何十回もお詫び申し上げるのです。そして同時に、『もしも、私の周辺に

迷える諸々の霊がおられたら、貴方方は直ちに私から離れ、元の所へ帰ってく

ださい。私は今、正法に帰依し、大宇宙大神霊・仏のお導きを頂いていますの

で、私の修行の妨害をしてはならない』と言います。 

 この祈りを当面、続けてください。一ヵ月なら一ヵ月と期限を区切って、同

時に反省を続けてください。そうすることにより、次第に心が浄化されるもの

と思います。 

 

 

2003-3 月 Ｐ046 【伝導だより】 

 宗教遍歴をして来た方は、まず、以前の教えが心から完全に消えているか。

『宗教歴』という欄に、これまで遍歴して来た宗教を全て書かれるようでした

ら、まだ反省が足りない証拠です。心に何も残っていなかったら、『偉大な高橋

信次先生のみ教え=正法』と書かれるはずです。ですから、反省は己に厳しくし

ないと、もし法を曲げるようなことがあれば、心は苦しみ、安らぎを頂くこと

が出来ないのです。 

 

 

2003-4 月 Ｐ044 【伝導だより】 

 ・・・ですから皆様も『法』を正しく学修する努力をしてください。それは、

ただご著書を拝読しただけでは分かりません。あらゆる角度から行為にして実

践することです。 

 その行為とは、『止観』であり『自分にウソのない生活』の実践です。 

 

 それが神仏のご慈愛にお応えする道でもあります。そしてその悦びを一人で

も多くの周囲の方に伝えてください。遠くを探さずとも、ちゃんと自分の身近
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に縁生の友を頂いているはずです。その方達に法を伝え共に学び、悦びを語り

合い日々生きていく中で、神仏にはその努力を愛でられ、必ず光をお与えくだ

さいます。その時、神仏に不可能はなく、願いのままの現証がお与え頂けるの

です。 

 

 

2003-4 月 Ｐ046 【伝導だより】 

 ある方は、「私は当会に触れる前に、高橋信次先生のみ教えを指導されるとい

う、他の先生の会で学んでおりましたが、その会を正式に退会し、晴れて当会

の会員にならせて頂くことが出来ました。以前の会の先生の本やビデオ、テー

プを整理処分したいと思いますが、どのようにさせて頂いたら良いのでしょう

か」と質問されました。 

 「もし貴方がそれらの会の教えが、心から間違いだと思われたなら、新鮮な

玉子を五つほど供えて、『心行・祈願文』を唱えた後、『私はこの度、高橋信次

先生の法に帰依することにいたしました。つきましては長年、○○の会、○○

先生の会（遍歴された会の名前を読み上げる）に大変お世話になり、まことに

ありがとうございました。もし、ここに（本やビデオ、テープ）に霊がおられ

ましたら、明日の朝までにお帰りください。明日の朝以降は、ただの物質とし

て処理いたしますので、それまでに何とぞお帰りください。長い間、お世話に

なり、ありがとうございました。ささやかですが、お礼としてお供え物をいた

しました』と唱え、翌朝には、玉子と一緒にお札その他全部を燃やすか、一般

のゴミとして処分されたら良いです」 

 とお答えされますと「はい、でも、その本の中には、高橋信次先生のお名前

が入っていたり、ご著書の一部を抜粋して載せている本もあるのですが」とお

尋ねされました。先生は「その人の考えを混ぜて書いている間に、主の御名前

やご著書の一部を入れているのですね。それなら、『申し訳ありません』とお断

りされたうえで、出来れば一般のゴミとは別の有料の焼却場に出して、処分さ

れると良いですね」とお答えされました。 

 

 

2003-4 月 Ｐ070 【伝導だより】 

 ・・・お世話係の方に対するご指導では・・・接待係だったら、接待係で一

つの研修をすることです。 

 例えば、今回は感謝について、次回は愛について等、テーマを決めて、自分

が実行していることを夫々発表し合うのです。それが、やがて自然にお互いに、

思いやり、生かし合い、助け合うことが身につくようになり、愛の心を大きく

育てることになるのです。そういった中で、初めて各人が夫々心から素晴らし

い提案が出てくるようになるのです。 

 周りの人から言われてするのではなく、そのような提案を、自らもっともっ

と出すようにされたら、当日までに心が満たされ、家庭においても実践出来る
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ようになり、大きな自信を頂き、益々己を愛し、他を愛する心が豊かになり、

当日皆様をお迎えする笑顔も、一段と心からの悦びと自信一杯の笑顔でお迎え

出来るのです。 

 

 

2003-5 月 Ｐ052 【伝導だより】 

 ・・・それは、高橋信次先生のご著書を拝読されていないからです。そこに

原因があります。もっとご著書を拝読されたら次第に分かるようになられます。 

 うまくいかない時は必ず、『道に迷ったら、山の入り口に戻ること』即ち、再

び初心に帰ってご著書を拝読されることです。 

 自分中心の考え、自分の既成概念を常に持って拝読しておられないか、そん

なもの持たないで、心の中にある思いをすべて捨て、『はじめての人に』の通り

に素直に拝読してください。例えば小説を読んでいると、「この主人公は次どう

なっていくのかなあ」と想像するでしょう？ その読み方はダメなのです。正

法は、その儘を素直に拝読することによって、心のエンジンが掛かるようにな

り、どんどん分かって来るようになります。 

 

 

2003-5 月 Ｐ061 【伝導だより】 

 今日まで引きずっている思想や宗教、そのうえ、日々思う、思いについて、

正しくない思いが心から消えて無くなるまで反省し、神仏にお詫びしなくては

なりません。特に重要な問題は宗教の遍歴です。今日なお過去の宗教を覚えて

いるようなら、それはまだ心に残っている証拠であり、反省が上手く実践され

ていないためです。 

 そういう人が心に毒を持ったまま伝道すると、法を曲げることになりますの

で、そういう人は伝道の前に、まず法により、自分の心を浄化し、自分自身を

自ら救って頂きたいと思います。 

 人生の目的と使命である仏国土ユートピア建設の一員にならせて頂くという

ことは、一人でも多くの心在る方に法を伝道することですが、まず自分自身が

正しい法による心作りをしないと人に伝わらないのです。 

 

 

2003－6 月 Ｐ067 【伝導だより】 

 ・・・『貴方様のお話は、この世の良い悪い、善悪の次元でのお話ですね。特

に貴方様がご家庭において、正法を生かした実践をどのようにして来られたか、

どのようにして来た結果、(大学が)不合格になったのか、このような精進をし

て来ただけ良かったとか、正法を生活に生かした心在るお話が全然出ていない

ように思いますが、貴方様のお心を拝見しておりますと、物を中心とした善悪

の世界におられるように思います。法を生活に生かしておられない訳ですから、

願いのままの結果をお与え頂けないのは当然だと思います』 
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 「でも、私は受験前には一生懸命ご著書を読み、近くの公園の掃除もしまし

た。自分では少しでも実践をしようと心掛けていたつもりですが……」 

 『それは実践ではありません。ご著書を拝読して、ご著書に書かれてあるこ

とを夫婦で親子で話し合うことにより、法を生活の中に生かすことです。それ

が実践です。そして一歩一歩自分を変えて行くのです。正法に適った自分に変

えていく精進努力をすることが実践です。 

 今までそのような実践をしておられないということは、貴方は正法を参考に

して来られたのです。もし、貰方が法を学んで気付かれた悦び、実践された悦

びを家族の中で話して来られたとしたら、神仏には、きっと祝福をくださるも

のと思います。 

 貴方様は、長年学修会に参加しておられましたが、一向に法の精進をして来

られなかったのだと思います。天もそのように見ておられると思いますよ』 

 「大変厳しいご指摘ですが……」とその方が申されますと、即座に先生は『厳

しくはないですよ。貴方様のお気持ちひとつです。昨日今日、入会して来られ

た方でも、長年捜し求め続けた法にやっと巡り会えた悦び一杯で、一心不乱に

実践しておられます。それは決して苦しいことではなく、今まで経験したこと

のない無上の嬉しさ、悦び、安らぎで一杯なのです。法の実践は、楽しい嬉し

いことですよ』 

 「それではご著書の拝読はどのようにしたら宜しいのでしょうか」 

 『まず、昨年（二○○二年）一月号『ひかり』誌バックナンバーからずっと

読んでいかれたら分かります。私がどのようにしてくださいと申し上げている

か、皆様がどのように実践しておられるか、全部書かれてあります。そこから

始めてください。まず自分自身が努力して掴む訓練をしてください。しかし、

天は決して見放すことはされません。貴方が自力を出して求め、努力されれば

いつでもお導きくださいます』とお話しくださいました。 

 

 

2003-11 月 Ｐ041 【伝導だより】 

 人間はみんな神の子です。ですから人間は誰もが自分にウソをつくことは出

来ないのです。ですから正法に触れて、私達が一番努力しなければならないこ

とは、自分にウソをつかないように決意することが大事です。 

 ・・・そういう過去の反省も大事ですが、過去の反省というのは自分の後に

山のようにあります。これは逃げては行かないのです。増えていくのは、今現

在ただ今、一日振り返って、朝起きてから寝るまでに、ウソをついたことなど、

反省材料が自分の前に山ほど積み上げられているのです。 

 後の山を崩す前に、今当面は、前の山を切り崩す反省が大事です。 

 毎日毎日、一秒一秒の思うこと、行うことの中で、ウソのない生活をするこ

とです。ウソをつかない生活をしない限り、正法者とは言えません。 
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2004-2 月 Ｐ043 【伝導だより】 

 心に思ったことは即、実行することです。『明日やろう』はダメです。心に思

ったことは、天がその人の心に通信を送られたためかも知れませんから、善な

る心に素直に即、実行されれば、さらに一段上の課題をお与え頂けるのです。 

 ・・・法の実践とは、偉大な主が今、自分にどのようにせよと叫んでおられ

るか、どのようにすれば偉大な主には、お悦びになられるかを常に心で受け止

め実践することです。また受け止められる心になるよう、法の精進努力をする

ことです。 

 

 

2004-10 月 Ｐ056 【ご講演会】 

 他力ではなく、自力によって初めて他力の力を得られるのです。自力があっ

てこそ、初めて黙っていても、他力の力を与えられるのです。他力によって、

自力は得られないのです。 

 何故ならば、神は全てのものを我々に与えているのです。それ故に我々は自

力を通して、他力の力を与えられるというのはそこに理由があります。 

 スモックを払えば黙ってたって太陽は美しいのです。心のスモッグを払えば、

黙ってたって神は皆さんに、調和と安らぎを与えるのです。 

 

 

2005-3 月 Ｐ052 【伝道だより】 

 「求めよ さらば与えられん」 

 偉大な主には、『求めなさい、常に求めなさい、求め続けなさい。そうすれば

必ず、自分の肉の目、肉の耳以外に、内なる心から与えられるのです』と、お

導き頂いています。 

 

 

2005-6 月 Ｐ059 【伝道だより】 

 勇気とは、神理の実践にたじろがない心である。正法を信じ神理が理解され

てきたならば、世俗の習慣にまどわされることなく、進んで行うことである。 

 

 

2005-12 月 Ｐ069 【伝導だより】 

 毎日皆様は、決められた通り、『光の器を』『心行・祈願文』『健康祈願文』ま

た『先祖供養』等をお読みになりますけれども、その拝読された内容を、毎日

どのように実践しておられるかということを、今日は皆様に一番にお尋ねした

いと思っております。 

 二番目は、神仏様に対して、毎日どの様な感謝、報恩の誠心を捧げておられ

るか。例えば、太陽をご覧になられる時、『あっ、太陽が出ているな』と思われ

るのか、それとも心の中で、『あ！ 有り難うございます』と申されるのか、ま
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た、どんな時にも、人が百人居ようが千人居ようが、帽子を取ってその場に止

まって、深々とお辞儀をされるのか。どの様な生き方をしておられるのか。 

 三番目に、自分の欠点を毎日の反省の中で、どの様に反省しておられるのか。 

 

 

2006-2 月 Ｐ076 【伝道だより】 

 ・・・常に心に思ったことは、天からお導きいただいたことと思い、まず、

感謝を申し上げ、明日、明後日に延ばすことはしないで、即、実行することに

しています。 

 

 

2006-7 月 Ｐ055 【伝道だより】 

 病院で『てんかん』と診断された方が、学修会に来られるケースがよくあり

ますが、その殆どが、悪霊が憑いている場合が多いようです。その原因の大方

は、ご本人様を始め、ご家族の方がこれまで信じていたものに動物霊がいたこ

とが原因の場合が多いようです。これらは、今日の現代医学で発見することは

困難のように思います。 

 ・・・自分の家族を始め、知人等の病気に対し、手当をされておられるケー

スがあるやにお聞きしたことがあります。今後絶対に手当をしないよう特にご

注意頂きますよう厳にお願いいたします。このような『癒し（手当）』は、偉大

な主・高橋信次先生より、お許しを頂かれた方のみ許されていることでありま

すので、絶対に独断実行されないようお願いいたします。 

 特に、正法に帰依していながら、これまでの宗教遍歴、自分しか知らない、

宗教について、正しい処理をしないと、その憑いているモノが次第に成長して

大きくなり、人の命まで取るケースが沢山ありますから、特にご注意ください。 

 過去に種々宗教の遍歴をされた方は、どうしても始めは、種々妨害があって

正法にはなかなか入って行けないようです。学んでおられても安らぎがないよ

うです。一時も早くご精進されて健全になられてくだい。 

 過去の宗教遍歴ほど恐ろしいものはありません。それは、憑いている、憑か

ないにかかわらず、必ず心が毒されます。皆様には、今日、過去を振り返って、

自分の心はどうだろうか等とお考えになられることも、大変大事なことだと思

います。恥ずかいしいことでも何でもありません。正しくないと、あの世には

帰れないのです。最近、特にこういったことを痛切に感じます。何卒皆様には、

自分の心を見つめてください。 

 

 

2006-8 月 Ｐ044 【合同学修会】 

 ・・・何事も、私の耳に入れてくださったということは、畏れ多くも神仏様

には、行きなさいと申されておられるのだと私は理解しております。 
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2006-8 月 Ｐ058 【伝道だより】 

 貴方様は、過去に信じていたものを、お詫びされたうえ、お捨てになられた

と思われておられるようですが、まだ残っています。祀ってあった場所を見る

と、それを思い出すのは、まだ心の中に在るのです。 

 心に在る時は、『私のところに来てはいけません。直ちに元のところに帰って

ください』と毅然として断り、心から出して捨てるのです。ご自分の心の中に

あるものを正しく見て、正しくないものは捨てること。正しいものは大事にす

る、という心の掃除を十分しておられないように思います。 

 

 

2007-1 月 Ｐ036 【高橋信次先生と津島秀彦先生との対談】より 

 この現象界に生まれると、さっきもお話ししましたように、意識は表面意識

が約一○パーセント出るだけで、本当の善なる意識の九○パーセントは沈んで

しまい、誤りをおかしやすい五官だけが判断のもとになります。だから、この

地上界は、魂の修行にとって絶好の環境なのです。 

 あの世は意識だけの世界ですから、悪を思えばすぐ悪の結果が出る。つまり

悪い想念をもてない。ところが地上界は物質の世界なので悪を思っても、それ

が悪い結果を呼ぶには時間がかかります。人間はそこで、他人には分からない

と思って、とかく悪いことを考えがちです。 

 それ故に悪を克服する修行の場として、この地上界が絶好の環境となるので

す。 

 

 

2007-3 月 Ｐ071 【伝道だより】 

 大方の人はこの世におけるいろいろな宗教に触れています。正法を求めて来

られる方に対して注意をして頂きたいことは、その中でも特に、動物霊等の悪

霊を長年信仰してきた方には伝道をされないことです。龍神や狐等の動物霊は

一度憑いたらなかなか離れないようです。悪霊は自分の住む処を守るために、

伝道をした方に対しても、大きな反作用を返して来る場合があります。特にご

注意ください。 

 ・・・皆様が正しくご精進され、心の目が開いてこられますと、その背後に

いる霊が見えて来るようになります。その信仰を辞めておられたとしても、残

骸が残っている場合があります。体から出ている後光も、神の光ではなく、動

物霊の光が出ています。日々のご精進努力次第で、天上界では次々お見せくだ

さいます。動物霊に限らず、これまで他力信仰をされて来た方には、この場に

おられても、それは曇りとなって残っていますので、特に、しっかりご著書を

拝読され、己に厳しい反省をされることが大事と思います。 
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2-9）【正しいとは（ご著書より）】 
 

心の発見(神理編) Ｐ185 

 私達の人生は、肉体を持って八十年か九十年であり、肉体の舟に乗ってしま

うと表面意識が一○％、潜在意職が九○％という比率で、ほとんど目先のこと

しか分からないために、自分自身が悟る修行の場としては非常に良い環境であ

る。 

 この現象界は、人々の心の中が分からないため互いに誤りを犯すのであり、

一寸先は闇というようなことをいうのである。しかし、人間生活はだから有意

義といえる。心の精進を日夜にし、より高い次元の世界に魂を磨いて行くこと

ができるのである。 

 また逆に、先のことが分からぬから、苦悩の原因を自ら作り出し、悪いこと

も堂々とするようになる。人生は暗闇だ、などという考えになってしまう。人

生は、正しい生活をしていれば、決して暗闇ではない。 

 人々の心を重んじ、我欲にもとづいた考えを正して、自身の言動を、第三者

のつもりで注意深く見守りながら生活することが、正しい生活というのである。

こうした生活の中から、私達の潜在意識に包まれている無限大の智恵が解き明

かされ、人間として生活をしている悦びを悟ることができるのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ256 

 正しい宗教は、自らの心を八正道で照らし、正しい報恩と感謝の実践の中に

開かれるものであって、その姿こそが本物の宗教といえよう。 

 仏教の本旨は、他力本願にあるのではなく、自力によって自らが完成されれ

ば、他力の慈愛を得られるようになるのだ、と仏陀は教えているのではないだ

ろうか。 

 旧来の陋習を破り、八正道の正法に帰依すべし、ということになるだろう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ111 

 まず人は、正しく見る目を養うこと。我欲を去った調和ある見解を持つよう

努めることであろう。 

 それには、己という立場があっては、正しさを求めることはできまい。正し

さの尺度は、男女の別、老若の別、地位、名誉の別、こうした立場を捨て去っ

て、一個の人間として、大自然の己として、そしてその心の目で、ものを見る、

相手をみる、現実を眺めることである 

 

 

人間釈迦① Ｐ114 

 「正しい生活」とは、人生の目的と意義を知った生活であろう。人間の生活
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は、大自然が調和されているように、調和にあるはずだ。助け合い、補い合い、

笑いのある生活でなければなるまい。それにはまず己自身の調和をつくってゆ

く。自分の長所をのばし、短所を修正してゆくものだ。自分が円満になれば周

囲もまるくなるはずである。自己をみつめる厳しい態度をはずして、正しい生

活はあり得ないものだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ210 

 ・・・正法こそ、求め続けて来た心のよりどころであった。その法は、神の

心にしたがった正しい秩序であった。そうしてその秩序を心の中に確立するに

は、八正道という物差しによるのであり、その物差しによる想念と行為が、諸々

の業と、今生でつくられた片寄った性格を修正してゆくものであった。 

 

 

人間釈迦① Ｐ238 

 そなたたちは片寄りすぎた生活を続けている。ミガダヤの樹木の姿を見るが

よい。幹が太ければ、その根も広く張っているはず。枝は幹から出、小枝は枝

を足場に、緑の葉を繁茂させる。美しい花を咲かせる樹木もあろう。 

 もしも、枝が幹よりも太く、幹よりも根が小さければどのようになるか。葉

が小枝より重ければ小枝は折れてしまう。根と幹、幹と枝、枝と小枝が調和さ

れているから、大木は風雨にさらされても安定している。根を張った幹と枝葉

は、中道の心を教えている。人の道もこれと同じだ。心という幹を忘れ、法と

いう根を失って、五官という枝葉の煩悩にふり回されるから、正しい人生を送

ることが出来ない。 

 

 

人間釈迦① Ｐ247 

 私の法は、大自然の万生万物が、相互に関係し合い、そうして、全体を安定

させているように、まず、自己保存、自我我欲の心と行ないを捨て、人類は皆

兄弟だという心境になることである。そうして、社会人類に奉仕することだ。

苦と思わず、実践することだ。苦と思える自分があっては、実践は覚束ない。

そこで苦と思えない自分をつくることが先決であり、自己の確立が大事な要件

になってくる。その要件を満たすには、八つの条理を、生活の基礎におき、物

差しにして、自分自身の心と行ないを整えることだ。 

 正しく見ること 

 正しく語ること 

 正しいとは、片寄りのない中道をいう。相手のいうこと、そして自分の見方、

見解に偏見がないかどうか。人間はえてして、自己中心となり、他人を傷つけ、

自分の心にも傷をつけてしまう。不利なことであっても、常に第三者の立場に

立って、正しい判断と、正しい言葉を忘れてはならない。 
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 正しく思うこと 

 正しく念ずること 

 五官を通して私たちの心の中に生ずる現象、つまり思う、考えることについ

ても、偏らせてはいけない。思うことは「もの」をつくり出す原動力であり、

創造の源であるからだ。心の中で不調和なことを思い、そうして念じて行くと、

やがてその不調和を人々に及ぼし、自分にかえってくる。自己の利益だけを思

ったり、相手の不幸を決して念ずるようなことがあってはならない。常に円満

な、中道の心を持ち、怒り、そしり、ねたみ、うらみ、ぐちることなく、足る

ことを知った心の状態を心掛ければ、心は光明に満たされ、安らぎの境地に至

ることができる。 

 正しく仕事をすること 

 自ら選び、与えられたその職業は、それはそのまま天職であり、その仕事を

通して、人生を学習してゆく。仕事、職業は、人生経験を豊かにする新しい学

習の場であることを忘れてはならない。職業は、人々が生きて行く上の相互依

存の大事な場であり、したがって、健康で働けることに感謝しなければならな

い。感謝は報恩となって実を結ぶ。百姓たちが野良に出て精を出し、収穫を得

ることによって家計が保たれる。報恩とは余ったものを人々に布施することだ。

困っている人々を見て、みぬふりをし、自己保存に耽る心は、自らが苦しみの

種を蒔いていることになる。仕事といっても、他に害を及ぼす仕事は正しいと

はいえまい。 

 正しく生きること 

 正しく道に精進すること 

 正しく定に入ること 

 片寄りのない人生を歩いているか、いないか。人としての道を外していない

かどうか。瞑想という反省を通して、心の曇りを晴らした生活が大事なのであ

る。私は、三十六年間の人生において、思ったこと、行なったことの一つ一つ

を反省し、心の曇りをとり除き、一切の執着から離れることが出来た。安らぎ

の境地は、こうして得られた。そなたたちも今から、今までの人生体験の善悪

を反省し、八正道にそむいた想念行為があったならば、心から神に詫び、同じ

間違いを犯さないようにすることだ。反省は、盲目の人生航路を修行する人間

に与えられている神の偉大な慈悲なのだ。動物たちに反省の能力のないことを

みてもわかるだろう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ097 

 ・・・ブッタ・ストラーの本来の目的は、色心は不二であった。物と心の調

和にある。人びとが物と心の正しい循環の法を知ることによって正しい生活が

為し得るようにすることであった。 
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人間釈迦② Ｐ099 

 人類を救うものは何かといえば、それは、心を知った正しい生活である。人

間の目的である調和にもとづいた相互扶助、人類は皆兄弟であるという平等互

恵の心と、正法という正しい循環をふまえた生活行為である。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ110 

 正しい心の在り方は、大宇宙の変わりない運動が示すように、右にも左にも

偏らない中道の法にある。その法を生活に活かすためには、自分のこれまでの

思考について、それが法という中道の正しさに適っているか、歪をつくってい

るか、常にとどまって観ることであり、したがって、間違った思念が心にうず

き、それをもとにして、ものを見ていたり、行動していたとすれば、その間違

いを修正し、同じ間違いを犯さないことが大事である。 

 中道の行為とは、欲望を満たそうとする行為から、すべて遠離し、大宇宙の

心と一つになることである。 

 ブッダの悟りは、大宇宙の心と一体となったものであり、中道の思念と行為

は、大宇宙の心を顕現したものである。 

 その悟りによって、これまで自分の気がつかなかった苦悩の原因が理解され、

その苦悩から離れることができた。 

 したがって、ブッダの弟子たる者、またはブッダの法を信ずる者は、ブッダ

が説く中道の生活を実践するものであり、そうすることによって、生老病死の

迷いから自らを救うことになる。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ256 

 ・・・この精舎の建物も、固い土の上にしっかりとした土台が組まれ、その

上を太い柱が屋根を支えています。ですから風雨に耐え、そこに住む人びとも

安心して安住できるわけです。 

 心の安住にも、正しい法の柱が必要になります。 

 法の柱とは、自己中心の心を改め、他人があって自分があり、大自然の中で

たがいに生かされ、生きているように、相互の調和が柱になります。そのため

には、他人の言葉を正しく聞き、いやしくも、自己の感情でそれを受け取り、

曲解してはならないということです。 

 また、どんなことをいわれても、怒りの心、そしりの心、恨みの心、愚痴の

心、情欲の心、虚栄の心、増上慢の心などをつくらないことです。つくったと

きは心の中に毒を飲んだことになり、また新たな苦悩の種を蒔いていることに

なります。 

 思っても、語っても、同じ結果になります。正しく語るということは、この

ような不調和な心では不可能でしょう。 

 言葉は相手に意思を伝えるものであって、不調和な言葉は、自分の心に毒を
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飲むばかりではなく、他人に対して、毒を飲ませることになるものです。特に

気をつけなくてはならないでしょう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ262 

 正しい法は、人の知や意によっては変えることのできない大自然の姿が示し

ています。 

 その正しい法とは、中道であり、片寄りのない、調和の心が規準であり、そ

れは善我なる心であり、また善意なる第三者の心ともいえるでしょう。 

 その心で、自分の行なったこと、思ったことを、一つ一つ正してみることで

あり、そうした間違いの原因を除き、自分の心をより豊かにするために反省す

るわけです。 

 こうして、想いと行ないを正し、心の中に何の執着もなく、光明に満たされ

た時に、禅定に入るならば、心と肉体は、調和によって光明の世界に住するこ

とができるようになります。 

 瞑想による禅定は、神との対話であるといえましょう。 

 おごりや怒り、ねたみやそしりのままで、心の中の歪みを除くことなく禅定

に入れば、その心に相応した世界に住することになり、魔界に住む者に己の心

を支配されてしまう。これは、非常に危険であるといえましょう。 

 正しい心による以外に、光明の世界に住することは不可能だということです。 

 私の説く八つの正しい道を、心と行ないの物差しとして生活する人びとこそ、

真の修行者といえましょう。 

 一切の苦悩から解脱するには、この道の実践以外にないでしょう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ191 

 人の感情を無視した行為は許されるものではない。人間はみな平等であり、

自己の欲望を満たすために他人を犠牲にしてはならないのである。 

 特に愛欲は、大きく心に巣食っていた。肉体的な五官から入る欲望も、心の

中にある本能と感情の在り方を正せば、ただ一時の快楽にすぎないもの、とい

うことに気がついたものを……。 

 足ることを忘れて、他のものに心を移す欲望は、かえって苦しみを作り出す

ことになる。 

 押えることでなく、関わり合わないことが大切であった……。心が燃えてい

て、正しい判断ができるとはいえないのだ。理性を失ったそこにあるものは、

本能のままの動物的行為にすぎないものである。 

 たとえ一時の欲望を満たしても、残した苦しみはつきまとい、ひとつ間違え

ば、憎しみの心を相手に植え付けることになる。 

 独占欲、安穏逸楽、自己陶酔、虚偽、苦悩、それらは、心に曇りを作り、大

きな歪みの原因となる。 
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 心の中で異性との行為を想像しても、姦淫になる。想念はものを現象化する

からだ。そしてそのことは苦しみをまた作る。 

 また、他人の欲望をかき立てるような、挑発行為も慎まなければならない。

自然のうちに理解できる、ということが大切であり、煩悩のままに生きるべき

ではないのである。 

 人間は、正しい心の基準にのっとり、自己を偽ることのない生活をすること、

これが大切だ、ということだ。このくらいなら良いだろう、といった不確定な

行為は慎まなくてはならないのである。 

 思慮深くなること。これを失ってはいけないのである───。 

 

 

心の原点 Ｐ028 

 大宇宙は法則によって動いており、地上の人間界も、このワク外には決して

おかれてはいないのである。人間の意思と自由性は、その大宇宙の法を、たく

みに運用し、よりよき調和を具現してゆくようにつくられている。 

 このために、調和を離れた悪の意思と行為があれば、自分自身の体の不調和

をきたし、その不調和が集団的となれば、人間の住む環境は、人間の意思にま

かされているから、物質世界にも不調和をきたし、災害を呼びこむことになる

のである。人間の想念は、ものを生み、創り出す能力があるからである。 

 神が天と地を、その意思と偉大な能力で創造したように、神の子である人間

にも、その意思と創造と自由性が付与されているからである。間違えてはいけ

ない。私達人間は、大自然のおきてである転生輪廻という循環の法を、正しく

生かすことによってのみ、喜びと自由、という心の解放があるのである。 

 想念にも循環の法が厳として存在し、悪には悪、善には善がかえってくるこ

とを決して忘れてはならない。 

 

 

心の原点 Ｐ088 

 自己保存、自我我欲、自分さえよければよい、という偏った生活が、混乱し

た社会を造り出しているといえよう。 

 その原因は、五官をとおして心に作用する諸現象に対して、正しく判断する

“正しい”という基準の決定ができなくなってしまったからである。この原因

は、眼耳鼻舌身の五官だけを頼りとして生活していたため、肉体舟の船頭であ

る意識、すなわち魂の存在を忘れてしまい、肉体舟こそ本当の自分だと思って

しまったためである。そして、意識の中心である心の尊厳性をかえりみないで、

人生航路における物質文明社会での地位や名誉に対する欲望、金に対する執着

心、情欲への盲目的な思いなど、すべてに足ることを忘れ去った不調和な心に

あるのだ。 

 想念の曇りが、神の光をさえぎり、苦しみの種を蒔き散らしているのだとい

えよう。 
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 この現象界に生まれてきた目的や使命を忘れ、欲望のとりこになってしまっ

たのだ。前世において約束をしてきたことなど、思い出す余裕すら失ってしま

ったのである。 

 欲望のままに生き、自分に不都合なら他人を蹴落としても自分を守る。そし

て遂には心を魔王に売り、神の意思にそむいた苦しみの一生を送ってしまうの

である。 

 このような一生は、正しい生き方とはいいがたい。 

 

 

心の原点 Ｐ115 

 善悪、正・不正の基準は、今全くバラバラである、というのが現実の姿だ。 

 たとえ法律があっても、法律以前の個々の自己保存の感情によって、善悪、

正・不正の尺度を計り決めている。 

 こんなことでは、中道の心は解るものではない。 

 中道の心は、自我を離れて客観的な立場に立たなければ見出すことはできな

いだろう。 

 それには、常に白紙の状態でいられる自分を見出すことが必要だ。 

 知識や経験によって、頭のなかに詰め込まれているものをひとまず脇におき、

自分の姿を他人の立場で眺めて見ることが大事なのである。 

 個々の知識や経験などというものはたかが知れている。 

 そういう浅い尺度で、ものを見てしまうと、自分の尺度以外には解らないし、

状況判断も狂ってしまうだろう。 

 中道の心は、私心のないことだ。 

 すなわち、神の心である。神の尺度である。 

 この神の尺度に立ったとき、初めて正しい判断がなされ、精神と肉体、環境

の調和がなされるのである。 

 そのような生活をしたときに、私達は自分を知り、家族も平和で、国も栄え、

隣国との調和も保て、仏国土、すなわちユートピアの完成に近づくことができ

るのである。 

 心を失った思想によっては、人間の大調和もなく、闘争と破壊の阿修羅界を

造り出すのみではないだろうか。 

 正道成就は、中道の心を目標として、日常生活のなかでそれを実践し、絶え

ざる反省と報恩の行為をする、そのことによってなされるといえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ121 

 「正しく生きる」には、まず六根に左右されない自分を発見すること、それ

が先決であろう。 

 それには、自分の短所、長所をしっかりとみつめ、短所を修正し、長所を伸

ばすことが大事であり、そのための勇気と決断が必要である。 
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 病気にしても事故にしても、また人に騙されたりすることは、五官に振り回

された想念と行為に問題があるのだ。 

 私達の欠点短所は、どうしても五官にもとづいた想念に一番結びつきやすい。

だから、欠点の修正には、思い切った勇気が必要だといえよう。 

 正しく生活をするということは、人生の目的と使命を悟った毎日の生活行為

にあるわけで、常に、安らぎの境地にあって、一切のこだわりや執着から離れ、

足ることを知った生活を送るということだ。 

 

 

心の原点 Ｐ128 

 正法とは、正しい法、万古不滅の神の理、神の心、すなわち宇宙の法則をい

うのである。ものには、すべて、転生輪廻という法があり、その法自体が、万

物万生の存在を教え、大自然において、それらが生存できる環境を造っている。 

 それは、神の大慈悲であり、大いなる神の愛といえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ184 

 正しいという、その基準は、大自然のルールが私達に教えているのである。 

 極端な考え方を捨てて、中道の道を歩むことこそ、自らの心に安らぎを生ま

れさせる何よりの方法といえよう。 

 先に述べた八正道、この道こそ、自らを正す人間の心の方法論であり、近道

なのである。 

 

 

心の原点 Ｐ236 

 指導霊や守護霊の力と、私達の心と行ないは、丁度、自転車の両輪のような

関係である。 

 前進するためには、ペダルを踏んで前輪で方向を定めるように、正しい努力

のないところに、良い結果は生まれないということである。 

 心の世界の法則も、これと変わりないということである。 

 原因、結果、作用、反作用の法則が、私達の心と行ないを支配しているとい

うことだ。 

 

 

心眼を開く Ｐ226 

 ・・・神理にふれることにより、いくたの奇蹟が相次いで起こっています。

病気回復、事業の好転、不和だった家庭内が明るくなったなど、その数は枚挙

にいとまがありません。 

 本来こうした現象利益というものは、神理に適った生活を送るならば、一つ

の随伴現象として、具体化されるものです。 
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 なぜかといいますと、釈迦の正法は、宇宙の法則に適っているからです。人

の一念は岩をも通すで、その一念が正しく使われれば、その一念力は、正しく、

その人に返ってきます。 

 もしも、正しくない一念力を燃せば、同様にその人に返り、その人の心身、

環境を悪くすることになります。 

 正しいか、正しくないかは、ウソのつけない自分の心に問うてみることです。

自分の心は中道であり、公平ですから、良い悪いは、すぐ答えが出るはずです。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ125 

 私たちの生活の基本は家庭にある。家庭からすべてが出発する。ところが、

その家庭がおろそかになり、信仰、信仰で、年中家をあけ、信者穫得に駆けず

り回るというのが、これまでの信仰であり、それがまた信仰心の表われとみら

れている。恐ろしいことである。 

 真の信仰はそうではない。正しい法則にしたがって、心と行ないを正す生活

にあるのである。 

 苦しみや悲しみの現象が出てきたならば、まず、たちどまってその原因を取

り除くことが大事であり、そうして二度と再び同じ過失を犯さないようつとめ

ることが信仰なのである。 

 

 

心の対話 Ｐ049 

 まず正しさのあり方についていうと、八正道の目的が左右に片寄らない中道

にあるわけですから、自分の立場を離れて、常に第三者の立場で、ものを見る、

聞く、語るということが大事になってきます。すなわち、正しさの規準は全体

との調和ということになります。 

 そうしてその調和は、より高い次元の調和を尺度とすることはいうまでもあ

りません。 

 そこでその規準の例を挙げてみましょう。 

 その規準というのは、人によって正しさの尺度がどうちがうか、八正道の尺

度は、どの辺の尺度を指しているかということです。 

 まず、あの世を大きく分けると幽界、霊界、神界、菩薩界、如来界の五つに

区分されます。 

 つまり、五つの区分にはそれぞれの正しさが支配しています。 

 幽界──この世界は自分という立場が正しさの尺度になっています。自分さ

えよければ人はどうでもというエゴの世界であり、自己保存の立場が強調され、

自己保存を損なうものは正しくない、つまり、悪につながるという考え方です。

現実の社会は、まさに幽界の正しさが支配しているようです。 

 霊界──この世界は、いわば持ちつ持たれつで、人に与えたものは与えられ

る、与えたものが返ってこないと気持がスッキリしない「正しさ」が支配して
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います。生前における常識の観念が、ここでは価値の尺度になっています。 

 神界──人から損害を与えられても人を非難しない。人を非難する前に、ま

ずその原因をふりかえり、二度と再びその原因をつくらないよう努力する世界。

つまり、「正しさ」の尺度を他に求める前に、自分に求め、第三者の立場で常に

前向きにつとめてゆく人びとの集団社会、これが神界の人びとです。 

 こうみてきますと、八正道の尺度がどの界に当っているか、大体、おわかり

と思います。 

 幽界、霊界ではなくて、神界にあります。もしあなたが、これまでその「正

しさ」を霊界に求めていたとすれば、真に自分の心を正しく掌握することはで

きません。なぜかといいますと、己の心にないものは、自分の周囲に現われる

ことがないからです。この神理をまず、かみしめていただきたい。喜びも、悲

しみも、あなたの想念がつくり出しているのです。つまり、思うこと、念ずる

ことが、あなた自身をつくり出しているということです。 

 もう一つ大事なことは、人の心は二つとないということです。小説や芝居を

見て、悲しい場面が出たときに、あなたは笑いますか。反対に、笑う場面に変

ったとき、あなたは怒ったり、泣いたりしますか。まずしないでしょう、つま

り、人の心というものは、みな同じだということです。 

 とすると、自分の心を知ることは、人の心も理解できるということです。神

界の尺度で己の心の動きをみつめてゆきますと、人の心がわかってきて、人の

悲しみは自分の悲しみにつながり、人の喜びは自分の喜びにつながってくるも

のです。 

 菩薩界──菩薩界の人びとは、慈悲の心、愛の行為が先に立ちます。それは

幽界、霊界の心では、自分の心が痛み、いわば天にツバする行為と変らないこ

とが、実感として感じられてくるからです。つまり、人の心は一つであり、現

われの世界は別々でも、人の心に二つはなく、心は神につながっているので、

その神性を汚すことは、自分を苦しめ、人を悲しませるなにものでもないから

です。 

 菩薩は、常に神の心を尺度として、愛行に一身を投げ出す人をいいます。つ

まり、菩薩の「正しさ」は、形ある人びとの間というより、人びとの毀誉褒貶

に心を動かすことはなく、ひたすら、神の愛と人びとを生かすことに人生の目

的を求めます。価値の尺度は神なのです。ウソのない人びとの心です。 

 如来界──如来といわれる人の心はどうかといいますと、ここへきますと、

神の意識と表裏をなすものですから、衆生済度の心しかありません。価値の尺

度はここで消えてしまい、宇宙と己の心は不離一体です。その宇宙に不純な波

動があれば、その波動を正純なものに変えなくてはなりません。このため、来

たって法を説き、地上に光を与えていく光です。 

 正しさの規準が、おわかりになりましたか。 

 あなたはどのような規準で「正しさ」を求めておられましたか。 

 

 



216 

 

心の対話 Ｐ054 

 悪は本来ないものですが、人間が勝手に正しい生活の軌道を離れるために、

悪を生み出してしまうのです。 

 正しい生活をすることによって、神仏より調和のエネルギーが供給されます。

調和のエネルギーが供給されますと、物事に迷うということが少なくなってき

ます。常に安心して毎日の生活が送れるようになります。仕事をしていても、

思わぬところから注文がきたり、自分でも想像できないような良い結果が与え

られます。また、考えられない智慧が浮かんできて、災難を未然に防いだり、

物事がうまく運んだりします。こうした調和のエネルギーは、食べ物から得ら

れるものではないでしょう．各人の毎日の生活行為、正しい生活のなかから与

えられるものです。 

 正しい生活は、まず各人の心である想念が、正道にかなっていることが先決

です。怒りや憎しみ、足ることを知らぬ執着の、愚痴や嫉妬で心が揺れていて

は、調和のエネルギーは与えられません。なぜなら、これでは調和のエネルギ

ーの波動と合わないからです。調和のエネルギーは、肉体をも支配します。夜

やすむときに反省し禅定をしますと、たいていの疲れならば翌朝は爽快な気分

でめざめ、肉体も軽くなっています。反対に、今日は疲れたといってやすむと、

前日の疲れが肉体に残ることがあります。まず、やってみてください。 

 正法は実践です。『心行』の意味を理解するいちばんの早道は体験です。あな

たも体験を積んでください。 

 

 

心の対話 Ｐ136 

 現象界はなぜできたか。それは神の意の具体化のためなのです。万生万物は

そのために現われ、相互に依存し合ってこの現象界を支えています。虎も狼も

ウサギも柳の木も、そして魚や微生物に至るまで、この現象界を末永く生命あ

る活動の場とするためにあるわけです。 

 人間がこの地上に生をうけ生活を営むようになったのも、神の意を具体化し、

調和ある王道楽土をつくるためです。 

 人類の苦しみ、悲しみは、ではどうして生じたのか。人間には動物や植物と

はちがった創造行為が与えられ、その能力を有するものだから、苦しみ、悲し

みが一方において生じてくるのです。 

 苦の原因は六根という煩悩、つまり、見たり、聞いたり、話したりするうち

に心のなかに我執が生じ、自己中心となって自分さえよければよいとする考え、

思い、わだかまりが苦しみをつくっているのです。 

 人間から自由にものを創造する能力を抜き取ってしまえば、こうした我執も

生じてはこないでしょうし、植物や動物とあまりかわりません。本能と感情だ

けの世界で生活するならば文明も文化もつくられないであろうし、反対に苦し

みもズッと少なくなり、喜びも知ることはないでしょう。 

 苦しみ、悲しみを神の責任に帰するのは人間のわがままであり、我執からく
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るものです。自分を反省し、生かされているという事実を知ったならば、少な

くとも自己の不平不満からくる悩みは解消するものです。不平不満や悩みは自

分にさまざまな欲望があり、ものを相対的にながめ、相対の立場でしか、もの

を考えられなかったり、行動できないからです。 

 人類というより、まず自分の心から正して行くことが根本です。人さまざま

な動きをみると、自分がいくら正しく生きても、人がみずからを正してくれな

ければどうしようもない、と思う人がいますが、人は人、自分は自分です。人

が正してくれなければと思ううちは、まだ自分の存在も正法も未熟です。人類

の一人一人が、他人を見て他人が正さなければといっていたのでは、いつにな

っても苦しみは解消できないでしょう。 

 宇宙は自分の心のなかにあるのです。森羅万象は己のうちにあります。苦し

み、悲しみは他人ではなく自分です。この点をしっかり理解してほしいのです。 

 ともかく人間は、神と同じようにものをつくり出す創造能力が与えられ、そ

の能力ゆえに苦しみ、悲しみをつくり出していくわけです。本来の自分にかえ

れば自縛の心から解放され、それこそ、自由な天地がひらけてきます。 

 人のせいにせず、自分の心の動きを正していってください。 

 

 

愛は憎しみを越えて Ｐ323 

 人はみな、正しい心の物差しを忘れ去った時から、欲望の泥沼の中で苦しみ

と悲しみの生活を味わっている。 

 人生の目的と使命を忘れ、そして死んでいく。哀れな一生というほかはない。 

 しかし、生まれてきた時は、誰も丸い豊かな心を持っていた。それが、生ま

れた環境・教育・思想・習慣の中から、自らの性格をつくり出し、ある時には

恨み、妬み、そねみ、怒り、愚痴、足ることを忘れ去り、自己保存、自我我欲

の思念と行ないによって、丸い心に歪みをつくり、暗い曇りで心を覆ってしま

う。そして多くの人びとは、心の光明を失って盲目の人生を送ってしまう。 

 そして正しい法灯が消えた時から、心の眼が閉ざされ、肉体五官を頼りにし

た生活が始まったのである。その結果、人生における生活の知恵によってつく

り出された物質文明の奴隷になって、人びとは本当の自分を失っていった。 

 そのために、物質、経済、地位、名誉、その他もろもろの欲望を満たすため、

闘争と破壊を繰り広げて、混乱した複雑な社会をつくり出し、自ら心の安らぎ

を失ってしまった。 

 誰もが、これではいけない、何とかしなければならないと思っている。が、

暗中模索のままに、ある人はその苦しみから逃れようとして宗教に道を求めて

きたし、今も求めている。 

 しかし現代宗教の多くは、偶像崇拝、他力本願となり、光明に満たされた法

灯の火は消えて久しい。人びとは、盲信者、狂信者になり下がって本当の自分

自身を見失ってしまったのである。 

 心ない指導者たちの多くは、自己の欲望を満たすため神や仏をだしに使って、



218 

 

迷える多くの信者たちに心の公害を撒き散らしている。 

 しかし人間は、誰も神の子であり、この大自然の姿───美しい大空、緑の

大地、山水などとともに調和された世界にいるべきなのである。そして太陽の

熱、光によって、万生万物は相互の作用の中で安定しているのが本然の姿なの

である。 

 ・・・大自然の調和された姿こそ、神の心の現われである。神の意は、この

ように大自然の中に秘められている。それは調和であり、調和は片寄りのない

中道の道で、慈悲と愛の塊りということだ。 

 この大自然の慈愛に、感謝する心が大事である。そして報恩という行為が伴

った時、感謝の心が多くの人びとの心に光明を与えることになるだろう。それ

は人びとの心に調和への行為が実現されていくからだ。これこそ万物の霊長と

しての、人の道といえるだろう。 

 このようにして、正しい法の灯火は、その人びとの心と行ないの中に点火さ

れていくものだ。 

 片寄りのない中道の心こそ、人生航路に必要な心の物差しなのである。その

心の物差しで、自らの思念と行為を反省し、より心の境地を高めていった時、

人間は一切の苦しみから解脱し、執着心の愚かさを悟ることができるものだ。

その時に心の曇りが晴れて、神の光によって満たされ、心の平安が築かれてい

くだろう。 

 

 

天使の再来 Ｐ027 

 核というものを中心として、五人の分身からこの人類は、成り立っています。

即ち、肉体を持ってこの現象界にその一人が出ているとすれば、残る本体や分

身は実在界において、現象界にいる人間にたいして守護、指導霊として見守り、

指導しているのであります。現象界に肉体を持っている本体あるいは分身の心

は、次元のちがったエネルギーの世界、つまり実在界における五人の分身、本

体に通じており、それは霊子線という光の糸でつながれていることを知らねば

なりません。 

 その霊子線は、皆さんの正しい心の調和、正しい神理、正しい行ない、つま

り、この三相の心の中に生活を送っているとすれば、皆さんは霊子線を通して、

神の光をストレートでうけることになるのです。 

 それが、不調和を起こして、怒ったり、誹ったり、罵ったりして、自分の心

というものを掴めないならば、その人達は即地獄の姿となり、霊子線の光が消

えて、動物霊だの、あるいは、他のよからぬものに憑依されてしまうのであり

ます。 

 

 

天使の再来 Ｐ030 

 信仰というものは神社仏閣にいって拝めばいいというものではありません。
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毎日毎日の生活の中で、正しく物を見、正しく思い、正しく仕事をするその中

に信仰があるのであります。 

 そしてその正しいという姿は、耳で聞いたことに対して、即座に口に出すの

ではなく、一度心の中で反省し己に問うて、相手の心、相手の立場を考えてか

ら、その答えを出すようにしたいものです。 

 すると怒りという想念は湧いてきません。怒りというものは、常に自分自体

を守る、自己保存の結果として、出てくるものであります。 

 

 

天使の再来 Ｐ086 

 正しいか、正しくないかは、ウソのつけない自分の心に問うてみることです。

自分の心は中正であり、公平ですから、いい悪いは、すぐ答えが出る筈のもの

です。 

 

 

天使の再来 Ｐ150 

 正邪の正、つまり正しいとはどのような心を指すものか。普通は、その国柄、

民族性、習慣、個人的には、環境、教養、徳性、主観によってそれぞれ異なる

が、あの世実在界からみた正しさとは、次のような段階に別れている。現在の

自分の心がどの位置にいるか、各段階をみることによってハッキリつかめる筈

である。 

 幽界――すべてが自己本位、自分に不利益をもたらした者には徹底した憎悪

を持つ。原因、結果を追究しようとする心がわかない。 

 霊界――損得五分の考え。自分はあの人にこれだけのことをしたから、当然、

それにたいする報いがあると考える。報いがないと気分がサッパリしない。大

変に損をしたと考える。 

 神界――自分に損害はかかっても、あきらめは早い。また利益を得ればよい

と考える。人を批難する前に、自分の欠陥を見い出そうとする。むろん、神界

にも段階があり、上にゆくほど自己をみつめ、自分にきびしくなる。つまり、

ふりかかった火の粉は自分に責任があると考え、人を批難する気はほとんどな

くなる。 

 菩薩界――利害に左右されない。与えられた仕事を忠実に行ない、報いを求

めず、黙々として働く。人の批難も莞爾として受ける。もっとも心が浄化され

ているから、人の批難も少ない。ほとんどない。自分のことより、他を優先す

る。人々の喜ぶさまをみて、自分の喜びとし、人びとの苦しみをみて、自分の

心を痛める。人と自分との一体観が上段階にゆくほど強くなる。そうして、や

がて、人と自分とが一つであることを知る。 

 如来界――天地は一つ。自己はその中にあり、外にもある。一切のとらわれ

から解放され、慈悲と愛だけとなる。 
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心行の言霊 Ｐ220 

 八正道を日常生活に活かしてゆこうとするとき、努力と勇気が必要となりま

す。それは反面からいえば苦痛かも知れません。 

 正法は自力であり、善なる正しい心で生活してゆこうとするものですから、

強い意志が必要になってきます。本来は、そのような強い意志は必要ないので

すが、これまで旧来の習慣や思想の中で生活してきたのですから、いわば、そ

の軌道修正のための、強い意志が必要になってくるのです。 

 真に、あなた自身が安らぎを求め、人びととの調和ある生活を欲するならば、

八正道を実践してみることです。 

 八正道を体得することによって、あなたはこの世だけではなく、この世の十

倍、二十倍の長きにわたる、あの世での安らぎある生活が保障されるでしょう。 

 疑わず、まず実践してみることです。 

 八正道を学ぶことは、すなわち、法を学ぶことです。全てのより所は法にあ

ることを確信することが肝要です。 

 

 

心行の言霊 Ｐ221 

 正しさの規準は何かというと、「公平」であるということです。 

 ではその正しさはどのようにして得られるか。 

 それは、常に第三者の立場に立って、ものを見ることです。自分中心にもの

を見るから、そこに偏見が生まれ、邪見になってゆくのです。 

 すなわち、正見の反対は邪見です。邪見は心のわだかまりであり、自我我欲、

自分中心から生まれます。 

 心のわだかまりはどうして生じて来たのでしょうか。 

 それは、これまで生活してきた環境、習慣、教育、思想などによって毒され

てきたためです。 

 したがって、ものを正しく見よう、公平に見ようとするには、これまでの既

成観念を白紙に戻し、全く、新しい立場から、ものを見るよう努めることです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ246 

 私たち人間の道は、中道に沿った調和の生活にあります。 

 いうなれば、正しい普遍的な法にあるわけです。 

 法とは、循環の法則であり、循環の法はこの地上界のあらゆる面に適用され

ています。 

 正道の生活とは、この意味で循環の法に乗った生活であり、正しい生活です。

正しい生活とは前述の通り、中道の生活であり、中道の生活は、人びとをして

調和の生活に導いてゆくものです。 

 中道の生活は慈悲と愛の生活であり、その想念行為は再び自分にめぐってく

るものです。 
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 自己保存の片寄った独りよがりの生活は、この地上界が相互扶助の調和を軸

に動いているので、当然その反作用として、苦しみを招きます。 

 循環の法が働いているからです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ318 

 神仏は存在します。存在しないとみるのは心を正しく見ることができない人

のいうことです。心は素直に、正しくみることができれば、そうして、その心

で正しい想念と行為に努めるならば、神仏は誰彼の差別なく、その前に現われ

ます。神仏は決して沈黙を守ってはおりません。神仏をして沈黙させる原因を

人間がつくっているために、沈黙せざるを得ないのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ333 

 大自然は調和という中道の心を教えています。人聞の体も無理はいけないし、

怠惰もいけません。心についても、怒ったり、悲しんだりすれば、体に、精神

に、悪い影響を与えます。肉体も心も、中道に適った生活行為、つまり正しい

想念と行為が必要なのです。大自然は、そのことを教えていると同時に、大自

然の心にさからえば、その分量だけの苦しみがついてまわることも教えていま

す。 

 中道とは足ることを知った生活です。欲望にほんろうされない自分自身を確

立することです。生老病死の苦しみは、こうした中道の心を失った自我我欲に

執着した想念、心にあったのです。 

 人間は大自然界の中で生活しています。大自然から離れては生活が出来ませ

ん。このことは大自然の心と同通しているからなのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

2-10）【正しく見る、聞く、思う(丸山弘先生のご指導)】 

 

1997-2 月 Ｐ041 【伝導だより】 

 ①人の話を聞く時は、全部うのみにしないで、一回耳の外で止めて聞く、そ

して正道のフィルターにかけて、正しいと思ったら心に入れる。正しくなかっ

たら心に入れないで捨てる作業をする。聞く時も語る時も、自分の心の思いを

観るようにする。そのためには意識を内に向けるように努める。 

 ②語る言葉は、善なる心に相談し、相手に対して希望と勇気と悦びを与える

言葉にかえて出すように努める。 

 

 

1997-6 月 Ｐ033 【伝導だより】 

 ・・・正しく聞くということから脱線しないように、自分の思いが入る「く

せ」が出そうになったら、「いかんいかん」といって思いを切り替え、本来の聞

くということに専念をするように訓練をすることです。 

 

 

1997-9 月 Ｐ025 【伝導だより】 

 自分の目の前に現れるいろんな人に対して、この人はこうだ、この人はおか

しい、といろいろ思っている……これは既に、相手を裁いているのです。相手

を、正しくない自分中心の思いで見て思いますと、それにとらわれ、心が揺れ

動き苦しくなります。 

 高橋信次先生は、『善意なる第三者の立場で見なさい』と、お教え下さってい

ます。これは、潜在意識の良心という立場で相手を見なさいということです。 

 これはしかし、なかなかいきなりは難しいことです。ですから、一秒一秒の

思いを、神を間に置いて、『この人の言っていることは、自分にもその姿はない

かな』と、神は教えて下さっているのだ。『自分も、こんな嫌な姿を人に見せて

いないかな』と、反省し、自分を変えていく……という様に、思い、行うよう

にしていけば、何一つ毒を食べることなく、相手を裁くこともありません。 

 それを積み重ねていったとき、如何なる人が現れようが、心が揺れない、引

っかからなくなります。自分自身の心が丸く愛豊かな心になれば、相手がどん

な醜い人でも、ニコニコ笑って接することが出来ます。反論したりしません。

許せるのです。それが愛です。 

 だから、相手が悪いのではなしに、自分の心にトゲがあるから、それが引っ

かかるのです。同次元なのです。目の前の人を通して、なくすチャンスを、有

り難い機会を、神は与えて下さっているのです。 

 

 

1998-5 月 Ｐ031 【伝導だより】 

 私が講師を務めております大学の学生さんのレポートを読ませていただき、



223 

 

若い学生さん達の講義を聞く聞き方に疑問を持ちました。道を説かれた大変次

元の高い偉大な方の教えを、今日まで生きて来た自分の短い人生経験の基準で

理解しているのです。それでは如何に偉大なる神理も悦びと感激の心で聞くこ

とは出来ません。 

 “未知なる人生”の素晴らしさに感動し、神と主に対し敬けんな畏れの心が

湧き上がり、はじめて悦びと感動の心を開くことが出来るのです。いくら高い

次元のお話を聞いても、自分のものさしで自分流の理解をしていたら、その人

の思想になってしまって、光あるものではなくなってしまいます。 

 テープレコーダーで録音する様に、そのまま心に入れて聞きますと、いつで

も心から正しいものを取り出して思い出すことができます。 

 

 

1998-6 月 Ｐ044 【伝導だより】 

 ・・・人の話を聞いている時には、常に正しく聞いているか、それとも心の

中に引きずっていることにとらわれながら聞いているか、止観をして正しく聞

くように努力していってください。 

 

 

1999-10 月 Ｐ036 【伝導だより】 

 正しいとは自分の善なる心、潜在意識の一点と神仏が結ばれているその心に

忠実に生きることです。高橋信次先生の心と私たちの心のつながり、それが良

心です。神の道に生きるのです。そうしたとき正法が分かり、心に安らぎがい

ただけるのです。そしてその地域は神の光に満たされ、大自然も調和されるの

です。天候異変は神の光の届かない所に起きるのです。 

 

 

2000-11 月 Ｐ039 【伝導だより】 

 『正しく聞く』とは、自分の思いを持たずに素直に聞くことです。聞く時は、

自分を横において心を空っぽにすることです。自分中心の思いを外すと、その

分相手に集中することが出来、相手の事がどんどん見えてくるし、相手とも心

が通じ合えるようになります。意識を集中して見る、聞く、そして思うことが

大切です。 

 

 

2000-12 月 Ｐ022 【伝導だより】 

 貴方が上司を嫌な人だと思って見ているときは、自分の目が絶対正しいと思

って見ていたはずです。自分の目が本当に正しいかどうか点検もしないで見て

いますから、そんな時は自分の感情で相手を見ているのです。つまり自分にと

って都合の良い人を良い人、都合の悪い人を悪い人と見ている訳ですから、誉

められれば気分がいいし、けなされると腹が立ってしまう。そういう見方をし
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ていますと、相手の良いところがあっても見えないし、逆に欠点にさえ見えて

しまうことがあります。それでは自分は生かされないし、相手もまた生かされ

ないのです。それでは魂の向上は出来ないのです。 

 今、目の前の人を自分の都合で見ると実に嫌な人だけれど、神がより自分を

鍛えるために、より良い人間に成長させるためにお与えくださっておられる人

だと見ることが出来たとき、正しく見る、正しく聞く、正しく思うことが出来

るようになるのです。 

 

 

2002-5 月 Ｐ054 【伝導だより】 

 ある方が、「私は小さい時からお節介で、人に頼まれるとすぐ自分のことはさ

て置き、人のことばかりしてしまう。先生にも先日『慈悲魔ですね』とご指導

頂いたのですが、自分の中に、これはお節介なのか、思いやりなのか、分から

ない時があるのですが……」とのご質問に対して、 

 「『求めよ、さらば与えられん』です。つまりは、神仏の御意志に素直になり

なさい、ということです。 

 『求める』という自力を出さない限り、他力は与えられない、ということで

す。 

 この場合相手を正しく見ることが大事です。正法を学び実践しておられるか、

ご著書を拝読しておられるか、よく確かめられた上、その人が自力を出せるよ

うに体験を話して上げることです。 

 貴方様は非常に思いやりのある方だけれども、愛という正法のルールを知ら

ないと脱線します。愛とは許し合い、助け合い、補い合い、生かし合う、とい

うことです。そういう基本を良く勉強されることが大事です。正しいというこ

とを勉強することです」 

 とご指導くださいました。 

 

 

2002-6 月 Ｐ069 【伝導だより】 

 永遠の生命とは意識（魂）のことであり、肉体はこの世限りの無常な物です。

その無常な脳（頭）に相談しても、無常な物を中心とした答えしか出て来ない

ため、正しいことが分からないのです。 

 （心の断面図をお描きになられて）正しいとは円満ということです。円は調

和を現し、丸く豊かであり、光に満たされた愛豊かな人の心は円く、調和して

いるのです。 

 

 

2002-8 月 Ｐ050 【伝導だより】 

 意識は聞くことと話すことについて、同時に二つに向けることは出来ないの

です。こんなことを言いたいな、と思った時には、一方の聞くことは出来ない
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のです。 

 今日からは人が話し始めた時に何か自分が話そうとしたら、『いかんいかん、

自分にとらわれてはいけない、話を聞きなさい』と自分に言い聞かせてくださ

い。『人の話を聞かないで次に何を話そうか、という心にとらわれてはいけない』

と自分に言い聞かせてください。その訓練をしてください。 

 ・・・正しく聞くという時間を置かなくてはいけません。それは聞いていな

いからなのです。ここが大切なのです。『あ、そうか、こうか』と時間をおいて

整理してから話し始めたほうが良いでしょう。それを一カ月間実践してくださ

い。ご主人様も注意してあげてください。すると会話がキチンと出来るように

なり、そこでご家庭の調和が取れるようになります。それが『正しく聞く』と

いうことです。ご主人様やお子様と正しくお話しになり、心からご主人様やお

子様とお話し出来るようになることが大切です。 

 

 

2002-11 月 Ｐ052 【伝導だより】 

 ・・・聞く時は聞くことに集中して、他の事を考えそうになったら、「いかん

いかん」と自分の心を叱り、「今は聞くことに集中する時だ」と自分の心に言い

聞かせ、話す機会が与えられたら、「これからは正しく話そう」とその都度自分

に言い聞かせるのです。 

 その切り替えをきちんとしていきますと、人間関係や仕事がスムーズに進ん

で行くようになります。「聞く」こと「語る・話す」こと、その切り替えをしっ

かりとしてください。 

 

 

2003-3 月 Ｐ075 【伝導だより】 

 ・・・(会)社内でのご著書の拝読は強制するのではなく、気長に待つことで

す。すべて一律ではなく、まず、貴方様が『読んで見られたら』と言える人た

ちから読んで頂くことです。そうした人を見通すことが『正しく見る』という

ことであり、そうした心を造るためにご著書を正しく拝読しなくてはなりませ

ん。 

 朝礼などで貴方様が『心とは大切なのです。私は、このようなことを教えて

頂き、教えを実行することにより、見方、思い方一つにもこのような悦びを頂

くことが出来るようになりました』とお話しされ、あらゆる場で、このような

自分が頂いた悦びを語るようにすることが大事です。 

 そうすることによって、益々自分自身の心に変化が起こり、さらには会社の

雰囲気が変わり、社員を始め役員の心も変わって行きます。心が調和されて行

くようになります。それに伴い、製造ミスも一段と少なくなって行くでしょう。 

 常に大事なことは、人に求める前に、まず自分を光ある存在にすることです。

つまり、まず己ありきです。それには贅沢は出来ません。社員の下座に自分を

置くことが大切です。自分自ら常に謙虚に生きるという努力をすることであり、
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形の面から、心の面から社員の皆様の前に自ら示して行くことです。必ず共感

する人が出て来るようになります。全員が手を握り合い、肩を抱き合うように

なり、次第に大きな悦びに包まれるようになるでしょう。 

 このように正法の精進、愛の精進とは、偉大な神仏の光に満たされることで

あります。 

 

 

2003-4 月 Ｐ043 【伝導だより】 

 『止観（止めて見る、聞く）』とは、人間の思念と行為は、昨日から今日の流

れの延長にあります。その心の流れを一瞬止めて、正しい思いに切り替えるこ

とです。例えば、昨日からの思念と行為を引きずった儘、本日の学修会に参加

しますと、正しく見る、聞くことが出来ません。 

 そこで皆様には、今朝起きてすぐ『よし、今日は学修会だ。正しく聞こう』

等と心に言い聞かせたり、気合いを入れたりされたかも知れませが、前日から、

切り替え作業をしておられたらもっと良いと思います。 

 『止観』とは今までの心（思念と行為）の流れをいったん止めて、『これから

正しく見るぞ、正しく聞くぞ』と自分の心に言い聞かせ、今までの思い、行い

を切り替えて区切りをつけることです。それによって現在に集中出来るように

なります。そのようにメリハリのある生き方をすることにより、意識が正しく

成長して行くと思います。 

 次に『正しく聞く』ということですが、数人の集まりの中でも、話に全身全

霊を傾けて聞いている人もいれば、少し前の話に引っかかって話の流れについ

ていけない人、先程かかった電話が気になって話に集中出来ない人など、『正し

く聞く』ことは大変難しいものです。『正しく聞く』とは、自分にウソのつけな

い善なる心に相談して聞く、ということです。正しく聞けないために、世の中

に争いや混乱が絶えないわけです。 

 

 

2003-4 月 Ｐ061 【伝導だより】 

 ・・・貴方は先のことにとらわれないことです。(ご主人が)このお酒を飲ん

だら暴れるのではないか等と、次々先のことに思いが走り、どうなる、ああな

る、こうなるのでは等と思わないことです。思いは物を作るのです。 

 そんな風に思った時は、直ちに心の中で、『いかんいかん、何を自分は思って

いるんだろうか』と、それを心で打ち消して、心で『大宇宙大神霊・仏よ、こ

の主人の心に光をお与えください。心に安らぎをお与えください。どうぞ、こ

の魂を正しくお導きください』と祈ってあげることです。 

 

 

2003-7 月 Ｐ040 【伝導だより】 

 ・・・『私達は常に自分の心を点検し、自分は今、何を語っているか、という
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今話している言葉を自分の心で聞いて、これが正しいかどうか止観することが

大切だ』とお導き頂いております。 

 もし自分が正しくない言葉や険しい言葉を使っていると気が付いたならば、

深呼吸をして、『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお与えください。心に安ら

ぎをお与えください。我が心を正し一切の魔よりお守りください』と何回でも

何一○回でもお祈りしてください。 

 その時に神仏より光をお与え頂くことによって、心は正常な状態に戻り、正

しく話すことが出来るようになります。また、一日の終りの反省の時に、再び

深く反省し修正してください。 

 

 

2003-11 月 Ｐ027 【伝導だより】 

 一番端的に心のクセが現れるのは、お会いするお一人お一人対して、即自分

中心の思いを持つ、または持ち続けるということではないかと思います。例え

ば、『あー、この人はいやな人だなー』、『前に会った時にいやなことを言われた

なー』、などと言った思いのことです。 

 しかし、もしかしたら、一○日前のその方と現在のその方は変わっておられ

るかも知れません。しかし、私達は以前の思いを引きずって、以前の思いを持

ち続けているのです。それは『正しく見る』のではなく、自分中心の、間違っ

た思いを引きずってその方を見ているのです。 

 それが自分の心の苦しみとなり、その思いは何百年経っても消えることなく、

増える一方で、ますます心の苦しみも同様に堆積されていくのです。 

 それを消しなさい。それを根絶してしまうことを、『自己確立』とお導きいた

だいております。 

 ・・・A さんを拝見すると、かつてＡさんに対して抱いた思いが即、心に浮

かんでくるのです。それを『業』とお教えいただいております。それを取り去

ることです。フタで押さえたり、隠したりするのではなく、根底から取り去る

ことが大切です。『何故、A さんとお会いすると悪い思いが浮かんでくるのか

なー』と考えてみることです。 

 次に、A さんを正しく思えるよう、これまでのことを反省することです。自

分の心が自分中心の目、思いで見ていたことを反省し、正しい思いに切り替え

る精進努力をされたとき、やがてその方を正しく見る・思うことが出来るよう

になるのです。 

 このように根気よく一つ一つ反省していくことにより、『自己確立』が出来る

とお導きいただいております。 

 

 

2004-5 月 Ｐ077 【伝導だより】 

 ・・・面白い、楽しいお話しが出来ないようであるならば、まずどこにその

原因があるのかというところから追究されることが最も大事です。その原因は
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心にあるのですから、心から楽しい一日を過ごすよう、あらゆる工夫・努力を

しているかどうかということです。例えば、自分の話をテープに録音し、後で

聞いてみたときに楽しい話をしていないとしたら、どこに原因があるのかとい

うことを調べるのです。それくらいの熱意と努力が必要ではなかろうかと思い

ます。 

 自分が正しいか面白いかの判断は出来ないのではないでしょうか。自分の話

をテープに録音することにより、自分が第三者の立場に立って自分はどうであ

るかの判断が出来るのではなかろうかと思います。そういう工夫が必要なので

す。 

 そうしたら、一五年間なかなか変われなかったことが一○日で変われるので

す。智慧が湧かないというよりも、それだけ真剣に取り組んで来られたかとい

うことです。 

 

 

2005-2 月 Ｐ062 【伝導だより】 

 正しい法を信じる、正しい法を正しいと見る事が出来る自分の心作りが大事

です。ご著書『心の発見』『人間釈迦』はその大切な教科書です。 

 これを拝読しなかったら、偉大な主・高橋信次先生の法を正しく学修する事

は出来ません。神を信じる事も出来ません。 

 

 

2005-5 月 Ｐ074 【伝導だより】 

 特に深く反省した後、洗面所の鏡で自分の姿に後光を拝見します。 

 ところが、朝起きた時には、昨夜拝見した後光は消え、光のない状態になっ

ているのです。 

 ・・・この世は、自分の心次第で常に自由を求め、折角美しい心になったこ

ともあって、寝る前に朝から読まなかった新聞を始め、色々な雑誌等を見たり

します。その法から外れた思い、行いによって光は消え、心は元の状態に返っ

ているのでした。 

 正しい思い、正しい行いの世界は、自分の目の前に見えるほんの狭い範囲だ

けだということにようやく気付かせて頂きました。心の中に正しい区切のシャ

ッターがあって、そのシャッターの中だけでしか思い、行いをしてはいけない

のです。しかし実際にはシャッターがないから、何時の間にか自由にあこがれ、

自由に行動したり、思ったりしてシャッターを破るようになるのです。それが

心を毒するのです。 

 夜、正法の勉強をした後、ヤレヤレと何気なくつけたテレビの、情欲の世界

を見ただけで当然即、心を汚してしまいます。新聞を僅かに読んだだけでも、

また、正法以外の本を読んでも心は汚れてしまいます。 

 ・・・まず、読んでいいもの、読んで悪いもの、見ていいもの、悪いものを

正しく判断することが正しいことの前段です。 
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 私達は、偉大な偉大な法という正しいみ教えを学ばせて頂いているのに、ま

だ何を欲するのでしょうか。他に求めるのは自分の心が神の光で満たされてな

いからであり、偉大な主のご著書の拝読が足りないからではないかと思います。 

 ・・・もし今現在、病気で悩んでいる方、家庭の不調和で悩んでいる方、商

売がうまくいっていない方等おられましたら、ここのところに原因がないか、

一度、点検、反省してみて下さい。 

 

 

2005-6 月 Ｐ091 【伝道だより】 

 ある女性の方は、「私は毎年この季節になると、調子が悪くなって風邪を引き、

それが一ヶ月ぐらい続くのです」とお話しされたところ、先生は、 

 「それは貴方様がそのような思いを持っているから、その通りになるのです。

思いを変えることです。早速今晩、大宇宙大神霊・仏様に対して、自分の長年

の思いの間違いについて、お詫びをされることです。 

 常に善念を持つことが大事です。一秒ごとに、自分は常に善念を持って生き

ているか、チェツクすることです。一週間ほどその様な生活をされると、心の

動きのパターンが分かってきます。 

 悪念を持った時は、それを善念に変えるよう反省され、日々を善念により生

活された時、自分がどんなに幸せかがお分かりになられると思います。そして

常に暗い思いを持たないよう努力することです。 

 例えば、もっともっと頑張らなくてはならないという思いは、自分をダメと

言っているのです。あまり自分をいじめないで、明るい思いに変え、女性は常

に笑顔で生きることが大切と思います」 

 と、お話しされました。 

 

 

2005-7 月 Ｐ072 【伝導だより】 

 正法の世界では、思うことは自由ではなく、正しく制約されています。正し

い思い方をしないと、一瞬で心が汚れます。 

 テレビには心を毒するものがありますが、テレビを見た後、想像により自分

の心のページを開いて行き、これが人の心を汚すことになります。一瞬で心が

汚れてしまいます。正しい思い方をしないといけません。 

 特に情欲は心を汚します。ですから、週刊誌やドラマなど見ないようにする

ことです。厳しく自分に『駄目』と言いながら、訓練を何十年もして初めて正

しく思うことが出来るように思います。 

 

 

2005-7 月 Ｐ072 【伝導だより】 

 ｢今、正しく思っているかな』と見る、一番良い方法をご存じですか？ それ

は、『己を生かし、他を生かす』、これが生かし合う＝調和ということです。 
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 相手を生かし、己を殺していないか？ 本当に生かしているか？ 相手を殺

し、己のみ生かしていないか？ たとえば、主人を生かして、自分を殺してい

ないか？ 

 自分が我慢していたら、自分を殺していることになります。また、自分の思

いを、相手に押し付けている、己を殺し、他も殺す、これも正しくありません。 

 ともに生かし合うように出来たらそれは正しいのです。この法により止観さ

れることが一番分かりやすい方法です。頭で考えていたら分かりません。 

 

 

2005-8 月 Ｐ094 【伝導だより】 

 「・・・今日初めて会った人として会うことです。過去を引きずらないこと

です。 

 夫婦であろうが三〇年一緒でも、今日初めて出会った人と思い、悦びと感謝

の思いを持って会ったら、これまでのような思いにはならないでしょう」 

 次の人が、「先生、妻も、今日初めて会った人だと思うとドキドキしますよね」

とお話しされました。 

 直ぐさま先生は、「良いことを言われました。ドキドキして生きることが、男

性も女性も人間として大事なことです。夫に対しても、妻に対しても、ドキド

キして生きる人は、今日初めて出会ったような生き方をされる人です。初心に

返れる人です」 

 

 

2005-9 月 Ｐ093 【伝導だより】 

 ・・・まず自分の心に曇りがないか、苦しんでいないかを止観することが大

事です。もし曇りがあれば、『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお与えくださ

い。心に安らぎをお与えください。我が心を正し、一切の魔よりお守りくださ

い』と心からお願い申し上げ、原因が分かることは直ぐに止観し、反省するこ

とです。そして、相手の方を思いやる心が一杯になったところでお話しされる

と良いと思います。 

 己を生かせない者が他人様を生かせる筈がありません。そのためには、常に

自分自身を止観することが大切です。 

 ・・・また、貴方様は、お話しされる前に少し間を置くことも良い方法だと

思います。お話しを聞いて直ぐに話し始めるのではなく、自分の心で『ちょっ

と待てよ。今から話すことは正しいかな』と、思っていることを止観すること

が大切だと思います。その間に心を調和し、『正しく語る』ことが大切と思いま

す。 

 

 

2006-3 月 Ｐ069 【伝道だより】 

 ・・・テレビ、新聞を見たら、心を汚します。寝る前に、ニュースを見ない
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ようにしています。 

 

 

2006-7 月 Ｐ059 【伝導だより】 

 一秒一秒の思うこと、行うことを、自分中心の思いで生きていては幸せには

なれません。今、一瞬一瞬思っていることはこれでいいのか、この思い方はこ

れでいいのか、この行い方はこれでいいのかということを、私たち一人ひとり

が神仏とつながっている『人には嘘をつけても、自分自身に絶対嘘のつけない』

善なる心に相談して、生きることが大事です。 

 それがもし正しくなかったら、『正しくないよ、今の心は正さないといけない』

と次第に心が注意してくれるようになります。そういうことを間断なく常に訓

練していくことによって、次第に自分の邪な心は正されていき、そしてその生

き方が周囲の人に対して、光となる存在にならせていただくのです。 

 

 

2006-9 月 Ｐ038 【伝導だより】 

 『正しく思う』ということは、夜寝ている時、夜中にふと目が覚めて、心に

浮かぶ思いが、自分の守護・指導霊様のお導きであり、それが正思です。この

ことはご著書では知ることの出来ない大事なことであります。 

 

 

2006-10 月 Ｐ060 【伝導だより】 

 正法に帰依しておられる方であれば、時々、ふと目が覚めて、考えることが

あると思います。今日、既に過ぎたことか、明日のことかは分かりませんが、

そこで考えたことは天上界からの通信（お導き）です。それを必ずメモして、

翌日、目を通すことが大切です。それを実践することによって、自分の心を豊

かにすることが出来ます。 

 

 

2006-11 月 Ｐ070 【伝導だより】 

 『正しい』とは『己を生かし、他を生かす』は、つまり『生かし合う愛』で

あります。 

 

 

2008-7 月 Ｐ051 【伝導だより】 

 ある女性の方が、「子供の体調が悪くなったのは、実の姉から頂いた他力信仰

のお札のせいではないでしょうか」とお尋ねになられますと先生は、 

 『そうではありません。貴方様がそのお札を貰われたことによって、それが

子供へ影響したのではないかと思われたことと、貴方の心が、大変なものを貰

ったと動揺したからです。それらが原因で、お子様と心の調和が取りにくくな
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ったからです。 

 今、貴方様の後ろにお姉さまが来ておられます。貴方様が気にしておられる

からです。正しくないものを食べてしまわれたからです。 

 「ありがとう」と言ってお返しすれば良いのです。もっとご著書をしっかり

拝読してください。しっかり拝読させて頂いたら、どんなものを食べても腹を

下しはしません。正法を学んでいる人は、正しく実践することが大事です』と

お話しくださいました。 

 

 

2009-6 月 Ｐ063 【正法を物差しとした人生（「丸山先生のお言葉」より）】 

 正しい生き方とは、神仏様の御心（法）に適った生き方を実践することであ

ります。何故ならば、私達人間神の子は、総てが、ただ今、ただ今というこの

一瞬一瞬を、神仏の偉大なる御慈悲により、その生きるためのエネルギーを総

てお与え頂き、生かされているのでございます。その頂いている大慈悲を他力

と申します。 

 その偉大なる天よりの他力に対する報恩感謝を捧げる道は、法に忠実に生き

る自力を出し、自分自身の心を豊かなものとするため、出会わせて頂くお－人

お－人の方々に対して、持てる愛を精一杯捧げる心遣りの機会を頂いているの

です。 

 神の子ですから、神仏様の示された道を忠実に、しかも神仏様の御心を心と

した生き方を目指して精進努力するため、今この世に出させて頂いているので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

2-11）【無常（ご著書より）】 

 

人間釈迦① Ｐ043 

 ・・・まさに諸行は無情であった。諸行無常という中道の心に人々の心が帰

依するならば、世の無情にとらわれることはないであろうが、しかし、無常を

無情と感じているうちは、中道の心はつかむことができない。無情には自我が

ある。苦悩がある。悲しみがあった。人がこの間をさまようかぎり、安らぎを

得ることはできない。あれが欲しい、これが得たいという願いは、天と地、男

と女、富と貧、支配と隷属という間にしか生じない欲望だからである。 

 もし人が、そうした相対の世界から離れて自分を眺め、ながめた自分から素

直に外界をみようとするならば、こうした自我は生れてこないものである。無

情の感覚はそれゆえに、自我という自己保存にその根がみられる。そうしてそ

の根のあるかぎり、人は悲しみから解放されることはないであろう。無情は常

につきまとい、その人の心を苦しめる。 

 無情が無常にかわるとき、人ははじめて、真性の自己をみる。すわち、常な

き姿の外界を動かしている神の心をみることができるのだ。常なき姿は、万物

が生き、万生が生滅するための必要不可欠の要件として、永遠にかわらぬこの

現象界の姿であり、もしもそうした生滅の姿がないとすれば、人も現象界も、

その存続を許されなくなるのである。 

 人はこうした現実に、こうした常なき現象界に、思いを向け、神仏の計らい

が奈辺にあるかを洞察しなければならないのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ107 

 いかなる者も、いつかは年をとり、病気をし、死んでゆく。死から逃れるこ

とは何人もできない。ラージャン（王）もシュドラー（奴隷）も裸で生れ、そ

してやがて死んで行く。死ぬときは地位も名誉も、財産も、すべてこの地上に

置いてゆかなければならない。だが、それでも欲望の火は消えぬ。 

 五官を通して感知できる現象世界は、無常そのものである。無常と知りなが

ら、欲望に満ち足りながらも、なお人間は悩みを持ち、欲望にほんろうされて

いる。人生は、所詮苦しみの連続である。苦しみのない人生があるとすれば、

それは現実との妥協か、逃避か、自己満足の何れかであろう。 

 「生れてくることがまちがい……」 

 といわれても、太陽が東から西に没するという輪廻の循環は、人間の魂にと

っても例外ではないはずだ。 

 とすれば、欲望を持ち、苦しみをいだいて一生を終えれば、その苦しみは繰

り返すことになろう。苦しみの繰り返しは、人間にとって最大の不幸である。

少なくとも、こうして人間として生れてきたからには、苦しみをいだいて死を

迎えることはさけたい。万人が万人、その望むところは、死を迎えるまでに、

その悩みから解放されることであろう。幸せこそ解脱である。その解脱の道と
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は何であるのか。万人に共通する解放への道は、どんな道であろうか。 

 人間はめざめているときはあれこれ考え、思い悩む。しかし、ひとたび眠っ

てしまうと、一切がわからなくなってしまう。耳や鼻、心臓も、胃腸も、めざ

めているときと同じように働いているのに、眠ると何もかもわからなくなって

しまう。いわんや記憶すらも消えている。目がさめて、はじめて、昨日のこと、

朝の現実を知り、再び、あれこれと想い、悩みがはじまる。 

 そこなのだ……。 

 苦しみの原因は肉体ではなく、心が問題なのだ。思うこと、考えることの心

の作用が、諸々の苦しみや悩みを生み出している。その悩みは肉体の眼と、社

会生活の体験と自ら学んだ知識によって、あるものを美と感じ、醜と見、善と

思い、悪と断じているためにほかならない。 

 ・・・多くの場合、肉体の眼を通して得た自らの体験と知識は、我欲を土台

にした偏見になっている。そのために、人間社会は、諸々の矛盾と撞着をつく

り、自然が教える中道の心から離れているのだ。真実が不明になっている。わ

からなくなってしまった。国と国との争いについても、そのモトをただせば欲

望である。自国の利益だ。自国の利益が失われる、あるいは、より大きくする

ために他国を侵略する。そうして、勝ったり、負けたりの繰り返しである。勝

ち負けの輪廻は、その渦中から抜け出さないかぎり、永遠に続くだろう。すな

わち、苦しみの輪廻は、その苦しみの中に想いが止まるかぎり、果てしなく続

いて行くものである。 

 中道にそった調和を、人が志さないあいだは、真の幸せを掴むことはできな

い。 

 まず人は、正しく見る目を養うこと。我欲を去った調和ある見解を持つよう

努めることであろう。 

 それには、己という立場があっては、正しさを求めることはできまい。正し

さの尺度は、男女の別、老若の別、地位、名誉の別、こうした立場を捨て去っ

て、一個の人間として、大自然の己として、そしてその心の目で、ものを見る、

相手をみる、現実を眺めることであろう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ256 

 

 人間は誰もメクラだ。過失を犯しやすい。他人の心がわかれば、調和への道

も開かれよう。しかし、ほとんどの人は、自己保存の心に束縛されて、他人も、

自分も見失ってしまう。不調和はそこから生れ、苦しみ、悲しみの原因をつく

ってしまうことを悟るがよかろう。心の正しい規準を知って、よくその原因を

追及し、反省することが大事なのだ。過失は素直に認めて修正し、同じ過失を

犯さないような生活が、自らの心を豊かにし、苦しみの人生から脱皮すること

が出来るのだ。心を正すには、即座に実践することが大事であって、明日があ

るという考えを拾てることだ。 
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 人生は無常であり、死はいつ襲ってくるかわからない。今日のことは今日の

うちになし、常に心の整理をして、一日生きられたことに感謝することがもっ

とも大事だ。一日一生は心と行ないが充実した毎日でなくてはならないだろう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ013 

 ヤサよ、愛する心は尊いものだ。しかし、盲愛になっては、正しい判断を失

ってしまう。満たされぬ欲望によって、人は自分を失い、苦しみをつくり出し

てしまう。 

 そなたは、踊り子の見てはならない姿を見て、心の中に毒をつくり出して苦

しんでいるのだ。人間の心は、常に変化してやまない。心を外に向け、欲望の

泥沼に自分を置いているからだ。美しいものに憧れるのは無理はない。しかし、

足ることを忘れ、欲望のままに、それを独り占めしようとするところに、苦悩

の落し穴がある。心を失っている者達は、一時の快楽に身を託し、苦しさから

逃避している者もあるが、実は苦しみの種を蒔いている。 

 そなたは、踊り子を知る前の心に帰ることだ。その頃の心には、苦しみも、

悲しみもなく、平和な心があったろう。どんなに美しい花もやがて枯れ果て、

見るかげもなくなってしまうように、人もやがて年老いれば、腰が曲がり、顔

にしわができ、見るかげもなくなってしまう。 

 目に映る一切の現象は、無常なのだ。私の説く正道を実践すれば、人生の苦

しみから遠ざかり、永遠の喜びに生きることが出来よう。人間の眼でとらえた

もの、耳で聞いたもの、体で感じたものは、ことごとく無常なものと、知るが

よかろう。五官で得た現象を、正しく理解し、より豊かな自分をつくり出すた

めの道具とすべきであり、五官は、絶対的なものでないことを知る必要があろ

う。肉体は永遠なものではない。肉体を支配している心こそ、永遠の自分だと

いうことを悟ったなら、客観的にとらえた肉体舟の眼を、絶対と信じてはなら

ない。 

 たとえ、美しい踊り子も、眼でとらえたものであるならば、いつの日か、こ

の世で別れなければならないのだ。又、どんな大事な物も死後の世界に持ち込

むことは出来ない。持ち帰ることの出来るものは、体と心の体験した一切のも

のであり、物質は持ち帰れないということを知るならば、丸い、豊かな、安ら

ぎのある不変の自分を完成することだ。 

 

 

人間釈迦② Ｐ149 

 ・・・多くの衆生は金銀財宝が幸福をもたらすものと思っております。また

ある者は社会的地位が幸福の道と考えています。しかし、事実はこうしたもの

は、欲望をより一層、そそる道具になっても、真の幸福をもたらすものではな

いでしょう。なぜなら、財や名誉というものは、生活の道具ではあっても、心

の支えにはならないからです。 
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 外的なものは、すべて無常なものです。外界の事物は、一見、実在するかの

ように見えても、時過ぎれば自然に帰って行きます。欲望はそうした常無きも

のを追い回し、自らの心に苦しみと悲しみのシミをつくり出します。足ること

を知り、欲望という貧しき心を除くための布施の行為は、自己の心を豊かにす

る功徳となるものです。このたびの寄進（ベルヴェナー(竹林精舎)）は多くの

衆生の心に法灯をともす礎となりましょう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ194 

 私達の眼に映るもの、耳に聞こえるもの、舌で味わう食べ物も、そして、い

かなる臭いも、体に触れるものも、皆無常であり、時とともに変わり、今にと

どめることは出来ないものです。 

 このように移り変わりゆく無常なものに、執着を持つことは、苦しみの因を

つくることになりましょう。 

 執着は生きる苦しみを生み、老いて行くことをとめることの出来ない悲しみ

をつくる。いつも健康で生活をしたいと思っても病気をします。 

 また欲しいものが得られぬ苦しみ、親しい者との離別の苦しみ、死別の悲し

み、この世は苦悩に満ちているといえるでしょう。 

 これらの苦しみは、原因と結果の法によって、つくり出されているわけです 

 

 

人間釈迦③ Ｐ098 

 肉体は無常なものだ。自分のものであって自分のものではない。なぜならば、

肉体は両親よりいただいたものであり、いつの日か、また、お返ししなければ

ならないものである。 

 この肉体を通して、五官を通して、経験を豊かにし、心を広く、丸く、育て

てゆくものである。だが、多くの者は、その真意を知らず、肉体を通じて、苦

しみを自らつくり出してしまい、欲望のとりこになってゆく。 

 誰も彼も、肉体を持って、実在の世界に帰ることはできないだろう。にもか

かわらず、人間は肉体に執着を持ち、苦悩をつくってゆくのだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ131 

 在家にあっては夫婦の営みはたいせつなものだ。その中にあって、愛欲を燃

やし心の中まで乱すことは少ないだろう。 

 ただ、その愛欲が第三者に発展するとすれば、そこに憎しみが生まれ、嫉妬

に心が燃えさかるであろう。 

 となると、夫婦はそれぞれ憎しみや嫉妬の毒を心の中に食べ、苦悩をつくり

出してしまう。 

 一夫一婦の家庭の中において、足ることを知った愛の生活は許されるのだ。
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つまり、心の中に抑制できる理性が働いている者たちならば心配がないといえ

よう。 

 一方、出家して、独身の修行者が愛欲のとりこになれば、自ら苦悩という欲

望に追われ、悟りの境地から遠ざかってしまうだろう。 

 愛欲の経験があったとしても、その無常を悟り、よく反省をし、二度と同じ

間違いを犯さなければ、心の中は安らぎ、平和な境地を得ることができよう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ186 

 ・・・法をよく修めないと、心にむさぼりが生じてきて、堕落の道におちて

行くことになる。 

 智慧ある者は、煩悩の炎に心を燃やすことなく、法を柱に生きてゆくだろう。 

 勇気と努力、そして智慧によって、心の中の偽りの我を支配し、善我なる己

に嘘のつけない正しい心を持って生活したならば、やがて、輝かしい悟りの境

地に到達することができるであろう。 

 人間は足ることを知ったとき、偉大なる財宝を手に入れることができよう。 

 偉大なる財宝とは、そなたたちが転生の過程において体験した人生の智慧で

あり、安らぎの泉である。その扉を開くことである。一切の迷妄が、その扉を

開くことによって、明らかにされる。 

 人はそのとき、ゆるぎない永遠の生命を悟り、眼前に映る現象、物質は無常

であり、その無常の姿は、永遠の生命を運んでくれる綾なす糸のようなものだ

と悟ることができよう。 

 欲望にほんろうされる生活を厭い、正しき道を歩もうとする者は、やがては、

智慧ある財宝の扉を開き、悟りの境地に至ることであろう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ239 

 心以外の一切の諸現象は無常である。たとえ何を所有しようとも、それは永

遠の所有物とはならないのだ。金銭財宝、すべてが無常だということを知らな

くてはならない。この世を去るときには、一切の物を置いて帰らなくてはなら

ない。この無常な物にとらわれて、自らの心を狂わせ苦しんでいるのだ。一切

の苦悩は、私たちが生活の中でつくり出しているといえよう。人は盲目なるが

ゆえに、物におぼれ、情欲に心を失い、自ら苦しみの渦の中であえいでいるの

だ。 

 しかし自ら蒔いた苦しみの種は、自ら刈り取らなくてはならないのだ。そな

たたち一人一人の心の世界は、自分が支配者であり、偉大なるラージャン（王）

であるということを知らなくてはならない。その責任は重大だといえよう。 

 それゆえに、自らの心の世界に蒔いた種は、他人が刈り取ることは出来ない

のだ。 

 原因、結果、すべて己自身の責任だということだ。 
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 諸々の衆生よ。 

 毎日の生活を通して、心の中に苦悩の種を蒔くことを止めよ。 

 苦悩の種とは、むさぼりの種、怒りの種、そしりの種、ねたみの種、そねみ

の種、増上の種、虚栄の種、足ることを忘れ去った欲望の種、情欲のみにとら

われている不安な種、嫉妬と独占の種。 

 諸々の衆生よ。この種は、やがて心の中をおおい、神の光明をさえぎってし

まう。一切の苦悩の種だということを知るがよかろう。 

 今迄に蒔き散らしてしまった苦悩の種は、今の苦しみとなって心の中に繁茂

している。 

 苦悩から解脱するにはその根を除く以外にない。刈り取るだけでは、また新

しい芽が生えて、ふたたび苦悩にあえぐことになろう。その根を断つ以外に、

苦悩から逃れることは出来ないのだ。 

 苦悩の根を除くには実践しかない。正道にそった生活しかないのだ。実践し

たときに、その実践に従って、安らぎという光明の種が、広い心の世界を満た

してくれるのだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ266 

 人生航路は暗中模索であり、一寸先も分からぬ暗闇といえましょう。しかし、

その心の中に法の灯火を点し、光明に満たされた世界に入って、無常な物から

執着を断ち、自らの心を救い、迷える暗闇の世界で苦しんでいる衆生を救う者

もおりましょう。 

 この肉体ですら、自分のものではありません。もし自分の持ち物であるなら

ば、いつまでも若く、永遠に自分のものとして持っていられるはずです。 

 この肉体も、いつの日か死という現実に見舞われ、みにくい姿と変わり果て、

腐敗し、燃やされて、灰となり、大地に帰ってしまうものです。 

 どんなマーハー・ラージャンであっても、貧しいシュドラーであっても、人

の力によってこの現実を変えることはできません。無常なものだからです。 

 幸福を心の外に求めると苦しみになります。金銀財宝、地位、名誉、情欲、

すべて無常なものであり、これらによって本当の幸福は得られないものです。

満たされれば、また次の欲望が生まれ、悪の循環は尽きることがないでしょう。 

 心はこの大自然のように無限に広がっています。欲望の心が外に向けば、足

ることを忘れてしまうのです。 

 しかし心の内に幸福を求める場合は、真の満足が得られるはずです。すでに

足ることを知っているために、執着から離れているからです。法を一切の物差

しとして生活した時は、他の一切の何物にも心を動かされることがなくなり、

本当の安らぎが得られ、悟りの境涯に入ることができるでしょう。 

 その時にこそ、真の仏国土が造り出されていきます。 
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人間釈迦④ Ｐ010 

 自然の無常さは全ヨジャーナーを支配している。誰もそれをさまたげること

はできない。どんな大きな生き物でも、賢い生物であっても、全ヨジャーナー

を支配する無常という掟に抗うことはできない。 

 無常を超えるには法を悟るしかない。永遠の生命を知ることしかないのだ。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ013 

 衆生よ。そなたたちの肉体は、自分のもののようだが、自分のものではない。

もし、肉体が自分のものであるならば、自分の思う通りに動いてくれてもいい

はずである。しかし、自分の思うようには動いてくれない。 

 病気をしたくなくても病気をし、年をとりたくなくても肉体は間違いなく老

化していくではないか。 

 どんなに栄養をとっても、長寿の薬を口にしても、死は間違いなく訪れてく

る。 

 いかに財産をつくっても、死と共にそれを持ち去ることはできない。 

 地位があっても、名誉が与えられても、死という現実の前にはどうすること

もできない。 

 愛する妻や子どもたちとも、死は、残酷にも引き裂いてしまう。 

 大自然界は無常なのだ。 

 一切の物は、無常という掟からのがれることはできないのだ。 

 しかし、諸々の衆生よ、恐れてはならない。 

 そなたたちの肉体を支配している心は、永遠にして、不滅なのだ。 

 個性を持った魂は、永遠に生き通しであり、死を知らない。自然界の無常と

いう掟から、何一つ束縛をうけていないのだ。 

 そればかりか、魂である心の中には、過去、現在の転生における偉大な宝物

が存在し、いつでも役に立とうとその時を待っている。 

 現世において体験した人生経験よりも、はるかに莫大な、そして、より豊か

なパラミタが内蔵されているということである。 

 今、与えられている生活環境は、人それぞれがその魂をより豊かに、より広

く学習するために与えられた場であるということである。 

 それゆえ、今の立場に固執したり、おごったり、卑下したりしてはならない

のだ。 

 貧しき者も、富める者も、その魂のよりよき修行のためにあるということを

知らなくてはならない。 

 人類は皆兄弟であり平等だということは、このことをいっている。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ099 

 苦悩の影は、偽我の自分にある。無常をみとめず、五官の自分が自分である
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ように錯覚してしまう。 

 そればかりか、自分の周囲まで、そうした目で見、思い、考えてしまう。肉

体をはじめ周囲のさまざまな景観は永久不変ではない。 

 しかし、人は、それが真実だと思い、それしか依りどころがないと考えるの

で、迷いの中に落ち込んでいく。 

 無常に依りどころを求めれば、無常しか得られない。 

 無常は、絶えず変化し、変滅するので、これに依りどころを求めれば、人の

心も無情にならざるを得ないではないか。つまり、変化変滅という迷いの中に

呻吟することになろう。 

 偽我の自分は、無情の自分である。 

 迷いの自分である。 

 苦悩の自分であった。 

 

 

心眼を開く Ｐ016 

 形あるものは崩れ去っていきます。全ては無常です。現在健康であっても、

いつの日かその肉体は朽ち果て、やがて我々は実在界、あの世に帰らなくては

なりません。一切の責任者は自分であって他人ではないのです。自分自身がす

べての根本です。それゆえ、人はあの世に帰っても個性を失うことはありませ

ん。物理学の法則と同じように、等速度運動をしながらあの世に帰っていきま

す。病気で苦しんでこの世を去り、その病気の原因を追及せずして肉体舟が破

壊されあの世に帰ったときには、その病気の状態であの世に堕ちていくのです。 

 肉体はあくまで人生の乗り舟です。私たちの普遍的な肉体の船頭さんは魂で

あるということを知っていれば、肉体にまつわる執着は離れていくものです。

そのときの私たちは、平和であり、その心に比例した世界に昇っていくのです。

思うこと、行うことは、神によるところの善なる己の心の裁きにあっているの

だということを知らなくてはなりません。それだけに、毎日毎日の、一秒一秒

の心と行いの在り方が、真実に適ったものでなければならないのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ102 

 諸行は無常なのです。 

 諸行無常を解釈すると、現象界の姿をそのまま伝えた言葉のように受けとれ

ます。ところがこの言葉には、重大な意味が秘められているのです。それは神

の意思です。生命の実態です。形あるものは、生命の実相を通して存在し、絶

え間ない変化の過程を通して生き続けています。変化し、形は変わっても、生

命それ自身の意識は永遠に変わることなき生き通しの我であるのです。 

 生者必滅の姿はあっても、魂の永遠性は不動です。諸行は、無常であるから

こそ生命は生き永らえるのです。諸行が無常でなく有常であれば、物質世界は

滅びるしかありません。有常とは生活行為の停止を意味します。生死は動であ
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るが、生のみがあって死のない世界は、生命のない停止の世界なのです。あの

世とこの世があって魂の輪廻があるから、この世に生死があり、絶え間のない

動的な生命の永遠行があるのです。 

 無常は魂の進化を約束するのです。 

 大変難しくなりましたが、私たちは現象の動きに心をとらわれてはなりませ

ん。生き通しの自分を失わぬことです。現象界の動きに心が奪われ執着すると、

その執着の分量だけ自分の心を傷つけます。地獄で苦しむ諸霊は、その全部が

現象界に心を奪われた人たちなのです。現象界は魂修行の場です。魂進化の大

切な場所なのです。その無常の場を、有常の場に置き換えようとするから苦し

みをつくるのです。 

 私たちの住む世界はめまぐるしく変化しています。自己保存と足ることを知

らぬ欲望の渦といってよいでしょう。しかし私たちはこうした渦を恐れてはな

りません。一日一生、無常の真意を忘れず、不動の心ですごすなら、神は祝福

と安らぎとを与えてくれるでしょう。恐れず、惑わず、正法を心の中に打ち樹

てることです。 

 

 

心の対話 Ｐ142 

 この世は一人では生きてはいけません、相手があって自分もあるわけです。

この道理を知れば、自分の都合だけを思ったり、考えたりする愚かさを知るこ

とができるでしょう。さらに反省が進むと現世の空性が理解され、モノにとら

われる愚かさがいよいよわかってきます。つまり、諸行無常の実相が理解され

るのです。無常が理解できないから、さまざまな混乱がおきるのです。 

 無常感がわかり、心の実相がわかってきますと、こんどは差別意識が次第に

薄れて、人間平等の考え方が強くなり、そうしてさらに体験的思慮が深くなる

と愛の心が芽生えてきて、人びとの不調和な言動にいちいち腹を立て、怒りや

憎しみ、しっとや愚痴に自分の心を毒すようなことがなくなってきます。 

 

 

心行の言霊 Ｐ203 

 正道成就は、苦楽の両極の中から得ることはなかなかむずかしいものです。

どうしても自我の渦中に陥ります。 

 中道の心がわかっていればいいのですが、中道の心は、求めれば求めるほど、

実に奥深いものです。それだけに、毎日の実生活のなかにあって、常に反省と

いう行為を忘れず、精神と肉体の調和、環境の調和というものを心がけること

が必要なわけです。 

 ここで中道について考えてみましょう。 

 中道とは、文字通り真中の道であります。真中とは、いわば円の中心、扇の

要です。この世は、天地、男女、善悪、美醜、というように、すべてが相対的

にできており、そうして、人はその相対の中にあって魂を磨くようにできてい
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ます。 

 したがって、魂を磨くというプロセスからみれば、相対の世界はまたとない

修行の場になるわけですが、しかしその中に沈みっ放しではこの世に生まれ出

た意味を知らないままにあの世に舞い戻ってしまいます。無常の現世を体験す

ることにより、相対の苦界から脱け出す工夫が必要であり、そのために人間は

現象界にあるのです。それではどうすればよいのか。この点については煩悩即

菩提のところで説明したように、自我にもとづくものの考え方をまず改めなけ

れば中道の心はつかめません。 

 ものの正、不正や善悪というものは、客観的な立場にたたないと正確に判断

することはできません。よくけんか両成敗とか、泥棒にも三分の理といわれる

ように、正と不正、善と悪の区別はなかなかつけにくいものです。 

 一応今日の社会は法律によって、人のものを盗むことは悪い、人を助けるこ

とは善いということになっていますが、国と国との争いになると、こうした人

間としての本来の理念から離れ、国民の利益、民族の興亡の是非が尺度になっ

てしまいます。 

 また私たちの一人一人の日常生活における善悪、正、不正の尺度というもの

も、理念よりは自分の利益、家族の幸福が先行していきます。理屈はどうあれ、

自分をほめてくれる人は善い人であり、自分を罵倒する者は悪者だというわけ

です。 

 このように私たちの日常なり、国と国の関係はこうした自分のつごう、自己

保存によって動いており、善悪、正、不正の規準は、まったくバラバラである

というのが現実です。法律はあっても、法律以前の個々の自己保存の感情によ

って、善悪を決め、正、不正をはかっています。 

 これでは中道の心はわかりません。中道の心は、自我の自分を離れて、客観

的な立場に立たなければ見出すことはできないのです。 

 それには、常に白紙になれる自分であることです。知識や経験によって頭の

中にいろいろなものがつめこまれています。こうした知識や経験というものを、

ひとまず傍らに置いて、自分の姿というものを他人の立場で眺めてみることが

大事です。個人個人の知識、経験などはたかがしれています。そういう浅い狭

い尺度でものをみてしまうと、自分の立場もわからなく、状況判断も狂ってき

ます。 

 中道の心とは、裸の心、私心のないことです。神の尺度です。神の尺度に立

った時に、初めて、正しい判断がなされ、精神と肉体、環境の調和というもの

が生まれてくるのです。 

 正道成就は、中道の心を目的としたたゆまざる反省と行為によって達成され

てゆくものです。 

 

 

心に法ありて Ｐ002 

 人間は、肉体ではなく魂であり、そのため心を失うと、争いや苦しみが襲っ
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てくると訴えてきたわけです。もちろん、人間にとって肉体は必要です。肉体

のない人間は、この世に存在しませんから。 

 しかし、ものの考え方が、肉体に片寄るから、苦しみ、悲しみが、つきない

わけでしょう。 

 仏教の言葉に、諸行無常というのがあります。この意味は、この世は、時々

刻々変化し、一つとして永久不変のものはない。にもかかわらず、人は、その

無常を有常と見て、事を構えてしまう。そこに悲劇があり、苦悩があると思い

ます。 

 永久不変の真実は、人の魂であり、生き通しの心です。これこそが有常の姿

なのです。ですから、この世の生活は、物事が相対的にできていますから、た

がいに助け合い、補い合って、苦悩をつくらない生活をしよう、といっている

のです。 
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2-12）【思想（ご著書より）】 

 

心の発見(神理編) Ｐ023 

 ・・・思想にもとづく教育では、神理の判断すらできないということを私は

悟った。思想は己の意識を見失い、人間の作った歴史の正否まで鵜呑みにして

しまう。それでは心の真理を掴むことはできない。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ101 

 苦しみの原因は、神理に反した不調和な想念と行為が造り出したものだ。不

調和な思想は、人々の心に生ずる想念行為となって闘争と破壊を造り出し、苦

しみと悲しみの現象となって循環されて行く。なぜなら、闘争によって勝ち得

たものは、いつの日か必ずまた闘争によって失われるからである。 

 このように、不調和な思想で心の悩みを解決することはできない。人間の心

は無限大に広いものであり、智と意の産物によって考えられた小さな思想でそ

れに枠を造ることはできない。 

 心は、想像することも考えることも自由自在であって、誰にも制約すること

はできないのである。 

 制約可能なのは、自分自身以外にないのだ。 

 

 

心の発見(科学編) Ｐ104 

 人間は本来誰でも平和な生活を望んでいる。また誰も悲しみや苦しみの生活

を望んではいない。だが人々は、眼先の諸現象にとらわれ、心を失って自分自

身に苦しみや悲しみの原因を造ってしまう。 

 心ない知的な考えが不調和な思想を生み、表面的な物質経済の追及に専念さ

せ、人間本来の使命、目的を探求することをおろそかにさせたため、人々は内

面の心を忘れてしまった。そして苦しみや悲しみ、不平等な社会を造り出し、

不幸をくり返してきたのである。 

 このように、物質経済が根本だと考えている間は、人類は調和のとれた社会

を完成させることはできない。物質文明は、生活の智恵であって、決して精神

文明、心の進化ではないことを私達は知らなくてはならない。現代人は物質経

済にほんろうされて、かえってあらゆる欲望の奴隷となっているのではないだ

ろうか。この奴隷から解放されることが、人間として神性仏性を知る第一歩で

ある。 

 神理に適った人生を送ること、これが幸福へ通ずる道である。 

 

 

心の発見(現証編) Ｐ021 

 相手を殺すということは、すでに人間の道をはずれた姿であるといえよう。 
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 同じことは戦争にもいえることだ。それは我欲の塊りのぶつかり合いであり、

人間本来の行為にあってはならないことである。 

 動物がそれを行なうのは進化への体験であり、万物の霊長たる人類は、本来

話し合いという調和されたルールを知っている者達なのである。 

 それぞれの国の教育の片よりや思想的な自己保存の考え方が、地球上の困難

をつくり出しているということだ。 

 

 

人間釈迦② Ｐ159 

 思想、宗教、政治というものには、人はとかく、心をゆさぶられ、自分を失

う。 

 思想は心を毒し、宗教は偏狭者をつくり、政治に熱中すると目的と手段が不

明になり、人びとを不幸にしてしまう。 

 ことに思想は、宗教、政治を動かすエネルギーとなり、これに心が奪われる

と正邪の区別すらつかなくなり、諸々の執着をつくり出すことになる。 

 思想というものは、一つの物の考え方を指すのであり、その考え方は因習、

伝統、民族の体質、その時々の学問などが相互に組み合わされて生まれ、そう

してその時代を動かしてゆく。 

 このため人類の歴史は、いわば人類の思想史と言ってよく、思想史をみれば

人類の歴史がどのように動いてきたかが判別出来よう。 

 宗教や政治はこうした思想を土台として強く動き、その考え方が一致しない

と、理想と現実が遊離してしまい、争いの原因をつくっていく。 

 マホメットという人は右に剣を持ち、左手に平和を求めた。平和のための戦

争があり得るかどうか。その考え方の根底にその時々の時代を背景とした人々

の恣意が含まれるために、理想と現実に、ひらきが出てきてしまうのだ。 

 思想家、宗教家、信仰者が、えてして偏狭になるのも、ものの考え方に恣意

が含まれ、神理から離れてしまうからだ。 

 正法は大自然が身をもって教える生活の在り方である。争いなどというもの

は露ほどもないのである。 

 信仰者がたがいに口論し、ついには暴力になるのは、信仰者それ自体に神理

が身についていないからである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ058 

 一夫多妻の底流には、男尊女卑の思想が流れており、女は男の道具でしかな

かった。 

 もともとこうした思想が生じたのは、男は腕力にすぐれ、女はそれに憧れを

抱くようになったからであった。いってみれば力がすべてであり、力は正義で

あり、弱肉強食の動物界の姿が人間社会に持ち込まれていたといえるだろう。 

 力は正義とする思想は、今日でもなお人々の心の底に流れており、この思想
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がいろいろな面に顔を出している。政治も、経済も、教育も、国と国との外交

にしても、昔ほど露骨さはなくなったが、最後の切り札となるものはやはり力

である。 

 軍拡は無益だといっても、米ソを頂点として、どんな小国といえども、多大

の犠牲を払ってもこれに力をそそいでいるし、経済は競争を建前として動いて

いる。また教育にしても、才能教育、天才教育が巾をきかせ、科学技術が何よ

りも優先している。 

 腕力から頭脳に……昔と現代では、その力のおき方が単にこのように肩代り

し、形を変えているにすぎない。 

 男のこうした世界に対して、女はそれに魅力を感じ、追随している。 

 一夫一婦、男女平等とはいえ、心理的に男女にこのような心の動きがあるか

ぎり、男尊女卑の弊はなかなか崩せまい。 

 この弊を崩すには、まず六根という煩悩から離れることだが、平均的な考え

は、まず男にあっては、力は正義とする本能的思考を改めることだ。 

 力は正義とする煩悩は、地位、名誉、権力欲などを生じせしめる自己保存が

根底にあるが、現実的には、孤独感、対立感、そして競争心、こうした煩悩に

火をつけることになる。 

 煩悩の終着点は常に虚しく、救いのないものである。先を争い、地位や名誉

を得れば、肩の荷は重くなっても、心の安らぎはますます遠のいて行く。 

 心の安らぎは、自分と他人との壁を外し、助け合う愛の共同社会にしかない

ものである。 

 愛の共同社会は、そのまま天国の社会を映し出している。 

 一方、女性の心的地位の向上は、肉体的自己愛から脱却することである。 

 男が頼もしく、頼り甲斐があると見える心的発火点は、男とはちがった自己

の肉体に対する偏愛（へんあい）が病巣であろう。 

 腹を痛めた我が子は自分の分身のように思い、我が子を養育できるのも、こ

うした自己延長の偏愛が一つの支えになっている。 

 男女の数は、あの世もこの世も一対一であり、男が少なく、女が多いという

ことはない。 

 地上における男女の比は、戦争や、その時々の思想、行為によって多少のア

ン・バランスをみることはあるが、男女は、もともと平等に出来ており、一夫

一婦は神の計いなのである。 

 女性が男性と対等の立場に立つにはまず経済的基盤が必要と考える人もいる

が、それは、経済優先の今日の社会思潮が生んだ思想であり、この考えには、

もともと無理がある。家庭や子の養育を誰がするかである。 

 人間にとって、情緒教育は欠かせないものだし、情緒教育には家庭が一番で

ある。 

 親子のつながりは約束ごとであるし、その約束ごとは家庭を通して果たされ

ていく。 

 生まれ出た子どもは、国や社会施設で面倒を見ることになれば、こうした約
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束事が果たされないばかりか、員数教育に流れ、片寄った思想が育ち、混乱に

輪をかけることになろう。 

 女性の役割は家庭にあって、次代の子弟を正しく養育することであって、そ

れは男とはちがった役割を持つものなのである。 

 つまり、女性が子を生み、子を養い、子を育てることによって、私たち人類

は絶えることなく、連綿とそのきずなを保つことができる。 

 もし、女性のこうした役割がなく、子を生むことがないとすれば、私たちは

過去と現在にしか生きることがないし、地上での生活の場を失うことになるで

あろう。そこには、魂の進歩も、転生もないことになる。 

 私たちに転生があり、リンネという法に生命が宿るのも、そして、過去、現

在、未来という連続された生命が成り立つことも、いってみれば女性のこうし

た役割があるからである。 

 女性のこうした法を生かす特性は、天が与えた義務であり、責任であるとい

えよう。 

 こうした意味において男は現実社会に、女は未来社会にその義務と責任を有

する、ということになろう。 

 

 

心の原点 Ｐ116 

 中道の心は、私心のないことだ。 

 すなわち、神の心である。神の尺度である。 

 この神の尺度に立ったとき、初めて正しい判断がなされ、精神と肉体、環境

の調和がなされるのである。 

 そのような生活をしたときに、私達は自分を知り、家族も平和で、国も栄え、

隣国との調和も保て、仏国土、すなわちユートピアの完成に近づくことができ

るのである。 

 心を失った思想によっては、人間の大調和もなく、闘争と破壊の阿修羅界を

造り出すのみではないだろうか。 

 正道成就は、中道の心を目標として、日常生活のなかでそれを実践し、絶え

ざる反省と報恩の行為をする、そのことによってなされるといえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ175 

 現代社会の思想を大別すると、資本主義と社会主義に分かれてくるといえよ

う。 

 しかし、いずれの主義も、心を失っている。 

 それは、思想の根本が、物質経済になっているからである。 

 人類は自ら造り出した物質文明によって、より豊かな環境を造り出そうとし

た。 

 ところが結果は、偉大な心の尊厳を忘れ去り、形式的宗教に心のよりどころ
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を求めたため、生活のなかに習慣のなかにそれが根を下ろしてしまった。 

 それは、自力を忘れて、他力本願の自己陶酔に陥った結果といえ、それが人々

の心を支配したからである。 

 財産や経済力が幸福を得るためのもの、という人生観に変わってしまったと

き、人間は、自らの心の偉大さを置き忘れてしまったといえるのだ。 

 そして、自ら、足ることを忘れ、欲望の海に押し流され、身も心も泥沼のな

かであえいでいるということである。 

 それは、人類が、自ら造り出した“業”である。 

 この地球は、ムー大陸、アトランティス大陸の陥没など、幾度かの天変地異

を体験してきた。人間は、肉体を持って生まれてしまうと、この世だけだと思

い込み、自我我欲の一生を送ってしまう。天変地異は、そうした人類に対する、

その時代時代の人々への神の警告であったのである。 

 人類が、この地球という場を修行場として選び、他の天体から移動してきた

当時は、地球は非常に調和されたユートピアであった。 

 人々の心は、神の子としての自覚に目覚め、実在界との連絡も自由にできた

ようだ。 

 しかし、種族が増えるに従って、それぞれの種族保存の自我が芽生え、肉体

的同族のグループは、共同体から分離して行き、やがて自らの生活の場を確保

するための境界が造られて行ったようである。 

 そして、種族の分裂によって、またこまかく分かれ、生活区域が確立するに

つれて、対立もまた生じたのであり、部族の長がそれぞれの部族を支配するに

至ったのである。 

 しかし、原始共産体制は、自然から生命を守るため、互いの協力が必要であ

った。 

 人間はそこでいろいろな生活手段を考え出し、それに従って遊牧の民となり、

農耕民族ができ、漁民ができるといったように、生活の場が広がって行った。

だが、生活の場が広がるに従って、人間は互いに疎遠になって行き、人類は皆

同胞だということを忘れて孤立して行ったのである。 

 部族が大世帯になる。すると豪族が生まれる。弱い部族は亡ぼされ、強い者

は、侵略によって自分の領地を拡大して行くのであった。 

 同族間にも争いが生まれ、その闘争が武将を生み、やがて封建社会が造られ、

きびしい階級制度を確立するといったことになる。 

 武力による戦乱が続く。弱い者は支配され、武将は勢力を拡大して行く。戦

闘力の優劣が勝敗につながり、武力の強い者が、やがて国家を統一して行く。 

 この頃から、封建制度はさらにきびしい階級制度を造り、その支配力をゆる

ぎないものにして行くのである。 

 底辺の大衆は、その武力や権力の犠牲となり、きびしい生活に甘んじるとい

うことになる。 

 武力は、弱い者達の自由を奪い、行動の自由にも制限を加えるようになって

行ったのだ。 



249 

 

 日本における一向一揆などを始めとする農民一揆などは、この弱い者達の団

結による闘争であった。そうして権力者に抗しなくては、生きて行く道を閉ざ

されてしまうほどの悪政であったといえる。 

 しかし、その間にあって、商人達は、武器や食料や衣類などを武将達に売り、

商売によって経済力をたくわえていた。 

 あるときは、スパイになり、情報まで売って、敵味方の見境なく、商法を駆

使して財を蓄積して行ったのであった。 

 闘争に明け暮れている武将達は、商人のよいカモとなり、やがては経済力で、

逆に商人に支配されるという破目になる。 

 ここに、ようやく、資本主義の芽が生まれ出てくるのである。 

 そして、経済力は大衆を支配して行くが、大衆はそのなかで、自由に目覚め、

水を得た魚のように団結という組織を生んで行く。 

 武力は、大衆を支配してきたが、大衆の行動を制限することはできても、そ

の心を支配することはできなかった。そして、自らの不調和な、おごれる心に

よって自らを亡ぼしてしまったのである。 

 彼らも、人の心をつかむ努力を怠ったのではない。誤った宗教を利用し、悪

徳のその指導者と組んで、大衆をあざむき、心の束縛をはかったことはあった

のだ。 

 しかし、正しいものではない、でっち上げの宗教、他力本願宗教、人間の造

り出した偶像では、所栓、人の心を救うことはできなかった。 

 カール・マルクスのように、宗教は阿片である、ということに大衆は気がつ

いてくるのである。 

 正しい神理に適ったものであるならば、人々の病める心を救うことはできる

だろうが、人間の智恵によってでっち上げられた宗教で人を救うことはできな

い。 

 また、そんな宗教に騙されるということは、私達の意識まで腐らせてしまう

ことである。 

 権力者や貴族が、悪徳宗教家達と組んで、大衆を犠牲にするような宗教は、

阿片より恐ろしいものだろう。 

 太陽の熱、光は、すべてに平等であり、神の慈愛の現われである。 

 そして、宗教は、一部の特権階級の独占物ではないということだ。 

 大衆はしかし、自由の目覚めとともに、社会主義思想が人々の心のなかに生

まれ、やがて行動に移って行くのである。 

 しかし、社会主義経済も、物質経済が基本であり、彼らも武将に代わって武

力で支配するようになった。 

 自ら、団結といいながら、階級闘争のなかで、自己の立場を守るためには、

他人を陥れることもする。 

 思想の統一をはかるためには、きびしい弾圧をくり広げ、やがて、彼ら自身

の内部にも不満が生まれてくるのである。 

 彼らは他を信じることができないため、心の安らぎを失い、いつ権力の座か
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ら引き下ろされるか解らないきびしい環境に生きている。 

 今日の友は、明日は人民の裏切者の烙印を押されて失脚してしまう。 

 人民という名を騙って行なった独裁者の主義主張は、やがて自らの不調和な

行為に比例して、反作用が返ってくるのだ。 

 自らの正しい生活行為のなかから、人民の平和な生活を考え、身を犠牲にし

ても大衆を救おうとする、心に生きる指導者こそ、本来の神の子といえるだろ

う。 

 勝てば官軍、負ければ賊軍ということわざがあるが、その争いそのものが、

万物の霊長のなすべき道ではない。それは万物の霊長に進化する過程の動物の

行為である、と自覚せねばならないだろう。 

 人民大衆に団結を呼びかけ、権力者や資本家達とともに闘争をあおっている

指導者は、それだけで失格である。そして、その心のなかに権力欲や自己保存

の心が芽生えたとしたなら、それはすでに大衆を偽っている者達なのである。 

 「正しい」心を持っている指導者であるなら、闘争のむなしさを悟っている

だろう。 

 指導者は、人民大衆を偽ってはならない。 

 争いは、自らにはね返ってくるものだからだ。 

 作用、反作用の法則を知っているならば、それは、自らの心に不安となり、

苦しみを造り出すということだ。 

 正しい考えであるならば、人は、皆ついてくるであろう。 

 闘争と破壊によって犠牲になる者は、人民大衆ではないだろうか。 

 階級闘争によって、文明は発達して行くのだと教えている思想家達は、公害

という不調和な毒物を造り出している共犯者であるだろう。 

 働ける環境に感謝する心こそ、大切なのではなかろうか。 

 感謝は、自らの環境で一所懸命に働き、報恩という行為によって示さなくて

はならないのである。 

 もちろん、資本主義者を自認する指導者達も、大衆に対する考え方を変えな

くてはならない。 

 大衆は、彼らに対して、働く場所を提供して貰ったことへの報恩を実績を上

げるという行為によってしているはずである。 

 彼らは、その働く人々に対する感謝の心を、環境改善、職業病排除など、行

為によって現わさなくてはいけないのである。 

 指導者はそして、自ら、働く人々との対話を持つべきである。指導者らしい

人間性が大切ではないか、ということである。 

 いずれにせよ、互いに牽制し合っていては、心と心の調和にはほど遠いとい

えよう。 

 資本家には、品性も教養も必要であるが、何よりやさしい心遣いが必要だと

いえる。 

 正しい中道の指導が大切だということだ。 

 闘争のくり返しは、労使互いの首を締めてしまうということである。 
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 すべては、心が優先なのである。 

 心の交流が途絶えたとき、信頼は失われてしまうのである。 

 今は、社会主義者も、資本主義者も互いに心を失っているのではないだろう

か。 

 それぞれが、自らの心をだ。 

 「正しい中道」を心の物差しとして生きることこそ、労使の調和を生む、と

いうことである。 

 人間は、心を失い、物質文明の奴隷になるに従って、人間性を失っていく。 

 ノイローゼ患者が増えているのもそのためといえる。 

 ある者は、心不在の肉体舟を不調和な地獄霊に支配され、自分で自分を制御

することができなくなっている、そんな人も多いのである。 

 すなわち、自分であって自分でない人々だ。自分以外の者が、心のなかでさ

さやく。こんな人々は、一○○％地獄霊に憑依されているのであり、分裂症と

いうべき人々である。 

 分裂症や躁鬱症の人達は、ほとんどが、自らの小さな心のなかで、自己を失

っている人達なのである。 

 心のストレスが不調和な地獄霊を呼んだということである。 

 この原因は、小さい頃からの家庭環境、両親の教育、愛情過多、愛情不足な

どから発生し、また、自らの心に小さな枠を造ってしまった人達自身にあるの

である。 

 正しい中道の生活を忘れ、恨み、妬み、そしり、怒りなどを心に持った人達

で、他人ばかりが悪いと思う、自らに反省のない人間の哀れな姿といわざるを

得ない。 

 情緒を失い、狭い、自らの造り出した心の世界から、脱け出すことができな

い人々なのである。 

 自信をとりもどすこと、自らの不調和の原因をとり除くこと、心の修正をす

ること。これをしない限り、それらの人々は、その病から救われることはない

のである。 

 “中道”という心の物差しで、過去の誤りを、勇気と決断をもって修正する。

そのとき心の曇りは晴れて、不調和な地獄霊から解放されるということだ。 

 そして、正しいという、その基準は、大自然のルールが私達に教えているの

である。 

 極端な考え方を捨てて、中道の道を歩むことこそ、自らの心に安らぎを生ま

れさせる何よりの方法といえよう。 

 先に述べた八正道、この道こそ、自らを正す人間の心の方法論であり、近道

なのである。 

 

 

心の原点 Ｐ253 

 地上界の人類は永い歳月を通して、混乱した闘争と破壊の業をつくり出して
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きたが、これまで非常に多面的であった思想も、社会主義と資本主義の二極に

わかれ、ようやく調和への光明に向かって、進んでいるといえよう。 

 ある意味では、現在の混乱した社会は、人類が体験しなくてはならない業と

いえよう。 

 いずれにせよ、経済力、権力、武力によって支配しようとする人々の多くは、

たとえ一時の支配はできても、人間本来の神性仏性である心の自由を支配する

ことは出来まい。 

 人間の生活環境の経済的ルールが変わっても、やがては自由平等の、人類は

皆兄弟という慈愛の心が平和な世界国家を完成して行くであろう。 

 人類はそのための厳しい学習を体験しているわけである。 

 心のない思想はいたずらに、社会を混乱におとし入れ、人心を迷わせ不幸に

するだけである。 

 心まで腐ってしまった思想家とその実践者は、最も厳しい煉獄地獄でその間

違いに気がつくまで修行する。その修行を他に転嫁することは出来ない。 

 

 

心眼を開く Ｐ064 

 既成、新興を問わず、日本における仏教の信仰形態は大乗を軸として動いて

いるようです。 

 大乗のそれは、仏果は人びとと、ともにあるのだから、まず人びとを救い、

衆生とともに理想に至らしめる、としています。自分が救われたいなら、その

前に人びとを救え、人びとを救うことによって自分も救われるという思想のよ

うです。大乗はいわば菩薩行のそれであるかのようです。 

 大乗の思想は、竜樹（ナラルージュナ）によって伝わりました。彼は中イン

ドに生を得、後年、彼は彼の好みにしたがって仏教を取捨選択し、あたかもそ

れが仏教の本道かのようにまとめました。今から約千九百年ほど前のことです。

それまでの仏教は、釈迦滅後、第一次、二次の結集が行われ、第二次結集の際

は、口伝えの仏法が文字に書き遺されたのです。第二次結集はアショカ王時代

のことです。竜樹の大乗は、このときの仏法を彼なりにつくりかえ、それが、

今日の大乗経典といわれるもとになりました。 

 さて、正法は大乗思想が本流でしょうか。仏果は人びとの救いのうちにある

のでしょうか。 

 仏国土は人びとの調和にあります。人びとの調和は、個々の調和の集合によ

って達成されるものではないでしょうか。己自身の調和がなければ、仏国土の

実現は画餅になってしまうでしょう。人類は個人の集りです。人類の調和は一

人一人がめざめることにあります。一人一人が自己を悟り、心の王国をつくり

だすことです。病人を治すには、まず自分自身が健康であり、病気に精通して

いなければなりません。心についても、己自身の心の王国が確立されていなけ

ればならないでしょう。 

 正法の根本は八正道です。八正道は己の心を中道という調和にひき戻す神の
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規範です。その規範に、無理がなく、心が自然についていける自分自身になっ

たときに、人ははじめて、菩薩の行が整ってくるのです。八正道も知らず、心

の調和もなし得ない者に、どうして菩薩行がなし得ましょう。不安と混乱を巻

き起こすのみです。現に、仏教は死文と化しているではありませんか。理屈は

あっても、光がありません。救いなぞなおのことです。一部の者の仏教となっ

ており、衆生の迷いは少しも解消されてはいません。 

 八正道は小乗であって小さな悟りといわれてますが、正法には小乗も大乗も

ないのです。悟りの根本は己自身です。己自身は小宇宙であり、小宇宙が大宇

宙にまでひろがったときに、個と全の統一が自覚され、個のなかに全が含まれ

ていることを知るのです。全のなかに迷える一部があるとすれば、それを救い

得るものは個の悟りしかないのです。 

 人の心は偉大なものです。地球よりも重く、大きなものです。その偉大な心

を自覚するめには、神の規範である八正道を行じるしかありません。 

 大乗思想に迷わされてはなりません 

 

 

心眼を開く Ｐ135 

 大乗の思想は、今は、盲信的狂信者を生み出しています。信仰の態度が他力

であり、そしてその根底には、人びとを救えば自分も救われるといった考え方

があるからです。 

 正法のそれは、まず自己の確立です。確立された後に人びとを導くことです。

しかし、正法を信じたならば、その信ずる心にしたがって人びとを教導するこ

とです。そして教導の過程において、さらに自己の心が磨かれていくものです。

教導の過程で、さらに新たな疑問にぶつかっていきます。疑問は理解につなが

り、信をより深く、強くしてゆきます。功徳は、こうした連続の中から大きく

生まれてきますし、正法は、信じ、行うことによって、たしかな生きがいを感

じてくるものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ212 

 【思想習慣】 

 思想はその人の行動を束縛し 反省のない生活習慣は 執着心をつくってゆ

く 

 思想や習慣のズレは 親子の断絶を生み 嫁と姑の争いの種になる 

 労使の対立 信義の崩壊もまた然り 

 地上に調和と進歩を願うならば 自己中心の欲望から離れた反省と 

 それにもとづいた生活行為を為して行く以外にない 

 そして それはまず 自分から行じることが必要だ 
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悪霊Ⅰ Ｐ003 

 自己保存が文明の中で育ちますと、内向的な人は孤独になり、ノイローゼ、

精神病になって行きます。反対に外向的な人は、唯物思想にかぶれ、物を主体

にした考えに陥り、闘争は過激化してきます。労使の争い、教育家のスト、道

理を忘れた医師の職場放棄という、考えられない由々しい問題まで発生してき

ます。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ103 

 他力の神信心にたいして、一方の極に、神を認めない、あるいは人間の生活

は人間の手でという唯物思想がある。彼らの生活は、人間もやはりモノの一形

態とみるので、生活の不平等を是正するには動物界と同じように闘争に訴える

しかないと考える。このため、闘争と破壊が唯一の手段となり、常に混乱と憎

悪の生活を繰りかえすことになる。 

 彼らの背後には阿修羅が跳梁する。闘争をくりかえしていると、はじめは純

粋な気持で出発しても、やがて権力欲が芽生え、口と心とが次第にかけ離れた

ものになってくる。 

 「今日の同志が、明日の裏切者」の焔印は、唯物思想家の陥る落とし穴であ

る。もちろん、こうした運動者の中にも自分を反省し、自分の欲望と戦いなが

ら純粋に働く者もあろうが、もともと争いにしか訴える手段を持たぬ論理で組

み立てられているので、こうした運動者は心の平安を得ることができず、やが

て、彼らの主流から落伍者という形で離れてゆこう。 

 平和が目的ならば、その手段も平和でなければならない。平和を目的としな

がら、手段が争いならば、獲ち得た目的も、争いの渦中に揺れ動くことになる。 

 世界はいたるところで革命が行なわれているが、平和はいつになってもこな

いではないか。 

 革命によって一時しのぎの平和らしきものが訪れても、国民の生活は一向に

よくならず、政権を奪取した者の権力欲を満足させたにすぎないではないか。 

 宗教にしろ、思想にしても、何が正しく、何が正しくないかの区分けがつか

ない、というのが現代の諸相である。 

 末法という諸悪の様相を見ると、右を見ても、左を眺めても、闘争、混乱、

情欲、物欲、自己保存、自我我欲、不平等、精神病、公害などが巷にあふれて

いる。安らぎなどどこに消えたか、人の心はどうなってしまったのか。 

 ・・・人間にとって、真に安らぎある生活は、中道を根本とした八正道を、

心と行ないの物差しとする自力の道しかあり得ないのである。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ130 

 ひとたび、人の心が肉体という五官を背負うと、肉体舟が自分と思い、肉体

を動かしている自分の心をなおざりにしてしまう。盲目の人生は、かくして、
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私たちの一生を支配し、さまざまな苦悩多いドラマが描かれてゆく。 

 私たちの心は、肉体を背負った時から、中道という神の子の本性を現わして

ゆかねばならない。 

 その中道の本性は常に善我に裏打ちされている。五官を通してさまざまなこ

とを思う、考えるもう一人の自分は、この善我のもとにあるにもかかわらず、

次第に、その善我を心の奥へ押しやり、五官にもとづく我───偽我が心の中

を占めていくようになる。 

 偽我の自分は自己本位である。欲望に心がほんろうされる。人はどうでも自

分さえよければという考えが社会をおおい、地上はいよいよ混乱に輪をかける

ことになる。物質中心の思想が生まれ、人びとはますます真実が不明になって

くる。 

 しかし、物質中心、五官中心、中道を忘れた偽我のおもむくままの生活が、

いかに虚しく、はかなく、何ひとつ得るものがないかを、人びとはやがて気づ

く時がくるであろう。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ011 

 右をみても左をみても、まず信仰の形態は、そのほとんどが他力である。仏

教、キリスト教、回教、その他、新興宗教に至るまで、およそ他力でないもの

はないぐらいである。どうして、このように他力信仰が流行するのだろう。 

 悪を思うなといっても、思ってしまうのが人情であり、業の深さはひとりで

は解消できない。自力では人間は解脱できない、そう思い込んだそのときから

始まったといっていいだろう。大乗思想が一世を風靡するに及んで、洋の東西

にこの考えが蔓延するに至り、そのために人の心は善なのか、悪なのかもわか

らなくなり、信仰の名のもとにさまざまな宗派が乱立し、人の心を食い荒らし

ている。 

 人の心は他力信仰では救えないし、成仏も不可能である。釈迦もイエスもそ

れは説いていない。今こそ多くの人たちが人間の原点に立ちかえり、自分自身

を含めて、社会の混乱を救うものは何か、真の平和はどうすれば可能なのかを

反省する必要があるだろう。仏閣や教会の中で、お経をあげたりアーメンと祈

ったりしても、その意味なり真意をくみとって、実践しないかぎり、私たちの

苦悩は解消しないといえるだろう。 

 

 

天使の再来 Ｐ065 

 人間の地上における目的は、各人の心の調和と、地上の楽園、つまり仏国土、

ユートピアの建設にあります。この目的は、人間自身が神仏の子であるからで

す。神と人間を切り離すこれまでの思想では、こうした目的に異和感が伴いま

す。けれども神と人間を切り離したところに、人間の迷信があったのです。人

間が神仏である以上、神仏の精神に還えらなければなりません。それは人間自
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身の責任であるからです。 

 神仏である人間が、なぜ動物のようになり下がったか。それは長い地上での

生活にふり回わされた結果です。オギァとこの世に出た途端、人間はあの世で

の生活を忘れます。忘れる理由は、前世、過去世のおさらい、償ない、そうし

て、あの世での生活の経験を、どう生かせるかの心の修行があるためです。覚

えていては、その修行の目的は、なかば失われます。試験にカンニングはいけ

ないように。 

 ではなぜ、このような仕組みがあるかといえば、それは長い人間の歴史、転

生リンネの過程に重ねた諸々の罪。キリスト教でいう所謂人間の原罪。これへ

の清算のためです。 

 人間の歴史は、今から二億年前にさかのぼります。人類はすべて他の天体か

ら、この地上に降り立ったのです。当時の人々は調和がとれ、地上は仏国土そ

のままでした。人々の年令は、五百才、千才。年もとらない。あの世とこの世

は、自由に、行ったり来たりしたものです。この当時は、人間には原罪という

ものはありません。 

 結婚して子が出来ても、その子はあの世の生活を知っていました。ところが、

子孫が子孫を生むようになり、地上の生活になれた人類は、次第に、あの世と

の交通が途絶え、五官、六根にふり回わされるようになったのです。つまり罪

をつくりはじめた。罪をつくれば、当然、その罪のつぐないをしなければなり

ません。蒔いた種を刈り取ることは、自然の法則だからです。人間自身神仏の

子であり、神仏の子ということは、自然の法則にそって、生きるように出来て

いるからです。 

 かくして、人間は、あの世からこの世に、生れ出る時に、あの世の生活、前

世、過去世を忘れるようになったのです。つまり己れ自身の修行が目的となっ

たのです。修行とは、心の調和、神仏に還える修行です。同時に、二億年前の

仏国土、神の国を再びつくること、地上に降り立ったその目的を果たすためで

もあるのです。この二つの目的、これが人間の使命であり、責任であるわけで

す。 

 

 

正法と経済 Ｐ064 

 ・・・我々はあまりにも経済のドレイになり過ぎてきた。それは、これまで

の自由思想そのものが悟性にもとづくそれであったがため、社会の機構、組織、

法律、その他の考え方が、これに準じて進められてきたし、人々もまた、これ

こそ人間らしい生き方と考えてきたためにほかならない。 

 しかし、私たち人間は、神を離れては何事もなし得ないし、安らぎある生活

は期待できないのだ。自由思想は人間を幸せにするために考えられたが、結果

はこの思想ゆえに、経済の奴隷に自らを追い込んで来たということを知らなく

てはならないだろう。 

 愛こそ、すべてである。愛なくば人間社会は瓦解するしかない。愛の精神を、
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政治に、経済に、文化に、科学に生かすことである。 

 真の自由人は、愛の行為者である。なぜかといえば、真の自由は愛という行

為によって果たされるからなのだ。 

 私たちの心は自由である。この心の自由を本当に認識すると、肉体をまとっ

た人間社会は愛という絆によって保たれるということが理解されるからだ。 

 しかし、心の自由を認識できないまでも、人は一人で生きてゆく事はできな

いことを、まず、理解するだけでもいいのである。 

 人のことを人間という。人間とは人の間と書く。人の間とは、人と人という

ことになろう。つまり、人間とは、人と人との間に存在する存在者ということ

になるだろう。 

 人間は、人と人とのつながりにおいて、はじめて、人間として立つことがで

きるのだ。 

 人間悟性論のように、ＡはＡであってＢではない。ＢはＢであってＡではな

い。貴方は貴方、わたしはわたし、といってしまっては人はエゴにならざるを

得ない。これでは行き詰る。 

 もともと人間はこうはできていないので、本来の人間に立ち戻り、人と人と

のつながりの中で他を生かし、助け合う愛の行為によって、ＡもＢも安らぎあ

る生活が可能となる。 

 今日、人と人との信頼感が失われているという。経営者と労働者、政治家と

大衆、先生と学生、医者と患者、親子の間にも不信感が生まれている。 

 何故こうなったか。誤った自由思想、民主主義思想が私たちの心を毒し、誰

も彼もが、エゴに走っているからなのだ。 

 金のためには、人はどうでも自分さえよければ良い、という欲望がこうした

人間関係の絆を断ち切ろうとしているからなのだ。 

 人間を物としてしか認めない思想がはびこると、人間は動物以下になり下が

り、信頼感も失われてゆく。 

 まず、人間にかえることだ。 

 神の子の人間にかえったとき、私たちの社会は、調和と安らぎが生まれてく

るものである。 
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2-13）【空（くう）（ご著書より）】 

 

心の発見(科学篇) Ｐ147 

 ・・・こうした教えの中での、“色即是空”は、中国で漢訳されているが、こ

れはあの世とこの世との関係を説かれたものである。 

 これを現代流になおし、物理的な分野から探求すると、物質はエネルギー粒

子の集中されたものであり、エネルギーと共存している不二一体のものといえ

る。 

 多くの人々は“空”を「からっぽ」あるいは「ない」と説明する。また、あ

ると思えばない、ないと思えばある、不可思議なものと教えている者もいて、

無味無臭ともいっている。しかしこれは正しい神理ではない。なぜなら、そん

な説明では意味が解せないからである。 

 ゴーダマ・シッタルダー釈迦牟尼仏は“縁生”ということを説いている。“縁”

によって現象が起こる、と説いている。「袖すり合うも他生の縁」ともいう。こ

の“縁”が慈悲であり、愛でもあり、すべての仕組の原因になっているのであ

る。 

 今、水について考えてみようこの水 H2O は、気体（蒸気）になったり、液

体（水）から固体（氷）というように、三つの相に変化する。この変化は、温

度の高低によって生じる熱粒子の伸縮度と、H2O の粒子の相互関係によって起

きる現象である。 

 つまり、熱作用という“縁”によって、水は固体、液体、気体の三つに変化

するというわけである。図式にしてみよう。 

 熱の仕事量 E=hμ 

 h=プランク常数 6.624*10-27 

 μ=振動数 

 熱エネルギーという“縁”によって、H2O のエネルギー粒子の集中度が三つ

の相にこうして変化することが理解できる。 

 気体は、H2O のエネルギー粒子の相互間が、熱エネルギー粒子の膨張によっ

て空間に分散される姿で、目で見ることはできない。目で見ることのできない

“空”に離散している気体（蒸気）も、熱エネルギー粒子の縮み、すなわち温

度の降下によって再び液体（水）や固体（氷）に変わる。 

 すなわち“空”の世界から“熱の縁”によって“色”つまり物質になる。ま

た逆に、“色”すなわち物質から“空”にも変化する。 

 このように、色即是空、空即是色は、自然の法則であり、神理なのである。 

 しかしたとえ、気体、液体、固体という三つの相に変化しても、水の本性

H2O には変わりはない。このとき私達は、H2O は、「不生、不滅、不増、不減」

の冷厳な事実を示している、そのことを悟ることができるのである。 
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人間釈迦 ③ Ｐ103 

 自然は人間に何も求めない。求めないままに生きる道を与えている。この姿

こそ、慈悲の現われである。この大慈悲の中で人は肉体を持って生きてゆける

のだ。大自然の恵みこそ慈悲の塊りなのだ。 

 大自然の恵みをつくり出している根本の意識こそ、モンガラージャ－よ、空

の世界、意識界なのだ。心の世界なのだ。 

 それは、そなたの体を通して行動させる意志の作用と同じように、眼に見え

ない存在の世界である。その意識と関連して、私たちの存在があるのだ。 

 肉体を支配している意識、空の世界こそ実在であり、永遠に変わらない自分

自身なのだ。 

 モンガラージャ－よ、眠っているときに、耳の穴があいていても他人の言葉

が聞こえるだろうか、頭は言葉を記憶しているだろうか。いないだろう。私た

ちの感覚も、肉体の五官を通して知ることができるが、しかし、肉体を支配し

ている意識の働きがなければ、感覚さえ働くまい。 

 肉体の支配者こそ、本当の自分といえよう。焚天も、神々も、意識の世界、

空である実在の世界に存在しているのだ。 

 肉体は、この世の自然の中に調和されて存在している。死は、肉体との訣別

である。それゆえ、肉体は無常なものだといえよう。 

 死の恐怖をなくすには、生と死の区別をなくすことだ。 

 眼、耳、鼻、舌、身、意の六根煩悩の執着が、死の恐怖となり、生はこの世

かぎりと思うところに、死への迷いが生ずるのだ。 

 自我（偽我）という偽りの我を捨てよ。偽りの我は、すべて自己本位で他を

かえりみない冷たい心だ。これを妄念ともいう。生と死を超えることだ。生と

死を超えたときは、死神を見ることはないだろう。 

 梵天界は光明の世界であり、調和された安らぎに満ちた、たとえようもない

世界なのだ。実在の世界は、すべて、各人の心の広さに比例して、自らがつく

り出している世界である。 

 五官でとらえることができないから存在しないということは、愚かしいこと

だ。 

 

 

原説般若心経 Ｐ057 

 空相とは、「神の心の現われである」ということで、これは、空即是色である

ということからみれば、実在界すなわち次元の違っている、非物質的な精妙で

ある意識界と、もっとも不安定な固体的な現象界＝物質の世界とは、不二一体

である、という内容を持っています。 

 現象界における大自然の移り変わる姿や、自然の法則は、心の世界、実在の

世界の表現体です。すなわち、大宇宙体を支配している意識の現われだといえ

るのです。 

 この意識は、神の心の現われということになるでしょう。 
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 “色”の世界から“空”の世界に変わり、“空”の世界から“色”の世界に変

わって行く、すなわち、輪廻して行く姿を“空相”ということがいえるでしょ

う。 

 肉体舟と、船頭である魂・意識が不二であるということは、今自分達がもの

を考え、思うと、その意志によって肉体舟の進路を定めていることを考えても

理解できましょう。 

 肉体舟は、船頭の表現体ということです。 

 それゆえに、“空”は“色”の相を現わしているし、“色”は“空”の実相を

表現しているということになるでしょう。 

 現象界三次元の世界と、四次元以降の世界は次元が異なっているが、連続体

です。しかし、三次元の物質を、四次元以降に持ちこむことはできないでしょ

う。 

 つまりこの現象界は、四次元以降の世界から投影されている立体映画ともい

え、人類は、その人生劇場で演技する、ヒーローやヒロインということがいえ

ます。 

 言いかえれば、物質はエネルギーであり、エネルギーはまた物質である、と

いうことと同義のこととなります。 

 仕事をなし得る能力、つまりエネルギーを見て物質の特性が解り、物質をと

おしてエネルギーの特性が解るように、エネルギー粒子の集中と分散、それに

よって輪廻しているということです。 

 物質の三次元の存在に対して、エネルギーの次元は、高次元といえます。外

力の縁によって、物質はエネルギーという次元に連続されて行くことになるで

しょう。やはり、色即是空、空即是色、すなわち“空相”ということです。 

 このように、“空相”とは、永遠に変わらない実在界の万生万物を支配してい

る根本で、宇宙意識の心の姿といえましょう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ081 

 “空”の世界における意識の発達度合いは、この現象界と異なって、九○％

の表面意識が出ているため、他の考えはほとんど理解します。つまり、それだ

けに相互の意志の疎通はないのです。 

 しかし、この現象界の人々は、五官六根をとおしての判断にたよって、行動

したり考えたりしているのです。 

 実在界では、この逆で、すべての現象を、心で感知します。自分の思ったこ

とがすぐ他人に通じるし、おのれの不自然な想念も表に出るので、ただちに反

省、修正してしまえるのです。 

 これがここに説く、“空”の世界、実在界というところの実体なのです。 
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心の原点 Ｐ139 

 色即是空、空即是色の質問について、 

 「色とは、眼に映る万物万生のことである」と私は答え、次のように説明し

た。 

 万物万生には、すべて色彩があり、私達は確認することができるだろう。 

 赤青黄の三原色は、色の配合によって何万色にも変色するものだ。 

 大自然を見ても、春夏秋冬によって、その色彩は変化している。 

 色とは、私達の肉体ともいえようし、物質もまた色ということになるだろう。 

 しかし、私達の眼で見ることのできる世界は、虹の七色の世界だけだ。 

 ○.○○○○四～○.○○○○七センチくらいの波長だけの範囲ということに

なろう。 

 虹の両端の色は、紫色と赤色である。 

 紫色から紫外線、Ｘ線、γ線、δ線、と連続している。 

 また赤色から、赤外線、超短波、短波、長波と周波数が変わって行く。 

 これらの世界を、私達は見ることはできない。しかし、その存在を否定する

ことは、誰にもできないだろう。 

 電波も私達の周囲を包んでいるが、五官では感知できない。 

 このように、“色”という言葉は、簡単なようで、なかなか複雑な世界である。 

 電波などは物質ではなく、次元を超えた世界の存在だといえよう。 

 これは、エネルギーであり、仕事をなし得る能力だからだ。 

 光についても、同じことがいえるだろう。 

 電波も、光も熱も、エネルギー粒子ということになるだろう。 

 目で見る色彩の世界から連続されている世界であるが、物理的次元が、エネ

ルギーすなわち仕事をなし得る能力ということになるので、異なってくる。 

 仏教では、“色心不二”という哲学的な表現がある。 

 物質とエネルギーは二つではない。一体だということをいっているのだ。 

 色が物質、心がエネルギーということになれば、法則には変わりはないだろ

う。 

 物質とは、宇宙空間に体積と質量を有するものだと、物理的に表現している。 

 物質の本質は、エネルギー粒子が集中固定化されたものであるから、それが

分散されれば、エネルギー粒子として存在するということになる。 

 つまり、私達の眼に見えない存在になってしまうのである。 

 そして、ここでいう“心”は、意識あるいは魂の中心である私達の心をさし

ている。 

 肉体舟と、船頭が同居しているということだ。 

 私達は、肉体舟だけでは活動はできない。 

 また、魂すなわち意識である肉体舟の船頭だけでも、この地上界で行動し、

現象化することはむずかしいのである。 

 やはり、この地上界の掟に従って、肉体と心は、一体でなくては生活ができ

ないということになるだろう。 
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 眠ってしまえば、肉体舟は床につながれて停泊しているだけで、意志をもっ

て行動することはできない。 

 意志は、船頭である魂、すなわち意識の心の領域の動きなのである。 

 アインシュタインは、エネルギー不滅の法則、質量不変の法則を次のように

説いている。 

 E=MC2 Ｅは仕事をなし得る能力、すなわちエネルギーである。そしてＣは

光の速度を示し、Ｍは質量を示している。 

 すなわち質量と光の速度の積は、仕事をなし得る能力だということである。 

 また熱の問題に関しては、プランクは自らの実験によって、常数を発見し、

振動数との積によって熱粒子のエネルギーを説明している。 

 E=hμ μはブランク常数で、 

 6.624*10-27（erg/sec)ということだ。μは振動数を現わしている。Ｅは

熱、エネルギーのことだ。 

 仏教でいう色心不二の意味も、現代物理学でその自然の法則を証明している

ということである。 

 つまり、次元の異なった世界と物質は、同居しているということになるだろ

う。 

 外力という縁にふれて、物質は形態が変わるが、質量もエネルギーも変わっ

てはいないということになるのだ。 

 そこで、“空”ということについて考えてみよう。 

 “空”を、からっぽだとか、むなしいとか、説いている人々がいるらしいが、

このような解説は、知だけで学んだ小さな枠のなかで判断している人々の説だ

といえよう。 

 仏教を学び、心と行ないを実践し、執着を去り、足ることを知って、不生不

滅の境地に到達した者なら、「あると思えばない、ないと思えばある」というよ

うな、わけのわからない言葉など使わないだろう。 

 いずれにしても、理屈では悟りの境地に到達はできないし、次元を超えて実

在の世界に行くことも不可能だ。 

 この次元とは、物質的なエネルギーの次元とはまた異なった、精妙な意識界

の次元のことをいっているのである。 

 私達が、いずれは帰らなくてはならない、あの世、実在界ということだ。 

 すべての物を造り出す、根本の世界なのである。 

 それも、“縁”という作用によってだ。 

 私達の住んでいる世界は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸からなる立体の三次元の現象界

である。 

 すなわち物質界だ。 

 この物質界からＸ軸、Ｙ軸によって結ばれた二次元の世界を考えてみよう。 

 映画のスクリーン、幕のことだ。 

 そこに、投影されて映し出される映画を考えてみよう。 

 たとえば、戦争のニュ－スを報道する。 
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 「自分の可愛い子供が、戦乱の巷で、今まさに敵兵によって殺されようとし

ている。その身体は傷だらけのようだ」 

 そのニュースを見て、おろおろとしている子供の両親……それが、私達の姿

である。 

 つまり、二次元に投影されているその子供を、誰も救い出すことはできない。

声をかけても通じはしない。何というもどかしさだろうか。 

 その関係が、三次元から投影している映写機と二次元のスクリーンとのつな

がりの関係である。 

 ニュ－ス・フィルムは、三次元の世界で取材したもので、その生の姿は、ニ

ュース・カメラマンがとらえたものである。 

 生の姿という、人間同志が造り出した物が、カメラマンの縁によって、記録

されたものの再現なのである。 

 そしてまた三次元の世界を投影している世界が、四次元以降の多次元の世界

で、神の心の世界ということになるだろう。 

 この世界が、本当の実在の世界といえるのである。 

 非物質的な、もっとも精妙な世界で、それは慈愛に満ちた世界であり、全く

嘘のない大調和の世界なのである。 

 物質は、すべてエネルギーが次元を異にして変化したものである。植物も本

来植物としての意識の世界で存在している。 

 他の動物も、同じ意識の段階で生存を続け、三次元の固体的不安定な世界を

通して輪廻をくり返しているのだ。 

 三次元からの連続された世界には、想念の不調和な霊囲気に包まれた、非物

質的な闇の世界も存在している。これが、地獄界である。そこは、類は類を呼

ぶ法則に従って、同じような悪い考えをしている、慈愛を失った人々の心が造

り出した集団の修行場だといえるところである。 

 神理を悟った、心の調和されている私達のグループのなかには、次元を超え

て、そうした実在界の生活を自由に見てきた者達もいる。 

 現象界の肉体舟から、光子体の舟が分離して、次元の異なった天上界や地獄

界に行き、かつてこの世で生活していた人々とも会ってくるのである。心が調

和されると、そうした往来が、自在にできるようになるのである。 

 また、この現象界のどこへでも、希望する場所へ、その光子体の肉体舟で行

き、見てくることもできるのである。 

 現在の肉体舟は、もちろんそこに行くことはできないが、光子体なら行ける

のである。 

 この肉体舟と光子体の舟とは、霊子線ともいうべき、丁度、母と子の“へそ

の緒”のようなもので結ばれている。この霊子線は、無限にのびちぢみをする

能力を持っている。 

 そして、光子体にも、私達の魂・意識は乗っているので、行った先の移り変

わる現象がはっきりととらえられるのである。 

 心の眼で見ると、光も粒子だということが解るし、声も粒子だといえよう。 
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 声の波動も、媒体をとおしてみると、粒子が波になって動いていることが解

るのだ。 

 心の眼で見ると、人間の内臓もはっきりと解り、欠陥もはっきりと解ってし

まう。 

 なぜなら、次元を超えて見るから、心の眼は、諸現象を正しく判断できるの

である。 

 また、心の状態や、考えていることは、意識に記録されるテープのように、

全部記録されるのである。そして、それは残るのだ。 

 我欲の強い人々は、赤い文字で記録されているし、中道を逸した行動や想念

も赤字で記されているのだ。 

 恨み、妬み、怒り、そしりなど、自己保存、自我我欲の思いなど、すべて意

識に残ってしまうのである。 

 とりわけ慈悲深い思いやりの心や行為は、黄金色の文字で記録されている。 

 中道の生活をしていると、一般の黒字で記入されているものだ。 

 もし恋愛をしている場合などは、相手の名前が、幾条にも記録されている。 
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 悩みの多い人々の意識は、暗い霊囲気に包まれ、非常に重い。 

 中道を歩む、偏りのない人々の心は、光明に満ちており、非常に軽い。 

 赤字で記録されている人々は、自ら暗い想念を造り出しているのである。 

 つまり、一秒一秒の本当の心と行ないが、すべて私達の意識のなかに残って

行くということだ（上図を参照）。 

 そうならないためには、心のなかに暗い想念を造らない生活が大切である。

もしそれを造り出してしまったときには、中道という心の物差しで、自分の思

ったこと、行なったことを、よく反省することが大事である。 

 人間である以上、誤りも犯そう。 

 反省のチャンスは神が私達に与えた慈悲なのである。 

 私達の記録のテープには、反省すると不調和な部分の隣に、その反省の事実

が記入される。 

 そうした意味で、私達の心の記録装置は、もっとも精妙であるといえよう。 

 また私達のグループの者は、その各人の守護霊や指導霊から、その人のこと

を聞くこともできる。つまり、記録と、その意見と、両者を見聞すれば、その

人の欠陥や長所は、おのずから解ってしまうということだ。 

 もちろん、心には、はっきりとした形態があるし、これも心眼で見ると、そ

の人の心が丸いか歪んでいるかということもすぐ解ってしまうのである。 

 丸い豊かな心の人々は、後光に包まれているし、そのそばには、必ず守護霊

か指導霊が立っている。 

 逆に、暗い想念の、不調和な心の人々は、暗い霊囲気によっておおわれ、よ

く憑依霊にとり憑かれ、病気などの原因を造り出している。 

 こうした心の精妙さを知ったならば、人はいかに、その思うこと考えること

が大事であるかということに気がつくだろう。 

 まして、他人に対する考え方や行為は、正しくなければならないということ

に、思いいたるであろう。 

 本来は、教育者や医学者達が、このような心構えによって、より豊かな心で

患者をみることができたならば、これ以上のことはないのである。 

 ゆがんだ思想を教えることなく心ある生徒を育てることができるだろうし、

一切の病気の原因も追放できるだろうからである。 

 人間は、四次元以降の多次元の世界から、正しい三次元の諸現象を判断でき

るようにならなくてはいけないのである。 

 それには、自らの欠点を、勇気を持って修正し、偏りのない、正しい心を物

差しとした生活を送り、そのなかで完成して行かなくてはならないのである。 

 このように、空の世界は、むなしいものではなく、あると思えばない、ない

と思えばあるというような、暖昧なものではないのである。 

 それを説くために、色即是空、空即是色とくり返しているのだ。 

 つまりこれは、輪廻しているということを、漢字で表現しているのである。 

 水は、固体にも気体にも変わるだろう。 

 圧力や熱の縁によって、三つの相に変化するが、水の本性である H2O は、
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失われてはいないのである。 

 空中に蒸発した水蒸気は、空中では見えないはずだ。しかし、見えないはず

なのに、熱の降下や圧力といった縁にふれると、再び雨や雪となって、形を変

えて地上に降ってくる。 

 これも、空即是色であり、色即是空という輪廻の法則に従っていることなの

である。 

 私達も、これと同じように、実在界（空）から、両親の縁によって、この現

象界（色）に肉体舟を与えられ、きびしい苦楽の人生航路を修行し、やがてま

た、肉体舟と光子体を結んでいた霊子線が切れて（死）、実在界（空）に帰って

行くのである。 

 実在界と現象界は、つまりあの世とこの世の違いであって、表裏一体の世界

なのである。 

 「あ」と「こ」の違いだけで、「世」には変わりがなく、すぐにも行くことの

できる世界といえるのだ。 

 生と死は、永遠の輪廻であり、神の心であり、神理なのである。 

 だから、見えないからないのだ、死んでしまえば亡骸しか残らない、という

のは、皮相な見方である。 

 ところが、現実には、この亡骸が、生存していた本人だと思っている人が多

い。 

 亡骸は、人生航路を渡って行くことができなくなってしまった肉体舟の残骸

なのである。 

 この残骸に執着を持ちすぎているということは、それは、この現象界に対す

る執着であって、そのこと自体が苦しみといえる。 

 そうした人達は多く、自ら地獄界を展開して、その場所に地獄霊として生活

をしている。 

 そして、彼らは、なぜ地獄に堕ちているのか、わかっていないのだ。 

 末法の世になってしまうと、「正しい」という心の基準がわからなくなってし

まい、仏壇や神棚、また神社、仏閣にお詣りして経文や祝詞を上げたりするこ

とが、信仰であり、信心であると錯覚してしまう人々が多くなるのだ。 

 そうした形式主義によっていれば、神仏の加護が得られると思ってしまうの

である。 

 自らの心と行ないを正さないで、心を欲望の曇りで包み、いくら祈っても、

それは地獄霊や動物霊の世界に通じてしまうということになる。 

 “空”の実体が解らないため、むなしいなどということになってしまったの

であろう。 

 お経というものは、自らの心と行ないについて教えているもので、偶像や曼

荼羅にそれを供養することは“空念仏”に終わるということになろう。 

 何よりも、自らの心と行ないを正すことだ。 

 そのとき、神の力が与えられるということだ。 

 自力優先こそ、人類の救われる道なのである。むなしい考え方を捨てるとと
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もに、旧来の陋習を破り、神理の実践に邁進することが大切なことだといえよ

う。 

 このように私の指導霊は、先の質問に答え、そのとき、 

 「そのとおりだ。一切の諸現象は、空の世界によって、法則づけられている

のだ。それは神の意志といえよう」 

 といったのであった。 

 

 

天使の再来 Ｐ042 

 正業（正しく仕事をすること） 

 まず第一に、与えられた仕事に責任を持つこと。第二は、他に迷惑をかけな

いこと。第三に、万物は神のものであり、いやしくもこれを独占するようなこ

とがあってはなりません。第四は、万人のための正しい行為ということが重要

でありましょう。 

 仕事というと、いかにも一つの作業行為ということが連想されますが、この

場合の仕事とはそうした作業を含めた、作業を通した人間行為の在り方を、こ

こではいっているのです。 

 従って、第一と第二は、これは当り前のことでありますが、第三と第四につ

いては、説明を要しましょう。 

 まず、万物は神のもの、という意味ですが、これは、般若心経の色即是空、

空即是色の例がもっとも分りやすいと思います。色とは、現実社会、この現わ

れの世界、現象界を指していいます。空とは、実在の世界、つまり、あの世で

あります。人によっては、あの世はないと思っておりますが、あの世は、今も

昔もかわりなく、実際にあります。むしろ、あの世こそ、本当の世界、本当の

社会ですから実在界ともいいます。そこで、色即是空とは、この現象界は、実

在界の投映、つまり、現象界という言葉は、象の世界、形の世界、写し出され

た世界、映画のスクリーンという意味ですから、その本元、映画のフィルムは、

あの世にあるのだ、といっているのです。 

 次の空即是色とは、それ故に、この現象界は、眼に見え、体にふれて、いか

にも、実際に、ものが実在するかのように感じますが、本当は、あの世から写

し出された世界でありますから、ある年月が立つと消えてなくなってしまうも

のだといっているのです。かつて栄えたローマの都もギリシャの文明も、今日

では、その形骸をとどめるのみであり、現象世界の浮き沈みを物語るよき参考

資料といっていいでしょう。 

 このように、現象界はまことにはかなく、無情でありますが、現象界が実在

界の投映であり、本来、あるように見えていてなにもない、本家本元は、実在

界、空の世界、心の世界にあって、それは又、見方をかえれば、心の世界は神

仏の世界でありますから、現象界に写し出された諸々のものは、「神仏のもの」

という考え方が成り立つと思います。 

 私達の生活は、このように、実在界から一時お預りして、成り立っているわ
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けですから、いやしくも、これらの物を独占するようなことがあっては、なら

ないということであります。 

 第四の万人のための正しい行為というのは、こうした空即是色の考え方に立

てば、その作業行為も、おのずと慈悲と愛の中から自然発生的に生れ出てくる

と思います。この世は魂の修行の場であり、そのうえ、なにもない世界であり

ますから、仕事の量がその人の価値を決定するものではなく、仕事を通じて、

己の心が、神仏にどう調和されたか、万人のための仕事として為し得たかどう

か、万人のための調和にどう寄与したかが、その人にとって、重要な位置づけ

となるのであります。 

 

 

般若心経解説 Ｐ012 

 空（くう）とは何か。 

 空とは、物質にあってはエネルギーの世界のことであり、魂にあっては実在

界を指すのである。 

 まず、物質についてみると、水の三態（気体、液体、固体）で述べたように、

物質は熱粒子の縁によって、集中、分散をくりかえし、たえず循環している。

そこで、空とは、俗にいう可視範囲外の状態であるといっていいのである。 

 この点について、もう少し考えてみよう。 水は熱粒子に温められると蒸発し、

眼に見えなくなってしまうが、無にはならない。エネルギーとして空中に在る。

熱が冷え、水滴となる条件が満たされてくると、雲となり、雨となる。 要する

に、物質についての空とは物質化（液体、固体）される前の状態であるといえ

る。 

 もっとも厳格には気体も物質であるといえるだろう。 ただここで見逃しては

ならない重大な問題がある。それは、気体となった水粒子は、必ずしも雨や雪

となって落ちてくるとは限らない。気体となった水粒子は、水以外の鉱物、植

物、動物の組成の一員として、物質界に再びよみがえってくるものもあるので

ある。 

 ちなみに、あらゆる物質には、何がしかの水分を含んでいるのである。水分

を含まない物質は、皆無といってもいい。 このように気体となった水粒子は、

他の物質粒子と組み合わさって、いわば形を変えて現象化されている。 

 こうみてくると物質の空の状態とは、万生万物を生み出す素因を内在せしめ

ているのであり、それはまた言い方を変えると、空の世界は、万生万物の投映

の場になっている、ともいえるのである。 

 空の世界は、あらゆる物質のエネルギー粒子が集まっており、そうしてそれ

らは熱、電気、磁力、重力などの相互作用、つまり縁によって、さまざまな物

質を創り出して行くのであるからエネルギーの世界は、そのまま、万物投映の

元の世界であるといえるのである。 

 次に魂について考えてみよう。 魂の空の世界とは、あの世を指すのである。

この世のことを現象界、ないしは物質界というが、あの世は実在界、意識界と
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もいう。 

 なぜ空の世界を実在界というかといえば、「物」が実際に存在する世界だから

である。 この世、現象界は一切の「物」は、時が経つと変化してしまう。どん

な立派な建物でも、発明品でも、時がくれば土になり、風化してしまう。とこ

ろが、実在界の「物」は、時が経っても消えていかない。必要と認められた「物」

は、何千年、何億年も、そのまま減ることも増えることもなく存在し続けてい

るのである。 

 この世では、どんなに価値のある「物」でも、人々の願望を叶えてはくれな

い。時が経てば否応なしに崩れ去ってしまう。この点が大いにちがうのである。 

 たとえば木製の机があるとする。この現象界では木製の机は使用しておれば、

どんなに大事に扱っても千年と持つまい。それを持たせるには真空に近い暗室

に保存し、熱や光や湿気から守ってやらないと朽ちてしまう。 

 ところが実在界では、一万年でも二万年でも使いながら持たせることができ

るのである。 

 人や動物でもそうである。この世では人は百年、動物なら五十年生きるには、

条件が整わないとむずかしい。だが、実在界は千年はおろか、二千年、三千年

はザラである。いくらでも実在界で生き永らえることが出来る。しかし循環の

法にしたがい、現象界に生まれ変わるが、魂の実在性は変わらない。 

 要するに、あの世は「物」が半永久的に実在するから実在界というのである。

半永久とは必要がなくなれば、何時でも古いものを新しいものに変えることが

でき、必要なら何時でも残すことができるからである。 

 ではなぜ、こういうことが可能かというと、実在界は魂の世界だからである。

魂とは心の世界、つまり意識の世界、意識界であるから、心のままの世界が展

開されているのである。 

 ここで、現象界は空の世界の投映であるということについて触れると、たと

えば実在界に木製の机なら机があって、その机が現象界に写し出されているか

らそういうのである。では、あの世には電車や汽車、戦車や大砲、航空機、原

子爆弾、ミサイルなどもあるのかと問われるだろう。これに対する答えは、あ

るものもあるし、ないものもあるということになる。 

 どうしてこういう答えになるかというと、核ミサイルに執着を持つあの世の

科学者が、そのミサイルの愚を知って、ミサイルの研究を辞めたとする。とこ

ろが、現象界のミサイル科学者は、あの世の科学者のミサイル研究の辞める前

の想念波動をうけて、それを創り上げたために、あの世になくともこの世にあ

るという結果になったからである。 

 これをもう少し詰めて説明すると、あの世の心の世界、心の世界とはどんな

想像も可能な世界である。どんな想像も可能だということは、言葉をかえると

何でも在る、ということになる。想像は創造につながり、創造は文字通り、「物」

を作り出すことである。万生万物は、ことごとく「心」から生まれたものであ

り、心を基本にして、相互作用の縁によってさまざまな物質が生産されるので

ある。 
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 もし、人間に思うこと、考える能力を抜き取ったなら、どうなるか。動物と

同じように、一万年、十万年経っても進歩はないだろう。歩くより早く目的地

に着くためには、電車や飛行機が便利だということで、まず最初に人々の心の

中で考えられ、そうして各種の材料を集めてきてつくられた。 

 あの世は、こうした創造が無限に広がっており、この世の想像の範囲をまっ

たく越えている世界なのである。 だから、この世にあるものは、あの世にあり、

しかし、形としてはないものもある、ということになるのである。 

 さて、話しを前に戻して、物質の世界は万物を生み出す素因として宇宙に存

在し、魂の空の世界がこれらの素因を集め、形あるものに創造して行く能力を

秘めている世界であるといえる。同時に魂の世界は、心と創造の世界なのだか

ら、そのことはそのまま「もの」を実在せしめている世界でもあるといえるの

である。こうした意味から、空の世は、実在界、意識界というわけである。 

 さて次に色（しき）とは何かといえば、私たちの眼にとまる現象界、物質界

のことである。物質界は色彩に富んでいる。これは平面的な生活を補い、私た

ちに修行しやすい環境をつくるためである。 

 では、空の世界は色彩がないかというと、もちろんある。ただ、「心」に応じ

た意識界をつくっているので、階層によっては灰色の世界もあり、霧におおわ

れて色彩が不鮮明なところもある。 

 しかし天上界は、この世の世界とまったく同じであるが、次元が高くなるに

したがって、その色彩は明るく、そうして次第に安らぎのあるものとなってい

る。 

 この世は人の心に関係なく、神は、さまざまな色彩をつくって、平面的な地

上の生活を補ってくれている。つまり修行しやすい環境を与えているのである。

この点からも私共は、神に対して感謝し報恩の行為である「調和」という目的

に向かって進んで行かなければならないのである。 

 物質界の成立は、実在界の縁によってなされている。縁とは、交わりである。

あらゆる物質は相互に関連し合い、動、植、鉱の物質をつくり、生命活動に必

要な基礎的環境を形成している。私たちの親子兄弟姉妹、夫婦、知人、友人に

しても、そうした実在界の約束によってこの現象界で縁が結ばれている。偶然

に縁が結ばれたのではない。 

 ちなみに地上の人類は現在三十七億にのぼっている。その三十七億余のなか

から、一対の夫婦が選ばれ、親子が生まれ、兄弟姉妹ができ、友人、知人、そ

うしてそれ以上の目的を共にする同志が結ばれる。偶然として片づけるには出

来すぎているし、だいいち現象的にみて、不思議と思えない人はどうかしてい

るといいたい。 

 もし、こうした現象が偶然であり、生命がアメーバーから生まれるとすれば、

この世の成立は不可能だし、太陽も地球も人間も生かされ、生きることはでき

ない。 

 自然界の秩序、人間界の秩序は神の意思にもとづいてつくられており、人間

界の苦しみ悲しみの混乱は、人間が神の子としての能力を持ちながら、その能
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力を好き勝手に使っているために起こっている現象である。自分の好みで好き

勝手にその能力を持て遊んでいるから、めくら千人となり、必然か偶然かの判

断すらできなくなっているのである。 

 空の実相を知ったときには、この世の一切のものは「縁」によって生じ、「縁」

によって生かされ、「縁」によって万物が調和されていることを悟るであろう。 
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３．【正法とは】 
 

3-1）【幸・不幸、天国・地獄（ご著書より）】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ145 

 人間というものは、毎日の生活がいかに大切であるかは知っているのだが、

ついおろそかにして過ごす人が多いのである。 

 私達にしても現象界での肉体修行が終わってあの世に帰るとき、多くは必ず

もっと多くの人を救ってくれば良かったと残念がる。なぜなら、肉体を去った

私達は、地上界にいたときと全く同じ意識の状態で、光子体という体を持って

いる。だから人間生活の過去が、その当時の一切の想念と行為が明白に現われ

る。そして犯した罪は自分で償わなくてはならない掟があるから残念がる。 

 自らを裁くのである。幽界の入口でそれをやる。神仏は裁くことはしないの

だ。しかしそれは神仏の子としてむしろ当然であろう。 

 人間の価値を忘れて不調和な人生を送っている人々は、心に安らぎがなく、

暗い想念に覆われている。この現象界を去るときも、同じ暗い想念の世界に落

ちて行く。心を浄化するまではその地獄界で暮らすのだ。これも、自分自身で

作っていた世界である。責任転嫁はできない。転嫁すれば苦悩は重くなるばか

りである。 

 だから幸福を掴む近道は、過去世で犯した業をしっかりと確認して、過誤の

ない人生を送ることである。そのためには、常に反省する心を持って、自分の

悪しき性格に打ち克つことが必要である。反省の瞑想は、心を浄化する。神仏

の光によって覆われる。そのときは生もなく死もない、生命の輪廻転生を悟る

ことができる。 

 私達は、ただ肉体という現象面を考えているため、それが無に帰するとすべ

てが無と考えがちである。しかし肉体の支配者、魂は、この世とあの世の環境

に適した衣の脱ぎ変えをするにすぎない。そのことを悟ったならば、生命の不

変を疑うことはできないであろう。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ151 

 欲望を満たすための信仰は、祈れば祈るほど心が不調和となり、不幸な人生

を送るようになることを知らねばならない。 

 祀った当時は一心に祈り、祈る心で仕事にも精を出すから、商売は繁盛、金

もできる。しかし金と暇ができると、祀ったものには無関心になり、形式的な

お勤め信仰になって行く。繁盛したことへの感謝の心も忘れてしまう。 

 浪費を始める。欲望の満足ばかりを考える。いつかそうした心の魔に克てな

くなり、心は暗い想念に覆われ、安らぎもなくなり、家庭生活を破壊し、動物

霊に支配されて没落への一途をたどるようになる。不幸を自ら選んで行くので

ある。 
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 「さわらぬ神に祟りなし」 

 という諺は、神理である。 

 神仏にさわらず、頼らず、神理に即した生活を、自らの努力によって築き上

げることが、神仏の心に通じることなのだ。 

 人間らしい生活への最善の努力こそ、私達の心に平和な安らぎを与え、神仏

の慈悲が約束されることである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ154 

 不幸な現象については、自分自身と、その環境について良くその原囚を探求

し、悪のもとを除去し、より良い人生に進歩するための努力を失ってはならな

い。 

 神仏はその努力に対して、平和と安らぎの光を与えてくれる。私達にだ。 

 人間の心を盲目にして、祈ることによってご利益が得られる、と教えている

宗教指導者達は誤りを犯している。 

 神仏は、人類がこの現象界に肉体を持って魂の修行ができる環境の一切を、

提供しているではないか。 

 太陽の熱光のエネルギーによって、植物、鉱物、動物相互の関係が生まれて

いる。この姿こそ、愛でなくて、慈悲でなくて何であろうか。 

 神仏は、肉体的先祖代々に、子孫保存の本能を与え、私達は肉体舟を、両親

からただで戴いたはずである。両親の慈悲であり、愛でなくて何であろうか。 

 元来は、神仏の慈悲と愛によって、魂の乗り舟が提供された、ということな

のである。 

 その舟の運転者である私達自身の意識、すなわち魂の不注意で、不調和な現

象が出たからといって、自分の心も行ないも正すことなく、祈ることによって

救われると思っていることは大間違いである。 

 大自然の恵みに感謝して、生活すると共に、心から人々に対しての報恩の行

為を実践してこそ、社会の調和が完成されて行くのである。 

 私達は、病気、貧乏、家庭の不調和などの悩みに対して、その原因を追求す

ることなく、結果だけを見て、己の都合、己の幸福、己の利益だけを祈願して

いる人々が何と多いことであろうか。 

 神仏を始めとして、私達の守護、指導霊や、魂の兄弟達も、我田引水の祈願

に対しては、協力されないことと知らなくてはならない。神仏の世界は、中道

の正法によってすべてが定まっている。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ159 

 神仏も、盲目同然の人生航路の修行に出ている人類に対して、なぜ罰を当て

よう。罰は、自分自身の不調和な生活によって、自身が造り出していることを、

私達は忘れてはならないのである。可愛い自分の子供を、なぜ親が不幸にさせ
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ようか。私達の親、神仏は、慈悲と愛の塊りであることを、忘れてはならない。 

 親の注意を聞かないで、自由勝手な行動をして、自ら苦悩の人生を渡ってい

るのが、人間なのである。その中から、いろいろな疑問が生まれ、その疑問が

解決されて、神理に到達して行くのである。 

 心の窓が開かれて行くに従って、生きる喜び、人生の意義を悟るようになっ

て行くことができる道こそ、正道である。万象万物、大自然界が、神理を教え

てくれることを悟るからである。 

 それを知らないで、罰を恐れ、自分の心に“足枷”をはめて、心の自由を失

ってしまった教えは神理ではないということを、悟らなくてはならない。心か

ら道を求めている人々に対して、このような不自然な指導をしている指導者は、

偽善者といわざるを得ない。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ184 

 すべて不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたらしたものであり、

責任は他にはない。その原因を追求し、その根本をとり去る、心の反省の中か

ら前進があるのである。 

 毎日の生活が調和された中には、常に神仏の光によって保護されるものがあ

る。そしてそこには不幸は訪れてはこない。それは、正しい生活の実践の中に

積み重ねられて行くものなのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ188 

 ・・・神社仏閣に参詣することはその人の自由であるが、神仏はその人に対

する幸、不幸の責任は持たないということを知らなくてはならない。正しい心

の念と行為が、幸、不幸を造り出すのである。 

 正しい念によりその行為が神理に適っているならば、私達に協力してくださ

る指導霊や守護霊達は必ず神の光を与えてくれる。またこの地球そのものも神

体の一部であり、大神殿であるから、正しい念は必ず通ずる。 

 神社仏閣は、将来人々の心の修行所、神理を学ぶ場所と変わり、また多くの

人々の娯楽の場と変わって行くであろう。 

 現代の神社仏閣の中には、霊域の高い場所もあって、実在界の諸天善神が常

に連絡所として一念が現象化される場合もあるが、そのような神域ははなはだ

少ない。従って神社仏閣はどこでも霊域が高い所だ、と信ずることは危険であ

り、かえって不幸を呼びこむこともあり得ることを悟らなくてはいけない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ018 

 人間は、他の人より特技があったり、地位、名誉、家柄によって、優越感を

持ったり増上慢になり勝ちである。人はそうなったとき、心はすでに没落の一
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歩を辿っているということを知らなくてはならない。 

 作用と反作用の法則は人生の神理であり、厳然として生きているということ

だ。 

 人の心の針は、一念三千いずれの世界にも通じ、幸福になるのも不幸になる

のもすべて自分が造り出す想念行為の結果の故である、と心に銘記すべきであ

る。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ038 

 神仏は私達の心の中に存在しているのだから、それを形作る必要はないので

ある。何かに頼ろうとする習慣を、救いだと錯覚してはならない。苦しみや悲

しみがあったなら、その原因を追及し、正しい想念と行為を自ら律することだ。

それもまた幸福への段階と知って、溺れず、生きて行くべきである。それが、

人生における修行であるのだから。 

 迷いの岸より悟りの彼岸へ、苦悩は到達するための過程と考えれば良い。忍

耐と努力、極端に走る生き方を捨て、中道を行く中に、心の調和が生まれ、正

しい判断が生じてくると知るべきだ。悟りへの道は、自分自身の心以外決める

ものはない。 

 それが、神仏の子、万物の霊長たる者のきびしい掟なのである。 

 神理を悟った師につき、法を学び、実践する過程に道は開かれて行く。その

ことを知らなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ049 

 先祖に対する供養は、生存している子孫が、正しく明るく生活をすることで

ある。それが先祖の最高の喜びであり最大の供養であることを知らなくてはな

らない。なぜなら、先祖は、子孫達の心の姿を見て、自分自身も反省できるか

らである。 

 迷っている先祖がいるために不幸が起きる、と思う人々がいるならば、その

不幸は、家族の心が神理に反した不調和に起因していることを反省しない限り、

暗い想念をとり去ることはできない。心が美しく健康で平和な生活をすること

こそ最大の供養というものだ。 

 生きている人間の不幸は、生きている人間が造り出し、不調和な想念行為が

迷える憑依霊を呼びこむことにある。家族一同の心が、常に正道を歩んだなら、

一人一人の体が神仏の光によって覆われ、家もまた光に覆われるため、迷える

霊はこの光によって自己の非を悟り、成仏することができる。 

 “朱にまじわれば朱くなる”という諺があるように、迷える霊に対しては、

生きている人々の霊域を正すことが、自分自身をも救うことになる。心を失っ

たお題目を何万回上げても、忍耐力と声帯の練習のみで、自分自身の心を救う

ことは不可能である。お題目の神理を生活の中に生かすことこそ、自分が悟る
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近道であることを知らなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ076 

 大宇宙体は、神の体である。 

 私達の住んでいる地球は、その神体の一部分であり、小さな細胞の一つにし

かすぎない。この細胞の調和と、人類の心の修行を目的に、神は魂の乗り舟で

ある肉体を造り、本能を与えて私達の肉体を保存してきたのである。 

 つまり私達の肉体は、肉体先祖代々によって受け継がれてきた人生航路の乗

り舟である。 

 転生輪廻の過程では、意識すなわち魂は永遠に変わることはない。肉体と生

活環境が異なるだけで、私達の過去世における人生のあらゆる経験はその意識

に記憶される。 

 死は、この乗り舟が破損して人生航路を渡ることができなくなり、この舟と

同居していた光子体の新しい舟に乗り換えて異なったあの世に帰ることである。

そして自らの人生航路のアルバムをひもとき、なした行為を裁くことにより、

善悪の心ははっきりと分離する。ある者は喜びの天国へ、ある者はこの人生よ

りさらにきびしい修行の場へ行き、魂の洗礼を受ける。 

 このように、死は、乗り舟との訣別であって、私達があの世に帰った場合、

心の清かった人々は、この現象界で修行していた当時を語り合い、なつかしい

楽しさを味わえる。友人とも同じあの世で親しく語り、人間時代の長所、欠点

を思い出し、人生がいかに有意義であったかを語り合い、死が永遠の別れでは

ないということを知る。 

 “心と行ない”が、この人生航路において調和されている人と不調和な人の

段階は、あの世では異なってしまう。そのきびしさは、この現象界と比較にな

らないほどだ。 

 なぜなら、この現象界は経済力さえあれば、大方のことは可能である。しか

しあの世は、金など通用しない。正しい心の在り方がすべての基準になってい

るからである。そこは、地獄界を除いては全く嘘のない調和されている世界で

ある。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ187 

 ・・・不自然な宗教を信じ、盲信、狂信して自分を失い、心に安らぎを失っ

ている人々が非常に多い。神仏の罰が恐ろしくて、組織の細胞になり心の自由

を失ってしまっている人々がいる。 

 だが、神仏は絶対に罰など与えはしない。 

 可愛い自分の子供を誰が不幸にするだろうか。神仏の子として在る人間に、

なぜ神が罰を与えようか。 

 太陽の熱、光のエネルギーは、地位や名誉や金持ちや貧乏人に差別を示して
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いるだろうか。神仏の慈悲と愛の光は私達に全く平等に与えられている。 

 貧乏人に生まれたのも、自分自身がその中で修行しようと、自らの魂が決定

して出てきたのだ。過去世の魂は、かつては王侯貴族であったかも知れない。

たとえ貧乏人、富豪の家に生まれようと、魂の修行に変わりはない、というこ

とだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ232 

 ・・・そうした人生の中で、精神的な悩みや生活の苦しみを逃げるため、あ

る者は形式的宗教に自己逃避し、ある者は過激な思想に走る。狂信、盲信の果

てはいずれも己の意識を自縄自縛し、組織の細胞と化したり、自己の脳細胞ま

でも狂わしてしまう結果を招くようになる。 

 自分が生まれてくるとき、あの世で約束したことなど上の空となり、神仏な

どはナンセンスと物質経済のみを追い求めるようになって行くのが人間である。

煩悩の愚かさといえよう。 

 やがて、一時の自己満足の夢破れ、人生に無常を感じたときはすでに遅く、

この世の卒業式となり、自己の業の上塗りをして、またあの世に帰って行く。

このような現象界を末法の世という。己の本来の仏性を遂に悟らずに、この世

限りの生命だからと思いこんで悪業を重ねる。 

 しかし事実は、すべての決裁は自分自身でしなければならないということで

ある。たとえあの世に帰ってもである。人間は、生存の間に、そのことをきび

しく悟らねばならない。 

 名誉、地位、金が何になるのだろうか。大地主や王侯といえども、それは現

世のみで通ずること、死んであの世へ、それらを持って行くことは不可能なの

である。ここを良く考えねばならない。持って行くことのできるものは、自分

の私利私欲に包まれた、黒い想念の光子体というあの世の乗り舟と、苦しみ悩

みを満載した己の魂のみである。 

 地獄で暮らすのも趣味というならそれも良い。しかし、たかだか七、八十年

の人生での失敗が、四百年、五百年にも匹敵する、あの世の地獄界で反省しな

ければならない結果を考えるならば、やはり線香花火に似た現象界での生であ

るとしても、無駄にすごすべきではあるまい。 

 思えば人間とは愚かな者、といわざるを得ない。人を信ずることができず、

己をも信ずることのない人々がいかに多いことか。 

 まことに現代とは、現代人とは、いかに末法の末期的な姿を示していること

か。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ244 

 あの世、実在界は、天上界、地獄界に大別されて、善悪がはっきりと区分さ

れている。なぜなら、慣性の法則と同様に、この現象界での人生航路の一生が
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意識に記録され、この世を去るときの状態であの世に帰り、しばらくは現世の

意識を持ち続けているからだ。 

 その行為と想念の、自分の心に反した意識の中は神仏の光がないために暗く、

自分の心に忠実に生活して正法を実践し、人々を慈悲と愛によって救ってきた

人間の意識は光に満ちている。 

 人間がこの現象界で生活をしてきた一切の善悪については、自分自身で裁き、

地獄極楽も自分で定め、罪の償いもまた自分自身でしなくてはならないのが、

あの世の掟なのである。 

 悟るも悟らぬも、己の心次第である。それには何人も干渉することは許され

ない。自分自身を安易にすることもきびしくすることも自らの力で(なくて)は

できない世界なのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ097 

 私達は、あらゆる国々を転生輪廻して、現在があるのである。 

 あるときはエジプトに、イスラエルに、インドに中国にと、人それぞれによ

って違っている。 

 私達の、潜在されている意識のなかには、その記憶がすべて記録されている。 

 物質や経済、地位といった肉体的条件を除いて、その人の今思っていること

や考えていること、自分の長所、欠点が、過去世と現世によって造り出されて

行く想念の、総計といえよう。 

 この記憶のテープレコーダーのスイッチを、私達は自らの誤った生活行為に

よって入れることができないだけだ。 

 そして、現在の生活環境は、自らの心を豊かにするための学習の場であると

いうことだ。 

 一秒、一秒の心と行ないの在り方が、私達の意識の記憶室にすべて記録され

て行く。 

 やがてこの世を去るとき、私達は、自らの善なる中道の心で、その想念の一

切を裁き、未来の国に行く人生の明暗を決定するのである。 

 死は恐ろしいものではなく、恐ろしいのは、人生航路の中道を踏みはずして

生活をした、人人の行為と想念であり、その人達には、それを償わなければな

らないきびしいつぐないの世界が待っているということだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ118 

 ・・・不自然な宗教の乱立も、世相の混乱とともに、人々の心のなかをむし

ばんで行く。 

 心を失った宗教家達によって、人々は小さな心に枠をはめられ、彼らの奴隷

になり下がっているのだ。信仰によって幸福になりたい、という気持は誰にも

解かるだろう。 
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 しかし、自分を失った狂信、盲信は、阿片より恐ろしいものだ。麻薬の常習

者は、その泥沼から勇気を持って脱出することが大事だといえよう。 

 人間性を失った宗教も、麻薬にもひとしいものだ。何人を折伏すれば、何人

を導けば、という約束では、人間の幸福は得られないということを知るべきで

はないだろうか。 

 自らが悟らずに、どうして他人を導くことができるだろうか。彼らの宗教は、

正法ではなく、商法にたけている人々の手口だということを、私達は悟らなく

てはならないだろう。 

 神仏が金を欲するか。否である。 

 人間が欲しがるのである。 

 指導者の地位と名誉のために欲しいのだ。 

 本当に、社会人類のためになる布施なら良いが、宗教指導者のふところをこ

やすためのものであってはならないだろう。社会人類の幸福を考えて実践して

いるものであるならば、布施の価値も現われてくるというものである。 

 大神殿、大仏殿は、造るべきものではないということを、私達は知らなくて

はならない。 

 神はすでに、すべてのものに、平等の慈愛と光りを与えてくれているからで、

それを受けないのは、私達一人一人の、自分の心と行ないが拒絶しているとい

うことなのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ255 

 ・・・不自然な宗教団体は、その内部において必ず権力闘争がくり返され、

常に疑問、疑問の渦のなかにおり、人々は苦しみながら生きているということ

を悟るべきであろう。 

 それは、地位と金だけが、彼らの魅力だからである。 

 彼らは、そこで、自らの心を地獄に売って、安らぎのない人生航路を送って

いる愚かな人々なのである。 

 そして、信者を食い物にして、浅ましい阿修羅界や餓鬼界を、自らの心のな

かに、また集団のなかに展開しているのだ。 

 それはもはや、仏教でもなければキリスト教でもない。もし、形を借りてい

るとしたなら、彼らは、仏教やキリスト教を、だしに使っている偽善者達であ

るといえよう。 

 その罪は、生きているうちに、家庭環境やその周囲に現われてくる現象によ

って償わなければならなくなるであろう。 

 また不調和な心の人々にも、神はきびしい警告を現象化するであろう。それ

は、自ら蒔いた悪の種の結果を刈りとるべき、神の子としての掟だからである。 

 すべて、他人のせいにすることなく、自らを反省してみることだ。そして、

中道という調和された、片よりのない正法を心の物差しとして、計ってみるこ

とが大切である。 
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 信じる信じないは別として、いやでも自らが自分の想念と行為を裁くときが

近づいているということを知らされるであろう。 

 そして、それから救われる道はただ一つ、自らの想念と行為を正して、誤り

を修正することである。 

 それには、勇気と決断が必要であろう。 

 一切の執着から離れて、人間らしい正しい生活をすること、それが自らを救

うことになる。 

 神の掟は、間違った道を教えている人々に適用されるからだ。 

 この泥沼から抜け出すのは、自らの心と行為以外にはないのだ。 

 そしてそれには、誰も力を貸すことはできないのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ267 

 ・・・信仰も同じことだ。 

 自らの力で生き、曇りのない正しい心で生活をしていれば、自然に、神の光

りによって満たされ、幸福になれるのだし、それが私達人類の親神に対する報

恩の行為ではないだろうか。 

 苦しみの原因は、人間自ら造り出しているのだ。 

 その苦しみの原因である心の曇りを払わないで、なぜ神の慈愛の光りを受け

られるだろうか。 

 私達は目覚めなくてはならない。 

 自らの欠点は、正しい中道の心の物差しを、自らの心のなかにしっかりと刻

み込んだとき、はっきりと悟れるだろう。 

 丸い豊かな広い心に、歪みを造ったのも、狭い心を造ったのも、他の人では

ない。自分自身であるということが解かったなら、欠点に対して、きびしく修

正することが大事なのである。 

 極端な考えや行ないは、必ず苦しみを造り出すものだ。 

 人間が思うことも、行なうことも、同じ結果が現われてくるものであるから、

しっかりと自分自身をみつめ、間違いを犯さないように努力すること、それが

きびしい修行なのである。 

 そして、間違いを犯してしまったなら、なぜ犯したのかを良く反省してみる

ことである。 

 その結果は、ほとんどが、自己保存、自我我欲に帰するものだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ271 

 天国の道には、人それぞれの道があるであろう。 

 この地上界から直接八正道の近道を行く者と、地上界から行くことができな

いで、きびしい地獄界を経て遠回りをして行く者もあるであろう。 

 八正道は、人生航路における心の重い荷物を下ろし、安らぎを得て、光明の
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道を歩くようなものだ。そのときあなたは、人々からも愛の手を差し伸べられ、

信頼されることであろう。 

 しかし、極端な心と行ないで生きる人々は、苦しみと悲しみの大きな荷物を

かついで端ぎ端ぎ山道を登るようなものだ。いつ谷底に落ちるか判らないだろ

う。 

 誰からも協力を得られないで、裏切られ、自ら孤独な人生を送ることになる

であろう。 

 権力の座に上ったときから、人々は、苦しみ始める。かつての業の、修行を

しなければならないからである。 

 心ない人間とは、まことに哀れな者である。 

 この世を去るときには、自らの、嘘のつけない善なる神の心が、人生で犯し

た自らの罪をきびしく裁くのである。 

 信じる信じないにかかわらず、私達は、人生航路の終焉が一秒一秒近づいて

いるということを、忘れてはならないだろう。 

 美しい花が人の眼を慰めるのも束の間、やがては散って行くのだ。 

 眼に映る一切の諸現象は、所詮、人間にとっては一場の夢である。 

 人生とは、無常なものである。 

 しかし、私達が、心に八正道の花を咲かせていれば、永遠に散ることのない、

美しい平和な安らぎのある世界という実りが持続されて行くのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ100 

 悪魔とは、人間の体に巣をつくる回虫のようなものなのである。回虫が体内

に巣をつくると、食べたものは皆それらに吸いとられ、人間はやがて衰弱して

死に至る。それと同じように、悪魔に魅入られると、人は正常心を失い、やた

らと闘争心がつのってくる。そして、自分に敵対するものは、情、容赦もなく、

これをたおさずにはすまなくなってくる。血をみて快感し、人の不幸に、冷然

としていられる。自分に意識がもどったときに、なぜあんなことをしたのだろ

う、と思うのである。しかし、もうこれでは遅いのだ。 

 人の不幸や悲しみを喜ぶ者はない。だが、自分と競争相手にあるとか、頭を

四六時中押さえつけている人が、たまたまそうした目に合うと、ざまあみろ、

という心を持たぬ人は少なかろう。悪魔は、そうした心のなかに、巣をつくる

のである。つまり、人の心のなかには、悪魔が、常に、ひそんでいるのである。 

 そうして、人の不幸をもて遊ぶ程度が深くなるにつれ、いつしか自分の体が

重くなり、環境が不調和になって、それから抜け出したいと願っても、もうど

うにもならなくなってゆくものである。悪魔は、人間がつくり出した業想念で

あり、悪のエネルギーである。人間社会が混乱し、人の心がすさんでくると、

悪魔となってあの世に帰った人間たちが、現象世界にひきよせられ、すさんだ

人の心にはいり、いっそう悪事を働くようになるのである。 
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人間釈迦① Ｐ162 

 神の子としての人間が、現象界において何故に悪をつくり出したか、不幸を

どうして生み出したか。 

 それは肉体の自分が自分であると思うようになり、肉体にまつわる諸々の考

え方が、本来、自由自在な心を、肉体の中に閉じこめてしまったためにほかな

らない。 

 全能の神が人間の不幸を予測できないはずはないと誰しも考えよう。不幸を

事前に、どうして防げないかと。では人間の親子がしばしばちがった方向にど

うして歩んでしまうのだろう。子供は成人すると親の自由にならない。子は子

としての人格と主体性を持っているからである。神と人間もこれと同じで、主

体性をもつ人間を自由には出来ない。自由に行使できる者は、神の子である人

間自身であるからである。 

 神は調和という中道の中で、厳然と生命の火を燃やしている。人間が、その

自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その分量だけ、

反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによって、神と人間の

絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計画されている。 

 人間の魂が肉体に宿ると五官にふりまわされる。五官とは眼、耳、鼻、舌、

身の五つである。この五官に、魂・意識が幻惑される。美しいものを見ると欲

しいと思う。気持の良い香りには心がひかれる。自分の都合のよい話には、つ

い乗ってしまう。舌ざわりのよい物は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身

を置きたい。肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 

 五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心を奪わ

れると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心の動きにあっ

たわけである。諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、五官に心を奪われる

六根という煩悩にあった。 

 さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）の想

念行為によって生み出されていった。 

 業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張ることに

よって作り出されて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざまな欲望が、

人間の神性仏性を侵して行く。 

 こうして人は、その意識を、あの世と、現象界であるこの世を循環するたび

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつくって、

輪廻している。 

 このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業を修正しなけ

ればならなくなった。 

 同時に、さまざまな執着を生み出して来たがために、神性の自分から次第に

遠のいていったのである。 

 しかし、人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、植物

は、この地上の環境を維持するための媒体物であって、人間は、それらの媒体

物を調和していく任を、神から与えられ、まかされているからである。 
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 その証拠に、己の心に偽りの証を立てることはできない。人にはウソはいえ

ても、自分には、ウソはいえない。文明文化は、人間の社会にのみあって、動

物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間である。動物、植物も

それぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし

彼らが人間になることは出来ない。人間も彼らにかわることはない。水が土に

なることができないのと同じである。 

 人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、神の

心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から離れること

である。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂がふれ

るよう努力を惜しんではならない。 

 一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんなに人類

がふえても、空気、水の質量は変らない。太陽の熱、光についても、その放射

する質量を変えることがない。人間社会には男と女が生存する。男女の比は常

に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自己保存、我欲に傾かない

かぎり、男女の比は均等に維持される。人間の肉体も、休息と運動という循環

から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続ければ、肉体的支障が現われ、精神

の平衡を失ってくる。 

 すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないようにで

きている。 

 悲しみや苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからである。 

 中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践するこ

とから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせれば、業の

修正は意外に早まるだろう。 

 反省の尺度は、八つの規範がモトである。「正見」「正思」「正語」「正業」「正

命」「正進」「正念」「正定」である。 

 人の心は、こうした規範を尺度として、毎日の生活行為の中で、正しく修正

されて行く。 

 人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱ぎ捨てなければな

らない。中道の心にふれると、こうした摂理が明らかになり、神の意識である

永遠の安らぎを保つことができよう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ149 

 ・・・多くの衆生は金銀財宝が幸福をもたらすものと思っております。また

ある者は社会的地位名誉が幸福の道と考えています。しかし、事実はこうした

ものは、欲望をより一層、そそる道具になっても、真の幸福をもたらすもので

はないでしょう。なぜなら、財や名誉というものは、生活の道具ではあっても、

心の支えにはならないからです。 

 外的なものは、すべて無常なものです。外界の事物は、一見、実在するかの
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ように見えても、時過ぎれば自然に帰って行きます。欲望はそうした常無きも

のを追い回し、自らの心に苦しみと悲しみのシミをつくり出します。足ること

を知り、欲望という貧しき心を除くための布施の行為は、自己の心を豊かにす

る功徳となるものです。 

 

 

人間釈迦② Ｐ266 

 ・・・幸福を心の外に求めると苦しみになります。金銀財宝、地位、名誉、

情欲、すべて無常なものであり、これらによって本当の幸福は得られないもの

です。満たされれば、また次の欲望が生まれ、悪の循環は尽きることがないで

しょう。 

 心はこの大自然のように無限に広がっています。欲望の心が外に向けば、足

ることを忘れてしまうのです。 

 しかし心の内に幸福を求める場合は、真の満足が得られるはずです。すでに

足ることを知っているために、執着から離れているからです。法を一切の物差

しとして生活した時は、他の一切の何物にも心を動かされることがなくなり、

本当の安らぎが得られ、悟りの境涯に入ることができるでしょう。 

 その時にこそ、真の仏国土が造り出されていきます。 

 

 

原説般若心経 Ｐ045 

 ・・・布施をしないと、狂信者や盲信者には罰が当たると脅迫している者も

いるが、そんな馬鹿なことは絶対ありません。 

 太陽の熱や光のエネルギーは、貧乏人だからとか、金持ちだからとか、地位

とか名誉によって、差別しているでしょうか。 

 神仏は、人によってえこひいきなど決してしません。 

 もしそんなことをするとしたら、それも、魔王や動物霊達の仕業以外にない

ということを知るべきでしょう。 

 八正道を、生活の柱としている心に曇りのない人々は、神仏の光明によって

満たされているものです。 

 罰というものは、自分の心と行ないが中道の生活から逸脱したとき、その暗

い想念や行為が生み出し一念三千の心の針が暗い地獄界に通じて現象化するも

のなのです。 

 原因はあくまで自分の中にある、ということを知らなければなりません。 

 不調和な恨み、嫉み、怒り、争い、増上慢、自我我欲、自己保存などの心を

持っている人々の心は．地獄界に通じ、心に安らぎはなく、肉体的にも不調和

になってしまうでしょう。 

 悪へ片よった心と行ないをしているから罰が当たるのです。 

 原因と結果の法則、つまり作用と反作用の法則というわけで、このことを考

えれば良く解ることでしょう。 
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 常に慈悲深く、愛に富み、勤勉で、偽りがなく、感謝の心を持って、報恩の

行為を実践している者達の心は、常に光明に包まれているのです。 

 このような私達の生活の中に、天上界の光の天使はその人々の幸福のために

協力をしてくれるのです。 

 逆に、心の不調和な人々には、地獄の魔王や動物霊達が、不幸になるために

協力します。どちらを選ぶかは当人次第ということです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ066 

 ・・・人間は、肉体的先祖や子孫に執着をもって、神の身体の一部である土

地や、財産への執着が絶ちがたく、乗り舟の執着に明け暮れて、遂に“空”実

在界のやがて帰るべき場所まで忘れ、墓や寺院に、また生まれた家や住居に執

着を残して自らの心を束縛して心の中に地獄界を作り出してしまう。 

 いかに財産があろうとも、地位があろうとも、執着を持ってしまうと、心に

曇りが生じ、肉体舟と同体になっている光子体の光を失ってしまうため、辿り

つく場所は、きびしい地獄界に行くだろう。 

 人間は、この現象界を去るときは、人生で体験した一切のこと、思ったこと

行なったことを持って行く。心の中のその記憶装置は精妙で、地上界の電算機

などの比ではない。 

 人生でなした行為と想念の決裁は、自らの善なる心が裁き、罪を犯した者は、

自ら罪を償う場所に行き、その原因がどこにあったかを発見して自覚するまで

そこにとどまるのだ。 

 

 

心の原点 Ｐ086 

 ・・・実在界や地獄界、すなわちあの世の霊囲気は、波動がこまかく、しか

も調和されて行くに従って精妙になって行く。 

 これに比し、現象界の波動は、固体的で不安定で、弱い。そのため、現象界

においては、原因と結果の輪廻が遅く、正しい判断がむずかしくなるのである。 

 内在されている九○％の意識は、転生輪廻の一切を記憶しているが、なかな

か思い出すことができないのだ。 

 不調和な想念の厚い曇りにおおわれて、通信がさえぎられているからである。 

 この現象界は、善と悪が混合して存在しているため、区別することがむずか

しい。それを区別することができるのは、正法を学び、生活に生かす以外にな

いといえよう。 

 あの世では、善と悪が霊囲気によってはっきりと段階が定まってしまう。そ

れは、心の広さがすべてを定めてしまうからだ。 

 コップのなかに、灰汁を少量入れて、水を注いでみよう。 

 時間が経つに従って、澄んだ水が上になり、濁っている水はコップの底に沈

澱するだろう。 
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 このように、あの世の仕組みも、その人の心と行ないが、正法にかなった生

活をしたかどうかで、光の量が異なって段階が定まってしまうのである。 

 人間の知恵によって、その位置が定まるのではないのだ。また、神の意思に

よって定まるものでもない。 

 あくまでも肉体舟の船頭である心の天国の支配者、すなわち自分自身の心が

決定するのである。 

 地獄行きも極楽行きも、自らの善なる心が、人生の一切を裁いたということ

だ。 

 肉体舟の支配者こそ、不変の己の魂なのである。 

 死はすべての終わりではなく、両親から与えられた肉体舟との別離にしかす

ぎない。 

 肉体舟は、この地球上に住む以外に必要はないし、あの世に持って帰れるも

のではないのだ。 

 心の窓が開かれれば、きびしい現象界であっても、生きている喜びは無限に

ある。 

 なぜならそれは、魂の兄弟達や、守護・指導霊が、常に私達の修行に力ぞえ

を惜しまないことがわかるからである。 

 

 

心の原点 Ｐ095 

 ・・・、自己保存や自我我欲、増上慢などが、その心に芽生えると、暗い霊

囲気に自らの心がおおわれてしまうため、指導霊や守護霊達の協力が得られな

くなる。 

 それどころか、地獄霊や動物霊、果ては魔王に、その心を犯されてしまうこ

とになる。 

 私達の心の動きは、そのように、善悪いずれにも変わりやすいのである。 

 正しい心の土台となる法則をしっかりと知らなくてはならないのはそのため

だ。 

 末法の世ともなると、人間は、判断する心の物差しを失いやすい。自ら混乱

して、不調和な社会を造り出して行く。 

 そうした不調和な種は、結局自ら刈りとらなくてはならないものだ。この世

で刈りとらなければ、きびしい地獄界でその不調和な心の修正を果たさなくて

はならない。 

 地獄界に行く決定も、自分に嘘のつけない善なる神の心が、自らの人生航路

での心の在り方と行為を裁くのだ。つまり、自らを自らが裁くということで、

それは公正無比な判断となっているのである。 

 

 

心の原点 Ｐ308 

 この現象界の万生万物は、すべて輪廻し、かたときも今の位置を保つことは
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できない。 

 無常の姿である。 

 人の想念も、輪廻の循環を続けている。悪い想念は、悪に通じる。 

 幸福を求めるならば、まず悪の想念から離れることだ。 

 怒り、憎しみ、そねみ、嫉妬、中傷など、こうした想念を摘みとり、責任、

博愛、勇気、智恵、努力、進歩、調和など、善の想念を抱くように心がけるこ

とだ。 

 人の幸不幸の根本は、毎日の想念と行為の結果にかかっている。 

 

 

心の原点 Ｐ308 

 多くの“物”を持つ者と持たない者。 

 そのどちらが幸せであろうか。持つ者か、持たない者か。 

 もし、持つ者がそれを失うまいとして、一層殖やそうとすれば苦しかろう。 

 持たない者が、それを欲すれば、欲望のとりことなる。 

 このいずれも不幸な者達であり、心の貧しい者達だ。 

 一日の食料は、数片のパンで足り、住居の空間は、数平方米で足りるのであ

る。 

 物の多少に幸、不幸があると考える人は、本当に不幸である。 

 なぜなら、あらゆる物質は、やがては、大地に還元されてしまうものだから

である。 

 人は、生まれたときも、死ぬときも、裸一つだということを、忘れてはなら

ないだろう。 

 幸せな人は失うもののない人で、常に足ることを悟って生活をする平和な心

の人々である。 

 

 

天使の再来 Ｐ033 

 肉体が自分と思ったら大間違いです。第一自分の肉体が自分の思うようにな

りますか。肉体が自分なら病気もしない筈ではありませんか。病気をしたり、

思うようにならないというのは、肉体は単に借り物にすぎない。魂の入れ物、

乗り舟にすぎないからなのです。 

 肉体はやがて、この現象界においてゆきます。肉体を焼けば、三合の灰に化

してしまいます。あるいは、二酸化炭素に殆んど変ってしまいます。燐酸カル

シュームというものに変わって、大自然に分解してしまうのです。 

 ところが、肉体を支配していた意識そのものは、次元のちがったあの世に帰

ってゆきます。その時の自分の姿は、光子量に基づいた光子細胞という肉体を

まとい、今度はあの世で生活するのです。その時、各人がこの現象界で、神仏

を信じないでいた者は、ダイレクトで地獄に落ちます。これは、各人が、自分

を自分で裁いていくのです。あの世に別な人がいて、あれこれ、指示するので
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はありません。各人の光子量が、その位置を決めるのです。 

 

 

心の指針 Ｐ025 

 地上界の信仰の中には神罰というのがあって、その信仰に疑問があっても、

神罰を恐れるあまり、盲信、狂信の道を歩んでしまいます。 

 常識で考えてみて、神仏が人間に罰を与えるかどうか、まず考えてみる必要

があるのです。 

 神仏というのは人間の親です。神仏の心は太陽の熱・光のように、善人、悪

人の差別なく、万人に惜しみなく与えてくれる慈悲の心しかありません。その

神仏が、一寸先も不明な人間に、どうして罰など与えましょう。 

 罰は、人間の心の黒い想念がつくりだすものなのです。 

 子の不幸を喜ぶ親がいないのと同じように、神仏は人間の幸せを常に願って

います。 

 信仰しないと罰を与える、お金を上げないと怒り出すなど、こういう神を、

恐れてはいけません。 

 罰は、正道に反した偽我の自分がつくることを知り、心と行ないの正道を悟

ることが大事です。 

 それが神の心なのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ116 

 聖書マタイ伝第五章で、イエスは、このようにいっています。「幸福なるかな、

心の貧しき者。天国はその人のものなり。幸福なるかな、柔和なる者。その人

は地を嗣がん。幸福なるかな、平和ならしむる者。その人は神の子と称へられ

ん……」 

 これはどういうことかというと、心の貧しいとは、おごる心のない者。柔和

とは心のおだやかなこと。平和ならしむる者とは、争いを好まぬことをいって

おり、こうした心を持った者は神の愛をうけ、天国の住者であるというのです。

こうした心は、自我が強くては生まれてきません。無私なる心、なさけの心が

なくてはでてこないのであります。 

 慈悲の心も、無私、なさけ、思いやりでありますが、愛もやはり同じなので

す。慈悲も愛も、ともに神の光ですから、同じでなければなりません。 

 ただ、愛は、その根本は慈悲と同じですが、働きとしては、「許し」であり、

相互扶助です。 

 もし、この地上に「許し」という免罪符がないとするなら、人間は、原罪と

いうカルマから、のがれることはできません。原罪とは、煩悩という神の子の

神性を汚す、想念行為をいうのです。しっと、怒り、偽我、欲望……。こうし

た想念は、神性であるべき己の心を毒します。しかし、人間が肉体を持ち、相

対界で生活していますと、どうしてもそうした想念にとらわれてしまいます。
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そこで、地上の人間を救うために、神は、愛の光を投げ与えてくれているので

す。 

 すなわち、「許し」という光です。 

 人間がその原罪を認め、ザンゲし、素直な心で新生しようとするとき、神は

その人に愛の手をさしのべ、その罪を許してくれるのです。 

 もうひとつ大事なことは「相互扶助」です。互いに助け合うことがなければ、

人は一人として立つことはできません。私たちの生活は、多くの人たちの愛の

上に成り立っています。 

 助け合う心は地上における光です。慈悲を、法の縦の光とすれば、愛は、こ

の地上界の横の光であるといえましょう。 

 

 

心眼を開く Ｐ142 

 ・・・平和のためにデモをする、幸福を得るために闘争をすることですが、

目的が平和ならば、手段も平和なはずです。目的が平和で、手段が闘争になり

ますと、目的も闘争になります。源平の争い、戦国時代の武将たちの盛衰をみ

れば、明らかです。彼らは平和を願いながら争い、平和を維持するために武力

を養ってきました。このために隣国の不信を招き、戦いから解放されることが

ありませんでした。 

 マホメットという人は、一方において平和を唱え、一方において武力を行使

しましたが、これは自己矛盾もはなはだしいといわねばなりません。 

 モーゼ、イエス、釈迦の生き方をみれば、武力というものが何を意味するか、

目的が平和ならば手段もまた平和でなければならないということがわかると思

います。 

 全体の幸福のためにデモる、世論を動かすにはこうする方が手っ取り早い、

と考えるのも無理はありません。しかし正法は内から外に及ぼして行くもので

す。といえば、正法の実践はどうあるべきかはあなたにもおわかりと思います。

全体の幸福を願うなら、まず自分自身の心を幸福にさせることです。幸福の何

かを知らずして、どうして、人にその幸福をわかち与えることが出来ましょう。

正法はまず己の幸福から出発します。そうして全体の中の一人一人の幸せが目

的です。一人一人がかすんだ、全体ではないことを知っていただきたいと思い

ます。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ037 

 『・・・本当の幸せというものは、外から得るものではなく、自分の心の中

から生み出すものです。どんなに恵まれた環境にいても、人をののしり、愚痴

を言うようでは不幸です。 

 なぜなら、幸、不幸のわかれ目は、心が安らいでいるか、安らいでいないか

に懸っているからです。肉体を持っていると、この点がどうしても理解できな
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いようです。どうしても、物にとらわれる。人がよく見えてくる。しかしね、

人は、生まれる時も、死ぬ時も一人です。 

 生きてる間も一人なんです。自分の苦しみ悲しみを理解できる者は、本当は

自分だけです。 

 人様ではありません。つまりね、この地上で、いま現在生きている者は自分

一人だということです。他の人たちは、自分が生きていくための、さまざまな

お手本ということです。 

 あなたが夜眠った時は何もわからない。そうですね。あなたは朝、目がさめ

て初めて、ああ、いま自分はここにいると気づき、夫のこと、子どものことを

考え始めるはずです。ということは、あなたがあって、夫や子どもがあるとい

うことではありませんか。あなたという存在がなければ、子どものことも、夫

のことも考えられないでしょう。子どもや、夫や、兄弟や隣人は、あなたが生

きていくための良きお手本なのです。 

 愚痴や嫉妬や怒りに燃える人たちの苦しみ。反対に人びとと調和し、愛情豊

かに生きていく安らいだ人を見る時に、あなたはそのどちらを選びますか。お

そらく、後者の方を選ぶでしょう。それでいいのです。人間は、みんな愛のも

とで生きていくようにできているからです。お互いが、人様のよきものを摂取

して、たがいに助け合って生きていくところに、よりよき幸せが生まれてくる

からです。 

 しかし、幸せは、まず、自分の心からつくりだしましょう。人様が幸せを持

ってくると思ってはいけません。そういうものではないし、そういうふうには

人間はできていないからです』 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ137 

 人の心は一念三千であり、その一念三千の心の針（思うこと、考えることの

方向）を、人間として正しい在り方に向ける努力がなされないと、苦悩は常に

自分から離れることはない。 

 苦しみ悲しみは、誰でもない自分が創作しているのである。 

 どんな環境に置かれようとも、人によってはその環境に支配されず、幸せを

生み出して行く者もいる。幸、不幸のわかれ目は何か。ほかでもない本人の心

の持ち方であり、現われているさまざまな事柄を、本人の心がそれをどう受け

取り、どう咀嚼するかにかかっている。 

 そこでその受け取り方、咀嚼の規準は何かといえば、自分自身を含めて、も

のに執着する心が強いと不幸をつくり、執着が少ないと心は常に晴れやかにな

っているということだ。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ002 

 霊の世界については大部分の人が疑心暗鬼であり、若い人、インテリ層の方
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はまず否定する方が多いと思います。なぜなら、体験者は数が少ない（実際に

は多いのだが…）、頭で理解できるものではないだけに当然のことです。 

 私たちの生活は、五官という感覚の世界で生活するように仕組まれており、

そこにまた人生の修行の姿があるわけなので、否定しがちになるか、否定する

のが常識だからです。けれども霊の世界は、私たち人間の心と表裏をなして存

在し、否定しようにも否定できないというのが現実です。 

 たとえば災難や不幸に見舞われると、人はよく「魔がさす」とか、不運とか

いって簡単に片付けます。しかし、魔とか、不運はそう簡単に現われるもので

はありませんが、それは、そのまま霊の世界をいい当てているものです。つま

り、魔がさすとは、その言葉通り不運や災難の場合、実際に魔が働き、その人

を不幸に陥れるのです。 

 魔は実際に存在するのだし、それは各人の心といつでも通じ合う仕組みにな

っているのです。想念はモノをつくり出す。想念という創造行為は、人間から

切り離すことはできません。したがって悪の思いを持てば悪が生み出され、愛

を人に施せば、愛が返ってきます。さらに、悪をいだいてあの世に帰った者は、

悪の世界で苦しみ、悪の想念でこの世で生活する者に集まってくるというのが

心の世界の法則であり、その作用なのです。魔はこうしたときに働き、人を不

幸にしてゆきます。 

 不幸や不運が、心の重荷をはずすことによって幸運と変わり、真に生き返っ

た人びとが私の周囲には何千人といます。こうした事実をみてくると、心の歪

がさまざまな波紋を描き、いかに多くの苦悩のドラマをつくってゆくか、恐る

べきことなのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ138 

 一見、この世の中は悪人が栄え、善人がしいたげられているようにみえます。

客観的にはそのように映ります。けれども、その悪人の心の中はどうであろう

かとみると、心の中は常に格闘の連続であり、客観的な幸福に比べ、中身が地

獄であるというのが実情なのです。 

 悪を犯して平気な人がおります。悪を悪と思えないような人。主観的には幸

福な人とみえますが、この場合でも地獄です。自分はなんともなくとも人の呪

いをうけます。ヒトラーは自分は善人だと思っていたかも知れません。しかし

多くの人びとを殺し、殺された者の怨念が消えるまでは無間地獄からのがれる

ことはできません。 

 天は決して不公平、不平等には扱っておりません。心のままの世界を、現実

の生活のうえに現わしております。それは地位、名誉、金といったものではな

く、この世も、あの世も、心が中心をなして回転しているからであります。 
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心行の言霊 Ｐ272 

 不幸の一 OO パーセントは自分の想念の在り方にありますから、幸福を望む

なら、中道の生活に軌道修正する必要があるわけです。 

 

 

大自然の波動と生命 Ｐ068 

 ・・・このように現象界で、いろいろな修行をした生命も、やがては自分自

体の肉体を去らなくてはならないのであります。 

 魂の乗り舟、肉体との決別であります。 

 いよいよ人生航路の成果を自分自体で調べ、ある者は地獄へ、ある者は天国

へと、自分で定めなくてはならないのであります。 
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3-2）【運命、嘘のない生活(丸山弘先生のご指導)】 

 

1999-8 月 Ｐ028【研修会ルポ】 

 (心の断面図を指して)これを魂＝意識とも言います。では『心』とは何なの

か？ その『心』とは意識の中心のこの一点なのです（円の中央の一点を指さ

れる）。内側の円は潜在意識と言います。 

 

 
 潜在意識は神と通じる心で、『良心』また『善我なる心』とも言います。こ

れは全体の九○％に当たります。外側の円は表面意識、高橋信次先生のお言葉

によれば『偽我』自分中心の世界で一○％です。そして潜在意識と表面意識の

境界にあるのが想念帯です。ビデオテープのような存在です。 

 ここには各人の今日までの一秒一秒の思ったこと、行ったことが、またその

裏の面には過去世の転生が全部記録されております。でも過去世の転生の間違

った記録は、反省出来ている人は消えておりますが反省できていない人は残っ

ております。この世に於いて人間は修行が目的であるから、私達はこのたった

一○％の表面意識で、日々思うこと行うことを判断して生きております。暗中

手探りの状態で生きております。 

 【運命】と言うものは、みんな明日こそ幸せになりたいと願望しております

が、しかし明日は誰にも分からないのです。なぜなら一○％の意識だからです。

明日が分からないため修行が出来るのです。ところが『何をやってもうまくい

かない人』『何をやってもスイスイとうまくいく人』これはどこに原因がある

かと言いますと、各人の【運命】は先程の想念帯で分かるのです。自分の思い

通りの運命と言う人は、この世で人助けを沢山した人で、想念帯は金色で記録

され、金色の光がいつも心から出ております。しかし怒り、恐痴、嫉み、そし

り、悪口、情欲、むさぼり、それに最も心を汚すのろい等の思い行ないをする



294 

 

と、この想念帯に黒い幕がつくられてゆきます。  

 この宇宙の法則は、循環の法則ですから、太陽のまわりを月が、衛星が回っ

ているように、私達の思い行ないも循環します。この想念帯にある思い行ない

もカルマとして循環しておりますので、この黒い幕はどんどん積もってきて、

表面意識の一○％をどんどん小さくします。そうするとこの間は一○％じゃな

く、二～三％になるのです。一○％でさえ明日の運命、今日の運命が分からな

いのに、二％や三％だと真っ暗な部屋を手探りで歩くようなものです。それで

失敗は当然多くなります。 

 こういうものの繰り返しをカルマと言います。業とも言います。『何をやっ

てもうまくいかない人』は、この想念帯が黒くなっている人です。私達はこの

想念帯が黒くならないように、まず怒り、愚痴、嫉み、そしり、悪口、情欲、

のろい等の思いを持たないように、一秒一秒の自分の今思っている事、行って

いる事を止観（止めて、観なさいという事です）して、そして反省によって浄

化しなくてはいけません。そうして自分の思いを変えていく。そして特に人助

けをすることです。最大の『人助け』は法の伝道です。一人でも多くの人を、

神の御心のままにこの地上界で修行されるように導く事です。私達がこの地上

界へ出てきた、特に正法にふれる縁を持った魂の最も大事な根源です。 

 私達は常に高橋信次先生のこのご慈悲のもとに今生かされています。神のも

とに生かされているということを良くご理解頂きたいと思います。神と通じて

いる心というものは一点なのです。主に通じて神に通じているのです。神と我

が心が繋がっているのです。ここからエネルギーを頂いているのです。このよ

うに神によって生かされているのです。ですから神と自分が向き合った生き方、

心の繋がった生き方を感謝して生きることが大事です。 

 自分の自我我欲のままに外れてしまうと必ず事故とか、怪我とか、病気とか

警戒信号が生じます。常に神仏を意識した思念、行いをもって毎日毎日を報恩

感謝の心で生きることです。そして自分が間違った時には直ちに、『大宇宙大

神霊・仏よ、今私は愚かな思い行ない（具体的に）をいたしました。過ちを犯

しました。何卒お許しください。大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えく

ださい、心に安らぎをお与えください』と直ちに謝罪をする事です。すると見

ていますと光がさっと入ります。調子が悪い時や、不安定な時にも常に光を頂

くことです。これは一日に何遍お願いしても、太陽の熱や光と一緒で光（大慈

悲）は無限にお与えくださいます。そして、皆さんには自分の与えられた役割

を全うして頂きたいのです。 

 

 

2000-2 月 Ｐ036【伝道だより】 

 自分にウソのない生活を実践することが大事です。自分にウソのつけない善

なる心にウソをつけば苦しくなります。貴方の心の中を見てください。静かに

目をつむって自分の心を想像してください。貴方の心の中には丁度徳川時代の

大奥で見る行けども行けども多くの唐紙があるような、これまでウソをついた
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ことが限り無く残っていないでしょうか。一つ点検して見てください。 

 一枚の唐紙は自分の父に対する嘘八百、一枚の唐紙は母に対する嘘八百、夫

に、妻に等あらゆる人にウソをついてこなかったか反省してください。このよ

うにこれまでについてきた『ウソ』を一つ一つ反省し、無くしてください。そ

の一人一人に本当に自分が心を裸にした真の心で接してきたか、本音で接して

きたか、そこを修正することが正法入門の原点です。それを実践しようと決意

しただけでも皆様の心は晴れ晴れと明るくなることでしょう。 

 ウソのない自分づくりを実践して行くことにより後光が頂けるようになるの

です。自分の良心に正直な生き方をする、嘘のない生活をすることが正法の根

本だということを知って頂きたいと思います。 

 これ迄の人生で頭で物事を考えて来た人は、一○％の表面意識に相談をして

来ていたのです。一○％の表面意識は偽我とお教え頂いていますが、つまり善・

悪の次元の心です。そういった人たちは、この正法の理解がなかなか深まらな

かったことと思います。それは今日までの長い人生の中でどうしても頭で考え

頭で判断して来た習性のためと思います。 

 これからは、自分にウソのつけない良心・善なる心に問いかける生き方に切

り替えてください。そうした努力を続けることにより、やがて、悦びや感激、

感動が体験出来るようになるでしょう。また法の理解も一段と正しく出来るよ

うになり、正法の偉大性もお分かりになられるものと思います。 

 そうして初めて私達は心から法の伝道が出来るようになり、素晴らしいこの

地上界における愛の実践をして行こう、人々に愛を差し上げよう、より高い魂

の次元に帰る心作りをしようと思える心になれるのです。世の中の迷える人々

を救う為に、生かす為には先ず己自身が法の学修実践により己自身の心を調和

することが大事です。そういう使命を持って皆様は今あの世で計画して来た通

り、大いなるお計らいとお導きを頂き、現在このように正法に帰依しておられ

るのです。まずそこに心からの感謝を捧げることが大切です。 

 そこで先ず何を為すべきかと申しますと、それは日々自分にウソのない生活

の実践を心がける事です。そうすることの積み重ねによって、初めてとらわれ

のない安らぎの生活、不動の心で自信のある生き方が出来るようになるのです。 

 何度も申し上げますが、お父さんにはこれ以上先のことは言えない、あの人

にはこれは言えないではなく、すべて自分自身の心を裸にした生活を実践する

ことが正法者としての原点であることを深く知って頂きたいと思います。 

 

 

2001-9 月 Ｐ034【伝道だより】 

 自分にウソの無い生活、家庭にウソの無い生活、夫婦にウソの無い生活、ウ

ソは故意に隠してはいないけれどウソを言っている場合もあって、自分の心に

ウソが無いかを見つめる事は難しい事です。しかし、それを実践する事で神仏

とは何か、愛とは何か、正しいとは何かが分かって来るようになります。 
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2002-3 月 Ｐ030【伝道だより】 

 私たちは少なくとも昨年一年間は自分の良心に嘘のない生活をする訓練をし

て来ました。もし出来ていない人は今日から実行してください。それを徹底的

にしないと、智慧には変わらないのです。 

 

 

2002-7 月 Ｐ052【伝道だより】 

 心を裸にして自分を語られた貴方は立派です。心を裸にして話すことは、ウ

ソのない生活の始まりです。ウソのない生活をするために、この学修会の場で、

心を裸にして語る訓練をさせて頂いているのです。ウソ八百、良い事ばかり並

べていたのでは、いつまで経っても法の中には生きられません。 

 それでいいんですよ。貴方が正しいことの証明は、貴方の体から今、美しい

淡い金色の後光が出ていることです。仮に貴方一人で法の学修をされたとした

ら、後光が出るまでに何十年もかかったかも知れませんが、学修会の場で心を

裸にして、自分の失敗談を発表する、それに対して私がより心の正しい在り方

を差し上げる、一ヵ月後にそのことを実践されたことについて発表される、こ

の繰り返しの中で、次第に心が浄化され、やがて後光が出るようになるのです。 

 

 

2003-6 月 Ｐ071【伝道だより】 

 高橋信次先生のお導きによる『八正道』に沿った正法による生活を実践する

ことです。一秒一秒ウソのない生活をすることです。 

 潜在意識の中心の一点の心は、どんな人も仏、神に通じているのです。です

から、人間は他人にはウソがつけますが、自分にはウソはつくことが出来ませ

ん。それが私達が神の子であるという証なのです。 

 始めはウソが出ても、『アーまた今出た、申し訳ありません』と瞬間反省し

て行けば、やがて実践出来るようになられるものと思います。夫婦、親子の間

でウソのない生活を心がけていきますと、段々出来るようになって行きます。

そうしますと、表面意識が潜在意識と調和した生き方が出来るようになります。

それが偉大な主のみ心に素直な生き方なのです。これが大調和なのです。 

 

 

2003-11 月 Ｐ041【伝導だより】 

 人間はみんな神の子です。ですから人間は誰もが自分にウソをつくことは出

来ないのです。ですから正法に触れて、私達が一番努力しなければならないこ

とは、自分にウソをつかないように決意することか大事です。 

 ・・・そういう過去の反省も大事ですが、過去の反省というのは自分の後に

山のようにあります。これは逃げては行かないのです。増えていくのは、今現

在ただ今、一日振り返って、朝起きてから寝るまでに、ウソをついたことなど、

反省材料が自分の前に山ほど積み上げられているのです。 
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 後の山を崩す前に、今当面は、前の山を切り崩す反省が大事です。 

 毎日毎日、一秒一秒の思うこと、行うことの中で、ウソのない生活をするこ

とです。ウソをつかない生活をしない限り、正法者とは言えません。 

 ・・・まず、夫婦が家庭でウソのない生活をすることです。ウソがないと家

庭が明るくなります。ウソをついて丸め込もうとしても、ウソは何時かバレて

大きな喧嘩になります。喧嘩ばかりしている両親のもとで育った子供は、心が

変形していきます。心が丸く豊かでない、変形するということは、正しく思う

こと、正しく行うことが出来ないのです。 

 一番大切なことは、独身時代正しい生きをして来たか、結婚して夫婦として

お互いに愛し合っていたかということです。本当にお互いに尊敬し、愛し合っ

ていなかったなら、夫婦生活の中の妊娠という子供を宿す、そこに不調和が生

まれるように思います。 

 妊娠する前後ご主人に対して非難する心がなかったか、ご主人を排他的に、

嫌だなと思わなかったか。両親の心の波動が子供の心にそのまま伝わります。

妊娠した瞬間から子供の細胞分裂に影響します。 

 正しくない思い行いについて、心から反省をすることにより、細胞分裂が正

常になることをお導き頂いています。 

 ・・・現在ただ今在るということは、原因があってその結果を今頂いている

のです。今悪いことがあるとしたら、何か必ず悪い原因を作っているのです。

結婚されて、お子様が、生まれつき眼が見えにくいとか難病であるとか色んな

お子様を持たれた方もおられると思いますが、始めからそれを望んでおられる

方一人もいないと思います。みんな円満で、身心とも健全な子供であって欲し

いと思っておられるに違いないのです。 

 残念乍ら現代医学では、正しい心の原因が分かってはいません。しかしこれ

は身ごもった瞬間、これは両親の心の不調和がそこに出ているのです。夫婦が

円満だったら、絶対そういうことはないのです。 

 

 

2006-1 月 Ｐ066【伝導だより】 

 私達は、他人にはウソ八百言えるけれども、自分自身の善なる心にはウソは

言えない存在であるとお教え頂いています。 

 表面意識一○パーセントに素直に生きている人は、物を中心に生きることが

非常に強くなり、肉体を中心にした生き方になってしまいます。しかし、潜在

意識九○パーセン卜に素直に生きている人は、神仏のみ心に沿った生き方をす

ることになります。 

 ですから潜在意識九○パーセントの意識は、いわゆる自分にはウソのつけな

い、他人にウソはつけても自分にはウソのつけない善なる心、良心であり、私

達はこの魂に相談して生きることが大切だということです。そうすれば自ずと

謙虚になる、とお導き頂いています。 
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3-3）【己を生かす・仕事（ご著書より）】 
 

心の指針 Ｐ105 

 ・・・何もかも一人で生きることは、事実上不可能ですし、社会生活という

永続性を持った生活は一人では期待できません。それぞれが持ち場を守り、そ

の分を果たすことによって自分も生かされ、他をも生かすことになるのです。 

 職業に就くということは、自分を生かすばかりか、他の人びととの協同生活

に欠かせない役割なのです。 

 私たちの肉体の機能を見ても、心臓は心臓として、胃腸は胃腸の働きを果た

すことによって体は維持されます。心臓や胃腸が勝手に動き、持場を放棄すれ

ば、私たちの肉体は一日として保つことは出来ません。 

 職業とはこのように、自分を生かし、他をも生かす大事な場です。 

 

 

心の対話 Ｐ014 

 正法とは、水の流れのようにとらわれがなく、万物を生かしながら、正しい

循環をくりかえし、水自体の生命をも永遠に生かしているものをいうわけです。

また水自体の生命が永遠であるということは、水の質量に変化のないことを意

味します。つまり、ふえもしなければ減りもしないということです。それは、

まさに物に片寄らない中道に水が生きているからといえるでしょう。 

 私たちの現実の生活に当てはめますと、物に執着し、心が片寄ると苦しみと

なって現われます。心が片寄ると、自分も苦しく、周囲もまた暗い雰囲気に包

まれてきます。これでは自分も生きないし、周囲も明るく生きられません。自

分を生かし、他を生かすには、正法にそった中道の生き方、つまり物にとらわ

れない水の流れのように生きてこそ、自分を生かし、他をも生かすことになり

ます。他を生かすとは愛のあらわれです。ですから、正法に生きるとは、愛に

生きることと同義語になるわけです。物にとらわれず、清冽な水のように他を

生かす愛の行為こそ、正法のかなめであり、正法の神髄といえるわけです。 

 

 

正法と経済 Ｐ014 

 現代は、分業化が進み、誰も彼も自給自足の生活が望めなくなって来ている。

これは人類の増加につれて、経済システムが合理化され、生活内容が向上され

て来た結果にほかならない。 

 経済生活の原則であり、そして、よりゆとりある文化生活、精神生活を求め

るために私達は最少の費用で最大の効果をあげる努力はこれからも続けられる

であろうし、この原則は、いかなる社会にあっても変わることはないだろう。 

 こうみてくると、私達は自分の生存を保つためにも、仕事を通して、他を生

かしながら生きて行かねばならない。 

 職業に就き、仕事をして行くことは人間として当然の義務であり、責任であ
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ろう。 

 さまざまな職業に就き、その道に励むことは、自分を生かし、他を生かすこ

とにほかならない。 

 そうしてこうした行為そのものは、全体を生かす調和の基礎となるのである。 

 すなわち職業に就き、仕事を為して行く事は、自然の摂理である助け合い、

補い合い、許し合う愛の行為につながる。 

 男女の和合を愛というのは、たがいに足りないものを補い合い、助け合うこ

とを意味しているからであり、仕事を通しての愛の行為とは、その仕事に自分

の能力を出し切り、他を生かすことなのである。 
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3-4）【己を生かす・仕事について(丸山弘先生のご指導)】 

 

1994-2 月 Ｐ044【伝導だより】 

 「自分の心が愛情に飢えていて、『欲しい、欲しい』の心では、決して他の

方に愛を差し上げることは出来ません。何故なら自分の器が空っぽだからです。

例えば『はい、パンあげるよ』と、大勢の中でパンを一個貰ったとしたら、自

分がひもじい時には人に分けて差し上げる事など考えず、真っ先になって食べ

てしまうでしょう。ひどい人になると、お腹がふくれたら、今度はそのパンを

自分のポケットにねじこむでしょう。 

 人間というのは、ある程度お腹がふくれた時になって初めて他の方に分けて

差し上げることが出来るものなのです。皆さん『そんなことないわ』と思って

おられるようですが、私の体験からしましても、人間とは極限になりますと、

真っ先に自分がかわいいものなのです。 

 では、このような愛情に飢えている、愛情不足の原因とは一体何でしょうか。

それは、生まれて育って来た環境において、お父さん、お母さんから十分な愛

情をいただく機会が少なかったからです。しかし、今更過ぎ去った過去をどう

することも出来ません。それでは、自分の心に愛を満たすにはどうしたらよい

のでしょうか。 

 まず過去の反省をすることと、高橋信次先生のご著書を読み、日夜法を学習

しながら、他の方に対して無所得の奉仕の行為をすることです。 

 私は、ここに思い至った時、『人釈迦(一)』の『女の布施』を思い出しまし

た。 

 病気の夫と大勢の子供達を抱え、貧しくひもじい生活をしている女性が、托

鉢に来られたお釈迦様に、自分のわずかしかないおかゆを分け与えたお話が書

いてありますが、この女性は何故ひもじいのにお釈迦様におかゆを分け与える

ことが出来たのでしょうか。それは、この女性の心が愛情に満たされていたか

らです。また、今目の前におられるお釈迦様が偉大な聖者であることを彼女の

真の心はきっと分かっておられたからだと思います。 

 この女性の布施によってお釈迦様はまっすぐに帰られて反省されました。こ

の時、悟りに至るための大きな勇気をこの女性からいただいたのでした。この

名もない一人の女性の真心によって、これほどまでにお釈迦様が大きく勇気を

もたれたことを深く考えてみなければならないのではないでしょうか。 

 確かにガランダやスダッタのように精舎を寄進したり、多額の喜捨をされた

方々もおられましましたが、布施とはこのようにして金額や物の多寡とは関係

がないのであります」 

 ・・・「反省する上での正しさの基準は八正道であると教えていただいてお

ります。 

 これをより分かり易く申し上げますと、『己を生かしているかな、相手を生

かしているかな』と点検することであります。自分ばっかり生かしても正しく

ありませんし、相手ばっかり生かしていても正しくありません。己を生かして
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初めて相手を生かす事が出来るのです。そして、相手の立場まで降りて、また

さらに降りて下からそっと手を差し伸べて持ち上げて差し上げることです」 

 ・・・「・・・自分の心を愛情で満たすために、無所得の奉仕の行為をされ

ればよろしいかと思います」 

 ・・・ある女性はこの日の師のお話を聞かせていただき、自分の心に愛情を

満たすためにはまず母の反省をすることが大事だと分からせていただきました、

とお話し下さいました。それに対して師は「それは間違いです。母の反省だけ

で心に愛情が満たされるでしょうか。反省は反省でそれは大事ですが、それよ

りも、貴方様がいつもご近所を掃いておられるように、無所得の奉仕の行為を

することが大切です」 

 

 

1995-5 月 Ｐ031【伝導だより】 

 ・・・私の知っている建設会社の経営者は、新規の顧客の獲得にばかり心を

向けているため、現在仕事をさせていただいているお客様やこれまで仕事をさ

せていただいたお客様に対しての心配りが出来ないために、次々とこれまでの

お客さんが離れて行き、また新規のお客さんとの取引もなく、わけて今日の景

気も重なって不安は増大するばかりのところに生きておられるようです。 

 このことを、法という物差しで眺め、どこにその貧しくなっていく原因があ

るのかというと、まず、現在只今仕事をいただいているお客さんに対して、悦

びがないのです。悦びがなければ感謝の心は生まれる筈もありません。現在の

お客さんに対して、感謝のない人ならば、当然のこと今日まで仕事をいただい

てきた多数の人に対しても感謝の思いはなかったと思います。 

 それは、今日まで神よりいただいてきた宝を総て捨ててきたのと一緒だと思

います。その宝ということにも気付かない愚かで貧しい心の持ち主だったから

なのです。 

 それでは、どうしたら良いかと言いますと、まず法を学び、現在只今いただ

いている仕事に対して、感謝の心で、一心込めた仕事をさせていただくことで

あります。次に、これまで仕事をお与えいただいたお客さんに対しても、常に

感謝の思いを捧げ、定期的に巡回訪問をしたり、または近くで火災があったり、

台風が吹いたりした等の気象異変等変事などの時には、直ぐ様すっ飛んでいく

などして最大の心配りをする、都合の悪いところ等を聞いて歩き、悪い所が見

つかったら早速飛んでいって修繕なり補修をさせていただくことです。 

 そうすれば、これまでのお客さんが周りの人々に対して、嬉しかったこと、

有難いことを話してくださり、自分が足を使って新規のお客さんを探して歩か

なくとも、自然に口コミによって、後ろの方からお客さんが追いかけてくるこ

とともなり、または前の方からも明かりに向かって虫が飛んでくるように集ま

ってくるのです。 

 その状態は、常に円を描いたような光の循環の中に住することとなるのです。

如何なる不況にも不安はありません。何故かといいますと、このような心の持
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ち方、生き方は報恩感謝の心の生き方であり、神仏のみ心に適った生き方であ

るからであります。 

 神仏を信じない人は、常に不安な心で生きております。真の神仏を知らない

人達は、何時も不安な心でいるために、その不安をなくするために、ただむや

みと前に向かって走ってばかりいるのです。でも不安は消える事なく、反って

益々増大するばかりであります。 

 

 

1997-10 月 Ｐ026【伝導だより】 

 事業は利益追求のために、明日の仕事を追いかけ、明日のお客様を求めて走

るという一直線を描いた道のりを走るのではなく、本来の事業のあり方という

ものは、今いただいているお客様に対して、最高の技術、最高の商品、最高の

サービスを提供することにより、お客様の口コミでお客様は後ろから追いかけ

て来るというように丸い円を描いたものなのです。そして、法に適った思い行

い、調和した家庭生活、夫婦生活が事業の基盤であり、そのためには、高橋信

次先生のご著書である『心の発見』、『人間釈迦』を拝読し、家庭と夫婦の調

和に努めることが大切です。 

 

 

1997-11 月 Ｐ030【伝導だより】 

 貴方のところが厳しい時は何処も厳しいのです。平等です。 

 人間がこの世に出て来た真の目的は地位・名誉・財産・お金ではありません。

丸く豊かな心を作ることにあり、それには、高橋信次先生のご著書をしっかり

拝読してください。神を信じ、法に適った命がけの己にきびしい生活をするこ

とです。その時必要なものは必要なとき天から与えられます。 

 今の経営者の人達は、何時も前ばかり見て儲けることばかり考えていますが、

それでは長続きしません。現在いただいているお客様に対して満足いただける

技術なり、商品なり、サービスを差し上げることが出来るよう全社員一丸とな

って調和していけば、必ず収益は後から付いて来ます。 

 そうして従業員の方達を家族のように思い愛することです。利益が上がった

ら一番先に分けてあげることです。そして何パーセン卜でもいいから地域社会

の恵まれない人のために寄附することも良いことでしょう。 

 経営者が先にばかり気を取られていると、只今に意識を集中することが出来

ません。意識は先と現在に二分することになれば心ある経営は出来ません。只

今只今が生涯です。この只今に意識を集中することが大事です。 

 

 

1999-9 月 Ｐ034【伝道だより】 

 ・・・(己を)生かすとは己を愛する事です。『愛する』ということは何か？ 

これは己を大切にすると言うことです。大切にすると言うことは、この人自身
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がまず相手に対して今思っている思いを正す事です。 

 『正しい』と言うことは、一寸止まって我が心の思いを「法」により点検し

正すことです。神仏は常に己自身を生かすようにと、己自身と同じ心の神の子

を眼前にお与えくださり、他は己の姿なりとお教えくださっているのです。「人

の振りみて我が振り直せ」であります。自分が自分自身を正すことです。まず

自分自身の思いを点検し正すことです。その精進努力が他人の心をも正すこと

になるのです。 

 肉親であろうと他人の心の中に手を入れてかき回す事ではありません。自分

自身の調和した姿を見て頂くことです。それには、常に自分自身を自分の目の

高さの位置に置き、常に自分はどうかなと、自分の思いを通して相手を見るこ

とが大切です。常に自分自身を自分の目の位置に置いていない人は、直接相手

の姿を見ます。そして見たことをあれこれ言うようになり、相互に傷つけ合う

ことになります。そこには止観がないからです。 

 他人の姿は己の姿なりです。自転車のペダルは、後輪だけを動かすのみで、

後輪の動きにより自動的に前輪が動くのと一緒です。自分の心が立派になった

ら、みんな人間の心は神仏と繋がっておりますから、相手にも伝わって行くの

です。 

 

 

1999-10 月 Ｐ034【伝道だより】 

 己を生かし他を生かすとは、己の心を正し、正した姿、生き様を周りの人に

供養することです。相手に対して、貴方はここがおかしいと言うことではあり

ません。自分を立派な姿にして、相手に供養することです。これが『己を生か

し、他を生かす』ことです。 

 

 

1999-10 月 Ｐ036【伝道だより】 

 己を生かすとは、自分の眼に映るもの、耳に聞こえるものを必ず心で止観し

て正しくすることです。 

 

 

1999-10 月 Ｐ038【伝道だより】 

 『己を生かす』ということは、この人はこんな嫌なところがあると言うので

はなく、自分自身にその嫌なところが見えるということは、神様がお前の心の

中にも同じものがあるから見えるので正しなさいとお導き下さっているのです。

他人に対して怒り、妬み、そしり、愚痴、悪口を投げつけてはいけません。 

 愚かな自分を見せていただいて有り難うございますと申し上げて、自分を正

す努力をする事が大切です。それが己を生かす事です。 
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1999-10 月 Ｐ041【伝道だより】 

 「己を生かし他を生かす」とは八正道を要約したもので、己を生かすとは己

を正すことであり、その己の姿を見せることによって他人もまた心を正すこと

となるのであります。 

 決して他人の心に手を入れてこうしなさいとあれこれ言うものではありませ

ん。 

 

 

1999-11 月 Ｐ041【伝道だより】 

 ある方が「今年高校に入学した息子が、町のスポーツクラブで空手を習いた

いと言い出しました。私も主人も猛反対したのですが、どうしても聞き入れて

くれません。どのように話したら宜しいでしょうか」と質問をされました。 

 先生は、「格闘技は、スポーツとはいえ、相手を攻撃すれば、必ず反作用と

して相手の仕返しがつきまとうものです。たとえ勝ったとしても、負けた側は

今度こそ相手を倒してやろうと思い、その念を自分が受けることになるでしょ

う。勝った負けたの闘争の意識に支配されるものです」とお話しされ、その後、

ある父親と二人の息子さんの例を引用され、子供の進むべき道は子供自身が決

めることが一番の幸せだということをお話しくださいました。 

 そして「息子さんにご著書を読むことを勧めてください、そうすれば息子さ

ん自身の心がどうすれば良いか判断されることでしょう」とご指導されました。 

 

 

2001-3 月 Ｐ009【私が気付かせて頂いたこと】会社員(男性)の方の投稿 

 私は高校を卒業してすぐに建設機械の販売や整備をしている会社に入社しま

した。入社してから機械の整備を三五年間してまいりました。 

 しかし四年ほど前に大変「ショックな出来事」が起きたのです。 

 それは会社の人事異動の時、部長に呼ばれて、「君は仕事は真面目にやるが、

みんなとの協調性がない。みんなが君と一緒に仕事をするのを嫌がるので、こ

れからは会社の保全管理の仕事をしてもらう」と言われたのです。 

 保全管理と言えば聞こえは良いのですが、会社や工場のゴミを集めて焼却炉

で焼く。溝のへドロの掃除。草刈り。工場の床のペンキ塗り。機械から出る大

量のオイルの処理。みんなが使った工具集めや修繕などでした。 

 私は部長に「こんな仕事はしたくないです。整備の仕事をしたいのです」と

訴えました。部長の返事は「人事で決めた事だからだめだ」という返事でした。

私は心の中で「どうせ二～三年我慢すれば現場に戻してもらえる」と思い、「何

時までですか」と聞くと「定年までだよ」と言われて、目の前が真っ暗になり

ました。 

 つまりは「これが嫌なら会社を辞めてもいいんだよ」と言う事だったのです。 

 それからは「苦悩の日々」の始まりでした。私は三五年間真面目に仕事をし

て来たのに、なんでこんな目に会わなければならないんだ。悪いのは会社の上
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司で私ではない、「今にみておれ」と思ったのでした。 

 五三年間生きて来て、これ程人を憎いと思ったのは初めてでした。 

 しかし現実は、辞令の下りたその日の朝からゴミ集めです、私は恥ずかしさ

と悔しさで下を向いて、涙をこらえながら仕事をしたのです。 

 でも私の心は、会社を辞めようかどうしようか揺れていました。 

 思いあまって学修会で丸山先生にお話をさせて頂きました。すると丸山先生

のご指導は「給料は当たるのでしょう。自分がかわいいでしょ」と言うお言葉

でした。愚かにも、私には先生のおっしゃられたお言葉の意味がよく分かりま

せんでした。 

 でも私の心は「冗談じゃない、三五年間まじめに仕事をしてきたのに、なん

でこんな目に会わなければならないのか、こんな汚いゴミ集めや、溝掃除、草

刈りをやる為に、会社に来ているのではないのだ」と言う思いで仕事をしてい

ました。それから一年ぐらいたって学修会で、このお話を丸山先生に再びいた

しました。その時の先生のご指導は「いいチャンスを与えられましたね。私も

国鉄時代に左遷させられたのですよ」と言われたのですが、まだ心は、何がい

いチャンスなものか、あれから最低の日々が続いている。これからどうすれば

良いのか不安の思いで一杯でした。 

 しかし丸山先生のご指導が心に引っ掛かって離れないのです。 

 「いいチャンス。私も左遷させられた」 

 先生は左遷がいいチャンスだと分かっておられて言われたのだなと思い、何

がいいチャンスなのか分かるまでやってみようと、それからは不平、不満の心

を少しでも無くそうと思って仕事に取り組むようにしました。でも心はそんな

に変われることが出来ないことを、思い知らされるのです。 

 何故なら、みんなの前を通りゴミを集めて歩くのが恥ずかしくて、下を向い

て集めて行くのが精一杯でした。 

 それから一年間ぐらいは、不平や不満の思いで我慢をしながら仕事をしてお

りました。しかし、二年目を過ぎたころからは少しずつ仕事にも慣れ、前向き

にやれるようになってまいりました。 

 その頃からでしょうか、丸山先生からのご指導の意味が少し分かって来たよ

うに思うようになりました。 

 そうだ、私は仕事の内容にこだわっていたのです。どんな仕事をしていても

会社は給料をくださっているのです。そのお陰で私の家族は生活をしているの

でした。そんな当たり前のことが分かっていない自分に、気付いたのでした。 

 先生はよく正法のまえに「常識、礼儀、報恩感謝」が大切ですよ、と教えて

くださっておられることが、心に響いてきたのです。 

 それからは、今まで会社や仕事に対して、どのような心でして来たかを振り

返り、反省し、考えるようになりました。 

 すると見えて来たのです。会社や上司への不平不満、給料が安い、難しくて

汚い仕事はいやがり文句を言っている。こんな自分が見えて来たのでした。こ

れでは左遷されても仕方がないなと思い、原因はすべて自分にあると、自分の



306 

 

心に認めた時から自分の欠点を修正して、「法を実践させてもらうチャンス」

だと言うことに、やっと気付かせて頂きました。 

 それから仕事は、「会社や人が与えるのではなく、神仏が与えてくださる」

との思いでさせて頂くようになりました。 

 また、会社の設備や道具の不備な所を見つけては修繕をしたり、みんなが仕

事をするときに、やりやすいような工具を工夫したり、製作したりするように

なりました。なるべく良いと思う事は、積極的にするようになりました。 

 今では本社や、支社などの工場などのゴミの収集や、設備の保守改善を任せ

てもらっています。 

 私はこの様な体験を通して気付かさせて頂いたことは、ゴミを集めることや、

溝掃除などは、汚い仕事で惨めだと思い、仕事に上下を作り差別や偏見をもっ

ておりました。 

 私は今日まで、師、丸山先生にご指導して頂いた「法を中心」ではなく、世

の中、人、会社、自分を中心に生活をして、自己中心的な全く正法から離れた

自分を作ってきたのでした。偉大なる主、高橋信次先生のみ教えを心において、

毎日の出来事は「神仏がお与えくださるもの」と思うようにならせて頂き、す

べてを受け入れて、微力ながら日々心に悦びを頂いて仕事をさせて頂くように

なりました。 

 また一日、一日が生涯であり、明日がないことを思わせて頂いております。 

 「大宇宙大神霊・仏、高橋信次先生」師、丸山先生、正法にご縁を頂き、今

日まで導いてくださり、感謝しても感謝しきれないくらい、有り難く感謝いた

します。 

 またこのようなつたない文を書かせて頂く機会をお与え頂き、大変感謝して

おります。最後に、先生から「貴方は、会社の中で社長よりも誰よりも神仏を

最も心深く感じるようになられた最も幸せな方です」と言われました。私はこ

のお言葉を大切にして残された人生に感謝を捧げながら生きたいと思います。 

 

 

2001-3 月 Ｐ031【伝道だより】 

 会社を経営されておられる方が、「昨日、工場内で、気の合わない二人の女

性がとうとう衝突してしまいました。女性ですから暴力沙汰というわけではあ

りませんが、一人の方がこの方とは一緒に仕事は出来ないと、泣きながら訴え

てまいりました」とお話しされ、先生は、その方に、「貴方の会社には、類は

類を持って集まるように、貴方の波動に応じた方が集まっているのです。あな

たが変われば皆さんも素晴らしく変わられると思います。あの人がいるから勤

めたくないという人には来て貰わないことです。そういう人がいますと調和が

乱れます」とご指導されました。 
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2001-3 月 Ｐ034【伝道だより】 

 ある方が「今年の三月に学校を卒業するのですが、就職活動がなかなかうま

く行かず、まだ決まっていません」と話されました。先生は 

 「あなたは学校の先生に感謝の心がありますか。私はかつて二つの会社を経

営していた頃、感謝の心づくりをするために、会社の事務所やトイレを掃除し

たり、あるいは近所の道路の清掃とゴミ拾いをいたしました。そして、夜休む

前、お得意さんに対して何十回も『お蔭様で今日を頂き、ありがとうございま

す』と申し上げました。百回も申し上げますと自然に涙が出てくるものです。

そして、約二七年間に亘る厳しい事業経営を乗り切ることが出来ました。貴方

も神仏に対して、心からの感謝を申し上げ、神仏のみ心に適った生き方が出来

るようになられたとき、就職が決まると思います」 

 と話されました。 

 

 

2001-4 月 Ｐ033【伝道だより】 

 ある経営者の方が、「私は、従業員の方に日頃の感謝の意を込めて正社員や

パートの区別なく誕生日に花束と感謝の言葉を一言書いたカードを渡すことに

したところ、皆さんがとても喜んでくださいました」とお話しされたところ、

先生は、 

 「花束をもらって従業員の方は本心から喜んでおられると思いますか。そう

思われるならあなたは従業員の心が解ってはおられませんね。時給何百円かで

働いているパートの方が花を貰っても『こんなものもらっても……』と困るだ

けです。それでは花も生かされません。それよりも、もっと従業員が心から喜

ばれることを差し上げることです」 

 とご指導されました。 

 その方の奥様は、「私が主人から花束をもらった時とてもうれしかったもの

ですから、きっと従業員の方もうれしいのではないかと思いました」とお話し

されたところ、先生は 

 「それは、あなたがご主人様からもらったからうれしかったのです。また、

あなたはパートで働いたことがありますか。パートの人はどんな思いで働いて

いるか考えてみてください。もっと従業員の立場に立ってあげることです。花

やカードをあげることは、あなたの自己満足でしかありません。従業員が本当

に喜ぶことは、お金を差し上げることです。花もカードも止めて、少しでも多

くお金を差し上げることです。それが、心在る思いやりだと思います。かつて

私も経営者としての経験がありますが、従業員を探す苦労を知っていますから、

働いてくださる従業員の方には心から感謝いたしました。経営者は従業員を家

族と思って大切にしてあげることです。もしもこの私の提案が理解出来ません

でしたら、貴方方社長様ご夫妻様には、一度パートの人達と同額の給料で生活

体験をして見られることです。そうしたら一段と深い愛がお分かりになられる

ものと思います」 
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 とご指導されました。 

 

 

2001-6 月 Ｐ060【伝道だより】 

 ・・・昨年の感謝の会では、先生より『よく来られましたね。お仕事はどう

ですか』とお尋ねくださり、私は『はあ、あまり芳しくありません』と申しま

すと、先生は『でも、今日来られたでしょう』と言って頂いたのですが、私は

『はい、でも、明日はどうなるか分からないのです』と申しました。 

 すると先生はさらに『明日がないということより、今日来られたことをまず

悦ぶことが大事です。明日への不安を嘆くより、今日あることをまず悦ばない

と明るい明日はありません。今あることをもっともっと悦ぶことが大事ですね』

とお教え頂きました。 

 

 

2001-6 月 Ｐ061【伝道だより】 

 ある方は「私は左官業をしておりますが、現在失業中です。これまでどうい

う訳か、自分が嫌だなぁと思う会社には仕事がたくさんあり、ここは良い会社

だなぁ、長くいたいなぁと思う会社には仕事がなく、やむなく辞めねばならな

いような羽目になります」とお話しされました。 

 先生は即座に「貴方様が嫌だと思う会社こそ、今の貴方様にとって最も役立

つ所です。嫌な会社にこそ行くべきです。そこで見る嫌な人の姿は同じ嫌な所

が自分にもないかなぁ、と点検することにより自分の欠点を早く直す機会を頂

いているのです。神が、おまえにもこのような嫌な姿がないか、ここで自分を

振り返って見なさいという、貴方様を一時でも早く立派な人間にするための神

仏の慈悲なのです。そこでいろいろ学んだことは、将来貴方様が親方になって

人を使うようになったとき、必ず役に立つはずです。 

 居心地が良い悪い、嫌だとか良いとかいうのは、貴方様の都合で見ているか

らです。嫌な会社に仕事があるなら、そこへ行かれたら良いと思いますよ」と。 

 

 

2002-4 月 Ｐ041【伝道だより】 

 ・・・お店の経営方法に関して、「物質的や金銭的に満たされているかどう

かではなく、心が幸せになれるように、心から自分が持っているものを出し合

い、ご家族で智慧を出し合って、どうしたら上手くいくか相談してください。

必ずいい智慧が浮かんでお店は上手くいくようになります。難しい試練が与え

られていることは神からの慈悲です。苦しみの分だけ、乗り越えた時の悦びが

大きくなります。 

 また、守護霊様に自分達が普段気付いていない改善点を教えて頂くこともい

いでしょう。その際には『守護霊様、どうか私達が気付いていないことをお導

きください』とお願いしてください。何か気付いていないことをお導き頂ける
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かも知れません」と愛一杯のご指導を頂きました。 

 

 

2002-4 月 Ｐ043【伝道だより】 

 法学部の学生として東京で勉学中の方のご指導を通して、先生は 

 「友人の知人の裁判官が日経の『私の履歴書』に『私は法律書を持たず、常

に聖書を持って最高裁へ通っていた。人間の作った法律に頼ることなく、イエ

ス様の説かれた法を中心として何事も判断している』と書いてありました。貴

方様もイエス様の説かれた法よりも、偉大なる主・高橋信次先生の説かれたみ

教えに触れておられるのですから、そのみ数えを中心に自分を見つめていくこ

とが大切です。 

 何万といる弁護士の、その数の分だけ法律の解釈が出来るということを忘れ

ないでください。しかし正法の理解は一つしかありません。神の心は一つです。

それを分からない人は高橋信次先生のみ教えを幾通りにも見ていくのです。そ

して間違った道に入って行ってしまうのです。 

 貴方様は法律家を指導する立場を目指し、世の中に何万人といる法律家に、

『職業で食べるのではなく、神を頼りとして生きなさい』と言ってあげること

が出来るように努力をして行くことです。あるいは大学に残って法律以上の大

切なものがあると伝えることも出来るはずです。 

 自分にはそうしたことの出来る能力がないと自分の頭を押さえてはいけませ

ん。神のもと、無限大の希望や、目的を持って行ってください。学生の間は学

校の仕組みの通りに学べば良く、自分はそれ以上の乗り越えたものを持って勉

強しているということを常に心に持っていてくださればそれでいいのです」 

 とご指導くださいました。 

 

 

2002-5 月 Ｐ064【伝道だより】 

 スーパーの経営者である方の奥様が、・・・次のようなご相談をされました。 

 「今度、ある部門の責任者を新たに採用することになり、ある方が働きたい

ということで来られたのですが、その方は今まで働いて来られた職場では人間

関係等においていろいろと評判の悪い方でしたので、その方は是非働かせて欲

しいと懇願されるのですが、他の幹部の方は反対しているそうです。 

 しかし主人は、採用するかしないか、人を選ぶこと自体が裁きではなかろう

かと思う。この方も神によりご縁があってお与え頂いたのだから、雇ってあげ

ることが正しいことではないかと言われます。私は、法から見てこのような思

い方が正しいかどうか分からないのです」と、お話しされました。 

 先生は、「では、貴方様にはお嬢様が三人おられますが、やがてどなたか結

婚してご養子様を迎えられることになった時、貴方様はどこの誰かも分からな

い、突然目の前にきた人を直ちに迎えることが出来ますか」とその方に質問さ

れたところ、「それは嫌です」とお答えされると、先生は、 



310 

 

 「そうでしょう。ですから人を採用する場合も同じで、来る人を全部受け入

れるべきではありません。自分の会社も生かされ、またその人も生かされる人

を選んで採用することが大事です。そのためには自分が足を使って良い人はい

ないか探すことも経営者の大事な道であり、良い人を見つける努力をしなくて

は良い人は与えられないと思います。 

 貴方様が言われたようなことは、相手の方が正法を学んでおられるのならと

もかく、そうではないのですから、自分の目で正しく判断し、良い人を選んで

採用するようにされることが大事です」 

 とご指導されました。 

 

 

2002-10 月 Ｐ054【伝道だより】 

 （・・・お父様の癌の病状について質問された方に対して）先生は、 

 「・・・と申しますのは、警察官というお仕事は、非常に心に葛藤を起こし

やすい仕事なんです。・・・イエス様には、『人は人を裁くことは出来ない』

とお導きくださっていますが、しかし警察官は、人間が作った法律によって人

を裁かねばならないからです。心の中で非常に人を裁く思いが強くなるのでは

ないかと思います。 

 また法律は、世の中がより調和するために作られた菩薩心の現われだと、主・

高橋信次先生にはお説きくださっていますが、人の作った法律は、神理とは異

なり永遠のものではなく、世の中の状況に応じてクルクルと変わります。その

ため裁く尺度も変わらざるを得ないのです。 

 しかし神仏に通じている善なる心は、人は人を裁けないことを知っています

ので、警察官は法律によって人を裁かねばならないという、この二つのことで

非常に心が苦しむことになると思います。警察官として仕事に真面目であれば

あるほど法律に忠実であろうとするでしょう。それだけに仕事熱心なお父様は

自覚しておられなかったかも知れませんが、心の葛藤が大きかったのではない

でしょうか。お父様のご病気の原因はその辺にもあるのではないでしょうか。

ですから、貴方は今私がし上げた事を分かりやすくお話ししてあげることによ

り、反省も進むのではないかと思います」 

 とお話しくださいました。 

 

 

2003-2 月 Ｐ052【伝道だより】 

 競争社会から家庭に帰ったとき、必ず自分を見つめる反省のひとときを持つ

ことが大事です。その時に、親会社として、子会社に対して、如何に『己を生

かし、他を生かす』愛の実践が出来ているか、特に厳しい時は、親会社は自社

の利益を削ってでも子会社に対して、大きな思いやり、助け合う愛を与えるよ

うにすることにより、やがて親会社も生かされるのです。 

 自分さえよければ他はどうなってもよい、子会社から絞れるだけ絞り取って
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やれという大企業は、やがて必ず潰れてしまいます。大企業は己を生かし、他

を生かすべきなのです。夜の反省の中で、法を学修しこのような反省を深める

中から信念というものが生まれてきます。 

 そして、自分がもし社長の立場だったらどのようにするだろうかと考え、事

業にも愛が必要なこと、自社が生き残るために子会社を絞り取るような大企業

は繁栄しないということをレポートに書いて、幹部に対して、意見具申される

ことが法を学んでいる者として大事な実践です。その結果、左遷されてもいい

じゃないですか。自分は左遷されてもいいんだという捨て身で努力すれば、そ

れが今、神仏から貴方が試されていることに気付かれるものと思います。 

 そのような貴方であれば、いずれその会社になくてはならない存在になり、

貴方がいたからこの会社が繁栄し、私達も今日が在るのだと感謝される存在に

なることは間違いないと思います。 

 

 

2003-2 月 Ｐ054【伝道だより】 

 法に適った生き方、思いやりを実践していけば、仕事は必ず成功するのです。

それは「愛」です。 

 会社の都合ばかり押し付けず、どれだけお客様の立場に立って仕事が出来る

か、「愛の心」があれば自然と智慧が出てくるのです。それには、家に帰って

夜静かに法の学修をし、今日一日を振り返る反省をし、神性の自分を取り戻す

時間を持つことが肝要です。その反省の中で、いろいろな智慧が涌いて来て、

明日への勇気と、仕事へのエネルギーが頂けるのです。 

 

 

2003-2 月 Ｐ076【伝道だより】 

 ・・・ある大型家電販売店に再就職するに際し、先生に未経験の接客業に対

するご指導をお願いしたところ、先生は次のようにご指導くださいました。 

 お客様に対しては、 

一、腰を七重にも八重にも折り、常に笑顔で応対させて頂く。 

二、お客様から頂いた情報をノートに整理すること。（何を買われたか。電気

関係の中でも特に何に興味を持っておられるか。玄人の方か素人の方か。その

方の印象等） 

三、名刺を渡し、次からは自分に声をかけてくださるようにお願いする。 

四、常にお客様の立場に立って最も品質の良い商品を販売する。 

 

 同僚の従業員に対しては、 

一、常に誰方にも謙虚な態度で丁寧に挨拶をする。 

二、絶対に人の悪口を言ってはいけない。また悪口の輪の中に絶対に入らない

こと。 
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2003-3 月 Ｐ052【伝道だより】 

 ・・・職場でも同じです。責任者と周りの幹部が常に夫婦のように心を裸に

して話し合っていないと、経営についての智慧と調和は生まれて来ないと思い

ます。幹部と部下が常に話し合い愛のある職場は調和し、必ず良い智慧が湧き

業績も伸び発展することは間違いないと思います。何故なら法を中心に調和し

ているからです。神仏のみ心に素直な人たちの集まりだからです。 

 

 

2003-5 月 Ｐ070【むすび】 

 長年続いている厳しい経済環境の中で、会社の目的が正法に沿わないために、

働く者の悩みをどう解決するかについて、偉大な主・高橋信次先生の『時の言

葉・組織と個人』の中から次のように転載させて頂きました。 

 『個人の目的と会社の目的とが必ずしも一致しないことは、今日のような自

由社会にあっては当然起こってこようが、しかし、作用・反作用の法則という

ものは、前述のようにどんな場合にも働いてくるものなので、目的が異なるか

らといって仕事そのものを加減してはならないだろう。 

 会社は利益を目的として動いており、会社で働く者は、その環境に感謝し、

報恩の行為が必要であろう。また労使の感情を除き、対話をもととした調和さ

れた環境をつくって行くことに意をつくすことも当然である。 

 問題はその利益をどう処理してゆくかが、その会社の経営者なり、従業員の

考え方にかかってくる。つまり、正法に適っているかどうかである。 

 個人の悩みは大抵、肉体的不調和と生活苦、環境に対する不満、責任の転嫁、

逃避などが多い。会社と個人の目的はしばしば一致しないことが起こってこよ

うが、しかしだからといって、その組織を離れては家庭を破壊し、自分を失う

ことにもなってこよう。 

 組織は地上生活にとって欠くことのできないものであり、組織は肉体とみれ

ばよいのである。肉体を否定すれば人間を否定することにもなるので、要は、

これにふり回されず、そうした環境の中で己の魂をどれほど磨いてゆくかが修

行の大きな目的である。 

 自分が変わると周囲が変わってくるものであり、環境が変わる必要がおこれ

ば変わらざるを得なくなるものである。どんな場合にも、まず自分をつくるこ

とに意をつくすことが正法の要といえよう』 

 

 

2004-6 月 Ｐ088【伝導だより】 

 貴方様が社員に対してカチンと来たときは、自分が上から社員を見ていると

きなのです。自分を社員の下座に置いたときには、何を言われても、カチンと

来ることはないのです。 
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2004-8 月 Ｐ090【伝道だより】 

 ・・・その人の良いところを頂こうという心で良い所だけを見る。それが、

己を生かし、他を生かす愛の心で見ることなのです。 

 まずお店に来てくださったことに感謝されることが一番大事です。そしてボ

タン一つであろうと、百個でも千個でも見せて差し上げ選んで頂くことが大事

です。そうすることにより商談が成立するのです。裁いている人とは成立しな

いと思います。 

 

 

2005-7 月 Ｐ082【伝道だより】 

 己を生かし他を生かしているつもりでも、家庭や仕事が不調和でうまくいっ

ていないとしたら、それは己を生かしていると思いながら、どこかで、己を殺

し他（家族等）を殺していたのです。 

 常に己を生かし、相手を生かす努力をしているかについて点検する、このよ

うな正しい生き方が思いやりであり、生かし合うということです。 

 

 

2005-7 月 Ｐ088【伝道だより】 

 正法実践の基本は八正道でありますが、八正道の前の一番簡単な点検方法は、

『己を生かし、他を生かす』物差しにより、常に点検することが大事でありま

す。 

 

 

2005-8 月 Ｐ094【伝道だより】 

 『己を生かし、他を生かす』、これは、一番のキーポイントは謙虚です。相

手がいくら間違っていようが、まず自分自身の心を大切にすることが第一です。

『己を生かし』ということは、まず自分を大切にすることです。それが謙虚で

す。いくら自分が知っていても相手の上に上がってはいけません。謙虚が始ま

りです。 

 

 

2006-3 月 Ｐ054【伝導だより】 

 ・・・人間としての根本は、両親に対する報恩感謝ではないかと思います。

事業を初め、何をやってもうまく行かなかったり、正法の伝道や勉強に精進努

力しても、何か心が満たされないとしたら、両親への報恩感謝が十分に出来て

いないため、そのことが自分でも知らないうちに、苦しみとなっているからだ

と思います。 
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2006-4 月 Ｐ067【伝導だより】 

 大方の企業には、それぞれ経営者や個人の信仰があり、殆どそれが正しくな

いため、倒産の原因になっているのではないかと思いました。 

 正法から見ますと、その宗教観や間違った思想が地獄霊を呼び込んでいるた

めではないかと思います。 

 決してお金の問題だけでなく、むしろ、そこに集まっている労使の心の在り

方、調和に原因があるのではないかと思います。 

 新たに会社を再生される事業家も正法を学ばれ、経営者としての考えを、一

人の人間の考えでなく、大自然を通してお示し頂いている万古不偏の正法を学

修することから始めることが大事だと思いました。 

 

 

2006-7 月 Ｐ057【伝道だより】 

 ・・・まず自分を法により正しく愛することが出来なかったら、人様を愛す

ることは不可能と思います。『己を生かし他を生かす』という修行を、長年日々

実践していますが、その方法は、どうすべきかと申しますと、まず、日々ご著

書を拝読して、その中に書かれてあることを一つでも毎日必ず実行し、反省す

ることが大事です。まず自分を正しく生かす努力をしていなかったら、当然、

人を生かすことは出来ないのです。 

 ・・・正法ははっきりとしています。唯一、自分の精進しかありません。自

分が光りに包まれていなくて、周りの人に安らぎを与えることは出来ません。

目的ばかりに走っていては何事も出来ません。自分の足下からきっちりしない

と大変危険です。 

 ・・・自分の心を引っ張り出してみて、起きてから寝るまで何があったか、

何を思ったかを反省して椅麗に整理して、汚れが一つも無いようにして寝る。

そういうことを反省と言います。それは厳然と、神仏様には、見ておられます。

誤魔化しようも何もありません。 

 

 

2006-8 月 Ｐ057【伝導だより】 

 ある方が 

 「先生より、仕事も頭で考えないで、心で考えるようにすることについてお

話し頂きました。常に、仕事を始める前に『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光

をお与えください。心に安らぎをお与えください。我が心を正し一切の魔より

お守りください』と祈り、仕事が終わると、『大宇宙大神霊・仏様、我が心に

光をお与え頂きまして有り難うございます。我が心の中に在す守護・指導霊様、

我が心を正しくお導き下さいまして有り難うございます。有り難うございます』

と祈らせていただくようにお聞きし、実践させて頂きました。 

 先生より、丁度仕事の大きな山の直前にご指導頂き、有り難くもそれを乗り

越えられ、上司の方からも期待され、高く評価を頂くようになりました。毎日
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心で考えることを心がけていく中、仕事でも止観出来るようになり、今まで法

を中心とした思いで仕事をしていなかったことも反省させて頂き、特に『心で

思うこと』が大事だと心から思わせて頂いています。常に心で思うように精進

して行きたいと思います」 

 と、話された。 

 

 

2008-2 月 Ｐ057【伝導だより】 

 ・・・正法を何も知らない方には、 

 「人にはウソをつけても、自分にはウソをつけない善なる心をみんな持って

いるとお教えいただいております。人にウソをついたら誰でも苦しくなるので

す。背伸びしたことを言ったり、自分が出来もしないことを言ったりすると、

必ず心が苦しむようになります。 

 ウソを言うのではなく、善なる心、その正しい心に正直に生きる、その努力

を一秒一秒、一生懸命に実践したら、必ず道が開けるのです」 

 というところから話して行かれたら、きっと皆様がついて来られるのではな

いかと思います。 

 

 

2008-12 月 Ｐ048【伝導だより】 

 ある経営者の方が、「仕事上のトラブルがあり、取引先の社長さんがお詫び

に来られました。社長さんは、常々従業員様に伝えておられること等お話しさ

れ、この方は、自分にも厳しいけれど、従業員様にも厳しい、自分中心の方で

はないかと思うと同時に、それは自分の姿なのだということに気付かせて頂き

ました」とお話しされると、先生には、「貴方様の会社は、仕事を頂いている

側ですか、それとも、仕事をお願いしている側ですか」とお尋ねになられ、「お

願いしている側です」とお答えになられると、 

 「それなら、貴方は常に感謝の心でいることが大事ですし、貴方様は上に立

つのではなく、手を差し伸べて差し上げることが大事であり、それが『己を生

かし、他を生かす』ことだと思います。 

 法を知らない自分中心の方は、己に厳しく、人にも厳しくなりますが、己に

厳しくても、人には寛容でなくてはならないことを教えて差し上げることによ

り、お互いに生かし合える関係になるのです。 

 そのことをお伝えするチャンスを天から頂いておりながら、生かされなかっ

たため、心が晴れておられないのです。常に自分中心ではなく、相手の立場に

立ってみる訓練をされることが大事だと思います」 

 とお話しくださいました。 
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2009-6 月 Ｐ063【正法を物差しとした人生】・・・丸山弘先生のご文章

から 

 法とは『己を生かし他を生かす』ものであります。『己を生かす』とは、我

が善なる心の侭に生きる、即ち法を物差しとして、思い、行うことであります。 

 そして、『他を生かす』とは、己自身法を物差しとして、思うこと、行うこ

とを実践することにより、周りの人たちをも愛することが出来る、という意味

であります。 

 言い換えますと、自分自身を法により大切に生きた分、周りの人たちをも法

により大切に生かすことが出来るということであります。 
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3-5）【今（ご著書より）】 
 

人間釈迦① Ｐ175 

 ・・・ネランジャラの河辺におりていった。ゆっくりと流れる河の動きは、

昨日も一昨日も変らなかった。腰までつかると、水の冷たさが肌に感じ、一睡

もしていない昨夜来の疲れは微塵も感じなかった。両手で水をすくい、頭から

顔に流した。なんともいえない気分であった。 

 河はインド洋に注ぎ、大海となる。大海の水は、やがて雲となり、雨となっ

て地上に降り、ネランジャラの河となった。水はこうした輪廻を重ねるが水の

本質は少しも変らない。ゴーダマは、今こうしてその水につかっていると、大

自然の大きな計らいのなかに己の在ることをおぼえるのだった。 

 河の水は無言で流れている。その流れをさえぎる今のゴーダマの姿は、時間

という「時」をとらえたそれであったのだった。今のゴーダマは時をとらえ、

時の中にあったのだ。過去、現在、未来の時の流れは、流れのなかにあっては

知ることも悟ることもできない。それを悟るには反省という止観によって、は

じめて、可能なのだった。 

 ゴーダマは、ネランジャラ河につかりながら大声をあげて泣いた。昨夜来の

感激が、潮のごとく襲った。 

 

 

人間釈迦① Ｐ256 

 人間は誰もメクラだ。過失を犯しやすい。他人の心がわかれば、調和への道

も開かれよう。しかし、ほとんどの人は、自己保存の心に束縛されて、他人も、

自分も見失ってしまう。不調和はそこから生れ、苦しみ、悲しみの原因をつく

ってしまうことを悟るがよかろう。心の正しい規準を知って、よくその原因を

追及し、反省することが大事なのだ。過失は素直に認めて修正し、同じ過失を

犯さないような生活が、自らの心を豊かにし、苦しみの人生から脱皮すること

が出来るのだ。 

 心を正すには、即座に実践することが大事であって、明日があるという考え

を拾てることだ。 

 人生は無常であり、死はいつ襲ってくるかわからない。今日のことは今日の

うちになし、常に心の整理をして、一日生きられたことに感謝することがもっ

とも大事だ。一日一生は心と行ないが充実した毎日でなくてはならないだろう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ226 

 ・・・ベル・ヴェナーに後をして、すでに半月。しかし住むのに定着地のな

いブッダにとっては、今いる場所が修行場であるということを悟っているため、

決して長い旅だとは思っていなかった。 

 しかし弟子たちの中には、ベル・ヴェナーこそ自分の修行場だと考えている
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者がいたので、「今度ベル・ヴェナーに帰ったら、今迄に犯した数々の思念と行

為の誤りを、徹底的に修正することをやろう」と、同じ仲間同志で語り、ベル・

ヴェナーヘの郷愁にかられている者たちが多かった。 

 ブッダはいった。 

 「サロモンたちよ。そなたたちの修行場は、ベル・ヴェナーだけにあるので

はない。もしそうだとしたならば、すでにベル・ヴェナーヘの執着にとらわれ

ているということだ。 

 そなたたちの行く所、すべてそなたたちの修行場だと心得なければならない。 

 今いるベッサリーの都も、そなたたちの、今という貴重な時間が与えられて

いる修行場だということだ。 

 今という時に、自己を正せ。今という時に自己を正さなければ、先にゆけば

ゆくほど更に大きなお荷物となって、常に苦悩と同居することになろう。場所

によってそなたたちの心が定まらないとしたならば、やがて日は暮れ、一寸先

は闇の人生が待っているということを知らなくてはならないだろう。 

 場所や時間に関係なく、今に生きることが大事だ、ということだ。 

 明日があるという心を捨てよ。明日があると思うところに、気のゆるみが生

じ、放逸な心で今日を過ごす。このような者たちこそ、愚かな人生を送ってし

まうことになる。 

 そなたたちサロモンは、そのような小さな心であってはならぬ。この大自然

すべてが、そなたたちの住家である。そうしたブッダの心の中に住することだ」 

 

 

原説般若心経 Ｐ234 

 ・・・シッタルダーは、ネランジャラ河の岸辺に下りて行きます。 

 ゆっくりと流れる河の動きは、昨日も一昨日も変わってはいません。 

 腰まで入ると、水の冷たさが肌にしみる感じです。ほとんど眠っていないが、

昨夜来の疲れは、微塵も感じてはいませんでした。 

 両手で水をすくい、頭から顔に流しますが、何ともいえない良い気分です。 

 ──この河も、ガンガーに合流して、やがて大海となる。大海の水はやがて

雲となり、雨となって地上に降り、再びネランジャラ河の水となる。 

 水はこうして輪廻を重ねるが、水の本質は少しも変わってはいない── 

 今こうして、シッタルダーは、この水につかっていると、大自然の大きな計

らいの中におのれの在ることをおぼえるのでした。 

 河の水は、無言で流れています。その流れをさえぎる今のシッタルダーの姿

には、不自然な心を失った人々の流れを、正しい流れにするための機会が与え

られているのでした。 

 過去、現在、未来のときの流れは、流水の中にあっては、知ることも悟るこ

ともむずかしいものです。それを悟るには、反省という止観によって初めて可

能なのです。 

 シッタルダーは、ネランジャラ河の中で、涙のこみ上げてくることをとめる
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ことができず、大声を出して泣きました。 

 昨夜来の感激が、潮のように襲ってくるのでした。 

 

 

心眼を開く Ｐ074 

 人の一生は、普通五十年、長くて百年です。だが、本当の一生は、そんなに

短いものではありません。何億、何十億年の年輪を重ね、現在、ここに在るの

です。何億、何十億年の過去世は、潜在意識の中に沈み、容易に外には出てき

ません。 

 人はこうした過去をもって、ここに生きているのですが、そうした長い年輪

と、その短い現象界の一生とは、比べものにならないひらきがあるのです。そ

の短い一生の過程のなかで得た知識、地位、名誉におぼれるとすれば、これほ

ど浅薄にして、自己を偽るものはありません。今世の一生を点とすれば、過去

世の生涯は線に相当します。線と点を比較してみて欲しいです。……とすれば

今世で得た知識、名誉というものが、いかに頼りないものであり、夢のような

ものであるかということを知るでしょう。 

 正法の智慧は、線のなかに内在されています。その智慧は現象界の知識が呼

び水となることはあっても、知識そのものから生まれるものではないのです。

点のその一生を、謙虚に、素直に、正道にもとづいた想念と行為を重ねていく

うちに、なかば、忽然と現われてくるものです。 

 自己を過大に評価し、知識におぼれ、地位に固執した生活を習慣にしてしま

っていると、こうした内在された智慧をひもとくカギを、自ら閉ざしているこ

とになるのです。さらにもっと具体的に、卒直にいうならば、人の過去世は十

人が十人、正道を学び、自分の血肉になっているかというと、必ずしもそうで

はないのです。正道を学ばないのに、それにもとづく智慧も出てこないのも道

理ではありませんか。 

 過去世に縁があり、今世もその縁につながったことは、何よりも大事にしな

ければなりませんが、しかし過去がわからず、実在界も知識の範囲しか知り得

ないとすれば、まず現在の自分自身を、正直に、素直に見なおすことが何より

も大切です。自分の心に、誰もウソはいえないはずだし、そのウソのいえない

自分に立ちかえり、日常生活についても、謙虚になることが、悟りを早める導

因となります。 

 己を知るには、まず何はさておき、謙虚な心から始まり、謙虚な心を持ち続

けることです。そうしてその謙虚な心の培養は、今を置いて、永遠に、そのチ

ャンスは訪れてこないということも知ってもらいたいものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ183 

 【悟り】 

 まず己を知ることだ 



320 

 

 今の己を知ることのできない者は 永遠に 悟ることはできないだろう 

 

 

心眼を開く Ｐ184 

 【今】 

 明日を頼むな 

 人の生命は今を置いてほかにない 

 

 

心眼を開く Ｐ194 

 【神の道】 

 悪の道は入りやすく 神の道は毛穴よりも小さく 忍苦を伴う 

 今の自分がどの道を歩いているか すぐにもわかることである 

 神の道を行くか 悪に身をまかすか その選択は誰でもない 自分自身であ

る 

 

 

心眼を開く Ｐ207 

 【想念】 

 すべての出発は心にある 

 想念にある 

 想とは心の上に相（かたち）と書く 

 念は心の上に今と書く 

 想念とはそれゆえに 心の中で常（今）に相（かたち）を描くことをいう 

 発明 発見 善悪 美醜は すべてこうした想念によって生み出され 

 形となって現われてくるものだ。 
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3-6）【今・一秒(丸山弘先生のご指導)】 

 

1996-4 月 Ｐ034【伝道だより】 

 一秒一秒の思い行いが大切です。明日、明後日はないのです。あると思うか

ら苦しみが生まれて来るのです。 

 

 

1996-9 月 Ｐ042【伝道だより】 

 私達は先の事を考えがちですが、『明日こうしよう』とか『明日どうしよう』

などと考える事は誤りであり、今を無駄にしている事になるのです。そして、

明日になっても安らぎなど得られません。 

 悦びの心もなく、心が今日の只今から外れているため苦しみを作り出すこと

になります。大切なのは今の一瞬を法に従って生きているかどうかなのです。

そして法に従った生活には安らぎがあります。悦びの心が生まれます。 

 

 

1996-10 月 Ｐ043【伝道だより】 

 毎日の生活の中で「空しさ寂しさ」を感じるとしたならば、それは、今の生

活が安楽なものでありすぎる為におこる心です。安楽というのは、物の世界か

らの見方になりますが、心の世界から見ると、とても恐ろしいのです。 

 安楽な環境の人は心を外に向け、そして、かえって不平不満の心をおこさせ、

修行にならないものです。ですから、仮に今の生活が安楽の中にあっても常に

目的を持ちご著書を拝読し『心行』をあげさせて頂くことや反省は義務的には

していないだろうかなど、点検しつつ毎日の生活を一秒一秒大切にしていくこ

とです。 

 

 

1998-1 月 Ｐ031【伝道だより】 

 人間の生涯というものは、今この一瞬一瞬が生涯です。しかし、私達は長年

の習慣により、明日こそは、あさってこそは幸せがやってくると、意識を明日

に奪われがちです。そうしますと現在は、無意識人間となってしまい、神から

お与えいただいた一時一時を、神の時でなく全く無為に過ごしてしまうのです。 

 私達は今与えられた環境の中で、正法を学び、得たものを生活の中に生かし、

また自分の愚かなくせを修正していく中で、その一日の悦び感謝が生まれます。

その中で今日一日を終えたとしたら明日はここからスタートします。階段を上

がってゆけるのです。 

 ところが、ここに終始しながら積み重ねをしないで、明日あさってに心を奪

われていると、その高まりはないのです。正法の実践とは、一歩一歩心を積み

重ねることによって心の階段を上がってゆけるのです。 

 しかし、人間ですから愚かな思い、行いにとらわれて、一時は二段まで上が
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ってまた一段下がる事もありますけれども、ちゃんと上がることを知っていま

す。不断の努力、精進を続けていただくのが正法です。そして、その中で法を

生活に実践して得た悦びや自分が解明できなかったものを、この場に持ってき

て心を裸にして発表していただき、それに対して私が知恵をしぼってお答えを

する。それをまた明日からの生活の中に生かす。そういう事で二人三脚の階段

を上がって行く事が正法の実践であります。 

 ですから明日にとらわれる事なかれ、思い煩うことなかれなのです。 

 

 

2000-3 月 Ｐ026【伝道だより】 

 過去世、現世、来世は別々のように見えますが、私たちが生きている現在は、

この三世にまたがっているのです。 

 私たちが生きている今という瞬間は、次の瞬間には過去となり、そして次の

瞬間の未来が次々現在ただ今となって行くのです。 

 私たちが今、確認出来るのは、今という瞬間の現在ただ今のみであり、次の

瞬間、何が起きるか分かりません。したがって私たちの未来は誰にも分かりま

せん。 

 ただ私たちは、この瞬間、瞬間を、神のみ心のまま素直な心で生きることが

大切です。正法を正しく実賎するということです。 

 そうしたときに私たちは不安のない生活、安らぎを頂くことが出来るのです。

それは神と私たちの良心とがつながっているため、正しい智慧が生まれ、希望

と悦びと勇気が頂けるようになるからです。 

 

 

2000-12 月 Ｐ026【伝道だより】 

 「私には手のかかる子供が三人もいるため、なかなかご著書を拝読すること

が出来ません」と言われた方に対し先生は、 

 「子供が三人もいるから大変だと思うと、どんどん大変になっていきます。

私は子供を三人もお与え頂いて何と幸せなんだろうと思うとどんどん幸せにな

ります。何事も自分の思い方一つです」とご指導されました。 

 

 

2001-5 月 Ｐ081【伝道だより】 

 今この一瞬一瞬に迷うことなかれ、今というものから目をそらすと迷います。

今というこの一瞬を真剣に考えなさい。何故この一瞬が苦しみか、悲しみか、

怒りか、悩みとして自分の前にあるのか。ここから目をそらしてはいけません。

この一瞬から目をそらすと次の一瞬はもっと大きな悩み、苦しみがやってきま

す。この一瞬を悦びとして、感謝として、そして法によって受けとめた時に、

その原因は己にあるということが分かるであろう。 
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2001-6 月 Ｐ060【伝道だより】 

 ・・・昨年の感謝の会では、先生より『よく来られましたね。お仕事はどう

ですか』とお尋ねくださり、私は『はあ、あまり芳しくありません』と申しま

すと、先生は『でも、今日来られたでしょう』と言って頂いたのですが、私は

『はい、でも、明日はどうなるか分からないのです』と申しました。 

 すると先生はさらに『明日がないということより、今日来られたことをまず

悦ぶことが大事です。明日への不安を嘆くより、今日あることをまず悦ばない

と明るい明日はありません。今あることをもっともっと悦ぶことが大事ですね』

とお教え頂きました。 

 

 

2003-11 月 Ｐ037【伝道だより】 

 ・・・只今只今思う、行う心を大切にしないで、明日、仕事があるかなどと、

先の事にとらわれ心配していないかどうかということです。 

 明日、仕事があるかなと思い煩っている間は、只今の仕事に正しい念を集中

することが出来ず、手抜き仕事のようになりがちです。思いが他に飛んでいて

は良い仕事は出来ません。思いが現在の仕事に集中しているとき、初めて良い

仕事が出来るのです。 

 心ここにあらずで、手は動かしているが、心は他の事を考えているとしたら、

神仏のみ心に反していることになるのです。そのような心で仕事をしていると、

当然のこと、神仏からお導きが頂けないので、仕事があったり、途切れたりい

たします。 

 明日仕事があろうがなかろうが、只今只今を、神仏に対して、心から感謝申

し上げ、只今の仕事に集中する生き方は、神仏のみ心に適っており、当然、明

日仕事はお与え頂けます。 

 

 

2006-7 月 Ｐ059【伝道だより】 

 一秒一秒の思うこと、行うことを、自分中心の思いで生きていては幸せには

なれません。今、一瞬一瞬思っていることはこれでいいのか、この思い方はこ

れでいいのか、この行い方はこれでいいのかということを、私たち一人ひとり

が神仏とつながっている『人には嘘をつけても、自分自身に絶対嘘のつけない』

善なる心に相談して、生きることが大事です。 

 それがもし正しくなかったら、『正しくないよ、今の心は正さないといけない』

と次第に心が注意してくれるようになります。そういうことを間断なく常に訓

練していくことによって、次第に自分の邪な心は正されていき、そしてその生

き方が周囲の人に対して、光となる存在にならせていただくのです。 
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3-7）【救い・信じる（ご著書より）】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ014 

 キリスト教の神理も、釈迦の神理も、永い歴史の経過の中で、過去の弟子達

や学者、現在の関係者の智性、感情、意志など、誤った“心”によって歪曲さ

れ、宗派の乱立を見るような結果になっているという現象も従って出てくるの

である。 

 神理を失ってしまった宗教は、もはや人の心を救うことはできない。 

 神理は一つであり、今も昔も変わることがないことを悟るべきである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ150 

 祈ることのみが救われる道でないことを私達は知り、盲信、狂信、迷信、が

邪道であることを忘れてはならない。宗教の正しい神理から、心を遠ざけられ

ていることを改めて認識すべきである。 

 神仏の子として、私達が父なる神を信じることが、人間として当然であり、

神理を悟ることなく盲信、狂信することは、自分自身を失うことになることを

悟らねばならない。人間らしい生活を忘れ、不調和な苦楽両極端の人生を送り、

正道の心を無視したのでは信仰の意味がない。 

 指導者のいいなりになったり、求心の方向をただ祈る方向だけにおく、とい

うのは盲信である。もはや神の名のもとに、疑問を持つこともなく、自分の心

を失い、心の安らぎを得ることもなく、祈りによって人生の逃避へ走るという

結果になってしまうのである。 

 このような人々は、早く自己の心をとりもどさなくてはならない。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ162 

 病苦や心の苦しみの生活は、地獄の生活であることを世の指導者達は良く悟

り、人間としての在り方を、もう一度全面的に反省してみることが自分自身を

救う可能性であること、ただ一つの道である。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ223 

 ・・・心の眼を持たない人々が、ただ祀ってあるものを祈るということは、

そういう意味で危険なことといえる。祀られてあるものにしても、動物霊に支

配されて祀られてあるものの名を語って出てくる場合がある。 

 私達の多くは人間以下の動物霊に手を合わせて祈っている人々が多い。この

事実を知ったならば、むやみに不自然なものを拝むべきではないといえる。人

間の形成した偶像ではなく、永久不滅の己の魂なる心の世界を信じることであ

る。慈悲深い心の世界の神仏こそ、私達の父であり母なのである。 
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心の発見(科学篇) Ｐ048 

 “信心とは、己の心を信ずることなり” 

 キリスト教や仏教の教えは、私達の心の糧であり、生活の在り方を教えてい

るものである。 

 形式的な空念仏で人間を救うことはできない。正法に従って、日々の生活の

中で心を中心とした実生活の努力をする、これ以外にないことを私達は悟らな

くてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ078 

 この現象界は、修行の場であるため、肉体の五官、六根に惑わされ、心まで

柱を失ってしまう場合が多い。過去世で経験してきた無限大の智慧は、潜在意

識の中に閉ざされているので、肉体や物質経済にほんろうされて、苦しみを自

分で造ってしまうのである。この閉ざされた智慧の扉は、誰も、正しい心、正

しい生活をすることによって開かれて行く。私達は迷うことなく神理の道を実

践することが、自分の迷える心を救う早道なのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ190 

 信仰に対しては、自分の心が納得するまで、疑問、疑問の解答へと、追及す

ることが必要である。「なぜ」に答えられない信仰は神理ではないということだ。 

 祈らせる対象物を買わせたり、御魂と称するお守りを押しつけるような信仰

は、教団のための金集めであり、正法ではない。 

 私達は、大神殿たるこの地球上に住んでいるということを忘れてはならない。

自分自身に嘘をいえない自分の心、それを信ずることだ。 

 正しい道を、人間らしく生きることだ。それには努力と勇気がそなわらなく

てはいけない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ240 

 すべて原因と結果の法則に従って、私達は転生輪廻をくり返してきたのだが、

もはや、人間として、その価値、そして目的を、考えなおすときがきたのでは

ないか。 

 資本主義といい社会主義というも、すべて物質経済を基盤としての思考であ

り、精神すなわち人間の心からの考え方ではない。物質経済のその上に心を置

き替えないかぎり、神意である真の調和は生まれてこないといえる。 

 他の動物は弱肉強食の本能性しか持って生きていないが、私達は万物の霊長

であり、神仏の子としての神性、仏性を持っており、人類の相互理解と調和の

中に、完全なるユートピアは築かれて良いはずだ。 

 私達人間は目覚めなくてはならない。一国家の神格化ではなく、地球人類の
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神格化にである。 

 太陽の熱光は、万象万物に平等であり、決して一国家の独占物ではない。神

は全人類の心の中に存在するものであり、信心とは、己自身個々の心を信じる

ことである。己の心を悟れば近隣人への調和に進み、さらに町や村の調和に、

やがては一国家、全世界の調和へと、発展しつながって行く。 

 それにはまず、各人が各人の神性、仏性への悟りから始めねばならない。個々

の不調和な業を修正することが先決であり、次に人類の闘争と破壊の業を、調

和と安らぎによって修正しなくてはならない。たとえ小さな種でも、やがて全

世界の“一粒の麦”となるよう、正しい正法の種を人類の心の中に植えつけね

ばならないのである。 

 調和のとれた正法の実践は、やがて偉大な物質文明を生み、地球は人類一人

一人の心の調和と安らぎによる想念の光のエネルギーに包まれ、宇宙空間に存

在する新しい惑星を発見し、そこに新しく天孫降臨して行く。神体の細胞の調

和とさらに己の心の調和のためこの現象界においての修行をなして帰る。そし

てまた、実在界との間を永遠に転生輪廻して行くのである。 

 一人の悪業の修正が、社会の業の修正となり、やがて人類が再び自然に帰る、

という神理に到達することを思うべきである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ130 

 ・・・人間は、このように、他力本願によって救われるのではない。人生の

疑問にぶつかり、それを追求し、正しい生活実践という努力により探求した結

果、究極の神理にぶつかったとき、初めて心に光明がさして、指導霊や守護霊

達の霊感が与えられたり、現象化されるということなのである。 

 自ら努力し、欠点を修正して、中道の心と行ないを実行している人々が、勇

者なのである。 

 「棚からぼた餅」は、決して落ちてこないということを知らなくてはならな

い。 

 お経を上げる、ということも同じことだ。 

 百万遍経を上げても、心の在り方や行ないがともなわなくては、何にもなら

ないのである。 

 お経自体のなかにも、このような行ないが記されているということを悟らな

くてはならない。 

 読誦して何かを待つということでは、絵に描いたぼた餅と何ら変わりはない

ということである。 

 真の味は、解かりはしないのである。 

 味は、ぼた餅を食べてみることによって甘いか辛いか始めて解かるというこ

とだ。 
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人間釈迦① Ｐ166 

 人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱ぎ捨てなければな

らない。中道の心にふれると、こうした摂理が明らかになり、神の意識である

永遠の安らぎを保つことができよう。 

 意識が拡大すると、宇宙をかたどっている太陽をはじめとした星々(惑星群）

が、すべて自己の意識のなかで回転し、そうしてその中で呼吸するいっさいの

生物は、我が肉体の一部であることに気付く。 

 人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固まり、

とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

 小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。もだ

え、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛棒強く、救いの手を差し

述べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食べ物を与え

ている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、神は人間に、無限

の慈悲を与えている。 

 人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間は神

性の己を自覚するのだ。 

 神は平等を宗としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生万物平

等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が生れ、貧富が

生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反する。能力の別、力の相

違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、しかしだからといって、神の

子の人間に、上下の差別をつくる理由にはならない。 

 人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体にも胴が

あり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務めを果たすこと

によって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

 中道に接することは、己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

 人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であった。闘

争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を悟れば、現象

界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

 人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を痛め、

苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば功徳がある、

祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違いである。苦行は、肉体

に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の神性を失わしめる。いずれも

片寄った信仰である。 

 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活

行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分

の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和さ

せ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

 世はまさに末法である。 
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 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 

人間釈迦② Ｐ081 

 仏・法・僧帰依の条件とは、さきにも触れたように、 

 ブッダ（仏）に帰依するか 

 タルマー（法）に帰依するか 

 サンガー（僧）に帰依するか 

 の三つである。 

 つまり、仏を信ずるか、正法を信ずるか、僧として心と身を修めていく自覚

があるかどうか、である。 

 ブッダの境涯は、人間なら誰しも求めるところであるが、ここに至るには魂

の長い過去世の歴史が秘められ、そして、そうした過程を経てこなければ得ら

れるものではなかった。 

 ブッダの門弟になるためには、まず、ブッダ（仏）を信ずることから始まる。 

 信がなければ、信心信仰は成り立たないからであった。信心信仰は神の道ば

かりというとそうではない。生活のすべてに言い得るのである。 

 物を生産するのも売れるという見通しがあるからつくるのである。人と人と

の交際にしろ、家庭内の生活でも、互いに信じ合えるから調和されて生きてい

ける。信がなくなれば、人は生きて行くことは出来ないだろう。自分が信じら

れなくなったら死を選ぶしかない。 

 心の世界は、すべて信によって支えられている。とりわけ、地上界は、その

意識量がわずかしか出ていないし、明日の運命が未知なため、ことさらそうな

らざるを得ないのである。 

 しかしこれは何も現象界だけに限ったわけではない。あの世の生活もそうな

のである。人間は神の子であるから、神を見たいと思っても神を見ることは出

来ない。神を見ることの出来る魂を持った者は、釈迦、イエス、モーゼの三人

しかいない。 

 あの世の人達、あるいはこの世で霊的心性が高まり、神を見たと称する者が

いるが、これらはあの世の天使か、ニセモノを見ているにすぎない。 

 神は、あの世においても、人前に姿を現わすことはないのである。なぜなら、

神はあの世とこの世を通して、人びとの心と万物のエネルギーの中に、生きて

いく能力として、意思として、生きているからである。 

 釈迦、イエス、モーゼが神を見ることが出来るのは、神の意思を間違いなく

伝えるために与えられた権能であり、それはまた宇宙創造の、その時からの約

束事でもあるからであった。 
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 このようにみてくると、信の世界は、釈迦、イエス、モーゼ以外の者は、あ

の世においても連綿と続いて行くものであるといえよう。 

 ブッダを信ずることは、万生万物を支配する神を信ずることと同義語となる。 

 同時にそれは己の正しき心を信ずることにもつながることであった。 

 ブッダの悟りは、それほど偉大であり、権威があった。 

 したがって、ブッダの門下生は、まずブッダに帰依するかどうかが、カギに

なってくる。 

 次のタルマー（法）とは、ブッダの説く正法（仏法）である。 

 万生万物は、すべて正法という神の心にもとづいて循環され、慈悲の下に生

かされている。 

 このことを自らが悟ることは難事である。客観的には理解出来ても、これを

体験として認識できる者はブッダしかいない。 

 そこで、ブッダが説かれる仏法を信ずることが、門下生としての第二の条件

になってくる。 

 第三のサンガー（僧）は、中道という八正道を日常生活の上に行じられるか

どうかである。 

 八正道は自戒の道である。各人が神の子としてその神性仏性にめざめるため

には、中道という尺度（物差し）を持って、調和の心を会得していかなければ

ならない。自戒の道を怠り、形だけに走るようでは、最早ブッダの弟子たる資

格を失う。 

 サンガーの道はそれだけに厳しい。己に厳しい。反省と自戒によって、これ

まで積み重ねてきた業を超えていかねばならない。三つ子の魂百までもの譬の

ように、業を修正することは難事業である。努力と勇気が必要だ。さらにまた

工夫をこらさなければ、これまでの習性を転換させることはむずかしかろう。

しかしこうした努力を惜しめば、悪習慣から抜け出すことは出来ない。 

 ブッダの弟子たる資格は人間としての自覚にめざめ、自らを厳しく律して行

く者でなければならなかったのである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ098 

 今日、地球を大きく分けると、西洋文明は合理主義の考えの下に発展してき

たが、東洋文明は間違った信仰に毒され、現実的には西洋より二歩も、三歩も

後退してしまっている。 

 それでは西洋の合理主義が正しいかといえば、今日の、とどまるところを知

らない機械文明の行く手には、人類の生存に絶望的な暗影さえ投げかけている

といってもよい。 

 欲望と利益追求の果ては、混乱と争い、そして二度と立つことの出来ない死

が待ち構えているといえよう。 

 どちらを見ても、人類の理想とする調和ある世界とはいえない。 

 心のない機械文明も、機械文明のない無気力で片寄った精神主義も、人類を
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救うことは出来ないのだ。 

 人類を救うものは何かといえば、それは、心を知った正しい生活である。人

間の目的である調和にもとづいた相互扶助、人類は皆兄弟であるという平等互

恵の心と、正法という正しい循環をふまえた生活行為である。 

 これは新しい理念でもなんでもない。その生き方は釈迦の時代から、モーゼ

の時も自然は人間に教えており、ブッダはそれを説いてきたのである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ186 

 バラモンでも、フィフィ教でも、すべて、神を祭る祭壇があって、それに向

かって祈りを捧げ、手を合わせるのであった。 

 明日の運命も分からず、奇跡や超常現象、家内安全を祈願するとすれば、こ

うした媒体物がないと、人は心もとないのであろう。 

 祈っても祈った気持が持てず、その上、神にすがる心しかおこらないのであ

る。 

 習慣とはおそろしいもので、習慣が執着につながっていることを知らず、人々

は苦悶の一生を終えて行く。 

 真の救いは、心と行ないの在り方にある。祭りをいくらやっても救われない。

思うこと、行なうことの正しい八つの道を歩むことが、苦しみから解脱する道

なのだ。 

 

 

人間釈迦② Ｐ264 

 【因果応報】───これは宇宙の原理すべてのものは循環するので善悪の因

果関係は常について回る。では救いとか、自由というものはどうなるのか。因

果の循環の中では救いがないように思われるが、循環の中にいるかぎり、その

通りなのである。そこで解脱とか、自由というものは、かつてつくり出した因

果の循環から離れることをいうのである。そうして進んで、善因善果をつくる

べく心掛けることである。 

 解脱とは、煩悩による執着の想いから離れ、中道という正しい生活をするこ

とである。とらわれのない自由な心に帰ると、かつてつくった因縁の業（カル

マ）によって、仮りの病気になったとしてもその苦痛はずっと少なく、苦痛の

中に心まで埋没することはないのである。人間の救いとは、こうした業因縁か

ら心を離すことなのである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ110 

 正しい心の在り方は、大宇宙の変わりない運動が示すように、右にも左にも

偏らない中道の法にある。その法を生活に活かすためには、自分のこれまでの

思考について、それが法という中道の正しさに適っているか、歪をつくってい



331 

 

るか、常にとどまって観ることであり、したがって、間違った思念が心にうず

き、それをもとにして、ものを見ていたり、行動していたとすれば、その間違

いを修正し、同じ間違いを犯さないことが大事である。 

 中道の行為とは、欲望を満たそうとする行為から、すべて遠離し、大宇宙の

心と一つになることである。 

 ブッダの悟りは、大宇宙の心と一体となったものであり、中道の思念と行為

は、大宇宙の心を顕現したものである。 

 その悟りによって、これまで自分の気がつかなかった苦悩の原因が理解され、

その苦悩から離れることができた。 

 したがって、ブッダの弟子たる者、またはブッダの法を信ずる者は、ブッダ

が説く中道の生活を実践するものであり、そうすることによって、生老病死の

迷いから自らを救うことになる。 

 

 

心の原点 Ｐ074 

 世界の国々に、災害や天変地異が次々と起こる。 

 家庭は乱れ、親と子の心は断絶する。教育者は中道の教育を忘れて、思想的

に片よった教育をする。政治家は私利私欲、党利党略に走り、思想の、という

より自己主張の乱立、巷での事故死……など、列挙すれば限りない不調和な世

相なのである。 

 これを救うには……政治家も法律家も、教育者も文化人も宗教家も、すべて

が両極端を捨てて、中道的な判断を基本とするしかないといえる。 

 他人をかえりみないで、自分さえよければいい、というものの考え方をする

者は、利己主義者で、自ら調和への道を閉ざして孤独な人生を送ることになろ

う。 

 それは、人間の道ではないということを知らなくてはならないのだ。 

 慈愛を他に与える心を忘れてはならない。 

 慈愛の表現にもいろいろとあるが、報いを求めないで、社会人類の幸福に結

びつく行為をすることが、本当の布施の心ということになる。 

 労働奉仕、経済的奉仕、精神的奉仕の行動が、より良い社会を築き上げて行

く。それが各人の自発的な行為にある場合はなおさらだ。 

 その行為は、強制でもなく、義務でもなく、人間として当然の道だからだ。 

 

 

心の原点 Ｐ077 

 私達は、神の子なのである。一切の苦しみは、私達自身の心の在り方と行な

いで修正する以外、なくならないのだ、ということを自覚しなくてはならない

であろう。 

 それを悟ったとき、人間は救われて行くといえよう。 

 正法は、人間の智恵によっては造り出すことのできない、不変の神理なので
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ある。 

 楽をして救われる道を選ぶのではなく、勇気と智慧と努力によって、自らの

欠点を修正して苦しみの原因を除いたとき、神からの調和された光明によって

救われて行くということだ。 

 道はただひとつ、神の心に近づき、日常生活のなかで安らぎの心を自ら造り

出すことが大事ではなかろうか。 

 

 

心の指針 Ｐ207 

 苦しいときの神だのみと、よく人はいいます。これは煩悩にふりまわされた

人間が、最後に求めるものは、己自身の魂のふるさとであり、ふるさとこそ、

救いの手をさしのべてくれる己自身であるということを、無意識のうちに知っ

ているからになりません。助けを求める自分と、救いの側に立つ自分は、とも

に一つですが、救いの側に立っている自分は、『心行』の中に述べている潜在意

識層の守護・指導霊であります。本当に、その人が煩悩にふりまわされた自分

を反省し、どうぞ助けて下さいと、祈ったときは、潜在意識層の守護・指導霊

が助けます。守護・指導霊に力がない場合は、より次元の高い天使が慈悲と愛

の手をさしのべてくれます。 

 このように、「祈り」というものは、自分の魂のふるさとを思いおこす想念で

す。同時に、反省という、自分をあらためて見直す立場に立った「祈り」でな

いと、本当は、あまり意味がないし、救いにならないということです。 

 苦しいから助けてくれ、というだけでは、愛の手は、さしのべられません。

なぜかといいますと、今の自分の運命は、自分自身がつくり出したものだから

です。それは、誰の責任でもありません。自分自身の責任なのです。 

 人間は神の子であり、神の子に反した行為はその分量だけ、償うことが神の

子としての摂理です。反省し、ざんげして祈るときは、神仏は慈悲と愛を与え

てくれます。誤ちは、人間にはさけられないからです。 

 祈りというものは、このように、肉体を持った人間の、神仏を思い起こす想

念として発生したものです。 

 聖書の中に、「汝信仰あり、我行為あり」という言葉が随所に出てきます。こ

れは、単なる祈りでは意味がない、行為で示せということです。祈りは、行為

にまで発展させなければ、真の祈りにまで、高めることは出来ません。 

 また祈りは、神の子の自分を自覚したその心、その感謝の気持が“祈り”と

なるのです。 

 現在与えられた環境、境遇というものは、神が与えてくれた最良の己自身の

魂の修行場であり、ここを通らずして、魂の向上はあり得ないとする自覚、感

謝の心が天に向かったときに、祈りとなって、ほとばしるのです。人間は、所

詮、神にはなれません。したがって、神仏の加護と人びとの協力なくしては、

いっときといえども生きてゆけません。自分の運命を天命として、その使命を

この世で果たすためには、人間は祈らずにはいられないものです。 
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 こうみてまいりますと、“祈り”には、段階があり、同じ祈りにしても、各人

の心の調和度によって、かなりの相違があるといえます。 

 しかし、祈りの本質というものは変わりません。 

 その本質とは、祈りは、天と地をつなぐ光のかけ橋であること。したがって

神仏との対話であるということ。 

 人が祈るときは、天と地をつなぐ光のかけ橋がかけられることになります。 

 ただしこのかけ橋は、各人の心の調和度によって、大きくもなり、小さくも

なり、太くもなり、細くもなるものなのです。 

 

 

心の指針 Ｐ214 

 祈りというものは、人間が神の子としての自覚と、それへの感謝の心が湧き

上がってくるときにおこる、人間本来の心であり、そうした感情が湧き上がっ

てくれば、当然、これにもとづいた行為というものがなければならないはずで

す。 

 祈りの根本は感謝であり、その感謝の心は、行為となるものでなければ本物

とはなりえません。 

 大宇宙大神霊の光を求めると同時に、『心行』を己の糧として日々の生活をし

ます、と唱えるのも、こういう理由からです。 

 また真の調和は、己の心を信じ、行なうことにあります。そうして、信じて

行なう過程に、“祈り”というものがあるのです。 

 正しいと思っても、間違いを犯すのが人間、善なる行為と信じても、相手の

うけとり方いかんでは、不善の場合があるかも知れません。 

 人間の想念、行為というものには、これが絶対正しいと自分では思っても、

そうでない場合がひじょうに多いのです。 

 そこで、人間は、神仏の偉大な救いを求め、その求めた中から生活するよう

に心がけることが大事であり、救いも、またそこから生まれてくるものです。 

 

 

心の指針 Ｐ216 

 諸如来、諸菩薩は、あの世とこの世を善導する光の使者です。 

 私たち人間にとって、一番身近に感じ、救いの手をさしのべてくれるのが光

の天使です。人間が迷いの淵に立たされたとき、決断を迫られたとき、あるい

は病床の中にあって、心を新たにし、反省し、祈るときには、これらの天使が

その人の魂、意識に光を投げ与え、その人を救ってくれます。 

 人は誰しも転生輪廻の過程のなかで、こうした天使と接触を持っており、し

たがって救いはどんな人間にも与えられているのです。 

 縁なき衆生救い難し……という言葉がありますが、本当は、縁なき衆生とい

うものは、一人もいないのです。この意味は、今世で救われる者と、そうでな

い来世、再来世でなければ光のかけ橋にのぼれない人もあるので、今世と限定
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したときにこうした感慨がでてくるわけです。魂の遍歴というものは外見では

決してわかるものではありません。前世、過去世、あの世の生活、とひと言で

いえば簡単ですが、実は、過去世とあの世というものは、人間が想像する以上

に、複雑であり、魂によっては今世でどうすることもできない場合もあるので

す。 

 しかし、本来人間はみんな神の子、仏の子ですから、反省するときには光の

天使の救いをうけるのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ126 

 信心信仰の本質は、まず信がなければ育ちません。 

 私達の人間関係を見ても、すべてが信頼というものを土台として成り立って

います。 

 親子、夫婦、兄弟、友人、職場においても、人と人とが、たがいに相手を信

頼し、約束を守り、その約束を果たしているので、こうした社会生活が営まれ

ています。もしも、そうした約束が履行できず、朝令暮改的に、平気で人の信

頼を裏切るようなことをすれば、その人は、人から信用されなくなり、やがて

社会から村八分にされてしまうでしょう。 

 信心信仰についても、これと全く同じです。その心を信ずる。神を信ずる。

正法を信ずる。 

 そうした信がなければ、信心信仰の芽を、大きくすることも深くすることも

できません。信というものは、人間が生活する上において、絶対に欠くことの

できない必要条件です。心の安らぎも、また信から生まれてきます。正法の信

心は、文字通り、己の心を信ずることからはじまりますが、行のない信心は、

信心とはいえません。それは、人間は神の子として、自らが創造し、自らの運

命をきり開いてゆくものであるからです。 

 したがいまして、信心はあるが、行がない、というのでは、正法とはいえま

せん。信と行が、表裏一体を成し、行を通じて、よりいっそうその信を深め、

調和ある行にまで高めてゆくというのが、正法者の真の姿でなければならない

からです。行とは何か。それは、生活の場における反省と、努力の行為です。

煩悩を菩提と化してゆくところの、行為です。 

 

 

心眼を開く Ｐ135 

 大乗の思想は、今は、盲信的狂信者を生み出しています。信仰の態度が他力

であり、そしてその根底には、人びとを救えば自分も救われるといった考え方

があるからです。正法のそれは、まず自己の確立です。確立された後に人びと

を導くことです。 

 しかし、正法を信じたならば、その信ずる心にしたがって人びとを教導する

ことです。そして教導の過程において、さらに自己の心が磨かれていくもので
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す。教導の過程で、さらに新たな疑問にぶつかっていきます。疑問は理解につ

ながり、信をより深く、強くしてゆきます。功徳は、こうした連続の中から大

きく生まれてきますし、正法は、信じ、行うことによって、たしかな生きがい

を感じてくるものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ188 

 【現象利益】 

 現象利益を求める信心は 信心ではない 

 信心とは ウソのいえない神の心を信ずることだ 

 正法にめざめてくると 人は 義務と責任の生活になってくる 

 現象利益は そうした生活の中から 自然に湧いてくるものである 

 

 

心眼を開く Ｐ195 

 【青空】 

 正法は 神の子の己の心を信ずることである 

 我があり 期待があり 望みがあり 執着があり 損得がある間はその心で

はない 

 幼子のような 雲ひとつない無我の青空こそ 己の心である 

 

 

心眼を開く Ｐ219 

 人間には、心があり、心は神仏に通じています。なればこそ、自分の心には

ウソが言えないのです。ですから、信心とは己の心を信ずることです。ウソの

言えない己の心を信じ、その心の命ずるままに、日々の生活を送るようにすれ

ば、間違いはないということなのです。 

 信仰とは、ウソの言えない己の心に問う、聞くの反省の生活です。こういう

ことが、これまで非常におろそかになっていました。神社仏閣に行って、手を

合わせることが信心、信仰であるとしたり、あるいは、ある集団に所属するこ

とが信仰である、というものではありません。神仏と人間を切り離した考え方

に、大きな間違いがあったと思います。人間、神の子、仏の子であり、ウソの

つけない心があるとすれば、その心を、しっかりとつかむことが必要ではあり

ませんか。 

 

 

心眼を開く Ｐ243 

 【信心】 

 信心とは己の正しい心を信ずることで、ペーパーの神や偶像を崇めることで

はありません。人の心の中には、己を守り、指導してくれている守護・指導霊
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が存在します。正しく、素直な心になりますと、守護・指導霊が示唆を与え、

過失の少ない人生を送れるようになります。反対に、自己保存、足ることを知

らぬ欲望に心が揺れて来ますと、本人に指示を与えることが出来ず、さまざま

な不幸が本人を襲うことになります。 

 

 

心眼を開く Ｐ243 

 【信仰】 

 善なる心にしたがって、正しい生活を送ることを信仰といいます。ところが

現実は偶像崇拝が人びとの心を占め、マンダラや、お経を読誦したり、祈るこ

とが信仰だとみられていますが、大変な間違いです。なぜかといいますと、人

の心の中には守護・指導霊がいて、その人を守り、指導しており、そうしてそ

の善なる心を信じた自力の生活が可能であるように人間はつくられているから

です。 

 ものを創造する、広く自由な心を所有できるのは、人間をおいてほかになく、

動物、植物には与えられていません。天国と地獄をつくり出す者は人間であり、

動物植物には、その能力はないのです。この点を理解すると、信仰の在り方が

明らかとなり、他力はその善なる心と創造と自由な機能を放棄することになり、

人間失格を意味することがおわかりになると思います。 

 

 

悪霊-Ⅰ Ｐ087 

 「信ずる者は救われる」 

 この言葉は神理である。だが、この言葉を鵜呑みにすると危険である。それ

なのにまずたいていは、これを鵜呑みにし、ただ信ずればよいと考えてしまう。

町の宣教師は、観念的な意味にしかこれを解釈していないだろうし、聖書の字

句を忠実に守ることが信仰だと考えているようだ。 

 真に信ずるとは、単に心の糧といった甘いものではない。自分の生命を投げ

出さないと本当の信にはつながらない。自分の都合や、その時の雰囲気で、そ

の時だけの信で救われると思ったら大間違いである。また、信ずる中身が、狂

信や盲信になるとこれまた危険このうえもない。信仰はえてして、狂信、盲信

になりがちであり、自分を失ってしまう。自分を失わず、しかも信ずる者は救

われよう。 

 しかし、それにはまず私たちは、正しい法を柱として、その心と行ないを正

していかなければなるまい。そうして、こうした中から、やがて信ずる者は至

福をつかむことができよう。 

 他力信仰は、病気なおしや、生活苦を救済しようという御利益信仰がほとん

どであり、このため教祖やその取りまきの、よい食い物にされる場合が多いよ

うだ。信仰は、心に足枷をはめられ、やがて、自分や家庭をめちゃめちゃにし

てしまう。恐ろしいことである。 
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 他力は「信」に力点が置かれているが「信ずる者は救われる」の信は、決し

てあなたまかせのそれではなく、自分の中にある正しい心、ウソの言えないそ

の心を信じ、生きることであり、何々の神を信じ、それにぶらさがり、欲望の

ままに生活して救われるなど、どうみても虫がよすぎる、と思わなければなら

ない。うまい話というものには、必ず大きな落とし穴があり、これは何も世俗

の問題ばかりでなく、神信心についても同様である。 

 

 

悪霊-Ⅰ Ｐ102 

 他力本願の恐ろしさは、いうなれば盲目的信仰にある。人の心の本性を知ら

ずに、題目という麻薬に似た旋律に心の垢の上塗りをしてしまうからだ。 

 指導者の心に不純なものがあると、この傾向は一層顕著なものになってくる。

たいてい指導者の背後には相当、古手の魔王が憑いて操るため、信者は罰の恐

ろしさにますます心を小さくし、身も心も指導者に売り渡すことになってゆく。

信仰すればするほど不安と矛盾がひろがるが、疑問は背徳につながる。他力信

仰にとって疑いはタブーである。疑いは信ずる神を否定し、自分を不幸せにす

る。だから、疑問が出ると、題目によってそれを打消そうとし、信者はそれと

の戦いに躍起になる。 

 不思議なことに彼らは心の中に矛盾を抱きながら、信仰のない者を哀れな人

びとと思う。 

 自分自身はその信仰によって少しも心の平安を得ていないのに、他人との関

係では他人を気の毒な人とみるのだ。ちょうど子どもが親から与えられた玩具

を友だちにみせびらかし得意になっているのと似ている。他力信仰の落とし穴

は、自分から安心を得たものではなく、与えられたものだけに、自己陶酔に陥

りやすく、真の平安は得られないようにできている。本当はこうした信仰をし

ない者の方が、ずっと心がしっかりし、安定していようが、他力にすがる者は、

心がもともと弱い者が多いので、一度踏み込んだら最後、なかなかそこから抜

けられないのだ。だから、不信心な者をみると、相手が哀れになり、それも相

手を見くだした立場で哀れになり、常に自分は選ばれた者という自意識がつき

まとっている。 

 選民意識に自分が酔いはじめた時には、真の信仰は影が薄れてしまうものだ。

なぜなら、選民意識はおごる気持が心の底にうごかないと起こらないものなの

で、こうなるともはや信仰とは縁もゆかりもないものになってしまう。 

 

 

悪霊-Ⅱ Ｐ018 

 各人の業は、各人自身がつくり出したものであり、人の業を背負うことなど、

とてもできない。かわいい我が子が病気で苦しみ、母親がその苦しみを自分で

代わりに引き受けようとしても、できない相談であろう。 

 人類の業などといって、他人のせいにして信者をごまかすなど、もってのほ
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かといわざるを得ない。 

 イエスは十字架にかかった。その十字架は人類の罪をつぐなうためと伝えら

れている。イエスを信ずる者は、それゆえ、信じただけで罪障が消滅し、救わ

れることとなったが、イエスを信じただけで救われるものではない。イエスを

信じるとは、イエスが説いた愛の行為を実践することである。行為のない愛、

行為のない信心は画餅にすぎず、何の功徳も現われない。 

 十字架は愛の象徴であり、行為の象徴である。十字架によって人類の罪が、

業が肩代わりされたわけではない。もしも人類の業がイエスによって肩代わり

されたとするならば、イエス以後、調和に満ちた社会の建設に向かっていても

いいはずである。 

 イエス以後の人類の歴史はどうであったか。罪障消滅どころか、戦乱が絶え

ないではないか。人びとは欲望の渦に巻き込まれ、勝手放題のことをしている。

アーメンと唱え、胸に十字を切れば万事うまくゆくと考える人間の欲望の深さ

は、人類をますます泥沼に追い込み、救いのないものにしている。何が正しく、

何が正しくないかを素直な気持でかえりみる必要があるであろう。 

 

 

天使の再来 Ｐ033 

 肉体が自分と思ったら大間違いです。第一自分の肉体が自分の思うようにな

りますか。肉体が自分なら病気もしない筈ではありませんか。病気をしたり、

思うようにならないというのは、肉体は単に借り物にすぎない。魂の入れ物、

乗り舟にすぎないからなのです。 

 肉体はやがて、この現象界においてゆきます。肉体を焼けば、三合の灰に化

してしまいます。 

 あるいは、二酸化炭素に殆んど変ってしまいます。燐酸カルシュームという

ものに変わって、大自然に分解してしまうのです。 

 ところが、肉体を支配していた意識そのものは、次元のちがったあの世に帰

ってゆきます。 

 その時の自分の姿は、光子量に基づいた光子細胞という肉体をまとい、今度

はあの世で生活するのです。その時、各人がこの現象界で、神仏を信じないで

いた者は、ダイレクトで地獄に落ちます。これは、各人が、自分を自分で裁い

ていくのです。あの世に別な人がいて、あれこれ、指示するのではありません。

各人の光子量が、その位置を決めるのです。 

 

 

天使の再来 Ｐ079 

 人間には、心があり、心は神仏に通じています。なればこそ、自分の心には

ウソが言えないのです。ですから、信心とは己の心を信ずることです。ウソの

言えない己の心を信じ、その心の命ずるままに、日々の生活を送るようにすれ

ば、間違いはないということになります。信仰とは、ウソの言えない己の心に
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問う、聞くの生活であると思います。 

 こういうことが、これまでおろそかになっていました。神社仏閣にいって、

手を合わせることが信心であり信仰であるとしたり、あるいは、ある集団に所

属することが信仰というものではありません。神仏と人間を切り離した考え方

に、大きな間違いがあったと思います。人間神の子、仏の子であり、ウソのつ

けない心があるとすれば、その心を、しっかりとつかむことが必要ではありま

せんか 

 

 

心行の言霊 Ｐ022 

 人間はいうなれば罪(原罪)の子です。 

 罪の子が罪をいつまでも背負っていては救われません。罪にたいする贖いが

必要です。すなわち、人はざんげし、心を入れかえることによって、神は、そ

の罪を許してくれるのです。反省の行為です。 

 

 

心行の言霊 Ｐ186 

 人間は神仏の子です。神仏に目を向け、調和の心を忘れなければ、神仏の保

護をうけるのは当然ではありませんか。 

 神仏に目を向けるとは、自分自身にウソのつけない善なる心を信じ、ウソの

ない毎日の生活を続けることです。 

 自分の心にウソがつけないのは、自分の心の中に、神仏の心が宿っているか

らです。 

 信心とは、自分の心を信じ、信仰とは、その心で日々を行じることです。大

自然に調和し、肉体先祖、両親にたいしては報恩し、万生万物には感謝する。

この心を忘れなければ、人間の精神は健全に保たれ、肉体も健やかになります。 

 肉体がすべてだという誤った考え方は、決してしてはなりません。 

 肉体は精神の乗り舟であり、大宇宙は、すべて、心を中心にして成り立って

いることをあらためて認識しなければなりません。 

 調和の心とは、神仏の意を体した守護・指導霊の惜しみない光をうけること

だということを、この際、肝に銘じておいてください。 

 

 

心行の言霊 Ｐ460 

 【信】 

 信ずるとは行うことだ 

 信じてなお行えない人は 信じていないことだ 

 地上界は行為の場である 

 「汝信仰あり 我行為あり」というイエスの言葉を想起せよ 
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心行の解説 Ｐ010 

 人間には肉体のほかに、意識というものがあります。すなわち精神であり、

心です。心配ごとや、勉強等の精神労働にたいして、そのエネルギーの補給は

睡眠によって得られますが、最も大事なことは調和であります。神の心を心と

した心、調和の毎日をすごすことが出来れば、その意識は常に健全に保たれ、

エネルギーの限りない補給が続きますから、普通の何倍ものエネルギーを消費

しても疲れを知りません。 

 エネルギーの源は神仏です。 人間は神仏の子ですから、神仏に眼を向け、調

和の心を忘れなければ、神仏の保護をうけるのは当然のことです。ウソのつけ

ない己の心を信じ、ウソのない毎日の生活を続けることによって、神仏の加護

を受け、魂の修行をかさねてゆくべきでしょう。 

 

 

心に法ありて Ｐ017 

 「汝の信仰、汝を救えり」 

 これはイエスの言葉である。 

 いざり男がイエスに救いを求めた時に、イエスは立って歩けといった。いざ

り男は、長年歩けず苦しんでいる者が、どうして、立って歩けるかと、いぶか

った。しかし、イエスはなおも「立て、歩け」と強くいった。いざり男は、イ

エスの言葉に心を動かされ、勇気をふるい起こして立ち上がり、そして歩き出

した。いざり男は感激した。一生不具者として暗い生活を予想していたのに、

奇跡が起こり、光明が五体を包んだからだった。 

 「あなたは救世主だ。神だ――」 

  いざり男は感激のあまり、そう口走った。ところがイエスは、「そなたの心

がそなたを救った。わたしが救ったのではない」と、いった。イエスの言葉に

もかかわらず、いざり男は、 

 「でも、こうしてあなたの力とわざによっていざりが治った。どんな祈祷師

もまじない師も、わたしの体を治すことができなかった。だから、あなたは神

だ。あなたによって救われた」と、いい張った。イエスは、静かにいった。 

 「いざりで苦しむ者はほかにもたくさんいるだろう。しかし、それらの者は

今なお苦しんでいる。自らの病を治そうとしないからだ。そなたは勇気をもっ

て、それをした。そなたの信仰が、そなたを救ったのだ」 

 イエスは、こうして、多くの人を救い、病をいやした。 

 さて、今回のテーマは奇跡についてである。いざり男は奇跡によって救われ

たが、奇跡は自らを救う者にあたえられ、奇跡を求める者にあたえられるもの

ではないという点だ。病気になるには病気になる原因がある。原因・結果の関

係は、太陽が東から昇り、西に没するのと同じように、やはり順序を経て現れ

るものである。したがって、病気という結果に対して、いたずらに、そこから

逃れようとしてもダメであろう。 

 病気を治すには病気の原因を取り除く必要があるだろう。この場合のいざり
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男に奇跡が現れたのは、これまで、自分の心の中で「自分はいざりで立つこと

も、歩くことも出来ない」というかたくなな観念が支配していたからである。

イエスは、その観念を男から取り除いてやった。それが奇跡となって現われた。 

 ・・・奇跡は、ある意味において、物の先取りである。したがって、奇跡を

得た者は、ある意味では借財を背負ったことになり、その借財分だけ、人より

多くの奉仕をしなければ奇跡の反作用が伴ってくるといえるからだ。 

 奇跡には、原因・結果のプロセスを飛び越えたある要素が加味されており、

未清算の部分が残されていることを知る必要があるだろう。いざり男が奇跡に

おぼれ、過信すると、前よりひどいいざりに舞い戻ってしまうだろう。いたず

らに奇跡を求めず、法に通った生活こそが、奇跡のなかの奇跡ということを知

ってもらいたい。 

 

 

心に法ありて Ｐ021 

 愛というとイエスがすぐ浮かぶ。イエスが十字架の露となったのは、愛の行

為を示すためであった。他を生かすための死は愛の極限だからである。 

 イエスは愛を説き、人々にそれを求めた。愛は慈悲という神の心を行為によ

って現わすことなのだが、当時の人たちはそれをいくら語っても理解してくれ

なかった。死は間近に迫ったが、それをさけようとすればいくらでもさけられ

た。だが、イエスは敢えてそれをしなかった。愛の証しはその身を供養（死）

することによって果たされるからだった。 

 十字架の人となったときイエスは、罪人を含めて地上の人たちに、神の恵み

と許しを求めている。イエスの愛はかくして全世界に伝わるが、この言葉によ

ってイエスが全人類の罪を背負ったと喧伝されることになる。そうしてイエス

を信ずる者は救われるとなってしまった。 

 イエスを信ずるとは、愛を信ずることである。愛を信ずれば、愛の行為がな

ければ観念の遊戯になってしまう。愛は行為だからである。胸にいくら十字を

切ったところで救いにはならない。イエスの行為をみればわかるはずである。

また信は念を生み出し、念は行為につながってくる。 

 それゆえ、愛を信ずるならば、行為が生まれてくる。行為のない信などとい

うものは、ないのである。 

 

 

高橋信次先生による般若心経のまとめ Ｐ008 

 魂の存在を否定する人が多くなっている。 理由は死後の生活が解らないとい

うことと、科学の発達が未知な分野を解明してきているからだ。しかし、死後

の生活が解らないから否定する、科学がナゾ解きをしてくれるから、魂がない

と、どうしていえるだろう。 

 死者がよみがえって、生きている人と談笑した例は、枚挙にいとまがない。

私などは、霊的には、年がら年中、死者と話している。だから、死者の霊とい
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うものは存在し、あの世で生活していると、声を大にしていえるのである。し

かし人は、なかなか信じてはくれない。そこで、いろいろ例を挙げて説明する

が、それでも信じない人がいる。 

 こういう人は不幸な人である。あの世を信じられない人は、どうしても、こ

の世の常識での枠内でしか、ものを見る目を養われないからである。 

 

 

高橋信次先生による般若心経のまとめ Ｐ014 

 大抵の人は、人間が生まれ変わるとは信じられないようだ。まず十人が十人

死んだらお終いと思って生きている。だから、生きているうちが華であり、生

に執着を持ってしまう。死は不幸を意味し、葬式は概ね暗く、陽気はタブーと

されている。 

 ところが、人間は生まれ変わり、この世よりも、生前の魂の在り方によって

は、あの世の方が住み良い、ということがわかれば、死は不幸ではなく、人生

の卒業式として、生まれたときと同じように、祝杯をあげてもよいということ

になる。 

 死に対する人間の根本的な誤謬は「あの世がわからない」ところにあるよう

だ。 
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3-8）【救い・信じるとは(丸山弘先生のご指導)】 

 

1995-9 月 Ｐ032【伝道だより】 

 ・・・心から神を信じることのできる人は、不安な心はおきないものです。

不安というのは、心から神を信じていないからです。 

 

 

1997-1 月 Ｐ046【伝道だより】 

 学修会の初めに、毎回「心行」を唱和しますが「大宇宙大神霊・仏よ、我が

心に光をお与え下さい」と祈りますが、そのように唱えただけで本当に光が来

るものかなと、皆さんは疑うかも知れませんが、本当に唱えた瞬間、さーっと

シャワーのように光が降り注ぎます。ですから、その光を私達が受けられるよ

うな心の状態にしておかねばなりません。 

 「心行」を読みながら、「ガスの元栓は閉めたかな」「家の鍵はかけたかな」

等と雑念がよぎることがない集中して拝読することが肝要です。集中できなけ

れば、何度でも読み返すぐらいの気持ちが大切です。 

 

 

1997-11 月 Ｐ032【伝道だより】 

 「自分に自信が持てずに悩んでいます」と話されたかたに対して、 

 「それは自分を褒めたたえて生きていないからです。私たちは両親から肉体

をいただき、神より生かしていただいております。ですから私たちの生命は自

分の持ち物ではないのです。自分のものと思うから感謝が薄くなるのです。常

に精一杯自分を褒めたたえて生きることが大切です。 

 自分を褒めたたえるとは、悦びの言葉をたくさん出して生きることです。髪

の毛一本一本を初め、手足の一本一本の指を初め、肉体のすべてに感謝し、今、

生かされていること、生かされている環境すべてに感謝を捧げて生きることで

す。 

 感謝を深めれば悦びが生まれます。悦びがあれば、その悦びに報いようとい

う報恩の気持ちが出てくるでしょう。報恩の行為をしていけば、自然と幸せに

なっていきます。幸せになれば自信が出てくるものです。 

 感謝→悦び→報恩→幸せ→自信、この循環の中に生きてください」 

 とご指導くださいました。 

 

 

1998-6 月 Ｐ044【伝道だより】 

 正法の実践を始め、何事についても、頑張るぞという気持ちや言葉だけでは

なかなか頑張ることはできません。頑張るためには、まず強い信念を持つこと

が必要です。信念とは、神を信じる事、主を信じる事、法を信じる事です。常

に正しい信念を持つことで、如何なる困難やアクシデントが起きようと乗り越
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える助力がいただけるのです。 

 ダメと思ったり、不安な思いを持った瞬間、守護・指導霊からの導きを受け

る事が出来なくなるのです。不安を持つことは神仏の心を信じていないから起

きるので、神仏からのお導きをいただくことは出来ないのです。決して不安を

持ってはいけません。 

 私達は、自分の心に正法を築き上げるのに何十年とかかってしまいます。し

かし、こうして積み上げた心も私達の思い方次第で消えるのは一瞬なのです。

常に正しく強い信念を持つことが大事です。強い信念を持つ努力に励むことが

大事です。 

 

 

2000-6 月 Ｐ038【伝道だより】 

 ・・・毎日を不安のない生活をするようにしてください。不安があるという

ことは、それは心に動揺があるということです。自分自身を信じられないため

に、不安というものは起きるのです。法を一生懸命に実践し、自分の過去の過

ちを反省によって一つずつコツコツと修正努力することによって、自分が自分

を信ずることが出来るようになり、それが自信となるのです。 

 とかく人間は、自分の目の前にあるもの、見えるもの、起きるものにとらわ

れてしまいます。でも、正しい法を中心にしていれば、そういうものにとらわ

れたり、七転八倒して混乱することはないのです。 

 

 

2000-7 月 Ｐ047【伝道だより】 

 一端、不安を持ってしまうと、神仏はその人を救うことが出来ません。不安

な思いは、神仏を信じていない心に生れるものであり、神仏を否定した思いだ

からです。その思いは自我我欲、足ることを知らない欲望から生じます。 

 もし、不安を持ちそうになったときは次のように祈りなさい。『大宇宙大神

霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお与えください。心行

を己の糧として日々の生活をします。日々のご指導心から感謝します』 

 このように、心から祈ることにより、神仏の光がその人を包み込み、心に安

らぎを頂くことが出来ます。不安な思いが生じたとき、何回でもそのように祈

ってください。一日に何百回、何千回と祈っても構いません。 

 それと同時に直ちに心行を心の指針とした生活を実践してください。 

 

 

2002-4 月 Ｐ050【伝道だより】 

 女性の方が「青年部に入らせて頂いてから仕事などの理由によって、学修会

に参加出来ない時があります」と発表されました。 

 先生はその方に対して「それは神に意識が向いていないからです。常に大宇

宙大神霊・仏様に対して意識を向けてください。日々生かされていることに感



345 

 

謝を捧げてください。そのように実践した時に、心がまた一段と成長するので

す。そして会社においても自己保存の思いや、愚かな思いを持ったときは、場

所はどこでも構いませんから、すぐに神に対してお詫びしてください。 

 また学修会に行けないのではと不安な気持ちを持たずに、常に神に対して意

識を向けることによって、また正法に真剣に取り組むことによって神はそっと

手を差し伸べてくださるのです。不安な気持ちを持たないでください。不安な

心を持つ事によって神とのつながりを断ってしまうことになるのです」とご指

導されました。 

 

 

2002-8 月 Ｐ058【伝道だより】 

 地球上、約六○億人の大多数は不安の中に生きています。これはなぜかとい

いますと神仏を信じていないからであります。 

 この不安を取り除くには、一日も早く神仏を信ずることです。正法を学ぶこ

とです。そして、正法を学ぶ心がけは、全力を尽くす不断の努力が大切です。 

 

 

2002－9 月 Ｐ066【伝道だより】 

 法の中に生きれば一切不安はありません。『神とともにいませり』いつもそ

のような心で、苦しかったら苦しいだけ神仏を身近に感ずるよう努力して、感

謝して感謝して、『今日、このような苦境を頂きありがとうございます。今日

一日を一生懸命生きて行きます』という思いを持つことです。一つ山を越える

ごとに自分に自信が生まれてきます。人間がそのたびに大きくなって行きます。

魂が大きくなって行くのです。ですから悦びの心を持ち、楽しんで生きること

です。 

 

 

2003-1 月 Ｐ036【伝道だより】 

 高橋信次先生には常に『不安を持つなかれ、不安の時は神の時ではない』、

つまり、不安を持っている間は、神を信じていないことだ、とご指導を頂きま

した。私達は一瞬たりとも不安な心を持ってはいけません。何故ならそこには

光がなく、魔が入る危険があるからです。 

 昭和五○年八月二六日、イエス様がお出ましになられ、『愛のおことば』を

お導きくださり、『今後貴方が法を伝えていく時、天上界はあらゆる協力を致

します。しかし魔が出て法の伝道を妨げようとしますが、私たちはあらゆる協

力をして貴方を守って行きます』と不安を持ってはならない、不安を持つこと

は神の時ではない、ということをお導き頂きました。 
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2003-4 月 Ｐ031【伝道だより】 

 私たちは、今現在も神仏によって生かして頂いています。ここにこうして学

修の場に来れた事も、神仏のお計らいお導きによるものと思います。 

 さらに精妙なことは、自動車がガソリンとバッテリー（電気エネルギー）の

調和によって動くように、私たちも三度の食事による肉体的エネルギーによっ

て動かされている肉体と、その肉体に乗っている魂との調和による心的エネル

ギーにより、生かして頂いております。この尊いお導きを知ること無しには、

神仏によって生かして頂いている事、神の子であるという事が自覚出来なかっ

たことと思います。 

 私たちは神仏によって心（魂）にエネルギーを頂き、生かして頂いています。

私たちは神と直結した神の子なのです。 

 畏れ多くも神の子でありながら、新興宗教あるいは諸々の神を信じ、その間

違った神によって生かされている錯覚を持ったとしても、真実は、唯一の神に

よって毎日エネルギーを頂き、今現在も生かして頂いているのです。 

 間違った神を信じることは、畏れ多くも神を冒涜していることになります。

偉大な主・高橋信次先生が説かれた法に出会う前、真実を求めて次々間違った

指導者の元を歩き回られた方は、看板が似ているだけで、あるいは他人の言う

事を確かめることなく信じたため、正しい法に出会われるのに時間がかかられ

たのだと思います。 

 要は、誰を恨むことも出来ない、自分自身が法を直ちに分かる心造りをして

いなかったことが原因でありました。まず当会に入られて、ここを一番初めに

反省しなくてはならないことだと思います『法がある、法がない』ということ

が、心で分からなければこの偉大な偉大なみ教えを分かることは出来ないもの

と思います。 

 偉大なという言葉を一○○つけても足りないほど偉大だということを分から

せて頂き、偉大な偉大なという申し上げ方をしないでは、誠に誠に畏れ多いこ

とです。この言い方が異常だと思われる方はきっと、善と悪という三次元の物

差しでいまだに見られたり、思われたりしておられるのだと思います。 

 私たちは法という正しい物差しで、まず自分を見ることです。自分の曇って

いる眼鏡を拭こうとせずに相手を見ても自分が苦しくなるだけです。私たちは、

自分の過去、永遠の人生を振り返り、どんなところに悦びを持ち、どんな時に

自分の能力を最高に発揮したかについて、反省により、自分自身の真実の心の

姿を知り、今生、過去最高の能力を発揮する事により、地球が神の王国になる

のだ、とお導き頂いていることの真意が分かるのです。 

 

 

2003-7 月 Ｐ048【伝道だより】 

 最近、『神と主に感謝します』等と書かれていることを拝見しますが、偉大

な偉大な神と、偉大な主とを、自分の友人のように書くことは、誠に誠に畏れ

多い極みであります。偉大な神に対して、偉大な主に対して、正法者として、
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畏れ敬う心があるならば、そういった書き方はされないのではなかろうかと思

います。『神と主に』というように、間に『、』すらもないレポートが非常に

多いことに驚きます。 

 聖書の中に『神を畏れることは智慧の始まりである』と書かれてありますが、

智慧とは潜在意識であり、智慧を中心に生きなければ、神を畏れるという真の

意味は理解出来ないことと思います。これからは、もっと自分の心を高めるた

めにも言葉を慎重に選び、常に、辞書を引いて書くようにして頂きたいと思い

ます。 

 ・・・レポートを拝見すると『大宇宙、大神霊、仏に対して』とか『大宇宙

大神霊・仏に対して』と書かれてあることが多々ありますが、大宇宙大神霊と

は『神』であり、『仏』とは偉大な主・高橋信次先生のことです。ですから、

私達が申し上げさせて頂くときは、『大宇宙大神霊・仏様』なのです。 

 『心行・祈願文』の中には『大宇宙大神霊・仏』と書かれてありますが、日々

真剣に法を学修実践して行けば、自ずと心で気付かれることですが、まるで近

所の誰かと話すような申し上げ方はされないことと思います。最近馴れのあま

り、ご無礼にも気付かずあまりにも簡単に自分中心の言葉を使ってはおられな

いでしょうか。もっと真剣に考えて、ご無礼のないよう、言葉を十分に選んで

使うようにしてください。 

 

 

2004-5 月 Ｐ085【伝道だより】 

 どうして心が暗くなるか、それは法中心ではなく、五官を中心に物事を見て

いるからです。 

 お金がない、お金が欲しいと願ったら、今日明日にでも財布にお金が入って

くることをお救いと思っているのです。手で触れ、肉眼で確かめられないと、

救われたと思えないのです。つまり法中心ではなく、名誉・地位・財産・お金・

物・肉体を中心に生きている方です。 

 私達は心が暗くなり不安になった時、『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光を

お与え下さい』と祈らせていただきます。この祈りは、『大宇宙大神霊・仏よ』

と祈らせていただいた瞬間、ストレートに偉大な主に通じるのです。 

 その時、私達は既にお救いいただいているのです。神仏のみ光をいただき、

心が平安になり、心が救われるのです。心が救われ、不安がなくなれば、明日

の生活もまたお救い頂けるのです。 

 救われていないと思うのは、自分中心の我で、自分からお救いを断ち切って

いるのです。このようにならないといけない、このようにありたいなどと、自

分の思いがしっかりあるから、その思いの通り行かないと、自分は救われてい

ないと不満に思うのではないでしょうか。 

 せっかく心が救われてお救いを頂いても、この手で握り五官で実感できない

ために、救われていないと思ってしまう、神の御心に素直になれないために、

結局、救われないのです。 
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 神仏の御心に素直になれるまで、そうした体験は、何度でも繰り返されます。 

 神仏に不可能はない、絶対お救い頂けると思えば、必ずお救いいただけるの

です。 

 何度も体験させていただきながら、そこがどうしても心底信じられない、神

仏を信じ切れない自分の心を見つめようとしないで．結果のみを求めてしまう

のです。 

 神仏を、法を信じ切れない自分の心を見つめてみる。 

 信じられないという心が、救われていないという心に通じているのです。そ

こを修正していくことが大事なのです。 

 

 

2004-6 月 Ｐ044【孫の「○○○」に【奇跡】を頂いて】主婦の方の投稿

より 

 ・・・他力はだめ自力だと、心に言い聞かせても「検査…入院…メス」と浮

かび、時間もありません。罪のない愛らしい「○○○」を傷つけ痛い目に遭わ

せたくない。これ以上娘を苦しませたくない。何としても手術だけは避けねば

と必死でした。とうとうお忙しい丸山先生に失礼も顧みずお電話させて頂きま

した。手遅れになってはならないという欲望、自我丸出しのままお縋りしたの

です。今の私には、どうすることも出来ず、それしか方法がありませんでした。 

 先生に一通り説明させて頂いた後、「何でもしますから……」と、つい口か

ら出てしまいました。「△△さん、何でもしますからとはどういう事ですか。

神仏に対する思いが正しくないのではないですか。偉大な主・高橋信次先生が

命懸けでお悟りになられお説きになられた偉大な正法に対して、命懸けで精進

努力させて頂く、その一念が、そのお心が、神仏に通じるのではないでしょう

か」と厳しく諭されました。 

 

 

2005-1 月 Ｐ077【伝道だより】 

 恐れ多くも偉大な主・高橋信次先生には、昭和五一年五月一四日、私に対し、

『自分の思いの侭に法を広めていきなさい』と申された、あの感動・感激した

日から三○年間、毎日毎夜、国内の伝道を始めブラジル、アメリカやヨーロッ

パに、正法をどのように伝道したらいいか、日夜考えない日はありませんでし

た。 

 日本と違って、地理も何も分からない、人間関係も分からない所です。しか

し、私は未だ不安は一度も持った事はありません。常に、必ず実現出来ると思

っています。それは、偉大な主の、大いなるお計らい、お導きによって、如何

なる困難も開いてくださるからです。 

 如何なる時も、まず自分を信じ、お導き賜わった通り、素直に自分自身の心

を愛豊かなものにする事によって、道は開かれて行くという事を、これまで私

は何回も頂いています。 
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2005-6 月 Ｐ090【伝道だより】 

 ・・・法を、なかなか信じられないから、信じて頂くため、神仏様には、ま

ず私達を始め家族の心の病を始め、肉体の不調和をお救いくださり、健全にし

てくださいました。それは、まず私達が神の子であることを自覚されるよう、

慈悲と愛を持って、まず肉体的傷害からお救いくだされたのです。このように、

只今私達は、天の精妙な仕組みの中で、この世に生かされているのです。 

 

 

2005-12 月 Ｐ063【伝道だより】 

 よく『私はお救い頂いた、奇跡を頂いた』等とお話しされる方がおられます

が、それには、ご自身がどれだけ、どのように精進努力されたか、ということ

について、まず細かく発表して頂くことが大事です。それがお救いくださった

天に対する報恩感謝の行いである、ということを知って頂きたいと思います。

正法の世界は、すべて結果ではなく、苦労された、精進努力された一念力の過

程のお話が一番大事なのです。 

 

 

2006-7 月 Ｐ060【伝道だより】 

 まず、偉大な主・高橋信次先生に対して、日々より深い信をお捧げ申し上げ

ることが最も大切です。 

 何処にいても、太陽様がお出ましになられたと思ったら、誰が見ていようが、

帽子を脱いで、姿勢を正し、深く礼拝し『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光を

お与えください。心に安らぎをお与えください。お陰様で今日をお与え頂き、

有り難うございます、有り難うございます、有り難うございます』と、心を込

めてご挨拶出来るようになることが大事です。 

 心からお慕い申し上げる、心からより深くお信じ申し上げる、そういう努力

を重ねることで、『心行・祈願文』を拝読させて頂く心の次元もまた深くなっ

て行きます。そうすることにより、次第にその一人一人に対して、光が一段と

強く輝かれるようになります。 

 

 

2006-8 月 Ｐ066【伝道だより】 

 偉大な主・高橋信次先生には、『不安を持つことなかれ』とお導き頂いてい

ます。不安を持つ人は神仏様を信じていない人であり、法を信じていない人だ

と思います。それは正法者とはいえません。 

 不安の思いとは、経済や病気などに対する不安だけでなく、例えば食事をし

た後、お腹が痛くならないかな等という思いを持つことも不安です。人間は常

に何かを考えて生きていますが、もし、不安の思いを自分が持ったときに、す

ぐに自分自身がそれに気づくかどうかは、自分の心に常に意識を向け、一瞬一

瞬の思い行いを止観し、点検して生きないと、気づくことは出来ません。そし
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て、自分が不安を持っていることに気づいたら、直ちに反省し正しい思いに切

り換えることが大切です。 

 『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお与え

ください。私は偉大な偉大な法に帰依させて頂きながら、只今このような愚か

な思いを持ちました。何卒お許し下さい』と、神仏様に対して心から深くお詫

び申し上げることが大事です。偉大な正法に帰依しながらも、不安を持ったこ

とは、神仏様をその瞬間信じていなかった訳ですから、そのことを心からお詫

び申し上げることが大切です。 

 偉大な主のおことば『光の器を』の最初から三行目には、『我は天上界にあ

っても決して沈黙はしない。我を信じ、法を行ずる者には、常に、その者の中

にあって、光と安らぎと生きる悦びを与えるであろう』とお導き頂いています。

ここに、大変畏れ多いお導きが書かれてあります。偉大な主には、法を実践す

る私達の心の中に入って、私達をお導きくださると申されておられるのです。

神仏様を心から信じておられない人は、この『おことば』にもお気付きにはな

られないものと思います。 

 皆様には、偉大な主・高橋信次先生に対して、心から信じ申し上げているか、

ということを改めて、もう一度心を点検して頂きたいと思います。神仏様を心

から信じておられるならば、ご光輪を拝見した時には、道のまん中であろうと

も誰が見ていようとも、深々と頭を下げて、『大宇宙大神霊・仏様、お陰様で

今日をお与え頂きまして有り難うございます。有り難うございます』と、少な

くとも三回は感謝申し上げることが出来るのではないかと思います。今後、皆

様には、真の正法者かどうかを問われるような現象がどんどん起こってくるよ

うに思います。何卒、そのテストに見事合格されますようお祈り申し上げま

す・・・。 

 ・・・、不安の心とは自分を信じることが出来ない心であり、さらに突き詰

めると、最後に、ご著書の拝読が少ないから、と分からせて頂いたのです。偉

大な主には、法を行ずる者、すなわちご著書をしっかり拝読している者には、

貴方の中に入って貴方を正しく導きますと、『光の器を』で申されているにも

かかわらず、愚かにもその意味すらも気付かない人間でした。 

 ・・・不安の思いを持つのは、神仏様を信じる心が浅いのではないかと思い

ます。また、神仏様を信じられる機会を頂いているのに、そこに感謝や悦びが

浅かったのだと思います。神仏様を深く信じておられる人ほど、感謝も格別に

深く、大きいように思います。ですから、どんな小さなことにも感謝すること

が大事です。小さな感謝でも集まれば大きいものとなります。 

 

 

2006-9 月 Ｐ040【伝道だより】 

 天上界には、出来ないことをお与えにはなられません。神仏を信じている者

であれば、法を信じている者であれば、それは有り難いことであるし、嬉しい

ことです。 
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 自分が不安に思い、悩んだら、自分の利き腕を胸に当て、『大宇宙大神霊・

仏様、我が心に光をお与え下さい。心に安らぎをお与え下さい。私は一昨日、

会社の内命により、○○のようなことを言われ、その国の語学(不安な内容のこ

と)に対して、非常に動揺いたしました。神よ、私の愚かな思い、行いをお許し

下さい。お詫び申し上げます』と、反省して下さい。 

 正法者であるなら、あたふたすることなく、常に自信を持って生きることが

大切です。この三日間、不安を持ったことや、奥様に不安を思わせ、毒を飲ま

せたことを『神様、私は動揺しまして、家内にも救いを求めて泣き言を言いま

した。申し訳ありませんでした。神のみ教えを学びながら、愚かな思い、行い

をいたしまた。何卒お許しください』と、心から反省し、お詫びを申し上げて

ください。ご夫婦で深く反省し話し合ってください。 

 

 

2006-11 月 Ｐ053【会員からのレポート】主婦の方の投稿 

 先生には・・・ 

 「・・・畏れ多くも神を信じる、偉大な主を信じるということが、すべての

神の子の生涯の命題ではなかろうかと思います。この思いが最も大事ではない

でしょうか。 

 まず己を信じられなかったら、偉大な主をお信じ申し上げることは出来ませ

ん。自分の善なる心の叫びに、心の耳を傾けることが出来るようになることが

大切です。自分の心に忠実に、素直になることが大事です。神様の声に素直に

耳を傾け、神様のみ心に素直に生きることが大事です」  

 とお話下さいました。 

 

 

2008-5 月 Ｐ053【伝道だより】 

 お計らいは一杯頂いておりますが、それを自分自身が見つけられなかっただ

けなのです。 

 

 

2008-5 月 Ｐ054【伝道だより】 

 神仏様には常に見ておられるという意識がないからではないでしょうか。常

にその意識で行うことが大事です。 
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3-9）【足るを知る・現世利益・ぼた餅（ご著書より）】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ048 

 “信心とは、己の心を信ずることなり” 

 キリスト教や仏教の教えは、私達の心の糧であり、生活の在り方を教えてい

るものである。 

 形式的な空念仏で人間を救うことはできない。正法に従って、日々の生活の

中で心を中心とした実生活の努力をする、これ以外にないことを私達は悟らな

くてはならない。 

 この記述に不信があるならば、祈るだけで、“棚からぼた餅”は落ちてこない

ということを考えねばなるまい。神理的生活以外に、人間本来の目的は果たせ

ないからである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ131 

 私達は自分の心を早くとり戻し物質経済から解放されることが第一である。

己に足ることを知れば、自ら心は広くこだわりがなくなり、あらゆる面に恵ま

れた環境が完成されて行く。 

 足ることを知らぬ人間は、ただ日夜あくせくと物にとらわれ、心の安まると

きがない。やがて体も不調和になり、周囲の人々とも調和されることなく淋し

い人生を送るようになる。末はその人の心の状態に相応した、同様の苦しみが、

またあの世で待っているようになる。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ134 

 私達の不調和な原因を追求してみると、ほとんど自分の欲望が満たされない

ために起きていることが解る。 

 人より偉くなりたい、良い着物を着たい、うまい物を食べたい、環境一切の

整った家に住みたい、子供を有名校へ入れたい、数え上げればきりがない欲望

の泥沼。足ることを悟っているならば心に自制が生まれてくるのだが、逆へ行

く人々が非常に多いのである。その結果、それらは欲望の奴隷になって安らぎ

の生活を得ることができなくなるのだ。 

 自分の立身出世のためなら、同じ仲間に対しても平気で不義理をする。上司

に認められたいため自己の心を偽り、下僕のような封建社会さながらの態度を

とる。 

 地位や名誉や金が、人生を豊かにするものであろうか。我欲が出れば、平穏

な生活はおろか、己を亡ぼす場合もある。人間は、偽りのない生活の中にこそ

正しい心の芽が出て足ることを知り、安らぎの人生を送ることができるのであ

る。虚栄や欲望におぼれてはならないのである。 

 このように、貴い修行場としての人生を、無意味にすごしてはならない。与
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えられた環境の中で、勤勉に努力して生きて行けば、心の不安も消え、安らぎ

の環境を作り出して行けるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ152 

 ・・・人間らしい生活への最善の努力こそ、私達の心に平和な安らぎを与え、

神仏の慈悲が約束されることである。 

 人間らしい生活とは、神理に適った“八正道”の実践によって調和した正し

い想念と行為、神仏の子たる自覚を持って衣食住に足ることを知った生活、そ

れである。限りない欲望は、足ることを忘れさせて苦しみを造り出して行くの

みである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ210 

 もし肉体が自分の物であるなら、なぜこの世を去る時に持って行くことが出

来ないのであろうか。 

 両親の精子、卵子の調和によって作られ、一つの細胞の核分裂による五体で

あるとしても、これは現世のみに必要な仮りの宿であり、本来人生の乗り舟に

すぎないものだから、といえる。 

 現象界における土地、建物、宝石、地位、名誉にしても同じである。あの世

に持って行くことはできないのである。 

 いずれも自分自身のものではなく、神仏の慈悲と愛によってすべてを人類に

貸し与えてあるものであって、本来人間のものとてないのが、神理なのである。 

 「足ることを知れ」の根拠は、このような理由にあったのである。経済物質

を、己の魂を磨くための道具と考えてはならない。人間は物質の奴隷ではない

からだ。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ232 

 「一寸の虫にも五分の魂」という諺があるように、動物、植物ほかの生物も

また、生きる権利を神仏より与えられ、種族保存の相互関係を成立させている。

それぞれの環境に適応した体と諸器官を持って生存している。 

 その生物のエネルギーを吸収して、万物の霊長である人間は肉体を保存して

いる。動物、植物、鉱物の子孫保存の本能を知っているにもかかわらず、私達

は私達の血や肉や骨にしてしまっている。人類の栄養にしてしまっているので

ある。 

 私達は、魚にしても動物にしても、感謝の心を持たずに殺生してしまう。そ

のため、彼らも生への執着のため成仏できずに人間に憑依する。私達は、彼ら

への、感謝と供養の心を忘れているのだ。動物、植物、鉱物のエネルギー源が

あるから私達の肉体保存ができている。食事のときの感謝、私達のための犠牲
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者への冥福を祈るなどということは当然の行為なのである。 

 私達は彼らに対して、 

 「お前達が私達の血肉、骨の栄養となることによって私達は肉体が保存でき

ます。心から感謝します。お前達も生命の不滅を知り、成仏をして戴きたい」 

 と日夜の感謝の心を忘れてはならない。 

 仏教において無益の殺生を禁じたのも、こうした心からである。生きる権利

を持っている他の生物を殺すのであるから、無駄のない食事のとり方をしなく

てはいけないのである。 

 太陽の熱、光のエネルギー、動植物、鉱物のエネルギー源に対して、日常多

くの人々は感謝の心を忘れているということを、反省しなくてはならない。 

 人間が常に足る心を持ち、感謝して生活することが、他の生物へのいたわり、

慈悲深い共存共栄への道となる。 

 生命の不変を知った植物や小さな生物は、迷うことなく平和な世界へ帰って

行く。 

 しかし感謝の心のない人間には、生物の霊がその意識に憑依していることも

多い。そんなことはないだろう、と疑問を持つ人も多いだろうが、これは事実

である。万物万象の相互作用があるから、私達の肉体保存はできるものなので

ある。 

 彼らの魂の存在を思い、人間は感謝して生きるべきである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ026 

 自己保存、自我我欲が強い人々の集まりは、一つの国家の霊域も暗い想念で

覆ってしまう。国の乱れは、国民一人一人の心の乱れによって起こる。指導者

にその責任を転嫁するまえに、一人一人の国民の心が目覚めることが最も重要

なことである。 

 物質の奴隷から自分自身心を解放して、人生に足ることを知った生活の中に、

本当の平和、本当の人生があることを、私達は悟らなくてはならない。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ130 

 ・・・人間は、このように、他力本願によって救われるのではない。 

 人生の疑問にぶつかり、それを追求し、正しい生活実践という努力により探

求した結果、究極の神理にぶつかったとき、初めて心に光明がさして、指導霊

や守護霊達の霊感が与えられたり、現象化されるということなのである。 

 自ら努力し、欠点を修正して、中道の心と行ないを実行している人々が、勇

者なのである。 

 「棚からぼた餅」は、決して落ちてこないということを知らなくてはならな

い。 

 お経を上げる、ということも同じことだ。 
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 百万遍経を上げても、心の在り方や行ないがともなわなくては、何にもなら

ないのである。 

 お経自体のなかにも、このような行ないが記されているということを悟らな

くてはならない。 

 読誦して何かを待つということでは、絵に描いたぼた餅と何ら変わりはない

ということである。 

 真の味は、解かりはしないのである。 

 味は、ぼた餅を食べてみることによって甘いか辛いか始めて解かるというこ

とだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ115 

 念は願いである。念のない人生、念のない生活はあり得ない。人は今日より

明日を思うから生き甲斐が生れるのであり、明日のない人生は死を意味しよう。

今日に生きる者は強者だが、人間は、死の瞬間まで希望を託して生活していく

ものだ。 

 その希望が自己本位に傾くと人との調和が崩れ、自分自身も立ってはいられ

ない。念のあり方も調和という中道に適ったものでなければならないし、「正し

き念」は無制限に発展する欲望をコントロールし、足ることを知った、人生の

目的を自覚した願いでなくてはなるまい。 

 

 

人間釈迦② Ｐ013 

 ・・・人間の心は、常に変化してやまない。心を外に向け、欲望の泥沼に自

分を置いているからだ。美しいものに憧れるのは無理はない。しかし、足るこ

とを忘れ、欲望のままに、それを独り占めしようとするところに、苦悩の落し

穴がある。心を失っている者達は、一時の快楽に身を託し、苦しさから逃避し

ている者もあるが、実は苦しみの種を蒔いている。 

 

 

人間釈迦② Ｐ150 

 正道の歩みは、善なる心を大事にし、伸ばして行くものです。善我の心には

愚痴は出ません。愚痴は善我のそれから出るのではなく、偽りの我、つまり、

欲望の心、満たされぬ心が、それを言わしめるのです。 

 正しき法の道を、毎日の生活の基準として行なったならば、愚痴からも遠ざ

かり、よく忍辱の身についた自分を、完成させることが出来ましょう。足るこ

とを知った生活、忍辱、愚痴から遠ざかれば、人は、己の心を開くことが出来

ましょう。この三つは悟りの条件と言ってもいいでしょう。 
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人間釈迦② Ｐ155 

 足ることとは、善なる心、神の子の自分に立ち帰った自覚から生ずる営みで

ある。 

 それは欲望を抑制する、我慢する、あるいは、分に安んじるそれではないの

である。 

 現実社会は、生活は便利化され、物が豊富に出回っているが、人びとの生活

は安らいだ希望に満ちた毎日とはいえないだろう。なぜか。欲望がさまざまに

変化し、その欲望に自分自身がほんろうされているからだ。 

 安らぎある生活を望むとすれば、心の中にうずく、外界に心を奪われた想念

と行為をあらためるしか方法がないのだ。 

 足ることを知る生活とは、人生の目的を知り、その役割を理解し、神の意志

を受け継ぐ行為をいうのである。だから、足ることを知れば知るほど、生活行

為がより積極的となり、愛と奉仕の心が湧き上がってくるものである。 

 現実の私達の生活の中に、この精神を生かすとすれば、具体的にどうなるだ

ろう。 

 現在の私達の住む社会は、自我欲望を中心とした社会である。人びとは連帯

意識もなく、社会的責任とか布施心すら稀薄となっている。自分の身は自分が

守らねばならない、という風潮である。 

 こうした中での生き方は、まず、これにさからうわけにはゆくまい。したが

ってこれにさからわず、商人は利益を上げ、給与者は、その勤めを十全に果た

すべきだろう。 

 問題はそうした中で、利益を上げ、勤務に余裕が出た時に、その利益なり、

余裕を何のために使うか。欲望を満足させるために使うか、それとも、愛と奉

仕という布施の行為に殉ずるか。足ることを知った生活者は、愛と奉仕に生き

るだろう。 

 これまでの信仰者は、いたずらに善とか愛の観念にとらわれ、実生活をおろ

そかにし、自己満足と欲望を押さえることに吸々としてきたようである。 

 欲望は押さえつけるものではない。人生の目的を知るようになれば、そうし

た欲念というものは自然と沈静化し、神の子の愛の真情が生活の原動力となっ

て息づいてくるものである。 

 もちろん、それには反省と内在する悪の芽を摘み取る勇気と努力が、ついて

まわるが、しかし、そうした努力を無理無理するのではなくて、時と共に、そ

の努力が努力と感じられなくなって来るように、その毎日を怠らず励むことな

のだ。 

 努力しているという感覚が内にある間は、まだ本物ではないのだ。努力が生

活の中にとけこみ一日一日が一生につながって行く喜びに満たされてくるよう

にならなければなるまい。 
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人間釈迦④ Ｐ131 

 『私たちの心の中には、過去世からの体験した人生の宝物が存在しています。

父上にも、それがあります。その人生の宝物を智慧といい、智慧をひらけば、

地上の諸相がわかり、不安や迷い、煩悩に心をわずらわせることがなくなりま

す。 

 ところが、その智慧の泉を、自らの愚行によって閉ざしているのが現状です。 

 愚行とは、恨み、妬み、そしり、怒り、愚痴、そして、もっとも心を迷わす

足ることを知らぬ欲望、これによって、智慧の門を閉ざしているのです。 

 智慧の門が開けば、人間は不死の永遠の生命であり、転生輪廻の実相が理解

できるのです。 

 つまり、生老病死の苦悩が解明できます。 

 私は、その苦悩の原因である煩悩を除く道を説いています』 

 

 

原説般若心経 Ｐ092 

 いかに社会的地位があり、学識経験があり、経済力豊かでも、自らの欲望に

足ることを知らない者達は、貧しい心の持主であり、形にとらわれている憐れ

な者、としかいいようがありません。 

 謙虚な心を失い、他人を見下し、増上慢の心を持っている人は、やがて自ら

を苦しみの中に没落させて行く者達なのです。 

 心の中にスモッグを作って暗い心を包み、感情や理性に歪みを作り、偉大な

神の光をさえぎってしまうからそうなるのです。 

 心は、地獄に通じ、自らの安らぎを放棄した憐れな人達です。 

 たとえ財産がなくとも、地位がなくとも生活に足ることを知り、友達に信頼

され、心にひっかかりがなく、良く他人の面倒を見、家庭にも相互の信頼を築

いた人は平和で、生活に不満を持っていません。 

 このような人々こそ、富める心の人というのです。 

 心の中に、恨み、そしり、怒り、自己存在の心がないため、スモッグがない

から、光明に包まれています。安らぎの境地に生きている者達は、常に心は光

の天使達の世界に通じているため、慈愛に富み偽りがありません。 

 所得の高の差によって、心の貧富を定めるべきではないのです。 

 朝は健康で、調和される環境を作り出すために智慧を働かし、希望に満ちて、

昼は自らの仕事に精進、努力を怠ることなく、夕は一家団らんの楽しい夕餉を

とり、夜は一日の反省と休養の時間が与えられているのです。 

 人間は、なぜ不満の心を持つのでしょうか。 

 欲望への執着心を捨て、悪心にとらわれない道によって、足ることを悟り、

心の貧しい人々には正しい片よりのない正道を物差しとして導き、心の革命を

起こしてその心と行為を正したとき、人間から不満の心は消え去ることでしょ

う。 

 不満は、しかし常に人々の心の中に影のようにつきまとっているものです。
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正法、正道の、光明の道を歩んだとき、その影は、人間の心の中から消え失せ

てしまうことでしょう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ191 

 人の感情を無視した行為は許されるものではない．人間はみな平等であり、

自己の欲望を満たすために他人を犠牲にしてはならないのである。 

 特に愛欲は、大きく心に巣食っていた。肉体的な五官から入る欲望も、心の

中にある本能と感情の在り方を正せば、ただ一時の快楽にすぎないもの、とい

うことに気がついたものを……。 

 足ることを忘れて、他のものに心を移す欲望は、かえって苦しみを作り出す

ことになる。 

 押えることでなく、関わり合わないことが大切であった……心が燃えていて、

正しい判断ができるとはいえないのだ。理性を失ったそこにあるものは、本能

のままの動物的行為にすぎないものである。 

 たとえ一時の欲望を満たしても、残した苦しみはつきまとい、ひとつ間違え

ば、憎しみの心を相手に植え付けることになる。 

 独占欲、安穏逸楽、自己陶酔、虚偽、苦悩、それらは、心に曇りを作り、大

きな歪みの原因となる。 

 心の中で異性との行為を想像しても、姦淫になる。想念はものを現象化する

からだ。そしてそのことは苦しみをまた作る。 

 また、他人の欲望をかき立てるような、挑発行為も慎まなければならない。

自然のうちに理解できる、ということが大切であり、煩悩のままに生きるべき

ではないのである。 

 人間は、正しい心の基準にのっとり、自己を偽ることのない生活をすること、

これが大切だ、ということだ。このくらいなら良いだろう、といった不確定な

行為は慎まなくてはならないのである。 

 思慮深くなること。これを失ってはいけないのである──。 

 錆びついた、鉄の錆びをとり除くことによって、地肌はでてくるが、やはり

それはもとの形ではなく、錆びがついた分だけ、鉄の成分と酸素とが化合して

減っているということです。 

 誤りを犯した暗い想念は、これと同じように、人間の意識の中に残り、修正

することによって訂正はされるが、全部消え去るということはないのです。 

 人間は、この誤りをとおして、より豊かな心を作り出すための踏み台としな

くてはならない、ということでしょう。 

 

 

心の原点 Ｐ194 

 ・・・食欲や情欲は、本能と感情が作用する場合に起こってくるものだ。 

 たとえ、片思いであっても、私達の心のなかでは、人間本来の、神から与え
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られている本能と感情が燃え立ち、心のなかにざわめきが起こるのである。 

 それが、肉体的にも現象となって現われてくるのだ。 

 思っただけでも、すぐに肉体に現われるし、心が燃えるのである。 

 このとき私達の体はピンクの光でおおわれる。後光の色が変化するのだ。 

 怒りのときは、血の色のような、炎のような後光が人々の身体から出ている。 

 このような現象の一切は、私達の意識に記録されているのである。 

 私達は、それゆえに、足ることを知って、本能と感情にブレーキをかけなく

てはならないだろう。 

 このブレーキが、私達の理性の領域なのである。 

 食べる物などは、腹八分とはいっても、美味しいものは本能的につい腹十二

分に食べてしまう。 

 しかし、酒にしてもタバコにしても、やめようとすればやめられるものだ。 

 理性をしっかり持って、強い意志を働かせれば不可能ではないのだ。 

 だが人間は、自分自身に甘いために、つい本能、欲望のままに生きたいと思

ってしまうのである。 

 

 

心の原点 Ｐ293 

 いったい、悪とか善は、何を規準にいうのであろう。 

 ふつうは、人を殺めてはいけない、人の物を盗んでは悪いことだ、という解

釈である。 

 もちろん、盗んだり、殺したりすることは悪にちがいない。ところが、正法

からみた善、悪は、そうした行為を動かす心を問題にする。つまり、欲しがる

心、人を憎む想念は、自分が可愛い、自分さえよければという自己保存、自我

我欲があるからだ。もしそうした自我がなければ、盗んだり、横取りしたりす

る気持は働かないはずである。 

 一切の悪は、自己保存なのである。自己保存から出発する。自己保存を中道

に戻し、足ることを知った生活行為をして行けば、この世は調和された社会が

生まれるだろう。 

 神の審判は、人の行為も勿論だが、それよりもまず、その行為を行為として

働かすところの心、自己保存の想念、悪の一念が、いちばん重要視されるので

ある。 

 そういう意味においてまず私達は悪を思わず、常に善念を持って、正道に適

った生活をして行くようにしなければならない。 

 家庭の不和、病気、事業上の問題、公害、さまざまなトラブルは、自己保存

と足ることを知らない欲望がなせるワザであることを知らなくてはなるまい。 

 

 

心の原点 Ｐ331 

 心のなかに、イライラ、恨み、嫉妬、怒り、足ることを忘れた欲望などが生
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じたならば、すぐにその原因を追究すること。そして反省することだ。暗い想

念を造らないために──。 

 そして、「我は神の子、我が心よ、光明に包まれよ」と自らの誤りを神に詫び

て、心に祈願せよ。 

 そのとき、われわれは、ゴールド・カラーの慈愛の神の光に満たされ、安ら

ぎの境地に到達することができるのであろう。 

 

 

心の原点 Ｐ345 

 大自然は調和という中道の心を教えている。 

 人間の体も、無理はいけないし、怠惰もいけない。心についても、怒ったり、

悲しんだりすれば、体に、精神に、悪い影響を与える。肉体も、心も、中道に

適った生活行為、つまり正しい想念と行為が必要なのである。 

 大自然は、そのことを教えている。同時に、大自然の心にさからえば、その

分量だけの苦しみがついてまわることも教えているのだ。 

 中道とは足ることを知った生活である。欲望にほんろうされない自分自身を

確立することだ。生老病死の苦しみは、こうした中道の心を失った自我と、執

着した想念、心にあったのである。 

 人間は大自然界の中で生活している。大自然から離れて生活は出来ない。こ

のことは大自然の心と同通しているからなのだ。 

 「心行」とは、足ることを知った心で生活し、報恩という行為を示していく

ことである。中道の精神で、毎日を生活しなさい、ということなのである。 

 

 

心の指針 Ｐ016 

 物質文明が発達するにしたがって、人間は普遍的な自分自身の心を失い、物

質文明の虜になってしまいます。 

 物質文明は誰のためにあるのか、文明のためか、人間のためなのか……。 

 人間はいつのまにか主客を転倒し、文明に奉仕する人間になり下がっていま

す。愚かというほかありません。 

 なぜこうなるか、理由はほかでもない「足ることを忘れた欲望」の追求にあ

るからです。 

 欲望のためには手段を選ばず、すべてに自己中心的な考えが根底にあるので、

世の混乱はいつになっても治まらぬというのが、現実でありましょう。 

 大自然をみると、私たちの眼前にひらかれている姿は、法のルールにしたが

って、動物も植物も鉱物も、互いに調和されています。 

 自然は、正しい循環の法、ルールを示し、足ることを知った中道の神理を教

えています。 

 ・・・人間はこうしたルールを忘れ、欲望充足に明け暮れています。 

 そのために、大気は汚染され、河川や大洋までが、工場排水でよごれ、動、
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植物の生存ばかりか、人間の生存すらおぼつかぬような状況をつくり出してい

ます。 

 これらは等しく、足ることを忘れた利益追求の人間の在り方に問題があり、

今や人類は、大きな壁に突き当っている、といえるでしょう。 

 結果は原因なくしてあり得ないし、現実の現象に対して私たちは、まずその

原因を取り除くことからはじめねばなりません。 

 つまり、行為をつくっている心の在り方を正す必要があるでしょう。 

 ・・・ともかく私たちは、まず、自分にウソのいえぬ己の心に忠実になるこ

とを心がけねばなりません。 

 そうして、自己保存、自我我欲という心の公害を取り除かねばなりません。 

 心の公害は、他人は取り除いてくれません。何となれば、自分の肉体舟の支

配者は他人でなくて自分だからです。心の王国の支配者は己であるという自覚

を持つ必要があるでしょう。 

 自分を含めて、自分の周囲で起こったさまざまな諸現象の原因は、他人では

なくて自分にあることを悟るべきです。 

 今日の社会の混乱と公害問題に人びとが悩むのも、もとはといえば、個人個

人の心の公害から端を発していることを知るべきです。 

 原因と結果の法則は崩すことは出来ません。しかし、この法則を知って、調

和と明るい世界、環境をつくろうとするなら、この法則の偉大さに気づき、人

生の目的は期せずして達成されることでしょう。 

 

 

心の指針 Ｐ144 

 私たちの目的は、ひと言でいえば、安心した生活。それは肉体的にも、精神

的にもということになりましょう。通常、『心行』の中に書かれている心の調和、

そして仏国土をつくるということよりも、目先の利害にとらわれるのが常です。

目先の利害と、心の調和、仏国土が一致してこそ……、というようです。 

 ですから、まず両者の一致です。事業を持つ者は事業がうまくゆくように、

病床にある者はその快復を、と。それは職業的にも、経済的にも、健康的にも、

恵まれてこそ、正法が信じられるわけです。安心した生活は、こうした現象的

な利益につながってこそ、得られるものでしよう。 

 ところが、正法というものは、こうした現象的利益と、一致するように出来

ているのです。 

 正法とは循環の法則であり、慈悲と愛という幸せを与えてくれるものだから

です。循環とは、すべてが、めぐり、めぐってくるということです。心も、肉

体も、エネルギーの集合体です。 

 宇宙も空間もエネルギーから出来ています。テレビのチャンネルを回すと、

いろいろな画面が映ってきます。電波は目には見えませんが、エネルギーを母

体として、空間に生きているからです。人間の想念行為も、これと同様に、感

謝の想いは感謝として、正しき行為は、それに応じた報奨として、本人にかえ
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ってくるものです。ですから正法そのものは、現象利益にも通ずるということ

です。 

 すべてのものは、円運動を描いて循環しています。円である以上、三六○度

回転すれば、再びもとの位置に返ってくるのです。太陽はまるく、地球も円形

です。他の星々も、すべて円形です。四角や三角はありません。地球は太陽の

回りを、円を描きながらまわっています。 

 宇宙は、正法そのままの姿で素直に動いているのです。人間の精神構造も、

図に表せば、円になってしまうのです。原子の世界も原子核を中心に、そのま

わりを陰外電子が、グルグル回っています。こうみてきますと、小は原子から、

大は宇宙まで、すべてが、正法に照らして、円運動を描いているわけです。生

命というものは、すべて円運動を描きながら動いているのです。 

 人間の生命も、核を中心に、五人の分身が、円運動を描きながら生き続けて

います。そのひとつが欠けても、生命体として維持されることはできないので

す。ですから、人間の生命が、肉体が、円滑に、円運動を描いてゆくためには、

各人が、正法に照らして、正法に即した生き方が必要になってくるのです。人

間は小宇宙であり、各人には、自由と創造、意思が与えられていますから、そ

の想念、行為は、各人の自由にまかせられています。それだけに、正法に反す

れば、病気や、事業不振、さまざまな悩みを抱くようになるのです。 

 正法とは、法であり、法はまた慈悲と愛であります。太陽が正法通り、熱、

光を地上に惜しみなく与えてくれるから、地上での生活が可能なのです。喜び

があるのです。これが慈悲でなくてなんなのでしょうか。 

 太陽は無言のうちに、私たちに、その生き方を教えています。 

 すなわち、正法を理解し、慈悲と愛に生きよと。光の天使は、その正法の存

在を、盲目となった人びとに、明らかにしているのです。現象利益も、正法を

理解し、実行するならば、自然に与えられることを教えています。ですから、

現象利益、大いに結構なのです。正法に沿った生き方、つまり慈悲と愛のみ─

──そこまでゆかなくとも、私たちの日常生活のすべてが、正法から外れない

ような生き方が行じられるようにしたいものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ066 

 人類が自己保存と欲望の渦の中で右顧左眄するかぎり、不安と混迷の社会生

活は永遠に解消しないでしょう。欲望にはこれでよいとする限界がないからで

す。人間の心が宇宙の広さを持つように、欲望も、実はその限度を知らないの

です。 

 不安と混迷の世界から解放されるには、人はどうすればよいか、どう生きた

らいいのでしょうか。それにはまず「足ることを知った生活」を送ることです。

人間はいくら力んでも、頑張っても、百才まで生きることはむずかしいもので

す。この世の物を全部一人占めしても、あの世に持ち去ることはできません。

生まれたときが裸なら、死ぬときも裸です。そうだとすれば、生きてゆくのに
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必要なものさえあれば充分ではないでしょうか。 

 「足ること」というと、いかにも、古い、といわれるかも知れません。洋の

東西を問わず、かつての小市民の生活は、いわばその分を守らざるを得ないよ

うな形で我慢を強いられ、権力におもねなければ生きてはいけませんでした。

戦後の我が国は、いわばこうした抑圧された生活の反動として、外国にもみら

れぬ自由国？が生まれましたが、不安と混迷は、戦前よりも激しいといえまし

ょう。積極的意味での「足ること」を知らないがために、こうした結果が生じ

たといってもいいのです。 

 私のいう「足ること」とは、正道を知った生活なのです。人生の目的と使命

を悟り、中道という大自然の法にそった生活を指しているのです。 

 労使の対立は、その双方が「足ること」を知らないために起こる現象です。

一方はできるだけ安く、一方は物価騰貴を理由に賃上げを要求します。このた

めに争議は年中行事化し、物価をますますひき上げる要因をつくっています。

会社という組識は人体と同じであり、人体の健康管理は、運動、休息、そして

無理のない生活にあります。 

 経営者は、利益が上がれば待遇を改善し、社員はそれに報いるためにいっそ

う努力する。感謝と報恩、そして努力と勇気は、やがては新たな知恵を生み出

し、会社をより安定へと導いてくれましょう。産業の栄枯盛衰は、時代の流れ

でいたしかたありませんが、労使双方が「足ること」を知った協調協力の実の

上がっている会社は、転業も容易に行うことができるでしょう。 

 このように「足ること」とは、我慢ではありません。抑圧された生活でもあ

りません。伸び伸びとして、人間らしい安心した生活を営むためのものなので

す。人類の意識がこうした生活を通して向上され、不安のない生活が送られて

くるようになると、人類はさらに高次元の意識社会の在り方をめざして進むこ

とができるようになるでしょう。 

 

 

心眼を開く Ｐ078 

 人の精神、肉体をもっとも不安定にする想念は、愚痴、怒り、足ることを知

らぬ欲望、の三つといえましょう。いずれも自己保存に深く根ざしているから

です。愚痴は神の子の己を否定し、人間疎外感と孤独を生み、怒りは破壊を意

味し、足ることを知らぬ欲望は、自己を失わせる最たるものといえましょう。 

 こうした想念を霊視すると、その周囲は、黒、赤、灰色の妖気がただよい、

魔王、地獄霊、動物霊が必ずといってよいほど姿を見せています。いうなれば、

あの世の最低の悪霊に、身も心も蹂躙されていることを意味するのです。 

 ・・・想念は、もともと精神活動の一つです。しかしその精神活動が中道を

失うと、眼や耳や口を通して、肉体中心の業想念に支配されてきます。ウソの

つけない心と、神から与えられた正常な肉体まで汚してしまうことになり、目

的と使命を担ってきた今世の自分の運命、天命を狂わせ、新たな諸々の原因（業

因）をつくっていくことになります。 
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 今世の原因が、今世で清算（結果）されればよいのですが、清算されないと

きは、あの世に持ち越し、来世で、そのおさらいをしなければなりません。つ

まり、もう一度今世と同じような環境の下で修行し、己の魂をテストしなけれ

ばならないのです。はっきりいうならば、大抵は、原因と結果の堂々めぐりを

してしまいます。二千年の昔も今も、心の面ではあまり進歩がないというのも、

こうしたところに原因があります。悪循環からなかなか抜け出せないのです。 

 悪循環の最たるものは何かといえば、愚痴と、怒りと、足ることを知らぬ欲

望です。この三つを称して、心の三毒といい、業想念のなかでも、もっとも悪

い原因をつくります。よくよく心しなければなりません。 

 

 

心眼を開く Ｐ093 

 今日の人びとの心は、足ることを知らぬ欲望にふり回され、自分を失ってい

るといえます。人生の目的を自覚し、大自然が教える中道の心を知るならば、

足ることを知った生活、つまり、神の子の自分を自覚するならば、欲望、我執

に翻弄される無意味さを悟ることが出来るでしょう。 

 足ることは我慢ではない、あきらめでもありません。神の子の己を自覚した

想念と行為を意味するのです。与えられた環境、仕事に対しては、全力を挙げ

てこれに当ります。それは欲望に燃えてそうするのではなく、調和に役立てる

ためにそうするのです。 

 商人は利を求めますが、利を求めるなとは、正法では決していっていません。

大事なことは求めて得た利益をどう処分するか、自分だけのことに使うか、家

族や従業員に分け与えるか、不幸な人びとに愛の手をさし出すか。足ることを

知らない人たちは、自分が中心であり、人のことなど構いません。大気汚染や

河川のよごれは、企業エゴイズムがそうさせたものであり、経済の歯車は、こ

うした企業エゴを中心に動いてきたので、今日では、ここから脱皮しようにも

身動き出来ないというのが現状です。自分だけのことを考えれば、やがてその

結果は自分にハネ返ってきます。 

 足ることを知った生活環境は、仏国土という相互扶助、愛に満ちた世界なの

です。そうして、そうした世界に住するようになれば、人の心はさらにより広

く、大きく進化させることが出来るでしょう。 

 

 

心眼を開く Ｐ134 

 人びとを教え導いて、功徳がないということはない。 

 人の意識はテープレコーダーと同じように、二十四時間、そのテープが回転

し、その人の想念と行為を記録し続けています。肉体的死を迎え、あの世に帰

ったときに、そのテープレコードされた中身が、善と悪に分けて、どちらが多

かったかによって、その人の行くべき場所が決まります。善行が多ければ、天

国に、悪行が多ければ、地獄に堕ちます。 
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 もっともこういうことがいわれています。人生の大半を酒を飲み、家庭や友

人を困らせてきた人が、死の寸前において深くザンゲし、ああ悪かつた、人生

の目的は酒を飲むためではなく、人びととともに、助け合い、励まし合う行為

であった、ということを悟ったならば、その人は地獄に堕ちずに天国に行くと

いうことです。 

 この点、間違いではありません。この喩は、悟りの功徳の偉大さをいってい

るわけですが、実際に、死の寸前まで酒におぼれ、人びとに迷惑をかけ通して

きた人が、死の寸前で悟ることができるでしょうか。そういうことは絶無です。

悟りとは、反省し、正しい想念を善行に現わしてゆくものであり、そうした積

み重ねが、やがて大きな悟りにつながって行くものです。ですから、あの世の

功徳は、この世における善と悪の比率が、問題になってくるわけです。 

 またその功徳は、あの世においてだけ現われるかというとそうではなく、現

世においても、現証として現われてきます。仕事に一心をこめれば、その結果

は、その仕事自体に、あるいは仕事を通しての環境の調和に、思わぬ利益を生

み出して行くでしょう。人びとを教え導けば、人びとに感謝され、その感謝の

想念は、大きな愛念となって、その人の心と生活を、より豊かにしてくれます。 

 このように、人びとを教え導くことの功徳は、非常に大きなものがあります。 

 ここで問題になるのは、教え導くときの意志の在り方です。つまり功徳をう

けるために教え導く、人からよく思われたい、自己の欲望を満たすためとすれ

ば、教導の反作用は明らかです。本来、教導というものは、広い心、高い心か

ら行うものです。それは、知識があるなしではなく、滅私の心が伴わないと、

本当は生きてこないのです。功徳はそうした場合にもっとも大きなものとなり

ます。 

 

 

心眼を開く Ｐ188 

 【現象利益】 

 現象利益を求める信心は 信心ではない 

 信心とは ウソのいえない神の心を信ずることだ 

 正法にめざめてくると 人は 義務と責任の生活になってくる 

 現象利益は そうした生活の中から 自然に湧いてくるものである 

 

 

心眼を開く Ｐ193 

 【足ること】 

 足ることの生活は 人間としての自覚を基礎におけば よりたしかなものと

なろう 

 足ることの限界は 心に抵抗があるかないかによって判断出来よう 

 期待や我慢が内にある間は 足ることの限界点を踏み出しているといえる 

 足ることの中身は それゆえに 人によって皆異なり 千人千様といえよう 
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心眼を開く Ｐ211 

 【足る者の心】 

 足ることは 自己満足 小成に安んずる 欲望を押さえることではない 

 明るく 積極的に 正道の生活を実践する者をいうのだ 

 それゆえ 足る者の心は 人生の目的を知り 

 いやしくも欲望に動揺し 現象にとらわれることはないものである 

 

 

心眼を開く Ｐ225 

 人間の生命は転生輪廻を続けており、その事実は、釈迦の正法、つまり、宇

宙の神理を理解すること、それに従って生きることによって証明されてきてい

るのです。 

 過去の言葉を語る……。この事実は、他の宗教にはみられぬ現象であろうと

思います。そればかりか、神理にふれることにより、いくたの奇蹟が相次いで

起こっています。病気回復、事業の好転、不和だった家庭内が明るくなったな

ど、その数は枚挙にいとまがありません。 

 本来こうした現象利益というものは、神理に適った生活を送るならば、一つ

の随伴現象として、具体化されるものです。 

 なぜかといいますと、釈迦の正法は、宇宙の法則に適っているからです。人

の一念は岩をも通すで、その一念が正しく使われれば、その一念力は、正しく、

その人に返ってきます。 

 もしも、正しくない一念力を燃やせば、同様にその人に返り、その人の心身、

環境を悪くすることになります。正しいか、正しくないかは、ウソのつけない

自分の心に問うてみることです。自分の心は中道であり、公平ですから、良い

悪いは、すぐ答えが出るはずです。 

 

 

悪霊-Ⅰ Ｐ208 

 ・・・他力ではダメです。題目をいくら上げてもダメです。他力というもの

は、自分が一生懸命に、正しい生活をした結果として、与えられてくるもので

す。最初から他力を求めるのは欲が深いですね。なぜなら、自分は何もしない

で棚ポタ式に、お願いするだけですから。何事によらず自分で汗して求めたも

のでないと、本当の幸はやってこない、ということです。 

 

 

愛は憎しみを越えて Ｐ304 

 人間の心は、善と悪いずれにも通ずるものだ。お前が欲望の心を持てば、心

の針は足ることを忘れ去った餓鬼の世界へ向き、お前の心を支配し、欲望をつ

のらせるものだ。怒る心を持てば、地獄の阿修羅がお前の心を支配して、自分

の本性を失ってしまうのだ。清、自分で一切の苦しみをつくっているというこ
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とを忘れてはならないのだ。そのために、心の中に曇りをつくり出し、暗い霧

につつまれているのだ。神の光は、他を光明に満たしているが、悪い心の世界

が暗いのはそのためだ。 

 足ることを知って、慈愛の心が出ているときには、光明は心の中に安らぎを

つくり出すだろう。正しい心の物差しを知って、今まで犯してきた罪を反省し、

心から神に詫びた時、心の曇りが晴れるのだ。 

 今のお前は、一切の執着から離れ、心の中は平和であろう。それでよいのだ。

人間の心は、一念三千といわれているが、誠にその通りだ。心の中に、苦しみ

の種をまくのではないぞ。 

 

 

愛は憎しみを越えて Ｐ319 

 善の心と悪の心。それは誰にも同居しているのだろうか。 

 怒る心、愚痴、足ることを忘れ去った欲望、これらの原因が自己保存の悪の

心の温床ではないだろうかと、清は思うのであった。 

 なぜならば、怒る心は自分に都合の悪い場合、他人から悪口をいわれたり、

第三者を通して聞いたり、自分が不利益な立場に立たされた時に生ずるからだ。 

 そのような怒りの原因を、第三者の立場に立って追究したならば、必ず解明

されるだろう。清は第三者の立場として、過ぎ去った自分のドラマを見た時の

ように、自分で怒りの種をいっぱい蒔き散らしていることに気がついたのであ

った。 

 怒りは他人を傷つけるばかりでなく、自分の心の中にも大きな傷を負うこと

になるからだ。外力が反作用を生むように──。 

 愚痴も同じだ。自己保存から生まれてくる。それは心の中で完全燃焼できな

いから、いつももやもやして、他人に自分をよく見せたいという表現が愚痴を

生むのだ。自分を欺いていることになるだろう。 

 愚痴をこぼす原因を作らないことだ。他人からしてもらったことの不足分を

愚痴るなら、その場で自己を繕うことなく、はっきりと自己に偽りのない表現

をしたならば、愚痴の種を蒔かなくてもすむものだ。 

 欲望も同じことだ。自己本位で他人のことを考えない時から欲望の種が蒔か

れてしまう。欲望には尽きるところがないものだ。 

 それには足ることを知り、自らの心がブレーキを作り出す外はないだろう。 

 それには、一日一日を精いっぱいに生きることだ。正しい仕事を通して──。 

 生かされているという大自然の慈悲に感謝する心が、報恩という行為に結び

ついた時、感謝の心が実るものだ。一方通行の感謝だけでは、感謝の意味も薄

らいでしまうだろう。 

 怒る心の中でも、心から相手の幸福を思っての場合は心から怒ることはない

だろう。 

 慈愛は、相手を正しく導くための叱咤激励であって、自らの心の中に憎しみ

もなく、一切のひっかかりも作らないものである。 
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心行の言霊 Ｐ001 

 日常生活にとって、もっとも大事なことは五官にもとづく六根に心がふりま

わされないことです。五官とは、眼、耳、鼻、舌、身の五つの機能を指します。

五つの機能は、肉体保全のためには、なくてはならないものです。問題は、こ

の五官に私たちの意が働き、六根という煩悩が生じて、ねたみや怒り、足るこ

とを知らぬ欲望が心を支配しますと、自分の心が、まず不安定となり、安心し

た生活ができなくなります。早い話が人を見たら泥棒と思えとか、人は人、自

分は自分ということになりますと、知らぬ間に苦悩の輪廻の渦中におちこむこ

とになります。これではどうみても損です。損得の計算からいっても損のはず

です。 

 正法の道は、損得からいっても得の道なのです。なんとなれば安心した道が

正法であるからです。煩悩という自分を苦しめる悪の緊縛から離れるので、こ

んなに素晴らしく、明るく、楽しいことはないからです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ004 

 足ることの生活は、まず、正法という中道の生活、調和の生活、慈悲の生活、

愛の生活であります。まず、己自身の調和の生活から始まり、次いで、人と人

との調和にあります。 

 

 

正法と経済 Ｐ020 

 森羅万象は循環という自然の摂理の下にある。この循環の摂理を正しく生か

すか、自己本位に流されるかによって、混乱と秩序の分かれ目となるのである。 

 人間の歴史が、経済問題のみならず、平和と豊かな環境を望みながら、戦争

と混乱に明け暮れた所以のものは、自己保存と足ることの知らぬ欲望に心がと

らわれ、それにもとづいた想念行為にふり回されたためである。 

 誰しも病気をしたいとは思わないだろう。不幸になりたいなどと考える者は

少ないはずだ。しかし病気をしたり、思わぬ蹉跌をきたし、自分の意思に関係

なく運命が変わって行くのは、毎日の想念の在り方にかかっていることを無視

してきたからなのだ。 
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3-10）【結婚・離婚(丸山弘先生のご指導)】 

 

1994-11 月 Ｐ040【伝道だより】 

 女性にとって、生まれてからお嫁に行くまでの両親と共に暮らす期間は仮の

宿です。皆様方の本当の家は嫁いだ先なのです。なぜなら嫁いでからの期間の

方が人生ではずっと長いからです。 

 ですから独身の間に、両親や隣近所とのおつきあいを通して両親から様々な

ことを学んで行くことが大切です。出来るだけ両親と一緒にいることと、精一

杯会話をすることです。 

 大学では知識以外の何も教えてくれません。知識だけでは人間は立派になれ

ません。知識と知識とのつなぎを教えてくれるのは家庭だけです。家庭の中に

あって初めて人は立派になれるのです。 

 両親と一緒に暮らして自分を常識、礼儀、報恩感謝の豊かな人間となるよう

学ばなければならないのです。高校から大学までの一番大切な時期に、親元か

ら離れている人が非常に増えています。これが世の中の混乱の一つの原因にな

っています。 

 良いことでも悪いことでも、どんなことでも両親と対話をして、どんどん学

びとっていって下さい。 

 ・・・貴方様は本当にしっとりと落ちついてこられましたね。この事を見せ

ていただくにつけても親子の対話がどんなに大切か私も分からせていただきま

した。 

 今の独身のうちにお母さんのいいところと悪いところを大きく紙に書いて、

しっかりと見ておくことです。いいところは真似るように、悪いところは自分

の姿なのです。なぜならお母さんの姿が自分の将来の姿なのですから。 

 

 

2003-5 月 Ｐ048【伝道だより】 

 『苦悩の原因は偽我によって生じ 安らぎの道は善我の中より生まれる』 

 『心の中につくり出したうらみ、ねたみ、そしり、怒り、愚痴、悪口、欲望

の曇りを除け その結果光明に満たされる』 

 苦悩の原因は、偽我によって生じる。この偽我とは何かと言いますと、一○％

の表面意識、自分中心の思い、行いでこの世を生きる領域なのです。（高橋信次

先生お導きによる心の断面図を白板に描かれながら、一○％の表面意識と九

○％の潜在意識の説明をされる） 

 今生きている一時一時の思い、行いを、表面意識（偽我）によって生きてい

るため、常に苦しみ悩みが生まれて来ます。 

 一○％の表面意識で、私達は物を考え、この世を手探りで生きる、今現在、

そんなテストの機会を頂いているのです。思うこと、行うことが神仏のみ心に

素直に沿っているかどうか、法を基準とした思い、行いをしているか。正法か

ら外れない生き方をすることが大事なのです。 
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 当会は、正法に当てはまった素直な人、法に決められた通りの生活をしてい

る人、また法に素直な生き方をしようとしている人しか入会出来ません、とい

うか、入会してもそういった方でなければ最後まで全うすることが出来ないも

のと思います。 

 例えば、ご主人と離婚して、今度再婚する。この世的には仕方ないかなぁと

思うけれども、正法ではノーです。結婚は神との約束ごとで、『神様、今生はこ

の人と結婚させてください』とお願い申し上げ、神様にお許し頂き、この世に

お願い、お誓い申し上げた通り出させて頂いたにも拘わらず、この世に出てか

らは、神様にお許し頂いたことをすっかり忘れてしまい、自分たちの都合によ

って、『別れたい、また誰かと一緒になるわ』、これは神との契約違反なのです。

結婚とは、ただ単に人間同士の思い付きでやっているのではありません。神様

との約束ごとなのです。 

 まず、思うこと、行うことを法に沿って素直に生きないと、必ず苦しみを作

り出し、表面意識と、潜在意識の境目の想念帯に、苦悩のスモッグが付着する

ことになります。高橋信次先生には、これをスモッグとご講演の中で申されて

おられます。この様な心の汚れがどんどん積み重なって来ますと、表面意識の

一○％は、二～三％になってしまいます。 

 そうしますと、さらに一瞬先のことも分からなくなるようになるのです。常

に希望から外れ、失敗ばかりする人間になりがちとなります。故に、高橋信次

先生には、常に心の中につくり出した『欲望の曇りを除け』───正定（反省）

とお導きくださっています。 

 一つ一つ『何年何月に、こんな悪いことをしました。こんなウソを言いまし

た。何とぞお許しください』と何一○回も反省していく。許された時、これが

消えて行きます。これが反省です。でも、これを知らない人は、曇りを付けた

ままで、表面意識二～三％の状態であの世へ帰ります。当然、光明の世界に帰

ることは至難ではなかろうかと思います。 

 安らぎの道は、九○％の潜在意識から智慧を引き出して生きるには、一○％

の表面意識と想念帯を反省によって浄化し、うらみ、ねたみ、そしり、怒り、

愚痴、悪口、欲望（情欲、物欲）等、そういった欲望の曇りをすべて除いた時、

潜在意識から智慧が表面意識に溢れるようになります、とお導き頂いています。 

 

 

2003-5 月 Ｐ066【伝道だより】 

 結婚する前に何人かと交際することがあるものですが、前にお付き合いして

いた人に対する思いを反省しないで結婚してしまった場合、その母親の混乱し

た思念が、生まれる子供の細胞分裂に影響してしまうことにより、細胞分裂が

正常に進まないため、例えば心臓に穴が開いているなど、肉体等に異常を持っ

た子供が生まれているように思います。きっと現代医学では不明のことと思い

ます。 

 最近、特に欠陥を持った子供が多く生まれているようですが、そのほとんど
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が、母親の過去における人に対する、そういった思いが原因ではなかろうかと

思います。ですから結婚する時、以前にお付き合いした人に対する反省を正し

く実践しないと、何時までも、以前交際した人に対する思念を心から完全に抜

くことが出来ないため、苦悩することになります。 

 この事は、夫婦がより調和するためには、特に大事なことです。年頃の娘さ

んや息子さんを持っている人は、是非、この事をお話ししてあげて頂きたいと

思います。 

 

 

2004-3 月 Ｐ088【伝道だより】 

 離婚は、自分中心の心の魔が原因です。魔の仕業です。しかし、愛は別れた

者同士でも結びつけようとします。それは、神との契約を破棄しないようにと

の守護・指導霊様のお導きお計らいではないでしょうか。 

 

 

2004-3 月 Ｐ102【伝道だより】 

 不調和の絶えない息子さん夫婦の心配をされておられることを発表された方

に対し、先生は、 

 「子供さんに、神との契約の下に今夫婦があるということ、離婚は絶対に許

されないことをお話しください。 

 離婚した方は、あの世に帰ってやり直しを命ぜられ、再び、この地上界に出

てくるのです。そして、また離婚したらまた天上界でやり直しというように、

神との契約を全うするまで、何十回、何百回と繰り返されることをお導き頂い

ています。息子さんにそういうことを話して差し上げなくてはいけません・・・」 

 とお話し下さいました。 

 

 

2006-7 月 Ｐ057【伝道だより】 

 母子家庭のお母様に対して、 

 「まず貴方様の場合、僕ちゃんの愛するお父様と別れて、お父さんのいない

子供を作ったのです。僕ちゃんがどれだけ悲しい、苦しい思いをしているかを

常に考えておられるか、ということです。そこを正しく反省したときに、この

お子様の本当のお母様になれるのです。 

 本当のお母様になれない、ということは、自分中心の思いがまだ強くある。

自分の思いを中心に、子供を見ているのです。上から見て『お母さんや』とい

う意識で子供を見ている。もっともっと下におりて、手を入れて下から持ち上

げて上げる愛というものを貴方様が掴まなかったら、子供も貴方も救われない

のです。 

 だから、自分を無くするとか、何か正法言葉をいくら並べて言っても、悟れ

るものではありません。日々常に、ご著書を正しく拝読して、八正道という八
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つの正しい規準によって、自分の生まれてから今日までの思い、行い、結婚し

て子供を産んで離婚するまでの反省をもっと正して実践することです。 

 特に、この子の悲しみ、苦しみを小さく出来るように、心からの愛を与える

反省の修行をしなければならないのです。そうすることによって貴方様は、自

分を生かし、また子供を生かす。己を生かし他を生かす、という調和の道を発

見出来るようになれるのです。己自身を生かすことをしない限り、この子の苦

しみは永遠に続くことになります。 

 ・・・、まず自分を法により正しく愛することが出来なかったら、人様を愛

することは不可能と思います。『己を生かし他を生かす』という修行を、長年日々

実践していますが、その方法は、どうすべきかと申しますと、まず、日々ご著

書を拝読して、その中に書かれてあることを一つでも毎日必ず実行し、反省す

ることが大事です。まず自分を正しく生かす努力をしていなかったら、当然、

人を生かすことは出来ないのです。 

 ・・・正法ははっきりとしています。唯一、自分の精進しかありません。自

分が光りに包まれていなくて、周りの人に安らぎを与えることは出来ません。

目的ばかりに走っていては何事も出来ません。自分の足下からきっちりしない

と大変危険です。 

 ・・・自分の心を引っ張り出してみて、起きてから寝るまで何があったか、

何を思ったかを反省して椅麗に整理して、汚れが一つも無いようにして寝る。

そういうことを反省と言います。それは厳然と、神仏様には、見ておられます。

誤魔化しようも何もありません」 

 とお話し下さいました。 
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４．【神・神社仏閣】 
 

4-1）【神とは（ご著書より）】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ163 

 ・・・戦争もまた不調和な想念行為である。 

 戦勝祈願などというものがあるが、勝負を争う場合、スポーツを除いて、そ

んな祈願は人間がなすべき行為ではない。神仏は常に中立であるからいずれに

も加担などしないのである。親が子供の喧嘩に対しては平等な判断をするよう

に、片よった贔屓をしないのが両親の愛ではないだろうか。 

 親は子の争いを望まない。まして、神は戦争など好むものではない。戦争は、

絶対に人間のなすべき行為ではない。人間の肉体、修行舟を破壊するばかりで

なく、他人にも同じみじめな思いをさせ、罪なき人々の心に不安を与える。 

 戦争は、人間最大の犯罪である。 

 その指導者、戦争を喜ぶ者は、生ける地獄の阿修羅であり、その償いは、肉

体舟が破壊されても地獄界でしなければならない。 

 国家権力による命令によって戦争に巻きこまれても、できれば否定すること

である。権力と争えない衆生であるとしても、常に正しい自分自身の心に問う

て、正法に適った行動を実践することである。聖戦などという戦争は存在しな

い。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ199 

 現象界における仕組みは、すべて実在界において作られている。この神意に

対し、人間の知と意の産物の不調和な思想は、戦争と破壊の業を、造り出して

しまった。しかし悪しき人類の想念行為にも限界がある。その限界を越すと、

神は天変、地変によって人類に反省の機会を与えることを私達は知らなくては

ならない。アトランテスも、ローマ帝国の崩壊も、神意によって起こったので

ある。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ076 

 大宇宙体は、神の体である。 

 私達の住んでいる地球は、その神体の一部分であり、小さな細胞の一つにし

かすぎない。この細胞の調和と、人類の心の修行を目的に、神は魂の乗り舟で

ある肉体を造り、本能を与えて私達の肉体を保存してきたのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ135 

 ・・・このような大宇宙体の一糸乱れぬ運動や万象の変化を生み出している
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エネルギーにはしかし、その支配者が存在しているはずである。 

 その支配者とは何か。 

 これこそ大宇宙体の“意識”であり、その意識の意志によって、大宇宙体の

万象は存在しているのである。 

 なぜ、太陽は一族の惑星と小天体や衛星を引き連れて運動をしているのであ

ろうか？ 

 なぜ、太陽は熱光のエネルギーを宇宙空間に放射しているのであろうか？ 

 なぜ、太陽は地球に対して万生に適応した熱光のエネルギーを供給している

のであろうか？ 

 なぜ、地球は私達の生存可能な万生を与えているのであろうか？ 

 なぜ、万象万物が相互作用によって共存しているのであろうか？ 

 こうした“なぜ”について、誰が良く答えることができるであろうか。それ

は、大宇宙の意識が働いているから、というしかあるまい。なぜなら、私達は

なぜ肉体を持って生活をしているのかという疑問に対して、それは、意識の意

志によって、肉体を持つ人間として社会生活を営んでいる、というしかないか

らである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ138 

 ・・・こうした実際体験のプロセスから、“大宇宙体を支配している意識”こ

そ私達人間の親であり、神仏である、ということが私達霊道者に解明されたの

だ。大自然界の万象万物も、太陽の熱光のエネルギーも、皆神仏の慈悲であり、

愛であることを悟ったのである。 

 大自然界のすべての存在の、仕事をなし得る能力は、このように、大宇宙体

の意識、すなわち神仏の意志によって与えられている。この大慈悲は、万象万

物に平等であり、代価を求めない。だから私達は、この恩恵に対して感謝の念

を忘れてはならないし、報恩行為として、社会人類に対して慈悲と愛を与える

ことを想念、行動におかなくてはならないということで、大自然の法則は、無

言の中にも絶えず私達人間に対し神理を教えていることを忘れてはいけないの

である。 

 

 

人間釈迦① Ｐ157 

 この大宇宙は神によってつくられた。 

 大宇宙が発生する以前の大宇宙は、光明という神の意識だけが、そこにあっ

た。 

 神は、その意識の中で意思を持たれた。 

 大宇宙の創造は、神の意思によってはじまった。 

 意識の働く宇宙と、物質界の宇宙の二つの世界を創造した。 

 意識界の宇宙はその意思をもって物質界の宇宙を動かし、そうしてこの二つ
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の世界は、光と影という相関関係を通して、永遠の調和を目的とすることにな

った。 

 神の意識は、永遠の調和をめざし、そうして、二つの世界にあって、調和の

要である中道という法秩序の中に住まわれることになった。 

 

 

人間釈迦① Ｐ163 

 神は調和という中道の中で、厳然と生命の火を燃やしている。人間が、その

自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その分量だけ、

反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによって、神と人間の

絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計画されている。 

 

 

人間釈迦① Ｐ167 

 人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固まり、

とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

 小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。もだ

え、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛棒強く、救いの手を差し

述べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食べ物を与え

ている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、神は人間に、無限

の慈悲を与えている。 

 人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間は神

性の己を自覚するのだ。 

 神は平等を宗としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生万物平

等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が生れ、貧富が

生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反する。能力の別、力の相

違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、しかしだからといって、神の

子の人間に、上下の差別をつくる理由にはならない。 

 

 

人間釈迦① Ｐ169 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に埋没している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲に、め

ざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、正法

を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 
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人間釈迦② Ｐ082 

 ・・・神を見ることの出来る魂を持った者は、釈迦、イエス、モーゼの三人

しかいない。 

 あの世の人達、あるいはこの世で霊的心性が高まり、神を見たと称する者が

いるが、これらはあの世の天使か、ニセモノを見ているにすぎない。 

 神は、あの世においても、人前に姿を現わすことはないのである。なぜなら、

神はあの世とこの世を通して、人びとの心と万物のエネルギーの中に、生きて

いく能力として、意思として、生きているからである。 

 釈迦、イエス、モーゼが神を見ることが出来るのは、神の意思を間違いなく

伝えるために与えられた権能であり、それはまた宇宙創造の、その時からの約

束事でもあるからであった。 

 

 

心の指針 Ｐ159 

 ・・・この大宇宙は、神が創造したものです。神が、その意思と、自らの力

で。神は天地創造と同時に、創造した現象物質界に、永遠の調和をめざすこと

を意思しました。目標のない意思は意思として働かないし、運動のない生命は、

生命として生きてこないのです。永遠の調和、生命の転生輪廻は、そうした意

思の下に始まったのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ069 

 神とは大宇宙を支配する大意識のことです。森羅万象ことごとく、この大意

識を離れては存在しません。太陽も、地球も、人間も、素粒子も、すべてこの

大意識の経輪のなかで生かされ、生きています。 

 仏とはそれでは何を意味するかといえば、神の大意識と不離一体の境涯とな

った悟った人間をいうのです。したがって不離一体という意味において、大悟

の心境は神といえるかも知れません。モーゼやイエスは、さまざまな奇跡をお

こし、人びとを救い、導きました。しかしながら肉体を持った人間は、仮に大

悟を得たとしても、神になることはできないのです。なぜかというと、物質界

には物質界の法則があって、その法則の枠を越えることはないからです。 

 その枠とは意識の枠です。物質界は人間の意識を含めて、一○％の意識によ

って成り立っています。波動の荒い世界です。一○○％の意識のうち、一○％

の意識しか働いていません。そのために、四次元以降多次元の世界は、見るこ

とものぞくことも普通はできません。そうした環境のなかで万物は修行するの

です。 

 人間はその心境に応じて霊道がひらかれ、一○％の意識の枠を、二○なり三

○に発展させることもできます。如来の悟りを得ますと、その求めに応じて、

なんでも認識することができますが、二十四時間、そうしているわけにはゆき

ません。それはこちらにはこちらの生活があるし、四六時中、霊道を働かし続
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けるわけにはゆかないからです。 

 したがって大悟し、神の意識に同通したといっても、万物を生かし続ける神

そのものになることは、肉体があるかぎり、できない相談なのです。仏という

名称はこうした意味で使われているわけです。 

 

 

心眼を開く Ｐ165 

 神とは宇宙に遍満するエネルギーであり、法であり、無限の意思なのです。

その法なり、意思にふれて、神の意を現実に生かし、人びとを導いていく者を

如来といい、仏というのです。 

 

 

正法と経済 Ｐ003 

 偉大なる神は、実在のあの世と仮象のこの世を創られると同時に、人間をつ

くられた。そして中道という神理の中に身をかくされた。私達人間が一ト目神

の姿を拝したいと願っても、それは不可能になった。しかし私達の心は、常に

神の意識に直結し、それから離れることは出来ない。神は人間に神の心を与え、

調和という目的に向わしめることをしたからである。 

 他人にはウソはいえても、己の心には嘘はいえないという厳粛なる事実、ま

た他を愛する心、哀れみの心。通常こうした心を良心といっているが、その良

心はどんな人にも植え付けられている。どんな残忍な悪人でも、一人になった

時、良心の呵責（かしゃく）に悩むものだ。 

 私達の目に映ずる大宇宙は、とてつも無く大きい、その大きい大宇宙は神の

意思にもとづいて無限の空間にひろがっている。天体にきらめく無数の星々に、

神の子の人間が住むこともなく、それらの星々は単に空間の一点にとどまって

いるとすれば、大宇宙は生命のない塵の集団にすぎなくなるであろう。大宇宙

の存在と神秘を感ずるものは、ほかならぬ人間だけであるからだ。 

 宇宙は呼吸し、人間もまた呼吸して生きている。大宇宙は膨張、収縮を繰り

返しながら、人類の調和を待っている。すなわちこの大宇宙には人類の住める

惑星は無数に転がっており、人類の降下を待っている。地球以外の他の天体に

は、その天体に適応した人類が住んでおり、それらの人類は地球人類より優れ

た人達もおれば、劣った者達もいる。 

 しかし地球人類を待つ天体は、こうした既存の人類が存在する惑星ではなく、

まったく新しい新天地の天体である。もちろん他の惑星に住む人びとも地球人

類と同じように、新天地を求めて移住している。このようにして、人類の住め

る惑星が一つ一つ増えて行き、そうすることによって大宇宙そのものも拡大さ

れ、調和の輪を広げて行くのである。 

 なぜ、こうするのかと人は問うであろうが……。 

 その前に、人間はなぜ退歩をのぞまず、向上を求めて止まないのだろうか、

ということを考えて欲しい。神の意思は無限の向上と調和を求めているのだ。
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その具体的な表れが人間なのだ。神は意思を持たれ、人間はそれを行使する者

なのだ。そうして、魂の永遠の向上を希求して行く者が人間なのである。地上

界の生活行為は、この魂の向上を図るための手段である。 

 生活が目的となり、魂の存在をないがしろにした時に、人間は苦痛を味わう

ようにできている。迷い、悩み、さまざまな事件を引き起こして行く。戦争、

災害、病気、孤独、死、これらに人びとは引き込まれ、人間の本性をいよいよ

失っていくのである。 

 人類は目を開かねばならない。経済の奴隷となり、魂を忘れてはならないの

だ。経済は、魂向上の手段であり、足場であることを、今こそ認識しなければ

ならないのである。 

 

 

正法と経済 Ｐ004 

 神と人間について、もう少し触れてみよう。 

 よく人はこういう疑問なり質問をしてくる。すなわち神は何故に存在する。

大宇宙や人間を創造されたことは分らぬでもない。だが、神はどうしてあるの

だろう。もし神があるとすれば神のまたその上の神があるような気がしてなら

ない。今日の科学は、なぜについては何一つ答えないし、答えることが出来な

い。したがって人間もまた神の存在に答えることが出来ないように思われるが、

この点はどうなのだろうというわけである。 

 私達人間の思考は五感の影響をうけている。すなわち物質的であり、物理的

に出来ているといえよう。宇宙船が地球から離れ、地球の引力圏から脱して、

人間が宇宙船内を自由に遊泳出来ても、依然として私達の思考方法は物質的物

理的なのだ。 

 神がなぜ存在するかの問いには、それ自体の発想と、こうした思考の仕方で

は導き出せないのだ。物理的思考とはラッキョウの皮をむくようなものだから

である。一枚一枚むいてゆくうちに全部なくなって、サテ一体、ラッキョウの

本体はどこにあるのか、本体がないのにどうしてラッキョウが出来ているのか、

ということになるだろう。 

 人間を創った神があるとすれば、神を創った神があってもいいではないか、

神の神はどうしてないのかというのは、ラッキョウの思考と全く同じといって

いいだろう。三次元の思考はどうしても鶏論議になってしまうのだ。卵が先か、

鶏が先か、いったいどちらが先に生まれ鶏が出来たか……。 

 とはいっても、今日の科学は宇宙船を飛ばし、原子エネルギーを発見した。

コンピューターは人間の頭脳に劣らぬ複雑な計算を可能にし、科学の行手に不

可能はないような気がしてくる。しかし永久運動が容易に発見できないように、

三次元的思考ではなぜに対する答えは出てこないのだ。ここに私達の迷いがあ

り、物質科学の限界がある。虫一匹、卵一つも創作出来ない私達である。 

 神の存在云々の前に、私達はもっと自然の大なる英智に対して謙虚になる必

要があるだろう。森羅万象の生命の営みをみると、そこには整然とした侵し難
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い秩序があり、その秩序によって万物は生かされている。 

 神はなぜ存在するかの問いは間違いなのだ。なぜではなく、神は在るべくし

て在って、私達はその中で生の営みを続けている。人間そのものについても人

間は何故存在するかの問いに誰一人として答えることは出来ないだろう。人間

もまた在るべくしてこの地上に立っているからである。 

 神の問題は心の問題につながる。自分の心が把めない者にどうして神の存在

が理解出来よう。にも拘わらず人間は神の存在について答えを求めようとする。

傲慢というほかはない。神がなぜあるかを知りたいなら、まず自分の心を知る

ことだ。自分の心を知ったときに神の偉大な英知、慈悲、そして愛の営みを悟

ることが出来よう。 

 神を単なる物として、物質的なとらえ方をしようとしても理解できるもので

はない。動・植・鉱の物質は神の慈悲の表れであるが、物質としてそれをみる

限りは私達の心に訴えてくるものは非常に小さいといえる。なぜなら、私達の

こうした問いかけに対して、神は何一つとして語ってはくれないからだ。 

 しかし、私達が己の心の神性にめざめ、心がひらいた時は、動、植、鉱のさ

まざまな働きが、何を意味し、何を為しつつあるかを知ることが出来よう。こ

の時私達は、万物という物質が相互に関係し合い、助け合い、互いに他をいか

していることを知ることができる。すなわち、神の偉大な営みを悟ることがで

きるのである。 

 神があるとすれば、その上の神があろうという考えは、五感六根を中心とし

たものの見方であり、これでは何時までたっても神の英知にふれることはない。

神の英知に触れ、人間の存在を認識したいと思うなら、まず傲慢の心を捨て、

自然の在りのままの姿を静かにながめ、自身の心をひらくべく努めることだ。 

 神は自ら求める者にその扉を開く。 

 頭を空ッポにしたときに光を与えてくれる。与えられた仕事に感謝し、奉仕

の心を抱く者に幸せと導きとをあたえてくれよう。神の道は針の穴より小さい

ということは、己の心をみつめることの少ない人びとが余りにも多いからなの

である。 

 神は何時でもその門戸をひらいている。いつどこにいても慈悲と愛の手を差

しのべてくれる。神はなぜ存在するのかという疑問は、心を外に向けたときの

問いかけなのだ。 

 内省とふだんの努力を惜しまぬ者は、謙虚と勇気と情熱と、そして常に忍辱

とを忘れないだろう。かくて、神と人間と全宇宙の在り方が己の心を通して、

教えられ、そして悟ることが出来るだろう。いたずらに迷妄の淵にたたずみ、

自分を失ってはならない。 

 人間は神の子である。神の意思を受け継いだ行為者なのだ。自己保存と我欲

におぼれるときは、神は人間を正す意味で反省を促そう。自己保存と我欲が地

上を蔽えば、神は、陸地を海に、海を陸地に変えてしまうだろう。 

 人類はこうした経験を幾度となく重ねて来た。だから大地が揺れると、人間

は重心を失ない恐怖心は頂点に達する。天変地変の災害は安穏に暮らす人びと
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の想像を越えた大きさで何時もやってくるのだ。私達の記憶は、それを訴え、

二度と再びこのことなきよう誓いを立て、地上に生を得たのだが、環境になれ、

生活に押し流されてくると、このことを忘れ、目前の利害におぼれてしまう。 

 私達の目的はこの地上を仏国土・ユートピアにすることなのだ。仏国土とは

調和ある世界のことだ。完全調和はこの地上界が物質界であるが故にこれでよ

いという限界はない。百年前まで人間が空を飛ぶことは夢であった。しかしそ

の夢が今では何の雑作も無く飛ぶことが出来、月まで行ける時代となった。現

代の夢は、火星に移り、そして他の惑星へと発展し、ひろがって行こう。 

 調和のひろがりと内容の豊かさについても、それと同じである。これで良い、

という限度がないのだ。進めば進むほど、よりたしかなもの、より充実したも

の、より内面的なものへと進み、調和の質と量を高めて行くことになる。 

 そうして私達は限りない調和を求めて、魂の進化を図っているのである。 

 調和というと、外的な、物質的な、健康的な、明るい社会を誰しも想定する。

もちろんその通りにちがいない。 

 しかしそうした外的な調和はどこから生まれるかといえば、まずもって、各

人の魂の進化、魂の調和にあるのである。 

 魂の調和がなければ豊かな環境すら作り得ないではないか。 

 このことは現代の物質文明を一ト目見ればハッキリしよう。 

 心不在の文明が邪悪と不信とに満ち、争いと苦悩の多い社会であることは誰

の目からみても理解できようからである。 

 

 

正法と経済 Ｐ056 

 神から離れた人間の主体性、そして、自由の主張、自由意思、自由な行動と

いうものは一見、正当のようだが、正当ではないのだ。人間は神から離れよう

としても離れることはできない。なんとなれば人間は神の子であり、神の庭で

生活するものであるからだ。 

 現代人は神という言葉を非常に嫌う。また、神というと、いかにも、保守的

な頑迷固ろうな人間が想像され、そういう言葉を吐くとさげすまれ、劣等感さ

え感じさせてしまう。まことに困ったものである。 

 神という言葉にどれほど嫌悪感をいだこうとも、私達は神から離れることは

できないのだ。神は、この大自然を創造され、私たちはその創造物の中で生か

されているのだから、どんなに自己を主張しても、主張しきれるものではない

からだ。ビルを建て、鉄道を敷き飛行機を空中に飛ばしたとしても、これらは

すべて自然という神の体を借りて可能にしたものであり、自然から一歩も外に

はみ出したものではない。大宇宙からみた人間の小さいことといったら、お話

にならない。人間は肉体的自我を主張すればするほど小さくなる。 

 何故なら、「もの」には限界があるからである。地球全体を自分のものにした

としても、太陽から見れば九の惑星の一つにしか過ぎない。地球の衛星の月ま

で独占してもまだ小さい。「もの」を独り占めしているうちに、肉体の方が老朽
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化してこよう。肉体の方はいつまでも生きつづけることは出来ない。彼の欲望

の根底には、肉体や物がすべてであるのだから、肉体が滅びる死とともにすべ

てを失う事になる。これほど無意味な、これほど無価値な人生はないだろう。 

 

 

正法と経済 Ｐ058 

 人間の自由性は各人の心にしかない。自由を求めて、肉体的自由、欲望の自

由はいくら求めても得られるものではない。 

 また、自己の主体性を求めて心が外に志向すると、外界の動きに常に心が翻

弄され、主体性の確立どころではなくなってくる。現代人をみれば、自分をふ

りかえれば、この点は一目瞭然である。 

 くりかえすようだが、人間の自由性は心の中にあって、その主体性も、心に

内在されている。 

 しかし、この点について、人は疑問をいだくにちがいない。神が総てである

とすれば、人間が自分の神性を発見できたとしても、そこに、どうして人間の

自由があるのか。 

 また、神がすべてであり、人間は神の子であるとすれば、人間の主体性は論

理的にも、実際的にも確立できる道理がない。また、神のふところ深くはいっ

ている人間には、自由も、主体性もあり得ないではないか、と反問されよう。 

 こうした反問は、知性による反問であり、心を知らないがために起こる疑問

である。まさしく、世に言う悟性（物事を判断・理解する思考力。知性）の働

きしか、心が働いていない証拠だ。 

 神は法の中にあるのだ。したがって宇宙の秩序が神であり、実在の証である。 

 人間が神性の自分を発見したとき、つまり、神を見たとき、悟ったとき、人

間は法と共に在ることを認識し、その法を行使することが可能になるのだ。 

 モーゼの現象、イエスの奇跡、そして、ブッダの偉大なる慈悲は、すべて、

法の行使であった。 

 解脱とは、人間にまつわるさまざまな緊縛から遠離し、法とともに生き、法

の行使者になったことを意味する。 

 だから、現実の物理現象を超えた現象、奇跡が行使できるのである。 

 人間は、ここに至って、初めて、真の自由人となり、真に主体性が確立され

たことになるのである。 

 

 

大自然の波動と生命 Ｐ004 

 一体神とは何であるか。その一は大宇宙体の意識こそ、大宇宙体の支配者で

あり、『大宇宙生命本体大神霊』であり万物に慈悲を与えている、絶対の神（仏）

であります。 

 エネルギーの根本であります。 

 その生命は智識と正義を含む慈悲と愛の姿であります。 
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 太陽系は宇宙体の小さな諸器管であり、地球は細胞の一体にしか過ぎないの

である。 

 私達の人体も九兆六○○○億という小さな細胞の集団によって五体を構成し、

各諸器管は人体組織を維持するための使命を持っており、神の慈悲によって、

環境と熱光のエネルギーを含む万物が相互関係を持って、肉体保存に協力して

いるのであります。 

 その五体も自分自身の意識によって、支配しているのであります。 

 私達の五体も地球上において生存していることを考えると、大宇宙の広大さ

を悟ることが出来るでありましょう。 

 大宇宙の意識は宇宙全体であり、私達の意識は五体全体に関連しており、大

宇宙の意識に通じているのであります。 

 このように神が私達に与えられた慈悲と愛に対し、私達は報恩感謝の心（意

識）を持たなくてはならないのである。 

 その二の神は、現人神としてこの世に肉体を持って大自然大宇宙生命本体の

神意に通じ、私達に人間として生命活動をつづけていくための真理を教え、自

我我欲を捨て、自から多くの衆生に慈悲と愛を教えた聖徳をたたえて神と仰い

だのであります。 

 現人神は大神霊と表裏一体であり、神の使者であります。 

 現象界の人々や次元の異なった世界の魂に安らぎを与えて下さる、如来（上

段階光の大指導霊）菩薩（上段階光の指導霊）であります。 

 この現人神は、実在界と現象界に通じ私達に生命の進路を教え導いて下さる

のであります。 

 その教理が宇宙の真理と違う所がなく、私達は大自然生命本体即ち大神霊を

見たことがないのに、神を信ずるようになったのであります。 

 私達の心即ち意識は体全体にありますが、見ることが出来ないように、宇宙

体の意識も現象界の人々は見ることが出来ないのであります。 

 実在界（神界、菩薩界、如来界）でも、上段階光の大指導霊以上の方でなく

ては実体を拝することが出来ないのであります。 

 

 

大自然の波動と生命 Ｐ057 

 如何に自我我欲で神仏を信仰しようとも、神は、物質を私達に与えるもので

はありません。既に神は万物を私達の為に与えているからであります。 

 私達の生命・魂が磨かれない限り、一念力のエネルギー・真の光は神に届か

ないのであります。 

 自分自身が正法を悟らなくてはならないのであります。 

 自己の心を開いて真心を持って生活をする中に真理と調和され、必ず幸せな

現象を見いだせるのであります。その現象も自分自身の努力によってのみ生ず

るのであります。 

 正法を悟り、常に良い原因を作り良い結果が循環されるように、努力してこ
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そ幸福が得られるのであります。 

 自分の魂の練磨なくして、人間的成長は不可能であることを悟らなくてはな

りません。 
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4-2）【神社仏閣（ご著書より）】 
 

【仏壇】1976 年 3 月号ＧＬＡ誌より転載 

 問い：仏壇、神棚、お札といったものは必要ない、とも思いますが、でも急

にこれを外したり、ないがしろにしますと家庭の調和が破壊されるように思え

ます。いったい、これをどういうふうに考え、扱っていったらいいのでしょう

か。 

 答え：実際問題として仏壇の中に祖先の霊がいるようでは困ります。浮かば

れておればそこにはいません。いないとすれば、手を合わせ供養するというの

も何かそらぞらしいですね。 

 また、祖先の霊が仏壇の周囲にいるとすれば、これは困った現象ですし、い

つまでもそこにおられては子孫にとっても迷惑至極です。供養の在り方は、そ

のいずれにせよ、仏壇に手を合わせ線香をともすことではなく、家庭の中が笑

顔で健康で、明るく調和されることであり、祖先の霊はそれをいちばん望んで

いるはずです。（拙著「心眼を開く」「人間・釈迦」等をよく読んで下さい） 

 こうした意味で、仏壇の必要性はこの点をよく理解されればおわかり願える

と思いますが、しかし、これまでの日本の習慣として家に仏壇が置かれ、法事

や何かという時に、親戚、知人が集まってきても仏壇がないとなりますと、お

互い気まずい思いをしたり、争いになるようではこれまた困ったものです。 

 すでに仏壇があって、これまで通りの習慣で朝、晩、水をあげたり、手を合

わせたりしている家庭にあっては、これを急にやめたり、仏壇を焼いたりして

は家の中が混乱するでしょう。家中が供養の在り方はこうあるべきだとみんな

が理解し、親戚の人たちにもわかってもらえば、それはそれでいいですが、家

の者が反対するのに、自分だけの一存で事を決めるのはどうかと思います。 

 要は、こうした習慣に自分の心まで染まることのないようにすることが大事

であり、またそうした心で日常生活の伝統とか、習慣にしたがいながら生きて

いくのが正法者の在り方です。なんでも善いことだからといって、周囲の反対

を押し切り、無理矢理ことを決めると、その反作用がやってきて、あなたを苦

しめ周囲まで不調和にします。 

 正法と社会の法なり、習慣や伝統は必ずしも一致しませんが、こうしたズレ

についてはやはり時間をかけて修正してゆくようにして下さい。要は周囲の状

況をみながら対処していくということです。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ147 

 迷信、盲信、狂信は、人間の造り出した信仰であって、神理にはほど遠いも

のであることを私達は知らなくてはならない。 

 神社、仏閣にお詣りに行き、祈ることが信仰であると思っている人々が、何

と多いことか。 

 神仏を祈ることによって、自分の幸福が得られるという誤りに、私達は気が
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つかなくてはならない。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ183 

 神仏は、万象万物を、すでに人類修行の場として与えているのであるから、

祈るよりは感謝の生活を具現することが大切なのである。己自身の魂が、実践

行為による努力をしない限り、神理に適った修行はできない。すなわち修行は、

一秒一秒の連統の中の正しい生活の中に存在していることを悟らなくてはなら

ない。 

 神社仏閣に行って神仏に祈ることが信仰ではないのだ。祈りの心を持ち続け

ることが本当の信心であり、神仏の心を己の心として生活する中に初めてこの

心の尊厳を悟り、心の眼が開かれ、観自在の力を発揮することができるのであ

る。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ188 

 ・・・神社仏閣に参詣することはその人の自由であるが、神仏はその人に対

する幸、不幸の責任は持たないということを知らなくてはならない。正しい心

の念と行為が、幸、不幸を造り出すのである。 

 正しい念によりその行為が神理に適っているならば、私達に協力してくださ

る指導霊や守護霊達は必ず神の光を与えてくれる。またこの地球そのものも神

体の一部であり、大神殿であるから、正しい念は必ず通ずる。 

 神社仏閣は、将来人々の心の修行所、神理を学ぶ場所と変わり、また多くの

人々の娯楽の場と変わって行くであろう。 

 現代の神社仏閣の中には、霊域の高い場所もあって、実在界の諸天善神が常

に連絡所として一念が現象化される場合もあるが、そのような神域ははなはだ

少ない。従って神社仏閣はどこでも霊域が高い所だ、と信ずることは危険であ

り、かえって不幸を呼びこむこともあり得ることを悟らなくてはいけない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ098 

 私達は、肉体先祖のしきたりや宗教的慣習にならって生活しているため、あ

らゆる宗教のそれぞれが、正法であるのか邪法なのか、区別もはっきりしなく

なっている。そのため、神社、仏閣、教会が神仏の在り場所、祈る場所である

かのような錯覚をしてしまって、いつか他力本願的なご利益信仰に変わってし

まったのである。 

 神社、仏閣、教会は、生きている人間に対して、神仏の子たる自覚と神理を

教え、実生活に生かすところでなくて何の役目を果たすことができようか。な

ぜなら、釈迦が神仏を祭ったり、偶像を祭って多くの衆生や弟子達に拝ませた

であろうか。 
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 ラジャグリハ郊外のベルヴェナーも、シラバスティー郊外のジェタヴェナー

も、その他多くの精舎は、各国の王様や長者達によって寄進されたものであり、

教団が造ったものではない。それは比丘や比丘尼達の宿舎であり、神理を説く

ための殿堂であった。またあるときは、グリグラットの山頂や公園の広場など

が説法の場所となった。 

 イスラエルにおいて神理を説いたイエス・キリストも、神仏や偶像を祭って

祈らせたであろうか。多くの教会を造ったであろうか。やはりそうはしなかっ

た。自分の使命を悟って病める衆生に愛の手を差しのべ、あるときはヨルダン

河、ナザレの丘、ヘルモン山において神理を説いたのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ278 

 幽界は、日本にも他の国々にも存在するが、住んでいる場所も、同様な環境

がその人々の想念によって造り出されている。 

 そこは、この地上界よりはるかに調和されている世界である。経済は、物々

交換で、寺院も神社も教会も存在しているが、それは拝む対象とはなっていな

い。反省や娯楽の場所といったほうが良いだろう。 

 

 

心の原点 Ｐ151 

 生と死は、永遠の輪廻であり、神の心であり、神理なのである。 

 だから、見えないからないのだ、死んでしまえば亡骸しか残らない、という

のは、皮相な見方である。 

 ところが、現実には、この亡骸が、生存していた本人だと思っている人が多

い。 

 亡骸は、人生航路を渡って行くことができなくなってしまった肉体舟の残骸

なのである。 

 この残骸に執着を持ちすぎているということは、それは、この現象界に対す

る執着であって、そのこと自体が苦しみといえる。 

 そうした人達は多く、自ら地獄界を展開して、その場所に地獄霊として生活

をしている。 

 そして、彼らは、なぜ地獄に堕ちているのか、わかっていないのだ。 

 末法の世になってしまうと、「正しい」という心の基準がわからなくなってし

まい、仏壇や神棚、また神社、仏閣にお詣りして経文や祝詞を上げたりするこ

とが、信仰であり、信心であると錯覚してしまう人々が多くなるのだ。 

 そうした形式主義によっていれば、神仏の加護が得られると思ってしまうの

である。 

 自らの心と行ないを正さないで、心を欲望の曇りで包み、いくら祈っても、

それは地獄霊や動物霊の世界に通じてしまうということになる。 

 ・・・何よりも、自らの心と行ないを正すことだ。 



387 

 

 そのとき、神の力が与えられるということだ。 

 自力優先こそ、人類の救われる道なのである。むなしい考え方を捨てるとと

もに、旧来の陋習を破り、神理の実践に邁進することが大切なことだといえよ

う。 

 

 

心眼を開く Ｐ024 

 インドの時代ゴーダマ・シッタルダーが説いた神理は正しく伝えられました。

それが、時が経つにしたがって、心を失い、こうであろう、ああであろうと知

と意が先走り、学問哲学化されたのです。神社や仏閣の前に行って、一所懸命

お経を上げれば人間は救われるという馬鹿気たものに変ってしまいました。こ

とに、中国に渡ってからそうなりました。中国は長い間儒教が盛んであり、そ

のために、仏教も哲学化されたということがいえましょう。 

 

 

心眼を開く Ｐ218 

 類は類をもって集まる。 

 これは神理です。法則です。従って、神社仏閣に行って、各人が利益追求の

みを願ったとすると、その想念は、やがてその神社、仏閣を包み、動物霊の住

家となり、そこにきた信者が、もしも自己本位で手を合わせれば、そこにいる

動物霊を呼びこむことになるのです。 

 信心は厚いが、年がら年中病気が絶えない、商売がうまくゆかない、お参り

に行って交通事故に会った、というのは、たいてい、こうした動物霊信仰に身

をおく場合が多いのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ219 

 人間には、心があり、心は神仏に通じています。なればこそ、自分の心には

ウソが言えないのです。ですから、信心とは己の心を信ずることです。ウソの

言えない己の心を信じ、その心の命ずるままに、日々の生活を送るようにすれ

ば、間違いはないということなのです。 

 信仰とは、ウソの言えない己の心に問う、聞くの反省の生活です。こういう

ことが、これまで非常におろそかになっていました。神社仏閣に行って、手を

合わせることが信心、信仰であるとしたり、あるいは、ある集団に所属するこ

とが信仰である、というものではありません。神仏と人間を切り離した考え方

に、大きな間違いがあったと思います。 

 人間、神の子、仏の子であり、ウソのつけない心があるとすれば、その心を、

しっかりとつかむことが必要ではありませんか。 
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悪霊Ⅰ Ｐ094 

 家内安全、商売繁昌を願う神社仏閣には人びとの欲念のエネルギーが集中し、

魔界の生物を住まわせることになる。安全祈願が安全にならないのは、こうし

た魔界の憑依による。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ155 

 科学万能の時代とは言いながら、私たちの心の支えとして、神仏の信仰は、

日常生活の中に生きている。特に仏教における先祖供養の儀式は朝夕の行事と

して、生活の中に溶け込んでいるといえよう。宗派によって題目はちがってい

ても、勤行の心は変わっていないようだ。 

 神道は「祝詞」を神前であげ、礼拝をしている。 

 神社、仏閣、教会にお詣りにいく者こそ、信仰深い者ということになってい

る。 

 しかし、多くの信仰深い人びとも、決して神仏の声や姿を見聞することもな

く、よき習慣として信仰生活をしているようである。 

 人びとは誰もが幸福な人生を送りたいと願い、信仰はそのためと思っている

方々が多いようだ。 

 また寺院や教会で、お坊さんや牧師の説法を聞き、心の糧として生活してい

る信仰者もある。なかには厳しい修行に耐えて、神々の声をきき、衆生済度に

立ち上がった生き神様もある。そして、多くの信者の苦悩を救う指導者もいる。 

 私たちの周囲をみると、こうした数えきれない信仰のさまざまな姿が雑居し

ている。 

 だが、正しい信仰もわからぬままに、その厳しい人生経験を積んでいる人た

ちが意外と多いのではなかろうか。たとえば、信仰者となったがために、心に

足枷をはめられ、神仏の裁きや罰を恐れ、宗教指導者の奴隷になっている。 

 信者も無知なら、宗教指導者もまた無知といえよう。なぜなら、宗教指導者

が故意にそれをやっていたにしても、やがてその苦悩のハネ返りがその人に戻

ってくるからだ。真実の法を知るならば、故意の罪がいかなるものかがわかり、

他の人びとにそれを求めることができなくなるはずである。 

 その意味では宗教指導者ほど間違った方向にいった場合の罪は恐ろしい。な

ぜなら指導者は信者の善意の上に立っており、間違った指導者はそれにあぐら

をかく恐れがあるからだ。したがって、間違った指導者ほど救い難くなり、常

人の罪より一層深いものとなる。 

 神理はひとつであり、それは正しき心と行ないの物差しにそった生活しか、

指導者も信者もないということである。そして、その中から豊かな心と安らぎ

ある生活が生まれ、真実の人間に立ちかえるということだ。 

 神は、人間社会の物質経済の高低によって、その人を差別したり、地位や名

誉で人間の価値を定めることはしない。いかにして神の子の自覚に目覚め、正

しい中道の心を生活の中に活かすか、そうして、万生万物相互の調和を図り、
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悔いのない人生を送っているかということが大事であり、信心信仰も、ここに

帰一されるものである。 

 巷には神と称するさまざまな神（？）が存在し、信者を集めている。神は人

間社会に、ストレートに現われるものではない。こうした誤った信仰によって、

幸福を求めながら不幸に陥っている者が非常に多いことを知る。 

 「さわらぬ神にたたりなし」 

 通常、私たちの五官では感じることのできない世界だけに、この諺は、今も

生きているといえるだろう。 

 

 

天使の再来 Ｐ132 

 神や仏は、太陽の光の如く、祈らずも万物に光（エネルギー）を燦々と照ら

されていて、決して代償を求められないのみならず、吾々人間を善導されてお

るのであります。それ故、吾々は神仏の大慈悲に感謝し、万生相互の調和の心

が神意なることを悟ることであります。 

 然るに今日迄の宗教は殆んどが偶像崇拝であって一口に言うと欲である。そ

の欲も神の子人間の本心から出る欲でなく、我欲即ち肉体欲（眼耳鼻舌身意）

であります。 

 裁判に勝つ方法を教えてくれ、選挙に当選させてくれ、うちの子供を大学に

入学させてくれ、競馬に勝つ方法を知らせてくれ、自動車の障害のないように

してくれ、病気を治してくれ、商売も繁昌させてくれ、くれくれで押しかける。

その願いはさまざまであるが、何れも虫のいい願いであります。自分だけが甘

いことをしよう。他の人はどうなってもかまわぬ。うちの息子、うちの娘さえ

よくなったらいい。それで眼がくらんで神社参り寺もうでであります。 

 これが偶像崇拝の願かけであるから、行けば行くほど不安になり、心配にな

るのは当然であります。今日この偶像教が非常にはやっています。宗教と言う

ものは御利益以外にはないものと殆んどの人が思い込んでいます。 

 偶像教がはやる時は、人々の欲がしまりを失って、野放しになった時であり

ます。 

 欲に轡(くつわ)がはまって無い、欲に方向がない、その時、その時の風向き

次第で、欲はのび放題、出放題となっている時、この偶像は殷賑(いんしん)を

極めるのであります。 

 偶像に走る人々は、もと元自分の欲に歯止めのきかない性質の人々でありま

す。別して今日のように、誰れも彼もが欲の正しい方向を見失っている時には

尚更であります。 

 偶像崇拝の盛んな時は国としても、国民としても非常に危険な時であります。

今日の吾国のこの偶像崇拝の流行もただ事とは思えません。 

 偶像崇拝は飽く迄も自己中心であります。我欲一方で目がくらんでる人々の、

かじりつく偶像であり、これでは助かりよう救いようがありません。我欲は偶

像によるも、よらないも、人を地獄に追い込むものであります。 
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 真の人間を自覚し、神や仏を感謝し隣人を愛する方向に向きをかえる、その

為に大宇宙霊（神）は我々人間反省の機会と光を与えられたのであります。 

 何故かと申せば、人間は本来宇宙大意識界の無限生命の分生命(わけみたま)

であり、宇宙即我を悟った人が覚者であります。 

 真の人間は意識（エネルギー心）であって、現象界の肉体は人生航路を渡る

船の役目である。換言すれば衣であり住む場であるのであります。実在界と言

う彼岸に到達した時、その使命は終って不用となるものであります。 

 ところが今の人間は概ね、肉体が自分であって肉体が亡びたら何も彼も無に

帰するのだと言う唯物論者が多く、自然肉体を守る自我中心の我利我欲となり

争いの世と化しておるのであります。 
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4-3）【神社・仏壇・墓参り(丸山弘先生のご指導)】 
 

1997-10 月 Ｐ026【伝道だより】 

 墓地へは、まず、『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与え下さい。我が心

に安らぎをお与え下さい』と自分に光をいただいて行って下さい。 

 そして、お墓では、『心行』『祈願文』『先祖供養』を上げればいいのですが、

時間をかけられない時は、自分が先祖のお陰で健康に幸せに生きているという

感謝の報告をして下さい。 

 先祖の供養をしに行くことが、お墓参りではありません。自分たち家族が先

祖のお陰で健康で幸せに生きているという感謝の報告に行くことが本来のお墓

参りなのです。 

 そして帰る時は、霊は人に憑きやすいので、通夜とか葬式に行った時もそう

ですが、その場で、周りにいる霊が自分に憑いているかもしれませんので、『大

宇宙大神霊・仏よ、迷える霊に光をお与え下さい。心に安らぎをお与え下さい。

私の周辺にいる諸々の霊よ、あなた方と私とは何の関係もありません。あなた

方は直ちに元の所に帰りなさい。私の修行の妨害をしてはならない』と言って、

両手の平に息を吹きかけ、霊を肩越しに後に追いやり、肩を叩いて払い清め、

帰るようにして下さい。 

 

 

1997-10 月 Ｐ029【伝道だより】 

 ・・・お墓は浮かばれない霊のたまり場なのです。いきなり、先祖代々の霊

よと呼びかけると、一遍に霊が来て、どうしようもなくなります。 

 まず、自分の心に光を一杯いただき、お墓の霊を救うということではなく、

肉親に感謝の報告をするということが、正しい先祖参りの方法です。 

 

 

1998-5 月 Ｐ028【伝道だより】 

 今日、初めて出席された方から、「神棚に塩と水をあげてもいいか」という質

問があり、それに対して先生は、 

 「自分の次元の波動で、自分の汚れた心で、神と称するものにお願いしてい

るのです。自分の心を、正さずにお祈りすれば、その自分の波動に相応したも

のが神棚にいるのです。神棚のある所は家の中で一番暗いところとなり、悪霊

がたむろするようになるのです・・・」と、お話しくださいました。 

 

 

2002-3 月 Ｐ060【伝道だより】 

 勤めている会社に他力信仰の神様等をお祀りしてある場合は、殆どそこには

悪霊がおりますから、家に帰った時入る前に自分の手に息を吹きかけ、肩を叩

きながら『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎを
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お与えください。私の周辺にいる諸々の霊よ、あなた方は私の修行の妨害をし

てはならない。直ちに元のところに帰りなさい』と言って、追い払うようにし

てください。 

 お通夜や葬式に行かれた場合も同様です。 

 

 

2003-12 月 Ｐ047【伝道だより】 

 私は、『心行・祈願文』『先祖供養』を二〇年間以上、仏壇でもお墓にも上げ

て供養して来ました。そしてこの仏壇にはもう先祖はおられないことが自分な

りに確信が持てるようになったので、そのように申し上げたうえ、閉めたまま

置いてあります。一つの道具として置いてあります。 

 

 

2006-10 月 Ｐ056【伝道だより】 

 ・・・お宮さん等の前を通る時、お辞儀を絶対してはいけません。彼らの支

配下に入ったと思われます。洞や建物が小さいといってあなどるなかれです。

すごく力を持っています。かといって怖れるなかれです。毅然としていること

です。 

 

 

2008-2 月月 Ｐ058【伝道だより】 

 長年神社に巫女のアルバイトで通っていたために、祭ってあるモノの影響を

受けておられる方が、先生のご指導で反省をされて、関わりのある品を浄霊さ

れ処分したお話をされたところ、先生は、「どんな風に処分されたのですか」と

尋ねられました。 

 その方は、『長い間、生活のためとはいえ、間違っているとは分かっていなが

ら、自分が気をつけていればそういう影響はないものだと思って通っておりま

した。よく法が分からないままアルバイトをさせて頂いておりました。その時

は本当に有り難うございました、等と申し上げ、それから、二○○六年、一一

月号に掲戦されている片山美千子様の浄霊文を読ませて頂き、その通りに処分

させて頂きました』と答えられました。 

 すると先生は、「そんな間単なことでは帰りません。そんな簡単なことでした

ら修行も何も要りません。そんなやり方は正しくありません。心の世界ですか

ら、人の修行したことを字面で読んで、『ハイ、分かりました』等と分かるよう

でしたら、ついているものもとっくに帰っています。自分自身必死になってそ

れが分かるよう修行をしなければ、そのモノには通じないのです。ですから、

今一度、偉大な主・高橋信次先生のご著書をしっかり拝読され、ご著書の中の

浄霊とか、供養のお導きの箇所を正しく良く理解し、反省され、十分にお心作

りをされた上で、説得してあげたら良いと思います。それと同時に、貴方様の

魂の兄弟や、神仏様に対して、『私は、余りにも身勝手な自分中心のやり方で、
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浄霊とか悪霊を祓おうとしておりました。間違っておりました。何卒お許しく

ださい』と、お詫び申し上げることが大事だと思います」と、お話しされまし

た。 
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５．【親孝行・死・供養】 
 

5-1）【親・親孝行（ご著書より）】 
 

心の発見(科学篇) Ｐ088 

 ・・・イエスも釈迦も、先祖を拝めとは教えていないのである。もちろん私

達は、先祖や両親の縁によって肉体を戴いたのであるから、感謝する心を忘れ

てはならない。しかしその表現は、両親に対しては報恩の行為によって報いる

ことができる。兄弟姉妹が仲良く生活することも、その孝行の一つである。精

神的、経済的、に調和された生活をしていることも孝養の一つである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ266 

 私達は、子供の頃、何ごとも親を頼りにし、自分の欲しいものをねだったも

のだ。だが、それにも限界はあったはずだ。 

 青年になり、働く能力があっても、親に甘えていれば何とかなると両親を頼

り切っている、息子というものも考えてみることだ。 

 そういうのを、道楽息子という人もあろうし、怠け者の腑抜けというだろう。 

 こうした例も、両親に頼り切って生活しているということでは、他力という

ことだ。 

 人間は、自立心が大事だということだ。 

 一所懸命に働き、健康で平和な生活をしている子供達を見たら、両親は喜ぶ

だろう。 

 喜ばせるということは、安心させるということにもなるし、親孝行といえる

だろう。 

 両親の慈愛によって育てられて成長してきた子供達が、親に孝行をするとい

うことは、報恩の行為であり、人間の道であり、感謝の心を現わすのは、当然

のことなのである。 

 その行為を忘れて腑抜けになってしまっては、人生において何の修行になる

だろうか。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ191 

 どんなにかわいい我が子であっても、最愛の妻であっても、そしてまた、恵

まれた財産を持っていようとも、足ることを忘れ、欲望のままにその身が流さ

れると、苦しみはつきることはない。 

 この肉体は、自分のものであって自分のものではない。時が経てば、この地

上に置いてゆくしかないのである。いわんや、かわいい子どもも、最愛の妻も、

ともに自分の所有物ではなく、財産もまた自分のものではない。 

 すべて、これらは転生の過程において、縁によって生じたものであって、そ
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れぞれの縁生には、それぞれの使命と目的があることを知らなくてはならない

だろう。 

 永遠の所有物とは、そなたたちの生命であり、心である。これ以外に何一つ

として、所有物はない。 

 自分のかわいい子どもとはいっても、成長するにしたがって、親の考えと異

なってくる。 

 当然である。子どもは子どもの個性を持っており、魂は親と異なるからであ

る。 

 しかし、両親は、子どもを育てるためには、あたかも、太陽のように無償の

慈愛によって育てて行くだろう。子どもは、生み育ててくれた偉大な両親の慈

悲と愛に感謝しなければならない。そこにまた、人の道というものがあるわけ

であり、それは、生きて行く者の務めというべきであろう。 

 感謝の心は報恩の行為となって実を結ぶ。孝養は、子どもとしての当然の行

為であり、それが失われると、人の世は瓦解するしかないであろう。 

 社会の中に自分を置いている以上は、より良い社会の調和に奉仕してこそ、

法が実践されたことになり、仏国土の道が開かれてゆくことになる。 

 社会は自己の欲望を満たすための場ではないことを、悟らなくてはならない

だろう。 

 

 

心の原点 Ｐ100 

 ・・・人はまず、天に感謝し、他の環境についても感謝の心を持つべきであ

る。 

 今、自分はここにいる、というたしかな存在感。 

 この現象界に生きているということは、誰の責任でもなく、自分自身が求め

てきたその結果として、在るのである。 

 これも、大自然の恵み、神の慈愛の現われであろう。 

 私達は、そうしたものへの感謝の心を、報恩の形として、調和のとれた行為

に現わさなければならないのである。 

 感謝は、行為によって、その恩にむくいることによって輪廻しているものだ。 

 この意味から、私達はこの肉体を提供してくれた先祖に対してはもちろんの

こと、両親に対してまず感謝報恩しなければならないし、それは当然のことと

いえるのである。 

 この世に人類が生存する限り、肉体先祖への報恩供養、両親に対する孝養は、

当然の人倫の道であり、いかなる時代がこようとも、これは変わってはならな

いのである。 

 

 

心の指針 Ｐ116 

 私たちが現在ここに在るということは、肉体的先祖と両親のおかげであり、
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両親に孝養をつくすことは当然なことです。この世の修行と、あの世の修行を

比べると、この世の修行の方が、ずっと楽です。あの世は波動の精妙な世界で

す。思ったこと、考えたことがすぐさまハネ返ってくる。このため、次元が低

いと、なかなか反省できにくく、苦界から脱け出すことかむずかしいのてす。

ところがこの世は波動が荒いために、思ったことに対する結果が現れるまでに、

ある一定の時間が与えられています。従って、結果が出ない間に、これはいけ

ないと反省すれば、そのことにたいする訂正が可能になってくるのです。 

 もっとも反面、その出される結果が遅いために、人によってはイライラする

こともありましょうが、波動が荒いだけに修行はしやすいともいえるわけです。 

 この世の十年は、あの世の五十年、八十年に匹敵します。それほど、この世

の修行は楽であり、しかも、この世の修行の結果が、再びあの世に戻ったとき

の自分の生活状況を決定しますから、両親にたいする感謝、孝養は当然である

としなければなりません。 
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5-２）親・親孝行・介護(丸山弘先生のご指導) 
 

1992-08 月 Ｐ025【父を見送って】主婦の方の投稿より 

 「あの世があるという神理を話してあげることが、最大の親孝行だ」と丸山

先生より教えていただきました。 

 ・・・「自分の下の世話をしていただいた両親には、最低、下の世話ぐらいは

して差し上げることが恩返しである」ということを丸山先生よりお聞きしまし

た。 

 

 

1998-11 月 Ｐ037【伝道だより】 

 昔から教育で、親孝行をしなさいとか親に感謝しなさいと言われて来ました

が、では何故親孝行しなければならないかということに関してはどこにも書い

てないし、正しく教えることが出来る人はいません。 

 道徳は人が考えた事ですから幾通りも答えがあるし、時代によっても変化し

ています。しかし、法という神の心からの答えは一つなのです。私達はこの世

で生まれてから自立するまでの約二十数年間は、大方両親にお世話になりっぱ

なしで過ごして来ました。したがって、この間は、他力によって生きて来たこ

とになります。 

 人間は本来自力の修業をするためにこの世に生まれてきた訳ですから、学校

を出て、自立したなら、早速親に対して報恩感謝の行いをすることが大切です。

親に返さないまま甘えていてはいつまでたっても自力の修業はできないのです。

親に孝養をすることは、生まれてからの他力を自力へ切り替え調和するため必

要なのです。 

 また、自営でなく勤めている場合は、一定の時間会社に行けば給料がもらえ

るということでは、他力となります。まず、経営者に感謝を捧げ、一生懸命に

働き、自分の能力を最大限に発揮し会社に貢献することにより、他力から自力

に調和されるのです。 

 私達は、明日在るという保証は誰一人ありません。今お与えいただいている

一瞬一秒をどのように生きるかについて真剣に考え真剣に行動するため、今と

いう生涯を頂いているのです。 

 

 

2000-6 月 Ｐ042【伝道だより】 

 参加された方の中から、「母は大好きな人ですが、父は昔から働くのが嫌いで、

その父からお金を貸して欲しいと言われた時『あゝ、またか』と思ってしまい

ました。今までは父が子供の面倒を見てくれるので、そのお返しとして『仕方

ない』とか、『絶対返してね』と言って貸していました。 

 でもこのままでは今までと同じ繰り返しになってはいけないと思いました。

今まではこの世的なもらったから返そうという親孝行でした。子供が入園する
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ので実家から母を通してお祝いを頂いたのですが、『そのお祝いのお金から貸し

たお金を引いた分だけお祝いをもらったことにしとくわ』と言ってしまったの

で、自分の心が急に苦しくなってきました。こんな心では、自分の原稿が『ひ

かり』誌に載せて頂くのにいけないと思い、自分の心に正直になろうと思って

父にお金を置いてきました。 

 その時は自分の心が安らいだのですが、後にそのことを先生にお話ししたと

ころ、『その頂いた入園のお祝い金を全部お父さんに差し上げたらいいんですよ。

それが本当の娘の在り方ですよ。そしてもしお金がなくなったらまた私に言っ

てきてね。また、今度持って来るからねと、そういう風にするのが本当の娘の

親を思う心ではないでしょうか』と、ご指導頂いた時、私は涙が流れて仕方が

ありませんでした。 

 自分が涙を流しているのではなく、守護・指導霊がやっと私が本当の親孝行

のあり方はこうなんだと気付いたので、涙を流して悦ばれたのだと思います。

先生からご指導頂いて、父に対しても心から安らいできました。主人と相談し

て、祝儀袋に『感謝』と書いて母に持って行ったところ、父が働いていなかっ

たせいもあって、本当に涙を流して喜んでくれて、初めて受け取ってくれまし

た。 

 『本当にもったいないお金を、本当はあげなければいけないのに』と言って

くれました。その時初めて生活が苦しくても母は、娘にあげたいと思っていた

のだと気付きました。お父さんも子供と遊びながら『ありがとう』と何度も言

ってくれました。それからは、もらったから返すというのではなく、本当の親

と子、子供としての親孝行というものを初めて分からせて頂きました。 

 先生より『そこで止めるのではなく、手の上にまた手を重ねるように愛の行

いを重ねてゆくことが、心からの感謝の思い行いです』とご指導頂きました。

深い深い愛を先生より頂いて感謝しながらこれからも愛の手を重ねて行きたい

と思います」と発表されました。 

 

 

2000-6 月 Ｐ046【伝道だより】 

 総理大臣を始め、世の指導者たちは、私は父や母にこのような孝行をして来

ました、と自分を語ることが大切です。大抵は故郷に年老いた両親を置き去り

にして、東京などの大都会に出て、活躍しているような人が多い。愛の根本は

親孝行です。このような指導者に人の気持ちやひいては慈悲や愛といったこと

が分かるでしょうか。 

 世の指導者は、天下国家を相手の施政方針演説といった心ない話ばかりする

から、国民の心に通ずる感動がないのです。そこを心を裸にして、私は今まで

自分の仕事や立身出世のみにとらわれ、家族や故郷の両親を思いやる心のゆと

りもない自己本位な人間でした。しかし今は心を改め、このように親孝行をし

ましたと、一人の人間として心を裸にして自分を語らなければならないのです。 

 そうすれば国民は初めて尊敬し信頼するようになるものと思います。そのう
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え、間違った私利私欲の不正もなくなるでしょう。不正防止のためいくら次々

と規則を制定してもそれは無駄なことです。『自分にウソのない生き方』こそ、

自ら己自身を浄化するものはないと思います 

 

 

2000-6 月 Ｐ050【伝道だより】 

 (ご主人に対して)ご両親が何を信仰しておられようと、人間として、親子と

してどうであるかが一番大事なことです。子供は親に孝行し、親は子供をいと

おしむ。この親と子の絆が何よりも大事です。 

 当時、親子の間にはいろいろな葛藤があって、あなたは自分の立場で正しい

と思う道を取られたことでしょうし、お父さんにはお父さんの言い分がおあり

でしょう。争いとはお互いに自分が正しいと主張するものです。 

 法を知っておられないために、丸山は困ったことをしてくれると苦しんでお

られるご両親のお心を思いやる時、いくら自分が正しいと思っても、逆に偉大

な法を傷付けてしまう場合もあるということを理解して頂きたいと思います。 

 この機会に、一番辛い立場におられる奥様の意見をよく理解してあげた上で、

ご両親とよく話し合い、親孝行する道を取られることが苦しみのない道ですし、

その姿を見られてご両親も悟っていかれるのではないでしょうか。 

 ・・・(奥様に対して)ご主人様が親孝行されることは人としての道です。女

性にとって自分が育った家は仮の宿であり、あなたも嫁ぎ先のご両親を本当の

両親と思って、ご主人様とご自分とが悦ぶことを考えていった時に、どうすれ

ば良いのか答えが出るのです。ご夫婦で法を基本によく話し合ってください。 

 

 

2000-7 月 Ｐ043【伝道だより】 

 あなたが帰ってきてほしいと望めば娘さんは無理してでも帰ってきます。そ

ういうことを繰り返していると、娘さんはあなたとの心のパイプが太くなり、

ご主人との心のパイプが細くなります。 

 娘さんは、あなたがお母さんにならせて頂くためにお願いをされて貴方の子

供として出られた魂なのです。そしてお嫁に行った後はご主人との調和が大事

なのです。 

 にもかかわらず、あなたとのパイプが太かったら、ご主人との間が不調和と

なり、家庭が崩壊することになるのです。嫁に出したと同時に子離れするよう

心のパイプを細くしなければ、娘さん夫婦は不幸になるのです。 

 

 

2000-11 月 Ｐ036【伝道だより】 

 精々母親にならせて頂くために常に愛情を溢れる程差し上げるように努力し

てください。お子様によって愛豊かな母親にならせて頂くために今の環境を頂

いているのです。常に精一杯お子様を抱きしめてあげてください。 
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 あなたは、お母さんからそうしてもらわなかったのですか。もしも小さい時

に兄弟が多かったり、あるいは何かの事情で十分にお母さんから抱きしめても

らえなかったとしたら、自分が体験した苦悩を我が子に与えないためにも、精々

お子さんに愛情を与える努力をしてください。自分が子供ならどんなことを言

われたら嬉しいかを考えてください。常に如何に家族に愛情をさしあげようか

と考えながら努めることによって、愛情豊かなお母さんにならせてもらえるの

です。 

 子供は嬉しいことを言われて、腹を立てる筈がありません。嬉しい顔をしま

す。その顔を見てお母さんも嬉しいでしょう。お母さんの修行を精一杯やって

ください。 

 

 

2000-11 月 Ｐ038【伝道だより】 

 ・・・あなたは自分がしっかりある状態で、子供さんと接していませんか。

公園で一緒に遊ぶ時、子供の次元まで降りて遊ぶことが出来ますか。こんな格

好を誰かに見られたら嫌だという思いを持ったなら、それはあなたに我がある

からです。子供さんの話を聞く時もお母さんの心がしっかりあったならば、そ

の子の心には愛情が満たされません。そしてご主人も同じように満たされない

のです。 

 

 

2000-12 月 Ｐ026【伝道だより】 

 相手に集中するためには、まず自分を無くすることが大事です。常に、子供

を上から見下ろすのではなく、子供と同じ目線まで降りて目を合わすことが大

切です。子供を自分の子供と思わず、神から頂いた友達として法友として接す

ることが大切です。 

 

 

2002-2 月 Ｐ044【伝道だより】 

 産みのお母様と幼いときに離れ離れになり、義母に育てられ、義母に遠慮が

あり、今は実母に会っていないという方に対して、実母に対する思い方、行い

方について、 

 「命をかけて産んでくださったお母様は、たとえ父親との間にどんな理由が

あろうと、貴方様一人のお母様です。何処に住んでおられようが、例え地の果

てにおられようが貴方様のお母様です。貴方様には何の遠慮もいらないのです。

もっともっと行き来して、残された人生を大事に生きられたら良いと思います。

かつては貴方様には、『私を捨てたくせに』という思いがあったかも知れないけ

れど、それはすべて許してあげることです」 

 とお話しされると、直ぐさまその方は、胸のつかえが取れたように、「はい、

良かった！今日は本当に良かったです。産んでくれた母に対しては、どうした
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ら良いのだろうかという思いがずっとあったのです。先生本当に有り難うござ

いました」と、お礼を述べられました。 

 師は、「そうです。ひっかかっていましたね。今日は天が貴方様を導かれたの

です。良かったですね。一月号に貴方様とよく似ている環境の方の体験文が掲

載されますので、是非お読みください。より深く分かられると思います。（一月

号に掲戦の○○○○様の体験文） 

 ○○様は、産みのお母様と四才で別れておられるのです。でもそのお母様の

亡くなられたことを知らせてくださる方があり、○○様は、そのお母様に『引

導文』を上げることが出来たのです。そのお母様と五○年位別れていたのです。

しかし、亡くなられると同時に、魂が愛する我が子の所に来られ、最後に愛す

る我が子により法縁を頂きあの世に帰られたのです。 

 だから今貴方様が産みのお母様でなく、育てのお母様と共に生きてきた。産

みのお母様に甘えることも出来ず生きてきた。何故そういう環境を選んで来た

のか。それは、かつて過去世において、自分も、我が子を都合によって手放し

たためかも知れないのです。自分が自分の子供を置いてどこかへ出た、その罪

を償うために、修正するために、自ら今生そういう環境を選んで出て来るので

す。高橋信次先生には、その様にお導きくださっておられます。○○様にはそ

ういうことを反省されてお母様を供養されたのです。 

 この世で貴方様は、そのお母様に会えるチャンスを頂いているのです。亡く

なってしまったら後悔してもどうにもならないのです。『お母さん、長いことお

世話になりながら、会いにも来ないでごめんね』とお詫びするのです。すると、

貴方様の心が明るく豊かになります。もっと人間としてどうあるべきかと言う

ことが分かって来ると思います。もっともっと心が調和され愛豊かなお心にな

られるものと思います。 

 正法とはこのように大変素晴らしい神仏のみ心なのです。そして一日も早く

自分のことを修正して、一人でも多くの方々にこの偉大な法を叫んで頂きたい

と思います」と、愛についてご指導くださいました。 

 すると、このご発表を緑として次の方も、「先生、私も一才半で、産みの母と

別れており、母に会いたくて連絡をとったのですが、『私は知らない』と言われ

たのですが……」と、涙ぐみながらご質問をされました。師は、 

 「それは、ご自分が悪かった、貴方様にすまなかったと思われているのです。

とらわれないことです。もしも、貴方様が会いに行かれても、邪険な態度をさ

れようが、〈この人は、これだけ苦しんでいるのだな〉と、そう思うことです。

〈何とかこの方の固い心を温かいお心にしてあげよう〉と思い努力されること

です。それが愛というものです。 

 自分の子供に会いたくない親はいません。でも〈私が今出ていくと、この子

の人生がメチャメチャになるかもしれない〉等と、そういう思いやりで邪険に

しているのかも知れません。もっと大きな心で許してあげて、『お母さんが一才

半で私を置いて行かれた。それで私は、この様な偉大な高橋信次先生の法に出

会えました。貴方様のお陰様なのです。私は怨んではおりません』と自分の心
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を語ることです。そうしたら、貴方様の人生は、もっと大きく広がるものと思

います。もっと優しくなられるものと思います。 

 寂しいという思いを、貴方様は長年持って来られたことでしょう。その心を、

温かく出来るようになります」 

 と、優しくお教えくださいました。 

 

 

2002-7 月 Ｐ036【伝道だより】 

 ・・・貴方が毎日お風呂に入れて差し上げたら良いと思います。オムツも替

えて。それが出来る環境におられるでしょう。その中で、貴方が悟っていかれ

るのです。下のお世話になるということは、親が子に一番見せたくない姿です。

それを見せてくださっているのはなぜか、ということです。何事も自分に対す

る修行を、天はお与えくださっているのです。 

 私もかつて母親が痴呆になり、ある日のこと、会社の仕事を終え帰宅してか

ら、オムツを庭先で洗っておりました。夜休む時間がない程忙しいのに、何故、

どうして、このようなことをしなければならないのだろうかと愚痴りながらい

たとき、かつて自分の幼い頃、母は愚痴や不平不満をこぼすことなく、寒い日

も暑い日も毎日毎日、自分のオムツを洗ってくださっていたことに気付き、こ

れまでの愚かな自分の思いが恥ずかしくなり、その場で神仏に対して、母親に

対して、心から深くお詫び申し上げました。同時に感謝の気持ちが涌き出てオ

ムツ洗いが全く苦にならなくなりました。すると、母の痴呆が翌日から無くな

ったのです。 

 このことを通して、愚かな自分を反省し、より愛深き者になるようにと、母

は、自分の姿を通して一日も早く気付くようにと、このような機会をお与えく

ださっていたことが分かったのです。 

 ・・・お年寄りは、自分の家で家族が看取ることです。病院は霊域が悪く悪

霊の巣ですから、家で家族全員に見守られながら亡くなられるのが最も幸せな

ことです。 

 私は両親の世話は一切妻にさせずに、自分でさせて頂きました。自分の親で

すから当然のことです。父は最期に、家族一人一人に有り難うと言って亡くな

りました。ですから出来るかぎり、親の最期はご家族で看取って差し上げるべ

きです。 

 老人ホームが悪いとばかりは言えませんが、呆けたから老人ホームに入れる

ということではないと思います。両親を老人ホームに入れたら、子供たちはそ

の親の姿を見ていますから、やがて、自分が入れられますよ。全て天からお与

え頂いた貴重な体験の機会だと思って、ご精進してください。 

 

 

2002-12 月 Ｐ018【母への反省】主婦の方の投稿より 

 ・・・ご指導とは、「お母さんと対話するときは、不平不満から入らずに、も
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っともっと悦びと感謝一杯の悦びの言葉をどんどん出すようにされたらどうで

しょうか。そうすれば自分も嬉しくなるし、心がどんどん悦びで大きく膨らみ

広がって行くのではないでしょうか。心が悦びと感謝で満たされれば、不平不

満など黒いシミのような、取るに足らない小さなものに思えて来ますよ。 

 不平不満から入らず、悦びと感謝の言葉をどんどん出していく。そうすれば

心はますます悦びで膨らみ、肉体も健全になります。これからは一八○度思い

方を変えて不平不満からでなく、まず悦びと感謝から入ってみられては如何で

すか。 

 ・・・どうして・・・お母さんに聞かないのですか、どんなに小さいことで

あろうが、お母さんに電話することは大変嬉しいことではないのですか。また、

お母さんも自分が長年かけて経験したことを愛する我が子に話すことが嬉しく、

案じていたことが一つ一つなくなり心が平安になるのではないでしょうか。 

 それよりも、もっともっと貴方の元気なお声を聞くことがどんなに嬉しいこ

とか。きっと飛び上がる程お悦びになられるでしょう。 

 ・・・早くから親元を離れて都会の大学に進学した人は、結婚前の大事な時

期を一人で自由気儘に生きた分、常識、礼儀、報恩感謝という人間として最も

大切なことを母から教えて頂くことが出来ないことになります。 

 そのため、今度は自分が苦労して育てた我が子からも、老後の介護など一切

面倒を見て貰えない、そして夫々に対する報恩感謝のない儘、相互に寂しい人

生を終えて行く人が何と多いことか。 

 それは因果の法則により、親を愛しいとも思わない子の晩年もまた、当然の

こと、寂しい老後を送ることは当然なことと思います」 

 

 

2003-2 月 Ｐ039【伝道だより】 

 自分の子供が憎いと思う親は一人もいません。ただ、子供に対する愛情の与

え方を誰からも習っていないので分からなかっただけなのです。何時も心の中

では、何とかしなければいけないと悩んでいるものなのです。ですから、許し

てあげる事です。親になったらその思いは貴方様にも分かります。 

 

 

2003-2 月 Ｐ039【伝道だより】 

 小さい頃おばあ様に面倒を見て頂いたという事は、お母様から愛情を頂いて

いるようで頂いていなかったのではないかと思います。ご両親の他からは心か

らの愛情は頂けません。誰でもお母様がいなくて寂しいと思った事があると思

います。そこを反省する事です。お母様を許す事です。 

 ご自分の三、四歳の頃からの事を日記に綴るように、母親についての思いを

どう思ってきたか書く事です。書くことによって、貴方様の心にあるものが出

るはずです。 
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2003-3 月 Ｐ052【伝道だより】 

 ・・・親元を離れて遠くの大学に行く若者が増えていますが、その人はそれ

だけ親から愛情を頂く時間が少ないし、常に親の側にいて親を思いやり、話し

合い、常識、礼儀について教えて頂き、親の貴重な体験から学ぶことも少ない。

また自分自身も親に対して報恩感謝の行いを捧げる、また親を愛おしむ（親孝

行する）時間が少ないので、どうしても心が萎み愛の心が豊かにならないので

す。 

 夫婦の調和についても、両親の姿から良い点、悪い点を学ばせて頂き、その

親から学んだ体験を自分たち夫婦で常に語り合い、お互いの両親を褒め讃え合

い、共に感謝し合い明るく生きることにより、両親を超えた素晴しい夫婦の調

和が築けるようになり、やがて、両親も生かされ、自分たち夫婦も生かされ、

また愛する子たちも生かされるのです。 

 

 

2003-5 月 Ｐ039【伝道だより】 

 ・・・精々、親孝行をされることです。その分だけ子供にも愛を与えること

が出来るようになります。お母様を愛しいと思えることが、どんなに大きな悟

りであるかを学んで頂きたいと思います。 

 

 

2008-1 月 Ｐ098【伝道だより】 

 ある方が、「以前先生に、『母はボーッとしている事が多い』と話しますと、

先生は、『お母様に対して、出来るだけ温かい「思いやり」のお心でお世話して

あげることと、お母様に対する反省をされることにより、次第に、お母様が今

何を求めておられるかが分かるようになりますよ』とお話しくださいました。 

 母は、偉大な主・高橋信次先生のご講演テープを拝聴させて頂いても、どう

も聞いておられない様子なので、私は、母が寝付くまでずーつと手を握ってあ

げていたのです。すると、母が私を頼っている、優しくして欲しい、という思

いが凄く伝わって来たのです。私には、今まで愛の心が足りなかったのだなあ

と思わせて頂き、最近は出来るだけ頻繁に行って、母に色々とお世話をして差

し上げるようになりました。奉仕する、相手に尽くすことが悦びであることが

少し分からせて頂いたように思います」とお話しされました。 

 すると先生は、「今のお話しの中で大事なことは、貴方様が手を握っているこ

とでお母様が安心される状態でしたら、お亡くなりになられた場合、貴方様に

縋って来られる状態になるかもしれません。『あの世に還る時は一人で還るので

すよ、私がお母さんの手を引いて、あの世に連れて行くことは出来ないのです。

どんな人でもすべて、亡くなった人は、一人であの世に還って行くのです』等

と、教えて差し上げることが特に大切です。だから、光明の世界に還れる心作

りをされることが大事なのです」とお話しされると、「先生、直ぐにお伝えした

方がよろしいでしょうか」と、その方は驚いたように問いかけられました。 
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 「ハイ、一日も早く、出来るだけ毎日お話し申し上げなくてはいけません。

もしお母様が、このままでお亡くなりになられた場合は、貴方様から離れない

と思います。此処が一番大事なことです。不安もなく感謝一杯で一人で還る道

は、常に、偉大な主のご著書を拝読し、ご講演テープを、正しく常によく拝聴

し、これ迄の人生を反省して頂くことが大事です。常に耳元で、『お母さん、不

安は一切ないのです。この世からあの世に還った時には、お母さんの魂の兄弟

がお迎えに来られますからね』等と、そういうお話しを深く、日々お話しして

差し上げることが特に大事ではないかと思います。 

 ご著書の拝読が出来ない状態でしたら、偉大な主のご講演テープを一緒に拝

聴し、帰る時には、『お母さん分かった、こんな事よ、こんな事が大事なのよと、

偉大な主・高橋信次先生にはお教えくださっておられますよ』等と、常に締め

くくりをされたうえ、家に帰られるようにされたら良いと思います」 

 と、年老いたご両親様には、光明の世界へ還られる心作りの方法を正しくお

話して差し上げることが、一番の親孝行であり、正しい愛であることを、具体

的に大変分かりやすくお話しくださいました。 
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5-３）死・慣性の法則(ご著書より) 
 

心の発見(神理篇) Ｐ192 

 私達が眠っていても脳波の振動が発信されているというのは、意識とのコン

タクトを計っているためであり、霊子線が切れて意識がもどらなくなったとき

は、脳波の振動は停止し、肉体は光子体と分離され、あの世に帰ること、死を

意味することになるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ213 

 ・・・鉄道事故現場、特に踏切の場合、同様な事故が良く起きる。それは現

場に地縛霊として残っている浮かばれない霊が、似た環境や似た心の在り方を

持っている人間に憑依して事故を誘発させるからである。彼らは肉体を去って

いても死を自覚しない。慣性の法則、「運動をしている物体は運動を続けようと

し、停止している物体はその位置にとどまろうとする」 

 と同様に、現象界での状態と同じ意識を持ってこの世を去って行くため、生

と死の間がはっきりとしないのだ。突発事故で死亡した場合は、しばらく意識

がもどらない。丁度、記憶喪失のような現象になる。従って、死を自覚するま

でには相当な時間がかかり、事故の状況を思い出すまでには大変である。 

 自分自身が自覚できるようになれば悟ることも早いが、現象界と違って、実

在界に入ると表面意識が九○％になり、潜在意識が一○％になってしまうので

過去の記憶蘇生がむずかしくなる。 

 地獄に落ちてしまうと、同類の悪霊に邪魔されるため一層それが困難になる

のである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ221 

 類は類を呼ぶ法則に従って、私達の心は、一念三千、善悪いずれの世界にも

通じてしまう。 

 憑依霊は、かつてこの現象界で、体を持って生活していた人々や動物である。 

 彼らは神理を悟らず、人間として生まれてきた目的、使命を忘れてエゴイズ

ムに堕し、あるいは金銭欲、あるいは情欲、あるいは権力地位に甘んじて恥じ

ない連中である。もちろん、物への感謝の心などなく、他はかえりみず、神仏

も信じない。 

 ある者はまた心ない思想を妄信し、闘争と破壊に自己を売り、欲望を果たす

ための暴力、権力を振るう、言行不一致の不調和な人生を送った霊。 

 神仏の名のもとに、私利私欲をむさぼり、矛盾多い教義を正法のごとく説き、

盲信者、狂信者を作り出してしまった教祖、信者達も生きながら地獄界に堕ち

ている人々である。なぜなら、朝晩の勤行や行事に疑問を持らながら、信仰と

いう生活の中で安らぎを失い、神罰、仏罰を恐れるというのは正しい信仰では
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ないからである。 

 心で思っていることと、行ないとが伴わない生活をしてきた人々の霊。 

 以上のような人々が、神理を悟らないため不調和な想念行為の人生を送って

この現象界を去り、慣性の法則と同じように生前と同じ意識の世界に行ってし

まう。その世界は、生前の世界よりきびしい地獄界で、それ以上の苦しい生活

が再現され、その環境の生活の中で反省し、神仏の子たる自覚を悟らなくては

ならないのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ013 

 ・・・能力者達は心の眼が開かれているため、人々の想念の調和度によって

生じる後光（オーラー）や、不調和な曇りによって憑依されている霊囲気を知

ることの可能な能力を持っている。 

 次元の異なった世界、実在界やこの現象界の指定した環境に即座に行ける、

見聞できる観自在力を備えている人々である。この人々は、肉体から意識が離

脱して目的の現象を見聞してくることができる。あの世の人々と即座に話をす

ることもできる能力者もいる。 

 それは、その人に全く関係のない私達の肉体的知人ですでにこの世を去った

人々の、特徴や在世中に示した生活行為が解るという事実を見ても、その能力、

現象を否定することはできない。 

 ただし、地獄界で苦しんでいる人々は現世の生活を忘れている人が多いので、

思い出すことも困難である。それらの人々は、一種の記憶喪失状態で、暗中模

索というところだからだ。それは、この世とあの世への等速運動的な、慣性の

法則と同じ状態が、私達の魂の修正過程に起こる現象である。この地上界で生

活をしていたときの物質的な執着心、自我我欲で仏性を失った人々の世界だか

らであろう。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ032 

 肉体舟を離れた私達の意識（魂）こそ無限の生命であり、終わりもなく始ま

りもない、生まれることも死ぬこともない輪廻の宝である。 

 肉体のみが自分ではないのだ。いつの日かこの現象界に捨てて行かなくては

ならないのが、肉体舟の運命なのである。その肉体舟に執着を持ちすぎるため、

いろいろな苦しみを自ら製造していることを悟らなくてはならない。 

 あの世とこの世における転生は、肉体舟の乗り換えにしかすぎない。そのこ

とを私達が知ったとき、死は人生の終わりではなくこの世の卒業式であり、魂

は永遠の旅を続けていることを悟ることであろう。 
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心の発見(科学篇) Ｐ067 

 肉体を持った生命がこの地上界に出て空気に触れると、誰も教えないのに乳

を飲む。これは神仏より与えられている本能であるとともに、前世においてな

してきた習性の反復で、慣性の法則と同様といえる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ076 

 大宇宙体は、神の体である。 

 私達の住んでいる地球は、その神体の一部分であり、小さな細胞の一つにし

かすぎない。この細胞の調和と、人類の心の修行を目的に、神は魂の乗り舟で

ある肉体を造り、本能を与えて私達の肉体を保存してきたのである。 

 つまり私達の肉体は、肉体先祖代々によって受け継がれてきた人生航路の乗

り舟である。 

 転生輪廻の過程では、意識すなわち魂は永遠に変わることはない。肉体と生

活環境が異なるだけで、私達の過去世における人生のあらゆる経験はその意識

に記憶される。 

 死は、この乗り舟が破損して人生航路を渡ることができなくなり、この舟と

同居していた光子体の新しい舟に乗り換えて異なったあの世に帰ることである。

そして自らの人生航路のアルバムをひもとき、なした行為を裁くことにより、

善悪の心ははっきりと分離する。ある者は喜びの天国へ、ある者はこの人生よ

りさらにきびしい修行の場へ行き、魂の洗礼を受ける。 

 このように、死は、乗り舟との訣別であって、私達があの世に帰った場合、

心の清かった人々は、この現象界で修行していた当時を語り合い、なつかしい

楽しさを味わえる。友人とも同じあの世で親しく語り、人間時代の長所、欠点

を思い出し、人生がいかに有意義であったかを語り合い、死が永遠の別れでは

ないということを知る。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ131 

 私達は、運動をしているとき、瞬時にそれを停止することはむずかしい。 

 たとえば、百米の短距離を走るとき、速度が速いほど百米の地点で停止する

ことはできないで、運動方向へ走って行き、止まる。 

 また私達が乗物に乗っているとき、急ブレーキをかけると、進行方向に体は

動く。 

 このように、運動している物体は、あくまでも運動を続けようとし、停止し

ている物体はいつまでも静止の状態を続けようとする。 

 この法則を、慣性の法則、という。 

 この現象界において生活している私達の心の状態と行為は、あの世へ行って

からも同じように続く。従って執着を持っている人々は、そこでもいつまでも、

己の心が悟るまで、生きていたときと同様の悪現象が続くのである。 
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 このように、私達の現象界も、あの世も、また心の在り方も、慣性の法則と

同じ法則が存在している、そのことが分かったのである。 

 この現象界における物理法則が、私達の心の世界にも適応されているという

この事実を知ったとき、私達は偶像信仰から脱皮して、生きた人間らしい信心

が必要であることを痛感する。私達はその必要性を悟らなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ175 

 ・・・私達の肉体が減しても、その支配者である意識は健全であって、たと

えば病気で死んだ場合、彼らは現象界の人々の眼に見えないだけで、悟るまで

の暫くの間は、やはり病気の状態として続いているからである。心中したよう

な人も、生きているときと全く同じ悩みの環境が続いている。 

 キリスト教や仏教を学んだことのある人がこの世を去り、肉体や肉体的環境

に執着を残さなかった場合、その死体は硬直することがない。このような人々

に経文の意味を教えて上げると、その人達は自分の死を悟り、安らかに彼らの

世界へ帰って行く。このときは、魂の兄弟達が協力して連れて行く。また、肉

体的関連のある先祖が協力して連れて行く場合もある。 

 この現象界に未練を持っている者ほど、死後も不調和な現象を起こす。思い

残す執念、恨みの執念が、怨霊となって、関連のあったこの現象界の場所に出

てくるからである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ193 

 特定の国粋主義者の塊りのような意識を持っている住人達は、彼らだけの社

会を造っている。 

 しかしそれも、時間が経つに従って、人類は皆兄弟であることを悟るように

なって行く。その時間とは、あくまでも彼らの霊域に比例した段階があるため

に、彼らの神仏の子としての自覚への修行の時間が必要であり、そうした生活

を続けなくてはならないのである。 

 彼らはこの地球上の人類と違って、表面意識が九○％になっているため、人

間よりはるかに物分かりが早い。しかし逆にのんびりしている社会であるため、

修行はこの現象界よりずっと大変である。従って、この地上界の修行場で悟っ

て帰る場合は、あの世における修行の経過よりはるかに前進している。地上界

の一年は、あの世の三十年、五十年にも匹敵するくらいである。 

 思想によって、意識の“意志”を“石”にしてしまった人々がだから最も気

の毒である。 

 そうした人々がこの世を去るときは、その意志に比例した、より強烈な世界

に落ちて行き、物理的な慣性の法則と同様の方向に進んで行く。ということは、

私達の意識というものは、この世を去ったからといって即座に仏性に目覚める

というものではないからである。 



410 

 

心の発見(科学篇) Ｐ212 

 ・・・宗教的に“行”をするというと、滝に打たれたり、山中で肉体行をす

ることだと、ほとんどの人は思っているが、人間は山の中で肉体行をするため

に生まれてきたのではない。人間らしく生活する中で魂の修行を行なうことが

使命なのである。荒行などで、いかに肉体による六根を滅しようと思っても絶

対にできるものではない。なぜなら、いかに頑丈な舟であろうと、いかに磨き

上げた車であろうと、乗る人間が問題であることを考えてみれば、自ずからそ

れは分かることである。 

 煩悩は、心の中に芽生えるもので、不調和な想いや、行為に打ち克つことの

できる生活が本当の修行である。自分に打ち克つということを、良く判断して

みることが、宗教指導者には必要であろう。 

 なぜなら、現代の宗教家の多くは、自分自身の考えや行為には寛大で、他人

にはきびしいということを、良く反省してみることだ。山の中で何千年修行し

たところで、愛と慈悲の心を失った修行者は悟ることはできない。このような

人々は、仙界か天狗界の人達で、あの世へ帰ってからもさらに苦しい修行をす

ることになる。これは慣性の法則と同様で、実在界へ帰ってからも、この現象

界での誤った難行苦行は、さらにきびしく続けさせられるということである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ234 

 業とは、通称人間の“ごう”ともいう。 

 前世において肉体修行をしてきた生命にも、あの世で修正するための生活を

してきた者にも、その意識の中には未だ少しは残っているものである。 

 この“ごう”を、私達はまたこの現象界において修正するために肉体を持つ

のであるが、人間はともすると、肉体舟の眼耳鼻舌身意の六根に振り廻され、

己を失いがちになる。 

 業の中には、良い業と悪い業があり、現在私達が思っている不調和な考え方

や行為は、そのまま自分自身の現世で作りだした業と過去世の業の合成された

姿であり、この姿を悪い業という。 

 しかしこの現象界に肉体を持っても、悪い業をさらに自ら造り、修正はおろ

か屋上屋を重ねて実在界に帰ってしまうという人々が少なくない。それは表面

意識が一○％になっているため、つい肉体的な六根煩悩に支配されやすくなり、

自分の過去を忘れてしまうからである。 

 現象的な面に心を奪われ、自分自身を見失って行き、環境の中で起こった結

果についてその原因を反省しないためますます過去世の業を悟れず、不調和な

現象に悩まされるということである。 

 潜在意識の九○％は、私達の一切を知っているのに、正しい心の調和ができ

ないため、良く己の特長をつかみ得ないのが人間であり、かえってそのゆえに

修行ができるという現象界であるともいえるのだ。 

 現在の自己の心の想念と行為の姿こそ、己自身の過去世の姿である。それは、
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地位、名誉、経済、物質を除いた己自身の本性の姿なのである。大自然界の慣

性の法則と同じように、現世に肉体を持つと、過去において造り出した不調和

な業が表に出てくるということだが、しかし正しい心の制禦装置によってそれ

を修正することはできる。正しい想念の働きによって、改造ができる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ236 

 私達は肉体を去るとき、人間としてなしてきた不調和な想念と行為など、一

切を清算しなければならない。そして自分の意識に記録されている世界に行き、

神仏の子たる自覚について強い反省をしなければならないのである。 

 また一部の生命、この現象界に未練を持っている意識は、悟るまでそこで苦

しい魂の修行を課せられる。あるときは光の天使達によって補導されることも

ある。それらの生命は、未だ自分が現象界で肉体を持っているような錯覚をし

ていて、死を悟らないからである。 

 このように、肉体を去った人々の中には、物理的現象と同様な慣性を持ち続

けることが起こる。地上界の時間で計算すると、四、五百年近くも己を目覚め

させることなく、不調和な地獄界と称する場所に住んでいる人々もある。しか

しいつの日か、人間は必ず神の子たることを自覚し、救われることになってい

る。どのような苦しい生活もしかし自分自身に原因があるのであり、決して他

人の故ではない。蒔いた種の結果は、自分で刈りとるのが神仏の子としての掟

である。 

 だから私達は、悪い種を蒔かないように心がけなくてはならない。悪い種は

意識の中で悪い業となる。肉体を持って出てくる度に芽を出してくる。私達は

この悪い種によって生じた悪い芽を摘みとり、調和のとれた、神理に適った新

しい種を、意識の中にしっかりと実らすことが、悪い業をのぞく人生航路の修

行であると心得ねばならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ244 

 あの世、実在界は、天上界、地獄界に大別されて、善悪がはっきりと区分さ

れている。なぜなら、慣性の法則と同様に、この現象界での人生航路の一生が

意識に記録され、この世を去るときの状態であの世に帰り、しばらくは現世の

意識を持ち続けているからだ。 

 その行為と想念の、自分の心に反した意識の中は神仏の光がないために暗く、

自分の心に忠実に生活して正法を実践し、人々を慈悲と愛によって救ってきた

人間の意識は光に満ちている。 

 人間がこの現象界で生活をしてきた一切の善悪については、自分自身で裁き、

地獄極楽も自分で定め、罪の償いもまた自分自身でしなくてはならないのが、

あの世の掟なのである。 

 悟るも悟らぬも、己の心次第である。それには何人も干渉することは許され
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ない。自分自身を安易にすることもきびしくすることも自らの力で(なくては)

はできない世界なのである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ076 

 魂すなわち意識は、肉体舟の船頭さんで、死は、現世の肉体舟からの下船で

あり、肉体舟と同体になっていた新しい光りの肉体舟が分離して、私達の世界

に還ってくるのだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ097 

 私達は、あらゆる国々を転生輪廻して、現在があるのである。 

 あるときはエジプトに、イスラエルに、インドに中国にと、人それぞれによ

って違っている。 

 私達の、潜在されている意識のなかには、その記憶がすべて記録されている。 

 物質や経済、地位といった肉体的条件を除いて、その人の今思っていること

や考えていること、自分の長所、欠点が、過去世と現世によって造り出されて

行く想念の、総計といえよう。 

 この記憶のテープレコーダーのスイッチを、私達は自らの誤った生活行為に

よって入れることができないだけだ。 

 そして、現在の生活環境は、自らの心を豊かにするための学習の場であると

いうことだ。 

 一秒、一秒の心と行ないの在り方が、私達の意識の記憶室にすべて記録され

て行く。 

 やがてこの世を去るとき、私達は、自らの善なる中道の心で、その想念の一

切を裁き、未来の国に行く人生の明暗を決定するのである。 

 死は恐ろしいものではなく、恐ろしいのは、人生航路の中道を踏みはずして

生活をした、人人の行為と想念であり、その人達には、それを償わなければな

らないきびしいつぐないの世界が待っているということだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ114 

 地獄界にいる人々の多くは、自らの心と行ないに対して中道を忘れた、勇気

のない、欠点の修正をしなかった者達であり、死がすべての終わりと錯覚して

いた者達である。 

 しかし、心の世界は厳然として存在しており、そうした彼らは、もはやその

世界で、地獄の掟に従う以外生き方はないのである。 

 病気の人々は、その病気を持ったまま還って行く。 

 慣性の法則というのがある。電車や自動車に乗っている時、急ブレーキをか

けられると、進行方向に身体がのめる。つまり、この法則と同じような現象が、
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生命においても起こるのである。 

 死という現象が訪れても、もう一人の自分を確認出来るようなら、自らの葬

式を見ることができるであろう。 

 中道の心で暮らして、一切の執着のない者達は、光子体と現世の肉体、すな

わち、原子体をつなぐ霊子線が切れても、人生航路の卒業式を悟っている。 

 この人達の場合は、魂の兄弟達や、光りの天使達が迎えにきて、幽界、とも

いわれているあの世の収容場に案内される。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ120 

 地獄霊というのは、そのほとんどが、神の心を忘れ、人生を無意味に送った、

神の子としての本性を失ってしまった者達である。 

 末法の世になれば、人間はほとんど心の在り方を忘れてしまうものだ。 

 私達は、正しい心の物差しで、人類を包んでいる暗い霧を晴らさなくてはな

らない。 

 黒い霧が晴らされたとき、人類は皆兄弟だということに気づき、転生輪廻に

おける偉大なる価値を悟り得るのである。 

 それは、各国々を転生輪廻して、今生きているということに、私達は気がつ

くからだ。肉体舟は、人生航路の乗り舟だということに気がつくのだ。 

 死体は、こわれた舟にしかすぎない。それに、私達は執着している。執着を

持っているからその場所から離れられないことになるのだ。 

 その結果、地縛霊は、その場所に地獄界を展開し、生きている同じような心

の人に憑依して、その人生を狂わせてしまう。地縛霊は、そのようにこの地上

界に強い執着を持っているから、救われないのである。 

 私達は、その彼らに、執着の間違いを教え、この地上界が彼らの住家ではな

いことを説かなくてはならない。 

 私達が自らの心と行ないを正して、彼らに正しい在り方を教えることによっ

て、彼らはこの執着の苦しみから解脱し、足ることを悟るのである。 

 彼らに食糧を布施しても、足ることを忘れているから、腹が一杯になること

もないし、心の安らぎも得られないということを知らなくてはならない。彼ら

に、神の子としての自覚が芽生えるまで教えるとともに、生きている私達の心

と行ないをしっかりと正し、毎日の生活を平和に、感謝と報恩の実践で心の曇

りを造り出さないことが大切であろう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ107 

 ・・・いかなる者も、いつかは年をとり、病気をし、死んでゆく。死から逃

れることは何人もできない。ラージャン（王）もシュドラー（奴隷）も裸で生

れ、そしてやがて死んで行く。死ぬときは地位も名誉も、財産も、すべてこの

地上に置いてゆかなければならない。だが、それでも欲望の火は消えぬ。 
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 五官を通して感知できる現象世界は、無常そのものである。無常と知りなが

ら、欲望に満ち足りながらも、なお人間は悩みを持ち、欲望にほんろうされて

いる。人生は、所詮苦しみの連続である。苦しみのない人生があるとすれば、

それは現実との妥協か、逃避か、自己満足の何れかであろう。 

 「生れてくることがまちがい……」といわれても、太陽が東から西に没する

という輪廻の循環は、人間の魂にとっても例外ではないはずだ。 

 とすれば、欲望を持ち、苦しみをいだいて一生を終えれば、その苦しみは繰

り返すことになろう。苦しみの繰り返しは、人間にとって最大の不幸である。

少なくとも、こうして人間として生れてきたからには、苦しみをいだいて死を

迎えることはさけたい。万人が万人、その望むところは、死を迎えるまでに、

その悩みから解放されることであろう。幸せこそ解脱である。その解脱の道と

は何であるのか。万人に共通する解放への道は、どんな道であろうか。 

 人間はめざめているときはあれこれ考え、思い悩む。しかし、ひとたび眠っ

てしまうと、一切がわからなくなってしまう。耳や鼻、心臓も、胃腸も、めざ

めているときと同じように働いているのに、眠ると何もかもわからなくなって

しまう。いわんや記憶すらも消えている。 

 目がさめて、はじめて、昨日のこと、朝の現実を知り、再び、あれこれと想

い、悩みがはじまる。 

 そこなのだ──。 

 苦しみの原因は肉体ではなく、心が問題なのだ。思うこと、考えることの心

の作用が、諸々の苦しみや悩みを生み出している。その悩みは肉体の眼と、社

会生活の体験と自ら学んだ知識によって、あるものを美と感じ、醜と見、善と

思い、悪と断じているためにほかならない。 

 

 

人間釈迦① Ｐ184 

 「死は逃避である。自分の心から、自分を逃げ出すことはできない。心は、

己の宇宙だからである。逃げた先々で、自分の心を見るであろう。肉体が滅び

ようと、滅びまいと、心の姿は変らない。智慧と勇気と努力をもって、衆生に

生き甲斐を与えるのだ。苦しみから解放するのだ。もう、そういう心をいだい

てはいけない」 

 アモンは、やさしく、そうさとすのであった。 

 

 

人間釈迦① Ｐ271 

 人間は魂と肉体から出来ている。死は魂と肉体の分離。幽体離脱とは肉体か

ら魂が出て行き、肉体はいわばカラになっている状態。この場合、魂が抜けて

も肉体維持の諸器官の活動は続いている。同じ分離でも幽体離脱は、霊子線と

いうもので魂と肉体がつながっているので、ふつうの死とはちがう。 
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人間釈迦② Ｐ013 

 そなたは、踊り子の見てはならない姿を見て、心の中に毒をつくり出して苦

しんでいるのだ。人間の心は、常に変化してやまない。心を外に向け、欲望の

泥沼に自分を置いているからだ。美しいものに憧れるのは無理はない。しかし、

足ることを忘れ、欲望のままに、それを独り占めしようとするところに、苦悩

の落し穴がある。心を失っている者達は、一時の快楽に身を託し、苦しさから

逃避している者もあるが、実は苦しみの種を蒔いている。 

 そなたは、踊り子を知る前の心に帰ることだ。その頃の心には、苦しみも、

悲しみもなく、平和な心があったろう。どんなに美しい花もやがて枯れ果て、

見るかげもなくなってしまうように、人もやがて年老いれば、腰が曲がり、顔

にしわができ、見るかげもなくなってしまう。 

 眼に映る一切の現象は、無情なのだ。私の説く正道を実践すれば、人生の苦

しみから遠ざかり、永遠の喜びに生きることが出来よう。人間の眼でとらえた

もの、耳で聞いたもの、体で感じたものは、ことごとく無常なものと、知るが

よかろう。五官で得た現象を、正しく理解し、より豊かな自分をつくり出すた

めの道具とすべきであり、五官は、絶対的なものでないことを知る必要があろ

う。肉体は永遠なものではない。 

 肉体を支配している心こそ、永遠の自分だということを悟ったなら、客観的

にとらえた肉体舟の眼を、絶対と信じてはならない。たとえ、美しい踊り子も、

眼でとらえたものであるならば、いつの日か、この世で別れなければならない

のだ。又、どんな大事な物も死後の世界に持ち込むことは出来ない。 

 持ち帰ることの出来るものは、体と心の体験した一切のものであり、物質は

持ち帰れないということを知るならば、丸い、豊かな、安らぎのある不変の自

分を完成することだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ103 

 ・・・眠っているときに、耳の穴があいていても他人の言葉が聞こえるだろ

うか、頭は言葉を記憶しているだろうか。いないだろう。私たちの感覚も、肉

体の五官を通して知ることができるが、しかし、肉体を支配している意識の働

きがなければ、感覚さえ働くまい。 

 肉体の支配者こそ、本当の自分といえよう。梵天も、神々も、意識の世界、

空である実在の世界に存在しているのだ。 

 肉体は、この世の自然の中に調和されて存在している。死は、肉体との訣別

である。それゆえ、肉体は無常なものだといえよう。 

 死の恐怖をなくすには、生と死の区別をなくすことだ。 

 眼、耳、鼻、舌、身、意の六根煩悩の執着が、死の恐怖となり、生はこの世

かぎりと思うところに、死への迷いが生ずるのだ。 

 自我（偽我）という偽りの我を捨てよ。偽りの我は、すべて自己本位で他を

かえりみない冷たい心だ。これを妄念ともいう。生と死を超えることだ。生と
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死を超えたときは、死神を見ることはないだろう。 

 梵天界は光明の世界であり、調和された安らぎに満ちた、たとえようもない

世界なのだ。 

 実在の世界は、すべて、各人の心の広さに比例して、自らがつくり出してい

る世界である。 

 五官でとらえることができないから存在しないということは、愚かしいこと

だ。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ013 

 衆生よ。そなたたちの肉体は、自分のもののようだが、自分のものではない。

もし、肉体が自分のものであるならば、自分の思う通りに動いてくれてもいい

はずである。しかし、自分の思うようには動いてくれない。 

 病気をしたくなくても病気をし、年をとりたくなくても肉体は間違いなく老

化していくではないか。 

 どんなに栄養をとっても、長寿の薬を口にしても、死は間違いなく訪れてく

る。 

 いかに財産をつくっても、死と共にそれを持ち去ることはできない。 

 地位があっても、名誉が与えられても、死という現実の前にはどうすること

もできない。 

 愛する妻や子どもたちとも、死は、残酷にも引き裂いてしまう。 

 大自然界は無常なのだ。 

 一切の物は、無常という掟からのがれることはできないのだ。 

 しかし、諸々の衆生よ、恐れてはならない。 

 そなたたちの肉体を支配している心は、永遠にして、不滅なのだ。 

 個性を持った魂は、永遠に生き通しであり、死を知らない。自然界の無常と

いう掟から、何一つ束縛をうけていないのだ。 

 そればかりか、魂である心の中には、過去、現在の転生における偉大な宝物

が存在し、いつでも役に立とうとその時を待っている。 

 現世において体験した人生経験よりも、はるかに莫大な、そして、より豊か

なパラミタが内蔵されているということである。 

 今、与えられている生活環境は、人それぞれがその魂をより豊かに、より広

く学習するために与えられた場であるということである。 

 それゆえ、今の立場に固執したり、おごったり、卑下したりしてはならない

のだ。 

 貧しき者も、富める者も、その魂のよりよき修行のためにあるということを

知らなくてはならない。 

 人類は皆兄弟であり平等だということは、このことをいっている。 

 また、貧富の差が価値の基準でもない。人間の心の大きさ、豊かさによって

決まるものである。 
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 富める者は貧しき者をいたわり、与えよ。 

 貧しき者は人生の価値を知り、心を大きく持て。 

 相互の理解の中で、正しく仕事をなすことによって、大自然の大調和に調和

されていくのだ。 

 智慧をしぼり、慈愛の心を根本にして、たがいに奉仕の精神がよみがえって

くれば、報恩と感謝のきずなはより一層強まり、明るい、豊かな社会がひらか

れていくだろう。 

 衆生よ。 

 短い、限りある人生である。その短い人生に、醜い争いや、独占の欲望に自

らの心を毒してはならない。 

 法とともに、永遠の歩みをつづけることだ。 

 そなたたちの心の中に、神仏の慈愛が厳として存在しているのだ。 

 その慈愛の偉大さを、自らの生活の中に生かさなければならない。 

 パラミタは、そうした善意なる生活に生きた時に、その扉は開き、生前の自

分を知ることによって、よりよく現世を生きることができるようになる。 

 アラハンの境地とは、そうした心境と生活であり、誰も彼も、法にそった生

活をするならば、その域に達することができるものである。 

 

 

原説般若心経 Ｐ206 

 ・・・いかなる者も、いつかは年をとり、病を得て死んで行く。人間は、死

から逃れることはできないのである。 

 ラジャンも、シュドラーも、裸で生まれ、やがて裸のまま死んで行く。 

 そして死ぬときには、地位も、名誉も、財産もすべてこの地上においてゆか

なくてはならない。 

 だが、それでも欲望の火は消えない。 

 執着する心から離れることができないからだ。 

 五官をとおして、感知できる現象の世界は、無常そのものである。無常と知

りながら、欲望に満ち足りることなく、なお人間は悩みを持ち、欲望に翻弄さ

れている。 

 人生は、所詮、苦しみの連続なのである。 

 苦しみのない人生があるとすれば、それは、現実との妥協か、逃避か、自己

満足のいずれかであろう。 

 「生まれてくることが間違い……」といわれても、太陽が東から出て西に没

するという輪廻の循環は、人間の魂にとっても例外ではないはずである。 

 とすれば、欲望を持ち、苦しみを抱いて、一生を終えれば、その苦しみは、

くり返すほかないだろう。 

 苦しみのくり返しは、人間にとって最大の不幸だといえよう。少なくともこ

うして、人間として生まれてきたからには、苦しみを抱いたままで死を迎える

ことは避けたいものだ。 
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 すべての人が、その望むところは、死を迎えるまでに、その悩みから解放さ

れることであろう。 

 幸せこそ、解脱なのである。 

 その解脱の道とは何であるのか。万人に共通する解放への道はどんな道であ

ろうか。 

 人間は、眼覚めているときは、あれこれ考え悩む。しかし、一度眠ってしま

うと、一切が不切明になってしまう。 

 耳や鼻、心臓、胃腸と眼覚めているときと同じように働いているのに眠ると

何もかも分からなくなる。 

 記憶すら消えてしまうだろう。 

 眼が覚めて、始めて昨日のこと、朝の現実を知り、再びあれこれと想い悩み

が始まる。 

 その苦しみの原因は、肉体以外の心に問題がある。思うこと、考えることの

心の作用が、いろいろな苦しみ、悩みを生み出しているのだ。 

 その悩みは、肉体の眼と、社会生活の体験と、自ら学んだ知識によって、あ

るものを美と感じ、あるものを醜と見、善と思い悪と断じているからといえる。 

 

 

心の原点 Ｐ252 

 死は肉体舟が人生航路に耐えられなくなった時であり、肉体舟と意識を結ん

でいる霊子線は完全に切断されてしまうものだ。 

 二度と肉体舟を支配して三次元空間で活動することは不可能である。 

 船頭を失った肉体舟は次第に朽ち果て、大自然界に還っていく。 

 一方、肉体を離れた魂は、四次元の乗り舟である光子体ともいうべき精妙な

ボディーを持っている。 

 生前における私達の原子肉体は、この光子体と共に生活しているのであるか

ら、死は両者の訣別といってもいいわけだ。 

 私達の心の在り方によって、私達の意識は四次元以降多次元の世界にも通じ

るし、反対に、同じ四次元でも、非常に暗い世界にも通じてしまう。 

 慈悲と愛の心で人々に接している魂は、光のあふれた多次元の世界に通じ、

自己保存、自我我欲の強い人々は、心が暗いスモッグによって覆われ、神の光

をさえぎってしまうために、後光（オーラ）も暗く、苦しみ悲しみの中であえ

ぎ、地獄界に通じている。 

 

 

心の原点 Ｐ269 

 ・・・自殺は人生からの逃避であり、自己保存の現われだといえよう。 

 これは、文学者に限ったことではない。 

 人間は、誰でも、寿命を果たすことが、本来の目的だからである。 

 自らの人生における修行を放棄することは、たとえ世間で立派な人間だとい
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われている人であっても、どういう事情があるにしても、それは正しい理とは

ならないのである。 

 死は怖いものではない。 

 しかし、私達が自ら望んで両親から与えられた肉体舟は、その生命の続く限

り、神の子として、この人生航路において果たさなくてはならない修行を続け

るべきなのである。 

 生ある限り、この肉体舟を大切にするということが、神の子としての掟だか

らだ。 

 

 

心の原点 Ｐ288 

 実在界、あの世から見れば、死は、この現象界から帰るということになるの

だ。 

 そこへ帰るためには、古い傷だらけの肉体舟をこの現象界に放置するだけで、

私達は、今の肉体舟と同居している新しい肉体舟、即ち私達の眼に見えない光

子体舟にのって行くことになっているのである。この新しい身体が、いかに光

明に満たされているかということによって、自分の帰るべき場所が定まってし

まうということだ。 

 心の光明も、自分自身の日々の心と生活状態が、いかに正しいものであった

か、ということで光子量に差ができ、死後の行くべき段階もまた定まってしま

うということである。 

 

 

心の指針 Ｐ021 

 ・・・船頭である自分の意識・魂ともう一人の肉体舟には劇場のスポット・

ライトを浴びているように神の慈愛の光が与えられています。 

 また、そのスポット・ライトの光のドームは、この世とあの世を結んでいる

通路といえます。 

 光のドームは、ふつう霊子線ともいわれ、その霊子線は、その人の心の調和

度によって太くも細くもなります。 

 心に歪みがなくなり、調和されてくると、霊子線が明るく、太くなり、黄金

色となってきます。 

 心の調和度によって、神の光がふりそそがれるので、劇場のスポット・ライ

トのような照明が映し出されてくるのです。 

 通常、死といわれるのは、この光のドームである霊子線が途中で切断され、

二度と再び肉体舟を支配出来なくなった状態です。 

 霊子線の太さ、明るさは生前の心の状態に比例してつくられており、死後の

生活の決定は、霊子線が切断されたときの霊子線の状態によってもちがってき

ます。 

 つまり、地獄に堕ちる者、天国に昇天する者、それは霊子線の切断時の状況
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によって大きく左右されるといえましょう。 

 

 

心の指針 Ｐ156 

 ・・・二十一というのは、あの世の定めであって、死者の霊の場合も、二十

一日間は、この地上にいて、自由行動ができる仕組みになっています。 

 したがって、四十九日の根拠の故事来歴はともかく、二十一日間は、死者の

魂は家の棟にとどまることができるのです。しかし、どんなに現象界に執着を

持った霊でも、それ以上はこの地上界に、とどまることはできません。二十一

日というのは、地上にとどまる最大限の日数であり、悟った霊ならば、一時間

も地上にはいません。そのままスーツと次元の違った世界に帰ってゆきます。 

 二十一日という数も、七の三倍という風にみますが、しかしこれはあの世の

仕組みであって、もしも、こうした仕組みがなされていないと、現象界は大混

乱になってしまいます。 

 それはどういうことかというと、悟った霊ならともかく、悟らない霊が生き

ている人間同様に、その行動が自由になるとすれば、多くの人に憑依し、地上

界は、たちまち悪霊の支配下におかれてしまうからです。葬式後、死者が家に

遊びに来るとか、あいさつに来る例は多いのですが死後二十一日間は、そうし

た自由が許されているからです。しかしその後はそうした自由行動は許されま

せん。 

 死者が地上に執着を持ち、二十一日をすぎても地上にいる場合があります。

これらは自縛霊として、その土地、場所にいるのです。行動の自由はありませ

ん。憑依は、その場所に近づくことによって行なわれます。また、自縛霊は、

その場所に常時いるかというとそうではなく、次元の違うあの世の生活に耐え

られず、その苦しみから逃れるために、執着を持った地上に、意識を同通させ

るために起こる現象です。ですから、霊視でも見えるときと、見えないときが

あるはずです。 

 自縛霊は、土地や場所だけでなく、物にも通じています。その物を持つと凶

事が起こる例は洋の東西を通じてよくあることです。 

 なお悟った霊はどうかというと、悟った霊には行動の自由があります。上段

階に行けば行くほど、その行動範囲は広く、その点は自縛霊とは比較になりま

せん。 

 

 

心眼を開く Ｐ102 

【諸行無常】 

 諸行とは、大宇宙を含めた物質世界の生活行為を指します。そうしてその生

活行為は、瞬々刻々、変化変滅をくり返しています。常なき状態です。生ある

者は一刻といえども止まることを知らず、常に変化し、動いています。 

 諸行は無常なのです。 
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 諸行無常を解釈すると、現象界の姿をそのまま伝えた言葉のように受けとれ

ます。ところがこの言葉には、重大な意味が秘められているのです。それは神

の意思です。生命の実態です。形あるものは、生命の実相を通して存在し、絶

え間ない変化の過程を通して生き続けています。変化し、形は変わっても、生

命それ自身の意識は永遠に変わることなき生き通しの我であるのです。 

 生者必滅の姿はあっても、魂の永遠性は不動です。諸行は、無常であるから

こそ生命は生き永らえるのです。諸行が無常でなく有常であれば、物質世界は

滅びるしかありません。有常とは生活行為の停止を意味します。生死は動であ

るが、生のみがあって死のない世界は、生命のない停止の世界なのです。あの

世とこの世があって魂の輪廻があるから、この世に生死があり、絶え間のない

動的な生命の永遠行があるのです。 

 無常は魂の進化を約束するのです。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ036 

 ・・・あなたの背後に、魔王や狐がたくさんいた。これは、あなた自身が人

を憎んだり、嫉妬したりする心が強かったからです。そうした心で信仰をして

いましたから、いろいろな憑依霊をあなたが呼びこんでしまった。原因はあな

た自身にあったのです。あなたの心に、人を愛する心があれば、こういうこと

にはならなかった。あなたはいつも自分は不幸だ、自分は不幸せだと思い、自

分の足もとをみないで、外ばかり見ていた。これではいつになっても幸せにな

れない。本当の幸せというものは、外から得るものではなく、自分の心の中か

ら生み出すものです。どんなに恵まれた環境にいても、人をののしり、愚痴を

言うようでは不幸です。 

 なぜなら、幸、不幸のわかれ目は、心が安らいでいるか、安らいでいないか

に懸っているからです。肉体を持っていると、この点がどうしても理解できな

いようです。どうしても、物にとらわれる。人がよく見えてくる。しかしね、

人は、生まれる時も、死ぬ時も一人です。 

 生きてる間も一人なんです。自分の苦しみ悲しみを理解できる者は、本当は

自分だけです。人様ではありません。つまりね、この地上で、いま現在生きて

いる者は自分一人だということです。他の人たちは、自分が生きていくための、

さまざまなお手本ということです。 

 あなたが夜眠った時は何もわからない。そうですね。あなたは朝、目がさめ

て初めて、ああ、いま自分はここにいると気づき、夫のこと、子どものことを

考え始めるはずです。ということは、あなたがあって、夫や子どもがあるとい

うことではありませんか。あなたという存在がなければ、子どものことも、夫

のことも考えられないでしょう。子どもや、夫や、兄弟や隣人は、あなたが生

きていくための良きお手本なのです。 

 愚痴や嫉妬や怒りに燃える人たちの苦しみ。反対に人びとと調和し、愛情豊

かに生きていく安らいだ人を見る時に、あなたはそのどちらを選びますか。お
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そらく、後者の方を選ぶでしょう。それでいいのです。人間は、みんな愛のも

とで生きていくようにできているからです。お互いが、人様のよきものを摂取

して、たがいに助け合って生きていくところに、よりよき幸せが生まれてくる

からです。 

 しかし、幸せは、まず、自分の心からつくりだしましょう。人様が幸せを持

ってくると思ってはいけません。そういうものではないし、そういうふうには

人間はできていないからです。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ164 

 死んだ人は言葉がない。いわば無言である。だが、死んだ人にとっては、死

はやはり厳粛な事実であり、次元の異なる世界へ旅立つわけであるから、人に

よっては大変なことなのである。にもかかわらず、あとに残った人たちは死人

に口がないので、この厳粛な旅立ちを、ついおろそかにしがちである。 

 たいていは、死は恐ろしいものであり、したがって死にたくないという執着

が強い。ことに土地や財産を持つ者は、思い残すことが多く、これが心の重い

荒い波動となって、すでにこの世を去った地獄霊たちをひき寄せ、死人の霊は

もちろんのこと、地上界にもその波動が伝わってくるのである。 

 葬式中あるいは葬式後の事故や家庭内の悶着の原因は、これらの地獄霊の波

動や憑依によるものである。もし、残された者たちの心が調和されていれば、

死人に強い執着があっても、その暗い波動を回避することができる。が、しか

し、不調和な場合は、これをまともにうけて、日頃の憎しみや怒りが死人の前

で一度に吹き出る形となる。 

 死者にとっては、肉身や知人との意思の交流ができないばかりか、地獄の霊

たちが寄ってたかって、死者を恐怖のドン底に陥れるので、生前、不調和のま

まですごした死者の霊は、いわば百八十度、生活環境の転換となる。つまり、

この世にあっては、たとえ心が悶々のうちにあっても、薬や環境の変化によっ

て、その執着の心から、いっとき離れる救いがあるが、あの世は、心のままの

環境をつくり、それがそのまま生活の場となるので、そうした救いは絶無とな

る。 

 それだけに、執着の強い不調和な人の死は、こちらで考えるような安直なも

のではなく、大変な苦行の旅立ちを意味するだけに、残された者の死者の供養

が大事となる。 

 また心の法則は、物理法則でもある。私たちの乗っている自動車、電車が急

ブレーキをかけると、進行方向に転んでしまう。 

 この世からあの世に旅立つ場合も、これと同様な現象が起き、死はブレーキ

であって、その時の混乱はさけられなくなる。 

 多くのお坊さんが葬式にでた後、肉体的、精神的不調和をきたす。これなど

は、こうした霊たちの仕業といっていい。 

 葬式にはきまってお経が唱えられる。またキリスト教なら聖書が読まれよう。
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しかし、お経や聖書の意味がわかるようなら、地獄に堕ちたり、死による迷い

は起こらない。 

 さきの慣性の法則は、心の在り方をいうのであり、生前、怒りに燃えている

者は、死者になっても怒りに心が燃えている。怒りに燃えているから、怒りの

渦中に自分の霊体を置いてしまう。この世は、心に怒りがあっても、怒りをさ

らけ出さぬ人たちもいるので、怒りの心をごまかすことができ、ごまかしなが

ら、気分転換という救いがあった。だが、あの世は、類をもって集まるそのま

まの世界だから、もはや、ごまかしがきかず、本人にとっては生活の百八十度

転換ということになる。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ183 

 ・・・ところが、現在、私たちの生活習慣の中に入っているお盆は、これと

はだいぶちがう。私たちの肉体先祖を供養する儀式となってしまった。亡くな

った私たちの先祖もまた、この儀式を体験してこの世を去っている。したがっ

て、死後においても、そうした意識があるものだから、お盆になると、昔のわ

が家に訪ねてくる。ことに、遺骸が安置してある寺や墓は、死後は自分の住ま

いと思っている者が多いので、お盆の行事は彼らにとっては楽しみの一つとな

っている。 

 また、お盆でないと、地上界の人びとが、死後の自分たちを思い出してくれ

ないし、思い出してくれないと、心の世界では子孫たちと接する機会が失われ

る。子孫と接する機会は、子孫たちが自分らを思い出してくれることであり、

また心の波長が合うことによって、それを容易にするという家庭の事情がある。 

 さきにもふれたように、かりに子孫が先祖を思い出したとしても、子孫の心

が調和していると、子孫たちに憑依することはできない。心の波長がちがうか

らだ。この場合は、子孫たちの和気あいあいたる生活をながめ、自分の苦しさ

がどこからきたのか反省の材料になってくる。だから、先祖の供養は一にも調

和、二にも調和の生活しかないというわけである。 

 

 

心の対話 Ｐ077 

 この世の現象界とちがい、あの世では死はないのです。あの世の修羅界や餓

鬼界では、殺されても間もなく再生し、同じ修羅界、餓鬼界で苦しみます。本

人が悟るまでその界にとどまります。あの世は実在界といって永遠に消えてな

くならない世界だからです。 

 この世は諸行無常というように、時間が経つとすべて大気や土に同化してい

きます。私たちが住んでいる地球も、ある時間が経つと大宇宙のエネルギーと

化してしまいます。しかし、実在界、あの世ではそういうことはありません。

ノアの洪水が起こり、人びとが水の底に沈んでも魂は死ぬことはできません。

それだけ苦しみがつづきます。この世は病気で苦しければ麻酔薬で眠ることが



424 

 

でき、その苦しみからいっとき解放されることができます。ところがあの世は

そうはいかず、その苦しみからのがれるためには、苦しみの原因をとり除くし

かありません。 

 苦界からの解脱は、苦界に陥った原因を正さなければならないのです。魂の

死は永遠にめぐってきませんから、生きるための調和をはからなければなりま

せん。死を称して永眠といわれますが、残念なことに、永眠などということは

絶対にないのです。 

 

 

心に法ありて Ｐ002 

 輪廻というものは万生万物に永遠に付いてまわるものである。生命も物質も、

いずれも神の光によって創られており、神の光は永遠に消滅しないものである

からだ。これをもっとわかり易くいうならば、生命は休みなく運動を続けてお

り、その運動は工ネルギー不滅の法則の通りつづいているからである。 

 物質としてこの地上にあったものは、やがて、エネルギーと化し、天空や地

下の目に見えないエネルギーに同化してしまう。同化したとしても、形を失っ

たその物質は無になったかというとそうではなく、物質として蘇えるまでエネ

ルギーとして、あるいは意識として温存されているのである。 

 人の魂もこれと同様に、こうした大自然のルールにしたがって、転生を輪廻

している。すべては円運動を通して、物質も生命も輪廻を重ねている。ただ、

魂によっては輪廻のテンポは遅く、あの世実在界に永くとどまる生命もあるが、

それはいろいろな理由からそうなるので、通常は悟ったから、悟らないからと

いうことはない。 

 人が悟るとカルマから遠離する。遠離するとはカルマに心が動かされないと

いうことだ。カルマというものは過去世と今世のものが混合されてその人を動

かして行くが、それは、悟りとは関係なく、ある期間、その運動を停止するこ

とがない。 

 それはイエスが十字架の人となり、苦渋を味わったが、十字架はイエスのカ

ルマがそうさせたといえよう。しかし、イエスはすでに悟っていたので、十字

架の苦痛を乗り越え心を動かされることはなかった。復活がそのことを証明し

ていよう。 

 このように、ものにはすべて慣性の法則が働き、カルマ自体循環の運動をつ

づけているので、本人の意思にかかわらず動くものだからである。しかし、正

しい意思が内在され、神の光が表われるようになると、カルマの運動は急速に

停止をはじめる。･･････といってカルマの運動が停止されても、魂の輪廻は停

止することはないのである。これは大自然の法則であるからだ。 

 

 

天使の再来 Ｐ093 

 ・・・人間はどこからきて、どこへゆくのか。病気はどうしておきるのか。
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人間はなぜ、年をとるかが分らないために、五官に頼る生活に落ちてしまうの

です。 

 どうせ人間は死ぬんだ。せいぜい生きている間に、うまいものを食べて、楽

しく送らなければ損だ、という考え方が、大方の人々を支配してしまい、本能

のまま、五官の作用にひきずられて一生を終るというのが、大半の人生航路で

はないかと思います。 

 ところが、人間の生命には、宇宙の循環の法則が厳然としてあるのであり、

転生リンネ、つまり、この世が終れば、あの世で生活する。あの世の生活が一

段落すると、この世に再び出てくることになっているのです。そうして、そう

した繰り返えしを続け、やがて、地球上での使命を終え、他の天体に、生命を

運んでゆくのです。これは、本人が自覚するしないにかかわらず、循環の法則

は人間の生命にも適用されているのです。 

 そうだとすれば、人間は、この事実をはっきりと認め、同じところを堂々め

ぐりするよりも、少しでも、自由に、創造的に、のびのびと、生きられる自分

を見出すべきだと思います。 

 無自覚、無神論者、あるいはやりたい放題の者は、あの世にいくと、地獄に

落ちます。ガンで死んだ者は、その苦しみを持ったまま、地獄で苦しみます。

人をそしったり、怒ったりした者は、火炎地獄で身を焼かれます。動物霊に支

配されたものは、自分が動物となり、生と死の間を、常に、さまよい歩かなけ

ればなりません。動物界は弱肉強食ですから、心の安まる間がないのです。 

 しかし、天国もあります。空気は新鮮で、まわりの人達は理解があって、常

に助け合うことを誇りにしていますから、実に、楽しいところです。 

 現世は、地獄と天国が入りまじった世界です。けれども、あの世は、地獄は

地獄。天国は天国で分けられています。その区分けは各人の光子量、つまり、

心のあり方いかんで決まります。 
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5-４）死(丸山弘先生のご指導) 
 

1987-12 月 Ｐ018【真実の悦び】主婦の方の投稿 

 私は四ヶ月前に高山の学習会で初めて正法に帰依させて頂きました。私は今

迄物を通しての悦びは沢山ありましたが、真実の悦びを頂いたのは初めてです。

母の死を通して得難い現象を目の前にすることができ、この悦びを皆様にもお

知らせして少しでもお役に立てれば幸いです。 

 母は五ヶ月余りの入院ののち、十月十八日にこの世を去りました。予期して

いたものの、電話で母の死を知った時ドキッとして、やはり涙が出て参りまし

た。でもすぐ心を切り替えるようにいい聞かし、今から私の成すべき事は何か

と考えてみました。 

 まだ浅い知識で勉強不足の私には、母に自分の死を自覚させることは無理だ

と思い、丸山先生に電話で御指導を頂きました。先生は「今、私が言ったこと

をあなたなりに取り、今まで学んできた事をあらゆる知恵をしぼり、お母さん

に言ってあげなさい、そうすれば必ず良い結果が出るでしょう」と言って下さ

いました。私は丸山先生の御教えを自分なりにまとめ、車で向う途中も母と対

話し、祈願文を唱えながら高山に着きました。 

 母は安らかな顔で待っていてくれました。顔に触ってみたら、ヒャッとする

冷たさでした。手は意外に顔の冷たさとは違い暖いぬくもりを感じました。こ

れは神理を共に学んでいる義妹のお陰だと思いました。義妹は嫁してから一生

懸命母に尽して下さり、折にふれ母に正法を説いていてくれたから手の固さは

感じましたが、思ったより暖かいので希望がわいてきました。 

 早速私は母のそばで、丸山先生の御指導の通りに母の手をしっかり握りなが

ら語りかけました。「私は本当の神理を知り勉強中です。お母さんは今どうした

ら良いのか分らなくて混乱していると思います。私が今から言うことを信じて

下さい。落ち着いてよく聞いて下さい。きっとお母さんは救われるはずです」

と御指導通りのことを長々と言い聞かせました。そして、高橋信次先生のテー

プを母の耳元で音を極少にして置き、「この声はお釈迦様の声やよ、本当の教え

やからよく聞くんやよ！」といいました。心行と祈願文を繰り返し何度も唱え

ました。そして、私を産んで育てて頂いた恩に対して心から感謝しました。 

 私の自己保存から出た数々の事柄を思い出し、悪かったことを一つ一つ母に

対し心から謝りました。目の錯覚かと思いましたが、母のまぶたがピク・ピク

ッと二度動いたのです。じっとみつめていたら、母の顔がとてもおだやかで、

優しく、若く見えてきて、気高さも出て来たのです。私の話が通じた！と思い

ました。妹も「本当に良い顔になった！病院から連れてきた時の顔とは違って

きた」と言いました。そして私は夕食を済ませ、又母のそばで言って聞かせよ

うと思い手を握ってみたら、グニャッとしているのです。 

 アレ！さっきよりも柔かい！ 足に触ってみたら足の指もよく曲り動くので

す。膝の関節も柔らかく生きている状態と全く同じように折り曲るのです。組

んだ指をはずしたら指がどのようにでも動くのです。握手をしたら、ひじまで
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ブラプラ揺れるのです。思わずワァー本当だったんだーー、丸山先生が言われ

た通りになったーー、信じられない事が本当に現象で捕えることが出来、嬉し

くてありがたくて、周りの人に「前よりも、こんなに柔らかくなったよ！見て！」

とみんなに手や足もひざも動かして見せました。生きている状態と変らない柔

らかさになっていたのです。最初は周りを気にして内緒話でもしているように

母の耳元で語りかけていたので、きっと不信に思い何をやっているんだろうと

思われたことでしょう。 

 不思議そうにのぞき込んでいる人たちに、自分の死を認めて一切の執着を取

り去れば、このように死後硬直がとれ、柔らかい状態になることを説明しまし

た。みんな不思議がっていました。特に去年の夏、姉を亡くした義兄は硬直し

て姉の衣服を取り替える時、固くて動かないからハサミで切らなければ着替え

が出来なかったのに、どうしてこんなに柔らかいんやろう！と言いながら母の

手足を動かしていました。 

 母をお棺に入れる時も葬儀屋さんも、こんなに柔らかい人は初めてです、と

言われました。お寺での通夜、翌日の葬儀の間もずっとテープを分らないよう

に祭壇のお棺のそばに置き、お経の終る迄、心行、祈願文を何度も繰り返しま

した。「お母さんのためにお参りに来て下さった方々に、一人ずつ心から感謝し

てお別れを言って下さい。人生の卒業式だと思って、お経に気をとられないで

心を落ち着けて！」自分の心も母の心も調和させるように努めました。 

 出棺まで三日間たちました。それだけの時間が過ぎていても、葬儀が終りお

棺のふたを取り、最後のお別れの時もドライアイスで冷たくなっていましたが、

母は最後まで柔らかいままでいてくれました。良かったー、親孝行が出来た！

と思ったら、うれし涙が出てきました。悲しみの涙ではありません。夢のよう

でした。 

 私は人生で貴重な体験を今、母を通して会得でき、心の底から悦びが舞い上

って参りました。今年の一月、私は十八才の二男を亡くしました。その時の悲

しさ、苦しさは言葉に言い現わせない程、毎日涙に明け暮れ、つらさと淋しさ

と後悔が残り自分を見失っていました。 

 今、母が無事にこの世から卒業させていただくことが出来、苦悩はもとより

哀しさも消え去り、さわやかな心で安らいでいる自分に気付きました。息子の

時とは大違いです。 

 母も不動の神理を知り、心を調和させ勇気を持って一切の執着から去れたこ

とで良い結果が出たのです。執着の恐ろしさを息子の時と比べつくづく思い知

らされました。改めて揺るぎない正法神理の偉大さを実感しました。 

 母に最大の供養を成し得ましたのも神や高橋信次先生、丸山先生、サンガー

の皆様のお導きがあったからこそと心に深くきざみ感謝の心で一杯でございま

す。神理に叶った心で実践出来たから、神も母の姿を通して慈悲を下さったの

です。「努力は奇蹟を生む」と言うことを勉強させて頂きました。この体験で得

た悦びは、私の宝物となりました。 

 私はこの一年の間に二度も肉親を失いましたが、今、安らぎの日々を送れま
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すことを感謝致します。 

 

 

1998-4 月 Ｐ032【伝導だより】 

 死は、誰もが何時なん時やって来るか予告はありません。であるが故に、何

時でも帰れるように法を学び実践して、光に満ちた心づくりをしていることが

大事です。 

 また、死を迎えた時の心の次元は、やがて再びこの地上界に出る時の心の始

まりとなることをお教え頂いております。 

 それだけに、今、ただ今という一瞬一瞬の思いと行いが大事なのです。常に

自分を法により、大切に生きることが大事です。 

 

 

1999-7 月 Ｐ032【伝導だより】 

 死とは、眠るようにスーとあの世に帰ることではないのです。人間の意識は、

亡くなると乗っている自分の肉体にしがみつくのです。なぜなら今まで、この

肉体が自分だと思ってきているからです。亡くなっても、見えたり聞こえたり

しますので死が自覚できないのです。しかし大方の人たちは、亡くなるとスー

とあの世に帰ると思っているのです。 

 しかし意識は肉体に乗ったまま火葬場で火の中に入れられますから、『助けて

くれ－』と叫んでいるのです。五感の機能は無くなっているので、実際には熱

いのかどうか解りませんが、焼かれるという自覚はありますから混乱します。

ですからほとんどの魂は、火葬場に行って焼かれるのです。 

 しかし、正法を学んで後光が出ておられる方には、火葬場に行く前にあの世

から魂の兄弟が迎えに来てくださいます。また、人によっては葬式にも出さな

いようにしてくださいます。それは、弔辞などを聞くことによってこの世に執

着を持つようなことのないようにするためです。 

 

 

2001-3 月 Ｐ018【伝導だより】 

 「自分は光明の世界には帰れない等と自分を卑下したら駄目です。絶対に火

葬場へは行くまい。何とかして守護霊に迎えに来て頂いて、光明の世界に帰ろ

う、というしっかりとした信念を持ち、常に神仏を始め、守護霊に対して心か

らお願い申し上げることが大事です。そうでないと、死んだとき迷うことにな

ります。 

 大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお与え下

さい。と神仏に一日何万回お願い申し上げても、決して求め過ぎるとお叱りに

はなられないのです。正法者は遠慮や謙遜や卑下は必要ないのです。それはこ

の世の道徳の世界のことであり、美徳ではありません。正法は道徳より遥か高

次元の世界です。 
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 主の偉大なるみ教えをそのまま勉強させて頂いているのですから、自分を褒

め称え、誇り高く生きることが大事です。 

 

 

2001-12 月 Ｐ038【伝導だより】 

 私の知人に家族のいないお年寄りがおられまして、この方は、献体登録を希

望しておられたのですが、私は、『おばあさん、もっと正法を勉強してからにさ

れた方が良いよ』と言って、申請書類は私の手元に預かっておりました。なぜ

なら、肉体がすべてと思って亡くなった人は、死んでも肉体にしがみついてい

ますから、死後、解剖されるということは、大変なことになるのです。 

 また、死体が硬直するということは、死んだ魂が不安のため肉体にしがみつ

いているから起きるのです。そしてその儘火葬場に付いて行き、意識がありま

すから熱いと感じる訳で、大変なことになるのです。 

 ある時、家内の身寄りの人が亡くなりまして、私たちはすぐにその方の家に

駆けつけました。死後一時間くらい経過していましたが、私と家内はその方の

手を片方ずつ握り、『貴方様は今、死んだのです。今生の人生の修行は終ったの

です、長い間、大変ご苦労様でした。直ちに肉体から離れなさい』と語りかけ

ました。そして『二一日間は、家に留まっておられますから、会いたい人に会

って来てください。また、これ迄の人生において、人に痛み、悲しみ、苦しみ

を与えたと思われたら、その一人一人の人に対して、心からお詫びをしてくだ

さい、その後神仏に対してもそのことを心からお詫びしてください。そうすれ

はあの世に帰れます』と懇々とお話ししました。 

 そして、『大宇宙大神霊・仏よ、この方の意識に光をお与えください、心に安

らぎをお与えください、この方の魂をお救いください』と祈らせて頂きました

ところ、亡くなられたおばあさんがにっこりと笑われ、体が硬直することなく、

生きていた儘の柔らかな状態なので、周りで見ていた人たちは、一斉に『どう

したんだろう』と皆、驚いておられました。 

 この方は生前、正法を学んではおられなかったのですから、これだけでは簡

単にあの世に帰れないでしょう。そこで後々、いろいろと供養をさせて頂きま

した。 

 

 

2002-6 月 Ｐ062【伝導だより】 

 私達が今生きているこの世は、三次元の世界です。亡くなった人は、天へ昇

る人と、地獄へ行く人と別れて行きます。三次元の上が四次元で幽界、その上

段は五次元で霊界と言います。この四次元、五次元の世界を、キリスト教では

天国、仏教では極楽と言っています。 

 実在界というのは、六次元（神界）以降の世界です。私達が所属している霊

団は、太陽系霊団、別名アガシャー系霊団とも言います。約五百数十億所属し

ています。その人類の頂点が高橋信次先生です。天上界ではエルランティーと



430 

 

いうお名前で呼ばれているとお教え頂いております。六次元神界の上が、七次

元の菩薩界で、八次元が如来界と言います。神界で一億数千万人、菩薩界に二

万人、如来界は四二五人です。 

 この五百数十億の八○％までは、霊界、幽界に所属しています。残された二

○％が、この上段階ということです。上に上がれば上がるほど段々狭くなり三

角形になってくるわけです。頂点になりますと、エルランティーという方お一

人になります。その上は神です。 

 この神界から上のピラミッドの世界を、アガシャー系グループ、正式な名前

を、アガシヤー系指導霊団と言い、ここから出ている者が、神の命、主の命に

よって、この地上界の人類を指導しているのです。また地獄に堕ちている魂や、

幽界、霊界の魂達も指導していることをお教え頂きました。 
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5-５）先祖供養(ご著書より) 
 

心の発見(神理篇) Ｐ214 

 肉体先祖は人生航路の舟の提供者である、とは、何度も述べた通りであるが、

信仰的な立場からそれを祀ることが宗教的行事の一つになっている。しかしそ

うした慣習的宗教的な考え方が、子孫に対する過保護となって財産や地位を残

そうとする。先祖の供養、自己の欲望のために自己保存の人生を送ってしまう

人が多いのである。 

 その結果、死者になっても、神理を悟っていないため財産や子孫に未練を持

って成仏することができない。家族の心に不調和な原因を残し、財産争いだの

病気だのという遺産を残すということになるのである。 

 財産というものは、自己のためのものでもなく、社会人類のものでもないと

いうことを私達は知らなくてはならないのだが、そうした執念が、旧家と称す

る家には多い。先祖の悪霊の影響が多いため、慈悲と愛を失った冷たい環境を、

作りやすい条件になるということなのだろう。 

 従って、先祖の供養が、形式宗教化してしまうのである。 

 ではどう対処するか。生きている人間の心を正法に帰依すること、これが先

決である。彼らも、そうすることによって自然に自分の非を悟って行く。むず

かしい哲学化した経文をあげて解るような霊であるならば、すでに現象界のこ

となどは心配せず、天上界で悠々と生活していることだろう。現象界の心配を

するような霊は、いつまでも意識が浄化されない低級霊なのである。両親を始

めとする肉体先祖の供養は、子孫の、感謝報恩の実践によってなされるもの、

と知るべきである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ222 

 供養とは、死者に対する冥福を祈ることで、正法を説いてやることが必要で

ある。この現象界に思い残す執念を持っている者に対して、安らぎと平和の世

界に行けるよう迷える魂を諭し、神理を自覚させることこそが最も重要な供養

なのである。ご利益を戴くための供養であってはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ049 

 先祖に対する供養は、生存している子孫が、正しく明るく生活をすることで

ある。それが先祖の最高の喜びであり最大の供養であることを知らなくてはな

らない。なぜなら、先祖は、子孫達の心の姿を見て、自分自身も反省できるか

らである。 

 迷っている先祖がいるために不幸が起きる、と思う人々がいるならば、その

不幸は、家族の心が神理に反した不調和に起因していることを反省しない限り、

暗い想念をとり去ることはできない。心が美しく健康で平和な生活をすること
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こそ最大の供養というものだ。 

 生きている人間の不幸は、生きている人間が造り出し、不調和な想念行為が

迷える憑依霊を呼びこむことにある。家族一同の心が、常に正道を歩んだなら、

一人一人の体が神仏の光によって覆われ、家もまた光に覆われるため、迷える

霊はこの光によって自己の非を悟り、成仏することができる。 

 “朱にまじわれば朱くなる”という諺があるように、迷える霊に対しては、

生きている人々の霊域を正すことが、自分自身をも救うことになる。心を失っ

たお題目を何万回上げても、忍耐力と声帯の練習のみで、自分自身の心を救う

ことは不可能である。お題目の神理を生活の中に生かすことこそ、自分が悟る

近道であることを知らなくてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ088 

 この現象界の墓や仏壇に未練や執念を持っているような霊は、地獄に生活を

しているため、家族の不調和な暗い想念に憑依して、家の中をさらに不調和に

する場合もある。 

 一にも二にも、生きている人々の想念と行為を神理に適った生活におき、そ

れを正さなくてはならない。そうしないと、自己の霊域（オーラー）が調和さ

れないために、不調和な霊を呼びこんでしまうことを私達は知らなくてはなら

ない。 

 亡くなった先祖の霊に、この現象界から執念を捨てるよう教えることが第一

で、家族を正法に帰依させ光のある楽しい家庭を造ることによって、亡くなっ

た先祖の霊もその中より学んで悟って行くようになる。 

 仏壇の前だけが供養の場所ではない。 

 悟っている先祖の霊は、これと違って現象界に執着がないため、こだわりが

ない。 

 次元の異なった世界で生活をしていなければならないのに、この現象界に迷

い出ている不調和な霊に、私達は惑わされてはならない。私達の心が正法の生

活をしているなら、体には神仏より光の保護が与えられ、不調和な霊に憑依さ

れることがない。悪霊に憑依されるということは、自分自身に原因があるのだ

ということを、良く反省することが先決である。 

 心からの瞑想的反省により、私達の意識は神仏の光に覆われ、そうしたとき、

不調和な霊も、その光によって自分の非を悟る。 

 先祖に対しては、拝む対象としてではなく、感謝に対する報恩供養が望まし

い。体が健康であることも、立派な社会人として調和された生活をしているこ

とも、供養の方法なのである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ227 

 ・・・「コリータよ、亡き母の供養は、心を正した生活をし、体を健康にして、
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一日一日を明るく生活することである。さらに、ブッダの法を供養することは、

地獄に堕ち苦悩する者達の心の糧ともなるものだ」 

 ・・・ところで、今日、我が国で孟蘭盆会といって、七月十三日から十五日

の三日間、所謂、お盆の日と定め、地獄、餓鬼界に堕ちた近親者を供養する風

習が残っている。そのいわれ因縁は、この時のコリータ（目蓮）の母親の供養

の話が根拠になっている。 

 しかし今日のお盆供養は、仏壇に供え物を上げ、経をあげる形式と化し、ブ

ッダが説いた先祖供養の精神は形骸化されてしまった。 

 本当の先祖供養は、既述のように、残された者達が健康で明るく、正道に照

らした生活にあるわけである。 

 その意味は、意識界における地獄界は苦悩に満ち、その苦悩から逃れるため、

絶えず現象界の近親者に救いを求めている。誰しも見ず知らずの者に金の無心

や苦痛をやわらげて欲しいという人は少ないだろう。身近の人に寄ってくるも

のだ。 

 また、彼等の心は現象界でつくり出した暗黒の世界だから、どうしても現象

界に眼を向けることになる。 

 地獄は四次元の世界である。現象界の三次元からは四次元は見えないが、四

次元からは三次元が見えてしまう。 

 家庭が明るい時は、その明るさに自分の暗さが理解され、反省の大きな材料

になってくる。 

 ところが、家庭が暗く、憎しみや愚痴、怒りで蔽われていると、その家庭に

安住することが出来、人びとの意識に入りこみ、地獄界の苦痛をやわらげよう

とする。憑依をうけた家庭は混乱した魂の数が増えるのだから、ますます混乱

の波紋を広げて行く。 

 人に憑依した地獄霊は生前の罪ばかりか、憑依して現象界の人の心を混乱さ

せるのだから、二重の罪を背負うことになる。 

 地獄霊はこうしてますます救い難い状況となり、現象界もまた混乱を重ねて

行く。 

 この世とあの世の関係は、人の心を通して常に同通し、この世が混乱すれば

あの世が騒がしくなり、この世が平和になればあの世も静まってくる。 

 つまり、先祖を本当に供養するにはまず家庭内が明るくなり、先祖の霊に反

省の光を送ることにある。 

 また、家庭が明るくなることによって地獄界の霊人達の数も減り、現象界に

影響を及ぼす度合いも少なくなってくる。 

 現象界の仏国土・ユートピアは、こうして実現の駒を進めることが出来るが、

現象界の人びとが五官六根の煩悩にふり回され、自己保存に流されている間は、

先祖供養どころではないわけである。 

 仏壇に食べ物を供えても、地獄霊は食べることが出来ない。むずかしい経文

を読誦しても、これを理解することも出来ない。出来ないから地獄に堕ちてい

るわけである。 
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 先祖供養は地獄霊を昇天させることにあるのだから、それには子孫である家

庭が、ブッダの説かれる正道に適った生活を送り、彼等に反省の光を与えるこ

とにある。 

 お盆の三日間の供養のいわれは、人びとは、仕事や家庭や雑務に追われ、真

に人に奉仕するという時が少ないので、一年を通じて、せめて三日間だけでも

恵まれぬ人びとに奉仕をしなさい、というのである。 

 お盆がくると迎火をたいて、霊を家に引き入れ、珍しい食べ物を供えるとい

う風習が、いかに現実にそぐわぬものであるか、ブッダの説かれる神理を理解

すれば納得されるであろう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ053 

 昔から人が息をひき取ると、四十九日間は家の棟を離れない、という言い伝

えがあり、このことは当時のインドにも伝わっていたのである。 

 どこから伝わったかといえば、バラモン教である。 

 ただ四十九日については、今日の言い伝えと、当時のそれとは多少ニュアン

スがちがっている。 

 それはどういうことかというと、物故して家の棟を離れない期間は、実際に

は、長くて二十一日間というあの世のしくみがある。 

 ゴーダマ・シッタルダーが反省の禅定をして、二十一日目に、あの世・梵天

界にいわば昇天して、講演をしている。これは一つにはあの世のしくみにそっ

て行なわれているからである。 

 ゴーダマ・シッタルダーの場合と死者のそれとは内容において大いにちがう

が、ただ、死者の霊といえども、どんなに地上に執着があったとしても、二十

一日を過ぎると、いったんはあの世の収容所に行かねばならないしくみになっ

ている。 

 そうして、大体において残り二十八日の間に、それぞれの魂の状態によって、

いわゆる、天国と地獄の居住地におちつくことになる。 

 ところが、この間に、もし地上の人たちがあの世に行った魂の心をゆさぶる

ような行動をとると、一度は他界して居住地に魂は定着するが、同時に、地上

の執着の場に、すぐコンタクトされ、いわゆる自（地）縛霊となって、地上界

の人々に、さまざまな影響をおよぼすことになる。 

 したがって、死者が出たとき、死者との関係における諸々の処置は、ふつう

は、やはり四十九日をすぎてから行なうべきものなのである。 

 たとえば、死者が出てまだ幾日もたたないのに、死者が生前大事にしていた

金銭財宝などを残った者が勝手に処分をしたり、片見分けしたり、兄弟姉妹が

財産争いを演じたりすると、死者の霊はそれを失うまいと必死に抵抗してきて、

事故や災難を引き起こすモトになる。 

 もっとも霊によっては、四十九日をすぎても、地上に自縛霊となる場合もあ

るが、こうした例は、よくよくでないと起こらない。 
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 だが、最近は物欲主義が地上をまかり通り、死後の世界はないと思う人が相

当に多いので、自殺や苦痛のうちに死んだ者以外でも自縛霊となって、人に助

けを求めて憑依する霊が多くなっている。 

 このため、地上界はますます狂乱時代を迎えているといえよう。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ132 

 肉体先祖は、転生の過程において結ばれた深い縁生の絆であって、この先祖

に対しては、美しく豊かな心と、健康な体をつくることが、いちばんの供養と

なるでしょう。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ218 

 ・・・一方、法を伝える対象は生きた人間が優先されるべきだ。死者ではな

い。その理由は、死者の霊は生きた人間に左右されるからである。ここでいう

死者の霊とは迷える霊のことだ。 

 彼らの多くは生前、地上に執着を持ち、あの世に帰っても地上に思いを寄せ

ており、俗に成仏できないでいる。 

 成仏できなければ地上の人間に頼らざるを得ない。 

 ところが、頼られる人間が未熟であれば、あの世の霊はいつまでも迷いを解

消することができないであろう。 

 僧侶が死者に対して経をあげ引導を渡すことになっているが、あの世を知ら

ない僧侶に、どうして引導を渡す力があるだろう。 

 引導を渡すとは、死者の霊を迷わずにあの世に往生させることであり、また

この世との関係を断つことにあるが、往生させずに葬れば、死者はまだ俺は生

きているといって家族や縁者に寄ってこよう。 

 迷いの霊が憑けばどういうことになるか。拙著『悪霊』を読んでもらえばす

ぐにも理解できると思う。 

 そこで、迷いの霊が寄って来ても、生きた人間が法を知り、それにそった生

活をしていれば、寄って来ても憑くことはできないし、また、彼らはあの世か

らその人の生活行為を見て、自己の迷いがどこにあるかを知ることができ、往

生することができよう。このことは生きた人間が意識するしないにかかわらず、

可能なのである。 

 また四次元から三次元はすべて見通しであり、自縛霊としていつまでも暗い

生活を送らなくても済むのである。 

 このように、生きた人間の法の理解こそ先決であろう。 

 現象界が調和されれば、あの世の地獄も調和されよう。 

 ことに、これら迷える霊のエネルギーは、地上の人間のエネルギーを吸収し

て成り立っている。 

 彼らの世界には光は届かない。地上生命のエネルギー源は太陽であるが、あ
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の世では霊太陽であり、神の光だ。 

 しかし、彼らの世界は暗黒なので、地上の人間を媒体としなければ、地獄界

を形成し得るエネルギーが確保できない。地獄界のエネルギーは人間の心から

発する悪の思いである。自己保存のエゴのエネルギーが彼らの生命源である。 

 このようにして、地上に悪がはびこれば地獄界はいよいよ賑やかとなり、地

上はますます悪くなるのである。 

 こうした意味からも、死者の霊をさとすことより地上の人間の悟りが大事と

なろう。 

 精舎の目的は生きた人間の悟りにあった。死者ではない。 

 ところが今日ではこれが死者に向けられ、生きた人間ではなくなった。 

 しかも悲しむべきことは、引導を渡す役を担う僧侶がそうした力を持ち合わ

せておらず、経をあげ、戒名を書いただけで済ませている。 

 あの世の然るべきところにゆくと、経文や戒名が書かれた位牌がうず高く捨

てられている。 

 自己の心が調和されなければ、そうしたものは何の値打ちもないことがわか

ったからであろう。 

 寺は生きている人間の道場とすべきであろう。原点にかえるべきである。そ

うして、生きている人間が法を依りどころに生きられるように、伝道の拠点と

すべきであろう。 

 二千五百有余年の間に、仏教は生きた教えから死んだ教えに変ってしまった。

仏教は死んでしまった。末法とは法の死を意味しよう。 

 現代はまさに末法の世なのである。 

 仏教は葬式、観光仏教になり下がってしまったので、光にあふれたかつての

仏教は形骸だけが残り、生命のないミイラになってしまった。この意味で寺は、

本来の精舎の昔に帰るべきであろう。否、帰るべきなのだ。 

 

 

原説般若心経 Ｐ070 

 ・・・このような地獄霊や動物霊に憑依されている者達は、常に心がいらい

らし、今いったこととあとでいったことがちぐはぐで、脅迫めいたことばかり

をします。 

 先祖が祟っているとか、浮かばれていないとか、不幸の原因を教える霊媒も

いるでしょう。 

 そうしたものにいくらお経を上げて供養したところで、救われることはない

でしょう。地獄に随ちるような人に、お経の意味など解るはずはないからです。 

 解らないお経を上げて、悟ることができるなら、地上界の人々の心は、もっ

と平和になり、争いなど起こさないはずです。 

 先祖に対する供養は、 

 「まず先祖からは肉体舟を戴いたのだ／育てて戴いたのであろう／感謝する

心を持って報恩の行為で示すことが大事だろう／それには身体を丈夫にして／
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心を美しく／家庭が円満で／いつも笑い声の立つ家で／朝起きれば希望に燃え

て／昼は自分の仕事に勤勉で／夕は一家団らんの夕食をとり／夜は自由を与え

られ」 

 こうした人間の一日に、不満があるはずがないでしょう。このような生活を

することが、先祖に対する最大の供養だといえます。 

 たとえ地獄に堕ちていても、子孫の平和な生活、光明に満ちた生活をしてい

れば、地獄霊もその姿を見て、自ら自分の非を悟ることでしょう。 

 形式主義によっては、光明の安らぎは与えられないということを悟らなくて

はならないのです。 

 地獄に堕ちるということは、他人に原因があるのではなく、自分自身の生活

に原因があるということを自覚すべきです。 

 

 

心の原点 Ｐ213 

 亡くなった直後の肉体祖先の前に、感謝の心を捧げて花や食物の供養をする、

それは良いことだ。 

 なぜなら、死亡したばかりの者達の多くは、この地上界での生活の延長を意

識している者達が多いからである。 

 そのため、食事という問題については、彼らも希望している場合があるから

だ。 

 しかし、内臓疾患などによって、この世を去るとき、食事もほとんどのどに

とおらなかったような者達に、供養しても無駄である。 

 彼ら自らが、なぜ死ななければならなかったか、ということが理解できない

場合、そのほとんどが地獄界に堕ちてしまう場合が多いからである。 

 そういう者には、死に対する原因と、人生における行為と心の在り方を、正

しいという心の規準で、その誤りを教えてやることが大事なのである。 

 それに、いかにむずかしい経文を唱えても、生前に解らなかった人々が、死

んですぐ解るわけはないのだ。 

 彼らに解りやすい言葉で、一切の執着から離れる方法を教えてやることが先

決なのである。 

 病気で亡くなった人々に対しては、 

 「もはやあなたは病気ではないのだ。今までの肉体は亡びても、新しい肉体

の舟を持っているではないか、今のあなたは病気から解放されたのだ。古い肉

体は焼失しても、腐敗しても、すでにあなたはこの地上界の者ではないという

ことを自覚して、自分自身に嘘のつけない、善なる心で、人生におけるあなた

の思ったこと、行なったことを一つ一つ反省して、もし誤りがみつかったなら

ば、心から神にお詫びすることだ。そのとき、あなたの心の曇りは晴れ、神の

光によって満たされ、あなたは救われるのだ」 

 と噛んでふくめるように教えてやることが大事であるということだ。 

 そして、供物を上げてやることも良いだろう。 
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 しかし、ほとんどの者達は、あわてふためいて、死にたくないといって、執

着から離れない者達が多いのである。 

 そのため、死体が硬直してしまう場合もあろう。 

 執着から離れている者達の多くは、死顔に安らぎの表情がうかがえるものだ。 

 事故死でも、執着心の強い者達は、死んだ場所に地獄界を造り出して、自ら

苦しんでいる。 

 自縛霊（地縛霊）となって、同じような心の人々に憑依し、事故死に巻き込

むことがある、ということだ。 

 それは、この地上界に執着があるため、離れることができないでいるのであ

る。 

 そういう者達には、死んだ理由を、よく教えてやるべきだろう。 

 

 

心の原点 Ｐ221 

 永い歴史の過程において、亡くなった者達のなかには、法を悟ることなくき

びしい地獄界に堕ちた者達も数多い。 

 しかも彼らは、墓や寺などが自分の住家と思っている者達なのである。 

 それが、永い年月の経過のうちに、地上界で生活している者達に忘れられて、

供養されることもなく無縁の仏になってしまった。その恨みつらみで、彼らは、

生きている者達に憑依する場合があるのである。 

 このような迷える霊達には、正しい法を説いてやり、彼らの執着心を除いて、

自覚させることが大事なのであろう。 

 この世に、心を忘れた者達が多くなればなるほど、地獄霊達も騒ぐ。従って、

この地上界が混乱してくるということである。 

 生存している者達が、神の子としての自覚に目覚めれば、彼ら地獄霊達も反

省するきっかけがつかめるのだ。 

 ところが、末法の世になると、生きている者達が、人生の価値に対する認識

を失ってしまっている。 

 地獄霊達は、かつてこの地上界で生活をした者達であり、地上界を縁として

堕ちた者達なのである。 

 従って、彼らは常に地球上に対する執着が強い。自らの苦しみを造り、暗い

霊囲気を造っている。つまり、地獄界も、その彼らの暗い想念によって造り出

されているというわけである。 

 施餓鬼とは、こうした魂に対する正法の教えがそれである、といわねばなら

ないのである。 

 

 

心の指針 Ｐ156 

 問：昔からよく言われていることですが、人間は死後四十九日間は、家の棟

を離れない、といわれていますがこれは本当なのでしょうか。 
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 答：四十九日のいわれはどこから来たか。昔から七の数字をラッキーセブン

といって、縁起がよいとされています。七の数は完成を意味する、といわれ、

そこから七の七倍は四十九で、もっとも縁起がいいということになるようです。

法事の説明では、死後四十九日の間に次の生の縁が定まるとされ、七日目毎の

読経礼仏は死者をして善処に生まれかわらしめることができる、ということの

ようです。 

 実際はどうかというと、そんなことはないのです。釈迦は反省、中道の正法

にめざめて二十一日目に悟り、実在界に招かれて法話をしますが、二十一とい

うのは、あの世の定めであって、死者の霊の場合も、二十一日間は、この地上

にいて、自由行動ができる仕組みになっています。 

 したがって、四十九日の根拠の故事来歴はともかく、二十一日間は、死者の

魂は家の棟にとどまることができるのです。しかし、どんなに現象界に執着を

持った霊でも、それ以上はこの地上界に、とどまることはできません。二十一

日というのは、地上にとどまる最大限の日数であり、悟った霊ならば、一時間

も地上にはいません。そのままスーツと次元の違った世界に帰ってゆきます。 

 二十一日という数も、七の三倍という風にみますが、しかしこれはあの世の

仕組みであって、もしも、こうした仕組みがなされていないと、現象界は大混

乱になってしまいます。 

 それはどういうことかというと、悟った霊ならともかく、悟らない霊が生き

ている人間同様に、その行動が自由になるとすれば、多くの人に憑依し、地上

界は、たちまち悪霊の支配下におかれてしまうからです。葬式後、死者が家に

遊びに来るとか、あいさつに来る例は多いのですが死後二十一日間は、そうし

た自由が許されているからです。しかしその後はそうした自由行動は許されま

せん。 

 死者が地上に執着を持ち、二十一日をすぎても地上にいる場合があります。

これらは自縛霊として、その土地、場所にいるのです。行動の自由はありませ

ん。憑依は、その場所に近づくことによって行なわれます。また、自縛霊は、

その場所に常時いるかというとそうではなく、次元の違うあの世の生活に耐え

られず、その苦しみから逃れるために、執着を持った地上に、意識を同通させ

るために起こる現象です。ですから、霊視でも見えるときと、見えないときが

あるはずです。 

 自縛霊は、土地や場所だけでなく、物にも通じています。その物を持つと凶

事が起こる例は洋の東西を通じてよくあることです。 

 なお悟った霊はどうかというと、悟った霊には行動の自由があります。上段

階に行けば行くほど、その行動範囲は広く、その点は自縛霊とは比較になりま

せん。 

 

 

心眼を開く Ｐ032 

 供養というと、昔から仏とか、先祖の霊に物を供えることのように思われて
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いるが、本当はこれでは供養にならないのです。供養の意義は「先祖の霊よ安

かれ」とする子孫の祈り心でなければならないからであります。物を上げ、そ

れで“よし”とする考えほど安易なものはない。 

 私たちが現在こうして肉体を持って生きていられること自体、それぞれの先

祖が私たちを生み育ててくれたからであり、それにたいする感謝の心は、報恩

となって形の上に現われてこなければ意味がありません。供養の真意はそれゆ

えに、まず家庭の和合、調和にあるといえるのです。 

 人間の霊魂は、死という肉体機能の停止によって、あの世で生活をはじめま

す。世間の人は、肉体が灰となれば人の魂まで無に帰すと思っていますが、そ

れは間違いです。人間の予知能力、天才児、霊の存在については、その例は枚

挙にいとまがないし、こうした諸現象は人間である以上誰しも備わっています。

また知ることも出来ます。こうした諸現象は、すべてこの世の人の心と、あの

世の霊とが作用しておこるものです。 

 魂の永遠不滅と、転生輪廻ということも単に人間の願望としてではなく、事

実として存在するのです。あの世は三次元ではなく、四次元以上、多次元の世

界であり、それだけに、普通はある人には認知できても、ある人には全然わか

らぬということもあり得ますが、だからといって否定できるものでは決してな

いのです。 

 法事で物を供えることは、本来、気安めにすぎませんが、死ねば無になると

思いながらも、物を供えるその心をたしかめたことがあるでしょうか。 

 家庭の和合、調和が先祖の最大の供養という意味は、あの世に帰った先祖の

霊が、その子孫の家庭をたえず見守っており、もしも先祖の霊が地獄に堕ちて

自分を失っていたとしても、子孫の調和ある家庭をながめることにより、己自

身の不調和を改め、その霊をして昇天させる原動力となるからであります。子

の幸せを思わぬ親はないはずです。しかも、その子が親より立派であり、家庭

が円満に調和されていれば、親は子に励まされ、その子に恥ない自分になろう

とするのは人情ではないでしょうか。あの世もこの世も、人の心に少しもかわ

りはないのです。 

 もちろん、なかには例外がありましょう。地獄に堕ちれぱ文字通り苦界にあ

えぎます。類は類をもって集まるの喩えで、その霊は自分と同じ思想、考えを

持った人に助けを求め、いわゆる、憑依作用となって人の体、実際には意識に

憑いてしまいます。すると憑かれたその人は、病気をしたり、自殺したり、精

神病になったりしてしまいます。 

 地上が調和されると、あの世の地獄も調和されます。あの世とこの世は、い

わば相関関係にあって、個々別々に独立して存在するものではありません。先

祖の供養というものは、このように、まず個々の家庭が調和されることであり、

調和こそ最大の供養ということを知って頂きたいと思います 
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心眼を開く Ｐ149 

 問：告別式に、あるいは法事の際に、死後の人が好きだからとして、生前の

好きなものを色々供養し供えますが、こうしたことは正しいのでしょうか。 

 答：悟った霊は物を上げられようと、上げられまいと、そのようなことに心

を動かすようなことはありません。だいいち、4 次元(実在界・あの世)と 3 次

元(この世)とでは、もともと次元が異なり、あの世の霊は、三次元の供え物を

食べることが出来ないし、また、そうした行為があるなしによって心が動くよ

うでは天上界に行くことも出来ません。 

 ただ、あちらに帰った魂といえども人の子、神の子です。地上界の人びとの

心が自分に向けられ、生前好きな物を出され「さあ食べて下さい」といわれれ

ば、その気持をくまれ感謝することでしょう。一方、地獄に堕ちた霊はそれで

はどうかといいますと、この人たちは供え物を食べたくとも食べられません。

現象界への執着もつよく、このため、葬儀の帰りに事故が起こったり、法事の

後で兄弟ゲンカが始まるなど、いろいろと問題を起こすことがあります。これ

らは、死者の霊が近親者に働きかけるために起こる現象です。死者に対する供

養は、あとに遺った人たちが中道という調和された生活を送ることなのです。

そうすると、こうした作用は生じません。物を上げる、あげないは二の次、三

の次です。 

 

 

心眼を開く Ｐ151 

 お経を上げることが供養だと考えるのは間違いです。死んだ人がお経の意味

を知っているなら、あゝそうだった、自分は考え違いをしていたと気づくでし

ょうが、お経のオの字も知らない者には、馬の耳に念仏ということになりまし

ょう。死者の霊にもこの世にいたときと同じように、普通の言葉で、人間とし

ての正しい在り方を語って聞かせることなのです。 

 お経そのものは、釈迦の説法を説明したもので、それが中国に渡って漢文化

され、リズムを持った読誦に変ってきました。経文の意味を悟り、実践してい

る者が経文を読誦する場合は、迷った霊はその読誦の波動（光の波動）によっ

て、浄化されます。したがって、そういう意味ではお経は供養になるといえま

すが、しかし、普通はこうはいきませんし、第一それだけの自信のある方は非

常に限られてくるわけです。僧職の方で、あの世を知っている人ならば、お経

は供養になりますが、それ以外はあまり意味がないといえます。 

 お経を上げることが供養というならば、ソ連や中国の人たちはどうなるかと

いうことですが、政体はどうあろうと、神を信じ、己の心を正して生活してい

る者は地獄に堕ちることはないのです。お経を上げなくとも、遺された家族の

者たちが調和された生活を送っていれば、例え地獄に堕ちた霊でも、それを見

て反省の材料とし、悟れる環境に浮かばれることになるのです。 

 いずれにせよ、死者、先祖の最大の供養とは、地上界の子孫の実生活の調和

にしかないことを知るべきです。 
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悪霊Ⅰ Ｐ114 

 『両親に孝養をつくすとは、どういうことか知っているか。私たちは両親か

ら肉体をいただいた。地上界で修行できる肉体をいただいた。そうして立派に

育てて下さった。だから、それに感謝するのが当然であり、大事なことではな

かろうか。そうしてその恩に報いるには、精神が健全で、肉体は健康であり、

さらに、経済的にも安定した調和された毎日を送ることではないか。 

 亡き肉体先祖に対しても、これと同じことが言えるだろう。健康で心は明る

く、調和された家庭環境をつくることが、立派な先祖供養になるのではないか』 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ164 

 死んだ人は言葉がない。いわば無言である。だが、死んだ人にとっては、死

はやはり厳粛な事実であり、次元の異なる世界へ旅立つわけであるから、人に

よっては大変なことなのである。にもかかわらず、あとに残った人たちは死人

に口がないので、この厳粛な旅立ちを、ついおろそかにしがちである。 

 たいていは、死は恐ろしいものであり、したがって死にたくないという執着

が強い。ことに土地や財産を持つ者は、思い残すことが多く、これが心の重い

荒い波動となって、すでにこの世を去った地獄霊たちをひき寄せ、死人の霊は

もちろんのこと、地上界にもその波動が伝わってくるのである。 

 葬式中あるいは葬式後の事故や家庭内の悶着の原因は、これらの地獄霊の波

動や憑依によるものである。もし、残された者たちの心が調和されていれば、

死人に強い執着があっても、その暗い波動を回避することができる。が、しか

し、不調和な場合は、これをまともにうけて、日頃の憎しみや怒りが死人の前

で一度に吹き出る形となる。 

 死者にとっては、肉身や知人との意思の交流ができないばかりか、地獄の霊

たちが寄ってたかって、死者を恐怖のドン底に陥れるので、生前、不調和のま

まですごした死者の霊は、いわば百八十度、生活環境の転換となる。つまり、

この世にあっては、たとえ心が悶々のうちにあっても、薬や環境の変化によっ

て、その執着の心から、いっとき離れる救いがあるが、あの世は、心のままの

環境をつくり、それがそのまま生活の場となるので、そうした救いは絶無とな

る。 

 それだけに、執着の強い不調和な人の死は、こちらで考えるような安直なも

のではなく、大変な苦行の旅立ちを意味するだけに、残された者の死者の供養

が大事となる。 

 また心の法則は、物理法則でもある。私たちの乗っている自動車、電車が急

ブレーキをかけると、進行方向に転んでしまう。 

 この世からあの世に旅立つ場合も、これと同様な現象が起き、死はブレーキ

であって、その時の混乱はさけられなくなる。 

 多くのお坊さんが葬式にでた後、肉体的、精神的不調和をきたす。これなど

は、こうした霊たちの仕業といっていい。 
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 葬式にはきまってお経が唱えられる。またキリスト教なら聖書が読まれよう。

しかし、お経や聖書の意味がわかるようなら、地獄に堕ちたり、死による迷い

は起こらない。 

 さきの慣性の法則は、心の在り方をいうのであり、生前、怒りに燃えている

者は、死者になっても怒りに心が燃えている。怒りに燃えているから、怒りの

渦中に自分の霊体を置いてしまう。この世は、心に怒りがあっても、怒りをさ

らけ出さぬ人たちもいるので、怒りの心をごまかすことができ、ごまかしなが

ら、気分転換という救いがあった。だが、あの世は、類をもって集まるそのま

まの世界だから、もはや、ごまかしがきかず、本人にとっては生活の百八十度

転換ということになる。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ175 

 ・・・こうした迷える霊に、千巻のお経をあげても何の役にも立たない。な

ぜなら、お経の文句はむずかしく、本人に理解できないからだ。 

 生きた経文とは、相手にもわかる話をすればよいのである。正しい心と行な

いの道理がわかればよいのである。 

 よく戒名が死者に送られる。戒名はあの世の名前として使われ、文字の数が

多いほどよいと思われているようだが、戒名など何の役にも立たない。 

 地獄の世界には生前、大僧正と言われた人びとが沢山いる。彼らの戒名はそ

れこそ立派なものであったろう。多くの経文を学び、何でもわかっているはず

だが、やはり地獄にいる。 

 生前、肉体生活に負けて、自分のことだけしか考えなかった。こういう人た

ちの墓は、たいてい立派である。寺に行くと飛び抜けて大きな墓に出あうこと

があるが、聞いてみるとその寺の住職の墓という。墓がいくら立派でも、そこ

に住むようでは、もはや地獄である。 

 墓の形にしたって、妙な形をしたものを随所に見かけるが、墓の形がいいと

か悪いとかで、子孫に影響を及ぼすことがあれば、それは間違いなく、先祖が

地獄に堕ちている証拠である。 

 彼らは生前、墓の形にこだわり、墓が欠けたりすると、俺の墓を粗末にして、

どうしてくれるという具合いに怒りだすだろう。地獄の霊を鎮める意味では墓

相も無視できないといえるが、先祖供養は、これではいつになっても供養にな

らない。 

 先祖供養は、家庭の調和が一番であり、家庭が円満なら、地獄に堕ちた霊は

近づくことができない。遠くからこれをながめ、その調和の光で、自分がなぜ

この暗い苦しい世界にいるのか反省の材料になってくるのだ。墓をいくら直し

たところで、形を変えたとしても、先祖の霊を浮かばせることはできない。 
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悪霊Ⅰ Ｐ182 

 釈迦の弟子にコリータ（のちの大目蓮)という人がいて、彼は天眼を開いてお

り、その天眼で死んだ母をみると水を欲しがっている。そこで彼は母に水を与

えようとすると、その水は火になってしまい、母に水をのますことができない。

不思議に思った彼は、この事をブッダにたずねると、ブッダは、 

 「コリーダよ、そなたの母は、マーハー・バラモン（大バラモン種）の家系

に生まれ、生活も恵まれた環境であった。多くの衆生から布施してもらったに

もかかわらず、足ることを忘れ、欲望のままに人生を送ったようだ。お前の母

は火炎地獄に堕ちているのだ。母を救いたいと思うならば、人びとに法を教え、

母にかわって、多くの人に心からの布施をすることだ」 

 と、教えた。コリータは、ブッダの言葉を守り、母のために、月日を定めて、

多くの恵まれない人びとに、布施をするのであった。 

 お盆のいわれは、こうしてはじまった。 

 ところが、現在、私たちの生活習慣の中に入っているお盆は、これとはだい

ぶちがう。私たちの肉体先祖を供養する儀式となってしまった。亡くなった私

たちの先祖もまた、この儀式を体験してこの世を去っている。したがって、死

後においても、そうした意識があるものだから、お盆になると、昔のわが家に

訪ねてくる。 

 ことに、遺骸が安置してある寺や墓は、死後は自分の住まいと思っている者

が多いので、お盆の行事は彼らにとっては楽しみの一つとなっている。また、

お盆でないと、地上界の人びとが、死後の自分たちを思い出してくれないし、

思い出してくれないと、心の世界では子孫たちと接する機会が失われる。子孫

と接する機会は、子孫たちが自分らを思い出してくれることであり、また心の

波長が合うことによって、それを容易にするという家庭の事情がある。 

 さきにもふれたように、かりに子孫が先祖を思い出したとしても、子孫の心

が調和していると、子孫たちに憑依することはできない。心の波長がちがうか

らだ。この場合は、子孫たちの和気あいあいたる生活をながめ、自分の苦しさ

がどこからきたのか反省の材料になってくる。だから、先祖の供養は一にも調

和、二にも調和の生活しかないというわけである。 

 

 

心の対話 Ｐ057 

 さて、あの世の人間の地獄界ですが、地獄界は神が創造した世界ではなく、

地上の人間が自己本位に生きたあげく、創り出した世界です。地獄界には、あ

の世の太陽の光はまったく当たりません。光が当たらなければ、彼らは生きる

ことができません。そこで彼らは、地上の人間から生きるエネルギーを吸収し

て生きているわけです。その意味では、地獄霊は吸血鬼です。彼らはこうして、

生きた地上の人間からエネルギーを吸収して、暗黒世界で生きているのです。 

 生きている人間が、自分だけのことしか考えず、わがまま勝手に生活してい

ますと、彼らは、その人間の心を依りどころとして憑依し、その人からエネル



445 

 

ギーを奪って行きます。病気、災難、戦争など、こうした不調和な事件が相次

いで起これば起こるほど、地獄霊は生きがいを感じ地獄界をますますさわがし

くさせるわけです。 

 この意味から、地獄界を消滅させ、あの世を天国のみとするには、まず地上

の人間が調和ある生活を送ることが必要なわけです。調和ある生活とは、たが

いに助け合い、補い合う相互扶助の愛の生活です。 

 地上が愛の生活に満たされれば、地獄霊の生活の足場をはずすことになり、

人間社会も明るくなるわけです。また、こうすることは、地獄に堕ちた肉身縁

者の霊たちの絶大な供養ともなり、また彼らに反省の機会を与えることになり、

人間界と地獄界の悪循環の絆を断ち切る大きな基礎ともなるのです。 

 身近な問題で、よく魔がさすといわれますが、不幸なできごとは、こうした

地獄霊が寄ってきて、想像もつかない大事故を起こすからです。しかし、魔が

さすにはさすだけの理由があって、日頃、人を憎み、怒りに心が揺れています

と、なにかのはずみでそれが爆発し、大事件に発展するわけです。 

 したがって、原因は、もともと自分にあるわけですが、しかしその原因を依

りどころに悪魔が忍び寄り、自分でも想像もつかない大事故となるわけですか

ら、地獄霊を正しい方向に向わせるためにも、悪の原因をつくらないようにし

なければなりません。 

 正法が唱えられると、悪魔があばれ出すというのは、彼らの生きる足掛りを

はずすからでありますが、しかし、そうしなければ、この地上も、あの世の地

獄界も調和されません。この意味から地獄救済は、まず地上に調和された天国

をつくることから始まるわけです。 

 

 

心の対話 Ｐ126 

 問：水子供養はどうしたらよいでしょうか、水子があれば、あとに生まれた

子どもにいろいろ影響するものでしょうか。 

 答：母親の胎教、その他の理由で水子になるわけですが、水子自体はなにも

悪いことをしているわけではないから、水子の魂はそのまま天上界に行ってし

まいます。ですから水子によるさわりなどあろうはずがありません。あとあと

の影響は母親の身心の状態にかかっており、霊的なものもありますが、それに

しても現実的な面で注意することが大事です。 

 だいたい、子どもの魂は、受胎して三カ月ないし四ヵ月ごろ肉体に入ります。

それゆえ、魂が入ってから経済的その他の理由でおろすことは、殺人にひとし

いことになります。子どもの供養のため、このような場合は、人びとにより多

くの愛を施し、二度と再び同じ過失を犯さないよう心がけるべきです。あの世

にトンボ返りした魂は、あの世の魂の兄弟たちがそれを育て、あの世で成人さ

せます。 

 いったん肉体に入った魂というものは、この世が子どもから大人に成長する

ように、あの世でもその過程を経るようになります。ですから、トンボ返りの
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魂はみな幼児であり、成人するまで育てるのです。幼児の魂はこの場合でも地

獄におちません。みな天上界に帰ります。なぜなら、地上での波風をうけてい

ないからです。 

 

 

心の対話 Ｐ127 

 問：世間一般に、子どもが亡くなって次の子がみごもり生まれると、あれは

亡くなった子の生まれかわりといいますが、これは間違いですか。また天上界

に帰った魂は最も早くて何年くらいで現象界に出てくるのでしょう。 

 答：世間でよくいう水子の問題と、魂が入って受胎しているのにおろすこと

とが混同されて受けとられたようです。あなたもご承知のように、水子の場合

は魂の乗り舟である肉体が不完全なためにおこる現象であり、魂がまだ肉体に

宿らないわけです。ですからこの場合は、子どもとしてあの世に帰るのではな

く、大人ですから、次の下生の機会を待つことになります。 

 何年か後に再び母親がみごもり、受胎すると、その時に、生まれてきます。

ですから、亡くなって生まれかわるというよりも、下生の時期が最初は水子だ

ったために遅れたということになりましょう。 

 水子とちがって、実際に魂が入り、お腹の中で肉体の生成が順調にいってい

るにもかかわらず、経済的、家庭的問題などから人為的（こちらの意志で）に

おろすようになると、その魂と光子体は小さくなっていますので、あの世に戻

る場合は赤子として帰ることになります。 

 こうした魂の生まれ変わりは、いろいろな状況によるので、いちがいにはい

い切れません。 

 堕胎はもともと殺人を犯したことになるのですから、子どもの供養のため、

過失を二度と犯さないようにすると同時に、人びとにより多くの愛をほどこす

よう努めることが大事です。 

 この世で一生を終えた魂の、次の下生までのあの世の期間は、人にもよりま

すが、千年から二千年ぐらいです。本体（一人）、分身（五人）は交互に下生し

ますが、この場合は早い人で五、六年で出てくる人もあります。下生の時期は

人によってもちがうし、あの世とこの世の周囲の状況などで決まっていません。 

 

 

心の対話 Ｐ144 

 ・・・実際問題として、仏壇の中に祖先の霊がいるようでは困ります。浮か

ばれておれば、そこにはいません。いないとすれば、手を合わせ供養するとい

うのもなにかそらぞらしいですね。 

 また、祖先の霊が仏壇の周囲にいるとすれば、これは困った現象ですし、い

つまでもそこにおられては子孫にとっても迷惑至極です。供養のあり方は、そ

のいずれにせよ、仏壇に手を合わせ線香をともすことではなく、家庭の中が笑

顔で健康で、明るく調和されることであり、祖先の霊はそれをいちばん望んで
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いるはずです。 

 こうした意味で、仏壇の必要性はこの点をよく理解されれば、おわかり願え

ると思いますが、しかし、これまでの日本の習慣として家に仏壇が置かれ、法

事やなにかという時に、親戚、知人が集まってきても仏壇がないとなりますと、

お互い気まずい思いをしたり、争いになるようではこれまた困ったものです。 

 すでに仏壇があって、これまで通りの習慣で朝、晩、水をあげたり、手を合

わせたりしている家庭にあっては、これを急にやめたり、仏壇を焼いたりして

は家のなかが混乱するでしょう。家中が供養のあり方はこうあるべきだとみん

なが理解し、親戚の人たちにもわかってもらえば、それはそれでいいのですが、

家の者が反対するのに、自分だけの一存で事を決めるのはどうかと思います。 

 要は、こうした習慣に自分の心まで染まることのないようにすることが大事

であり、またそうした心で日常生活の伝統とか、習慣にしたがいながら生きて

いくのが正法者のあり方です。なんでも善いことだからといって、周囲の反対

を押し切り、むりやりにことを決めると、その反作用がやってきて、あなたを

苦しめ周囲まで不調和にします。正法と社会の法なり、習慣や伝統は必ずしも

一致しませんが、こうしたズレについてはやはり時間をかけて修正してゆくよ

うにしてください。要は周囲の状況をみながら対処していくということです。 
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5-６）先祖供養・引導文(丸山弘先生のご指導) 
 

1992-08 月 Ｐ022【父を見送って】主婦の方の投稿 

 今回、肉親を初めてあの世に見送ることになりました。親子の縁生の大切さ

を、正法によって教えていただかなかったら、何もわからぬままに父を見送っ

てしまい、きっと父も浮かばれることはなかったものと思います。 

 子供の時から、父とは縁の薄い親子だと思ってきましたが、正法に触れて丸

山先生より「光」をいただき、初めて出て来たのは父と母の反省でした。あの

時の感動は今でも忘れません。真夜中の反省でもあり、涙が後から後からあふ

れ出てきて、文字を書き進むのがもどかしいように自分の意志とは別に、手が

動き書かせられているようでした。 

 その時の反省では、私は父から「してさしあげる」という思いやりの心、母

からは「広い愛の心」を学ぶようにと親子の約束をして出させていただいてき

たように思いました。このような約束にも拘らず、子供の時から母は好きだが

父がうとましく、家族すべてが父に冷たく、随分寂しい思いをさせて来ました。

父に対しては「思いやり」のかけらもない子供でした。それどころか、行いの

伴わない父の人間理想論をばかにして笑っていました。いつもお酒を飲んでは

始まるのでなおさらのことでした。 

 お葬式の晩、姉と二人で父の思い出を語り合いました。私は、父が怒鳴った

とか嫌な結果ばかり覚えていましたが、姉は父がその時、どうして怒ったのか

という経過をよく覚えていて話してくれました。私は「どうして」という経過

を忘れて父の結果ばかりにとらわれて、随分、身勝手な解釈をしていたことが

わかりました。 

 また姉は、本当の父は素直な心のやさしい人だったと思うと話してくれまし

た。お酒を飲まないと照れるので言えなかったけれど、私たちにいつも「心を

忘れるな。自分を飾らず正直に生きよ」と叫んでくださっていたのだと思うと

話してくれました。母も私たちも、自分の心の内を明かさないところがあった

ので、父はいつわらざる自分の姿を見せて、いつも私たちの心の殻を叩いてく

ださったのでしょうか。 

 今、父を見送ってこうして歳月の流れを振り返ると、嫌な疎ましいことはす

べて忘れて、ただ美しい思い出だけが残ります。母も最近、ポツンとそのよう

なことを話してくれました。時の流れが美しい思い出だけを洗い出してくれる、

これは神仏の慈悲であると丸山先生もおっしゃったそうです。 

 大阪に離れていることもあり、親孝行らしいことは何もできませんでした。

それにもまして感謝の気持ちの薄かったことは、詫びても詫び足りません。し

かし、高橋信次先生の説かれた法によりまして、また、丸山先生のご指導によ

り、親孝行の大切さを教えていただき、やっと人間らしいことの寸分でもさせ

ていただけましたことを厚く感謝いたしております。またそれによって父の死

は、大きな供養となりましたことは、感謝しても足りません。父の死までの過

程には何か天上からのお計らいを感じ、ここで書かせていただけますことは、
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何よりも父に対する大きな供養となりましょう。 

 一昨年以来、金沢での学修会に出席するために度々実家に立ち寄るようにな

りました。父が元気なうちは、出歩いていることが多く、たまに家で顔を合わ

せても、昔からの習慣で声をかけることもぎこちない状態でした。しかし、な

んとか一言でも父と言葉を交わすことが大切と、朝、顔を合わせた時には「お

はようございます」、大阪へ帰る時には「お世話になりました。また来ます」ぐ

らいの言葉を交わすのが精一杯でした。でも「おはようございます」と声をか

けられると、父はすぐにうれしそうに「おはよう」と言ってくれます。子供の

頃にはこんな一言の言葉をかける人も父にはいなかったのではないか、今、思

い出すと涙が出て来ます。 

 そのうち、父は度々入院するようになりました。お見舞いに行くと、ちょっ

と元気がいいなと思っていると、てきめん、口が悪くなります。具合の悪い時

にはおとなしくなるのですが、その変わり様はおかしくなるほどです。子供の

頃には「嫌だ」としか思わなかったのに、今では笑うゆとりが出てきました。

これも、反省によって父へのこだわりがとれていったからでしょう。 

 そのうち、金沢へ行くたびに父の容態は変化し、半年も経たない内に別人の

ようにおとなしくなり、すっかり寝込むようになりました。私はたまにしか行

かないので、その変わり様はびっくりするほどでした。じっと寝込んでいる父

を見て、私は何かようやく、心から話しかけられる雰囲気を感じました。父の

体は物のように動かなくなりましたが、そこには本当の父の姿があるように思

えました。 

 「あの世があるという神理を話してあげることが、最大の親孝行だ」と丸山

先生より教えていただきました。この時、私は話しかけても、もう通じている

のかわからないほどに静かに寝ている父に、ようやくお話しさせていただきま

した。あの世があるということ、肉体は死んでも魂は永遠に生き続けるから、

少しも心配はいらないこと、光の世界に帰ることができること等、お話しさせ

ていただきました。そして「お父さんは、昔から人間関係を大切にしなければ

いけないと、言っていたでしょ。私はね、その言葉をずっと聞いていて、自分

も必ずそうしなければいけないと思っていたんよ。私はお父さんに何も子供ら

しいことはできなかったけれど、今こうして丸山先生の下で、高橋信次先生の

心の勉強をさせてもらっているので、それをお父さんにお話しさせてもらって

るんよ」と言うと、それまで死んだようにじっと寝ていた父が突然、はっと目

を開けると、じっと自分の手を眺めていました。 

 この時はちょうど去年の十二月で、来年春より大阪で地区座を開きたい旨、

丸山先生にお願いに上がった時でした。それ以来、大阪では地区座開設の準備

にとらわれ、父のことはすっかり忘れておりました。 

 一月に再び父を見舞うと、父はやはりずっと眠り続けていました。前よりは

もっと弱ってきたそうです。この時もやはり、あの世があるということ、私は

今、心の勉強をさせていただいていること等、お話しさせていただきました。

夜、父が目を覚まし二階から降りて来ました。しばらくは台所の椅子にすわっ
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ていましたが「おじいちゃん、こっちに来ない？」と居間のこたつから声をか

けると、忘れた頃になって突然こたつにすわりに来たので、びっくりしました。

とにかく、私や姉の言うことは素直に聞いてくれました。ただ、黙ってすわっ

ているのも悪い気がして、ふと月刊誌「ほくりく」がこたつの上に置いてある

のが目についたので「おじいちゃん、これ読んであげるね」と、しばらくは「ほ

くりく」を読ませていただきました。 

 あくる朝、私が台所の椅子に座っていると、トントンと階段を降りて来る音

がするので、母かなと思うと父だったのでびっくりしました。そして、その時

の父の表情を見てまたびっくりしてしまいました。それまで死んだ魚のように

ドロンとしていた目がしゃんとして、目だけがにこやかに笑っているようなの

です。そして、立っている姿勢もしゃんとして、ずっと昔、写真で見たことの

あるようなあの若々しい父の姿でした。そして、私の向かいの椅子に腰掛ける

と昔のように新聞を広げていました。私がじーっと父の顔を見ていると突然、

「その学修会はどこであるんや」と聞きました。私はびっくりして「今日は富

山である。三月からは大阪でもあるようになるよ。お父さんも行けたらいいね」

と言うと「うん」とうなづきました。 

 そうして無事、三月八日の第一回大阪学修会が開かれました。四月に二回目、

五月に三回目と無事、開かせていただくことができました。父は四月に入ると

急に容態が衰え、もうほとんど水しか飲まない状態になりました。 

 「自分の下の世話をしていただいた両親には、最低、下の世話ぐらいはして

差し上げることが恩返しである」ということを丸山先生よりお聞きし、それで

は自分も遅まきながらと二日ほどお世話させていただくことになりました。十

分なことは何もできませんでしたが、せめて真似事だけでもさせていただくこ

とができました。主人も以前に何回か見舞いに来てくれたのですが、この時は

もう心残りのないようにと、娘と主人も来てくれました。そして、姉と主人と

私と三人が父の横で話をしておりました。この時、大阪の学修会で毎回「おた

より」を出させていただいたことが、心あることだと丸山先生が言ってくださ

ったのでした。私はほんの自分のできる範囲内でさせていただいたことを、こ

んなにも評価してくださった、心の価値を分かって取り上げてくださる方がお

られるということは、ありがたいことだ、人間は何か目に見えて大きなことを

しないと世間からは評価されない、とかく形にとらわれやすいものだ、と私が

言いますと、主人が「世の中には大きな事業をしていても、常に人からの評価

を気にしている心の寂しい人がいるものだ」と話すと、骸骨のように痩せて衰

えて眠り続けていた父が、この時もまた突然、はっと目を覚ましたのでした。 

 そして五月の学修会の終わった日、私は午前二時まで反省をし、居間で仮眠

を取っていました。午前六時十分、金沢の姉より、父が息を引き取ったと連絡

がありました。まるで学修会の終わるのを待っていたかのような父の死でした。

眠るように静かに息を引き取ったそうです。 

 父の死体は硬直もせず、きれいなものでした。父が亡くなってから二晩、姉

と二人でお棺の側で眠りましたが、恐ろしいとも不気味だとも思いませんでし
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た。姉が丸山先生より、高橋信次先生のご講演とお経の入ったテープをお借り

し、ずっとかけておりました。お通夜の段取りは賑やかなもので、父が死んだ

というのにこんなに騒いでいいのかな、と思うほど賑やかでした。しかし、合

間を見ては丸山先生からご指示いただいたように姉と二人で小声であるいは心

の中で絶えず父に話かけておりました。 

 「お父さん、あなたは今、死んだのです。今この場の状況が目で見え耳で聞

こえるかもしれませんが、それはあなたの魂が見ているのです。魂は生き通し

ですから、肉体は滅びても、見えて聞こえるのです。しかし、あなたは今、人

生を卒業されました。今から肉体を処理する儀式を行いますから、決して怖が

らず、必ず肉体から離れていてください。死体はお棺に入れ、火葬場へ行って

処分しますから、決してついていかないでください。そして、自分の肉体によ

く感謝をしてください。また、二十一日間は家におれますから、会いたい人が

あれば会って来てください。そして、生まれてから今日までの一切を反省して

ください。悪かったと恩ったら素直に神にお詫びをしてください。そして、心

を軽く晴れやかにしてください。 

 二十一日間経ったら、光に輝いた魂の兄弟が迎えに来ますから、そのかたに

導かれて天上界にお帰りください。今生で親子になっていただきまして本当に

ありがとうございました。八十年間本当にごくろうさまでした。父の守護霊様、

どうぞよろしくお願いいたします」 

 果たして、父に通じているかどうか定かではありませんが、とにかく心残り

のないように、最後まで言って差し上げることだと丸山先生より教えていただ

きました。「わたしが行っても一向に構いませんが、全然知らない者が行って言

うより、よく顔見知りのあなた方が言ってあげる方がずっといいですよ」との

ことでした。霊的存在になったからといって、すぐにすべてを見通しではない

ということを改めて認識致しました。 

 もう、父に対してはあまり心残りがないように思い、告別式にもふだんと変

わらない気持ちで臨みました。ところが、お坊さんの読経が始まると突然、ぐ

－つと胸が込み上げてきました。「今日でお別れです」「私は本当に不束な娘で

した。お父さんに対して親孝行できなかった分まで、これから人々の心に法灯

を灯していきます」と心から込み上げてきて、涙が止まらず泣き出してしまい

ました。 

 中陰の席で再びお坊さんの読経が始まると、また涙が出て来ました。「今日で

お別れです。今日でお別れです」としきりに心の中から私に語りかけてくるよ

うに胸が込み上げてきました。魂は生き続けるといっても今度、再会できるの

はいつのことか分かりません。人間は本当に今生でお別れだという時には必ず

後悔するものだということ、それだからこそ、今生の縁生は大切に大切にしな

ければいけないのだ、ということを知りました。父は自分の肉体が処理され、

中陰の席で皆様が賑やかに飲食されるのを見届けてから帰ったのではないかと

思うと、涙が止まりませんでした。 

 葬儀が終わった後、母と姉と私と三人で丸山先生のお宅へご挨拶に伺いまし
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た。その時、先生は次のようにお話しくださいました。 

 『高橋信次先生が金沢講演をされるに先立って、昭和五十年四月十八日に商

工会議所で第一回目の講演がありました。私はそのお世話をさせていただきま

した。その日、家内がおじいちゃんが高橋先生に導かれて、いままでに見たこ

ともない嬉しそうなニコニコの顔をして夢の中に出て来られた。きっとおじい

ちゃんは今朝救われたのではないかと言いましたので、その後私は高橋信次先

生にお尋ねすると「そうです。その時あなたのお父さんは天上界にいかれたの

です」とお答えになられました』 

 丸山先生のお父様が亡くなられた時、先生はまだ正法に帰依しておられませ

んでした。お父様は昭和五十年四月十八日、ご講演をお世話されたその日に、

主によって天上界に救われたということでした。正法の伝導をお世話させてい

だくということは、地獄にいる先祖をも救う、偉大な功徳のあることを教えて

いただきました。 

 私は早く家を出てずっと離れて生活しておりましたので、父が亡くなる間際

まで、大阪での学修会のことのみにとらわれていて、申し訳ないという気持ち

ばかりでしたが、姉と私と違う立場で、それぞれにやりやすい方法で親孝行を

させていただいたのではないかと思うと、まことに正法のありがたさに言葉も

ありません。高橋信次先生、丸山先生にはお礼の申し上げようもございません。 

 また、父は体の弱ってきた自分の行く末を非常に不安に思っていた時期もあ

ったようです。八十歳という年齢を考えれば、死に対する恐怖もあったことで

しょう。そんな時、姉が毎日のように訪れ「あの世があるということ、光の世

界に帰れるのだから、少しも心配いらない、これからの一時、一時をしっかり

とした意識で生きてください」と言い続けた言葉は、どんなにか父にとって心

強かったことでしょう。そのため、まるで子供のように素直な気持ちになって、

姉の言うことに「はい、はい」と答えていたのではないでしょうか。 

 いろんな意味からも、大阪地区第一回学修会は今年の三月八日でなくてはな

らなかったのだと、つくづく思うこの頃でございます。 

 私を真人間に立ち返らせてくださった高橋信次先生の法を、今日までご指導

くださいました丸山先生に心より厚くお礼申し上げます。 

 主の法灯を絶やさないように日々、精進してまいります。本当にありがとう

ございました。 

 

 

1992-08 月 Ｐ031【父の死を通して】主婦の方(上記投稿のお姉さん)の投

稿 

 丸山先生より父の看病についてご指導をいただき、実践させていただきまし

てから約半年、計り知れない数々の天からのはからいの中で、父は五月十日の

大阪の学修会が終わるのを待ってくれていたかのように、その翌朝、八十一歳

の人生を静かに安らかに眠るように終えることができました。神に対し、主、

高橋信次先生、そして丸山先生に心から感謝申し上げます。 
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 神からお与えいただきましたこの半年間は、父と私達家族にとりましては、

とても貴重な魂の修行の日々であったと思っております。父の希望通り昨年の

秋に病院を退院してより、時々お医者様に様子を見に来ていただくだけで、医

学的な治療はほとんどせず、自然のままに家で療養をしておりました。三月号

にも書かせていただきましたように、昨年十二月、丸山先生のご指導により、

もうろうとしていた意識が奇跡のようにはっきりして、元気を取り戻しました。

しかし、その後しだいに精神的にも肉体的にも、良くなったり、悪くなったり

と状態が毎日のように変わるので、父も私達もこの先どうなるのだろう、とい

った不安がつのっていたのですが、丸山先生は「人間ですから調子の良い日も

悪い日もありますよ、それにとらわれて、一喜一憂しないことです。お父さん

にもっと意識をしっかりとしなさいと言ってあげなさい」とご指導いただき、

とても勇気づけられました。 

 私は言動だけにとらわれて、その中の神意をくみ取ることを忘れると、心が

動揺することを気づかせていただき、それからは自分なりに天をおいて見るよ

うに心がけ、素直に与えられた一日一日に感謝の心で、父に接することが出来

るようになりました。 

 そうして父の体は徐々に衰えていく中で、高橋信次先生のテープを聞き、正

しい反省は出来ないまでも、父なりにわずかなりとも自分をふり返り、過ちを

反省しながら月日の流れと共に、少しずつこの世への執着、死への恐れをなく

していけるようにとの神の慈愛による、お計らいの月日であったのではないか

と思われてなりませんでした。 

 丸山先生のご指導により、 

 「あの世に帰るときはお金や、どんな大切なものも何一つ持って行くことは

出来ないのだから執着を持たないこと、そして思い出せる限り反省すること、

そしてお世話になった人達に感謝すること、そうすれば心が軽くなって必ず天

上の世界に帰ることが出来ること、死への不安に対しては、肉体が死んでも、

おじいちゃんの魂は肉体から離れ永遠に生き続けること、そしてこの世よりず

っとずっと美しい光明燦然としたあの世があるのだから、心配しなくていいよ」

という話しを、いつも父にしておりました。父も素直に聞いてくれました。 

 水だけしか飲めない生活が何カ月も続いていましたので、肉体は枯れはて最

後にはもう話す力もありませんでしたが、亡くなる前日、最後まで大事に身に

つけてはなさなかった腕時計をはずしてくれと言うようにそっと私に手をさし

出しました。（もう行くから、これもおいていくよ、分っているよ）といって私

に別れのあいさつをしたのだと、後で心で分かつた時、私達の思いが父には通

じたのだと思うと、父がとてもいとおしく、胸が込み上げてきました。 

 気性がはげしく、わがままで、若い時から何度となく大病をくりかえしてき

た人でしたが、だんだんとおとなしく、素直な人になっていきました。そして

亡くなった時は本当に、安らかな安らかな仏様のようなお顔でした。今でもそ

の時の顔が父の思い出のすべてのように鮮明に私の心の中に残っております。 

 今まで生み育てていただいた感謝も分からないまま、今日に至っておりまし
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たが、正法を学ばせていただきましたおかげで、このように見送らせていただ

けましたことを何よりの父への報恩と心から感謝しております。 

 父が亡くなりましたことを、丸山先生に報告させていただきました。先生は

「肉体には長い間お世話になったお礼を言い、お父様の魂には、あなたは死ん

だのです。肉体に執着を持たないで肉体から離れなさい。お棺の中や、焼場へ

はついて行ってはいけないことを、よく言ってあげなさい。私が言ってあげて

もよいのですが、それよりも家族の方が心から言ってあげるのが一番よいと思

います。何回も何回も言ってあげることです。そして高橋信次先生の(法蓮華僧

伽呪)の経文のテープを二十一日間ずっとかけておきなさい」と、大切なテープ

を貸して下さいました。 

 それから妹と二人で、いっしょうけんめい声に出したり、また心の中で父に

言い続けました。ずっと父のそばに付き添っていましたが、私には父の魂はぬ

けて、そこに横たわっているのは、ぬけがらの、肉体舟のように見えてなりま

せんでした。父はきっと分かってくれたに違いない、という密かな確信のよう

なものが私には感じられました。死後の硬直もなく、葬儀屋の方も「ああー、

きれいな顔をしているね！」と言っておられました。私は父との今生での別れ

はとても寂しいけれど、このような数々の現象をまのあたりに見せていただき

まして、正法の偉大さ、精妙さに深く感動し、このような親子のご縁をいただ

きましたことを、心から神に感謝し、父の冥福を心から祈りました。 

 そして、己の心の貧しさから、もっともっと暖かい言葉や細やかな心遣いの

お世話が出来なかったことを、おわびをし、いただいた大きな愛を、残された

家族、そして一人でも多くの方々に差し上げていくことを心で誓わせていただ

きました。 

 そして自分の思い行いが即、父の意識に通ずることをいつも忘れず、常に心

を正し、心を積み上げる精進と心安らいだ毎日を送ることが一番の父への供養

になると信じ、未熟ながら今日までいつも心がけております。そして思い出す

たび、父が一日も早く反省をして天上界へ帰ることができますよう、心で語り

かけております。 

 葬儀も終わった夜、妹と二人でしみじみと父の思い出を語り合いました。自

分中心の立場だけで父に対して、裁きや恨みの思いをいっぱい持っていたこと

など一つ一つ思い出し、その過ちを心からおわびをいたしました。そして法に

よって救われた悦びを語り合いました。 

 昨年十二月より、妹は大阪での地区座開催に向けて、いっしょうけんめい自

分の身を供養してきました。天のお計らいにより、私達姉妹は時を同じくして

同時進行で、それぞれにあたえられた環境の中で、与えられた使命を素直に自

覚し、自らの心を広く愛豊かにするための修行の機会を天より与えられていた

ことに気付かせていただき、改めて深く感動させていただくと共に、またそれ

によって父が救われる、大きな供養となっていることを師より教えていただき、

ありがたく、身の引き締まる思いでございます。 

 偉大な主のみ教えを学び、実践体験させていただくことにより、真の親子の
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愛、姉妹の愛を知ることができましたことは、我が魂に永遠に残るかけがえの

ない宝として、大切にしていきたいと思っております。 

 丸山先生、心貧しき者に深いご慈愛をいただき本当にありがとうございまし

た。 

 法友の皆様、暖かいお心をたくさんいたただきましたことを心からお礼申し

上げます。 

 

 

2001-10 月 Ｐ036【伝道だより】 

 ・・・お墓には、自分の心に自信がなかったら行かない方が良いと思います。

お墓は、様々な霊で一杯ですから、自分を作らないと相手がすがってきて、貴

方ご自身の希望も夢もみな消えて、毎日死にたいと気が滅入るようになります。

そして、その亡くなった人と同じ病気になり体が悪くなるようなことがありま

す・・・。 

 お墓へ行かなくてもいくらでも祖父母の供養は出来ます。まず、『引導文』よ

りも『人間・釈迦』などのご著書を四九日間読んで差し上げることです。 

 また、お宅のご仏壇に、『ご先祖の皆様……』とお参りしないことです。今ま

での習慣として知らずにお参りしていた時はそれで良かったのですが、今は正

法をいくぶん知っており半磨きの状態ですから、救って欲しいという思いでみ

んな縋ってくると大変です。 

 ・・・正法は実践を重ねて行くにしたがい、その精進努力した分に相応した

勇気と自信とが湧いて来るようになります。 

 ・・・ですから、自分に自信がないことは自分自身に返ってきますからやら

ないことです。 

 『安らぎへの道（実践方法・・・資料集を参照下さい）は私たちが精進して

来た道です。それをお読みになって実践してください。その人に必要なことは、

努力に相応して自信をもって与えられます。自分の能力以上のことはなさらな

いように、常に自分の心を見つめて初心に帰った修行をなさる事が大事です。 

 

 

2001-10 月 Ｐ044【伝道だより】 

 「仏壇は捨ててはいけません、壊してはいけません」と、高橋信次先生より

ご指導頂いております。なぜなら、先祖代々の霊が未だそこに残っていたとし

たら大変なことになるからです。 

 もしも、法に帰依したんだからという自分中心の思いで、心行を一、二回上

げてこれで終わりと仏壇を閉められた方は、それは大変危険なことです。もう

一度開けられ、自分勝手な思いをお詫びされ、ご先祖の迷える霊がおられなく

なるまで供養してあげてください。 

 仏壇にはお花もお供え物も何もいりません。それらはすべてこの世のもので

あり、お供え物に霊が執着を持ってはいけないので供えないことです。 
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2001-11 月 Ｐ035【伝道だより】 

 皆様は仏壇というものを持っておられると思いますが、仏壇にお供えとかお

水とかお花を上げることは必要ありませんが、正法に帰依したからといって直

ぐに仏壇を閉めてはいけません。先祖供養を充分してあげて先祖の霊を充分に

慰めてあげることが大切です。 

 自分の心がひかりに満たされるようになってから『先祖供養文』を拝読する

ことが大切です。 

 

 

2002-10 月 Ｐ058【伝導だより】 

 お寺は百本の蛍光灯を点けても暗いです。何故暗いかといいますと、『南無阿

弥陀仏の六字を唱えたら皆極楽へ行けると言ったじゃないか。帰ってみたら地

獄だった。嘘つきめ、どうしてくれる。助けてくれ』と、亡くなった魂達が暗

い次元から集まってきているから暗いのです。暗い世界に落ちている人たちが

集まっているからどれだけ明るい電灯を点けても暗いのです。暗い魂がいっぱ

い来ているのです。 

 

 

2002-10 月 Ｐ062【伝道だより】 

 私は時間の許す限りお墓に行き、心を込めて自分の言葉で先祖供養を唱えさ

せて頂いていますが、そう簡単に先祖代代の迷える霊がすべて光明の世界に帰

れるものではないと思います。なぜなら自分自身の今生を振り返って見ても、

沢山の間違った思いや行いをその儘引きずっていることに気付くことがありま

す。 

 正法を知らない魂があの世に行って分かるはずがないと思います。特に暗い

世界（地獄界）に堕ちている人は我が強く、素直さがないうえ、その世界しか

知らず、暗い世界にいる自覚さえないため、〈暗い世界におられる霊よ〉と呼び

かけ、書かれてある通りの『先祖供養』や『引導文』を唱えても、その意味を

理解出来ることが難しいのではなかろうかと思います。 

 ですから、まず自分自身がしっかりと法による自己確立を目指すことが大事

ではないかと思います。反省により心を浄化することです。それには今生にお

いて法を学び、今日までの思いや行いを反省し、間違いに気付いた点は、心か

ら何十回も神仏にお詫びし、修正することが大事です。自分自身が法の学修実

践もしないで先祖供養をすることは大変危険なことでもあり、また亡き先祖を

益々迷わすことにもなりかねません。 

 

 

2002-10 月 Ｐ060【伝道だより】 

 『引導』や『浄霊』について、多くの方からご質問を頂きますが、足元を忘

れておられるように思います。 
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 人間として最も大事なことは常識、礼儀、報恩感謝です。それは正法者にと

っては、ご著書を拝読することです。ご著書を熟読すれば、自分の心から答え

が溢れて来るものです。 

 

 

2004-1 月 Ｐ046【伝道だより】 

 ・・・相談される方が正法に帰依しておられようとも、その身内の方が正法

を学修実践していなければ、亡くなられた方をお救いする方法がないのです。

それほど皆様がご自分のご両親を愛しいと思われるなら、最大の親孝行として

一日も早く、一時も早く正法をお伝えすることです。 

 皆様が、今日正法に触れられて何年経っておられるか、何ヶ月経っておられ

るか、正法の勉強を一心かけてやっているか、参考にしているか、自分はどこ

まで正法を分かっているか、是非、自分自身を見つめる事が大事と思います。

自分の身内にいざ何か起こり、すぐ間に合うほど簡単なものではありません。

それによって自分の親に対する思い、行いについてもお分かりになると思いま

す。 

 

 

2004-1 月 Ｐ053【伝道だより】 

 ・・・亡きご主人は、もう夫婦ではないのです。あの世の人です。いつまで

も思い出して『引導文』を上げていたらためです。 

 『お父さん、分かったね。早くあの世に帰りなさい。私はこれで“引導文”

を読むのを止めるから、お父さん一人で帰るのよ』と、心在るやり方で上げて、

厳しく縁切りをしないといけません。いつまでも自分と相手を縄で縛っていた

らおかしいですよ。これが落ち込む、苦しむ原因となります。 

 

 

2004-2 月 Ｐ070【伝道だより】 

 正法に触れたら、まず自分の亡くなったご両親はどこにおられるのだろう。

両親が正法に触れていなくても、どこにおられるのか、なんとかお助けしなけ

れば、というのが子供の親を思う心だと思います。ところが、自分が救われる

ことはやっていても両親のことは後回しにしている人が多いように思います。 

 ですから市や村が経営している共同墓地等へ入れてあげるのが良いのではな

かろうかと思います。先祖代々のお墓がどういうところにあるのか、傷んでな

いだろうか。 

 皆様方は、自分の家が雨漏りしていたら直すでしょう。自分の家と同じよう

に、そういう思いで、お墓をきちっとしてあげることが常識だと思います。 

 でも皆様、今日を縁として、それじゃと今からお墓に行って『先祖の皆様！』

等と、やらないでください。先祖は二十代さかのぼるだけでも二○九万七一五

二人にもなるのです。その中の先祖の霊が、『良いことを言ってくれた。助けて
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くれー』と、全員がすがってきたら、余程長年精進努力して来た方でない限り、

殺されてしまいます。 

 平素常に、『心行・祈願文』を読んであげることは良いことだと思います。ま

た、先祖供養文を読んであげることも良いことだと思います。でも、自らが正

法を信じ、常に正しく実践していなかったら、悪霊にとりつかれ、殺されてし

まいます。 

 自分の言うことを聞いてもらえるような、慈悲と愛豊かな自分になろう、と

いうところから心作りを始めないといけません。 

 

 

2004-2 月 Ｐ071【伝道だより】 

 先祖の方々には、 

 『私は今まで色んな信仰をしておりましたが結局、偉大な主・高橋信次先生

が説かれた正法が最も立派で、唯一の教えと思います。ですから皆様も色んな

信仰をしてこられたかもしれませんが、私の申し上げることを聞いてください。 

 皆様のご冥福をこれから祈っていきます。私も未熟ですが、これからは日々

自分の心を精進努力して行きます。後光の出るような自分を作っていきますの

で、皆様一緒に精進しましょう。皆様も反省をして下さい』 

 と、そういうことを教えてあげるのが一番の供養ではないかと思います。 

 

 

2004-12 月 Ｐ050【伝道だより】 

 今回間違った供養をされたため、お体の具合が悪くなり必死の思いで学修会

に出席された方がおられました。その方は、お墓に一人でお掃除に行かれ、ご

先祖の皆様に、「お父さん！今私は偉大な主・高橋信次先生の心の勉強をさせて

頂いているのよ。毎日感謝の思いで一杯です。この世に出させて頂いたのは修

行だそうですよ。私がもっと分かるようになったらお父さんにもお話して差し

上げますからね、待っててくださいね」等と話しかけられたそうです。 

 すると、その夜、足が動かなくなり、学修会に行こうとすると、足や腰が重

くて背中に鉄板が入ったようになり、やっとの思いで来られたそうです。先生

は、「今日の貴方はおかしい。どうされたのですか」とお尋ねくださり、前記の

経緯を聞かれ、呼吸が深く出来なくなったのではないか、食事も食べられなく

なったのでは、また眠れなかったのでは等と次々等ねられました。その方は「ハ

イ、そうです」と力無く答えられました。 

 『貴方は何か正法の実践の仕方に間違いがあるのではないかと思います。ま

ずお墓に行ったことは間違いです。自分を過信するなかれです。先祖とお呼び

して、何百万の迷える先祖たちが「助けてくれー」と、一度に押し寄せて来た

らどうしますか。殆どが迷っているのです。貴方の目には見えないけれども、

貴方にすがって来たため、それから貴方は立てなくなったのではないでしょう

か。今日から、お願いをされて、偉大な主・高橋信次先生のご講演カセットテ
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ープをオートリバースで一晩中かけてください。 

 周りにいる諸々の諸霊に聞かせるため、また貴方も拝聴して、「大宇宙大神

霊・仏様、私は自分の精進や先祖供養を自分中心の思いでやって来ました。何

卒愚かな思い、行いをお許しください。これから心を入れ換えて精進し直しま

す。何卒私の心に光をお与えください。心に安らぎをお与えください。私の周

辺にいる諸々の迷える霊よ、あなた方は元の所へ帰ってください」と唱え、当

分朝、晩二回「心行・祈願文」を上げ、テープは一週間ほどかけて反省し、お

詫び申し上げてください。貴方の心からの謝罪によって、貴方が光を受け入れ

られるようになられた時、天はお救いくださるでしょう』 

 とお話しくださいました。 

 先祖供養は、自分が精進して光に満たされていなければ先祖の皆様をお救い

申し上げるお手伝いは出来ないし、大変危険であることを深く学ばせて頂きま

した。 

 

 

2008-5 月 Ｐ086【故・○○○○子様のご供養に参加させて頂いて】主婦

の方の投稿 

 ・・・丸山先生より再びお電話を頂きました。「・・・二十一日目・・・は、

朝からもう絶対に話しかけないでください。話しかけるとあの世に帰られる魂

を引き戻すことになります・・・」との、丸山先生のお話でした。 

 

 

2008-5 月 Ｐ077【伝道だより】 

 亡くなった方に対して、 

 『貴方様はもう死んだのです。今日から二一日間この家に居ることが許され

ているので、葬式には出ないで、鰻頭でも食べていて構わないから、自分の反

省を、生まれてから今日迄について二一日間実践するのです。そうして二一日

目迄にあの世から光明燦然とした貴方の守護・指導霊様がお迎えに来られます。

その頃には貴方様はその方の姿が見えるようになっていますから、その方に手

を引かれて行くのです。 

 肉体は単なる乗り物にしか過ぎないのです。ご葬儀の後肉体を燃やすために

火葬場に行きますが、魂は決してついていってはいけません。お葬式では参会

者から立派なことを一杯言われますが、そんな話を聞いてはいけないのです。

貴方のいつも寝泊りしていた部屋、または書斎に入った儘、二一日間今生の反

省を計画的にじっくり実践するのです。そうしないと地獄の世界に落ちて行く

のです』 

 等としっかり故人の魂に対してお話ししてください。これが引導をわたすと

いうことです。 
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2008-5 月 Ｐ082【伝道だより】 

 『貴方は死んだのですよ。貴方は今日の何時何分に亡くなられたのですよ。 

 死んでも貴方の魂・心は見えて聞こえるはずです。 

 葬式では次々、皆様が集まって来られて、お坊様がお経を上げられ、葬儀屋

さんにお棺に入れられ、そして、皆様の前に置かれます。 

 皆様には、亡くなられた貴方を偲んで、お別れの言葉や思い出話をされます

が、その中で、例えば大臣など、名誉地位のあるお仕事をされた方であるなら

ば、「貴方様は大臣を何期努めてご立派でした」などというふうに、お世話にな

った方々が、いろいろ褒め讃えます。 

 けれども、その様な話しに耳を傾けたら駄目ですよ。貴方はその様な優雅な

思いの儘でおられますと、その儘、お棺と一緒に火葬場に行くことになります。

火葬場へ行くと、肉体と一緒に燃やされるのです。ただ今、見えて聞こえる貴

方だから、熱い熱い目に会うことになります。 

 もう貴方は死んだのです。この世における修行を終えられたのです。但今か

らしっかりそのことを自覚してください。 

 亡くなられてから後、この世にいることが許されている寿命は三×七日の二

一日間であります。その二一日間は、神仏様のご慈悲により、自分の部屋にい

ることが許されています。この二一日間は、自分が、この世に生まれてから両

親、兄弟を始め、また親類縁者の人や地域の人々に、これまでどのような思い

や行いをして来たか。どんなことを思いの儘に口から言葉に出したか等、人様

に愛の奉仕をしたか、慈悲の心を持ったか等をずっと一つ一つ深く反省されて、

もし、過ちに気付かれたら一つ一つ深く反省されながら、お詫び申し上げてく

ださい。 

 二一日間という短い間にすべてきちんとこの世の心の大掃除を計画的にきち

んとやり遂げるよう、直ちに自分の部屋に入って、しっかりやってください。

それが貴方の今日からの大切なお仕事です。それでお腹がすいたら、お葬式の

鰻頭などを食べながら実行してください。 

 お葬式が終わって、皆様が火葬場に向かって家を出て行っても、貴方は火葬

場へ絶対付いて行ってはいけないのです。家にいてください！』 

 と申し上げてください。 

 

 

2008-6 月 Ｐ044【五月一○日の金沢地区学修会に参加させて頂いて】主

婦の方の投稿 

 人がお亡くなりになられたときに、まず一番先に言って差し上げなければな

らない大事なことは、 

『①これから何日後、何日何時からお通夜、お葬式をしますから、絶対に葬式

に出てはいけないこと。 

 出れば生きている人と何じょうに、弔問客が多いとか少ないとか、あんなに

面倒見てやったのに香典が少ないとか、いろいろ見たり思ったりするでしょう。
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大抵の人はそんなことにとらわれて、暗い世界に堕ちて行くのです。ですから、

絶対お葬式には出ないよう言って差し上げることです。 

 ②次に、肉体からすぐに離れなさい、火葬場には絶対ついて行ってはいけな

いことを言って差し上げることです。 

 ③次に、二一日間、家での反省が最も大事なことを言って差し上げることで

す。 

 葬式には決して出ないで、誰も人の来ない自分の部屋に閉じ寵って、今まで

の人生の一切を反省することです。お腹が空いたらお供えのお鰻頭でも食べて、

徹底的に反省することです。とにかく二一日間の反省が最も大事なのです。二

一日間で今迄の人生を充分反省出来れば、その反省の度合いに応じて、やがて

光に満ちた魂の兄弟が迎えに来られますから、その方に導かれて天上界に還る

ことが出来ます。しかし反省が十分でないときは、暗い世界、地獄へ行って反

省をせねばならないのです。 

 このため正法を学んでいる私たちは生きている今のうちから、せっせと反省

をすることが大事です。正法を知らない人たちは、反省の仕方さえ知りません

から、ほとんどの人たちは暗い世界へ行くことになるのでしょう。ですから、

二一日間の反省が最も大事なのです』 

 とお話しくださいました。 
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６．【八正道・反省】 
 

6-１）八正道(ご著書より) 
 

【八正道とは】 

 

心の発見(神理篇) Ｐ196 

 八正道は、己自身の悟りであり、人間は最低この悟りを得るために生まれて

きたのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ053 

 心が人生の中心である。 

 心がこの現象界の諸現象を楽しめば、迷いと苦しみが生まれ、心が正道を好

めば、悟りと喜びが生まれてくる。 

 それには、八正道の実践によって己自身の本性を悟ること、慈悲と愛によっ

て人々に対する菩薩心の行為をすること、より心を浄化して安らぎと平和な社

会を造り出すこと、それらを実行することである。そのためには、執着を持た

ないことが必要だ。肉体は人生航路の乗り船にすぎず、いつかは捨てて去るべ

きものである。執着はすべて苦しみの因と悟るべきなのだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ200 

 神仏に通じる早道は、ただ思うだけ、祈るのみではなく、八正道の生活を行

なうこと、と知るべきである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ271 

 天国の道には、人それぞれの道があるであろう。 

 この地上界から直接八正道の近道を行く者と、地上界から行くことができな

いで、きびしい地獄界を経て遠回りをして行く者もあるであろう。 

 八正道は、人生航路における心の重い荷物を下ろし、安らぎを得て、光明の

道を歩くようなものだ。そのときあなたは、人々からも愛の手を差し伸べられ、

信頼されることであろう。 

 しかし、極端な心と行ないで生きる人達は、苦しみと悲しみの大きな荷物を

かついで端ぎ端ぎ山道を登るようなものだ。いつ谷底に落ちるか判らないだろ

う。誰からも協力を得られないで、裏切られ、自ら孤独な人生を送ることにな

るであろう。 
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人間釈迦② Ｐ084 

 八正道は自戒の道である。各人が神の子としてその神性仏性にめざめるため

には、中道という尺度（物差し）を持って、調和の心を会得していかなければ

ならない。自戒の道を怠り、形だけに走るようでは、最早ブッダの弟子たる資

格を失う。 

 

 

人間釈迦② Ｐ102 

 ・・・生老病死は、他力の苦行では決して解放されることはないのだ。 

 常に不安と不信が同居し、疑問があっても明らかにできず、永い習慣に心ま

で柔軟さを失ってゆくものだ。 

 燃える心を静めるためには、心と行ないによる八つの正しい道を活かすこと

である。生活の物差しとすることである。そうして、燃えている原因を除くこ

とが大事なのだ。 

 原因を除かぬかぎり、また残り火によって、燃え出すであろう。 

 心は常に、丸く、大きく、豊かでなければならない。 

 燃えれば、煙も出るだろうし、その煙は心を蔽い、神の慈悲の光をさえぎっ

てしまうだろう。 

 正しい八つの道を尺度として、反省の中から、その残り火さえも根絶させな

ければならいのだ。 

 その時に、人の心は慈悲の光に埋まり、苦しみから解脱し、光明という世界

がひらけてくる。五官にとらわれた肉の身のはかなさ、無意味さ、人間のなん

たるかを知り、安らぎの心を悟るのだ。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ245 

 法は、正しく行ずる者のなかにある。姿や形、形式のなかにあるものではな

い。ふだんの心の動き、そして行為が法に適っているかどうかが問題なのであ

る。そなたらは法の実践者でなければならない。また、それを望み、求めてき

た者であろう。それがいつの間にか五官に迷い、六根に翻弄されるとすれば出

家の資格者とはいえまい。 

 感覚が問題として肉体を裂いたとしても、心を正さなければなんにもならな

い。肉体は心の乗り舟であり、肉体そのものに六根があるのではない。肉体を

縁にして、心が肉体にまつわる思いにとらわれるので六根が生まれる。つまり、

六根の根は、すでに心にある。心が原因である。だから、心を正さなければ肉

体にまつわる思いが再び襲ってくる。 

 したがって、この手がいけない、この足が悪いというものではない。そなた

らの五体は両親を縁として神仏よりあたえられたものである。そしてこの五体

はこの地上にふさわしい形で適応されている。つまりは調和されている。調和

されているから健康で生きられる。健康でないのは心である。本来、健全なの
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だが、地上の生活になれてくるにしたがって、自我が芽生え、心がいびつにな

ってくる。いびつはやがて六根となり、そなたらの想念と行為となって現われ

てくるわけである。 

 正しく見、正しく語り、正しく仕事をなし、正しく生活し、正しく道に精進

し、正しく念じ、正しく定に入るの八正道の実践こそ、わたしがいう法である。 

 八正道の中心は、神仏の光につながっている各人の心である。その光を八正

道の歩みによって現す、これが法の実践である。仏法は他人のためにあるので

はない。すべては各人一人一人のためにある。そうして、その喜びを、慈悲を、

他に及ぼしていくものだ。かくして、この地上に仏国土が生まれよう。 

 仏国土はまず各人の心の中に築かなければならない。 

 現在のそなたらの修行は、心に仏国土をつくる。すなわち悟りの境涯に至る

ことだ。彼岸に至る修行が、今そなたらの生活であり、目標だ。在家の人たち

に劣るような行為があってはならないだろう。 

 

 

心の指針 Ｐ094 

 八正道は、人間をして、中道を歩ませる規範であります。天国につながるか

け橋です。左にかたよらず、右に曲らぬ中道への道、つまり、神性、仏性への

道、正覚への道なのです。すなわち、一、正しく見ること、一、正しく思うこ

と、一、正しく語ること、一、正しく仕事をなすこと、一、正しく生活するこ

と、一、正しく道に精進すること、一、正しく念ずること、一、正しく定に入

ること、の八つです。 

 この八つの規範の一つが欠けても、中道の道は歩めないし、正覚を得ること

も、不可能であると説いています。また、これ以上であってもいけない。たと

えば、戒を守れとか、瞑想のみの生活を送れとか、苦行せよ、といったような

ものです。 

 

 

心の指針 Ｐ118 

 八正道は行ずることです。 

 

 

心眼を開く Ｐ065 

 正法の根本は八正道です。八正道は己の心を中道という調和にひき戻す神の

規範です。その規範に、無理がなく、心が自然についていける自分自身になっ

たときに、人ははじめて、菩薩の行が整ってくるのです。八正道も知らず、心

の調和もなし得ない者に、どうして菩薩行がなし得ましょう。不安と混乱を巻

き起こすのみです。 
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心眼を開く Ｐ084 

 八正道は、心の安らぎを得る唯一の道であり、潜在された智慧こそ、人生の

偉大なる羅針盤であることを知って欲しいと思います。 

 

 

心眼を開く Ｐ098 

 八正道はまず反省から始まるが、反省の仕方は客観的立場から自分をながめ、

相手を見ることです。そうして自分の欠点が浮き彫りされるようでなければ駄

目なのです。自分に愛想がつきて、そこで自分を捨てたときに、神の光が入っ

てきます。ところがここで、なかなか自分が捨てられません。六根から抜けら

れないのです。そこで私は勇気を持って努力しなさいといっているのです。 

 さてそこで、勇気はどうすれば出るのでしょうか。 

 仕事や遊びでもいい、夢中になっているときは疲れを覚えないものです。用

が済んで、ヤレヤレと思ったときに疲れが押し寄せます。 

 よく引き合いに出る話ですが、ふだんは弱い女性が、火事で子供が家に閉じ

込められたとき、その女性は我を忘れて火炎の中に飛びこみ焼死寸前の我が子

を救ったといいます。夫は家の外でオロオロするばかりで肝心かなめなときに

何も出来なかったというのです。 

 この話はいろいろな意味を含んでいますが、こうした勇気はどこから生まれ

たのでしょう。 

 このときのこの女性は、アレコレ考える余裕はありません。ただ、我が子を

救おうという一念だけでした。子供を救って自分の為した行為に自分でも仰天

したというわけですが、真性の自分に返ったときは誰しもこうした勇気、行為

が出るものです。勇気は虚勢や見栄、外見を気にしているときは出ません。偽

我のない裸の自分に立ち返ったときに、自然に湧き出るものです。また勇気あ

る行為は客観的なもので、自分では気づかないものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ100 

 本来の自分自身は神の子の神性の自分である。慈悲と愛の心を持った自分自

身です。そうして、神性の自分を確認する物差しが八正道であり、心に法灯を

ともし、調和の輪を広げていくのは、神の子の当然の義務であり、責任なので

す。 

 

 

心眼を開く Ｐ236 

 各人が、その自覚に立って、五官に左右されない自分自身を確立するにはど

うすればよいか、ということになりますが、それには、宇宙の神理である釈迦

の正法、八正道を、日々の生活に行じることしかありません。 

 ウソのつけない己の心に問う、聞く、の生活。つまり正しく、見る、思う、
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語る、仕事をする、生活する、道に精進する、念ずる、瞑想する、の八つです。

瞑想とは反省です。一日をふりかえって、己の心に問う、聞くことです。そう

して、人をそしった原因は何か、怒った理由はどこにあったか、を反省するの

です。すると、自分をかばう心があった、自分のみをいたわる心が強かったと

いうことになり、自己保存のむなしさがわかってくるはずです。 

 

 

心眼を開く Ｐ237 

 八正道には小乗も大乗もないのです。八正道は自分一個の悟りですが、悟り

を開けば、進んで、外に出るべきが本筋であり、だいいち、それが人間の仏性

でしょう。小乗、大乗にこだわること自体、仏法は末法と化したといっても過

言ではありません。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ105 

 人間にとって、真に安らぎある生活は、中道を根本とした八正道を、心と行

ないの物差しとする自力の道しかあり得ないのである。 

 

 

心の対話 Ｐ049 

 正しさのあり方についていうと、八正道の目的が左右に片寄らない中道にあ

るわけですから、自分の立場を離れて、常に第三者の立場で、ものを見る、聞

く、語るということが大事になってきます。すなわち、正しさの規準は全体と

の調和ということになります。そうしてその調和は、より高い次元の調和を尺

度とすることはいうまでもありません。 

 

 

反省の要 Ｐ008 

 八正道を行ずるには、その一つ一つの目的を理解し、それにそうような努力、

勇気、工夫が必要。 

 【正見】 

 正見の目的＝事物の正確な判断、見解を得ることにある。 

① それにはまず、事象の一切の原因は人の想念（心・意）にあって、現われの

世界は結果であることをまず理解する。 

② 既成観念を白紙に戻し、事物の真実を知るようにする。 

③ 正見の反対は邪見であり、邪見は邪心によって生ずるので、まず心のわだか

まりを除き、常に善意な第三者の立場でモノを見ることが正見の秘訣である。

それはまた、八正道の各規範の秘訣でもある。 

 【正思】 

 正思の目的＝思うことは物の始まり。あらゆる現象は思うことから始まるの
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で、他を生かす愛の思いが正思の根底。正思は八正道の中なかでも特に重要。 

 【正語】 

 正語の目的＝思うことは言葉となる。愛の思いは愛の言葉となる。正語とは

愛の言葉。 

 心に愛があれば、言葉以前の言葉が伝わり、相手に正しく伝わるものである。 

 【正業】 

 正業の目的＝ 

 ①魂の修行（転生輪廻） 

 ②地上界の調和（職業につき仕事をすることによって他を生かす） 

 ③調和の基礎は感謝の心と奉仕の行為（人々に奉仕する） 

 【正命】 

 正命の目的＝調和ある精神的、肉体的生活が目的 

 それには己の長所、短所をよく見究め、カルマと化している原罪（自己保存

の想念）を正す努力が必要。 

 【正進】 

 正進の目的＝人間関係の調和 

 夫婦、親子、兄弟、友人、隣人、社会の人間関係は、愛の理念で貫かれてい

る。 

 【正念】 

 正念の目的＝念はエネルギーであり、ものをつくり出し、この地上界にあっ

てはあらゆる原因の根源。 

 念は目的意識であり、それ故、行為を意味し、他を生かす慈悲と愛の念以外

はカルマの温床になる。 

 邪念と対比して考えると正念の意味が一層明瞭となる。 

 【正定】 

 正定の目的＝反省によって心が安定し、やがて不動心が養われてくるが、そ

の不動心を日常生活の中に活かせなくては正定の目的は半減する。 

 正定はまた、実在界とのもっとも身近な交流の場であり、正定には様々な段

階があるが、要は心の調和、安定、智慧の湧現が正定の目的となる。 

 

 

反省の要 Ｐ084 

 正法の反省、八正道の目的は要約すると、大宇宙を支配する慈悲の心に自分

を高め、愛の行為ができる自分をつくり上げることである。別な言葉でいえば、

反省と実践は感謝と報恩のめざめ・・・にあるわけである。 

 ・・・生かされている事実を理解し、人びとに報恩の行為が心に抵抗もなく、

素直に、やれることが正法の目的である 
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１．【正見】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ172 

 ものを正しく見る、これが必要である。多くの人々はこの問題について、そ

の人の行為や外見だけで判断する場合が多い。これは誤りである。現象を見る

ときもそうだ。外見だけでものごとを判断することは避けなくてはいけない。 

 眼は、人生航路の乗り舟の附属品と考えねばならない。客観的に見た現象や

印象については、正しい心の眼で判断することが肝要である。 

 ものごとの原因と結果について、さらに弟三者として、己を中道において考

察することも必要なことである。また相手の心になって考えることも必要であ

る。 

 

 

人間釈迦① Ｐ111 

 まず人は、正しく見る目を養うこと。我欲を去った調和ある見解を持つよう

努めることであろう。 

 それには、己という立場があっては、正しさを求めることはできまい。正し

さの尺度は、男女の別、老若の別、地位、名誉の別、こうした立場を捨て去っ

て、一個の人間として、大自然の己として、そしてその心の目で、ものを見る、

相手をみる、現実を眺めることである。 

 官職にある者が、ひとたび野に下ると、官職時の感覚とはまるでちがって、

会社の利益のために、あとに残った後輩たちを困らせることを平気でやってい

る。そうかと思うと、ついこの間まで、鬼検事といわれ、恐れられていた人が、

一夜にして弁護士に変身し、法廷で主客ところをかえて、弁護に立っている姿

をみると、人の心の所在が、いずこにあるのかわからなくなってくる。 

 調和の基本は、まず何はさておき見ることの正しい評価にあるといえよう。

現れた現象の背後には必ずその現象を映し出す原因がなければならないからだ。

また、自分に直接関係のある諸問題が派生したときは、まず自分自身の心の姿

を見ることが大事だ。肉体の眼を通して外界の動きを正しくみるためには、そ

の眼の奥にある心眼がキレイに磨かれていないと肉眼に映った諸現象もゆがん

でしまうからである。各人の心は鏡である。その想念という鏡をたえず掃除し

ておくことだ。掃除は反省を通して磨かれてゆくであろう。 

 

 

心の原点 Ｐ118 

 八正道の冒頭にある「正しく見る」とは、善なる中道の心の眼で見よ。「正

しく思う」とは、頭で考えないで、善なる中道の心で考えよ。「正しく語る」

とは、善なる中道の心で考えたことを語るようにせよ、といっているのである。 

 

 



469 

 

心の指針 Ｐ096 

 ものを正しく見るには、まず、自己の立場を捨て第三者の立場でモノを眺め

ることです。私たちは普通、他人の問題については比較的正確な判断が下せま

す。ところが、自分の問題となり、利害関係が伴ってくると、是非の判断がつ

かなくなり、しばしば悔いが残るような結果になるようです。 

 これは、自分の問題になると、知らぬ間に自己保存が働き、我欲に左右され

るからです。正しい判断、正しい見方は、自分を切り離し、いわば第三者の立

場でモノを見ることから始まるのです。 

 そうしてやがてその見方は、心の内面にまで堀り下げられ、これまで正しい

と思ったことが、まったく反対であったことがわかります。 

 たとえば、つい百年前、二百年前まで親の仇打ちは正しいものとされました。

仇打ちと聞くと、武士も、町人も、百姓も、その仇打ちに加勢したものです。

現代では仇打ちは人殺しになり、殺人罪に問われます。百年前より、ものの見

方が前進したといえましょう。 

 なぜ仇打ちはいけないか。殺人は神の理に反するからです。神の理は地上の

調和であり、人びとの目的は、調和の中に生かされているからです。殺人の繰

り返しは、不調和を助長します。つまり、作用反作用の振り子は、いつまでた

っても止まることがないからです。 

 今日、個人間のこうした問題は、国が裁いています。ところが国と国の問題

になると、調停や、裁くものがないために、戦争にまで発展してしまいます。

第四次中東戦争は、昔の個人間の仇打ちにも似た怨念戦争であり、争いは、怨

念が消えるまで半永久的に続くでしょう。 

 戦争が絶えないということは不幸です。多くの人命が失われ、一家は離散し

ます。なぜこうなるのでしょうか。戦争や争いというものは、自分のこと、自

国の問題となると、自己保存が働き、自分を守ろう、相手はどうでも自分さえ

よければ、という考え、見方に傾いてしまうからです。 

 正見の尺度は神の心なのです。その出発点は第三者の立場で、自分を見、相

手をながめることです。 

 現象の姿だけをとらえて判断を下しては、間違いのモトになります。現象の

奥にかくされた原因を見きわめ、そうして、その原因を取り除く努力が必要な

のです。 

 原因を見出すには反省しかありません。客観的立場に立った反省を通して、

その原因をつかみ、捨て去ることです。 

 正しい見方は、やがて正しい見解をつくってゆくでしょう。そうすると、こ

の現れの世界の、めまぐるしい動きに、いちいち私たちの心を振り回されるこ

とがなく、心をいつも平静にしていられるでしょう。 

 この現象界で起こった、あるいは起こりつつある現象は、すべて原因があっ

て結果として現れてくるものですから、正しい見方が養われてくるにしたがっ

て、現象の奥にかくされた原因をつかむことが容易になるでしょう。 

 正しい見方は、こうした心の眼を養うことによって高められ、やがて、神の
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心につながっていくものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ177 

 執着の心がある間は 人間の苦しみ悲しみは消えることがない 

 執着とは「もの」にとらわれることである 

 こだわることである 

 とらわれの原因は生老病死であり それは五官六根を通してつくられてゆく 

 執着から離れたいと願うなら まずものを正しく見ることからはじめよ 

 正しく見るためには自己の立場を離れ 客観的な目を養え 

 そうするとしだいに「もの」の実相が明らかとなり とらわれの心から解脱

するようになる 

 

 

心眼を開く Ｐ209 

 正しく見ることが出来れば 正しく思うことも 語ることも自然に整ってく

るものである 

 決して忘れてはならない。 

 

 

天使の再来 Ｐ038 

 ものを見る場合に、あなたは、通常どういう立場でこれをみていますか。た

だバクゼンと見ますか、それとも、眼の前に映った映像にたいして、疑問を投

げ、そして答えを出しますか。人によっては、自分自身の身近なもの、関心の

高いものには注意を向けます。そうでないものには、見向きもしません。それ

でよいのです。 

 しかし、その関心の高いもの、身近なものについて、それではあなたは、こ

れをどのようにみようとしますか。あるいは見てしまいますか。 

 ――例を挙げてみましょう。 

 一般的な事柄として、新聞の一面に、三面（社会面）に、しばしば大きくと

りあげられる東大をはじめとした学生の騒乱事件について、あなたは、これを

どのように見ますか。その無暴なふるまいにたいして、あなたは、身ぶるいし

ますか、怪しからんと考えますか。それとも、現在の社会制度なり、大学制度

に欠陥があるのだから、学生が騒さわぐのは当り前とみましたか。 

 正しく見る、ということは、次の正しく思うことと非常に関連が出てくるの

ですが、こうした学生の騒乱にたいして、私共は、そのよってきた原因、結果

について、まず、己の心に問うて、正しい、自分自身の見解を持つことです。 

 正しく見る、ということは、単に、視覚的に、ものを見る、ということでは

ないのです。正確にいえば、心の眼でみよ、ということです。心の眼とは、各

人に内在する潜在意識の世界、神性、仏性の世界、守護霊の世界であります。 
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 守護霊の眼は、私共現象界の近視眼的なものとちがって、宇宙的な立場、世

界的な視野に立って見ていますので、現象界に現われた映像を正確にキャッチ

してくれます。学生の騒乱にたいして、社会制度、大学制度以前の原因につい

て教えてくれます。制度そのものは、単に、原因が結果となって表面に吹きで

る媒体の場合が多いのです。従って縁にふれる以前の原因こそ、正しく見る、

ポイントでなければなりません。 

 ともかく、正しく見る、ということは、心の眼で見よ、ということでありま

す。それには、まず、己の心に問うことが順序であり、正しい見解もそこから

自と生れてくるのであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ221 

 正しさの規準は何かというと、「公平」であるということです。 

 ではその公平はどのようにして得られるか。 

 それは、常に第三者の立場に立って、ものを見ることです。自分中心にもの

を見るからそこに偏見が生まれ、邪見になってゆくのです。 

 すなわち、正見の反対は邪険です。邪険は心のわだかまりであり、自我我欲、

自分中心から生まれます。 

 心のわだかまりはどうして生じて来たのでしょうか。 

 それは、これまで生活してきた環境、習慣、教育、思想などによって毒され

てきたためです。 

 したがって、ものを正しく見よう、公平に見ようとするには、これまでの既

成観念を白紙に戻し、全く、新しい立場から、ものを見るよう努めることです。 

 (例) 感謝について 

 年が進むにしたがって、ものに感謝する心が失われてきます。すべてが当り

前に動いており、感謝や、感動の心は湧いてこなくなります。 

 しかし、ものに感謝できない心は、もともと、どの辺りから生じてきたので

しょう。 

 誰しも子供の時代がありました。子供のときは両親から可愛がられます。両

親は子供のいうことなら大抵のことはきいてくれます。近頃は過保誰となり、

親は子供のこととなると夢中になってしまうようです。 

 両親は大抵のことはいうことをきいてくれる、わがままを通してくれる、と

いうことから、子供の心は成長するにしたがい、次第に、ものに感謝する心を

失ってゆきます。 

 学業を終え、社会に出ても、仕事をするから給料をもらうのは当然だ、課長

は係長より余計に給料を取っているから、それだけ働くのは当然だ、というこ

とになってゆきます。 

 こうして感謝の心は一向に芽生えてこないわけですが、そのもとをたどると、

子供の頃のわがままが、大人になってもつづいているからです。 

 これでは感謝の心がよみがえってきません。 
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 この地上界は、お互いに、助けたり、補い合うことによって成り立っている

のですから、感謝の心というものは、人間にとって非常に大事なものになるの

です。 

 感謝は謙虚な心をつくり、やがて、愛の心をも育てるものです。正法の出発、

そして終点は、ものに感謝することにあります。 

 すべてが当り前で当然という見方をしていては「正しくものを見る」ことに

はなりません。 

 大事なことは感謝です。感謝が基礎にないと、ものの見方は偏見を伴ってく

るでしょう。 

 このほか、親子の問題、夫婦の問題、社会生活の問題、いろいろその例題は

尽きませんが、正しい見方というものは、具体的には現れているさまざまな事

柄を深く掘り下げ、物事を正しく認識することから生まれてきます。 

 公平な見方は、そうした認識から生まれ、正しい見解に至るわけです。 

 この地上界の事象(現れているさまざまなできごと)は、すべて、人の想念、

心の動きから生じており、現れの姿はその結果なのです。ですから、ものごと

の原因は、人の心にあるのであって、現れているさまざまな現象は、原因では

なく結果なのです。 

 したがって、結果だけをとらえ、あれこれ判断すると、間違いのもととなり

ます。まず現れている結果を見たならば、その原因について、掘り下げてゆく

ことが「正見」のポイントです。 

 正見の目的は、物事の正確な判断であり、そうして、それにもとづく正しい

見解を持つことです。 

 以上を要約すると、 

一、まず感謝の心をもつこと。 

一、事象の一切の原因は人の想念、心にあって、現れの世界は結果である。 

一、既成観念を白紙にもどし、物事の真実を知るようにする。 

一、正見の反対は邪見になります。常に第三者の立場に立って、自我の思いを

捨て、正しく見る努力をするということになります。 

 

 

２．【正思】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ174 

 思うということは、考えるということである。見る、聞く、語る、という行

為に対しても、まず正しい中道の神理をもとにして、考えなくてはならない。

自己本位の考え方は、身を亡ぼす結果を生じるからである。神理である大調和

の法則に反するからである。 

 思うことは、行為につながる。心の動作である。だから不調和な思考は、想

念のフィルムに抵抗を造ってしまい、その抵抗は、自分の意識や脳細胞までも

狂わしてしまう場合がある。 
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 私達は毎日の生活の中で、自分だけ良く思われようとする心を動かしたり、

楽をしようと思い他人のことを考えなかったりする。しかし、真実でない考え

方はすべて自己保存の我欲につながっていくことを知るべきである。 

 自己主張は、自己にもどる。競争相手を蹴落とそうなどという思いは、あの

山彦に似て、己にかえってくるものだ。「馬鹿野郎」といえば、山彦もまた「馬

鹿野郎」と自分の声が帰って来るようなものである。 

 このように不調和な思いを持てば、黒い想念の抵抗を自ら強くして、己自身

の苦しみを多くして行くだけのことにすぎなくなる。相手を陥入れて不幸にし

ようと思う心は、自身の落ちこむ穴を堀っているようなものだ。「策士策にお

ぼれる」の類であり、人を呪わば穴二つ、である。またみだりに情欲について

連想することは、心の中では行為につながることになるものである。正しい自

分の心に忠実な考えを持つことが必要だ。 

 常に他人の幸福を思う心は、行為につながって行けば己にまた帰ってくるも

のである。悪い考えが己に帰ってくるように、良い原因も循環してくる。 

 多くの人々への救いの心がやがて行為につながって行けば、常に善なる思い

に満ち満ちている生活は、自分自身をより次元の高い姿に磨いて行く。 

 正しい神理に適う思いが、行為と結びつくような生活、それを実践すること

が必要である。 

 家庭内でも姑と嫁の争いをよく耳にするが、姑が嫁に対して厳しいことをい

うと、嫁は度重なる叱言に、心から嫌な姑だ、早く死んでしまえば良いと思う

ようになってくる。そうなってくると心の黒い想念は現象化され、たとえ口で

うまいことをいっても姑の心にひびくものではない。それは心から思っての行

為ではないからである。その原因は互いに自分の子ではない自分の親ではない、

という自己保存の思いがこのような結果を引き起こすのである。 

 互いに、神理に適った正しい考えを正しく語り合うことによって誠意をつく

すことである。解決はそこにある。 

 決して人に対して恨んだり、妬んだり、そしったりするような考えを持って

はならない。通じない人々に対しては「哀れな人だ、どうか神よ、救ってやっ

てください。あの人に安らぎを与えてください」と祈ってやる心が必要である。

心から正しく思うことは、さらに自分に安らぎを生み、神仏の愛に満ちた光を

受けることができるというこれは神理である。 

 

 

人間釈迦① Ｐ112 

 思うことも、自己中心になると人との衝突はさけられまい。思うことは具象

化するからである。親愛の心を持って人に接すれば、人もまたそれに応えてく

れるだろうし、食べ物も、食器も、家も、着物も、テーブルも、橋も、馬車も、

すべて「思う」ことから出発し発明化している。それゆえ、思うことが自己本

位に流れると、人と人との調和を崩し、争いの種をまくことになろう。 
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人間釈迦① Ｐ248 

 五官を通して私たちの心の中に生ずる現象、つまり思う、考えることについ

ても、偏らせてはいけない。思うことは「もの」をつくり出す原動力であり、

創造の源であるからだ。心の中で不調和なことを思い、そうして念じて行くと、

やがてその不調和を人々に及ぼし、自分にかえってくる。自己の利益だけを思

ったり、相手の不幸を決して念ずるようなことがあってはならない。常に円満

な、中道の心を持ち、怒り、そしり、ねたみ、うらみ、ぐちることなく、足る

ことを知った心の状態を心掛ければ、心は光明に満たされ、安らぎの境地に至

ることができる。 

 

 

心の原点 Ｐ118 

 八正道の冒頭にある「正しく見る」とは、善なる中道の心の眼で見よ。「正

しく思う」とは、頭で考えないで、善なる中道の心で考えよ。「正しく語る」

とは、善なる中道の心で考えたことを語るようにせよ、といっているのである。 

 

 

心の指針 Ｐ099 

 思うとは、考えることです。見る、聞く、語る、の行為の中には、正しい中

道の神理をもとにした考えがなくてはなりません。自己本位の考え方は身を滅

ぼします。すべては相互に作用し、循環の法にしたがっているため、自己保存

の想念は自分にかえってくるからです。 

 思う、考えることは、行為につながりますから不調和な思いは、想念のフィ

ルムに抵抗をつくり、その抵抗は、自分の意識や脳細胞までも狂わせてしまい

ます。 

 私たちは、毎日の生活の中で、自分だけよく思われよう、楽をしようと考え、

他人のことを考えなかったりしますが、これは自己保存の我欲につながってい

ることを知るべきです。 

 自己主張も自分にもどるのです。競争相手を蹴落とそうなどという思いは、

あの山彦に似て、己にかえってきます。「馬鹿野郎」といえば、山彦もまた「馬

鹿野郎」と、自分の声で帰ってきます。 

 思う、考えることは、創造行為でもあり、自己の運命をよくしたいと思うな

ら、まず、正しく思うことをしなければなりません。 

 不調和な思いを持てば、黒い想念の抵抗を自らつくり、苦しみを多くするだ

けです。相手を陥れて不幸にしようと思う心は、自分の落ち込む穴を堀ってい

るようなもの。「策士、策におぼれる」の類であり、「人を呪わば穴二つ」で

あります。 

 また情欲の連想は、心の中で、行為につながります。夢とかあの世の生活で

は、思ったこと、考えたことが、その結果として、ただちに現れます。現象界

においても、心の中で思ったことは、形に現れずにはおかないものです。思う
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ことは行為の前提であるが、実は、行為そのものである、ということを知らな

くてはなりません。 

 昔から姑と嫁の争いを聞きます。姑が嫁にきびしいことをいうと、嫁はたび

重なる叱言に心から嫌な姑だ、早く死んでしまえばよいと思うようになってき

て、そうなると心の黒い想念は現象化され、表面は姑に合わせ、口ではうまい

ことをいっても、嫁の心にひびくものは、姑に対する憎しみとなり、やがて爆

発し、争いになってきます。 

 子でない、親でないという、お互いのそうした感情が、姑と嫁の関係をいっ

そう面倒にしています。それというのも、双方の腹の底で、たがいに、よく思

われたい、思う通りに家の中をしてゆきたいという自己保存から抜け切れない

ために、諸々の問題を引き起こしてしまうのです。 

 正思の重要なことは、正見と同じように、第三者の立場に立って考え、思う

ことなのです。 

 相手の立場、相手の幸せを考え、調和を目的とした思いが大事なのです。 

 誤解や行き過ぎはあらためればいい。話し合って、理解し合うということが

調和の大きな前提なのです。 

 話し合ってもうまくゆかず、自分の非がどうしても認められない場合は、相

手のために祈ってやる広い心が必要です。 

 正道の目的は“心の安らぎ”であり、心の中が、思いが、いつも不安でジメ

ジメしていてはなんにもなりません。 

 相手に通じなければ、広い心で相手を包んでやることです。 

 もう一つ大事なことは、我慢と忍辱です。この両者は似ているようで大いに

ちがいます。 

 我慢とは苦しみ、悲しみを腹の中につめこむことです。自分さえ我慢すれば

家の中がまるく収まる、として我慢に我慢を重ねてしまう。我慢は病気をつく

ります。 

 忍辱とは、耐え忍ぶことですが、苦しいことを腹につめこまない、話しても

相手がわからなければ、相手の心の安らぎを、調和を神に祈るという、広く、

高い心をいうのです。 

 私たちは忍辱を学び、我慢を捨てることです。 

 正思を養うには、これまた反省です。今日一日の考え、思いは正しかったか、

正しくなかったかを反省し、過失があれば訂正してゆくことです。 

 こうしてやがて、中道に適った正思を、心の中に確立することが出来ます。 

 

 

天使の再来 Ｐ039 

 ものを思う、ものを考える場合の一つの前提は、ものを見ることからはじま

ることが多いようです。その意味で、正しく見るの次に正しく思うことが第二

番目に出てまいります。 

 通常、私共は、ものを思う、ものを考える場合に、大抵は頭を働かすことが
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多いようです。このため、その判断は、往々にして、自分の都合のいい、我田

引水におちいりがちです。 

 ところが、正しく見るところで説明しましたように、ここでも心に聞くこと

が大切なのです。 

 頭は、単に、機械室にすぎません。機械室にいろいろなことを聞こうとする

ものだから、その答えは、大抵、自己中心になってしまいます。 

 私共人間の指令室、つまり、各人の心は、それぞれの目的に応じて、正しい

考え方を生み出す中枢機能を持っており、いつ、いかなる場合でもそれ相応の

答えを用意しております。このことは、人間の体、精神が、どのような仕組み

で組み立てられているかを知れば、一目瞭然であります。 

 しかし、普通は、心に聞く、心に反省するとは具体的にどういうことか、と

いう疑問が湧いてまいりますので、この点について説明しますと、まず、日中、

カンカン照っている太陽を思い出して下さい。太陽は、善人にも、悪人にも差

別なく、その光を惜しげもなく与えてくれます。太陽がもしもこの世に存在し

ないとすれば、地球はまさしく死の世界でありましょう。この意味で太陽は地

上の生きとし生きる者の絶対の存在であり、慈悲と愛の存在でもあります。そ

の太陽が、各人の体内にも等しく、内在しております。地球からみた場合、太

陽は、東から西に没するように、常に、自然の法則にそって、しかも、中正を

守って、決して、その軌道から外れません。その太陽こそ、各人の心です。心

に聞くということは、我が身にある太陽に聞くことであります。自然から外れ

ぬあの太陽を思い出しながら、考える、そして反省するとすれば、その答えは、

必ずや自然にそった、正しい、ものとなる筈です。少なくとも、我田引水にな

ったり、ご都合主義におちいることはないと思います。自分をいったん切り離

し、客観的に、自分を見直すという立場が生じてまいりましょう。 

 正しく思う、とは以上のような意味であります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ226 

 正しく思えないのは、正見でみたように、自分の心にわだかまりがあるから

です。 

 怒りや憎しみ、しっと、愚痴、欲望がありますと、心がそれにほんろうされ、

正しくものを思うことができなくなります。 

 正しい思いとは、慈悲と愛しかありません。 

 これ以外の思いは、すべて、自我からきています。 

 怒りの感情や本能的な欲望、また知におぼれると、冷たい人間になってゆき

ます。 

 理性は経験を基礎としていますが、経験だけに頼り、ものを知る知性の働き

を無視すると、人を納得させる深い智慧は浮んできません。 

 意志は、弱くても、強すぎても困ります。弱ければ、くるくる変わるし、強

いと頑固者になります。はがねのような、強靭な意志は、心の機能が全体的に
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働き、十分にゆきわたって、はじめて、その力を発揮します。 

 心が丸く、大きく、豊かであるということは、まず、正しく思うことから、

出発します。物事の始まりは、まず、思うことからスタートを切ります。 

 この大宇宙も、神の意思、つまり、思うことから始まりました。 

 人間の生活も、思うことから、始まります。 

 ただ人間は、五体を持ち、眼でものを見ることによって、「思う」ことが機

能化するので、八正道も、正見、正思という順序になっていますが、本来は、

心が主体であり、一切の創造行為は、すべて、思うこと、考えることから生ま

れるものです。 

 人の思いは、意心伝心といって、すぐさま人に伝わります。またあの世に対

しても、同じように伝わります。 

 慈悲と愛の思いは、天上界につながり、憎しみ、怒りの思いは地獄界に通じ

てゆきます。 

 病気、災難、さまざまな不幸の原因は、正しく思わない自己本位に、心がゆ

れているから起こるのです。 

 正しく思うことは、正念と密接に関係し、特に重要ですので、正念と合わせ

て理解して下さい。 

 正見、正思の目的は、慈悲と愛を根底にした中道の思いにあります。 

 善の思いには善が返ってきます。 

 悪の思いには悪が返ってきます。 

 思いはものを創造する行為です。他を生かし助け合う、正しく思うことがあ

なたを調和させ、人々を調和させる根本です。 

 

 

３．【正語】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ172 

 語るということは、言魂となって、相手に伝わるということである。表現さ

れた私達の言葉は、相手の耳を通して不調和か調和か、いずれかの現象を生じ

させるものである。 

 すぎたお世辞や、横暴な語り方は人の心を傷つける。その原因は、結果とな

って自分にはねかえってくる。言葉は、少なすぎても多すぎても、自分の意志

を正しく人に伝えることはできない。 

 良く自分の心に問い、自分が相手の心になって語り合うことが必要である。

強い言葉は相手の心に不調和を呼ぶものである。 

 良く自動車の運転手などが怒鳴り合っていることがある。かりに相手が怒鳴

っても、自分が正しいと第三者の立場で考えてから結論が出ても、反発をして

はならない。 

 反発の心は自己保存であり、自己中心の考え方である。このようなときこそ、

正しく語り合わなければならない。争うことは、不調和な原因を作り出すこと
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になるからである。 

 相手が怒っても、善悪を良く判断して、心を動かしてはならない。正しい納

得の上で心を調和することである。怒った心は怒った人の心に帰って行くもの

だからだ。 

 そのように、「語る」ということは、自分と相手の意志とが交流することな

のである。優しい言葉から受ける感じと、はげしい語気でいわれたときの感じ

では非常に異なるものである。 

 やはり受ける、与える感じの良い方法の中に調和は生まれてくるのである。

どのような誹謗もそしりも、怒りも、心を動かさずに聞き流してしまえば、そ

の言霊は、不調和な言動者に帰るということだ。 

 しかし、なぜそのようにいわれるのかということも、反省しなくてはならな

い。もしいわれる原因のないときは「哀れな人だ」と相手を思いやれば良い。

そして「どうか神よ、あの人の心に安らぎを与えてください」と祈ることだ。

その心はすでに菩薩心の現われなのだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ112 

 ヒョウタンから駒が……という古人の経験的な教訓は、一面の真実を語って

いる。相手を見下す言葉、野卑な言葉を使っていると、いつしかその言葉に自

分の心までが犯され、相手の心を刺激し、争いの原因をつくる。言葉は言魂で

あり、生きた波動である。謙虚な言葉、いつくしむ言葉、優しい言葉、勇気あ

る言葉、思いやりの言葉など、正しく語ることの重要性は、人間が社会生活を

営むかぎり、絶体に欠くことのできない要件の一つである。 

 

 

心の原点 Ｐ118 

 八正道の冒頭にある「正しく見る」とは、善なる中道の心の眼で見よ。「正

しく思う」とは、頭で考えないで、善なる中道の心で考えよ。「正しく語る」

とは、善なる中道の心で考えたことを語るようにせよ、といっているのである。 

 

 

心の指針 Ｐ102 

 言葉は言魂といって、相手に伝わります。ですから表現された私たちの言葉

は、相手の耳を通して不調和か、調和か、いずれかの現象を生じさせるもので

す。 

 言魂とは、光と音の波動を意味します。 

 私たちの心、肉体は光から出来ています。音の波動も、また、光の波として

空間に振動して行きます。 

 心からの言葉は、そのまま、光の波動となって伝わってゆきますが、すぎた

お世辞や、横暴な語り方は、光の波動に黒い塊りを付着させているため、相手
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の心を傷つけます。傷つけた結果は、自分にはねかえってくるのです。 

 ですから、言葉は、素直な心で、相手の心になって語り合うことが大切です。

語調の強い言葉は、相手の心に不調和を与えるだけです。 

 売り言葉に買い言葉で、町中や電車の中で口論している人がよくあります。

たがいに、黒い塊りを発散させ、それを食べ合っている。心に黒い塊りをつく

り出し、拡大させています。 

 こうしたことを年中やっていますと、病気や怪我をします。心がいつも不安

定になっているからです。 

 相手が怒鳴っても、決して反発をしてはいけません。反発は自己保存であり、

反発する前に、自分を第三者の立場で見、考えてから結論を出しても遅くはな

いからです。 

 怒った心は怒った人の心に帰って行くものであり、これに心を動かしてはな

りません。 

 第三者の立場に立って反省し、いわれなきものであれば「哀れな人だ」と相

手を思いやればよいのです。そして、「神よ、あの人の心に安らぎを与えてく

ださい」と祈ることです。 

 言葉は自分と相手の意志の交流です。 

 それだけに、常に調和ある言葉を心掛け、調和ある対人関係をつくるように

しなければなりません。 

 言葉は、人によって受け取り方がちがって来ます。お年寄りに英語を交えた

り、若い人に古い話を持ち出し、長々と語られると戸惑ってしまいます。 

 「人を見て法を説け」なのです。 

 

 

天使の再来 Ｐ041 

 言葉は、日常生活に欠くことの出来ぬ流通機能であります。もしも、この人

間世界に、言葉という意思伝達機能がないとすればこの世は暗黒になっていた

でありましょう。幸いにして、人間社会には言葉があり、この言葉によって、

人と人との意思の交流がスムーズに行なわれ、調和が保てます。 

 聖書の中にも、太初(はじめ)に言(ことば)（神の意思）ありき、と記してある

通り、言葉は人間の生命でもあり、言葉は神そのものでもあります。 

 そのために、正しく語ることの重要性があらためて認識されます。 

 近頃、若い人達の間で、その言葉が乱用され、相手が目上であろうと、先輩

であろうと、勝手気儘に使われています。上長、先輩にたいしては敬語を使っ

て、相手の心になって、不調和を起さぬよう心掛けることが必要であります。 

 大事なことは、その言葉も、頭で判断せずに、自分の心に問うてから相手に

正しく語ることであります。 

 言葉にも生命があるということは、普通、言魂といって、言葉は神仏そのも

のであり、光のバイブレーションであるからです。心から出た言葉は光そのも

のになってみえます。ところが、黒い想念で発せられた言葉は、黒い塊りとな
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って相手の心を毒します。しかもその毒した塊りは再び自分に還り、還ってき

た時は、雪だるまと同じように、二倍、三倍の大きさになって還ってきます。

光の場合も同様です。従って、売り言葉に買い言葉で、感情に支配され、年中

こうしたヤリ取りをやっていますと、いつしかその人は病にたおれます。これ

は法則です。 

 よくよく気をつけねばなりません。 

 

 

心行の言霊 Ｐ231 

 通常は、思うこと、考えることは言葉になって伝わります。 

 言葉は言魂といって、光の波動であり、光の粒子ですから、その粒子を黒い

想念で汚してはならないのです。 

 怒りで感情がふくれ上がりますと、言葉はつい荒くなり、相手にも悪感情を

いだかせることになります。つまり光の粒子に黒い想念を付着させるからです。 

 それ故、正思を根底にして語ることの重要性がわかります。 

 言葉が足りない、言葉がすぎる、というのは、しばしば感情が入るからです。 

 また、誤解や不信が生じるとすれば、それは心の底に慈愛がないからです。 

 慈愛を根底として言葉を発するようにしていれば、誤解や不信というものは

おこらず、かりに、不足の言葉があっても、相手が補ってくれることでしょう。 

 そうした経験は、おそらく誰もがしていると思います。 

 言葉は、意志の疎通に欠くことのできない重要な機能ですが、心に愛があれ

ば言葉以前の言葉が相手に伝わり、こちらの意志が正しく伝わってゆくもので

す。 

 

 

心に法ありて Ｐ010 

 八正道の中に「正語」というのがある。 

 これは冷静、誠実、愛の心をもって語れということなのだ。心を歪んだまま

にしておいて語れば、その言葉は、人の心を動揺させ、混乱のモトになるから

である。 

 神は「光あれ」と言われた。すると光があった。「水の間におおぞらがあっ

て、水と水とを分けよ」と言うと、水は、水と空とに分けられた。 

 これは旧約聖書に出てくる創世記の冒頭のくだりである。天地創造は、神の

こうした言葉によって完成された。 

 これは何を意味するかといえば、言葉は神であり、言葉は生きており、言葉

は、ものを創造する力を持っていることをいうのである。 

 人の中傷をしたとする。すると、第三者はその中傷に心を動かされ、中傷さ

れている人を色メガネで見るようになろう。しかも、人の口は、それこそ、自

由に語られるので、言葉は生き物として、人の心を動揺させ、人から人へ中傷

が伝えられると、混乱は、一層深くなってゆく。 
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 善悪にかかわらず、言葉は、それ自体、生き物として生き、ものを形造って

行く。憎悪の言葉、中傷の言葉、怒り、愚痴、さまざまな悪の言葉、すなわち、

人心を混乱に導く言葉は、神がつくられたこの地上を、悪の毒で汚すことにな

る。 

 悪の言葉を語るそのときは、悪魔がかたわらにいて、その人をそそのかして

いる。 

 過日、関西での研修会の折に、悪魔に心を乱された人がいた。一部の人びと

は、その人の言葉を信じ、心が揺れた。悪魔に乱されたその人は、わずかばか

りの霊力や自分の能力を過信し、増上慢になっていた。そのため、本来の自分

を見失い、自分は真実を語っているかのような錯覚に陥り、苦悩をつくった。

幸い、大事に至らず、本人も、そして、その周囲も、平静を取り戻すことがで

きたが、私たちの周囲には、たえず魔の波動が送られ、極めて巧妙なうちに私

たちの心の中にすべりこんでくる。そうして、言葉を通して、人の心を 混乱に

陥れる。 

 忘れてはならない。私たちが平常心を失い、心が不安になり、人を憎んだり、

気が滅入ったりしたときは、心を落ち着かせ、平常心に戻るまで、みだりに語

ってはならない。言葉は、それ自体、生き物として、人の心を動かし、人びと

の行動を規制するからである。 

 

 

4．【正業】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ176 

 この現象界においての修行は、物質、経済の場である。 

 過去における修行者達は現代のように物質経済文明の進歩の早い環境ではな

かったから、生活条件もゆるやかであった。しかし、権力者により多大な犠牲

を払ったり、戦争というような不調和に、心の安らぎは常に得られなかった。

それだけに、安らぎを求める人々も多かったのである。 

 状況は異なるが、現代も己の心を失っている人々は多い。生活の智恵から生

じている物質文明に押し流されてである。しかし私達は、生活の基盤を放棄す

ることはできない。物質経済の根本は失うことはできない。生きていられなく

なる。 

 そうした中で、与えられた仕事こそ天職であり、そのために生命の保存がで

きるのであるから、努力して、成果を上げなくてはならないのである。 

 生活のための仕事に対して、不平不満の心が存在することは、すでに感謝の

心を失っているからである。もちろん正しい努力の結果に対しては、報酬の基

準が、生活経済との調和の上に成り立つべきである。生活環境における基準の

調和が崩れている場合は、己の心と良く相談し、生活できる経済の確立を、計

らなくてはならない。 

 自己保存のみによる物質経済の独占は、必ず心の不調和を起こし、これが原
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因となり他の生活環境にも不調和な結果を作り上げてしまうことになるのであ

る。あくまでも大衆の調和を根底にした正しい仕事に専念することが、本当の

修行である。その仕事にしても、社会の人々に貢献できる目的を持った、正し

い仕事を私達は修業の目的としても行なわなければならない。 

 まして、集団の指導者でもある事業体の責任者は、自我我欲を捨て、従業員

を幸福にするための目的を根底にして、労使協調の心を果たすことが必要であ

り、事業はその心によって発展し、不朽の事業にもなり得るのである。 

 新製品の開発にしても、心を悟った行ないの中から、その研究努力に対し、

より以上の霊感が与えられるというものである。 

 現代社会における労使の闘争は、不自然である。資本家も労働者も、物質的、

経済的な考えのみで、人間として、神の子としての尊厳を失っている。資本家

は経済観念の上に、より次元の高い心を悟り、自己利益の追求の仕事に終始し

ないことである。利益は労働力によって得られるのであるから、やはり報恩の

心はその労働力に対して感謝の心を示さなくてはならない。 

 感謝の心の表現は、生活の安定を保証することである。 

 また労働力の提供者は、正しい仕事の提供者に対して報恩感謝の印として、

仕事に専念し、己に足ることを知った生活の基盤を築かなくてはならない。労

使協調の精神は、闘争を根底にした協調であってはならないのである。 

 働いた金を当然のごとくもぎ取ろうとする心、行為はすでに正しい仕事とは

いえない。賃上げ交渉にしても、本来相互理解を根本とすべきである。相互の

心からの話し合いが、正しい神理なのである。 

 現代社会の歪みは、資本家も労働提供者もともに正すべきであるし、ともに

心という内面を、より正しい神理によって開発することが第一歩である。 

 

 

人間釈迦① Ｐ113 

 「仕事」は、自らの生活を助けると同時に、人々の生活にうるおいをもたら

すものである。健康で、快活に仕事ができるのは、自然の恵みと、人々の協力

の賜であろう。正しく仕事をするには、まず感謝の心が大事であろう。そうし

て、その感謝の心は、報恩という布施の行為となって実を結ぶものであろう。

地上の調和は、この「仕事」に対する心構えによって大分ちがってこよう。感

謝と報恩を軸として、勇気と努力、それに智慧が三位一体となって働くときに、

この地上はよりいっそうの豊かさをましてこよう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ225 

 社会は、分業という形態をとり維持されている。遊んで暮すことを許さない。

百姓は野菜や米をつくる。商工業者は、その商品を売って生活する。それぞれ

が持場を守って、正しく仕事に精進することが、社会生活の基本的なルールで

ある。商人や工業者、為政者が、欲につられて、正しく精進することを忘れた
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り、なまけ者が出てくると、全体のバランスを失い、貧富の差が激しくなって

くる。生産をあげることだけが仕事ではないし、独占は、もっとも大きな弊害

を伴うものだ。また、医者は病人を癒し、法律家は社会秩序を守るための番人

でもあった。 

 人生の価値は、その与えられた職場や環境を通して、調和という神の心、人

間生活をより豊かにする魂の進化に、どれほど貢献したかにかかっている。し

たがって仕事や環境は、いわば、魂進化のための手段にすぎず、これにおぼれ

てはならないのであった。 

 

 

人間釈迦① Ｐ249 

 自ら選び、与えられたその職業は、それはそのまま天職であり、その仕事を

通して、人生を学習してゆく。仕事、職業は、人生経験を豊かにする新しい学

習の場であることを忘れてはならない。職業は、人々が生きて行く上の相互依

存の大事な場であり、したがって、健康で働けることに感謝しなければならな

い。感謝は報恩となって実を結ぶ。百姓たちが野良に出て精を出し、収穫を得

ることによって家計が保たれる。報恩とは余ったものを人々に布施することだ。

困っている人々を見て、みぬふりをし、自己保存に耽る心は、自らが苦しみの

種を蒔いていることになる。仕事といっても、他に害を及ぼす仕事は正しいと

はいえまい。 

 

 

人間釈迦② Ｐ097 

 出家者が民族的に集団化されてくれば、相互扶助の生活環境を疲弊させてし

まうだろう。八正道の正業とは、そうした意味で意義をともなってくるもので

あり、正業の一つの目的が相互扶助という調和と生活環境の豊かさを求めるも

のでなければならない。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ262 

 仕事についても、正しく仕事をすることが、大事になって来ます。 

 毎日の仕事も、修行の大切な過程であり、偽りもなく、愚痴もなく、怒りも

なく、生きてゆくための手段であることを知らなくてはならないでしょう。健

康なるがゆえに、正しく仕事をすることが可能であり、仕事のできる環境に感

謝することが大事なことだといえましょう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ170 

 人間としてこの現象界に生まれたならば、生きるために仕事をしなければな

らないはずです。万物の霊長である人間は、本能のままに生きるべきではあり
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ません。 

 人間は考えを実行することのできる、偉大な智慧の持主なのです。自らの生

活を豊かにし、社会人類の幸福を作り出すためにも正しい仕事をすることが大

切です。それに害毒を流すような仕事は、自らを亡ぼすとともに、善意の人々

をも傷つける結果になるからです。 

 働く環境に感謝し、その心は報恩としての行為に結ばれなくてはならない。

円満な心を作るためには欠くことのできないそれぞれの特技を生かした、正し

い仕事をすることが大事だといえましょう。 

 

 

心の原点 Ｐ118 

 「正しく仕事をなす」ということは、与えられたその職務に対して、忠実に、

義務と責任を果たすということである。 

 この場合の仕事とは、単に表面的に、量的に人より多くなしたということよ

りも、人々の幸福を願い、働く環境そして提供者に感謝し、その感謝の心を、

行為によって報いるということなのだ。 

 働く環境を提供している人々は、また働く人々に感謝の心を持ち、相互に、

より良い生活の安定と、心の調和をはかり、報い合うことが大切なのである。 

 そして、自らの義務と責任を果たすこと。 

 たとえ、仕事の量は少なくとも、心から出た奉仕の行ないのほうが、神はよ

り以上に喜ぶだろう。 

 なぜなら、この世は、魂の修行のためにあるのであり、仕事そのものは、魂

の修行の材料にすぎないのである。 

 むろん、質と量が、相ともなえば、これに越したことはないだろう。 

 しかし、神仏の眼は、あくまでその質に重点をおいていることを、私達は忘

れてはならないだろう。 

 昔から、長者の万灯より、貧者の一灯という言葉がある。心からの行為、そ

れをいったものだ。 

 資本主義もマルクス主義も、物質と経済が基準になっているため、心はない。 

 私達の本当の幸せは、果たして経済だけであろうか。 

 経済だけに幸せがあると考えている人々は、本当に、心の貧しい人間である。 

 人間が造り出した貨幣経済というものが、いろいろ不安定な問題を投げかけ

ているという事実から、私達は眼を避けてはならない。そして、その事実から、

真実の幸福とはどこにあるかを考えなければいけないのだ。富ばかりが人生で

はない。 

 

 

心の指針 Ｐ104 

 私たちのこの地上での目的は、魂を磨くことと、仏国土ユートピアを造るこ

とです。 
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 正業とは、この目的に適ったものでなければなりません。 

 感謝と奉仕、そして、より大きく、豊かな心と魂をつくる場が仕事のはずで

す。 

 こう考えますと、正業の在り方はまず心を豊かにすることにあり、仕事は己

の魂の経験の範囲を広げてゆくことになります。 

 ペテロはイエス・キリストの第一の弟子として後世に名を遺しましたが、そ

のペテロは、当時は漁師でありました。学問に縁が薄かったために、伝道には

随分と苦労しました。そこで今世は学問をみっちりと学び、魂の経験を広げて

ゆこうと、今世は学者の道を志したのです。元東大総長の故矢内原忠雄氏が、

かつてのペテロであったのです。 

 こういうと人はそんなバカなと、いうかも知れませんが、同氏が書き遺した

「イエス伝」を見れば、当時の経験がなければ書けないような個所が随所に見

られます。 

 このほか現代の著名人の中には歴史上に名をつらねた人がおり、あの人がこ

んな仕事を、という例が非常に多い。 

 普通は前世の職業が今世につながっている人もありますが、百八十度ちがっ

た職業を持って今世を送る人も多いのです。 

 このように職業を通して、己の魂の経験をより豊かにし、広い心を養うこと

が正業の第一の目的なのです。 

 第二の在り方は、職業を通して、人びととの調和をはかることです。自分を

含め、人びとの生活を守ってゆくことにあります。 

 南方の原住民のように、一から十まで自給自足をする時代は過ぎました。し

かし原住民でさえ、男女の役割が決まっており、男は狩りに、女は子供と食事

の用意をするように、やはりそれぞれの分担があるようです。何もかも一人で

生きることは、事実上不可能ですし、社会生活という永続性を持った生活は一

人では期待できません。それぞれが持ち場を守り、その分を果たすことによっ

て自分も生かされ、他をも生かすことになるのです。 

 職業に就くということは、自分を生かすばかりか、他の人びととの協同生活

に欠かせない役割なのです。 

 私たちの肉体の機能を見ても、心臓は心臓として、胃腸は胃腸の働きを果た

すことによって体は維持されます。心臓や胃腸が勝手に動き、持場を放棄すれ

ば、私たちの肉体は一日として保つことは出来ません。 

 職業とはこのように、自分を生かし、他をも生かす大事な場です。 

 第三の在り方は、奉仕です。 

 私たちが健康で働ける環境にあるということは、自分を生かし、さらに他を

も生かす原動力となるものです。 

 職業の第一の目的が魂の経験の範囲を広げてゆくことにあれば、健康で働け

ることは神の偉大な慈悲があるからであり、感謝と報恩の行為こそ正業の第三

の在り方のはずです。 

 こうみてまいりますと、職業の在り方、仕事の目的がハッキリしてきたと思
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います。ところが現実はどうでしょうか。利益のためなら人を押しのけても無

理押しする。公害が出ようが、人が苦しもうが、最少の費用で最大の利益を挙

げる、それが企業目的になっています。 

 消費は最大の美徳とかいって、地球資源の乱獲に狂奔し、将来の人類の生存

のことなどあまり考えずに、儲かればいい、自分さえよければよいというのが

これまでの企業精神のようでした。 

 さらには労使の争い。労働者も人の子、食えるだけよこせと経営者に迫る。

賃金と物価はニワトリ・卵の論議のごとく、年々エスカレートし、労働者の生

活福祉を目的とした組合運動は、ここへ来てようやく反省期に入ろうとしてい

ます。 

 経営者と労働者の対立は、やがて経済全体のバランスを失う要因をはらんで

います。 

 企業エゴ、個人エゴが正業からみた場合、いかに人類全体の破壊行為につな

がるか、魂の前進にブレーキをかけているかが、これで明らかになるでしょう。 

 物を主体にしたものの考え方は、必ず破壊につながってゆきます。 

 心を中心とした物心両面の考え方こそ、私たち人類の調和の基礎でなければ

なりませんし、人類が永遠の平和を望みたいならば、ウソのいえないその心を

大事にし、その心をもとにした生活が大事なのです。 

 

 

心の対話 Ｐ182 

 転生の過程においては、必ずしもその能力に合った仕事をするとはかぎりま

せん。自分の心をより豊かにするために、これまで経験もしない仕事に就くこ

ともあります。 

 そうして、その仕事を通して人生の目的と意義とを発見し、全体の調和に役

立ててゆくのです。 

 仕事－職業というものは、己の魂をより大きく豊かに育てるための媒体です。

職業そのもの、仕事そのものに目的があるわけではありません。 

 またたいていの人は多くの人びとに迎えられ、地上の喝采に心を奪われます

が、神の意思と地上の喝采とは必ずしも一致しません。人びとの喝釆には好き

嫌いの感情があるでしょう。 

 群集心理の作用もあります。風俗習慣、その時々の思想など、さまざまな要

因がからみ合って、地上の喝釆は生れてくるものです。つまり地上の喝釆には

不純なものが非常に多いということです。 

 

 

心の対話 Ｐ190 

 男子であれば誰しも生涯の仕事を発見し、そうした仕事に打ち込みたいと願

うのは当然です。仕事はやはり男子の生きがいであり、仕事が中途半端になり

ますと、生活が乱れ、家庭や周囲を不幸にしてしまいます。 
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 ところで、仕事はなんのためにするのか。仕事のための仕事か、生活のため

の仕事なのか、それとも自己満足のそれなのかということですが、根本的には、

まず己の魂を磨き、より豊かな広い心をつくり上げていくことであり、第二に

は、仕事に励むことによって全体の調和をはかる。三番目はその調和をはかる

ために、仕事を通して人びとに奉仕するということです。 

 この三つの事柄について、細かく説明するスペースがありませんので省略し

ますが、仕事に執着を持ったり、仕事の鬼になったり、好き嫌いの感情が先に

走ることは、正業（正しく仕事をなす）の精神からみると、相反するわけです。 

 生活のために生涯の仕事に就けないという悩みは、たいていの人は一度は通

過しなければならない関門のようです。早くから自分の才能が発見され、その

才能を生かせる人はごくマレだからです。また、早くから才能が発見されたと

いっても、晩年、不遇のうちに世を終える人もあります。 

 元来、才能というものは、自分の意にかなっていないと思われていても、現

在の仕事に励むことによって、その仕事のなかから生まれてくるものであり、

生涯の仕事は、そうしたところからしばしば発見されるものです。現在の仕事

をおろそかにする者は、生涯の仕事に就くことすらできないでしょう。なすべ

きことをなしていると、その仕事が不向きであれば、やがて、自分に向いた仕

事に就くチャンスがめぐって来ます。あせらず、怠らず、現在を正しく生きる

ことです。 

 

 

天使の再来 Ｐ042 

 まず第一に、与えられた仕事に責任を持つこと。第二は、他に迷惑をかけな

いこと。第三に、万物は神のものであり、いやしくもこれを独占するようなこ

とがあってはなりません。第四は、万人のための正しい行為ということが重要

でありましょう。 

 仕事というと、いかにも一つの作業行為ということが連想されますが、この

場合の仕事とはそうした作業を含めた、作業を通した人間行為の在り方を、こ

こではいっているのです。 

 従って、第一と第二は、これは当り前のことでありますが、第三と第四につ

いては、説明を要しましょう。 

 まず、万物は神のもの、という意味ですが、これは、般若心経の色即是空、

空即是色の例がもっとも分りやすいと思います。色とは、現実社会、この現わ

れの世界、現象界を指していいます。空とは、実在の世界、つまり、あの世で

あります。人によっては、あの世はないと思っておりますが、あの世は、今も

昔もかわりなく、実際にあります。むしろ、あの世こそ、本当の世界、本当の

社会ですから実在界ともいいます。そこで、色即是空とは、この現象界は、実

在界の投映、つまり、現象界という言葉は、象の世界、形の世界、写し出され

た世界、映画のスクリーンという意味ですから、その本元、映画のフィルムは、

あの世にあるのだ、といっているのです。 
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 次の空即是色とは、それ故に、この現象界は、眼に見え、体にふれて、いか

にも、実際に、ものが実在するかのように感じますが、本当は、あの世から写

し出された世界でありますから、ある年月が立つと消えてなくなってしまうも

のだといっているのです。かつて栄えたローマの都もギリシャの文明も、今日

では、その形骸をとどめるのみであり、現象世界の浮き沈みを物語るよき参考

資料といっていいでしょう。 

 このように、現象界はまことにはかなく、無情でありますが、現象界が実在

界の投映であり、本来、あるように見えていてなにもない、本家本元は、実在

界、空の世界、心の世界にあって、それは又、見方をかえれば、心の世界は神

仏の世界でありますから、現象界に写し出された諸々のものは、「神仏のもの」

という考え方が成り立つと思います。 

 私達の生活は、このように、実在界から一時お預りして、成り立っているわ

けですから、いやしくも、これらの物を独占するようなことがあっては、なら

ないということであります。 

 第四の万人のための正しい行為というのは、こうした空即是色の考え方に立

てば、その作業行為も、おのずと慈悲と愛の中から自然発生的に生れ出てくる

と思います。この世は魂の修行の場であり、そのうえ、なにもない世界であり

ますから、仕事の量がその人の価値を決定するものではなく、仕事を通じて、

己の心が、神仏にどう調和されたか、万人のための仕事として為し得たかどう

か、万人のための調和にどう寄与したかが、その人にとって、重要な位置づけ

となるのであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ233 

 地上界のあらゆる生物は、働くように仕組まれています。動物も植物も、そ

して、鉱物さえも、この地上の生きとし生けるものに、その体を提供していま

す。 

 人間の場合も、その点は老若男女を問いません。幼児は乳をのみ、眠ること

が勤めです。それによってやがて、成人し、次代を背負う、大事な働き手とな

るのです。 

 学生は学校で学問を学び、社会人は社会のために働きます。 

 主婦は家庭にあって子供を守り、夫の仕事が円滑にゆくよう、安らぎの場を

与えるものです。 

 安らぎの安の字は、ウ(ウかんむり)に、女と書きます。ウはもともと家のウ

からきており、そのウに女が加わると、安、つまり、その周囲は安らぎとなる

のです。 

 男は、田とカが合わさって男となります。男は外に出て田畑で仕事に精を出

す。女は、家庭にあって安らぎの場を提供します。 

 男性が女性に美を求めるのは、美は安らぎの象徴であり、女性が男性に求め

るもの、カは、たくましさの象徴だからです。 
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 男女の性が、それぞれ機能するところによって、人間社会は円滑に回転しま

す。 

 働くということは、人間としての義務であります。同時に、職業に就き働く

ということは、人びとに必要なものを提供することを意味します。職業のない

者、働くことの必要のない者は一人もいないはずです。 

 今日の社会生活はそれぞれがその業務を分け合い、たがいに、その生活を補

い合い、助け合っています。すなわち、分業化によって、それぞれの生活を支

えているというの が実情です。 

 私たちが仕事をし働くということは自らの生活を維持し、人びとの生活を支

えることです。ですから、それは愛の行為につながるのです。 

 愛は他を生かすことであり、助け合うことです。 

 仕事をし、働くことは他を生かすことですから、愛の行為なのです。 

 仕事をし、職業に就くことが愛の行為にもかかわらず、社会がこのように混

乱するのは、仕事を単に金儲けの手段と考え、人はどうでも自分さえよければ

いいと思うのが、原因です。 

 ですから、今日の多くの人びとは正しく仕事をしているとはいえないでしょ

う。 

 正業の在り方は、この地上界の調和に役立てることであり、その基礎は愛で

あり、奉仕の心なのです。 

 戦後の企業は労使の対立が深まり、常に争いと混乱が絶えません。一部の指

導者や扇動者は、文明の発達と社会の進歩は、こうした闘争の中から生まれる

とみています。が、とんでもないことです。 

 人間は、文明や科学技術のドレイではありません。人間のための文明や社会

の進歩であって、進歩のために人間があるのではありません。 

 闘争はどこまでいっても闘争であり、平和はきません。平和のない文明なら

そんな文明は必要ありません。 

 労使の対立が激しい企業ほど不調和であり、やがて倒産へと発展してゆきま

す。企業が倒産すれば労使ともども生活に困り、家族は路頭にさ迷うことにな

ります。 

 労使の対立はどうして起こるか、それは、組合も使用者もたがいに自己主張

してゆずらず、それぞれが自己保存の中に埋没しているからです。使用者はで

きるだけ賃金を払うまいとし、労働者はより以上の賃金を獲得しようとします。

これでは両者の争いはエスカレートせざるを得ません。 

 労使が裸になり、常に対話の姿勢を持つならば、こうした争いというものは

起きません。 

 経済社会がどんなに合理化されたとしても、お互いに汗して働かなければ、

生活に必要な物、つまり衣・食・住は得られないのです。 

 経済の合理化とは分配の公平にあるわけですが、分配の公平はまず人間尊重

の対話からであり、対話の前提は自己保存による自己主張をまず捨て、人間本

来の目的と使命を自覚したところからはじまります。物事は対立を通しては、



490 

 

決して満足な結果は得られません。 

 こうした意味で、まず、人間とは何か、人間はどこから来てどこへ行くのか、

ということを理解することが必要です。 

 人間は経済のドレイではありません。 

 人間は己の魂を磨くために、この世に生まれてきています。 

 それぞれの職業、役割というものは、そのときどきの自分の魂を磨く材料、

環境であるということを知る必要があるでしょう。 

 すでに、これまで既述してきたように、人間の魂は転生を輪廻し、あるとき

は王として、君臨し、あるときは一介の農夫で身を粉にして働き、あるときは

医者として人びとを救って来ました。そうして今世は一介の労働者であり、経

営者の立場に立っているわけであり、そうした立場は、己の魂をより広く、豊

かに育ててゆくためのものであり、対立や争いにあるのではないのです。 

 人間はみな兄第であり、友です。 

 こうなりますと、一つのパイ(物) をめぐって相争うことの愚が理解され、互

いに愛をもって、助け合う、他を生かすことの意義を見出すことでしょう。 

 こうした意味から正業とは、次の三つの目的から成り立っています。 

 一、魂の修行 

 一、地上界の調和 

 一、奉仕 

 すなわち、人間の魂(心)は転生を輪廻して行くものですから、現在の環境、

立場は自分の魂を磨いてゆく修行の場です。 

 地上界の調和とは、そこに住む人びと、それぞれが、職業を持ち働き、自分

の生活を保持し、人びとの生活を維持するということなのです。つまり、働く

ことは地上の調和に役立っているわけです。 

 次に、その調和というものは、各人が人びとに奉仕するという愛の心が根底

になければなりませんし、調和は愛の心によって支えられるわけです。 

 

 

心に法ありて Ｐ003 

 経済は人間生活の手段であって、目的ではない。我々の目的は、仕事を通し

て、その魂をより豊かに、広く磨くことであり、そうして、その心を地上に反

映させることにある。すなわち、他を生かす愛の仏国土をつくることである。

現在の危機は、その反作用というべきであろう。 

 

 

正法と経済 Ｐ008 

 正業とは、正しく仕事をすることをいう。 

 私達の仕事は生活と直結し、仕事と生活というものを切り離して考える事が

出来ない。したがって正業の在り方は、そのまま、生活の在り方にもつながっ

て来よう。 
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 また、今日の経済社会が利潤追及のシステムの上に組み立てられ、神の子で

ある人間の目的からすると、これはまったくの反対行動であり、そうした意味

からも、正業の在り方は、私達人間の一日における生活活動全体を規制すると

いうことにもなってくるだろう。 

 正業には三つの目的が秘められている。 

 己の魂を豊かにする 

 調和 

 奉仕 

 の三つである。 

 まず、一について説明しよう。 

 私達は次元の異なるあの世からこの世に出生してくるときには、一人も例外

もなく、こんどは医者になって病に苦しむ人びとを救ってこよう、あるいは商

人となってさまざまな財を人びとに分け与えてこようといって出生する。 

 出生の目的は人生の経験を、職業を通して、仕事を通して積んでいくのであ

る。 

 経験は魂の輪を広げ、心を豊かにして行くものである。 

 私達は経験のないものを理解することは困難である。 

 善の素晴らしさ、悪の醜さというものは自分に経験がないと本当に知ること

は出来ない。 

 人殺しや犯罪者の心理状態は、これらを経験しないと理解できないかという

と、本当は理解出来ないものなのだ。 

 自分がその局面に立たされ、追われる身となって、世間をはばかった生活を

することによって、はじめて悪の愚かしさ、悲しさ、醜さを知ることが出来よ

う。 

 人間はもともと集団の中で互いに手を取り合って生活して行くように仕組ま

れている。世間をせまくした孤独の生活というものには人間は堪えられないの

である。 

 宗教や哲学に興味を抱く人々の魂は、たいていはこうした人生の明暗の生活

をくぐり抜けて来た人々が多いといえよう。 

 いうなれば、魂の経験が多く、さまざまな仕事を通して現在ここに立ってい

るからである。もちろんその経験というものは、何も今生のそれをいうのでは

ない。長い転生輪廻の過程において、そうした経験が、ものの真実に近づき、

人間に対する理解に度合いを深め善に喜びを見出すことが出来るようになるの

である。 

 私達の身近な五十年、七十年の人生についても、そのことが言えるのではな

いだろうか。 

 人生経験の乏しい小学校一年生に、四十代、五十代、あるいは老人達の悩み

を解決する能力を求めようとしても、それはもともと無理なことではないだろ

うか。 

 少なくとも、これらの人達を納得させるには、納得させるだけの説得力と、
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にじみ出た経験が必要になるだろう。 

 そうした能力というものは、やはりいろいろなことを学び、さまざまな苦楽

の経験がそうした能力を引き出して行くものであろう。 

 魂のキャバシティ（容量）はこのように、さまざまな職業、仕事を通して、

はじめて、その豊かさなり、広がりを示して行くものであり、やがてその魂は

宇宙大にひろがり、神の心に触れ合うように進んでいくものである。 

 人間の出発が神の意識から分かれ、そうして、神に帰って行くのは、人間に

与えられた天命なのだ。目先の安住を求めて、そこに何時までもとどまること

は許されない。 

 それは各人の魂が今世と訣別し、あの世に帰った時にはっきりと理解されよ

う。 

 勿論、ある次元にとどまる魂についてはそうした人間の天命を知ることがな

く、地上界に執着し、魂の前進を遅らせる者も数多く存在するが、しかし、そ

れでもやがてはそれを知り、再び、地上界に出生し修行し、悟って行くもので

ある。 

 こうみてくると、この地上界における職業仕事というものは、それ自体に目

的があるというより、各人の魂の経験を積むためのよきパートナーであり、手

段ということになるだろう。 

 職業に貴賎はないし、職業によって人格まで評価することはこれまた全く愚

かなことといわねばならない。 

 前世は名もなき一介の市井人であっても、今世は歌手や俳優となって世界的

に有名になった者もおれば、その反対の者もいる。 

 ペテロという人はイエスの弟子として有名である。 

 そのペテロは二千年前は貧しい一介の漁夫にしかすぎなかった。 

 イエスの意志をついだが、伝道には学問の貧しさから随分と苦労したようで

ある。 

 そこでペテロは、こんどは地上に出生した折りは学問をみっちりと学び、事

物の理解をふかめたいと学問の道にはいり、東大の総長までになった。 

 イエス伝を遺して他界した矢内原忠雄という人がかつてのペテロである。 

 こうした、例は非常に多いし、前生の仕事を今世でも為しつつある人もいる

が、大抵はちがった職業に就き、その仕事を通して、人生体験を深めている。 

 私達の一日の仕事の量というものはほんのささいなものに過ぎないだろう。 

 その意味では五十年、七十年の短さを痛感する。 

 仕事や職業に、人生の全部を賭けようとすれば、大抵は悔いだけが残ること

になるだろう。 

 しかし仕事を通して、人生に目的を見出し、人間としての価値を希求する者

には満足と喜びが与えられるだろう。 

 価値ある行為というものは、より多くの人々に、どれ程の喜びと人生に生き

甲斐を与えて来たかにかかっている。 

 仕事をより多くすることは社会にたいして大きな貢献をしたことになるが、
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神の眼から見た場合は、仕事の量よりもその質のほうがずっと重要視されるの

である。 

 秀吉という男は、天下を平定したが、しかし、それは極めて表面的なことで

あって、彼の死後は再び戦乱が起こり、人心は再び動揺した。 

 社会を安定し、生活を豊かにすることは大事なことだが、それを裏づける心

の安定がもっと大切なことを、歴史が教えている。 

 物質のみに走った栄耀栄華は砂上に建てた楼閣のように長くは続かないし、

人心を真に安定させることは出来ない。 

 人心の安定と生活に喜びを与えるためには、神の心に適った物と心のバラン

スのとれた中道以外にはないのである。 

 中道の根底にあるものは心である。神の意識である。 

 その意識を根底にして、物と人心とのバランスが図られることが地上に住む

者の在り方でなければならないのである。 

 それにはまず、なんと言っても人間の目的が調和にあり、仕事というものは

各人の魂のキャパシティを広げていくものであるということを理解する必要が

あるだろう。 

 仕事の量より質が重要だということは、この地上界の人類の歴史が五官六根

に左右され勝ちであり、五官六根の苦闘の歴史であったからである。 

 否、この事はこれからもまだ続いて行くであろう。目先の利に追われ、食う

に困れば力づくでも奪い取るというのが地上界の意識である。 

 アラブの石油問題が米・ソの利害が一致し、戦争より話し合いが自国の利益

になると、米・ソが判断すれば戦争にまでは発展しないのである。 

 すべてが物質的な利害によって動いている。 

 利害がこわれれば戦うしかないのが地上界を蔽っている人類の考え方だ。こ

れでは物心両面の調和ある社会は成就できない。 

 そこで、物に走っている人々の心が、魂の転生を知り、永遠の生命体である

己のいのちを理解するよう、神は作用、反作用という法を通して教えている。

しかしそうした中にあって、心に灯をかかげた人々にたいしては慈悲の光を与

え続けているのである。 

 こういうことで、まず私達は、職業や仕事そのものに正業の意義があるとい

うよりも、正業の第一の目的は、そうした仕事を通して己の魂をひらき、経験

をより豊かにして行くことなのである。 

 正業の第一の目的は己の魂を豊かにするためにあった。 

 それは食うためではなく、生活を通して『空』の実在を認識し、正業の第二

の目的である人々との相互の調和に役立つことであるわけである。 

 調和の意識―─めざめは、『空』の真実を理解し、あるいは自覚することに

よって、より促進されてこよう。 

 調和とは何か、それは私達の地上での生活を真にエンジョイするものでなけ

ればなるまい。仏国土、ユートピアの社会は、調和された社会である。個の意

識は全体の意識に結びついた社会でもある。 
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 私達の自然的生活環境は、すべて神の慈悲によって、相互に生活が成り立つ

ように仕組まれている。太陽の熱、光のエネルギーによる生物の成育、動、植、

鉱の相互依存の関係というものは、神の慈悲によって生じた調和された関係な

のだ。 

 もし私達の周囲に、植物が一つもなく、荒漠たる砂漠のみとしたら、私達の、

つつがない生存は許されないであろう。植物は私達に食べ物を与え、酸素を供

給し、色彩に変化を与えて、生活に喜びとゆとりをもたらしている。 

 鉱物の普遍的価値については論をまつまい。私達が立っている大地、水、そ

の他必要な供給物資は、すべて天然の鉱物資源から供給されている。 

 自然的環境というものはこのように、私達の生活に必要なものを与えている。

しかし、一方において、私達人間も、植物、鉱物にたいして、彼等が成育でき

る環境や価値を生みだしている。 

 植物の生育には私達が吐き出す炭酸ガスが欠かせない。また私達の排せつ物

は植物の肥料になっている。今日では、農耕肥料は化学化されて、私達の排せ

つ物は末利用資源として処理されているが、しかし、こうした状態が私達の人

体に今後どのような影響を与えるか、やがて体質の変化や遺伝子としての問題

を投げてくるのではあるまいか。 

 鉱物がそのまま大地に眠り、末利用のまま放置されていてはその価値は半減

されてしまう。人間や動物の生活に生かされるだろうか。利用されて、はじめ

て鉱物資源としての生命がよみがえってくるといえよう。 

 問題は、こうした資源が人間の恣意にもとづいて乱獲され、鉱物資源相互の

バランス、循環の利用が無視されてくると、地盤沈下や海水汚染、空気の汚染

にもつながり、人間の生活それ自体に大きな問題を与えてくる。このことにつ

いては後述する現代経済社会の中で述べてゆきたいと思うが、ともかく、私達

人間と自然の環境というものは、こうした相互の作用によって調和されている

のだ。 

 すなわち、たがいに補ない合い、助け合って、その生存を許し合っているの

である。 

 正業の目的である私達人間相互の関係も、大自然が教えている調和ある生活

が、正業の第二の目的でなければならない。 

 現代社会は、百年前、千年前のそれとは異なり、専門化され、分業化されて、

単独では生きられないようになっている。 

 もともと人間は集団の中で生活し、集団から外れて、勝手気侭に生きられる

ようには出来ていない。 

 このことは独り人間のみではなく、各種の動物も集団生活の中でその生存が

許され、植物も鉱物もこの点は変わらない。 

 石炭や石油、金、銀、銅などの鉱物資源は決まってある一定の場所に塊まっ

て眠っている。だからその資源を掘りつくしてしまうと、他の塊まった場所を

探し求めなければならない。 

 集団生活は自然の摂理だからである。 
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 人類創生のその出発も、旧約聖書にある通り、アダム（男）とエバ（女）の

複数からはじまっている。 

 このように私達は複数の中で、集団で生活することによってのみ、子孫を残

し、歴史がつづられるのである。 

 ロビンソンクルーソーのように、単独の生活を望んだり、あるいは風流人を

よそおい、自己陶酔におちいるのも、またヒッピーに人生の生甲斐をもとめる

ことも、何れも調和という自然の摂理からすると離れることになるし、これで

は人類は死滅するほかはないのである。 

 ことに現代は、分業化が進み、誰も彼も自給自足の生活が望めなくなって来

ている。これは人類の増加につれて、経済システムが合理化され、生活内容が

向上されて来た結果にほかならない。 

 経済生活の原則であり、そして、よりゆとりある文化生活、精神生活を求め

るために私達は最少の費用で最大の効果をあげる努力はこれからも続けられる

であろうし、この原則は、いかなる社会にあっても変わることはないだろう。 

 こうみてくると、私達は自分の生存を保つためにも、仕事を通して、他を生

かしながら生きて行かねばならない。 

 職業に就き、仕事をして行くことは人間として当然の義務であり、責任であ

ろう。 

 さまざまな職業に就き、その道に励むことは、自分を生かし、他を生かすこ

とにほかならない。 

 そうしてこうした行為そのものは、全体を生かす調和の基礎となるのである。 

 すなわち職業に就き、仕事を為して行く事は、自然の摂理である助け合い、

補い合い、許し合う愛の行為につながる。 

 男女の和合を愛というのは、たがいに足りないものを補い合い、助け合うこ

とを意味しているからであり、仕事を通しての愛の行為とは、その仕事に自分

の能力を出し切り、他を生かすことなのである。 

 調和といい、愛という言葉は、極めて抽象的な概念として、これまでは掴み

難いものとうけとられてきたようだが、大自然が示す摂理を紐解いて行くと、

調和も愛もその真意は誰でも理解が出来、行為の上に表わして行くことができ

るものである。 

 イエスが愛を説いた。愛を説くには説くだけの理由があった。その重要な理

由としてはイスラエルを中心とした中近東地区は当時も不毛の地であり、生活

が苦しかった。その貧しい生活を互いに分け合い、生きて行くには、愛という

助け合う心と行為が必要だった。人間として、心を豊かに、広い心をつちかっ

て行くには、たがいにはげまし合い、許し合う心の触れ合いがどれほど大事で

あり、それがまた神の心につながり、自然の摂理に合致した生き方でもあった。 

 愛の行為は私達地上における光なのである。生きる道標なのだ。 

 仕事も愛の行為の表われでなくてはならない。 

 ところが現実はどうであろうか。私達の経済生活は欲望を中心として動いて

いる。自分さえよければ他はどうでもという自己保存が愛の心を小さくさせ、
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エゴが人間社会を包んでいる。 

 労使の争いにしても、それぞれの立場で、どうして、こうも主張が変わって

くるのかと思われるほどちがってくる。 

 ひと頃組合活動は政治的色彩がどんな小企業にも強く働いたようだ。最近で

はこれが政府関係機関企業に集中されてきたようである。年々戦術も変わり、

巧妙になってきているが、その目的が経済目的か政治目的かによって、争議の

内容も大分ちがってこよう。 

 どちらに比重がかかろうとも、争いによる平和は望めないものだし、組合活

動が労働者の生活向上が目的なら、まずもって使用者側の理解を求めることが

必要だろう。労使の争いは、使用者側にも責任があるし、使用者のエゴに大き

な原因があろう。 

 アメリカで自動車王となったフォードは、車の販路を広げるために、自社の

労働者に思い切った高給を支払った。三カ月の給料で自社製の車一台を買える

ようにしたのである。当時としては破天荒なやり方であった。ところが、これ

によってフォード社の需要はグングン伸び、またたくまにアメリカ市場の八割

を占めてしまった。 

 フォードの経営理念はどこにあったかというと、利潤をあげることより奉仕

にあった。独占より平等を求め、金持ちの独占物であった自動車を大衆に分け

与えることを念願とした。 

 当時は、自動車は金持ちでなければ買えないし、乗ることも出来なかった。

金持ちだけを相手にしても会社は十分経営出来た。しかしフォードはそれをし

なかった。 

 フォードは晩年、自動車王となっても奢る心を持たず、自ら薪を割り、靴を

磨いた。自分の身の回りことで自分で出来ることは人任せにすることをしなか

った。 

 一九〇九年、わずか一万台の生産台数であったものが、一九一四年には二十

五万台に達し、アメリカの自動車市場の過半を占めるに至った。 

 私達は単独では生きてはいけない。動物も鉱物も、集団の中で互いに助け合

いながら、それぞれの持ち場を守り、その持ち場を十全にはたすことによって

のみ、全体に寄与することが出来る。全体に寄与することは、とりも直さず、

自分自身をも寄与してくるのである。 

 正法は私達に何を教えているか、それは生活の正しい循環であり、正しい循

環は、一人一人が奉仕の心を持って、与えられた持ち場を守り、全体を生かす

ことにある。自分さえよければよい、生きているのは自分だけと思うようにな

ると、私達の生活の歯車は自分を苦しめ、他をも苦しめることになる。 

 八正道の正業の第一の目的は自分の魂の輪を広げていくことであり、第二に

全体の生活を豊かにすることであり、第三に、奉仕の精神につながることでな

ければならない。 

 既にこの論文の冒頭に述べたように、八正道の正業とは、①魂の修行 ②調和 

③奉仕の三点にしぼられる。 
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 これ以外に正業の在り方を求めようとすると、必ず欲望につながっていく。 

 欲望につながると、現代と同じように歪みが生じ、混乱が絶えないことにな

る。 

 既述したように、アダム・スミス以来の資本主義経済は、人間の欲望を基礎

として動いているので、これでは行き着く先は飢餓しかないだろう。なぜ飢餓

しかないかといえば、地球資源には限界があり、欲望のままに放っておけば、

これらの資源は食い潰されてしまうからである。 

 さらに問題は人口の異常増加が挙げられ、これも放っておくと食糧と人口と

のバランスを失い、戦争と人口絶滅という二度と再現できない地上の楽園を失

うことになる。 

 したがって、経済問題は正業という人間本来の姿にかえって、共同社会の楽

園に向って駒を進めてゆかなければならないことになろう。 

 

 

5．【正命】 

 

心の発見(神理篇) Ｐ182 

 私たちの肉体は人生航路を渡る舟であり、この舟の支配者は意識、すなわち

魂である。この魂は、神仏の子としての本性であり、私たちは神の体の中にい

るのである。この現象界において、永い転生輪廻の中で造り出してきた業の想

念は、私達の意識の中に記録されている。それを、神の子としての正しい想念

によって調和することが修行なのである。 

 業想念とは、私達が常に心の中に想像している不調和な自己保存、自我我欲

の姿であり、過去世においても持ち続けていたものである。それは、行為につ

ながって行くもので、自身が反省することによって見いだすことのできる欠点

である。また調和もできるものなのである。 

 人間は、眼耳鼻舌身意の六根によって惑わされる。過去世の悪い業の種も、

そうした惑いから起きる。心は私達の肉体を支配している意識の中心で、自己

には絶対に忠実であり、嘘をつくことはできない。ところが人間は、他人には

都合が悪いと嘘をつく。そうした自己保存によって、より大きい業を造り上げ

てしまうのである。 

 私達は、眼で見た現象面のみで判断をくだしてはいけない。正しく見る心の

修行、そうした構えで、的確な判断をし、中道の考えの中から出た調和の心に

よって結論を出すことが必要なのだ。 

 たとえ人の噂を耳にしても、自身でその原因と結論を判断するような生活が

必要であり、肉体の五官のみで判断してはならない。肉体的な諸現象のみでは、

正しい生活をすることはできないのである。 

 正しい神理に適う、各人の心の悟りが社会集団を構成し、その中から調和の

とれた相互関係が生まれてくるのである。正しい生活の中で、対人的な嘲笑や、

恨み、妬み、そしり、怒りなどの思いは滅せられて行く。大自然の無限の慈悲
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に対しての報恩の心と行為が、平和な安らぎの光を、人類の上に現象化して行

くのである。 

 神仏は、万象万物を、すでに人類修行の場として与えているのであるから、

祈るよりは感謝の生活を具現することが大切なのである。己自身の魂が、実践

行為による努力をしない限り、神理に適った修行はできない。すなわち修行は、

一秒一秒の連続の中の正しい生活の中に存在していることを悟らなくてはなら

ない。 

 神社仏閣に行って神仏に祈ることが信仰ではないのだ。祈りの心を持ち続け

ることが本当の信心であり、神仏の心を己の心として生活する中に初めてこの

心の尊厳を悟り、心の眼が開かれ、観自在の力が発揮されるのである。 

 科学者が科学を通じ、芸術家が芸術を通じ、文学者が文学を通じ、スポーツ

マンがスポーツを通じて得た神理も、神に通じるものであり、そうした生活の

中で人間らしく調和されてこそ本当の神理であることを悟らなくてはならない。 

 学問化した哲学的宗教は実践に乏しい。神理を悟らずに座禅をしても、煩悩

を滅するために肉体行をしても、無意味であり、神理を悟って実行する中に本

当の生活がある。 

 その神理は、自分自身の生活環境の中に存在しているのであり、その姿こそ

本当の信心である。 

 生活と結びつかない信仰は、すべて宗教としての存在価値はない。それは、

正法を悟っていない人の行為といわねばならない。 

 すべて不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたらしたものであり、

責任は他にはない。その原因を追求し、その根本をとり去る、心の反省の中か

ら前進があるのである。 

 毎日の生活が調和された中には、常に神仏の光によって保護されるものがあ

る。そしてそこには不幸は訪れてはこない。それは、正しい生活の実践の中に

積み重ねられて行くものなのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ114 

 「正しい生活」とは、人生の目的と意義を知った生活であろう。人間の生活

は、大自然が調和されているように、調和にあるはずだ。助け合い、補い合い、

笑いのある生活でなければなるまい。それにはまず己自身の調和をつくってゆ

く。自分の長所をのばし、短所を修正してゆくものだ。自分が円満になれば周

囲もまるくなるはずである。自己をみつめる厳しい態度をはずして、正しい生

活はあり得ないものだ。 

 

 

心の原点 Ｐ120 

 正しく生活をするとは、日常生活の心と行ないについて、家庭生活の在り方、

近隣の人とのつき合い、勤め人としての在り方、使用者としての在り方などを、
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正しくするということである。 

 私達は、この日常生活においては、とかくささいなことに心を煩わし、六根

に左右されがちであり、心の歪みを造ってしまうものだ。 

 ことに、眼で見る諸現象、耳で聞く諸問題、そして、語られる言葉、そんな

ものによって私達は心を惑わす場合が多いものだ。 

 また、他人をも惑わして、大きな罪を造ってしまう。このように、眼、耳、

口は、もっとも代表的なもので、これらに振り回されてしまうと、煩悩のとり

こになり、自分自身を失ってしまうのだ。 

 そして、転生輪廻の過程で造ってしまったカルマ（業）が心のなかにしみ出

してきて、悪循環（悪い運命）に身を堕とすことになってしまう。 

 望まないのに、病気をしたり、交通事故に逢ったり、人に騙されたりして、

人を信じることもできなくなり、小さな心になる。小さな枠に入った自分を造

り出して、苦しみの人生を送ることになってしまうものだ。 

 そこで、こうしたカルマに振り回されないようにするため、まず現在の環境、

立場、生きていられるそのこと自体に感謝することが大事だといえよう。 

 物一つ求めるにも、多くの人々の苦労によって造られ、助けられ、また太陽

や水など、自然の恩恵があって、私達の存在はあるのだ。 

 私達は、これにむくいることが大事なのである。 

 それには、自らの欠点を知り、修正し、社会人類のために余った時間を奉仕

することが必要なのだ。 

 「正しく生きる」には、まず六根に左右されない自分を発見すること、それ

が先決であろう。 

 それには、自分の短所、長所をしっかりとみつめ、短所を修正し、長所を伸

ばすことが大事であり、そのための勇気と決断が必要である。 

 病気にしても事故にしても、また人に騙されたりすることは、五官に振り回

された想念と行為に問題があるのだ。 

 私達の欠点短所は、どうしても五官にもとづいた想念に一番結びつきやすい。

だから、欠点の修正には、思い切った勇気が必要だといえよう。 

 正しく生活をするということは、人生の目的と使命を悟った毎日の生活行為

にあるわけで、常に、安らぎの境地にあって、一切のこだわりや執着から離れ、

足ることを知った生活を送るということだ。 

 執着から離れ、足ることを知ってしまうと、仕事などできないのではないか

と思う人もあるだろう。しかしそれは、愚問というものだ。 

 正道を悟って、悔いのない仕事を一日一日積み重ねたならば、誰でも彼岸に

到達できるのである。 

 一日一生、思い残すことのない生活を送ってみることだ。 

 そして、反省しても、良い面だけしか出てこないような、そんな一日を体験

してみることだ。 
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心の指針 Ｐ107 

 正命とは文字通り、正しく生活することです。正しい生活を送るには、まず

自身の業（力ルマ）の修正、短所を改めることです。 

 人間は誰しも、長所と短所の両面を持っています。長所と短所というものは、

光と影のようなもので、性格が片寄ったときに、長所が短所になり、短所が長

所に変化します。 

 信長は非常に気短かな男だったようです。しかしその短気が決断となって現

れたときは、神出奇没の戦術に変化し、戦国の世を生き抜く絶大なエネルギー

になったようです。 

 このたとえはあまり感心しませんが、長所と短所というものは紙一重であり、

それは紙の表と裏のようなものといえるでしょう。 

 そうした紙一重の性格をどうすれば長所に変えることが出来るか、あるいは

長所とは何か、短所とはどういうものか、となりますと、短所は自分の心をさ

わがし、人の心をも傷つけるものであり、長所は、自他ともに調和をもたらす

性格といえるでしょう。 

 長所を伸ばし、欠点を修正することによって、自身の想念と行為はもとより、

自分の周囲を明るく導くことができるでしょう。 

 私たちのこの世の目的は、この地上に仏国土・ユートピアをつくることです。

それには正しい生活を営まねばなりません。正しい生活は、まず自分自身の調

和からはじめねばなりません。自身が調和を保たなければ、自分の周囲も調和

に導くことは出来ません。 

 欠点を修正するにはどうするか。それには第三者の立場から、自分の心を、

毎日の思うこと考えること、行為を、反省することです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ241 

 正しい生活は、右にも左にも片寄らない中道にあります。 

 中道とは仏教でいう色心不二です。 

 色心不ニの生活は、調和ある精神的、肉体的生活を意味する。人間の生活は、

そのどちらに片寄っても不調和になってしまいます。 

 たとえば、煩悩を滅却したいとして肉体行に打ち込み、滝に打たれ、断食を

し、己の肉体をないがしろにすると、やがて健康を損い、自分の心をも見失っ

てゆきます。自分を失うとは魔に犯され、普通の生活ができなくなることです。 

 肉体行は、精神のみにウエイトを置き、肉体を無視するところにあります。

しかし、その精神についても正しい精神の在り方である、正法を規準としたも

のではないので、それ自体にも問題があることはもちろんです。 

 また、精神を無視し肉体中心の生活に比重が傾いてきますと、今日のような

混乱した社会ができ、家庭も、人とのつながりも瓦解してゆきます。 

 では正しい生活とはどうすればよいものか、それは正道の目的である中道を

物差しとして、己の業を修正し、中道に適った生活をするということです。 
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 業は私たちの性格、性質の上に、その人の短所という形で現われています。 

 人の短所は自分自身にも他人に対しても、よい結果を及ぼしません。 

 怒り、愚痴、優柔不断、独善、気取り、強欲、中傷、そねみ、粗野、多弁、

排他、増上慢、引っ込み思案、自閉、出しゃばり、憎しみ、怠惰・・・ 

 こうした性格は自分自身を孤立させ、自分の運命を不幸にして行きます。 

 正しい生活は、まず自分の短所を長所に変えてゆくことから始まります。 

 長所とは、明るく朗らかで、素直であり、人と協力し、助け合い、補い合っ

てゆく調和の生活です。 

 人間は、みなこうした心を持ち、そうした性格を持っているのですが、環境、

教育、思想、習慣などの影響をうけてさまざまな業を作り出してしまっていま

す。 

 業が身につくと、業自体が回転を始めるため、怒りの場面にぶつかると、習

慣的についカッと、なってしまいます。 

 つまり業というものも常に輪廻します。「わかっちゃいるけどやめられない」

というのが業なのです。 

 人の欠点の三分のニは今世のもの、残り三分の一は過去世の業といってもい

いでしょう。 

 したがって三分の一の業は、反省してもなかなかその原因をつかまえること

がむずかしいものです。しかし、今世の三分の二の業が、これの影響をうけて

働いていますので、その三分のニの業を修正することによって、修正すること

が可能です。 

 己の欠点を正すことは、己の安心につながることであり、己の心が安心し明

るくなれば、自分の周囲も明るくなります。 

 正しい生活は、こうして、まず自分自身が修正して、初めて可能なのですが、

それには八正道の規範である「正定」による正しい反省が重要になってきます。 

 中道に反する生活は、すべて自己保存という想念行為が原因であり、自分中

心のエゴ、原罪にあるわけです。 

 原罪とは肉体五官による六根、迷い、煩悩にあるわけですから、まず六根を

清浄にする反省の生活が、自分の業を修正することになります。 

 このように、正命の目的は、精神的、肉体的な調和をめざし、業と化した様々

な原罪(自己保存の想念)を正すことにあるわけです。 

 

 

６．【正進】 

 

心の発見(神理篇) Ｐ185 

 私達の人生は、肉体を持って八十年か九十年であり、肉体の舟に乗ってしま

うと表面意識が一○％、潜在意識が九○％という比率で、ほとんど目先のこと

しか分からないために、自分自身が悟る修行の場としては非常に良い環境であ

る。 
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 この現象界は、人の心の中が分からないため互いに誤りを犯すのであり、一

寸先は闇というようなことをいうのである。しかし、人間生活はだから有意義

といえる。心の精進を日夜にし、より高い次元の世界に魂を磨いて行くことが

できるのである。 

 また逆に、先のことが分からぬから、苦悩の原因を自ら作り出し、悪いこと

も堂々とするようになる。人生は暗闇だ、などという考えになってしまう。人

生は、正しい生活をしていれば、決して暗闇ではない。 

 人々の心を重んじ、我欲にもとづいた考えを正して、自身の言動を、第三者

のつもりで注意深く見守りながら生活することが、正しい生活というのである。

こうした生活の中から、私たちの潜在意識に包まれている無限大の智恵が解き

明かされ、人間として生活をしている喜びを悟ることができるのである。 

 実在界、あの世から見ると、私達現象界における生活状態や心の在り方は、

丁度四方透明のガラスの中でのように見える。心の嘘も分かってしまう。 

 私達はその次元の異なる世界の存在を、否定することはできないのである。

自分の生活がこのようにガラス張りと知ったら、人間は苦しみなどは造れない

ことを悟るであろう。 

 自分だけの心にしまっている不調和な生活を精算し、真実己の心に忠実な、

正しい生活に励むよう実践することである。正進、この言葉の意味はここにあ

る。 

 

 

人間釈迦① Ｐ114 

 「道に精進」とは、親子、兄弟、友人、隣人における人間としての在り方で

あろう。人間は大自然と人との関係を通して、はじめて自分自身の大きな自覚

に到達できるものである。大自然もない、自分以外の人間も存在しないなどと

考えるのは愚かなことだ。同時に、自分以外のあらゆる存在は、自己を認識す

るための材料であり、魂の向上に不可欠なものであろう。 

 親子、友人、隣人の関係を通じて、自己の魂を正しく磨いてゆける現象界は、

天が人間に与えてくれた慈悲でなければならない。 

 道への精進は、人間の特権であり、神の慈悲である。動物にはみられぬ偉大

な要素を持った者が人間であるからだ。 

 

 

心の原点 Ｐ123 

 「正しく道に精進する」とは、主として人と人との関係においての言葉であ

る。夫婦、親子、兄弟、友人などは、それぞれの因縁、あるいは約束のもとに、

結ばれているのである。だから我欲にもとづいた自己主張をしないで、調和と

いうことを目標に、感謝と報恩の毎日の生活を送ることだ。 

 なかには、自分は調和をはかりたいのだが、妻が、夫が、友人がなかなかい

うことを聞かないという人もあり、別れたほうが良いと思う人もあるだろう。 
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 しかし、本来は、片方がゆずる心を持って態度を変えれば、相手も変わって

くるものだ。意志疎通がないというのも、何か原因があるからで、不調和な根

を探し出して、良く反省することが大事だろう。 

 しかし、それでも調和できない人々もあるだろう。相手の暴力や毒舌が、休

まず攻撃してくることもあるだろう。 

 だが私達は、中道から逸脱した相手の姿を感じたなら、争ってはならない。

争わずに、「この哀れな者に、どうぞ神よ、安らぎをお与え下さい」と心から

願うだけの余裕が欲しいものである。 

 忍辱とは「あとで見ていろ」「あとで仕返しをしてやる」というようなこと

を、心のなかで思うようでは、忍辱とはいいがたいし……その想念は暗い曇り

でおおわれ、自らの霊囲気を不調和に乱してしまうことになる。外部からの辱

しめによく耐えて心に歪みを造らないことだ。結論は、調和できない人々は、

肉体的に不調和になったり、他人の信頼も失って、ますます苦しみの渦のなか

に埋没してしまうということである。 

 原因と結果はめぐってくる、ということを悟らなくてはならない。 

 物理学で説かれている作用と反作用の法則と、全く同じ結果になっていると

いうことだ。 

 自分自身の心を、丸く広い豊かなものに造り、不調和な環境にもいろいろな

ケースがあるとしても、大調和を目的とした人間関係を造り上げてゆくことが、

精進の第一の目的といえよう。 

 

 

心の指針 Ｐ109 

 私たちの人生は、いくら長生きしても八十年か九十年、その短い一生を目先

の利益のために過してしまうことは惜しいかぎりです。意識の一○％しか働か

ないとすればそれも仕方ないかもしれませんが、しかしそうした環境だからこ

そ修行が出来るといえます。何もかもわかったならば、この世に生まれた意義

はありません。 

 正進の目的は、対人関係と地上の環境を整備し、調和させることです。 

 人は単独では生きられないし、また生まれてもきません。必ず両親がおり、

そして兄弟姉妹、夫婦、隣人、友人、先輩、後輩というように、そうした環境

の中で生活しています。 

 そして、そうした関係の中で、己自身の心が練磨され、尊重し合う心がつく

られてゆくのです。 

 最近のように物質オンリーの風潮が強くなりますと、親子でも心は他人であ

り、夫婦は享楽の手段としか考えぬ人も出てきます。友人は利益追求の手段で

あり、自分以外はすべて他人というようになってきます。恐ろしいかぎりです。 

 親子といえども魂はちがいますが、しかし、自分を生み、育て、今この世に

在るということは、両親の賜です。もし、その両親があの世（出生する前に親

子の約束を交わす）の約束を果たさず、放蕩したり、あるいは胎児をおろした
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りするようなことがあれば、話は別ですが、そうでなければ、この世に生まれ、

魂の修行の機会を与えてくれた両親を安心させるような自分自身に成長するこ

とが、人の道に適った生き方でしょう。 

 夫婦にしても、大抵は前世で夫婦であるという場合が多く、そうだとすれば

互いに助け合う、愛の環境をつくることが大事なのです。 

 兄弟姉妹、友人、隣人にしても、それぞれが助け合い、補い合い、話し合え

る愛の行為が出来るよう励むことが、人の道です。 

 正進の目的は、人の道、神の道を具現してゆくことです。 

 第二の目的は、私たちの共同生活が末長く続けられるように、動物、植物、

鉱物資源を整備し活用してゆくことです。 

 私たちの生活は、こうした動・植・鉱物の資源を活用しなければ生きてゆけ

ません。 

 そのため、こうした資源が循環の法則にそうように、大切に保存しながら、

そして、それらを生活の上に活用してゆくことです。 

 神は私たちが平穏に生活できるよう、大地と、資源と、生きる環境とを与え

てくれました。これを、半永久的に保存し、活用してゆくためには、私たちは、

資源の再生産が常に可能になるよう、それらを大切に扱ってゆかねばなりませ

ん。 

 つい最近まで、鳥や獣を見ると勝手放題に殺してしまっていました。必要な

ものなら許されますが、面白半分に動物を殺傷することは、植物資源の枯渇に

も影響してきます。 

 石油や石炭も今日のように使い放題、掘り放題にしてゆきますと、これに代

わる動力資源が出来る前に、ガスや電気はとまり、再び原始時代がやってくる

でしょう。 

 こうした自然の資源は大切に活用し、科学の進歩と歩調を合わせて使ってゆ

かなければいけないものです。 

 資源を大切にする、ものを大切にすることも、道に適った生き方なのです。 

 私たちは常に反省し、行き過ぎや怠惰にならないよう、自戒してゆかなけれ

ばなりません。 

 

 

天使の再来 Ｐ046 

 正進(正しく道に精進すること) 

 これは、努力と実行であります。 

 いかにうまいことをいっても、実行しなければ意味がありません。パスカル

は、人間を称して、考える葦といっていましたが、それ以上に大事なことは実

行であります。考え、そして努力すること。神仏の心は、正しく考え（思い）

正しく実行することを望んでおります。 

 人間の魂や肉体というものは、この努力と、実行によって、その修行の目的

が達せられ、同時に各人の内に眠っている潜在意識が開発されてくるのであり
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ます。 

 ここでいう潜在意識とは、心理学上の潜在意識よりも、もっと深く、その人

の前世、過去世あるいはあの世での生活の記録をいいます。従って、各人の努

力と実行、つまり、心の調和度によって、千年前、二千年前、一万年前、二万

年前の自分の過去世が分り、かつて学んだ様々な記憶がよみがえって現実の生

活に大いに役立つことになります。 

 しかも、各人の潜在意識は、神仏の心にも通じていますから、かつて学んだ

そのこと以上に、無限の宝庫に包まれており、この世にあるありとあらゆるも

のは、あの世にもあるわけでありますから、各人の努力の結果いかんでは、そ

の求めるものに応じて、与えられましょう。やがて、無限大に広がった心は、

慈悲と愛そのものとなり、そうして宇宙即我の自覚、神の智慧が得られること

になりましょう。 

 このように、努力は向上への大切なステップであり、そうしていかなる諸問

題にたいしても、自分に打ち克つ努力をつづけて欲しいものです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ247 

 私たち人間の道は、中道に沿った調和の生活にあります。 

 いうなれば、正しい普遍的な法にあるわけです。 

 法とは、循環の法則であり、循環の法はこの地上界のあらゆる面に適用され

ています。 

 正道の生活とは、この意味で循環の法に乗った生活であり、正しい生活です。

正しい生活とは前述の通り、中道の生活であり、中道の生活は、人びとをして

調和の生活に導いてゆくものです。 

 中道の生活は、慈悲と愛の生活であり、その想念行為は再び自分にめぐって

くるものです。 

 自己保存の片寄った独りよがりの生活は、この地上界が相互扶助の調和を軸

に動いているので、当然その反作用として、苦しみを招きます。 

 循環の法が働いているからです。 

 正進の目的は、人間関係の調和にあります。 

 正命の目的が自分を正すものでありますから、その次にくるものは、人びと

との調和なのです。 

 人間関係とは、夫婦、親子、兄弟、友人、隣人、そうして個人と社会の関係

であり、それは、まず自分の足元から始まって、全体にまで発展してゆく調和

のリズムであり、波動であります。 

 夫婦の関係は、たがいに足りないものを補い合い、よき子孫を育て上げてゆ

くものであり、親子の関係は、過去世の縁によって生じたものなので、親は子

をいつくしみ、子は親を敬うのは当然なことです。 

 兄弟は、たがいに向上し合う切瑳琢磨する間柄であり、友人は、社会生活の

よき協力者といえましょう。 
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 こうした人間関係の調和に一貫して貫く柱は何かというと、それは他を生か

し、助け合う「愛」の心です。 

 愛こそ、調和の姿であり、この世の光なのです。 

 この地上は、男女の両性から成り立っています。一方が増えても困るし、減

っても困る。男だけでも女だけでも人間社会は成り立ちません。 

 考えてみて下さい。もし、一方だけが存在し、一方が存在しないとすれば、

人間社会は、百年を待たずに絶滅してしまいます。これでは、この地上界に、

仏国土もユートピアもできません。 

 男女の両性があってはじめて、社会生活(それはまず家庭から)が生まれ、子

孫を育てることができます。人類の永遠の生活は、こうした男女の両性の存在

によって可能であり、調和ある仏国土も完成されてくるのです。 

 男女の両性にはそれぞれ特性と役割があり、それぞれが助け合うことによっ

て調和されます。色心不二の中道の精神はここでも生きています。 

 現象界は、天地に分かれてはじめて空間が生まれ立体となり、生命の生きる

場がつくられます。 

 地球は南極、北極に分かれ、地球の自転、公転を正しく回転させ、地上の生

命を育てています。 

 人間の世界も男女の両牲があって、人間社会が永遠に続いて行きます。 

 調和、中道、愛、慈悲という言葉の意味を現実的に、実際的によく考えて下

さい。 

 そして、こうした言葉が現実的に生きてくるのは、常に複数という関係の中

においてです。これらの言葉は単独では決して成り立っていないことを考えて

みて下さい。 

 正しく道に精進するとは、私たちが複数という社会の中で、他を生かし、助

け合ってはじめてその意義が生まれ、本来の目的に適ってくるわけなのです。 

 

 

７．【正念】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ186 

 現代宗教の多くはただ祈ることのみが、念ずることだと思っている傾向があ

る。 

 経文というものは、拝むための道具ではない。経文の中に書いてある意味に、

私達の眼は向けられなければならない。 

 特に仏教は、むずかしい哲学化した経文を上げることが、一つの勤行と化し

ている。 

 これは大きな間違いである。その中の意味にこそ意味のあることをなぜ悟ら

ぬのであろうか。 

 ありがたいお経だと思ったなら、その経文の文言の意味を実践するところに、

意義のあることを悟らなくてはならない。 
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 亡くなった人々に、お経を上げることによって功徳があると信じていること

は大きな間違いなのである。なぜなら、もしこの世を去った人々の霊がその経

文の意味すら分からないのになぜ功徳があるか、ということを考えてみること

である。 

 ただの観念論ではすまないことを知らなくてはならない。読者は自分の分か

らない言葉で相手から語られて、その理解が行きとどくであろうか。 

 人間は、現世での生活状態、心で思っている状態を持ち続けながらこの世を

去って行くものであって、死んでしまったら即座に仏になるのだというならば、

そのことを説く人々が実際に分かってそのような説明をしているのだろうかと、

疑問を持たずにはいられない。物理学でいう慣性の法則を考えてみることであ

る。あの世にも慣性の法則があるのだ。ここでいうそれは、現代の意識を持っ

たまま、次元の異なった世界に循環して行く死者は悟るには時間がかかるとい

うことである。 

 読者の中にはそんなことが分かるはずはないと反論する人々があるかも知れ

ない。しかし私達は、即座にその事実の状態を現象化することができるのであ

る。 

 これは事実であり、そのままの姿とその当時の言葉使いで、その人の特徴で、

その関連の霊と語る状況を、疑問のある人には証明することができるのである。 

 それは、その人の生活をしてきた念を、そのまま持っている事実であり、人

間として正しい生活をした己自身を知っている霊以外は、地獄にいることを私

達ははっきりと見ることもまた語ることも可能だからである。 

 それだけに私達は、正しい心の在り方を悟り、神仏に祈ることもただ自己保

存の祈りではなく、感謝の念を持ちその心で実践する中に、より以上の力を神

仏から得られるのである。 

 私達は心の中で念ずることが即現象化されるのであり、たとえば自分が欲望

を果たそうと念ずる心はすでに欲望のとりことなる、という想念になり、自分

の意識に記録されてしまう、というふうなことである。その記録を修正するこ

とはできない。 

 私達が歩んできた過去を消すことができないように、私達の想念は、すべて

記録し保存されることを忘れてはならない。しかし不調和な念も、反省するこ

とによって、私達の心は進化するのであるから、反省のない人は哀れである。

反省は、神仏が人類に対するために与えた慈悲なのである。 

 また、神社仏閣に参詣することはその人の自由であるが、神仏はその人に対

する幸、不幸の責任は持たないということを知らなくてはならない。正しい心

の念と行為が、幸、不幸を造り出すのである。 

 正しい念によりその行為が神理に適っているならば、私達に協力してくださ

る指導霊や守護霊達は必ず神の光を与えてくれる。またこの地球そのものも神

体の一部であり、大神殿であるから、正しい念は必ず通ずる。 

 神社仏閣は、将来人々の心の修行所、神理を学ぶ場所と変わり、また多くの

人々の娯楽の場と変わって行くであろう。 
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 現代の神社仏閣の中には、霊域の高い場所もあって、実在界の諸天善神が常

に連絡所として一念が現象化される場合もあるが、そのような神域ははなはだ

少ない。従って神社仏閣はどこでも霊域が高い所だ、と信ずることは危険であ

り、かえって不幸を呼びこむこともあり得ることを悟らなくてはいけない。 

 正しい念を持っている人々は、必ず神仏の光によって保護され、他のよから

ぬ不調和な霊に支配されることはない。 

 多くの人々が今まで、神とか仏とかいっているのは、実在界の天使達のこと

なのである。然し、天使も心の調和度によって段階があるということも悟らな

くてはならない。また、天使達のほかに不調和な世界があるということも知ら

なくてはならない。 

 私たちの想像は無限大である。しかしその想像も正しい調和のための想像で

ないと、正念とはいえない。間違った念によって己を失う場合があることを知

るべきである。 

 その証拠には、不自然な新興宗教や不調和な仕事に専念している人々に、果

たして心の安らぎがあるであろうか。自己の心の中に小さな枠をはめて常に格

闘を続けているため、不幸になっている人は少なくないのである。 

 人間は生き神さまになどなれるものではない。 

 神仏の心と調和することは、自分自身の正しい念と、行為以外にはないので

ある。 

 神は己の心にあり、と知らねばならない。 

 

 

人間釈迦① Ｐ115 

 念は願いである。念のない人生、念のない生活はあり得ない。人は今日より

明日を思うから生き甲斐が生れるのであり、明日のない人生は死を意味しよう。

今日に生きる者は強者だが、人間は、死の瞬間まで希望を託して生活していく

ものだ。その希望が自己本位に傾くと人との調和が崩れ、自分自身も立っては

いられない。 

 念のあり方も調和という中道に適ったものでなければならないし、「正しき

念」は無制限に発展する欲望をコントロールし、足ることを知った、人生の目

的を自覚した願いでなくてはなるまい。 

 ここで念と祈りについて考えてみよう。 

 念も祈りも、ともにエネルギーの働きから生れる。 

 ものを考える、思うことが出来るのは、人間の五体の中に、そうした創造能

力を生み出すエネルギーの働きがあるから可能なのである。睡眠中は、こうし

た能力は働かない。これは、エネルギーの休息であり、同時に、エネルギーの

補給のために、人間は、睡眠中に、次元の異なる世界に旅立つからである。 

 魂というと、否定する者もあろう。しかし、魂のない人間は一人もいないの

だ。魂とは個性を持った意識をいうのである。睡眠は、魂と肉体との分離であ

り、このために、グッスリ眠ると鼻をつままれても、地震が起きても、わから
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ないのである。目がさめるとは、魂が肉体に入ることである。考える、思うこ

とは、肉体がするのではなく、魂を形成しているエネルギーの働きがあるから、

可能になってくるのである。 

 念も祈りも、個性を持った魂の働きによって行なわれる。念は、人間の目的

意識を現わした働きである。誰々と結婚したい、出世したい、事業をひろげた

い、老後の生活を安定させたい、子供が素直に育って欲しい、というように。 

 人間である以上、こうした目的意識を持たぬ者は一人もいない。目的意識が

あるから、文明や文化が育ち、社会生活がエンジョイされてくる。 

 ところが人間は、肉体を持つと、肉体にまつわる想念に支配されてくる。自

己本位になってくる。これは俺のものだ、人に構っていると生きてゆけないと

いうように。争いのモトは、こうした自己本位の想念、つまり、そうした目的

意識を持った念の働きが作用するために起こってくる。 

 そこで人間の目的は、調和にあるのだし、調和とは、助け合い、喜びをわか

ち合うことなのだから、人間の目的意識も、ここに焦点を合わす必要があるの

である。正念は、こうした調和という尺度を通してなされるものであるし、正

念の次元は、それゆえ、非常に高いものになってくる。 

 仕事について考えると、仕事そのものは、社会に、従業員に、家庭にたいし

て、その生活を保障し、うるおいをもたらすものだ。仕事に忠実であることは、

正念のあり方に適ってくる。このことは、主義や、主張や、社会制度に関係が

ない。社会主義であろうと、資本主義であろうと、仕事に忠実に打ちこんでい

く態度は、そうした制度とは本来無関係であるからである。問題は、それによ

って生み出された利益、収入をどのように使っていくかによって、それぞれの

念の在り方がどのようなものであったか、ちがってくる。つまり欲望を満たす

自己本位のためだったか、それとも、その利益を家庭に、従業員に、社会に還

元するためだったか。 

 足ることを知った念の在り方は、人間は自己本位に流れやすいので、正念を

生かす一つの尺度として、必要なことなのである。 

 正念の在り方、生かし方は、こうした足ることを知った考え方を踏み台にし

て、昇華してゆくものである。 

 つぎに祈りについて考えてみると、祈りは感謝の心を表わし、その心で生活

行為をしていく思念である。 

 人間は、一寸先闇の中で生活している。明日がわからない。いつ災難がふり

かかり、あるいは喜びごとがあるかも知れない。隣の人が今、どのように生活

しているかもわからない。 

 そうした中で、健康で、楽しく、明るく生活できることにたいして感謝する

気持が湧き上がって来たときに、私たちは祈らずにはいられない気持になるも

のだ。しかし通常は、願いごとに終っている。神社仏閣にいって、こうして欲

しい、ああして欲しいと手を合わせる。 

 正しき生活行為、つまり調和に向って努めているときには、その願いごと、

祈りはたいてい叶えられる。正しき「祈り」は、次元のちがったあの世の天使
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の心を動かし、その願いを叶えてくれるからだ。この意味から「祈り」は天使

との対話であるといえる。奇蹟は、こうした「祈り」によって起こるものであ

る。 

 人間生活にとって、「祈り」のない生活は考えられないし、独裁者が自分以

外の人間のこうした思念を押さえようとしても押さえることはできない。 

 ただこれまでの「祈り」は、我欲のそれに使われ、祈っておればタナポタ式

に、なんでも叶えられると思われている。念仏を唱えればうまいことがある。

祈っておれば救われるという風に考えられてきた。そんなものではないのであ

る。 

 こうみてくると念は、目的意識であり、創造活動の源泉であり、祈りは、生

かされている感謝と報恩の心、進んでは神との対話であるわけである。そうし

てそのどちらも、エネルギーという力の波動によって為されていることが明ら

かになったと思う。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ261 

 心の中で念ずることは、善悪いずれにも通ずるものであり、衆生の幸福を念

ずることは、衆生の心に、安らぎを与えるものです。正しく念ずることが大事

だといえましょう。他力ではなく、自力なる慈愛の心で念ずることは、光明と

なって、人民の心に安らぎとなり、現われてくるでしょう。 

 正しく念じたならば、実践することが、指導者として大事なことだといえま

しょう。 

 

 

心の原点 Ｐ124 

 “念”には目的があろう。偉くなりたいとか、良い家に住みたいとか、あの

人と結婚したいとか、あの人は憎らしいといったことなど、人によってさまざ

まであろう。 

 しかし、念の正しい在り方は、中道にかなった目的が、最上といえよう。 

 念のなかには、自分の欲望をもととしたものが多いが、この欲望はとどまる

ことなく、発展して行くものである。これが、やがて、人と人との調和を欠く

ことになるのだ。 

 人間には、転生輪廻の過程において造り出してきた自らの器量、この現象界

に出てからの器量とある。それが総合された人間の器は、人それぞれ異なって

いる。 

 一国の大統領になろうとしても、大統領は一人しかいない。ところが、器量

に関係なく、ポストを求めるから、争いとなる。 

 昔は、武力でこれを奪いとったが、現代はどうだろうか。 

 選挙というものもあるが、これにも闘争はつきもののようである。そして役

人や、会社員の世界にも、役職に対する執着、ポスト争いには熾烈なものがあ
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るという。 

 こうした、自己の欲望にもとづいた念の作用が働くため、社会は争いと矛盾

に満ちたものに変わってしまうのである。 

 このような欲望も、それぞれが、自分の器がわからないため、自我我欲のと

りこになってしまうところに発生するものといえよう。 

 またこれは、自分の適業が、何であるかという判断が、むずかしいからとも

いえよう。 

 しかし、欲望には、これでよいという限界がない。そのため、人間は、自ら

の心に足ることを知った生活、それが必要であるということだ。 

 念の在り方は、こうした意味で、足ることを知った、調和にもとづいたもの

であることだ。 

 

 

心の指針 Ｐ112 

 念とは、思い願う、エネルギーのことです。 

 あれが欲しい、これが得たい。あの人と結婚したい、こういう仕事をしたい

……、というように。 

 つまり、念には常に目的意識が内在されています。 

 目的のない人生は、漂流した船が大洋にさまよっているようなものです。 

 思うこと、願うことは誰しも抱くものであり、そしてそれは自由ですが、足

もとをみつめた目的をもつことが大切です。 

 正念の在り方は、調和にあります。就職、結婚、育児、仕事、諸事全般にわ

たって、常に己を知り、その目的が、神の心である調和、愛の行為に適ったも

のであるかどうかを、正しく見ることです。 

 適ったものであれば、それに向かって努力することです。 

 念を抱くと、たいていの場合、それに応じたものが返ってきます。 

 念は、物を引き寄せるエネルギーを持っているからです。 

 しかし、不相応な願いや、しっとや、憎しみ、足ることを知らぬ欲望を抱く

と、目的が適う前に反動がやって来ます。 

 念はエネルギーであり、そのエネルギーは、必ず自分自身に返ってくるので、

正しい目的ならばいいが、そうでないと大変なことになります。 

 念は魔術師です。 

 科学が未発達の時代には、祈りや念によって、敵を倒すということが行われ

ました。事実、そうしたことが流行したものです。 

 念の力で大石を空中に持ち上げ、大木をたおす。風を呼び、雨を降らせると

いったような術が行なわれていたようですが、こうしたことは本来、邪道です。

しかし、人間の中にたくわえられたエネルギーは、大きな山を動かすことも可

能ですし、それは神が大宇宙を創造されたように、人間もまたそうしたことが

出来るように仕組まれています。 

 それほど人間は偉大なのですが、反面、邪の道に念力を使うと地獄に堕ちる
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しかありません。私たちは常に、念を正しく使うことが大切であり、そうした

ときに、守護・指導霊が力を貸し、より偉大な、平和な仕事が成就できるよう

になるのです。 

 

 

心の指針 Ｐ119 

 問：他力信仰の指導者がある本で次のように述べていました。「・・・念力

とは、想い、つまり想念や思念の力であって神とは直接関係のない力なのであ

り、祈りとは生命（神）を宣り出す方法、つまり、自己の生命の働きを、神の

生命として宣言し、真直ぐに発顕することなのです」と。 

 また、祈りはきかれますか、念力と祈りの違いを教えて下さい。 

 答：念力も祈りもともに想念の働きです。想念はエネルギーという電磁的波

動に乗って生まれるものです。思う、考える力は、神から与えられたエネルギ

ーであるからです。 

 さて念力は一口にいって我欲の想念であり、祈りは神の生命の宣言だとして

いますが人間の本当の姿を知ると、言葉の持つ意味にとらわれることの無意味

さを悟ります。 

 大宇宙は神が創造したものです。光あれといって光をつくり、海をつくり、

草木をつくり、人間をつくりました。これは神の一念によるものです。 

 人間は神の子です。その証拠に、自分にウソはつけません。またこの地上に

ユートピアを創造してゆく力を与えられています。文明文化は人間の一念の産

物です。 

 問題は、その一念に、人間は、我欲を上乗せして生活している、という実態

です。だから、念力は我欲のそれだという風にみられてきたわけです。しかし、

念力のエネルギーは、神の子の創造力を意味し、したがって本来は、その念力

を「正念」として使わなければならないものです。だから、八正道の一つに「正

念」が入っているわけです。 

 ところで、人間はこの地上に生まれると一〇パーセントの表面意識で生活す

るため、一寸先さえわかりません。このため、神の子の自覚を求める姿勢、神

への郷愁、神への感謝が、祈りという形式をとってきたのです。 

 本当の祈りは「真心」の発露であり、「反省」であり、そうして、それにも

とづく行為であり、神との対話を意味します。真心のない祈りは、神に通じま

せん。反省と行為のない祈りも、神はきいてくれません。祈りが高まると守護・

指導霊との対話が可能になります。アラハン（阿羅漢）の境地にまで心が高ま

ると、こうしたことが実際に出来るようになるのです。これまでの考えは、祈

れば救われる、拝めば何でもかなえられるといわれてきましたが、そんなこと

はないのです。 

 まず、人間は、神の子であり、したがって、正念を持って、その調和をはか

り、環境を調和してゆくものです。またそうすると、神は、祈らなくても、そ

の人を守ってくれます。本来そういうものです。 
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 念力は我欲、祈りは神の生命の宣言と、観念的に片づけられては困ります。

また、想念の意味についても、言葉のアヤで解釈されては誤解を招きます。こ

の点を、しっかり心に入れておいて下さい。 

 

 

天使の再来 Ｐ047 

 我が国は法治国家であります。様々な法律をきめて、人々の行為をしばって

います。なぜ人々の行為をしばらなければならないかといえば、最大多数の最

大幸福をその理念におき、その理念に反した者を取締まらなければ国の維持、

運営がスムーズにゆかないからであります。もっとも、法律の内容そのものは、

その国の歴史、風俗、習慣、民族性などによって、いろいろ異なって参ります

が、ともかく法律行為というのは、現実的に、たとえば盗みなら盗みを働いた

時でなければこれを罰しません。各人がいろいろ想像する分には、一向に差支

えないのであります。 

 ところが、ここでいう正念というのは、そうした法律行為以前の想念、想像

が重大視されます。といいますのは、行為というものには、必ず、その前に想

念の働きがあります。箸一つ動かすにも機械室である頭の働きがなければ動き

ません。よく偶然とか、ハズミとかいって、その責任を回避される場合があり

ますが、こうした場合にも霊的には憑依現象という形をとり、その憑依現象も、

類は類をもって集まるという法則のワク外には、決していつだつはしないので

す。 

 神の国、仏の国は、それ故に地上の様々な法律の規制以前の各人の想念、意

識が問題にされます。 

 聖書マタイ伝の一節に「すべて色情を懐きて女を見るものは、既に心のうち

姦淫したるなり」というのがありますが、これは人間の想念は、やがて行為を

伴わずにはおかないし、又一口に想念行為ともいわれるように、それは又、行

為そのものとみられるからであります。 

 更に、もっと重要なことは、こうした黒い想念はその度合いが深くなります

と、やがてその人の意識にまで食いこみ、その人の今世での天命を損ない、病

気、早死などの諸原因をつくる元をつくります。 

 これでは神の国、仏の国は、いよいよ遠のくばかりです。 

 人間は本来、神の子、仏の子であります。最大多数の最大幸福という理念や

この目的を果たすために法律であれこれしばらなくても、その心、その理想像

は等しく各人に内在するものであります。しかるにその神性仏性から離れると

いうことは正命でもふれましたように、人間は五官に左右され、自己保存に自

分をおいてしまうからであります。 

 又、そうした想念が湧いてくるというのは、想念の母体である意識のどこか

に記録されているのでありますが、しかし、その記録が縁にふれて想念として

浮んできた時には、常に、善念に切り替える練習が必要であります。 

 神の心、仏の心は慈悲と愛であります。この心に、一歩でも、二歩でも近づ
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くよう心がけて下さい。 

 

 

反省の要 Ｐ242 

 正念とは、慈悲と愛から生まれてくる目的意識であり、また、現実的行為の

中では足ることを知ることである。足ることとは欲望の限りを知ることであり、

進んでは人間としての目的を悟れば、残るは義務と責任しか残らない。 

 私たちの意志はそうしたときに、本当に発揮されてくるであろう。 

 

 

心行の言霊 Ｐ252 

 正しく念じないとはどういうことでしょうか。 

 正念の 反対は邪念です。邪念とは自分の都合だけしか考えない自己本位の想

念であり、欲望の想念です。 

 欲望の想念が激しければ激しいほど、この地上界は混乱してきます。足るこ

とを知らない欲望はたがいに相入れないエゴとなり、エゴは自分本位の我であ

るから相互協調は非常にむずかしいものとなります。 

 念の方向が自分本位であればあるほど苦悩が多く、心に業をつくります。人

びとの心に業が多く生まれると、真実とニセものの区別がわからなくなり、地

上界は末法となってゆきます。 

 思うことは念によって具体的な行為になります。 

 たとえば、どこどこの学校を受験したいと考える。しかし、自分の実力から

して A 学校はむずかしい。では B にしようか、C にしようかと思案します。 

 この段階では、思うこと、考えることが心の中だけの話で、まだ行為にはな

っていません。 

 ところが、あれこれ考えた末、B に決定したとします。すると当人は、B に

向って進んで行くでしょう。つまり、受験準備という行為が始まるわけです。 

 念の働きは、B 学校に決めた、という意志の働きなのです。 

 すなわち、念というものは、こうしよう、ああしよう、こうありたい、とい

う目的意識であり、意志の決定であり行為である、というわけです。 

 念によって、私たちは、心の中で思うこと、考えることの創造作為を具体的

に形に現わしているわけです。 

 人の思いは、あの世に通じ、人の心にも通じます。しかし、ふつう、人に通

じないのは大抵は外に気をとられ、それをキャッチしても、打消すか、忘れる

か、仕事に追われているためです。 

 しかし、思うことを、念を通じて心に強く働きかけますと、相手によっては

通ずるものです。怒りや憎しみ、嫉妬の念は、具体的にはキャッチできなくと

も、その念を発した人に道などで出会うと、なんとなく敵対視してしまう、と

いうのがそれです。ところが、そうした念波が発せられても、こちらに何もな

く、慈愛の心に満ちていると、敵対視の心は湧いてこず、その念を発した人は
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かえって気まずい思いにかられることになってゆきます。 

 このように念というものは、具体的な意志決定とそれに伴う行為であると同

時に、念そのものの働きによって他に作用を及ぼします。 

 念はエネルギーであり、心の中の創造行為を形に具象化して行くものです。 

 また、一度発した念波は、一秒間に地球を七回り半もまわる光以上の速さで

自分に返ってきます。つまり輪廻します。善念は善念として返り、悪念は悪念

として、発信者に返ってくるのです。 

 ですから、常に安心した境涯を毎日の生活の上に望むならば、自分さえ良け

れば外はどうでもという自己保存の念を改め、他を生かす、助け合いの、愛の

想念、中道の法を、まず、心の中に確立させることです。 

 思うこと、念ずることは、万象万物の創造の根源であり、仕事をなし得るエ

ネルギーでありますから、これを正すことがなにをさておいても重要であると

いえます。 

 人の幸不幸の分かれ目は、心の中の思うこと、念ずることによって決定され

てゆきます。また、想念は、カルマをつくってゆきますから、そのカルマを超

えるためにも、左右に片寄らない心の在り方が重要になります。 

 中道の想念は、慈悲と愛、そうしてそれは調和というバランスがとれた状態

をいうわけですが、中道の極致は神の心であり、法でありますから、ここまで

人の心が昇華しますと、人は苦楽のカルマから本当に解脱することができます。 

 ところで、ときおり、こういう質問をうけます。 

 思うことは現われる、念ずるとその通りになるというが、私は金が欲しいと

日頃から思い念じているが、さっぱり、金が貯まらない、これはどういうわけ

か、というのです。 

 お金が欲しい、金を貯めたいという欲望は大抵の人がそれを思い念じていま

す。念は人によって強弱がありますが、みんなが同じ物を念じますと、その念

はぶつかり合い、交錯してゆきます。そうして、やがて交錯した念は、強い念

に弱い念が吸収され、強く念じた人に集まります。つまり、それを望む念の強

いところに金は集まってくることになります。 

 お金が集まるもう一つの理由は、人にはそれぞれ今生での目的があります。

それは本人の今生での意志とは関係なく働きます。今生の目的が経済的問題よ

りもむしろ人を救うことにあるとすれば、その目的を外れた意志をいくら強く

いだいたとしても、お金は集まらないということになります。 

 こうした意味から念の作用は、その人の今生での目的と合致したときに、も

っともよくその効果を現わし、最大に発揮されます。 

 金が集まらないと愚痴をいう前に、人も欲しがるお金(お金は有限)を集めれ

ば、集めただけその反作用もあるということを考えて下さい。いっときの悦楽

を求めることと、長期間にわたる苦悩を考えるならば、もともと一定限度しか

ない物を奪い合う愚かさに気付くと思います。 

 一事が万事、何事によらず、このように考えていけば、念の作用はどのよう

なものであり、念はどのように使えば正しく行使できるかということが、おわ
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かりになったと思います。 

 

 

８．【正定】 

 

心の発見(神理篇) Ｐ190 

 私達が神仏の子としての自覚ができることにより、毎日の生活自体変化がで

てくるはずである。この世は修行所である以上、やがては帰らなくてはならな

い世界が存在しているのである。 

 私達は煩悩という海の中でも悟ることはできる。心の調和を計り、反省の瞑

想は、己の霊域（オーラー）を造り出し、己の心の神性、仏性が潜在意識の扉

を開き、不滅の世界、あの世の生活をも思い出すことができるのである。 

 意識は実在界も、現象界のどこにも自由自在に行ける。 

 私達が眠っているときは、肉体からの霊子線を通して、実在界や、この現象

界の知っている場所や、かつて自分の生まれた過去世の場所に行っている場合

もある。さらに神仏から安らぎの光のエネルギーを意識は吸収してくる。 

 眠る、ということは、肉体という舟を休めるとともに、意識、心の洗濯にも

なるのである。 

 また、意識はその天使達に磨かれるときもある。酒も呑まないのに二日酔い

のような状態や、風邪でも引いたのではないか、という肉体的症状がそのため

に起きる場合がある。ときには、心臓の動悸がしたりして気分が悪くなるとき

もある。 

 しかし、守護霊や指導霊に磨かれた十数時間後はすっきりする。ただし、そ

の肉体的症状は病気ではないから医者に診せても治らない。 

 人々の中で、もしこのような現象に悩まされている方々があったら、良く反

省をし、早速正法に適った生活をすることをおすすめする。 

 これ以外にも、イライラ、怒りっぽい、などという状態になっている人々は、

これは不調和な低級霊に支配されている場合が多い。神仏の光の保護を受ける

ことができないとこういうふうになるときがある。 

 良く頭痛持ちなどという人があるが、これは取り越し苦労をする人に多い。

あらゆることを全部頭に詰めこみすぎるのである。 

 私達の頭脳は、体全体の細胞集団の総合指令室であり、コントロールセンタ

ーなのである。 

 記憶室は、大脳皮質の神経繊維に流れる一切の電気的な波動粒子によって成

立している。そこから発信された振動のエネルギーは、意識に伝達されて記録

される。 

 「私達のすべては脳内部に記録されている」という考え方はだから間違って

いるのである。もし私達の脳が、一切の記憶装置を持ち、考えるエネルギーを

発信する場所、と考えるならば、眠っているときに、考えたり見聞したりする

ことはできない（も出来る：編者注)はずであろう。 
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 私達が眠っていても脳波の振動が発信されているというのは、意識とのコン

タクトを計っているためであり、霊子線が切れて意識がもどらなくなったとき

は、脳波の振動は停止し、肉体は光子体と分離され、あの世に帰ること、死を

意味することになるのである。 

 脳波の振動数も、五官を通して脳内に通じ、その発信振動により意識に報告

されているのだが、睡眠中の振動数が異なっているのは、このような組み合わ

せになっているからである。過去世は、肉体細胞では思い出せない、というこ

とである。 

 私達は日本にばかり生誕するわけではない。肉体条件の異なるあらゆる世界

の国々に自分が望んで転生輸廻している生命であることを知るべきで、肉体的

先祖がすべてであると考えている人々は、ここに誤りを起こすのである。 

 生命は両親から、と考えるなら、なぜ親子の間に不調和な現象が起こるのか。

なぜ性格が異なるのか、なぜ考え方が異なるのか。 

 これには答えられないはずである。 

 メンデルの遺伝の法則は、肉体遺伝であることを忘れてはならない。 

 私達の脳細胞は約二百億ある、といわれている。しかしそこは、記憶の道程

路にしかすぎない。もし人々が、記憶脳細胞を唱えるならば、私達の交信の実

験をお目にかけよう。 

 私達霊道者は、あらゆる次元の異なった世界との交信が可能になっているの

である。 

 正しい神理の実践生活の中で、定に入ることにより、私達は、体が宇宙大に

拡大され、神仏の意識と調和され、心の安らぎを味わうことができるのである。 

 ある人は、想念停止によって悟りを開いたという。万象万物一切の現象は、

一時も停止することがないにもかかわらず、想念停止の瞬間に動物霊に支配さ

れ、俺は神だ、などという偽善者もいるが、そういう本人は常に病弱であり、

また物欲念を拭い去ることのできない人なのである。病弱の原因を、信者の業

を受けたのだ、と逃げ口上をいうが、事実は、暗い想念によって憑依霊に憑か

れているのである。 

 また、山中に入って修行したと称する者が、あたかも立派な修行者のように

思われがちであるが、これは逆である。 

 滝に打たれたからといって、煩悩は滅するものではない。肉体修行の苦しさ

に、意識と肉体が調和せず、その瞬間に主として動物霊に支配され、その変化

を見たり、霊聴を聞いたとかいっているが、これは本物ではない。仙人界や、

天狗界の人々に多い修行法であるが、このような人々は自我が強く、慈悲心も

なく、本人が常に不調和で安らぎのない者であり、悟りには遠い人間である。

神秘の術に通じている、などという手合にはこうした動物霊に支配されている

人々が多い。 

 このような、行ないは、正しい定とはいいがたい。 

 正法に帰依して悟りを開いている人々は、皆謙虚である。驕る心はないので

ある。この人々は、一切の現象にとらわれず、正しく八正道を実践し、三世を
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見通す力を持っている。 

 人間は山中に入って修行するために生まれてきたのではない。正しい仕事に

専念し、人間らしく生きるために肉体舟を持ったのである。 

 インドのゴーダマも、六年間の山中の修行では、遂に悟ることがなかったこ

とを知るべきである。 

 イスラエルのイエスも子供の頃、山中に入ったが、ほとんど肉体的荒行はや

っていない。 

 神理を悟らないで、禅行をしても、それは形式にしかすぎない。神理を悟っ

た実践生活の中での肉体的な山中行など、スポーツとしてなら良い。だが、悟

りは、形式や理論ではない。 

 形式や理屈のみにとらわれている人々は、未だ悟りの一歩にも踏みこんでい

ない。 

 正しい定とは、神理の悟りと、正しい想念と行ないの中に成就するものなの

である。 

 学問仏教でも、形式仏教でも、観光仏教でも、また葬式仏教でも、もはや悟

りを得ることはできない。 

 インドの時代に説いたゴーダマの仏教によってこそ、悟りへの道は開けるこ

とを悟るべきである。 

 イエスの時代に戻ることである。 

 なぜなら、その当時の神理に帰ることが、現代社会の人々に、本当の心の尊

厳を悟らせ得る早道だからである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ294 

 ・・・心のなかに造り出される、こうした不調和な問題を反省して行くに従

って、誰の前でも心を裸にできる人間になること、これが大切だといえよう。 

 そして、「一日一生」と観じ、いつでも無常の風を見、しかし何の思い残す

ことなく執着を断つ。そうすれば、光明に満たされ、天上界に還ることができ

るのだ。 

 つまり、そこへ還れることを心がける、そのことが大切なのだ。 

 ところが、様々な心の曇りは、私達の霊域をいつも崩してしまう。 

 反省以外に、この曇りをふるいのけることはできないのだ、ということを悟

ることが必要なのである。 

 反省は、盲目の人生航路において、犯した罪を除去するため、神が私達に与

えた慈愛を受けるチャンスであるからだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ119 

 正定の根本は反省であろう。反省は光明世界に住するかけ橋であろう。ねた

み、怒り、そしり、そして諸々の執着から離れるには、反省をおいてほかには
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ない。反省を積むことによって、心と肉体の調和が生れ、進んでは己の心と大

宇宙の心との合一がはかられよう。反省せずして、心を空にするとマーラー（魔

王）、ヤクシャー（夜叉）、アスラー（阿修羅）、ナガー（竜、蛇）に支配さ

れ、自分の心を悪魔たちに売り渡してしまうことになる。 

 正定は反省という止観の行為でなければなるまい。 

 

 

人間釈迦② Ｐ258 

 禅定は第一から第九の段階に分けられる。第一とは反省である。反省し心の

曇りを払うと、第二、第三と進むことが出来る。もし反省を省略し、無念無想

の状態を続けようとすると魔に侵される。 

 守護霊との対話の出来る禅定は、第四禅定である。もちろん第四禅定でも、

人によって中味が異なる。話が出来たからといって、禅定の内容が、第四段階

に入ったと思ってはならない。 

 釈迦の禅定は第九禅定といって、大宇宙と一体となった禅定であり、この禅

定は余人には真似が出来ない。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ192 

 智慧の湧現は法の実践にある。心の中につくり出された不調和な曇りを除か

ない限り、無明はいつになっても晴れることはないであろう。 

 曇りを除くには、法の物差しにより思念と行為をふりかえり、その間違いを

修正することが最も大事である。つまり、反省である。そうして、心の中に曇

りをつくらないように、常に正道を歩まなくてはならない。 

 正道を歩むとは、煩悩の偽我を支配することである。 

 そなたたちの心の中に本来ある、己に嘘のつけない善我なる心で修行するこ

とが、正道を歩む修行者といえよう。 

 心を外に向けると、遊興な生活におちこむことになる。そこには千尋の谷が

待ち構え、苦悩しか与えないだろう。 

 悪業は、即座に報いとなって現われることはないが、しかし、山中で焚火を

たいた後の灰にかくれた火種のように、風によって、いつ山野を焼きつくして

しまうかしれないものだ。 

 また、愚かな者たちは、常に地位や名誉の欲望に苦しみ、物質、財宝、情欲

への執着心のため、自らを苦しめている。サロモンは名聞に耳を傾けてはなる

まい。利他の行為を忘れることなく、自己保存の欲望を捨て、常に安らぎの生

活の中に住すべきである。 

 法の水を飲んだものたちは、心が洗われているから、物にこだわることがな

く、平和で安らいでいよう。 

 グリドラクターの岩場を見よ。 

 あの岩場はどんな風にもゆらぐことはないであろう。自然の中に安住してい
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るので、物に動かされることがないからだ。 

 修行者もこれと同じように、そしりや怒り、あるいはほめられても心を動か

してはならないのだ。一方に心がゆれると、もう一方にも心が働いてくるから

である。 

 いかなる言動にたいしても、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく仕

事を為し、正しく生活し、正しく道に精進し、正しく念じ、そうして、常に反

省を怠ることなく、心を丸く豊かに保ち、禅定を楽しまなくてはならない。 

 楽に溺れる欲望を捨て、いかなる苦難にあっても、その原因を究明し、原因

の根をのぞき、心の中に法灯を燃やしつづけなければなるまい。 

 しかし、そうした中にあっても、悟りの彼岸に到達する者は少なく、無常な

物質世界に執着し、さまようことのなんと多いことか。 

 そなたたちは転生の過程で学んだ偉大な智慧によって、すべての欲望に足る

ことを悟り、人と争うことなく、あの大空のように、青く澄んだ、広い心でい

なければならない。生死の輪廻からは、足ることを知った心によって解脱でき

よう。 

 修行者よ、百万巻の書物より、安らぎの一言の方がすぐれていることを知ら

なくてはならない。真の救いは言葉ではない。知識でもない。慈悲心にあるか

らである。 

 また、心の中の偽我にうち克つことは、戦場で百万の敵に勝つより、すぐれ

た勝利者であることを銘記すべきである。なぜなら、大きな堤も蟻の一穴によ

って崩壊するであろうし、心の苦悩は、心をいやすことによってしか得られな

いからだ。 

 智慧ある者は、まずこの世の業火から急いで逃げ出さなくてはならない。こ

の世は、怒りと愚痴に満ち、足ることを知らぬ欲望が渦をまいているからだ。

そなたたちの心がこの業火に見舞われ、火の粉を浴びると、迷いと苦しみをう

けよう。 

 善なる心こそ、そなたたちの主である。その主は永遠にして不滅の自己だ。

その自己を失わぬためにも業火から離れることだ。 

 安らぎと調和は真に自己を愛する者によって得られよう。自己の喜びは他に

も転化しよう。 

 つまり、自己を愛する者は、他を愛することもできるのだ。 

 まず、自分自身を修めなくてはならない。法を依りどころとして、自己を確

立することだ。 

 業火に見舞われても、その火を消し去るだけの自分をつくることが先決なの

だ。 

 遊行に出て、法の種を蒔いても、心の開拓がおろそかになっていては、あた

かも粗悪な大地に種を蒔くのに似て、収穫は実り少ないものとなろう。 

 智慧、努力、勇気─── 

 これこそが自己を確立し、人びとを迷いの淵から彼岸に至らせる唯一のあり

方なのだ。 
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 人をアテにしてはならない。 

 人のせいにしてはならない。 

 善・悪いずれの結果が現われようとも、その一切は自らの心と行ないがつく

り出したものであり、他人のせいではないことを悟らなくてはならないだろう。 

 そなたたちの修行の目的は、自らに克つことであり、他人に勝つことではな

い。 

 

 

心の原点 Ｐ022 

 生まれてきた環境、両親の教育、習慣、社会の思想などによって潜在してい

る意識の自我が芽生え、やがて、その性格は善我（ぜんが）と偽我（ぎが）を

造り出してゆくということである。 

 このように、人間は本来善なる心でこの地上界に出てくるのだが、成長する

に従って、心を暗い想念の曇りによって包み、罪を犯してしまうのだ。 

 しかし、神は私達に反省という慈悲を与えている。 

 誤りを犯しても、あの世（実在界）では、表面意識が九○％（この世の表面

意識は一○％）も出ているため、善悪の判断がすぐつくのである。 

 そのため、心に不調和があれば、すぐ肉体的に光の量が少なくなってしまう

ため、反省をして誤りの修正をしてしまう。 

 しかしこの現象界に出てしまうと、表面意識は一○％くらいしか出ないし、

厳しい盲目的な人生航路のため、どうしても正しい判断を欠いて誤りを犯して

しまう。 

 しかし、犯した不調和な想念と行為について、心から反省し、二度と同じ過

ちを犯さないで、より光明に満ちた豊かな心を造り出すことによって、罪は許

されるのである。 

 許すという愛の働きがなかったならば、私達人間は永遠に救われることはな

いだろう。 

 人々の罪を許し、人々をして生きる喜びにいたらせ、お互に手をとり合い、

助け合って調和へと高めて行くことによって、地上の大調和という環境が築か

れて行くのである。 

 慈悲を神仏の縦の光とすれば、愛は人の横の光といえるだろう。 

 このように、縦、横の調和された慈愛の光が結び合ったとき、人は神を発見

し、仏性である己を悟ることが出来るのである。 

 このように、この大宇宙全体は、慈悲と愛によって調和され、維持されてい

るのであり、それはまた慈悲、愛の塊りであるといえるのである。 

 

 

心の原点 Ｐ093 

 人間は、それぞれの生活の過程において、人生の無情さや哀れさ、悲しさに

直面し、日常生活で反省する機会を仕組まれている。 
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 親しい人との死別、社会の矛盾、病気、どうにもならない運命のいたずら、

生きているためのむなしい努力など、人間は、あらゆる苦しみをとおして、反

省の機会を求められる。それは、苦しみの原因をとり除くことが重要だからだ。 

 広い、豊かな丸い心を造り上げ、神の子である自覚が芽生えたとき、実在界

の天使達は、私達に喜びを与えてくれるのである。 

 人間は、何のために生まれ、何のために苦楽を体験し、何で死んで行くのか、

そして、死後の世界は、と誰でも疑問を持っているだろう。 

 その疑問から、人生を正しく生きようと、過去の誤った考え方や生活の在り

方を心のなかで反省し始める。そのとき、私達に潜在されている意識の扉は開

かれ、私達は過去の世で学んだ何割かの体験を思い出すのである。 

 そして、中道の、偏りのない正しい心の判断にもとづいた生活の日々の努力

がなされたとき、自らのなかからひとりよがりの心は消え、人類は皆兄弟だと

悟り、偉大な慈愛の力に、私達の霊囲気は高まっていく。 

 自ら、中道を踏みはずしてきた欠点の修正を、勇気をもってしたとき、心は

浄化され、さらに光明に満たされて行くのである。 

 心の浄化が進むにつれて、守護霊や指導霊や魂の兄弟達は、私達の新しい魂

の進化への努力に対し、互いに協力して霊感を与えたり、直接語りかけて、人

生の指針を正しく教えてくれる。 

 

 

心の原点 Ｐ097 

 反省は、自分を改めて見なおす、意識の転換作用といえよう。 

 自分を改めて見なおすということは、自分を客観的に見ることであり、そこ

には、自我の存在があってはならない。 

 客観的に見ると、自分の欠点や長所がはっきりと出てくるだろう。その欠点

を改めることが、もっとも大切なことなのである。 

 そしてその根をとり去ることだ。 

 自分を客観的にみつめているときは、私達の守護、指導霊も同時に見ている

ということを悟らなくてはならない。 

 私達の心のなかには、真実と偽りとが同居しているが、反省によって、偽り

の暗い曇りを消し去る、そのことが反省の大きなメリットであろう。 

 欠点の根が除外されるに従って、私達は、悟りへの一歩を印したことになる

のである。 

 そして悟りの段階が進むに従って、観自在の力が、私達の心のなかに湧き出

てくる。自由な心を得て、執着から離れ、生死を超えた大悟を得ることができ

るようになるのである。 

 人間は、決して孤独ではない。 

 心の世界、実在界には、私達の魂の兄弟達や友人達がいて、常に、現象界で

修行している私達を見守っていてくれる。そのことを忘れてはならないだろう。 

 肉体舟の五官煩悩も、このような境地になれば、やがて消滅し、自ら悟りの
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菩提になることができるのである。 

 

 

心の原点 Ｐ126 

 最後に「正定」であるが、これは反省である。 

 前述の七つの規範に照らして、今日一日の自分の想念と行為に、行きすぎた

点がなかったかどうかを振り返ったり、間違いがあったらこれを改めて二度と、

同じ過ちをしないことである。 

 反省は単に、ああ悪かつた、良かった、で終わってしまっては、正しい反省

とはいいがたいのである。これは重要な点である。 

 反省したとき、間違いを犯したことを発見したならば、その間違いはどうし

て起こったのかといった、自分の心のなかの原因を追及してとり除くことが大

事なのだ。 

 それをとり除くことが心を浄化することになるのである。その結果、精神と

肉体がまず健全になり、家庭の調和、職場の調和、社会の調和につながって行

くということだ。 

 日常生活のなかで、物ごとに失敗したなら、その失敗の原因を究明して、二

度と同じ失敗を犯さないようにつとめる。そうすれば、やがてその失敗は、成

功に結びついて行くということである。 

 反省もしないで、同じことをくり返すようでは、成功することは困難だ。 

 人の心と行為も同じことなのである。 

 「正定」の基本は、反省にあることを深く肝に銘じなくてはならないだろう。

そして瞑想的反省は心の曇りを除き自らの霊囲気を高めて行くことができると

いうことを知らなくてはならないだろう。 

 もっとも、反省、反省と、反省ばかりに終わると、自らの心を狭く小さくし

てしまうから注意すべきである。 

 人間には、内向的、外向的、楽天的、悲観的といういろいろな傾向がある。

従って私達は、自分の性格に適合した反省の仕方、これを身につけて「正定」

をすることが必要になってくるのである。 

 正道は、各人の生活の智恵や実行力を傾け、勇気をもって努力することがそ

れにいたる早道であり、自らの心の想念と生活が豊かになる近道でもある、と

いうことを悟るべきであろう。 

 

 

心の原点 Ｐ316 

 反省の瞑想は瞼を軽く閉じ、瞼の中の眼は真っすぐ前方をみつめる。瞼を閉

じると大抵はねむけを催し、反省が思うようにゆかないものだ。そうならない

ために中の眼は前方をみつめるようにするのだ。 

 ねむくなると、たいていは中の眼は上に移動する。疲れた時、夜が遅い場合

は、瞼を閉じると、自然にコックリがはじまる。瞼があいているときはそうで
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もないが、瞼を閉じるとそうなるものである。これは自然現象であり、生理的

なものなので仕方がない。 

 しかし、そうした場合、中の眼を、真すぐに前方を見定め、意識をしっかり

定めていると、そうねむくなるものではない。 

 そればかりか、心が一点に集中でき、反省が比較的容易にできるものである。 

 ・・・夜になると一日の疲れも出るし、前記のように、瞑想に入るとねむけ

を催してくる。どうしても反省に集中できないという場合は、瞼を軽くあけ、

座している少し前方に視点を定め、反省するようにすると、ねむけは解消でき

る。反省になれてきたなら、再び眼をとじ、瞑想の反省に入って行く。 

 夜は昼間とちがい、雑音が少ない。草木の活動も静まり、動物達も眠る。そ

れだけに、夜の瞑想は、深くなり、心が統一しやすい状態になる。 

 同時に、あの世の天使達の通信も受けやすい状態になる。昼間は、家事や仕

事に気をとられるので、天使達の通信をキャッチしにくい。 

 

 

心の指針 Ｐ114 

 正定の在り方は、日常生活における正しい想念で生活が行なえることを意味

します。 

 つまり、八正道の神理に適った生活行為なのです。 

 それにはまず、八正道の正見、正思、正語、正業、正命、正進、正念につい

て、反省をすることから始まります。 

 今日一日をふりかえり、八正道の正しさに反した想念と行為がなかったかど

うか。あったとしたら、どこに、なぜ……というように、静かに反省し、思念

と行為について検討することです。そして、正道に反したことは、神に詫び、

明日からは、二度と再び同じ過失をくりかえさないよう努力することです。 

 こうして、日常生活が神理に適った生活行為が出来るように、毎日の努力を

つみ重ねてゆくことです。 

 正定は、反省から始まり、そうして、神の心である調和の心と自分の心が一

体になることです。しかもそうした神の心を、日常の生活の中に具現出来るよ

うになることなのです。 

 つまり、正定の第一歩は、禅定という反省的瞑想から始まり、やがて、守護・

指導霊との対話となり、菩薩の心である慈悲と愛の行為が出来るようになるこ

とが第一の目的。 

 第二の目的は、禅定の心が、そのまま日常生活に生かされてゆくことです。 

 禅定は、日常生活をより豊かに、自己の心がより大きく、広く、神理に適っ

た生活が出来るようになるためのものですから、禅定のための禅定、つまり、

反省のための反省では、本当の反省にはならない、ということです。 

 一日中禅定しているわけにはゆきません。私たちは仕事を持ち、家庭を持ち、

そして、社会の一員として生活してゆくのですから、禅定は、一日のうちの一

部であり、一日の活動の動力源としなければなりません。 
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 そうした意味から、正定の在り方は、禅定そのものではなく、反省そのもの

でもなく、一日の生活行為が八正道に適ったものでなければならないわけです。 

 こうして、私たちは、正定を日常生活のものとすることによって、はじめて、

如心（にょしん）という段階に到達します。 

 如心とは、己の心がある程度理解できたことであり、それはまた相手の心を

も見通せる能力を備えた状態をいいます。 

 普通は、人の心とか、性格というものは長いこと交際してみないとわからな

いものです。 

 あの男とは二十年もつき合ってきたが、あんな男とは知らなかった、という

話をしばしば耳にします。 

 ところが、如心の心を体得すると、未知の相手でも、名前さえわかれば、そ

の人の意識の程度、性格、生活態度がわかってしまうのです。 

 同時にまた、日常生活が安心して送れるようになります。 

 こういうように、八正道の功徳というものは、普通では考えられないような

すばらしいものがあるわけです。 

 

 

悪霊-Ⅰ Ｐ139 

 自分の欠点というものは、片寄りすぎた考え方と行動である。そこで、その

片寄りを修正するために、人には嘘は言えても自分の心に嘘は言えないはずだ

から、その嘘の言えない心で修正する。別な言葉でいえば第三者の立場に立っ

て、自分の今考えていることと行動について反省するのです。そうすると、た

いてい、自分のエゴや欲望が自分の欠点をつくっていることがわかる。反省し

てみて、自分に間違いがあったなら、神に素直に詫びることです。 

 そうして、二度と再び同じ間違いを犯さない決心が、自分の欠点、自分の不

幸から離れていく大事な要素となるわけです。 

 ・・・反省は、小さい時に育ててくれた母について、母からしていただいた

こと、してやったことのひとつひとつを思い出し、心の中の曇りを除いていく

ことです。まずたいていは、母からしてもらったことの方が多く、母にしてや

ったことの少なさを感ずるものです。同じようなことを父についても反省する。

母と自分との関係だけでも、何日もかかる。思い出すまで、心を落ちつけて座

ってみることですね。 

 このようにして、学校の先生、同窓生、そして社会に出てからの対人関係な

どを反省していくと、自分の苦悩がどこから生じてきたかがわかるものです。

こうして、心の重荷や執着を除いたときに、心の中の曇りは晴れ、神の光に満

たされてくるものです。大事なことは、自分の心を正すためには、知恵と努力、

そして勇気と決断が必要でしょう。 
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天使の再来 Ｐ049 

 反省は、人間に与えられた特権であり、慈悲であり、救いであります。動物

には、反省する能力も機能もありません。人間が万物の霊長たる所以も反省す

る機会があるからです。 

 人をそしったり、妬んだり、嫉(そね)んだり、人間の想いは一念三千という

ように、千変万化、際限がありません。 

 しかし、こうした時に、反省の瞑想は、己の魂が磨かれ、神仏の光をうけて

魂は浄化されてゆくものです。 

 一日の生活を終えてから、五分でも十分でもいいです。今日一日をふりかえ

り、反省の瞑想を続けて下さい。そして、どこがいけなかったか、どうしてそ

うなったか、人をそしった原因はなんであったか。その原因を追ってみて下さ

い。その結果、自分をかばう想いがあった。自分を満足させるためであった、

と気がつけば、その人は以前よりも一歩も二歩も前に進んだことになります。

即ち、神仏の光をうけたことになります。 

 そうして、こうした反省のくりかえしによって、あなたは、正法という階段

を知らぬ間に上っていたことを、あとになって気がつくと思います。 

 

 

反省の要 Ｐ007 

 魂の前進は正法という正しい循環にあるのだから、中道の尺度で一日の言動、

心の動きを反省し、想念の浄化、修正に努力をつづける。反省後の瞑想は心と

肉体のバイブレーションが神に近づき、晴れ晴れとした気持になる。その気持

で一日の生活を送ること。 

 

 

反省の要 Ｐ060 

 反省とは、止観である。想念をとめ、過去をふりかえり、自分がなした行為、

想念をあらためて、みつめる。そうして、その想念行為をみつめた結果、その

想念行為が八つの規範である八正道に、適っていたかどうか。もし、適ってい

なければ、その原因を追究し、原因、結果の正体を見極める。そうして、その

正体がわかったならば、二度と再び、その原因に翻弄されない想念と行為、八

正道に適った生活を、実践してゆくことである。 

 

 

反省の要 Ｐ068 

 反省の禅定に入る前に、まず丸い心を心の中に描いて欲しい。想念はモノを

つくるので、太陽のような広く大きく、あらゆる生命を生かす生命体を心に想

像することだ。そうして次に、静かに自分の欠点と人との関係の中で反省をし

て行くと、丸い心のどこにゆがみがあるかが分かってくる。こうして欠点の原

因が分かったあと、再び丸く豊かな心を心の中に想像し瞑想する場合は瞑想を
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して欲しい。 

 

 

反省の要 Ｐ084 

 正法の反省、八正道の目的は要約すると、大宇宙を支配する慈悲の心に自分

を高め、愛の行為ができる自分をつくり上げることである。別な言葉でいえば、

反省と実践は感謝と報恩のめざめにあるわけである。 

 ・・・生かされている事実を理解し、人びとに報恩の行為が心に抵抗もなく、

素直に、やれることが正法の目的である 

 

 

心行の言霊 Ｐ260 

 正定とは、反省をいいます。 

 私たちは、自己反省を通して、ものの道理が理解され、同じ間違いの愚かさ

から解放されてゆきます。 

 反省こそ、神が人間に与えた慈悲であり、愛の能力といえましょう。 

 動物にも本能・感情はありますが、反省という理性の能力、知性の働きは、

人間を置いてほかにはありません。 

 この意味で、正定の反省は、人間だけに神から与えられた特権であり、その

特権を生かしてこそ、進歩があり、無限の調和に向うことができるのです。 

 反省は、正見、正思、正語、正業、正命、正進、正念の七つの規範について、

行います。 

 中道の尺度を持って、今日一日をふりかえり、ものを正しく見たか、思った

か、語つたか、働いたか、生活したか、念じたか、友をいたわったか、と反省

します。 

 人の個性と業というものは、一見似ているようだが、ちがうのです。しかし

その個性と業というものが、日常生活の上に非常に大きく影響しており、した

がって、その個性と業のちがいを、まず発見する努力、そして反省をしてみた

いものです。 

 それにはまず、ずっとさかのぼって、一才から十才、十才から二十才、二十

才から三十才、三十才から四十才、というように、年代別に自己反省をしてゆ

きますと、自分の業がどのようなものであり、全体の中での自分の在り方、自

分の役割が明らかになると思います。 

 個性というのは、ここでは、人それぞれの持ち味、特性、そうして、ここか

ら生ずるその人の人格、役割を指します。 

 年代別に反省をしていきますと、人それぞれの性格が、大体、三才頃から十

才ぐらいまでに、ほぼ形づくられていることに気付きます。 

 たとえば、仮に、短気の性格があって、人を傷つけ、対人関係、仕事上の関

係、家庭の関係の中で気まずい思いをし、それが原因で、折角のチャンスをに

がしてしまうという場合も、短気の性格をつくった年代は大体、この頃が多い
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のです。 

 末っ子で育ち、周囲から、チヤホヤされると、知らぬ間に我儘が身につきま

す。自分の主張は家庭では大抵通ってきたとしますと、さて、成人して社会に

出ると、社会は家庭とはちがい、そうそう思い通りには運びません。自分の希

望が適えられなくなれば、心の中は平安ではありせん。子供の頃の我儘は、最

初は身近な家庭で爆発し、家の中でどなったり、夫婦ゲンカになったりします。

うっせきした気分は、こんどは対人関係や仕事上の関係まで発展してゆきます。 

 こうみてきますと、短気の性格は、自分の我が思うように通らないときに起

こるものであり、それは子供の頃のチヤホヤ育てられた我儘の生活に原因があ

った、ということです。 

 もちろん人によってその短気の性格が二十代、三十代につくられる場合もあ

ります。両親に早く死に別れ、子供の頃に非常に苦労する。あるいは、家が貧

しいために苦労する。二十代、三十代でその苦労が実を結び、やること、為す

ことが図に当ってきますと、人のやることがまどろっこしく、ついどなり散ら

してしまいます。若いうちに苦労した中小企業のワンマン経営者にこういうタ

イプが多いのです。原因は、二十代、三十代にありますが、しかし、これでも

反省をして行きますと、小さいときの苦しみが身につき、人をそねみ、うらみ、

憎しみの心が内在しており、成人してから、それが短気という形で変化して出

る場合があるからです。 

 苦労して成功した人は、人を信じないことが多いのです。家庭の愛情生活が

不足していますから、どうしても孤独になり、自分の意見を押しつけたり、短

気という性格になりやすいのです。 

 このように短気という性格一つとっても、人それぞれの原因は異なりますが、

年代別に見るとたいていは、子供の頃に作られ、成人するにつれ、さまざまに

枝葉となって変化していることに気づきます。 

 業というものは、自分自身にとっても人にとっても、プラスになる面が少な

く、いわゆるその人の欠点、短所という形で現れています。 

 業はもともと執着の想念であり、それは家庭の環境、教育、思想、習慣、友

人の影響を受けてつくられてゆきます。 

 食べ物一つとっても業となり、その人の性格を形づくってゆきます。 

 たとえば、肉食は血液を酸性にし、寿命をちぢめる原因をつくる、だから、

植物性のものしか食べないとしますと、世間の見方、人の見方、そうしてもの

の価値判断が、自分でも気づかぬうちに偏見を持つようになります。つまり、

これは良い、これは悪い、というように、物事を簡単に割り切り、断定するよ

うになって行きます。 

 良い、悪いの判断は大事なことですが、それが自分だけの浅い経験を土台に

している場合、自分には当てはまっても、人には当てはまらないという場合が

多いものです。 

 イエス・キリストは、肉類も結構食べたし、酒も強かったようです。 

 釈迦も、食べ物にこだわらず、出されたものは何でも食べたものです。 
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 食べ物は何でも食べよといっても、現在、病気の人、肉体的に欠陥がある場

合は食生活を規制しなければなりませんので、そういう人の場合は別です。 

 いずれにせよ、人の性格、業というものは、私たちの生活環境によって、知

らぬ間につくられます。その中でしか自分を見出すことができないとすれば、

魂の前進はあまりはかばかしくゆかないでしょう。 

 また、業というものは、常にリンネしており、短気という性格は、ふだんは

出なくとも、その場面に会うと、つい出てしまうという性質を持っています。

つまり、短気のリンネです。 

 原因がわかり、その原因に翻弄されていたことが気づきますと、その原因に

よって影響を与えてきた人々、そうしてまた、詫びなければいられない気持ち

になるものです。 

 悔い改めの心こそ、業を超えて行く足場になるからです。 

 もし、本当に悪かった、あるいは感謝と報恩の気持が湧いてこないとすれば、

その人の反省は、まだまだ本物とはいえないでしょう。 

 己の欠点、短所、業というものは、自分を傷つけ、人をも傷つけてきている

からです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ268 

 私には反省する材料がないという人によく出会いますが、こういう人は反省

が浅く、反省とはどういうものか、まだ、わかっていない人だといえます。 

 恵まれている人にかぎって、反省する材料がないというようですが、ではそ

の恵まれた環境はどのようにして、つくられたか。夫か、両親によってか、夫

は社会に出て、どう働いているのか、両親はどうして財を為したか……。 

 このように考えてくると、今の自分の環境をただ盲目的に是認し、その中に

安住している自分を発見するはずです。恵まれぬ人びとを考えた場合、現在の

自分の立場に疑問がわいてくるはずです。このように反省の材料は山ほどある

ものです。 

 反省の仕方としては、各人が工夫してやってもらってよいのです。 

 が、一つの方法として、まず、現在の欠点、短所をノートに書き記し、その

一つ一つについて、年代を追って、原因をつきとめます。 

 もう一つのやり方は、両親と自分、夫と自分、子供と自分、兄弟姉妹と自分、

友人と自分、上役と自分、後輩と自分、得意先の人びとと自分、隣人と自分、

というように、他と自分とを対比させ、これまで生きて来たさまざまな状況の

中で、自分の心がどのように動き、どのような態度ですごしてきたか。 

 これらを前と同じように年代別に追って行く方法です。 

 ものを対比しながら反省をしますと、比較的自分本位の傾向から離れ、客観

的に真実をとらえることができます。 

 長い人生航路の間では、人は、一度や二度、自分を反省する機会を持つもの

ですが、大抵は自分本位の想いに流され、自分をかばってしまうようです。こ



530 

 

れでは中道の反省とはいえません。中道の反省は、自分の在りのままの姿、内

在する正直な心に照らして、両親に対して自分はどう対処してきたか、両親の

献身に対して、自分はどれほど孝養したか、と疑問、追究して行くものです。 

 両親と自分というテーマの中から、両親を困らせた、両親を悲しませた、自

分の我儘が、いつ、どのような場合に、どう現われて来ていたか、また、もの

に感謝する、しないということも両親との関係において理解されてくるでしょ

うし、また、子供の頃の生活態度が、現在の性格を形作っていることも明らか

になって来ます。 

 こうして、自分の欠点はすべて自己保存という自我の想念がつくり出してお

り、この想念に自分が支配されているかぎりは、正見、正思、正語といった正

しい生活、調和された生活は期待できないわけです。 

 不幸の１００ パーセントは自分の想念の在り方にありますから、幸福を望む

なら、中道の生活に軌道修正する必要があるわけです。 

 私たちの心の姿は、このような状況の中で、次第に形作られ、本来あるとこ

ろの黄金色に輝く、丸い、豊かな、大きな心が、ヘンにゆがんでいたり、ある

いはハート形になり、あるいは感情や本能、知性、理性、意志のどちらかがア

ンバランスとなり、片寄っているからです。 

 ・・・正定の反省は、このようにして、正しい想念を軸として行われること

が必要です。 

 反省後の瞑想は、心を豊かに安定させます. 

 心のバイブレーションは神の心に近づいて行きます。 

 心が落着き平静になりますと、守護霊の通信をうけやすくなり、示唆に富ん

だ考えが腹の当りから浮んでくるようになります。 

 平静な心を生活の場に保ちつづけますと、外界の動きに心を動揺させること

がなくなり、外界のさまざまな動きを正確にキャッチすることができます。 

 心を内に向け、外に向けるなということは、外界の動きに心をとらわれず、

これらをすべて心の糧とすることです。 

 誰かが自分を中傷したとします。心が外に向いているときは、すぐそれに反

発し、心をいらだてます。ところが内に向いているときは、その中傷を平静に

うけとめ、冷静な立場でその中傷の中身を考えます。もし自分に非のないもの

とすれば、中傷した人は真実を知らぬ気の毒な人であるわけですから、誤解を

解く機会がなければ相手のために祈ってやることです。中傷の中に自分を置く

と、それだけ心を不安定にさせ、生活のパランスを崩してゆきます。毒は食わ

ないことでありますが、中傷という一つの事柄を通し人間の心の姿を知る機会

ができたのですから、心が内に向いているときは、すべてが心の糧になるとい

うことです。 

 こうして、正定を重ねていきますと、やがて、静(心)と動(生活)のバランスが

保たれ、不動の心が養われてきます。 

 つまり、正定の目的は、一つには中道に照らした反省にありますが、今一つ

は、その静なる心を日常生活の中で活かしつづける不動心にあるということで
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す。 

 

 

心に法ありて Ｐ013 

 いったい、反省とはなにかというと、一口にいえば、心のわだかまりを取る

ことにある。自分のクセなり欠点、業の原因をハッキリと自覚し、生活の場に

おいて、正道に反した生活に流されないようにすることにある。言葉をかえれ

ば、安らぎある自分自身に立ちかえることである。 

 反省したから、もうただちに心が晴れて恐いものがなくなり、欠点が消え、

業が飛んでなくなるというものではない。 もちろん、これまで不明だった原因

が明らかとなり、ものの見方、思い方が変ってくるので、反省それ自体にも大

きな意義があるわけだが、反省の目的は反省後の実生活に反省の結果がどう生

かされるかにかかっているわけである。 

 一方、反省の尺度は八正道という中道に心の在り方を軌道修正するもので、

それはまた慈悲と愛に集約される。別ないい方をすれば、生かされている現実

に感謝する気持と正しく生きる報恩の行為ということになろう。 

 八正道以前の私たちは自己本位の自分の立場に執着し、その立場からものを

ながめ、思い、語り、念じ、仕事をしてきたはずである。 だが、八正道という

中道を尺度に反省すると、こうした立場のおろかさを知り、自己本位のエゴを

捨てて行くようになってくる。すなわち、心の大きな転換が図られてくる。 

 反省の大きな意義は心の転換なのである。エゴの自分から調和の自分に立ち

かえる。感謝と報恩に心が充実してくるものなのだ。 反省して自責の念や感謝

の心が湧いてこないようでは、まだ本当の反省には至っていない。思い出に耽

ったり、精神分析をやっていたのでは反省の目的から外れてくる。 

  また、反省、反省で、いつも心がしばられ、気持ばかりあせるのも感心しな

い。周囲の雰囲気にのまれ、ある種の虚栄心に心をゆさぶられているのとあま

り変らないからだ。 心の安らぎは、まずもって他人でなく自分自身にあるのだ

から、自己満足にならない自分のペースを早く見出し、そのペースに自分を乗

せることだ。正法は、感謝の自覚と、報恩の行為につきる。 
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6-２）八正道・神を置いてみる・自己中心(丸山弘先生のご指導) 
 

1997-4 月 Ｐ042【伝道だより】 

 ある方が「私は仕事がら他人の体を直してあげなければならない立場にある

のですが、自分が常日頃思う事は、病気や体の不調和は神からのその人に対す

る反省のチャンスが与えられているものとしたら、私はその人に何も手を貸す

必要がないのではないかと思うのですが」というご質問をされました。先生は 

 『そうではありません。病気の原因は自分の思っている事の原因が正しくな

い結果が病気になっているのです。つまり神がその人に正しい方向へ気付かそ

うとして一つの慈悲を与えておられるという事です。神と自分の心が霊子線で

結ばれており、その思い行いが良心から外れた分だけ苦しみとなって病気の原

因になっているのです。 

 私達の心は神と結ばれており、夜寝ている時に神から心にエネルギーを戴い

て生きているのです。 

 なぜ直さなければならないのかではなくて、貴方は今人の肉体の故障を癒す

という仕事をやらせて戴いているという思い方ならば神を置いているのですが、

直してやっているという思いだったらそれは間違いです。それは自分中心の思

いであり、そこには神は不在なのです。常に自分と人との間に神を置いて見る

と正しい思い行いが出来るのです。 

 開業をしておられるから貴方のところへいったら直ると思ってお客さんが来

るのです。貴方は神がお与え下さった患者さんだと思って自分の全身全霊を捧

げて自分の能力の範囲内でやらせて戴く事が大切です。 

 患者と貴方との間に神を置いて、神がこの人を今患者さんとして、この私の

心の修業の為にお与え下さっているのだと思い心から有難うございますと感謝

を捧げる事です。患者さんの病気はその人自身の原因で病んでいるのであって、

その人の罪はその人が持って行くもので貴方には関係ないのです。 

 貴方は自分の職業を通して自分の全能力を捧げて心からの治療をして差し上

げる愛の修業の機会を神から戴いているのです。それには平素から法により心

の精進、努力を積み重ねていないといけない事がよくお分りの事と思います』 

 とご指導をされました。 

 

 

1998-12 月 Ｐ039【伝道だより】 

 正しく見る、聞く、思うには、相手と自分の間に必ず神を置いて、神がこの

私の修業のために今目の前の人をお与え下さっているのだと思うことです。神

を置いて見る、聞く、思うことにより、初めて一歩一歩正しく見る、聞く、思

うことができるようになれるのです。 

 あなたは、自分の心の状態を止観することを忘れてしまって、自分中心の心

で相手を見ておられるのです。何十年も自分の心の点検を一日に何百回も努力

する訓練を積上げていかない限り、正しく見る、正しく聞く、正しく思うこと
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は出来ないのです。 

 

 

1999-8 月 Ｐ038【伝道だより】 

 『正しく語る』とは高橋信次先生のお教えでは、どんな人に対しても自分の

思ったことを即座に語るのではなしに、一度止まって点検をして語りなさい。

人に対して希望と勇気と悦びを与える言葉を、自分が今用意して並べて出そう

としているのか、はたまた攻撃する言葉を出そうとしているのか、人を攻撃す

るのはやめなさい。攻撃したら必ずこの刃物というものは、相手を斬りつけた

時に、返す刃で自分を傷つける……だから相手を斬りつけたと同時に自分の心

もズタズタとなる。人間の心の刃は両刃の剣なのです。 

 その相手の嫌な姿は、必ず自分にあるからなのです。自分中心で見るから相

手の悪いところばかり見えてくるのです。 

 自分と相手の間に全能の神様を置いて見ますと、神様がその人を通して「こ

の姿を見なさい。貴方にもそんなものがありますよ」と、……また、素晴らし

い姿は、「貴方はこの人を目指していきなさい」ということをお教え下さってい

るのです。 

 そうすると、一つも人を批判したり、傷つけたり、攻撃したりしませんね。

そういうことを正しいと言います。また愛とも調和とも言います。 

 

 

1999-12 月 Ｐ032【伝道だより】 

 ・・・正法を知らないと、自分にとって都合の良い悪いを中心として見てし

まい、自分に甘くなってしまいます。 

 自分の立場から周りの方を見るのではなく、神を間に置いて見ますと、今そ

の方が見せてくださっている姿は、醜いものであろうが立派なものであろうが、

神がこの自分自身の為にお与えくださっているものなのです。 

 ではなぜ、神は今この方をお与えくださっているのかと申しますと、嫌な姿

はお前にもその様なところがあるんだよというお計らいであり、また、愛に満

ちたにこやかな姿を見させていただいた時は、お前もこのような姿になりなさ

いというお計らいなのです。 

 こうして見ていったら非常に的確に自分が見れます。そして、この世は神を

すべて間に置いて見ないと物事を正しく見ることが出来ないのです。 

 

 

2000-7 月 Ｐ048【伝道だより】 

 あなたとその方の間に神仏がおられることを知ってください。 

 神仏には、あなたに、目の前の方の中に自分自身を発見出来るよう、お与え

くださっているのです。出会う人すべてがあなたを生かすために、神仏が常に

お与えくださっている人なのです。よって、その人たちもあなたによって生か
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されるのです。 

 潔癖性なのは、清らかさを求めているのでしょう。今目の前の人を通してあ

なたは、神仏のお計らいを頂き、正しい人生の勉強の機会を頂いているのです。

その人とあなたの間に神仏を置いて、自分を眺めてください。そうしたらお与

え頂いているお計らいが分かるようになります。 

 

 

2000-12 月 Ｐ022【伝道だより】 

 貴方が上司を嫌な人だと思って見ているときは、自分の目が絶対正しいと思

って見ていたはずです。自分の目が本当に正しいかどうか点検もしないで見て

いますから、そんな時は自分の感情で相手を見ているのです。つまり自分にと

って都合の良い人を良い人、都合の悪い人を悪い人と見ている訳ですから、誉

められれば気分がいいし、けなされると腹が立ってしまう。 

 そういう見方をしていますと、相手の良いところがあっても見えないし、逆

に欠点にさえ見えてしまうことがあります。それでは自分は生かされないし、

相手もまた生かされないのです。それでは魂の向上は出来ないのです。 

 今目の前の人を自分の都合で見ると実に嫌な人だけれど、神がより自分を鍛

えるために、より良い人間に成長させるためにお与えくださっておられる人だ

と見ることが出来たとき、正しく見る、正しく聞く、正しく思うことが出来る

ようになるのです。 

 

 

2001-1 月 Ｐ032【伝道だより】 

 私の家の隣に大きな榎（えのき）があるのですが、今の時期になると沢山葉

を落とすので、今日もその落ち葉を掃いてきました。家の雨どいにも沢山落ち

るので、沢山落ちてもそのまま落ち葉が流れていくように、普通の家の雨どい

よりも太いものにしています。 

 また、近所のある方が私が落ち葉を掃いているのを見る度に、『その木の持ち

主に木を切るように言ったらどうやいね。何で言わんのやいね』と言われるの

ですが、その方は、隣の人の木とみておられるのです。私は神様がお与えくだ

さった木だと思っていますので、大変だとは思わないのです。 

 夏になるとその大きな枝葉で日陰を作ってくれて、とても有り難いのです。

今日もその木に、『私がここを奇麗に掃いたからといって、私を思いやって葉を

落とさないでおこうなんて思わんといてね。どうぞ心置きなくどんどんどん落

とすまっしね』と会話をしました。 

 

 

2001-5 月 Ｐ084【伝道だより】 

 ある方は次のように話されました。 

 「以前からお話ししていますように、職場の先輩でどうしても苦手な人がい
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ます。今までは衝突を避けて、自分の言いたいことも我慢してきましたがとう

とう堪えられなくなって、最近は、自分の思いを言うことにしました。そうし

ますと、先輩と口論になってしまい、余計に険悪な雰囲気になってしまいまし

た」 

 先生は即座に 

 『口論になるのは、そこに正しい物差しがないからです。お互いが自分の尺

度、つまり自分の思いで語っているからです。かといって相手は法を知らない

のですから、あなたが相手のここがおかしいと言っても、通用しないと思いま

すよ。余計に感情的になって腹を立てるのが落ちでしょう。ですから、そうい

う人とはまず口を利かないことです。 

 反省の時、どうして自分の前にこのような人が現れるのか、その原因を考え

てみることが最も大事なのです。あなたの前にはどういう訳か、このようなタ

イプの人が出てくるのです。この侭では、これからも出てくると思いますよ。 

 人はとかく相手ばかりを見てしまいますが、相手ではなくその時の自分の心

を見るのです。朝、顔を合わせた時、ああ、また嫌な相手が来たなぁー、嫌だ

なぁーと思ったとしたら、まず止観をして、そのような自分の思いを正すよう

にするのです。そうして相手が現れる度に、嫌な言葉を浴びられる度に自分の

思いを正していく、それがその人を通して、今のあなたに課せられた有り難い

修行の機会を頂いているのです。 

 しかし、一遍にはうまく出来ないと思いますよ、きっと何年もかかるかも知

れませんが、それを一生懸命、精進していく中で、あなたの心は今より確実に

調和していくはずです。目の前の嫌な相手は、神がその人の姿を通してあなた

の欠点をお教えくださっているのです』 

 とお話しくださいました。 

 

 

2001-6 月 Ｐ066【伝道だより】 

 ・・・高橋信次先生の御教えは、嫌な人は自分の姿である。自分で自分の姿

を鏡で映しても、自分の顔だけ見えて心は見ることは出来ません。人間という

ものは、自分の欠点はなかなか分からないものですから、神は一人一人に自分

の欠点と同じ欠点を持った人を、目の前にお与えくださっているのです。 

 そうとって頂ければ『ああ、私はそういう欠点を持っているのだなあ』と思

って挑戦して行かれたら、貸方様のように悦びを持って生きられます。どんな

嫌な事も、それに向かっていく魂を神から頂いているのです。 

 

 

2001-11 月 Ｐ035【伝道だより】 

 人から聞く悪口や、自分の目に入ることは必ず自分にもあることで、人を通

して自分の姿を見させて頂いているのです。自分を他人の上においてはいけな

い。今、目の前にいる人は神仏よりお与え頂いている人です。常に謙虚でなく
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てはいけません。相手がおられるから、その人を通して自分が発見出来るので

す。 

 法をいかに自分の心におとすか、法により正しい思い、行いをしているか、

法によって、法に沿って生きていけば謙虚になり、人を上から見下すこともあ

りません。倣慢になると、自分の心が苦しくなります。 

 人間は自分以外の人は全て師であり、いつも自分が学ばせて頂いている人な

のです。学ばせて頂いている人と思えば自然に感謝の心が湧いてきて、謙虚に

なれるのです。神理には、闘争と破壊はないのです。正法には、愛しかないの

です。 

 

 

2002-1 月 Ｐ060【伝道だより】 

 ・・・その方が、「主人の実家の向かいのお宅で子供が毎日ピアノを弾くので

すが、私も気になっていたのですが、息子が二階から降りて来て、『ちょっとあ

れはやかましいね』と、言うものですから・・・」とお話しされると、先生は、 

 「息子さんがピアノのことを言われた時、その時がチャンスだったのです。

貴方様はそのチャンスを逃してしまったのです。貴方様は今、息子さんのこと

を話されましたが、私なら子供にこう話します。 

 『お母さんが今勉強していることは、今ピアノを聞いていて自分が気になる

なあと思ったら、「あなたもかつてこういうことをやっていたんだよ」と、神様

が愚かな自分の欠点をお教えくださっているんです。そこを、自分が振り返っ

て反省し、ご迷惑をおかけした人達に対して、常にお詫びすることが大事なん

です。 

 それは、ピアノやギターでもない場合もあるかもしれないけれど、自分の思

うこと、行うことで、自分が気付かない中で人様に大変なご迷惑をおかけして

いても気付かない場合、神様には他人の姿を通してこのように気付くようにし

てくださっているのです。 

 このように人の痛み、悲しみになっていることなどに気付かない場合が多々

あるので、そこをあなたは今の場合、ピアノで汲みとれる心づくりをすべきな

んです』 

 と、常に、そういう心に触れる話をすることが大切なのです。 

 もし出来なければ、御著書を拝読するようにしてください。そうしないと、

チャンスがあっても逃してしまいます。そういうチャンスの話が来たのですか

らそれがただの心無い話になってしまうと息子さんは救われません。 

 何時も、思いやり・感謝・悦びについてのお話が自然に出来るよう、真剣勝

負の心で生きてください。ですから日々御著書を拝読する時、必死になってく

ださい。今、大宇宙大神霊・仏が貴方様に人生を振り返るチャンスをお与えく

ださっているのです」とご指導下さいました。 
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2002-4 月 Ｐ051【伝道だより】 

 ご主人が癌を思い、日々伝道に邁進されている女性の方の発表で「私は、今

回主人の病気を通して、今こそ伝道しなければいけないという思いから毎日の

ように正法のお話をさせて頂きました。しかしなんとか分かってもらいたいと

いう気持ちから、つい強い口調になってしまい最後には主人が反発し、口論に

なってしまうことが度々ありました。その後必ず『また言い過ぎてしまった』

という自責の念にかられ、主人が可哀想という気持ちになり、つい謝ってしま

うのです」と発表されました。 

 この方に対して先生は「可哀想とは抱きかかえる思いであり、法ではありま

せん。その場合、哀れと思うことが正しい思いです。突き放すことも愛なので

す。そうすることによってご主人様は立ち上がれるのです。可哀想と抱きかか

えることによって、ご主人様の自力の芽を摘んでしまい、相互に生かし合うの

ではなく、殺し合うことになります。哀れという思いは、自分を生かし、相手

を生かす思いです。常にご主人様と貴方様の間に神を置いて、思う、行うこと

を忘れないでください」とご指導されました。 

 

 

2002-6 月 Ｐ067【伝道だより】 

 私達の心は神と結ばれているのですから、神のみ心を心とした生き方をしな

ければいけないのです。遊びたいとか、テレビが見たいとか、眠いなどといっ

た自分中心の生き方をしていてはいけないのです。そういうことをしていれば、

苦しみを作っていくだけなのです。法を中心とした生活に切り替え、心を正す

ことが大事なのです。 

 この正す方法は、『心の発見』『人間釈迦』にも載っておりますが、八正道と

いう八つの基準によって自分の心を正していけばよいのです。そうすればちゃ

んと後光が出るようになるのです。不思議なことですが、これが真理なのです。 

 

 

2002-7 月 Ｐ068【伝道だより】 

 私達（自分）が相手に何かを差し上げたとします。この時、相手に差し上げ

たものはもう自分のものではなく、相手のものなのです。ですから、相手がそ

れを受け取ってどう処理しようと自分には関係がないのです。 

 相手に差し上げたものをどのように生かしたか、それとも捨てたか等という

思いを持つことは、差し上げたものにとらわれているためで、それは差し上げ

たものを、何時までもしっかり自分のものとして心で握っているため出てくる

思いです。即ち、そこには未だ自分というものがしっかりと在るのです。この

ように相手に差し上げたものは相手のものであり、それにとらわれていること

は苦しみに繋がります。 

 この物差しは総てのことに当てはめる事が大切です。 
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2002-7 月 Ｐ020【ものさし】男性会社員の方の投稿 

 嫌いでしょうがない上司との事も先生には「嫌だ嫌だと思いながら感情的に

相手を見ると、正しく見ることが出来ません。そのような時は自分の都合次第

で見方が変わってしまいます。まず、相手と自分の間に神を置き、神が自分を

鍛え成長させるために、今目の前にこの方の姿をして居られるのだと思うよう

にしてください。そうすると少しずつ正しく見ることが出来るようになります

よ」とご指導くださいました。 

 大相撲の大鵬関の例え話を引用され、日経新聞の「私の履歴書」に以下のよ

うに書かれていましたと教えて頂きました。 

 「大鵬が幕下のころ、同じ部屋の兄弟子にいじめられた経験をしました。と

ころが、大鵬関が横綱になった時にこの兄弟子が一番喜んでくれたことを思う

時、自分がいじめられたと思っていたがそうではなく、この兄弟子がしごいて

くれたからこそ、今の自分があるのだと気付きました。その兄弟子は大恩人で

あったと思います」 

 

 

2003-1 月 Ｐ056【伝道だより】 

 相手のいやなところが見えるということは、自分も同じものを持ってるから

見えるのです。自分に無いものは見えません。自分も相手と同じ事を行なって

いるのです。目の前に現れる人は、全て天からお与えいただいている方であり、

その人を通して自分の姿を見させて頂いているのです。ですから嫌なことなど

何一つないのです。 

 まして相手を許す、許さないということは、上から見て、言っている行為で

あり、愚かしいことだと思わねばなりません。大抵の方は自分を上に置いて相

手を見、言葉を発し判断しているように思います。相手を許す、許さないので

はなく、自分が許される存在にならなくてはいけないのです。常に自分を下に

置いて見ることです。そうすれば、相手の言うことも素直に聞き入れられるの

です。 

 

 

2003-10 月 Ｐ056【伝道だより】 

 法という『ものさし』によって、正しく見る・正しく聞く・正しく思うこと

を努力されておられないとしたら、それは永久に自分中心でしかありません。 

 

 

2004-5 月 Ｐ061【伝道だより】 

 先生は、「・・・貴方様は、きちんとすることが好きですが、その物差しは自

分中心で、正しい事ではありません」と、お話しされたところ、 

 「私は、特に時間に対して細かいところがあります。今までは娘に対して、

寝る時間になったら早く寝なさいと叱ってきましたが、それを言わないように
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したところ、娘の寝る時間が延びたのですが、私は娘が何をしていても気にな

らなくなってきました」とお話しされたところ、先生は、 

 「気にならなくなったということは、貴方様の心が豊かになられたというこ

とです。今まで心がギザギザだったから引っかかっていたのです。今のような

お心で、娘さんにお詫びをされたら良いと思います・・・」と、お話しくださ

いました。 

 

 

2004-6 月 Ｐ070【伝道だより】 

 電車の中での他人のマナーの悪さが気になって仕方がないという方に対して、 

 「不平、不満、愚痴、人を裁くということは、『自分もかつて正法を知らなか

ったとき、こういう姿がなかっただろうか、今もないだろうか』と心に問いか

け、点検してみることが大事です。神様には、裁くために、そう言う人達を目

の前に見せてくださっているのではなく、自分の心を正しく整理するためにお

与えくださっていると思われたら良いのです。反省されて気にならなくなった

ら卒業です。次の課題をまたお与え下さいます」と・・・お教え下さいました。 

 

 

2004-10 月 Ｐ060【伝道だより】 

 ・・・反発したときは、『この人は正法を知らないんだ。私は正法を学んでい

るのだから反発してはいけない、もっと謙虚な心でお父さんにも法を教えてあ

げよう』という愛の心に変えることです。 

 

 

2006-8 月 Ｐ039【合同学修会】 

 正見は、思いやるという物差しで測ること。 

 天上界の人との対話が正思である。天上界との対話とは、夜寝ている間にふ

と目が覚めて、いろいろ考えるとき、思い浮かぶことがある。それが天上界の

方からお導き頂いていることである。 

 

 

2006-8 月 Ｐ081【伝道だより】 

 『聞きたくない、聞きたくない』等と思っている人は、神様の場を自分中心

の場にしているのです。正法者たる者、常に神様を中心に四六時中思っていな

ければならないのです。神様によって、今生かされているという思いでないと、

すぐ人間は自分中心になり、人を裁くことになります。 

 

 

2008-3 月 Ｐ080【伝道だより】 

 ある若い経営者の方が、「先生より、『会社では常にニコニコ顔でいなさい』、
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とのご指導を頂き、現在そのように心掛けております。ただ、社員の方でも、

人によっては周りの方と調和がとれていないと思われる方もおられますので、

そのような方には、特に感情的にならないように、こうした方がいいのではな

いでしょうかなどと、お話しさせて頂いてもよろしいでしょうか」と、ご質問

をされましたところ、先生は、 

 「相手の心の状態やお話をする環境などを考えて、良い機会を選んでお話し

されることが大事と思いますが、しかしイエス様には、かつて私に対して、そ

のような事は仰いませんでした。 

 『常に如何なるどんな人に対しても、人の足を洗わせて頂く心を持ちなさい』、

また、その他についてもお導きくださいました。そこで、人の足を洗わせて頂

くためには、人の足元にひざまずかなければ絶対人の足を洗わせて頂くことは

出来ない、つまり、相手の方に対して、精一杯腰を低くし、自分が謙虚になら

ない限り、絶対足を洗って差し上げることが出来ないということにやっと気付

かせて頂いたのです。ここに、ニコニコ顔にならせて頂く心の根元があるので

はないでしょうか。 

 社長が、専務が常に謙虚な心で従業員に接していれば、社員の心は和み、自

然と社員も、会社の空気も温かいものに変わってくるのではないでしょうか。

私の体験からもそう思います。 

 ですから、私は社員の方に、『貴方のここが駄目だ』等と言ったことはありま

せん。相手の欠点が目に入るということは、相手の姿は愚かな自分の姿である

ことに気づかせて頂いたのです。 

 そこで、会社でも、トイレの掃除など、人の嫌がることを自ら進んでさせて

頂くとか、あるいは雪が降ったら、当然のこと早朝から道路の雪かきをさせて

頂く等、毎日楽しくコツコツとさせていただきました。 

 

 相手の欠点が自分の目に入るということは、即ち、その欠点が自分にもある

という、畏れ多くも、神仏様のお導きによるものと、有り難く感謝申し上げて、

押し頂くことが大切です。 

 自分にその様な欠点が無くなり、更に周りの人も思いやれる(愛せる)心にな

れたら、即ち許せるようになったら、目に入らなくなります。また目に入って

も、ニコニコ顔で、『もっともっと成長したらいいな』とか、『自分自身がもっ

と変わったら分かって下さるかな』等と、悦びとともに思えるようにならせて

頂けます。それこそ、無限の『愛』だと思います・・・」 

 と、・・・お話しされました。 
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6-３）反省(ご著書より) 

 
心の発見(神理篇) Ｐ170 

 人間は、一時の見かけだけの華やかな人生を楽しむものではなく、永遠

の生命の上に立って、人生の道を楽しまなくてはならない。反省は、あく

まで幸福への前提である。 

 自分自身の正しい反省の中から、神仏の光は与えられるのである。反省

は、正しい理性を養うことにもなって行く。理性は、心の正しいブレーキ

なのである。 

 このように、反省は神仏より与えられた慈悲であることを悟らなくては

ならない。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ184 

 すべて不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたらしたものであ

り、責任は他にはない。その原因を追求し、その根本をとり去る、心の反

省の中から前進があるのである。 

 毎日の生活が調和された中には、常に神仏の光によって保護されるもの

がある。そしてそこには不幸は訪れてはこない。それは、正しい生活の実

践の中に積み重ねられて行くものなのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ052 

 作用・反作用の法則に従って、それが己に帰ることを知ったならば、人

は自分自身の想念と行為を反省することが、最も大切であることを悟るだ

ろう。どんな小さな問題でも、その原因と結果を良く悟り、判断を誤って

はならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ087 

 信心とは、特定の場所で特定の行事をすることではない。 

 毎日の生活の中で、与えられたその環境において、精一杯努力し、日々

の思ったことや行いについての善悪を中道の心を持って反省し、感謝と報

恩の実践でなくてはいけない。正しい信心とはそこに存在することを、多

くの人々は悟らねばならない。 
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心の発見(科学篇) Ｐ170 

 私達は、心の中道を日常生活に生かしたなら、その心は常に晴れ晴れと

した美しい青空のような広いものに進化され、浄化されて行くであろう。 

 この心こそ、神仏の子としての本性といえる。実在界あの世から常に協

力している魂の兄弟や指導霊に対して、感謝する心を忘れてはならない。

その感謝を現わす行為は、日々の生活の反省、己の心にもとっていないか、

を反省することで、それはまた己の心をより高次元に進化させて行くこと

になり、報恩につながって行くことになる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ178 

 いろいろな奇形児が生まれる原因は、肉体的な遺伝や、不調和な薬、あ

るいは父母の不調和、または怨念のある家族に起きる現象である。 

 このような現象は、生きている人間に対する警告であり、家族一同は反

省して、その原因を追及することが必要である。現象は、原因があったた

めに起こったことを知らなくてはならない。原因を見極めて反省し、心の

浄化を計る正しい生活によって、心の安らぎは生まれてくるのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ180 

 心の病いは、自己保存や自我我欲がほとんどの原因で、この原因が人生

航路の乗り舟まで破損させることがある。乗り舟の故障についても、内外

を問わず、良くその原因を反省してみることが、何よりも早く病気を治す

きっかけになって行く。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ294 

 心のなかに造り出される、不調和な問題を反省して行くに従って、誰の

前でも心を裸にできる人間になること、これが大切だといえよう。 

 そして、「一日一生」と観じ、いつでも無常の風を見、しかし何の思い残

すことなく執着を断つ。そうすれば、光明に満たされ、天上界に還ること

ができるのだ。 

 つまり、そこへ還れることを心がける、そのことが大切なのだ。 

 ところが、様々な心の曇りは、私達の霊域をいつも崩してしまう。 

 反省以外に、この曇りをふるいのけることはできないのだ、ということ

を悟ることが必要なのである。 

 反省は、盲目の人生航路において、犯した罪を除去するため、神が私達

に与えた慈愛を受けるチャンスであるからだ。 
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人間釈迦① Ｐ043 

 ・・・諸行無常という中道の心に人々の心が帰依するならば、世の無情

にとらわれることはないであろうが、しかし、無常を無情と感じているう

ちは、中道の心はつかむことができない。無情には自我がある。苦悩があ

る。悲しみがあった。人がこの間をさまようかぎり、安らぎを得ることは

できない。 

 あれが欲しい、これが得たいという願いは、天と地、男と女、富と貧、

支配と隷属という間にしか生じない欲望だからである。もし人が、そうし

た相対の世界から離れて自分を眺め、ながめた自分から素直に外界をみよ

うとするならば、こうした自我は生れてこないものである。 

 無情の感覚はそれゆえに、自我という自己保存にその根がみられる。そ

うしてその根のあるかぎり、人は悲しみから解放されることはないであろ

う。無情は常につきまとい、その人の心を苦しめる。 

 無情が無常にかわるとき、人ははじめて、真性の自己をみる。すなわち、

常なき姿の外界を動かしている神の心をみることができるのだ。常なき姿

は、万物が生き、万生が生滅するための必要不可欠の要件として、永遠に

かわらぬこの現象界の姿であり、もしもそうした生滅の姿がないとすれば、

人も現象界も、その存続を許されなくなるのである。人はこうした現実に、

こうした常なき現象界に、思いを向け、神仏の計らいが奈辺にあるかを洞

察しなければならないのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ134 

 悟りへの重要な過程は、心の内面にたいする反省であり、正法という大

自然の摂理に照らしてみて、ものの見方、考え方、とらえ方、そして、そ

れにもとづく行動が、果たして正しいものであるかどうかを、内省するこ

とがキメ手になるのであった。そうして、正しくない面が浮彫りされたな

らば、二度と再び、同じことをくりかえさないように、想念と行為のうえ

で現わしていくことであった。 

 

 

人間釈迦① Ｐ137 

 反省して悪いと自認したとしても、その事実を消すことはできない。要

はその事実を、これからの人生の過程において、改めてゆく以外にないの

である。また、過去のその善悪について、それに執着を持つと、これから

の行動が束縛されてくる。本来の自由性がそこなわれてしまう。  

 とくに悪の行為について、「悪かった……」と認めたまではいいが、それ

にとらわれると暗い想念をつくりだしてしまう。この点も中道の心が大事
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である。過去の全体験は、魂の修行の一過程であるからである。反省の功

徳は反省後の中道の実践にかかっている。功徳は身心の調和という姿で現

われてくる。 

 

 

人間釈迦② Ｐ084 

 ・・・サンガーの道はそれだけに厳しい。己に厳しい。反省と自戒によ

って、これまで積み重ねてきた業を超えていかねばならない。三つ子の魂

百までもの譬のように、業を修正することは難事業である。努力と勇気が

必要だ。さらにまた工夫をこらさなければ、これまでの習性を転換させる

ことはむずかしかろう。しかしこうした努力を惜しめば、悪習慣から抜け

出すことは出来ない。 

 ブッダの弟子たる資格は人間としての自覚にめざめ、自らを厳しく律し

て行く者でなければならなかったのである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ102 

 ・・・生老病死は、他力の苦行では決して解放されることはないのだ。 

 常に不安と不信が同居し、疑問があっても明らかにできず、永い習慣に

心まで柔軟さを失ってゆくものだ。 

 燃える心を静めるためには、心と行ないによる八つの正しい道を活かす

ことである。生活の物差しとすることである。そうして、燃えている原因

を除くことが大事なのだ。 

 原因を除かぬかぎり、また残り火によって、燃え出すであろう。 

 心は常に、丸く、大きく、豊かでなければならない。 

 燃えれば、煙も出るだろうし、その煙は心を蔽い、神の慈悲の光をさえ

ぎってしまうだろう。 

 正しい八つの道を尺度として、反省の中から、その残り火さえも根絶さ

せなければならいのだ。 

 その時に、人の心は慈悲の光に埋まり、苦しみから解脱し、光明という

世界がひらけてくる。五官にとらわれた肉の身のはかなさ、無意味さ、人

間のなんたるかを知り、安らぎの心を悟るのだ。 

 

 

人間釈迦② Ｐ156 

 これまでの信仰者は、いたずらに善とか愛の観念にとらわれ、実生活を

おろそかにし、自己満足と欲望を押さえることに吸々としてきたようであ

る。 

 欲望は押さえつけるものではない。人生の目的を知るようになれば、そ
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うした欲念というものは自然と沈静化し、神の子の愛の真情が生活の原動

力となって息づいてくるものである。 

 もちろん、それには反省と内在する悪の芽を摘み取る勇気と努力が、つ

いてまわるが、しかし、そうした努力を無理無理するのではなくて、時と

共に、その努力が努力と感じられなくなって来るように、その毎日を怠ら

ず励むことなのだ。 

 努力しているという感覚が内にある間は、まだ本物ではないのだ。努力

が生活の中にとけこみ一日一日が一生につながって行く喜びに満たされて

くるようにならなければなるまい。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ123 

 人々の心の姿は、五官、煩悩に惑わされて、限りなく変化するものであ

る。 

 欲望の心が生ずれば、その欲望が満たされても次の欲望が己の心を支配

し、安らぎの境地に達することはできないものだ。 

 正しい心の規準を失った心の暗い者たちは、偽我がつくり出した心の魔

によって、己自身が支配され、苦悩の人生を送ってしまうものだ。 

 そなたたちは、よく法を悟り、行ない、世間の諸現象に執着の心を宿し

てはならない。 

 生死の領域にこだわりを持ち、愛着している者たちは、まだ執着に心を

とらわれている者たちなのだ。 

 一切の欲望による心の破壊から、自己を守るための努力を惜しんではな

らない。 

 実践には勇気が必要だし、常日頃の努力を積み重ねることが大事だ。 

 そして、より豊かな智慧によって、執着の根を除くことが、安らぎへの

近道だということだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ164 

 これまでの人類の歴史をみてくると、偉大な聖者が現われたときは人び

との心も統一され、調和に満ちた社会の出現となるが、その光が昇天して

しまうと、次第に修羅の巷と化し混乱してしまう。人類は、いわば末法と

正法のくりかえしのような観を呈している。これはいったいなぜなのだろ

う。なぜ人類社会はいつになっても救われないのであろうと誰しも疑問を

いだく。 

 その理由の一つとして、人間のカルマが挙げられる。カルマとは業であ

り、ものに執着する想念と行為による悪循環をいう。このカルマが転生の
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過程において修正されなければならないのだが、しかし根本的に是正され

ないかぎり、カルマは輪廻するので個人的、社会的混乱の過紋はなかなか

消え去らないということになる。 

 もともとカルマというものは、縁にふれ、現われることによって、初め

て人はそれに気づき、現われなければ理解もできないし、修正も不可能と

なる。その現われの形が大きく発展すると末法となり、社会が混乱するこ

とになるのである。 

 さらに、カルマをカルマとして認めず、見過ごしてしまうと、新たなカ

ルマをつくって混乱にいっそうの輪をかけることも起きてくる。 

 ごうして、末法と正法の時代は歴史的には繰り返しの過程の中にあるよ

うであるが、しかし、過去世のカルマがそのままストレートに現われるこ

とはない。そのまま現われるとすれば人類はとうの昔に滅びていなければ

ならないし、そういうことはないのである。私たちは現象界と実在界を絶

えず往ったり来たりの輪廻をくりかえすが、現象界のカルマは実在界であ

る程度修正され、再びこの地上に生まれ出てくるので、残されたカルマを

いかに上手に修正するかが、私たちの課題であり、上手に修正される時代

を正法といい、盲目に陥った時代を末法というのである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ192 

 智慧の湧現は法の実践にある。心の中につくり出された不調和な曇りを

除かない限り、無明はいつになっても晴れることはないであろう。 

 曇りを除くには、法の物差しにより思念と行為をふりかえり、その間違

いを修正することが最も大事である。つまり、反省である。そうして、心

の中に曇りをつくらないように、常に正道を歩まなくてはならない。 

 正道を歩むとは、煩悩の偽我を支配することである。 

 そなたたちの心の中に本来ある、己に嘘のつけない善我なる心で修行す

ることが、正道を歩む修行者といえよう。 

 心を外に向けると、遊興な生活におちこむことになる。そこには千仞の

谷が待ち構え、苦悩しか与えないだろう。 

 悪業は、即座に報いとなって現われることはないが、しかし、山中で焚

火をたいた後の灰にかくれた火種のように、風によって、いつ山野を焼き

つくしてしまうかしれないものだ。 

 また、愚かな者たちは、常に地位や名誉の欲望に苦しみ、物質、財宝、

情欲への執着心のため、自らを苦しめている。サロモンは名聞に耳を傾け

てはなるまい。利他の行為を忘れることなく、自己保存の欲望を捨て、常

に安らぎの生活の中に住すべきである。 

 法の水を飲んだものたちは、心が洗われているから、物にこだわること
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がなく、平和で安らいでいよう。 

 グリドラクターの岩場を見よ。あの岩場はどんな風にもゆらぐことはな

いであろう。自然の中に安住しているので、物に動かされることがないか

らだ。 

 修行者もこれと同じように、そしりや怒り、あるいはほめられても心を

動かしてはならないのだ。一方に心がゆれると、もう一方にも心が働いて

くるからである。 

 いかなる言動にたいしても、正しく見、正しく思い、正しく語り、正し

く仕事を為し、正しく生活し、正しく道に精進し、正しく念じ、そうして、

常に反省を怠ることなく、心を丸く豊かに保ち、禅定を楽しまなくてはな

らない。 

 楽に溺れる欲望を捨て、いかなる苦難にあっても、その原因を究明し、

原因の根をのぞき、心の中に法灯を燃やしつづけなければなるまい。 

 しかし、そうした中にあっても、悟りの彼岸に到達する者は少なく、無

常な物質世界に執着し、さまようことのなんと多いことか。 

 そなたたちは転生の過程で学んだ偉大な智慧によって、すべての欲望に

足ることを悟り、人と争うことなく、あの大空のように、青く澄んだ、広

い心でいなければならない。生死の輪廻からは、足ることを知った心によ

って解脱できよう。 

 修行者よ、百万巻の書物より、安らぎの一言の方がすぐれていることを

知らなくてはならない。真の救いは言葉ではない。知識でもない。慈悲心

にあるからである。 

 また、心の中の偽我にうち克つことは、戦場で百万の敵に勝つより、す

ぐれた勝利者であることを銘記すべきである。なぜなら、大きな堤も蟻の

一穴によって崩壊するであろうし、心の苦悩は、心をいやすことによって

しか得られないからだ。 

 智慧ある者は、まずこの世の業火から急いで逃げ出さなくてはならない。

この世は、怒りと愚痴に満ち、足ることを知らぬ欲望が渦をまいているか

らだ。そなたたちの心がこの業火に見舞われ、火の粉を浴びると、迷いと

苦しみをうけよう。 

 善なる心こそ、そなたたちの主である。その主は永遠にして不滅の自己

だ。その自己を失わぬためにも業火から離れることだ。 

 安らぎと調和は真に自己を愛する者によって得られよう。自己の喜びは

他にも転化しよう。 

 つまり、自己を愛する者は、他を愛することもできるのだ。 

 まず、自分自身を修めなくてはならない。法を依りどころとして、自己

を確立することだ。 

 業火に見舞われても、その火を消し去るだけの自分をつくることが先決
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なのだ。 

 遊行に出て、法の種を蒔いても、心の開拓がおろそかになっていては、

あたかも粗悪な大地に種を蒔くのに似て、収穫は実り少ないものとなろう。 

 智慧、努力、勇気─── 

 これこそが自己を確立し、人びとを迷いの淵から彼岸に至らせる唯一の

あり方なのだ。 

 人をアテにしてはならない。 

 人のせいにしてはならない。 

 善・悪いずれの結果が現われようとも、その一切は自らの心と行ないが

つくり出したものであり、他人のせいではないことを悟らなくてはならな

いだろう。 

 そなたたちの修行の目的は、自らに克つことであり、他人に勝つことで

はない。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ239 

 諸々の衆生よ。 

 心以外の一切の諸現象は無常である。たとえ何を所有しようとも、それ

は永遠の所有物とはならないのだ。金銭財宝、すべてが無常だということ

を知らなくてはならない。この世を去るときには、一切の物を置いて帰ら

なくてはならない。この無常な物にとらわれて、自らの心を狂わせ苦しん

でいるのだ。一切の苦悩は、私たちが生活の中でつくり出しているといえ

よう。人は盲目なるがゆえに、物におぼれ、情欲に心を失い、自ら苦しみ

の渦の中であえいでいるのだ。 

 しかし自ら蒔いた苦しみの種は、自ら刈り取らなくてはならないのだ。 

 そなたたち一人一人の心の世界は、自分が支配者であり、偉大なるラー

ジャン（王）であるということを知らなくてはならない。その責任は重大

だといえよう。 

 それゆえに、自らの心の世界に蒔いた種は、他人が刈り取ることは出来

ないのだ。 

 原因、結果、すべて己自身の責任だということだ。 

 諸々の衆生よ。 

 毎日の生活を通して、心の中に苦悩の種を蒔くことを止めよ。 

 苦悩の種とは、むさぼりの種、怒りの種、そしりの種、ねたみの種、そ

ねみの種、増上慢の種、虚栄の種、足ることを忘れ去った欲望の種、情欲

のみにとらわれている不安な種、嫉妬と独占の種。 

 諸々の衆生よ。この種は、やがて心の中をおおい、神の光明をさえぎっ

てしまう。一切の苦悩の種だということを知るがよかろう。 
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 今迄に蒔き散らしてしまった苦悩の種は、今の苦しみとなって心の中に

繁茂している。 

 苦悩から解脱するにはその根を除く以外にない。刈り取るだけでは、ま

た新しい芽が生えて、ふたたび苦悩にあえぐことになろう。その根を断つ

以外に、苦悩から逃れることは出来ないのだ。 

 苦悩の根を除くには実践しかない。正道にそった生活しかないのだ。実

践したときに、その実践に従って、安らぎという光明の種が、広い心の世

界を満たしてくれるのだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ255 

 人が多くの険路を越えて旅するように、生きる道を歩むにも、たゆまざ

る精進が必要です。道を歩む過程に苦楽はつきものですが、しかし、本当

は、正しい道を踏みはずしたときにしか、苦悩というものは生まれないも

のです。 

 苦悩を生み出す原因は、他人ではなく自分自身にあります。このことに

大抵の人は気付かない。他人に転嫁した方が気が楽ですからね。だが、苦

しんでいるのは、ほかならぬ当人だということを知る必要があるでしょう。 

 苦悩を除くためには、苦悩の根を除かない限り、また芽が出て来るでし

ょう。この苦悩を除くためには、智慧と勇気と努力が必要です。 

 今迄の人生においてつくり出した苦悩の根を除き、今後の人生に苦の種

を蒔かぬことが、人生を、平和と安らぎの生活に導くものです。 

 この精舎の建物も、固い土の上にしっかりとした土台が組まれ、その上

を太い柱が屋根を支えています。ですから風雨に耐え、そこに住む人びと

も安心して安住できるわけです。 

 心の安住にも、正しい法の柱が必要になります。 

 法の柱とは、自己中心の心を改め、他人があって自分があり、大自然の

中でたがいに生かされ、生きているように、相互の調和が柱になります。

そのためには、他人の言葉を正しく聞き、いやしくも、自己の感情でそれ

を受け取り、曲解してはならないということです。 

 また、どんなことをいわれても、怒りの心、そしりの心、恨みの心、愚

痴の心、情欲の心、虚栄の心、増上慢の心などをつくらないことです。つ

くったときは心の中に毒を飲んだことになり、また新たな苦悩の種を蒔い

ていることになります。 

 思っても、語っても、同じ結果になります。正しく語るということは、

このような不調和な心では不可能でしょう。 

 言葉は相手に意思を伝えるものであって、不調和な言葉は、自分の心に

毒を飲むばかりではなく、他人に対して、毒を飲ませることになるもので
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す。特に気をつけなくてはならないでしょう。 

 心の中で思うことが正しくない場合は、心の中に苦悩の原因をつくり出

すものであり、行為したと同じことになるということを知らなくてはなら

ないでしょう。 

 慈愛の心は、光明の世界に住することになり、その行為は、より大調和

への近道だといえましょう。 

 心の中には、己自身に嘘のつけない善我なる心と自己を中心とした不調

和なる偽我心が存在しています。一切の苦悩は偽我がつくりだすものです。 

 善我なる心は、親が、わが子を愛し、育てるように、慈愛に富んだ行為

となって現われます。それは、あたかも太陽のように、報いを求めること

なく、万生万物をはぐくみ、大調和の根元をなしている神仏の心であり、

行為に通じているわけです。 

 他人に、自分をよく見せようとする虚栄心は、心を毒すだけの、自己満

足の無常なものといえるでしょう。このような心を持つことはまことに愚

かしい、心の貧しい行為といえましょう。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ245 

 法は、正しく行ずる者のなかにある。姿や形、形式のなかにあるもので

はない。ふだんの心の動き、そして行為が法に適っているかどうかが問題

なのである。そなたらは法の実践者でなければならない。また、それを望

み、求めてきた者であろう。それがいつの間にか五官に迷い、六根に翻弄

されるとすれば出家の資格者とはいえまい。 

 感覚が問題として肉体を裂いたとしても、心を正さなければなんにもな

らない。肉体は心の乗り舟であり、肉体そのものに六根があるのではない。

肉体を縁にして、心が肉体にまつわる思いにとらわれるので六根が生まれ

る。つまり、六根の根は、すでに心にある。心が原因である。だから、心

を正さなければ肉体にまつわる思いが再び襲ってくる。 

 したがって、この手がいけない、この足が悪いというものではない。そ

なたらの五体は両親を縁として神仏よりあたえられたものである。そして

この五体はこの地上にふさわしい形で適応されている。つまりは調和され

ている。調和されているから健康で生きられる。健康でないのは心である。

本来、健全なのだが、地上の生活になれてくるにしたがって、自我が芽生

え、心がいびつになってくる。いびつはやがて六根となり、そなたらの想

念と行為となって現われてくるわけである。 

 正しく見、正しく語り、正しく仕事をなし、正しく生活し、正しく道に

精進し、正しく念じ、正しく定に入るの八正道の実践こそ、わたしがいう

法である。 
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 八正道の中心は、神仏の光につながっている各人の心である。その光を

八正道の歩みによって現す、これが法の実践である。仏法は他人のために

あるのではない。すべては各人一人一人のためにある。そうして、その喜

びを、慈悲を、他に及ぼしていくものだ。かくして、この地上に仏国土が

生まれよう。 

 仏国土はまず各人の心の中に築かなければならない。 

 現在のそなたらの修行は、心に仏国土をつくる。すなわち悟りの境涯に

至ることだ。彼岸に至る修行が、今そなたらの生活であり、目標だ。在家

の人たちに劣るような行為があってはならないだろう。 

 

 

心の原点 Ｐ023 

 人間は本来善なる心でこの地上界に出てくるのだが、成長するに従って、

心を暗い想念の曇りによって包み、罪を犯してしまうのだ。 

 しかし、神は私達に反省という慈悲を与えている。 

 誤りを犯しても、あの世（実在界）では、表面意識が九○％（この世の

表面意識は一○％）も出ているため、善悪の判断がすぐつくのである。 

 そのため、心に不調和があれば、すぐ肉体的に光の量が少なくなってし

まうため、反省をして誤りの修正をしてしまう。 

 しかしこの現象界に出てしまうと、表面意識は一○％くらいしか出ない

し、厳しい盲目的な人生航路のため、どうしても正しい判断を欠いて誤り

を犯してしまう。 

 しかし、犯した不調和な想念と行為について、心から反省し、二度と同

じ過ちを犯さないで、より光明に満ちた豊かな心を造り出すことによって、

罪は許されるのである。 

 許すという愛の働きがなかったならば、私達人間は永遠に救われること

はないだろう。 

 人々の罪を許し、人々をして生きる喜びにいたらせ、お互に手をとり合

い、助け合って調和へと高めて行くことによって、地上の大調和という環

境が築かれて行くのである。 

 慈悲を神仏の縦の光とすれば、愛は人の横の光といえるだろう。 

 このように、縦、横の調和された慈愛の光がむすび合ったとき、人は神

を発見し、仏性である己を悟ることが出来るのである。 

 このように、この大宇宙全体は、慈悲と愛によって調和され、維持され

ているのであり、それはまた慈悲、愛の塊りであるといえるのである。 
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心の原点 Ｐ092 

 人生航路における、肉体舟の付属品である眼耳鼻舌身意という六根が迷

いを造り出す。苦しみの根を断つには、中道を悟った、肉体舟の船頭であ

る魂・意識の中心、正しい偏らない“心”に問うことが大切である。 

 それには、諸現象を、かたよりなく、正しく判断するため、私達は善意

の第三者的立場に立って、自らを反省してみることが必要だ。 

 私達が、不調和な想念の曇りをとり除くためには、反省して、その原因

を究明して、同じ誤りをおかさない生活をすることが大事なのである。 

 盲目的な人生修行をしている私達に対して、反省はむしろ、神が与えた

大きな慈悲なのである。 

 瞑想的な反省は、自らの曇りをとり除き、その想念が神の光によってお

おわれるため、霊囲気は精妙になり、安らぎの境地にいたるものだ。 

 人間は、それぞれの生活の過程において、人生の無情さや哀れさ、悲し

さに直面し、日常生活で反省する機会を仕組まれている。 

 親しい人との死別、社会の矛盾、病気、どうにもならない運命のいたず

ら、生きているためのむなしい努力など、人間は、あらゆる苦しみをとお

して、反省の機会を求められる。それは、苦しみの原因をとり除くことが

重要だからだ。 

 広い、豊かな丸い心を造り上げ、神の子である自覚が芽生えたとき、実

在界の天使達は、私達に喜びを与えてくれるのである。 

 人間は、何のために生まれ、何のために苦楽を体験し、何で死んで行く

のか、そして、死後の世界は、と誰でも疑問を持っているだろう。 

 その疑問から、人生を正しく生きようと、過去の誤った考え方や生活の

在り方を心のなかで反省し始める。そのとき、私達に潜在されている意識

の扉は開かれ、私達は過去の世で学んだ何割かの体験を思い出すのである。 

 そして、中道の、偏りのない正しい心の判断にもとづいた生活の日々の

努力がなされたとき、自らのなかからひとりよがりの心は消え、人類は皆

兄弟だと悟り、偉大な慈愛の力に、私達の霊囲気は高まっていく。 

 自ら、中道を踏みはずしてきた欠点の修正を、勇気をもってしたとき、

心は浄化され、さらに光明に満たされて行くのである。 

 心の浄化が進むにつれて、守護霊や指導霊や魂の兄弟達は、私達の新し

い魂の進化への努力に対し、互いに協力して霊感を与えたり、直接語りか

けて、人生の指針を正しく教えてくれる。 

 指導霊は、新しい人生の学習に対して教え導き、その心に、自ら悟り得

る光明の道を開いてくれ、より良い方向に正すための協力を惜しまないの

である。 

 逆に、自己保存や自我我欲、増上慢などが、その心に芽生えると、暗い

霊囲気に自らの心がおおわれてしまうため、指導霊や守護霊達の協力が得
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られなくなる。 

 それどころか、地獄霊や動物霊、果ては魔王に、その心を犯されてしま

うことになる。 

 私達の心の動きは、そのように、善悪いずれにも変わりやすいのである。 

 正しい心の土台となる法則をしっかりと知らなくてはならないのはその

ためだ。 

 末法の世ともなると、人間は、判断する心の物差しを失いやすい。自ら

混乱して、不調和な社会を造り出して行く。 

 そうした不調和な種は、結局自ら刈りとらなくてはならないものだ。こ

の世で刈りとらなければ、きびしい地獄界でその不調和な心の修正を果た

さなくてはならない。 

 

 

心の原点 Ｐ097 

 生まれてくるときまでは、天上界で、ちょうど映画のスクリーンに映っ

ているフィルムを見るように、この地上界のきびしい生活を十分に知って

いたはずなのに、成長するに従って迷妄の人生を送り、自ら苦しみを造り

出してしまう人々が多い。丸い豊かな心に歪みを造り、傷だらけの人生を

送ってしまう人々が多いのである。 

 それゆえに、三歩進んだら一歩下がって、自分の心と行ないを反省し、

苦しみの種を蒔かないことが大切であろう。 

 反省とは、内在された偉大な智慧の泉を掘り起こすということになるだ

ろう。 

 私達の心のなかには、次元を超えた実在の世界から、その人の求める質

と量に比例した、あらゆる智慧を貸してくれる指導霊達の存在がある。 

 反省は、自分を改めて見なおす、意識の転換作用といえよう。 

 自分を改めて見なおすということは、自分を客観的に見ることであり、

そこには、自我の存在があってはならない。 

 客観的に見ると、自分の欠点や長所がはっきりと出てくるだろう。その

欠点を改めることが、もっとも大切なことなのである。 

 そしてその根をとり去ることだ。 

 自分を客観的にみつめているときは、私達の守護、指導霊も同時に見て

いるということを悟らなくてはならない。 

 私達の心のなかには、真実と偽りとが同居しているが、反省によって、

偽りの暗い曇りを消し去る、そのことが反省の大きなメリットであろう。 

 欠点の根が除外されるに従って、私達は、悟りへの一歩を印したことに

なるのである。 

 そして悟りの段階が進むに従って、観自在の力が、私達の心のなかに湧
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き出てくる。自由な心を得て、執着から離れ、生死を超えた大悟を得るこ

とができるようになるのである。 

 人間は、決して孤独ではない。 

 心の世界、実在界には、私達の魂の兄弟達や友人達がいて、常に、現象

界で修行している私達を見守っていてくれる。そのことを忘れてはならな

いだろう。 

 肉体舟の五官煩悩も、このような境地になれば、やがて消滅し、自ら悟

りの菩提になることができるのである。 

 

 

心の原点 Ｐ112 

 中道の心は求めれば求めるほど、実は奥深いものである。しかし、人間

は、この中道の心を毎日の生活の基本として実践する以外に、道は開かれ

ないのだ。 

 必ず自我が出てくる。ひとりよがりの、自己保存の芽が出てくるものだ。 

 私達は、苦楽のなかにあって、これに打ち克つことが大事であり、自分

の欠点を正さない限り、悟りの境地にはほど遠いものになるのである。 

 それには、毎日の実生活のなかにあって、常に反省という行為を忘れず、

精神と肉体の調和、環境の調和を心がけることが必要であるということだ。 

 中道とは、文字どおり、真中の道のことである。 

 真中とは、円でいえば、円の中心、要（かなめ）である。 

 この世のなかは、男女、善悪、美醜というように、相対的にできており、

人々は、この相対のなかにあって魂を磨いて行くものなのである。 

 それは、善悪が混合している現象界だけに、私達にとっては、良い修行

場だといえよう。 

 これが善人ばかりで、苦しみのない世界であったら、修行はできないも

のだ。 

 人間は、盲目の人生をとおして、探し求めたときに、初めて光の世界を

発見できるものだ、といえよう。 

 このときの喜びは、たとえようもないものだ。 

 それは、転生輪廻の秘密を知り、この現象界に肉体を持って在ることに

対する、偉大な意義を悟るからである。 

 何も悟ることなく、苦界から脱け出すこともできず、煩悩のままに一生

をすごしてもそれまでであるし、生まれてくる前の丸い心を傷だらけにし

て、歪んだものにしてしまってあの世に舞いもどっても、それも自業自得

というものである。 

 犯した自らの罪は、きびしい地獄界で償わなくてはならないということ

を知るべきだ。 
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 人間は、だから自分自身で選んでこの世に生まれてきたからには、どん

な苦しみにも耐えて、偉大な人生の価値を悟るべきであり、そして、欲望

の海に放浪している迷える衆生に愛の手を差しのべ、救うべきであるのだ。 

 その実践行動こそ、神の子の道というべきではないだろうか。 

 

 

心の原点 Ｐ126 

 ・・・七つの規範に照らして、今日一日の自分の想念と行為に、行きす

ぎた点がなかったかどうかを振り返ったり、間違いがあったらこれを改め

て二度と、同じ過ちをしないことである。 

 反省は単に、ああ悪かつた、良かった、で終わってしまっては、正しい

反省とはいいがたいのである。これは重要な点である。 

 反省したとき、間違いを犯したことを発見したならば、その間違いはど

うして起こったのかといった、自分の心のなかの原因を追及してとり除く

ことが大事なのだ。 

 それをとり除くことが心を浄化することになるのである。 

 その結果、精神と肉体がまず健全になり、家庭の調和、職場の調和、社

会の調和につながって行くということだ。 

 日常生活のなかで、物ごとに失敗したなら、その失敗の原因を究明して、

二度と同じ失敗を犯さないようにつとめる。そうすれば、やがてその失敗

は、成功に結びついて行くということである。 

 反省もしないで、同じことをくり返すようでは、成功することは困難だ。 

 人の心と行為も同じことなのである。 

 

 

心の原点 Ｐ313 

 何事によらず、私達は反省することによって前進する。学業にしろ、職

業にしろ、人生の問題にしろ、反省なくては進歩もない。 

 私達の人格を形成する心と行為の問題も、反省を通じてつちかわれ、安

らぎある自分を見出すことができる。 

 

 

心の原点 Ｐ316 

 反省の瞑想は瞼を軽く閉じ、瞼の中の眼は真っすぐ前方をみつめる。瞼

を閉じると大抵はねむけを催し、反省が思うようにゆかないものだ。そう

ならないために中の眼は前方をみつめるようにするのだ。 

 ねむくなると、たいていは中の眼は上に移動する。疲れた時、夜が遅い

場合は、瞼を閉じると、自然にコックリがはじまる。瞼があいているとき

はそうでもないが、瞼を閉じるとそうなるものである。これは自然現象で
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あり、生理的なものなので仕方がない。 

 しかし、そうした場合、中の眼を、真すぐに前方を見定め、意識をしっ

かり定めていると、そうねむくなるものではない。 

 そればかりか、心が一点に集中でき、反省が比較的容易にできるもので

ある。 

 瞑想というと、ふつうは黙って目をつぶり、さまざまな妄念がおきない

よう、つまり雑念がおこらないようにすると考えがちだが、これではいけ

ない。瞑想の意義はまず反省の瞑想をくりかえし、守護・指導霊の光が届

いたときに真価が現われてくるものだ。 

 反省もせずに、いきなり、雑念を払う瞑想をしたり、そうした習慣が身

につくと、心がゆがんだままであり、そのために、ゆがんだ心に通じた悪

霊を引きこんでしまうのである。 

 正道を知らずして、座禅をすれば悟れるということで瞑想の行を積むう

ちに、魔に犯され、精神分裂や肉体欠陥に悩む者が出てくるのはその為で

ある。 

 したがって、反省は瞑想にとって絶対欠くことの出来ない基本的な行法

であり、心の曇りをのぞく、唯一の方法なのである。 

 瞑想はどうしても夜になる。朝、昼は仕事に従事しなければならないし、

仕事をせずに瞑想ばかりしていたら、生活に問題が生じてこよう。 

 夜になると一日の疲れも出るし、前記のように、瞑想に入るとねむけを

催してくる。どうしても反省に集中できないという場合は、瞼を軽くあけ、

座している少し前方に視点を定め、反省するようにすると、ねむけは解消

できる。反省になれてきたなら、再び眼をとじ、瞑想の反省に入って行く。 

 夜は昼間とちがい、雑音が少ない。草木の活動も静まり、動物達も眠る。

それだけに、夜の瞑想は、深くなり、心が統一しやすい状態になる。 

 同時に、あの世の天使達の通信も受けやすい状態になる。昼間は、家事

や仕事に気をとられるので、天使達の通信をキャッチしにくい。 

 ゴーダマ・ブッダの瞑想が、ほとんど夜、それも今の時刻で午前一時か

ら三時の間に集中したのもそのためであった。 

 ただし反省の瞑想をせずに、雑念を払う意識の空白状態や執念に心を奪

われると、魔が入り易い。これは昼間よりも危険である。 

 百鬼夜行というように、夜は魔も活動しやすいのである。 

 反省の瞑想をしておりながら、それを終えて夜ねむれなくなるような場

合は、反省の仕方に、どこか間違いがあり、反省ではなくて、何かにとら

われているのである。 

 こうした場合は地獄霊が近くにいて、本人の意識に入りこもうとしてお

り、まことに危険である。こうした状態が毎夜続くとノイローゼになって

いく。これは反省ではなく執着なので、こういう時は反省の瞑想はしばら
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く休まれた方がよい。 

 正道にもとづいた反省をしている時は、守護・指導霊が近くに来ており、

本人を守っている。魔は絶対に近寄れないものだ。したがって、瞑想を終

えればすぐ就寝できる。 

 こうして、反省の瞑想をつづけて行くうちに、守護・指導霊との交流が

はじまり、対話が可能になってくる。 

 つまり、心の曇りが晴れてきて、いつ、どこにいても、守護・指導霊の

導きが可能になってくる。 

 瞑想は、第一段階から第九段階まである。 

 守護・指導霊との対話は、第四段階である。 

 第一段階は、反省である。第二は、反省後の心の統一。第三は守護・指

導霊との交流となり、そして第四に入る。 

 こうした区別は、反省を重ね、心の曇りを払い、日常生活に反省の結果

を行じることによって、理解されてくる。 

 第五、第六、第七と上にあがって行くが、第六まで行く人はかなり限ら

れてくる。 

 第八は、如来の瞑想であり、座していながら外界の動きが手にとるよう

にわかってくる。 

 第九は、ゴーダマ・ブッダ、イエス、モーゼの瞑想である。 

 この瞑想は過去世の修行を積み、神と直接交流できた人の境地である。

ここへは余人は近づくことが出来ない。 

 過去世の修行により、また今世で徳を積むことによって、第六までは誰

でも上がれる。 

 しかし、それ以上になると、なかなかむずかしいものである。 

 何れにせよ、反省の瞑想は、モーゼも、イエスも、そして釈迦も行じて

来た大事な行法であったのである。 

 

 

心の指針 Ｐ116 

 あの世は波動の精妙な世界です。思ったこと、考えたことがすぐさまハ

ネ返ってくる。このため、次元が低いと、なかなか反省できにくく、苦界

から脱け出すことかむずかしいのです。ところがこの世は波動が荒いため

に、思ったことに対する結果が現れるまでに、ある一定の時間が与えられ

ています。従って、結果が出ない間に、これはいけないと反省すれば、そ

のことにたいする訂正が可能になってくるのです。 
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心の指針 Ｐ133 

 いちばん大事なことは、私たちの日常生活は普通六根に頼り、想念帯を

含めた表面意識が毎日の生活の主力をなしていますから、これから少しで

も脱皮するためには、潜在意識の声をきこうとする反省が必要です。反省

は人間の持つ特権であり、人間再確認の、神が与えた機会であり、慈悲で

す。ですから、反省こそ、我ら人間の人間たるゆえんであり、精神向上に

欠くことの出来ない、一大要素であるといえます。 

 

 

心眼を開く Ｐ098 

 反省の仕方は客観的立場から自分をながめ、相手を見ることです。そう

して自分の欠点が浮き彫りされるようでなければ駄目なのです。自分に愛

想がつきて、そこで自分を捨てたときに、神の光が入ってきます。ところ

がここで、なかなか自分が捨てられません。六根から抜けられないのです。

そこで私は勇気を持って努力しなさいといっているのです。 

 さてそこで、勇気はどうすれば出るのでしょうか。 

 ・・・勇気は虚勢や見栄、外見を気にしているときは出ません。偽我の

ない裸の自分に立ち返ったときに、自然に湧き出るものです。また勇気あ

る行為は客観的なもので、自分では気づかないものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ131 

 いやな夢、ないしは正法に反した暗い夢の場合は、自分の想念のどこか

に誤りがあるのですから、反省し、修正する必要があるでしょう。 

 ・・・いずれにせよ夢は、日頃の想念行為と密接不可分ですから、夢を

みた場合は、その夢について、反省することが大切です。 

 

 

心眼を開く Ｐ183 

 人は反省することによって前進する 

 しかし反省の功徳は 反省後の中道の実践にかかっている 

 実践のない反省は 観念の遊戯にすぎない 

 

 

心眼を開く Ｐ212 

 思想はその人の行動を束縛し 反省のない生活習慣は執着心をつくって

ゆく 

 思想や習慣のズレは 親子の断絶を生み 嫁と姑の争いの種になる 

 労使の対立 信義の崩壊もまた然り 
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 地上に調和と進歩を願うならば 自己中心の欲望から離れた反省と 

 それにもとづいた生活行為を為して行く以外にない 

 そして それはまず 自分から行じることが必要だ 

 

 

1974-04-14 ご講演【心を磨く】より 

 反省とは、自分の心の中のテープレコーダーを小さいときからひもとい

て自分の思ったこと、行なったことを一つ一つ正しい基準にあてはめて修

正していくことなのです。 

 反省ということを鉄の錆に例えて考えてみますと、鉄は非常に酸化しや

すいものです。自然に放置しておくと、酸素と鉄の表面が化合して二酸化

鉄、つまり赤錆に変ってしまいます。 

 この二酸化鉄はすでに鉄の性質を失っていて、もとの鉄には戻らないの

です。この錆びたままの鉄に、表面塗装しても、やがて、鉄の表面の錆が

浮き出てきて、塗装の皮膜を破り、また赤錆が表面に出てきてしまいます。 

 私たちの心と行ないも同じことがいえるのです。私たちの心の中にある

小さいときからの過ちを処理せず、現在のものだけを反省すると必ず中か

らまた同じような思いが現われ、過ちを犯してしまいます。 

 私たちは鉄の表面だけを塗装してきれいに装いたがりますが、その塗装

は必ずいつかはがれてしまうのです。私たちはこのように反省をする際、

表面だけをいくら飾ったところで、何にもならないのです。このように、

反省も鉄の錆を処理することと一つも変っていないのです。 

 私たちは自分自身の生まれたときから今日に至るまで、自分の心の中に

恨みや妬みや謗り、それに怒りというようなものによってひずみを作って

きています。そのひずみを修正するには、まず、自分自身の現在の性質や

性格がどのようにして形成されたかということを生まれたときから現在に

至るまで一つ一つ追求してみることです。そしてその一つ一つの錆をもと

から落としてゆくことが大切なのです。 

 その基準が諸法無我です。 

 つまり、自然の法則、片寄りのない中道、すなわち八正道という物差し

なのです。自分を中心にせず、相手のことをよく考え、正しく語り、正し

く聞くことです。たとえ、どのような悪口をいわれても、また自分に都合

の悪いことがあっても、感情的にならず、 そういわれた原因がどこにあっ

たのかということを、謙虚に正しく判断するだけの余裕が必要です。 

 反省は一遍にやろうとしても無理です。二十年、三十年、六十年という

人生の中で積み重ねられてきた心の中のひずみや垢を取り除くためには、

少しずつ自分自身を正しい心の物差しを持って反省してゆかなければなり

ません。 
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 また、私たちの反省には「ああ、こんなこともあった。これは八正道に

照らし合わせてみると、いけないことだったんだ」というような反省が多

くみられます。それだけでは実際はだめなのです。 

 「ああ、ここに錆がある。これはまあ、この辺をなすっておいて、その

うちに塗料をつければなんとかなるだろう」と考えるのと同じです。必ず、

いつかまた錆が出てくるのです。 

 逆に、何かをやってしまったあとで「ああ、私はあんな悪いことをして

しまった。どうしよう、さあ、困った」と、自分自身を苦しめていくこと

がありますが、これも正しくはありません。反省で大事なことは、表面に

出てきている事柄の根を取り去ることなのです。 

 反省をして「ああ、これが悪かったんだ。そして、その根っ子はここに

あったんだ。これはもう二度と繰り返さないぞ」と心の中からそう思うこ

と、 これが本当の反省といえます。このように未来を切りひらく反省の仕

方が本当の反省なのです。 
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6-４）反省・止観(丸山弘先生のご指導) 
 

1989-10 月 Ｐ032【伝道だより】 

 今日は皆様に土産を一つプレゼントいたしましょう。その蔵の中に漬けもの

桶があります。 

 今まで皆様は一つの桶に、お父さん、お母さん、子供達など全てを一緒に漬

けこんでいました。皆様の反省がうまく進んでいなかったのも、ごちゃまぜに

してわからなくなっていたためと思われます。 

 それを、一人に一つの桶に移しかえて、古い汚いものをとり出し、新しいき

れいなものを学修会や先生のご著書から正しく仕入れて、入れ替えをして下さ

い。少なくともご家族の分の桶をお持ちいただきたいと思います。 

 そして、その一つ一つを熟成させ、発酵した悦びを勉強会の発表の場で皆様

におすそ分けして下さい。一か月・二か月ではなかなか発酵しないものです。

発酵しきってない心ないお話は、受け売りか、ただの感想であります。皆様に

おいしい漬け物を差し上げられるよう精進して下さい。 

 

 

1990-04 月 Ｐ023【お互いを生かし合う】調理師(男性)の投稿 

 去年の暮れのある日、私は家の大掃除をしていました。 

 一つ一つ奇麗になっていく窓や蛍光灯を見ながら、心がだんだんと嬉しく楽

しくなり、自然と鼻唄を口ずさんでいました。また、自分の心の汚れも蛍光灯

の垢を拭き取るように取れればもっと楽しく、心明るく掃除できるだろうなあ

と思いました。 

 夕方になり、母が仕事から帰って来ました。「ただいま」という声を聞き、

奇麗になった部屋を見て、母はきっと喜んでくれるだろうと思っていました。

しかし、その時、母から返ってきた言葉は「床の上に、挨りが落ちとらんがか

いね」でした。その言葉を聞いて私の心はがっかりしてしまい、今までの楽し

い心が一瞬のうちに冷めてしまいました。その後、やり残しの部分の掃除をし

ていても、つまらない気持ちでした。 

 掃除も終り、お風呂に入りながら先程の掃除のことを反省してみました。 

 母が帰って来るまでは、確かに自分の心は喜んで掃除をしていたのに、母の

一言によって何故こんなにも心が暗くなってしまったのだろうかと思った時、

私は当然、母が部屋の中を見て「奇麗になったね、有難う」と言って喜んでく

れるだろうと思い、また言ってほしい、喜ぶ姿を見たいという母からの感謝の

心と言葉を求めていたということが、身体が温まってくるにつれ、私の心も温

まってきて、間違っていた自分の心がだんだんと見えてきました。 

 あの時、何故心が暗くなってしまったのか、心が冷めてしまったのか、それ

は私の心の中に、相手に対して求めるという欲望の心があったためだというこ

とがわかってきました。 

 その夜、丸山先生のお宅で学修会があり、そのお話しをさせていただきまし
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た。 

 丸山先生は「今日のお母さんの『挨りが落ちとらんがかいね』というお言葉

をどのように処理されましたか」と聞かれました。 

 私は「処理していません」とお答えしました。先生は「もしその時、お母さ

んがあなたの掃除されているのを見て『奇麗になったね、有難う』と言ってほ

めておられたら、そこでもうあなたの心は満足してしまい、自分の心の動きに

ついて反省することがなかったでしょう。お母さんの『挨りが落ちとらんがか

いね』という一言があったからこそ、自分の心の動きに気付き反省することが

出来たのではないでしょうか。だとしたら、今日のお母さんのお言葉は何だっ

たのでしょうか」と聞かれました。 

 私はすぐ答えることができませんでしたが、しばらくして「神の言葉」だと

思えて、そのようにお答えしました。先生は「そうです、そしてお母さんの愛

ですよ」と教えてくださいました。私はそのお言葉を聞き「はっ」としました。

先生は続けて「神が、お母さんを通してあなたの欠点を教えてくださったので

す。だとしたら神に対して、お母さんに対して感謝の心が湧いてくるでしょう。

そこまで思え、反省できたら、自分を生かし、お母さんを生かすことができる

のです。そして、この公式を全てのことに当てはめて、より深く自分の心を見

つめてみてください。お家に帰られたら今日のことをもう一度整理し、反省し

てみてください」という先生のとても温いご指導をいただきました。 

 私は家へ帰ると早速、反省をしてみました。私は母に対して感謝の言葉を言

ってくれなかったことに不満の心を持ってしまったけれど、自分はどれだけ毎

日の生活の中で感謝の言葉を出しているのか見てみると、どれだけも出せてい

ない自分だなあということがわかり、これからは人に求めるのではなく、自分

が感謝の言葉を出していかなければならないと思いました。 

 そして、神はいつも母を通して私の欠点を教えていてくださったのに、それ

に気付かず自分勝手な思いで逆らってばかりいた自分に気付き、本当に神に対

し、母に対し、申し訳なく思いました。 

 また、母は私の欠点を直し、心を磨いていくためにはなくてはならない大切

な方なのだということがわかり、これからもよろしくお願いしますという気持

ちになりました。 

 

 

1994-9 月 Ｐ037【伝道だより】 

 ・・・若い主婦の方がお話をされようとした時、師は「何かに捕らわれてい

ないかね」「心にひっかかっているか、寄りどころとしているか、信じている

ものが有りませんか」と問われました。 

 その方は思いがけない問いかけに「ええ何だろ」と言う感じで、なかなか分

からないご様子でした。師は「雑誌等を読み、占いの所を見るとか」と問いか

けられました。その方は「週刊誌を見ても占いの所は読んではいけないと思い、

読んでいません」と答えられました。師は、確信を得たご様子で「その時何か
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心で思いませんか」と問いかけられました。その方は「占いの所を見ると自分

は、前は見ていたなと思います」と答えられました。 

 師は「雑誌の占いを見てその様に思い出した時は、その当時に戻っているの

です。折角反省をして心から取り去った事を、また思い出さない事です。思い

出したらすぐ神にお詫びをして下さい。反省をしても思い出すという事は消え

ていないのです。深く反省をすると消しゴムで消した様になり思い出さなくな

ります」とご指導をされました。 

 

 

1996-3 月 Ｐ023【伝道だより】 

 「最近特に、父親の言葉がひっかかってしまって、正しい思いが持てないの

です」という事に対して、先生は、 

 「あなたが生まれて現在まで、毎日お父さんと顔を合わせて何かの思いを持

って来られたでしょう。その囲いは、小さい頃から積み重なって、段々と大き

くなり現在があるのです。ですからお父さんがあなたに何か言っても、お父さ

んは悪気はないのに受け取るあなたは悪い方に解釈してしまったりという事が

あるのではないですか。やはり、小さい頃からの思いを一つ一つ反省して修正

していかない事には、現在の思いは変わりませんよ。 

 反省するという事はお父さんとの間であったことを一つ一つ思い出して『こ

れはお母さんがこの様な事を言ったから、お父さんは怒ったのだ』『これはお

父さんが、単に感情的に怒っていたのだ』『これは私の方が悪かったのだ』と

いうふうに、正法の物差しによって判断し、自分の悪かった所は神とお父さん

にお詫びして、その他は許してあげることです。 

 この世を去り地獄界へ堕ちてしまったら、真っ暗闇の中で悪霊などと一緒に

いなければならないような厳しい所の為、反省どころではありません。この世

にいるうちは、失敗しても反省すれば修正できるのです。結婚前の今のうちに

精々反省されることが大切です」 

 とご指導をしてくださいました。 

 

 

1996-12 月 Ｐ034【母への思いと共に】主婦の方の投稿 

 私が正法にふれさせていただいて丸山先生に初めてお会いした時、「あなた

はお母さんから愛情をもらっていませんね。お母さんの反省をされたらいいで

すね」というお言葉をいただきました。それから今日まで、心の片隅で気にか

けながら、なるべく自分ではふれないよう、一番苦手なものから避けるように

中途半端なやり方できてしまいました。 

 今年初めの崎浦学修会の時、再び先生より、「あなたはお母さんにとらわれ

ている、という大きな看板を胸に下げていますよ。それをしっかりと反省する

ことが一番大切なことです」と、そのお言葉を聞いた時、自分が今まで避けて、

一番自分の中で聞かれたくない事を今度はしっかりと受けとめている自分があ
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りました。 

 頭では分かっているのです。正法を学んでいく上で、それは避けては通れな

いものだということは分かっているのですが、いざそれをしようと思う時、一

歩足を踏み出すことができません。そこに、自分の今までのいろいろな思い、

その思いの大きさがしっかりと自分の心を占めていることを気付かせていただ

きました。 

 私は、幼い時からカギっ子で育ち、両親、特にお母さんが働いている家は大

変少なく、殆どの家ではお母さんがいました。今思えば父が病気になり、母が

仕事に出る様になり、生活していくためとはいえ、母にしてみれば、どれだけ

家にいて子供たちと過ごしたかったかと思うと、その心はおしはかることはで

きないと思いますが、幼い私の心は、さみしいさみしい思いばかりでした。 

 雪の降る朝、母に手をひかれ、弟と二人保育園へいくのに離れたくないとし

がみつき泣き叫んだこと、うす暗くなり両親が仕事から帰ってくるのを不安な

気持ちで待っていたことなどを思い出すと、やはり、さみしい、悲しい、その

様なことが、大きく心を占めてしまいます。その幼い時のいろいろな思いが今

もしっかりと心の中に一杯に詰まっています。 

 人に何か相談したりすることよりも自分の中でああでもない、こうでもない

と思い悩み、自分で決め、物事を進める様なやり方で今日まできましたので、

人の話を聞く、人に話をすることが非常に苦手です。今、いろいろ思い出して

いくと、母に対する思いがこんなにも自分の心を占めていたのかとその大きさ

に驚いています。 

 そして、母のことを思う中で、母が私たちに常に話してきたことを思い出し

ます。母は私たちの幼い頃から、「あなたたちが結婚し、子供ができたら子供

は自分の手で家にいて育てなさいね」と話していました。今日、私は幸せなこ

とに子供と共に家庭にいて日々過ごしております。今、改めて母の言葉を思い

出します。私は母へのいやな思いばかりぶつけていましたが、母の立場、どう

しても働きに出なければならない状態の中で、どんな思いで私たちを育ててき

たのかと思うと本当に申しわけない思いでいっぱいで涙が溢れてきました。母

の言葉のその中に含まれている重みを今、改めてかみしめております。 

 そして、先日の学修会で先生が、「あなたが、お母さんに対して恨んだり、

さみしい思いをしてきたことは分ります。でも、それは自分中心の思いでしょ

う。そのような見方だけでは自分を生かすことはできないですよ。自分が親と

して自分が生んだ子供に対し、母と同じ様に自分が受けたような愛情不足とな

るようなことをしてはいないかどうか点検してみることが大事です。何故その

ような厳しい環境をお願いして出生してきたか考えてみることです」とお話し

されました。 

 その時私は頭を何かでなぐられた思いでした。私は今まで母と違って、家に

いて子供達を育ててきましたので、私のような思いは全然とはいいませんがさ

せてきていないと思っていました。でも、そうではありませんでした。確かに

子供の側には一緒にいることができましたが、形ばかりで心が伴っていなかっ
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たことに気付かせていただきました。 

 子供たちや主人と何でも話し合える笑いの絶えない明るい家庭を作らねばな

らない、自分の幼い時の様な思いを子供たちにはさせてはいけないという思い

をしてきたはずでしたが、そうではありませんでした。今、何年も経ってやっ

と先生が初めに言われたことが分かってきました。「お母さんの反省」につい

て一番の根本は母であると思ってきましたが、誰でもない自分自身でした。 

 長年にわたる愚かな思い、行いについて神に対して心よりおわびいたします。

今、自分の心の中には常に母への思いがあります。法を学ばせていただくこと

がなければ、私は母に対するいろいろな思いを反省することもなく、一生大き

い看板を胸に下げたまま過ごしたことと思います。 

 これからは少しでも母に対するとらわれの思いを小さくできる様、ご著書を

しっかりと読ませていただき、法を心に落とし、しっかりと反省するとともに、

己に厳しく、生活の中に生かしていくよう精進、努力してまいりたいと思いま

す。 

 高橋信次先生、そして何時も暖かく見守って下さっている丸山先生、心より

感謝致します。本当に有り難うございました。 

 

 

1996-12 月 Ｐ044【伝道だより】 

 ・・・反省をする時間は午前一時から三時に行うことが良いことを教えてい

ただきました。 

 午後十二時までは魔の活動する時間であるが、一時を過ぎると魔も静まり返

り霊域が良くなるため、正しく自分を見つめることができるそうです。 

 

 

1997-5 月 Ｐ033【伝道だより】 

 反省をする時、自分はこんな罪や過ちを犯して悪かったと思うことだけで終

わってはいませんか。反省には、締め括りが必要なのです。それは、一人一人

の人に対して過ちを謝罪した後、神仏に対し同様に自分の罪を心からお詫びし、

許しをお願いすることです。 

 神仏に対し、謝罪と二度と同じ過ちを繰り返さないというお誓いをしないと、

光りにはなりません。反省ではなく単なる追憶をしていると、かえって苦しみ

を作ります。 

 

 

1997-6 月 Ｐ026【伝道だより】 

 正法というものを、皆さんは、お勉強なさいましてしみじみと思われると思

いますが、自身の根気、自力というものがなかったら天からのお導きは、ない

ということです。自力に相応した他力、神のお導きをお与えいただけるもので

す。自力を出すことなく学修会に出られても、疑惑と混乱が起きるだけです。
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悟られた方の教え、法を勉強しないとわかりません。 

 しかも反省ということに入っていくには、法というものが自分自身の心の中

にものさしとしてないようではできません。もし反省していたとしてもそれは、

自分中心というものさしでするので何の意味もなく、むしろ混乱するものです。

ですから反省については、いきなり入らないで時間をかけてこの一年間神理を

知識的に学んできたのです。 

 

 

1997-8 月 Ｐ030【伝道だより】 

 両親の反省をするときに、子供の時の自分から両親を見たのでは、ああもし

てくれない、こうもしてくれないと、とかく自分中心の見方になってしまいま

す。そうではなく現在の法を知った自分から当時の自分と両親を見ていくので

す。 

 例えばお父さんとの夫婦仲はどうだったか、お姑さんとの関係はどうだった

かなど昔の様子をお母さんに聞いてみることも大切です。もし辛いことがあっ

たとしたら子供に充分愛情を注ぐゆとりがなかったのかも知れないと、当時の

お母さんの心境を思いやることができますし、それによってより正しくお母さ

んを見ることが出来るようになります。 

 

 

1997-12 月 Ｐ039【伝道だより】 

 ・・・親を恨むことは人間にとって最大の罪です。恨みの心は、深い心の傷

となり短気や暗さなど様々な欠点を作っていきます。 

 法を知ったら、まず両親の反省をしてください。それが愛豊かな魂へと成長

するための根本の課題です。 

 

 

1998-3 月 Ｐ029【伝道だより】 

 私達は、夜にご著書を読み反省をすることで、正法に対して気持ちが燃え上

がり、あの人に伝道しようとか、こんな事もしてみようと、いろいろ決心をす

るのですが、朝になるとやはりこんな事しても仕方がないと、自分流の思いに

変わってしまいがちとなります。 

 このような時は、偽我による思いに負けることなく、夜思った思いに素直な

心で実行することです。それが善我（良心）なる心に素直に生きることです。 

 

 

1999-2 月 Ｐ031【伝道だより】 

 (里子に出されたことを含め、母を許せなかった方が）「事業に失敗し、夫婦

の仲も良くない時でしたので、母は私を何回か堕ろそうとしたそうですが、産

んでくださいました。そのことを神に感謝していかなければと思いました」と、
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発表されたことに対して先生は、 

 『それよりも、お母さんをいとしいと思うことです。あなたを堕ろしてまで

家庭の調和を計ろうとされた、哀れで、いとしいお母さんを、何としても大事

にいたわっていかなければならないという思いこそが、心を学ぶ子供として一

番先に出てこなければならない思いではないでしょうか。 

 その一途な思いで、お母さんに代わり、お母さんの愚かな思いや行ないを神

にお詫びしていくことです。自分のことばかりにとらわれ、そこに気付いてい

ないから、心が大きく豊かになっていかないのです。 

 やって見てください。やっていく中で、「お母さんは自分がお願いしたまま

にしただけで、お母さんじゃない。自分で自分を裁いていたんだ」ということ

が解ってきたなら、心の重荷はすっ飛んで、お母さんを許せるようになるので

す。 

 里子に出されたことは、「自分が前世で親であった時、都合により自分の子

供を里子に出した事により、その里子に出された我が子の苦しみ、悲しみをこ

の世で体験反省するために今生里子に出される環境をお願いして出て来たのか

もしれない」ということに気付いた時に、自分の愚かな思い、行いを深く知る

ことが出来、お母さんを許せるようになるのです。 

 こういう反省でなかったら、真の反省ではないのです。一面だけを見て、こ

こが悪いと裁いている人は、薄っぺらな心なのです。一つのことをあらゆる角

度から捕らえて、全体を見られた時に、許せる心になれるのです。そうしたら、

自分が如何に小さなことにとらわれていたかが解ってきて、一段と心の豊かな

母に、妻になれるのです。決して駄目なことはありません。反省の仕方に工夫

が足りないだけなのです』と、・・・解り易くご指導してくださいました。 

 

 

1999-11 月 Ｐ048【本部主催反省会】 

 私は学修会では、まず神理を理解していただくためご著書の拝読ということ

をお願いして来ましたが、反省についてはあまり触れて来ませんでした。何故

なら神理がまだ十分に理解出来ていない状態で反省を行うことは、自分中心の

反省となるため大変危険な事だからです。 

 正しい反省は法による基準をもって忠実に行わなくてはいけません。そして

正法における反省は一般的な反省のような自分の悪いところをあれこれ探すこ

とではありません。反省によって悦びと感謝が生まれて来ないと正しい反省で

はないのです。 

 私達は自分の心にある苦しみを高橋信次先生の一言一句によってどれだけ救

っていただいたかを考えると、そこには悦びと感謝しかないはずです。私達は

正法を学んでいなかったなら、分からなかった苦しみの原因が、正法によって

初めて分かったのではないでしょうか。 

 しかし時が経てば、高橋信次先生によって分かったことも、自分自身が努力

して悟ったことでないため、何時の間にか努力もない儘に分かったような思い
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になってしまうため、反省しても悦びや感謝がないのです。 

 また、反省は煩悩即菩提となる道です。自分中心の欲望により苦しみが大き

くなっている人でも、反省をして自分の良心に忠実に生きるようになると一気

に救われるのです。例えば神界の次元の人が地獄に落ちている場合でも、正し

い反省により地獄から一気に神界まで帰ることが出来るのです。 

 

 

2000-11 月 Ｐ031【伝道だより】 

 三歳頃のことが思い出せないならば、お母さんやお婆ちゃんに聞いてみてく

ださい。そして反省をもっと深くし、お母さんを咎めていたことに対し、お母

さんを許し、お詫びをしてください。反省は丁度当時の状態の頃をテレビに写

すようにして、お母さんの立場、お婆ちゃんの立場、小さい自分の立場を眺め

ながら反省したら良いでしょう。 

 

 

2001-9 月 Ｐ046【伝道だより】 

 心が騒いだらそれは絶対『法』中心ではありません。何処にいようが直ぐ『い

かんいかん、今の思い方はいけない』とすぐ心を止観したうえで切り換えるこ

とが大事です。時間をおかないで直ちに止観して、自分の心の状態を点検する

ことが大事です。 

 そして、切り換える前後の思いについては、夜になって反省することです。

昼間は切り換えるだけで精一杯です。そして神仏に対して、法から外れた思い、

行いを持ったことを心からお詫びをする。お詫び申し上げることによって、次

第に正常になるのです。 

 間違っていることに気付かないということは、それは点検が粗雑なのです。

（白板に図を書かれながら）電柱と電柱の間隔が、大きくなればなる程張られ

た電線は弛み垂れ下がります。弛まないようにするには、間にもう一本か二本

電柱を立てると、垂れ下がった電線はビーンと張るようになります。自分の心

の状態が電線のように垂れ下がり弛んだ状態は、学修会の参加の数（電柱に当

たる）が少ないからです。学修会の参加の回数を増やせば、心が調和し希望と

勇気が溢れるようになります。 

 『今弛んでいるなあ』これを止観と言います。常に『自分は今何を考えてい

るのか、法を中心に思い行っているか』と、常に自分の心に流れている思いを

すくって点検してみることです。おかしかったら『あっ、またこんな事思って

いる』と反省して、その原因を探って行くのです。中学生時代のことを未だ引

きずっているのではないかとか、もっともっと小さい時に心に造った思いを業

として引きずっていることはないか、根源をずっと探って反省していくことが

大切です。そして間違った思い方の人間にならないようにするわけです。 
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2002-6 月 Ｐ024【大いなる反省の機会を頂いて】会社員(女性)の方の投

稿 

 ・・・本来犬が好きな私は、犬を見ると実験で使っていた犬達の事を思い出

し、そのたびにあの犬達には本当にかわいそうな事をしてしまったという自責

の念にかられ、どうか神様、犠牲になっているビーグル犬をお救いください、

と祈っておりました。 

 しかし、その間違った思い方は肉体的な現象として私に現われ、心は晴れる

こともなく体は疲れやすく、時々頭痛がしたり、朝起きられないような状態が

続いておりました。 

 ・・・先生に、「私は実験に使った犬をとてもかわいそうに思ってしまうの

です」とお話しさせて頂いたところ、先生は、「かわいそうに思うのではなく、

謝罪をするのです。かわいそうにと思ったら、動物霊はワーッと貴方のところ

にやって来ますよ。貴方はまず実験犬の一匹一匹に対し、自分の愚かな罪業を

心から謝罪をすることです」とご指導頂き、その時初めて自分の間違った反省

の仕方に気付かせて頂きました。 

 ・・・先生よりご指導頂いたことは、「かわいそうにという思いは、相手を

抱きしめることになり、貴方に憑くことになります。かわいそうではなく哀れ

が正しい言葉です。動物霊の恨みの念は貴方様が思うようなそんな簡単なもの

ではありません。一歩間違えれば貴方の命まで奪ってしまう程恐ろしいもので

す。また動物霊を正しく導くことが出来るのは、光りのある魂でないと出来な

いと思います。光りのあるところには動物霊も憑くことが出来ません。今回、

犬が憑いたのも貴方が正法を必死になって、実践し反省していなかったからで

はないでしょうか。心が緩んでいたように思います」とのお言葉でした。 

 

 

2002－9 月 Ｐ054【伝道だより】 

 『悪かった』これは反省ではありません。『これからは法により、こんな風

にやっていきます』と誓いの言葉がないと駄目です。悔い改めることを反省と

言います。後悔して『ああ悪かつた、失敗した』これは反省ではありません。 

 

 

2002-12 月 Ｐ079【伝道だより】 

 当会は反省を大切にしています。まず『心の発見』と『人間釈迦』を最低で

も三回は拝読し、反省についての要と因果の法則、反省の基準となる八正道を

学習してから反省に入ることが大事です。 

 

 

2003-2 月 Ｐ074【伝道だより】 

 瞑想は瞼を閉じ、眼を開けて眼の裏側を眺め、意識を眉間に集中し、あぐら

をかく等（正座でも椅子に座っても良い）楽な姿勢をとり、手は軽く組み、『大
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宇宙大神霊・仏よ 我が心に光をお与えください 心に安らぎをお与えくださ

い 我が心を正し一切の魔よりお守りください』と浄霊のお祈りをしたうえ、

『只今から今日一日の反省並びに過去の反省に入らせて頂きます。何とぞお導

きくださいますようお願いいたします』とお願いをしてから始めることが大事

です。 

 

 

2003-6 月 Ｐ062【伝道だより】 

 今日のような経済社会は、人間の知恵が生み出したお金という物を媒介とし

て動いているため、駆け引きにより妥協を強いられたり、儲ける人が出る一方、

損する人が出来たりという具合に妥協と調和が常についてまわります。 

 しかし、神仏のみ心と調和する努力に応じて、相互に生かし合うこととなり、

調和がとれるようになります。 

 また、ご家庭にあっては、ご夫婦がお互いに調和しているかどうか、夫や妻

を見てどこかムカッと来たりイライラしたり我慢をしていないかどうか。 

 妥協を調和に変えるには、中道を物差しとした反省しかありません。自己中

心の一○％の思いの原因を見つめ、九○％の善なる思いに切り替え調和して行

くことにより、神仏のみ心と調和出来るようになるのです。 

 ・・・次に『反省』についてですが、私はかつて偉大なる主・高橋信次先生

に愚かにも次のように質問させて頂いたことがあります。『ロケットが飛ぶ時

代に、どうして今から二五○○年前の、お釈迦様の時代と同じ反省の仕方しか

ないのですか。もっとボタンひとつで心がサーッと綺麗になるような、スピー

ディな現代的反省の仕方というものはないのでしょうか』 

 それに対して、畏れ多くも偉大な高橋信次先生には、『人間の心の実相──

自我我欲、自己中心の思いがある以上、永遠に反省の仕方も変わることはない』

と仰せられました。 

 自分の短所を長所に変えていく反省は何年もかかってコツコツやるしかない

ということを分からせて頂きました。 

 

 

2003-7 月 Ｐ072【伝道だより】 

 反省にも段階があって、幽界、霊界、神界、菩薩界、如来界さらにその上段

界と続き、九段階あることをお導き頂いています。 

 法に触れて間もない方が、いきなり反省をされると心の混乱を来たすことに

なるので、始めは、ご著書『心の発見』を一生懸命に何回も何十回も拝読され、

その後講師の指導により、夫々の心に即した反省に入って行かれることが大事

とお話しをさせて頂いております。 

 まず、反省は、最初のうちは自分が正法に出会う前の思い、行いについての

反省、すなわち常識という物差しの中での反省が中心となりますが、さらに進

んでくると『心の発見』でお導き頂いている、八正道を物差しとした反省に入
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っていきます。 

 何よりも一番大切なことは、産み育てて頂いた両親に対する反省ではないか

と思います。自分は親を大事にし、親をいとしいと思えるか、思えないとした

ら原因は何か、自分は、これまで両親から、如何に高恩を頂いて来たか、また、

両親に対して、どのような報恩感謝の行いを日々捧げて来たか、について深く

深く、毎日毎日反省されることが、人間として一番大事な根本であり、両親の

反省を実行しないと、正法は分かるはずがありません。 

 正法は、『これでもう分かりました』と決して言えるようなものではなく、

分かったと思う人ほど、何も分かってはおられないように思います。本当に今

日までして来た自分の思い、行いの一つ一つについて、部屋の隅々までちりの

一つも見逃さないつもりの反省をすればするほど、自分は何一つ分かっていな

いことに気付いて来るものなのです。それだけ、勿体なくも、私達は偉大な偉

大な神仏様のみ教えを学ばせて頂いているお蔭様なのです。 

 私達は、九段階の反省の中で、せめて三段階（神界次元）までの反省を実行

しなくてはならないのです。そうすることにより、自分の心が、家庭が、神界

次元となり、一段と家族が調和され、明るく笑い声の絶えない、そして病気や

けがなど無縁で、家の中に光が一杯満たされるようになれるのです。 

 

 

2003-11 月 Ｐ041【伝道だより】 

 人間はみんな神の子です。ですから人間は誰もが自分にウソをつくことは出

来ないのです。ですから正法に触れて、私達が一番努力しなければならないこ

とは、自分にウソをつかないように決意することが大事です。 

 例えば、偉大な主・高橋信次先生に対して、『私は反省をきちっとやります。

生まれてから今日までの反省をやります』と言っても、やらないことが沢山あ

ります。そう誓いながらやらないことも、ウソをついていることになります。 

だけど、そういう過去の反省も大事ですが、過去の反省というのは自分の後に

山のようにあります。これは逃げては行かないのです。増えていくのは、今現

在ただ今、一日振り返って、朝起きてから寝るまでに、ウソをついたことなど、

反省材料が自分の前に山ほど積み上げられているのです。 後の山を崩す前に、

今当面は、前の山を切り崩す反省が大事です。 毎日毎日、一秒一秒の思うこ

と、行うことの中で、ウソのない生活をすることです。ウソをつかない生活を

しない限り、正法者とは言えません。 

 いくら偉大な主・高橋信次先生のご著書を拝読しようが、ウソのない生活を

実践しない限り、亡くなったら光明の世界に帰れないのです。自分にウソのな

い生活をすることが、正法への入門の道だと思います。 

 

 

2005-9 月 Ｐ085【伝道だより】 

 皆様は色々なことをお教え頂き、反省し、止観して今日まで来られたと思い
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ます。しかし反省されたことが、ある時を縁として再び思い出されることがあ

ると思います。そして、『何故どうしたんだろう。反省したのに、何故どうし

て』と一時混乱されたことでしょう。それは心にあることですから、永遠に消

えない、消すことは出来ないのです。 

 しかし常にご著書を拝読しておりますと、常に心は善念の中に生きることが

出来ます。善念または愛念の中に生きられるようになりますと、過去の愚かな

心の次元よりも高くなり、次第に過去の自分を思い出すことが次第になくなる

のです。 

 心がどんどん調和し、向上していくことにより、心には反省した事の事実は

記録としてありますが、精進努力により次第にその次元より調和した次元に進

むようになるのです。その次元からダウンしないよう、常にご著書を拝読、ご

精進されることが大事です。 

 そして、その次元より、より調和するためには、自分自身がより謙虚である

か、これ迄以上に自分自身を人に捧げられる、より供養出来るように、常に一

秒一秒、昨日よりも今日、今日よりも明日と、より豊かな、より謙虚な心にな

るよう、精進努力を重ねていくことを悦びとしなければならないのです。 

 

 

2005-9 月 Ｐ089【伝道だより】 

 正法に触れた当時は、誰もが心を正そうと精進努力して来ました。しかし、

二年、三年と経過し、次第に反省が出来るようになるにつれ、一方で自我我欲

にとらわれ、再び業が顔を出すことに驚きます。それは、正法に帰依する前に

作った悪い思い、行いを始め、新興宗教、既成宗教、思想等によりカルマを作

り苦しんで来たのでした。そのカルマを除く反省を続けた結果、ここ一、二年

の間、消えてしまっていた筈のカルマや悪い想念が、最近再び浮かぶようにな

っていませんか。 

 いくら正法を学び反省しても、しても法に触れさせて頂いた頃の悦び一杯の

心に戻らないで、困っている方が多数おられるのではないかと思いますが、如

何でしょうか。 

 これまで一心にご著書を拝読され、また反省により、心に思い出されていた

カルマも次第に思い出さなくなっていたことが、ここに来て再び思い出すとい

うことは、反省によりすべて消滅したのではないのです。心の底には、しっか

りと残っているのです。ただこれまでの精進努力のお陰様により、当時の次元

より向上したため心に浮かばなくなっただけで、精進努力を怠り、心が法から

離れるにしたがい、最初の次元に戻り、カルマも再び思い出すようになるとい

うことです。 

 したがいまして、日々足を止めることなく、これ迄以上に日々、ご精進をさ

れますようお勧め申し上げます。 

 ・・・改めて、自分がこれまでの人生の中で犯した『あやまち』がいつまで

も心から消えないということは、その次元にピッタリと密着した次元に今自分
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の心が生きているためと思います。 

 反省（止観）して、例え心の次元が上がったとしても、何かの原因により、

自分の心が不調和な状態になったとき、心は再び元の次元に戻ってしまうこと

をお導き頂いています。 

 そのような愚かな心にならないためには、常に常に必死になって、ご著書を

拝読させて頂き、日々怠ることなく定められた通り、『偉大な主のおことば・

光の器を』、『心行・祈願文』、『健康祈願文』、『心行三回』を拝読され、

偉大な御光を絶えず頂くよう精進努力することが大切とお導き頂いています。 

 

 

2006-1 月 Ｐ064【伝道だより】 

 「以前先生に、素直になることを実践させて頂きますと誓ったのですが、頭

では分かっているつもりですが……」と発表された方に対し、直ぐさま先生は、

「心に素直になるということです。自分の善なる心に素直になるということで

す。人にウソをつけても、自分自身にウソのつけない心、即ち良心に素直に生

きることです。ですから、常に思いをチエックしなかったら出来ません。『今

何を思っているのかな』等と常に見ていくのです。 

 『ああ、これはいけないことを思った』など、いけないということを思った

時、即反省のうえ修正されることが、より素直になるということです。心を一

秒、一秒点検しなかったら出来ません。これを『止観』と言います。 

 ・・・常にご飯を食べていても、箸を持っていても、『今、自分は何を思っ

ているのか。食べる物に感謝しているか、箸を持つ手にも感謝しているか』等

と、常に正しく点検していくのです。今日からしっかり実践してください。 

 ボーッとしそうな時間には、必ず『大宇宙大神霊・仏様、お陰様で今日をお

与え頂き有り難うございます。有り難うございます』といつも常に唱えること

です。間断なく偉大な主・高橋信次先生に対して、感謝をお捧げ申し上げて、

偉大な主と繋がりをしっかりと頂くようにされることが大事です。その努力に

より、常にみ光を頂き、自分自身健全にならせて頂くのです。 

 

 

2006-7 月 Ｐ057【伝道だより】 

 ・・・まず自分を法により正しく愛することが出来なかったら、人様を愛す

ることは不可能と思います。『己を生かし他を生かす』という修行を、長年日々

実践していますが、その方法は、どうすべきかと申しますと、まず、日々ご著

書を拝読して、その中に書かれてあることを一つでも毎日必ず実行し、反省す

ることが大事です。まず自分を正しく生かす努力をしていなかったら、当然、

人を生かすことは出来ないのです。 

 ・・・正法ははっきりとしています。唯一、自分の精進しかありません。自

分が光りに包まれていなくて、周りの人に安らぎを与えることは出来ません。

目的ばかりに走っていては何事も出来ません。自分の足下からきっちりしない
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と大変危険です。 

 ・・・自分の心を引っ張り出してみて、起きてから寝るまで何があったか、

何を思ったかを反省して椅麗に整理して、汚れが一つも無いようにして寝る。

そういうことを反省と言います。それは厳然と、神仏様には、見ておられます。

誤魔化しようも何もありません。 

 

 

2011-1 月 Ｐ064【反省を始めさせて頂いて】主婦の方の投稿 

(丸山弘先生のお導きとして地区委員の方から教えていただいた内容) 

 反省ノートをつける時、これは日記ではありません。 

 つまり、今日一日どんな事があったかという事を書くのではなく、今日一日

何を思ったか、何に一番とらわれたか、その「思い、行い」を見て行くのです。 

 お仕事をしておられる方なら、職場での人間関係。又は、ご家族やご近所の

人間関係です。 

 例えば、ご家族なら、お父さんお母さん、ご主人様、奥様、子供さん達に対

して、その日一日、どの様な事を思ったか、次にその思いに対して自分は何を

したか、を書いていくのです。 

 「優しい言葉をかけたかな。厳しい事を言わなかったかな」等という具合に、

です。 

 これを続けていくと、反省がだんだん細かく深くなっていきます。そして嬉

しくなり、生きがいが生まれます。 

 そして、「反省ノート」を書く前に、まずご著書の拝読をしてください、と

お導き頂いています。 

 そして、複雑な問題にぶつかった時には、「心行・祈願文」をあげてからも

う一度「反省ノート」を見直しますと、智慧が頂けることをお導き頂いていま

す。 
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7．【心・愛・感謝】 
 

7-１）【心とは(ご著書より】) 
 

心の発見(神理篇) Ｐ012 

 ・・・意識が肉体を支配し、その意志にもとづいて肉体舟は操作されるとい

う事実を、誰も否定することはできない。この意識の中心を“心”と呼ぶ。 

 物質エネルギーの次元よりさらに高い意識の次元に存在して、物質エネルギ

ーの塊りである大宇宙体の支配者、神仏の意識の世界に通じているのが、神仏

の子である私達の“心”なのである。 

 心は、想念意志の発信所である。この意志によって、物理的な肉体行為は現

われる。 

 悲しいとき、嬉しいとき、胸にこみ上げてくるものこそ心の実体である。 

 肉体的労働によって疲労する現象は、肉体エネルギーの消耗によるものであ

るが、心的なエネルギーも精神的な苦悩によって消耗され、肉体的な病的原因

にまでつながって行く。 

 心的疲労はその苦悩を調和することによって回復するが、根本的解決がなさ

れない限り、いつか苦しみは持病のように芽生えてくる。 

 そうした苦しみの原因は、大宇宙の支配者である神仏の意志に反することか

ら人間自身が作り出して行くものなのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ013 

 私達の心は、本能、感情、智性、理性という区域に分かれ、その想念によっ

て意志という働きの区域に連絡されている。またその内部には、次元の異なっ

ているあの世とこの現象界を転生輪廻し続けてきた、過去の想念、本能、感情、

智性、理性、意志の先天的善悪の業もまた受けつがれて在る。さらに、この現

象界で作り出した、己の後天的業も自身の心の姿として同居しているのである。 

 この“心”が、神理に適した生活をすることによって、自分自身の平和な安

らぎにつながって行く。球体のように、そうした心の中の区域が調和された状

態の人を、円満な人格者といい、そうした人の意志は常に柔軟である。 

 心はだから無限大に広い人もいるし、特定の思想などによって自ら心の枠を

作っている、小さな心の人もいる。物質経済の奴隷と化してしまっている心の

持主もいれば、逆に足ることを悟って、物質文明を支配している心の人もいる。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ014 

 この現象界は、肉体舟に乗っての修行場であるため、善と悪とが混り合って

いるが、次元の異なった意識の世界は、善と悪の区域が分離していて、個々の
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心の調和度によって段階が定まっている。そうしたきびしい場へ、私達の心は、

現世における調和度がそのまま通じてしまうのである。すなわち、人生航路の

苦楽は、私達の心が作り出しているもの、と悟らなくてはならない理由がここ

にあるのだ。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ182 

 心は私達の肉体を支配している意識の中心で、自己には絶対に忠実であり、

嘘をつくことはできない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ025 

 意識の中心である心、この心は感動したとき誰にもこみ上げてくる何物かが

あるはずである。胸がこみ上げて、涙が出てくるような、その感覚で私達の心

の存在がはっきりと分かると思う。この心の中が、私達の過去世の記憶と、偉

大な仏智の宝庫なのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ033 

 心は内面に存在し、肉体舟を支配している意識の中心であり、魂の核である。 

 ・・・しかし心は、核の中心に近づくに従って、神仏の子としての自覚、善

悪の判断を持つようになる。これはそして、人間の誰彼なしに持っているもの

であり、その核は、無限大宇宙生命に通じている。 

 核の中心より外側へ行くに従って、肉体舟の五官に影響され、煩悩に支配さ

れるようになって行く。意識の想念は、無限大に拡大することも、極小の世界

にも通じ、その中に存在する善悪の世界にも通じることができる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ036 

 私達の意識の中心は心である。 

 ・・・心の世界は一念三千で無限大に広く、その思う心は、次元の異なった

善悪いずれの世界にも通じてしまう。想念は、ものを造り出す能力を持ってい

るからである。 

 私達の心には、五官を通して起こる想念と、心の中よりの想念、さらに次元

の異なる世界を通して通信される想念とがある。 

 ・・・私達の心を大別すると、丁度本能の領域から智性、理性、感情の領域

があり、過去世、現世で造り出した一切が、現在の自分の心、自分の行為に現

われている、という仕組みを示している。 

 そして想念がその領域に作用し、意志となって精神的、肉体的行為の現象化

となるのである。 
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心の発見(科学篇) Ｐ040 

 私達の心は、また例をとれば、丁度電子が核の廻りを飛んでいるように、惑

星が太陽を中心に自転公転しているように、すべて中心があって、この中心と

外部が調和されている。前にも述べたように、私達の意識の中心が心で、体全

体が意識（魂）であり心はそのすべての中心である。 

 心は、丁度柔軟な渦状球のような感じで、感情、理性、本能、智性というも

のから構成されており、心の中心は無限大の宇宙生命に通じているとともに、

私達の意識に無限の想念を作動している。 

 人生の航路における諸現象に対して、判断する理性、喜怒哀楽を表現する感

情、神仏より与えられている本能、人生経験と智性、これらが互いに調和を保

ちながら私達の人格を形成している。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ176 

 私達の心は一念三千といわれるほど無限大の広さを持っているし、私達の想

念は物を造り出す能力を持ち、万物の霊長としての資格を具えてもいる。それ

ゆえに、霊的な現象についても、自分自身が恐ろしい思念を持っていればその

世界に心の針がコンタクトされ、不調和な現象も起こる。 

 だから私達は、絶対に不調和な想念を持たないようにすることが必要である。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ114 

 私達の心は常に変化しており、恨みや妬み、そしりの心があれば、即座に地

獄界の暗い世界にその心は通じ、苦しみの原因を造り出してしまうのである。 

 それに比して、慈悲深く、常に自らにきびしく、中道を心の物差しとして生

活している人々の心は、光明に満たされ、苦しみの原因を造り出さないものだ。 

 いずれにせよ、私達の心は、自分の思う世界に通じてしまうため、無限に近

いほど変化して行く。中道を忘れた両極端な心は、自ら苦しみの種を蒔いてし

まうということである。 

 地獄界にいる人々の多くは、自らの心と行ないに対して中道を忘れた、勇気

のない、欠点の修正をしなかった者達であり、死がすべての終わりと錯覚して

いた者達である。 

 しかし、心の世界は厳然として存在しており、そうした彼らは、もはやその

世界で、地獄の掟に従う以外生き方はないのである。 

 病気の人々は、その病気を持ったまま還って行く。 

 

 

人間釈迦① Ｐ184 

 ・・・死は逃避である。自分の心から、自分を逃げ出すことはできない。心

は、己の宇宙だからである。逃げた先々で、自分の心を見るであろう。肉体が
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滅びようと、滅びまいと、心の姿は変らない。 

 

 

人間釈迦① Ｐ242 

 自分の心は自分に忠実だ。自分の心に自分は嘘がつけない。この事実は何人

も否定できないし、人間が善なる神の子の証しでもあるのだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ278 

 人間の心は、本来、神性仏性を有し、性善こそ人間の真の姿である。古来か

ら、性悪、性善説があって、いったい人間はどちらだろうとみられてきた。こ

れは人間の心が、誰も束縛できない自由性を持っているので、その自由性が、

性悪性善の両説を生む理由になっているようだ。 

 しかし、自分の心に誰もウソはいえない。どんな悪党でも俗にいう良心が内

在している。その良心が、自分と相対して常に自分を見守っている。この事実

は、何人も否定できないだろう。自分にウソのいえない人間である以上は、人

間の性は善であり、人間の心は愛に満たされるようにできているといえる。 

 

 

人間釈迦② Ｐ126 

 私達の心は表面意識と潜在意識に別れている。そうして智性、本能、感情、

理性、意思の五つの機能から成り立っている。 

 さらに五つの機能は、表面意識と潜在意識に別れてはいるが、潜在意識のあ

る部分に至ると、これら五つの機能は一つにたばねられてしまう。 

 すなわち、同一の領域内になってしまう。 

 各人の表面意識の表面の部分が仮りに海上に表われた一つ一つの島とすれば、

海面下は海底という陸続きとなり、島の概念がなくなってしまうのと同じであ

る。 

 

 

人間釈迦② Ｐ233 

 幼児の心はとらわれがなく神に近いが、幼児そのままでは自立の生活は出来

ない。 

 自立の生活をしながら、なお心に歪みをつくらぬ神の心を湧現してゆかなけ

ればならないのが正法である。 

 

 

原説般若心経 Ｐ105 

 心経で教える、心とは、何でしょうか。 

 それは、私にいわせれば、魂即意識の中心なるものということになります。 
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原説般若心経 Ｐ109 

 【心は丸いものである】 

 丸い豊かな心は、丁度、風船玉のように、感情の領域、本能の領域、智性の

領域、理性の領域、そして中心に想念の領域、肉体行動につながる意志の領域

に区分されています。 

 

 

心の原点 Ｐ015 

 心とは、次元の異なった世界に存在するもので、一般的に私達の眼では確認

することが不可能である。 

 

 

心の原点 Ｐ021 

 ・・・このように物にはすべて中心がある。 

 私達の意識とて同じことだ。 

 大宇宙の意識とて中心があり、心という意思──意志を持って、私達の心を

も支配している。 

 したがって、心がある以上、大宇宙の心は慈悲と愛の塊りであるといえる。 

 なぜ“慈悲と愛”かといえば、私達人間をはじめとした一切の生物に対して、

生きる環境を与えているからである。 

 

 

心の原点 Ｐ054 

 人間の心は、一念三千と仏教ではいっている。 

 心の針は、その人が何を思うかによって、暗い地獄界にも、光明に満ちた天

上界にも自由に通じてしまうのである。 

 思うこと自体、中道を根本としなくてはならない、ということはこの理由に

あろう。 

 

 

心の原点 Ｐ085 

 ・・・私達の心は、自分に対して嘘をつくことができない。それが神の子と

しての“証し”であり、現証なのである。 

 実在界や地獄界、すなわちあの世の霊囲気は、波動がこまかく、しかも調和

されて行くに従って精妙になって行く。 

 これに比し、現象界の波動は、固体的で不安定で、弱い。そのため、現象界

においては、原因と結果の輪廻が遅く、正しい判断がむずかしくなるのである。 
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心の原点 Ｐ118 

 心とは、意識の中心であり、意識の中心は、自他の差別観のない善なる心だ。 

 

 

心の原点 Ｐ191 

 私達の心は、肉体舟の船頭である意識の中心で、船頭の頭脳といったら良い

だろう。 

 

 

心の原点 Ｐ290 

 人の心は本来、自由である。 

 その広がりは、宇宙大にまでおよんでいる。ふつうは、その広がりを体験と

して認識していないだけの話である。 

 しかし私達が夜空の輝く星々をみて、大宇宙は広いなあーと感ずる心は、宇

宙大にひろがったその心を客観的に感じているのである。 

 誰しもそうした心を内在しているのだ。 

 そうした広い心を持ちながら、その広い心が生活の上に現われてこないので

ある。これは何に原因があるのだろう。肉体という、五官に心が奪われている

からだ。 

 そのために、人の心は、非常に小さく、あるいはゆがんでしまい、本来、広

く、丸い、豊かな心が生かされないままになっているのだ(下図参照)。 
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 仏教に一念三千という言葉がある。一念三千とは、人の心はどこへでも通ず

る、そのことをいっているのだ。悪を思えば悪、善を思えば善に通ずるのであ

る。 

 心の針は、この世だけでなく、あの世の世界に、そのまま、ストレートで通

じてしまう。 

 そのため、五官に左右され、自己保存の心を動かし、人を憎み、怒り、そね

み、ねたんだりすると、そうした想念が集まっている地獄界に、意識が通じ、

やがて、自分自身が、そうした想念の渦にはまり、さまざまな障害となって生

活上の問題をひき起こしてくる。 

 反対に、広い心になって、愛と慈悲の生活、人を生かす正道を実践しておれ

ば、天上界に意識が通じ、守護・指導霊の光をうけることになる。 

 人間の心は、丸く大きく、豊かなものだ。広い心は、光の天使の導きをうけ

る。いつどこに行っても通信が送られ、その人を善導してくれる。肉体人間は、

明日の生命すらわからない。それだけに迷うが、しかしそうした迷いの中にあ

っても、正道を守り神仏を信じ、広い心を失わなければ、必ずその人の前途に

希望を与えてくれる。 

 五官に動かされた狭い心は、広く大きく自由な心を自ら閉ざすものである。 

 一念三千の言葉は、中国から来たもので、天台智顗という人が使ったもので

ある。 

 一念とは、想念の針である。こうしたい、ああしたい、あれが欲しい、これ

が得たい、という想念である。 

 人間は二つのことを同時に思うことはできない。一つしかできない。その一

つの悪を思えば、地獄に通じ、善を思えば天上界に通じてしまう。従って悪は

思ってもいけないのだ。 

 

 

心の指針 Ｐ122 

 通常、精神とは、人の心、人格、あるいは、その人の魂のようにいわれ、漠

然としています。ここでいう精神とは、神仏の精、心、魂の三つを包括して、

精神と呼びます。 

 そこで神仏の精についてまず説明しますと、それは、神仏そのもの、エネル

ギーそれ自体、慈悲と愛そのもの、ということになります。人間は、誰しも、

神仏の精を内蔵し、自分自身の心をつくり、魂を形成しています。神仏の精、

エネルギーそのものがあればこそ、万物の霊長として、人間それ自身を成立さ

せているわけです。いうなれば意識の中心点です。 

 ・・・次に、神仏の精を受ける受け場、器が、各人の心です。心は各人の意

識の中心をなしています。そしてこの心こそが、神仏の命をうけて、それぞれ

の目的、使命を担っているところです。心そのものは、エネルギーの受け場、

慈悲と愛の織りなす光体そのものの場であり、私たちが日常生活において、心

に問う、心にきく反省の相手は、意識の中心にあるところの、この心です。 
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 心は器である以上、大きい、小さい、深浅の差があります。その差というも

のは、その人の人格、能力とは関係ありません。人間は神仏の前ではすべて平

等、自由が与えられているのですが、心の大小は、その人の役目なり、使命が、

それぞれちがうということです。 

 

 
 

 ・・・第三の魂は図が示すように、心を含めて九○％の潜在意識、想念帯、

一○％の表面意識の全体をいいます。しかし魂は、心そのもの、あるいは九○％

の潜在意識が、想念帯や表面意識に強く働きかけている場合は立派な人格、立

派な徳性となって表面に出、人びとの範となるのですが、心や潜在意識の弱い

場合、あるいはその働きのない場合は、いわゆる迷える魂といわれるようにな

ってきます。 

 ですから魂そのものは、必ずしも、心を含めた全体とはいえない場合もあり

ます。 

 以上が、人間の精神とその構造の大略です。ところで、精神は前述の通り、

エネルギーそのものであり、そのエネルギーの在り方を図で示すと、波動にな

ります。円の中心は心ですから、中心の波動は細かく、円周に近くなるほど荒

くなっていきます。 

 

 

心の指針 Ｐ174 

 生命を動かしているものは精神です。精神とは文字通り神の精であり、神の
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エネルギーです。人間の生命活動は、精神の働きなくして、一日として維持す

ることは出来ません。もちろん、肉体は食物からカロリーを補給しますが、食

本能という精神活動がなければ食べることもできないし、だいいち、その要求

すらおきません。ですから精神は、人間の五体を支える大事なエネルギーの母

体であり、これなくして生物の生存は不可能だということになるでしょう。 

 心とは、その、神の精というエネルギーをうける受け場であり、器でありま

す。器である以上は、人によって大きい、小さいがあります。人類に光明を与

えた偉大な人物を称して、巨星とか、大器とか、生き神とか、生き仏などとい

う言葉を使っています。これはその人の心の包容力、ないしは大きさを意味し、

人は心という器を持っていることをいい表しているのです。心の大小によって、

人の役目も決まってきます。それだけに、心は、人間の精神活動の中心に位置

し、心こそは、神につながっている基点であり、絆でもあります。 

 心から流れてきた神のエネルギーは、人の意識を形成します。意識というの

は主体と客体の判断の基礎をなす働きです。意識活動がなければ、自分の存在

も、人の存在も認識できません。自分がここにいる、人があそこに立っている、

という判断は、心によってうけられたエネルギーの波動を媒体として、自我と

いう意識活動が行なわれるからです。 

 生命あるものはすべてこの自我という意識活動の働きと、心の大小によって

影響をうけてゆくものです。 

 想念というのは、内部からの意識活動と、五官を通して入ってくる善悪美醜

などの波動の混合されたエネルギー活動です。内部と外部との比はどのくらい

かといいますと、ふつうは二対八ないしは一対九ぐらいの率になります。つま

り、想念は五官による影響が非常に大きく、人の意識も想念によって形作られ

てゆきます。これを別な立場からいいますと、人は環境によって非常に左右さ

れることになります。このため、心の器が大きくとも、それを十分に発揮でき

ずに一生を終えるという人もでてきますし、反対に、器が小さくとも、環境の

よさに幸いされ、その器をフルに働かせる人も出てくるわけです。この意味か

ら想念の浄化は意識の浄化につながり、意識の浄化は今世の役目にめざめさせ、

果たさせる大きな要素となるわけです。 

 次に魂ですが、魂とは意識と想念の合成されたその全体をいいます。人の意

識は表面十％、潜在九十％の比で構成され、人は大抵表面十％の意識活動で生

活しています。したがって人の魂は表面意識と潜在意識を合わせたものですが、

狭義には表面意識と想念帯（表面、潜在両意識の間にある記録層）をいいます。

五官に左右されるのは表面意識のみで生活しているからです。このため迷える

魂となるのは、五官に明け暮れた一生を送った人びとです。悟った魂とは潜在

意識をひらき、地上に光明を与えた魂をいいます。己の魂を向上させるには、

まず潜在意識につながることであり、それには、まず想念を浄化すること、つ

まり、五官に左右されない生活を送ることが大切である、ということになりま

す。 
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心眼を開く Ｐ028 

 人間を含めた物質界は、光と影の両面を保ちながら維持されています。これ

は物質界の宿命といってよいでしょう。このため人の心も光と影が投映される

ように仕組まれ、一念三千の心はどこへでも通じるようにできているのです。

別ないい方をすれば、人の心は、天使と悪魔の両方を合わせ持っているという

ことです。そのために、天使のような清い心の持主が、一夜にして悪魔の支配

下におかれることだってあります。肉体人間は、その意識の一○％しか働いて

いないため、こうしたことがしばしば起きるのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ047 

 心とは、各人の意識であり、魂であり、想念としての創造行為であり、そし

てそれは、まったく自由な立場で、自由に行使できる精神作用でもあります。

この精神作用があるために、人間は、神の子として、大宇宙にまでその心を飛

躍拡大させることもできようし、反対に、地上の相対観の中に埋没してしまう

という危険さえも蔵しているのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ110 

 心とは、各人の意識の中心です。意識の中心とはたとえば円全体を意識とし

ますと、円の真中の一点、そうして各人の心は、神仏に同通していますから、

心はなんでも知っています。ふつうあの人の心は美しい、汚いとよくいいます。

これは想念帯の影響によるところであって、厳格には、あの人の想念は美しい、

汚い、といった方が適切なのです。しかし、これでは一般的に通用しませんの

で、想念を心といっています。 

 しかし心そのものは、神仏の心に同通しているのですから、太陽のように、

慈悲と愛だけなのです。汚いとか、美しいということはないのです。ちょうど

太陽を中心に、地球を始めとして九惑星が自転公転していますが、このときの

太陽は、神であり、心であり、地球は私たちの想念の部分に当るといっていい

でしょう。 

 さて、魂と心の関係ですが、前述のように心そのものは、神仏そのものです

が、魂は、心を中心とした円全体の意識（表面、想念帯、潜在）ですから、各

人の魂にはそれぞれの転生輪廻の歴史があります。したがって、それぞれの個

性を持ち、心の波動をうけながら、向上進歩してゆくものです。このように魂

と心は、個々独立したものではないのですが、ふつうは、表面意識と、表面意

識側の想念帯の、悪い部分に左右されてしまうために、心に通じた魂を現わし

てゆく人は、ひじょうに少ないわけです。 
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悪霊Ⅰ Ｐ130 

 ひとたび、人の心が肉体という五官を背負うと、肉体舟が自分と思い、肉体

を動かしている自分の心をなおざりにしてしまう。盲目の人生は、かくして、

私たちの一生を支配し、さまざまな苦悩多いドラマが描かれてゆく。 

 私たちの心は、肉体を背負った時から、中道という神の子の本性を現わして

ゆかねばならない。 

 その中道の本性は常に善我に裏打ちされている。五官を通してさまざまなこ

とを思う、考えるもう一人の自分は、この善我のもとにあるにもかかわらず、

次第に、その善我を心の奥へ押しやり、五官にもとづく我──偽我が心の中を

占めていくようになる。 

 偽我の自分は自己本位である。欲望に心がほんろうされる。人はどうでも自

分さえよければという考えが社会をおおい、地上はいよいよ混乱に輪をかける

ことになる。物質中心の思想が生まれ、人びとはますます真実が不明になって

くる。 

 しかし、物質中心、五官中心、中道を忘れた偽我のおもむくままの生活が、

いかに虚しく、はかなく、何ひとつ得るものがないかを、人びとはやがて気づ

く時がくるであろう。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ137 

 人の心は一念三千であり、その一念三千の心の針（思うこと、考えることの

方向）を、人間として正しい在り方に向ける努力がなされないと、苦悩は常に

自分から離れることはない。 

 苦しみ悲しみは、誰でもない自分が創作しているのである。 

 どんな環境に置かれようとも、人によってはその環境に支配されず、幸せを

生み出して行く者もいる。幸、不幸のわかれ目は何か。ほかでもない本人の心

の持ち方であり、現われているさまざまな事柄を、本人の心がそれをどう受け

取り、どう咀嚼するかにかかっている。 

 そこでその受け取り方、咀嚼の規準は何かといえば、自分自身を含めて、も

のに執着する心が強いと不幸をつくり、執着が少ないと心は常に晴れやかにな

っているということだ。 

 

 

愛は憎しみを越えて Ｐ304 

 『人間の心は、善と悪いずれにも通ずるものだ。お前が欲望の心を持てば、

心の針は足ることを忘れ去った餓鬼の世界へ向き、お前の心を支配し、欲望を

つのらせるものだ。怒る心を持てば、地獄の阿修羅がお前の心を支配して、自

分の本性を失ってしまうのだ。清、自分で一切の苦しみをつくっているという

ことを忘れてはならないのだ。そのために、心の中に曇りをつくり出し、暗い

霧につつまれているのだ。神の光は、他を光明に満たしているが、悪い心の世
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界が暗いのはそのためだ。 

 足ることを知って、慈愛の心が出ているときには、光明は心の中に安らぎを

つくり出すだろう』 

 

 

天使の再来 Ｐ027 

 核というものを中心として、五人の分身からこの人類は、成り立っています。

即ち、肉体を持ってこの現象界にその一人が出ているとすれば、残る本体や分

身は実在界において、現象界にいる人間にたいして守護、指導霊として見守り、

指導しているのであります。現象界に肉体を持っている本体あるいは分身の心

は、次元のちがったエネルギーの世界、つまり実在界における五人の分身、本

体に通じており、それは霊子線という光の糸でつながれていることを知らねば

なりません。 

 その霊子線は、皆さんの正しい心の調和、正しい神理、正しい行ない、つま

り、この三相の心の中に生活を送っているとすれば、皆さんは霊子線を通して、

神の光をストレートでうけることになるのです。 

 それが、不調和を起こして、怒ったり、誹ったり、罵ったりして、自分の心

というものを掴かめないならば、その人達は即地獄の姿となり、霊子線の光が

消えて、動物霊だの、あるいは、他のよからぬものに憑依されてしまうのであ

ります。 

 

 

天使の再来 Ｐ040 

 通常、私共は、ものを思う、ものを考える場合に、大抵は頭を働かすことが

多いようです。このため、その判断は、往々にして、自分の都合のいい、我田

引水におちいりがちです。 

 ところが、正しく見るところで説明しましたように、ここでも心に聞くこと

が大切なのです。 

 頭は、単に、機械室にすぎません。機械室にいろいろなことを聞こうとする

ものだから、その答えは、大抵、自己中心になってしまいます。 

 私共人間の指令室、つまり、各人の心は、それぞれの目的に応じて、正しい

考え方を生み出す中枢機能を持っており、いつ、いかなる場合でもそれ相応の

答えを用意しております。このことは、人間の体、精神が、どのような仕組み

で組み立てられているかを知れば、一目瞭然であります。 

 

 

天使の再来 Ｐ079 

 人間には、心があり、心は神仏に通じています。なればこそ、自分の心には

ウソが言えないのです。ですから、信心とは己の心を信ずることです。ウソの

言えない己の心を信じ、その心の命ずるままに、日々の生活を送るようにすれ
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ば、間違いはないということになります。信仰とは、ウソの言えない己の心に

問う、聞くの生活であると思います。 

 

 

心に法ありて Ｐ009 

 人の心は天国と地獄とに通じている。これを別な言葉でいうと、心は自由だ

ということである。どちらにも通ずる。 

 地獄の不調和な心の働きや行為をすれば地獄に、天国を思えば天国に、しか

し、一方通行で地獄のみに通じ、天国に通じることが少ないと心は不自由にな

る。天国に通じてこそ、私たちの心は明るく、正しく、生きられる。偽我は地

獄に、善我は天国にである。 

  しかし、この両面をさらに超えると、真我の境涯に達し、人の心は真の自由

を得ることになる。仏教でいう如来の境地である。ここに至ると、魔に己の心

をゆだねることはない、魔に悩まされることもない。それはカルマの緊縛を離

れるからである。 

 心がカルマに揺れる間は、魔は常に背中合わせについてまわる。つまり、光

にたいする陰である。真我に至ると、陰があるようで陰はない。 肉体があるよ

うで肉体はない。肉体とは、心を光とすれば陰のようなもので、肉体に心がほ

んろうされることはないので、光があっても陰はないということになろう。 

 ところが通常は、光と陰がついてまわる。そして、偽我の心の中には魔は常

に伏在するということになる。これを別な言葉でいうと、己心の魔という。己

の心の魔である。 魔の世界は、いつもいうように、怒り、憎しみ、そねみ、足

ることを知らぬ欲望、愚痴、怠惰、増上慢などに通じており、ことに怒り、憎

しみ、増上慢に心が揺れてくると、魔は、ただちに働き出す。自戒しなければ

ならない。 

 

 

正法と経済 Ｐ003 

 人間の目的については、・・・それは神の意思である調和、全なる心をこの

地上に具象化して行くにあたるのである。私達の好き嫌いの感情に拘らず、人

間はそうした約束の下に生れて来、その約束を果たさなければ、その分量だけ

苦悩を味わうように出来ている。 

 偉大なる神は、実在のあの世と仮象のこの世を創られると同時に、人間をつ

くられた。そして中道という神理の中に身をかくされた。私達人間が一ト目神

の姿を拝したいと願っても、それは不可能になった。しかし私達の心は、常に

神の意識に直結し、それから離れることは出来ない。神は人間に神の心を与え、

調和という目的に向わしめることをしたからである。 

 他人にはウソはいえても、己の心には嘘はいえないという厳粛なる事実、ま

た他を愛する心、哀れみの心。通常こうした心を良心といっているが、その良

心はどんな人にも植え付けられている。どんな残忍な悪人でも、一人になった
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時、良心の呵責（かしゃく）に悩むものだ。 

 ・・・人間はなぜ退歩をのぞまず、向上を求めて止まないのだろうか、とい

うことを考えて欲しい。神の意思は無限の向上と調和を求めているのだ。 その

具体的な表れが人間なのだ。神は意思を持たれ、人間はそれを行使する者なの

だ。そうして、魂の永遠の向上を希求して行く者が人間なのである。地上界の

生活行為は、この魂の向上を図るための手段である。 

 生活が目的となり、魂の存在をないがしろにした時に、人間は苦痛を味わう

ようにできている。迷い、悩み、さまざまな事件を引き起こして行く。戦争、

災害、病気、孤独、死、これらに人びとは引き込まれ、人間の本性をいよいよ

失っていくのである。 

 人類は目を開かねばならない。経済の奴隷となり、魂を忘れてはならないの

だ。経済は、魂向上の手段であり、足場であることを、今こそ認識しなければ

ならないのである。 

 

 

般若心経解説(GLA 誌掲載) Ｐ008 

 いったい心とは何だろうか。心とはどういう機能を持って私たちを動かして

いるのだろう。心経で教える心とは何を意味するのだろう。 

 一口にいって、それは永遠に変わることのない魂の中心が心なのである。 

 結論を急げば、心とは、人間と宇宙を貫く同一の意識である。 同一の意識と

は、万生万物を生かし続けているところの大自然の偉大な叡智、慈悲、愛の意

識である。言葉をかえれば、それは私たちの心の中に内在されている仏智であ

り、心経は、心の極点であるその仏智を教えているものである。 

 こういうと、いかにもむずかしく、ますますその意味を解しかねる向きもあ

ると思うが、要は赤子のような素直な感情と、それでいて、何もかも見通せる

能力と、泉の如く湧き出でる無限の大智識を内に包んだ状態であるといえる。 

 

 

般若心経解説(GLA 誌掲載) Ｐ013 

 現象界と実在界は、もともと一つであり、別々ではないのである。現在の自

分の想念と行為が死後の実在の自分自身を現わしていることになる。 

 現象界が実在界の投映という意味は、一つには人間の心は一念三千であり、

天国にも地獄にも、自分が意識を向けたところにつながるのでそういうのであ

る。 人間は天国と地獄のちょうど中間に位置している。 なぜ中間に位置して

いるかといえば、人間の心は天国と地獄に通ずる自由（一念三千）な心を持っ

ているからである。 

 慈悲と愛の心を持てば天国に、煩悩に心を奪われれば地獄に通じ、自分自身

の生活環境を通じた世界と同じような形で現わして行く。つまり、実在界の投

映という形をつくるのである。 

 それほど心というものは、重大な要素を持っており、人間はその心の在り方
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によって、鬼にも天使にもなり得るのである。実在界に鬼が住むような地獄が

もともとあったかどうかである。天地創造の初めはなかったのである。 

 実在界はエデンの園であり、天国のみであった。ところが人間がこの地上の

生活になれ、五官に左右され、六根が生ずるようになってからは、実在界の一

隅に、暗黒の世界をつくるようになった。人間は自らの想念と行為によって、

そうした闇を生み出していったのである。すなわち、実在界に、光と陰の世界

が出来上がってしまった。 

 そうして、地上の人間は、光と陰、善と悪の混合された世界で修行するよう

な環境をつくり出し、その中でなければ、何が善で、何が悪であるかを知るこ

とが出来なくなってしまったのである。 

 もともと実在界があって現象界があるのだが、現象界の人間の心が実在界に

闇の世界を創り出してきたのである。 

 

 

般若心経解説(GLA 誌掲載) Ｐ015 

 この世の一切の物は、一刻の休みもなく運動している。運動のない物体とい

うものはあり得ない。とすると、三次元の認識だけでは、これをとらえようと

しても、とらえることはできない。つまり、物の価値づけ、実在性は把握でき

ない。 

 人間の心は、生まれながらにして、四次元の働きを内在している。現れの世

界は三次元だが、心は四次元にあるいは多次元に通じている。だから、文明も

文化も進んできたのである。動物にはこうした機能は与えられていない。だか

らこの世に在る動物達の生活は百万年前も今もそう変わらない。 

 もっとも人間社会は、栄えては滅び、滅びてはまた発展し、そうしたくりか

えしを続けてきているが、こうした悪循環を絶とうと思えば、何時でも絶つこ

とが出来るのである。そこが動物と人間の本質的な相違である。 

 アインシュタインの四次元は、時間に焦点を合わせているが、四次元の世界

は、実は、あの世の世界を意味している。物理的な次元論からいえば、四次元

は、三次元を越えた自由自在の意識のそれであり、物質を貫通して、ものを見

る超能力の世界である。あの世の人たちは、四次元以降多次元の住者である。

あの世の霊は壁をつき抜け、あるいは壁の向こう側からこちらが見えるのであ

る。 

 人間は、生まれながらにして、こうした能力を内在させて生活している。そ

うしてその一形態が創造活動であり、私たちの文化でもある。芸術にしろ科学

にしろ、知識だけでは生まれてはこない。大学を出れば、誰も彼もが発明家に

なり、偉大な政治家になり、芸術家になれるかというと、そうはいかない。見

えざる努力と、求める心が、筆を走らせ、絵を描かせ、生活を豊かにするよう

科学させ、発明させてきたのである。 

 マルクスのあの膨大な資本論は、今日、いろいろと問題はあるが、あの時代

には、あの理論が必要だったのである。だから彼は書かされた。求めつつ、書
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かされた。資本論を知識だけで書けといっても書けるものではない。 

 こうした創造活動は、絶えざる求める心が内在意識をひらかせ、四次元以降、

多次元の心と同通することによって起こるものなのである。偶然とか知識とか、

その場限りの発見からこうしたものが生まれることは絶無といってよい。 

 何れにせよ、人間は、こうした多次元の心を持って生活している。三次元し

か通常は認識できないが、しかし人間の意識は常に四次元以降多次元に同通し

ており、人間はそうした中で生活し呼吸しているのである。ここで四次元以降

多次元の意識の自由さについて述べると次のようになる。 

 四次元の自由さは、三次元を貫通し、物質にさまたげられることなく、もの

を見ることができる。 

 五次元は、四次元世界はもちろん見ることができると同時に、地上界と地獄

界の比較が容易に出来る。四次元の自由さは、ある限られた物質的障害を乗り

越えられるのにたいして、五次元は、幾層もの物質を貫通して見ることができ

る。 

 六次元は、四次元、五次元の世界は勿論のこと、地球の隅々まで見ることが

できる。 善悪の判断が正確となり、人を導く自由さを持つようになる。 

 七次元は、六次元は勿論、他の天体にまで瞬時にみてくることができる。物

質の成り立ち、天体の動き、人間の生い立ちが、七次元の意識が進むにしたが

って、明らかとなってくる。したがって、物質のなかを覗き、生命普遍の認識

を深めることができる。 

 八次元は、宇宙全体を認識できる自由さを持つ。万生万物の生命の根源が神

の意識によって動いていることを知り、神の意思をうけついで、慈悲と愛の広

く高い心のひろがりを持つ。過去、現在、未来を見通す心は八次元の頂点にあ

る。 

 九次元は、神の意識であり、全（まっとう）なる心である。 

 

 

大自然の波動と生命 Ｐ021 

 生命は意識であり、意識の中心に心は存在し意識と心を霊魂というのであり

ます。 

 五体の支配者は自分自身の霊魂であり意識であります。 

 霊魂の意思によって頭脳の細胞は活動し、物を考えることが出来るのであり

ます。考える一念力はエネルギーであり無限大の力であります。 

 五体生命は一念力の発電所であり、神に通ずる真心の製造所であります。 

 私達は肉体的労働をしても疲労しますし、精神的に一念力を使っても疲労を

感じます。疲労することはエネルギーの消粍であり、このエネルギーも質量を

持っているのであります。 

 このように肉体と生命は、ともにエネルギーの塊りであります。 
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大自然の波動と生命 Ｐ049 

 自分自身の心は自分が一番良くわかっており、自分の心を、自分自身で誤魔

化すことは出来ないのであります。 

 それは 90％の潜在意識が控えているからです。 

 真理は広大無辺であり、私達はその真理をみな悟ることは至難であります。 

 しかし、実在界の如来（上段階光の大指導霊）や、菩薩（上段階光の指導霊）

の教えを日常生活に生かすことが出来たなら、明らかに悟りを開いたことにな

るのであります。 

 若し、肉体を持った、如来・菩薩が悟りの境地に入ったなら、大自然の総て

がその人の手中にあり、日・月の光明にも勝る明知が、その人にあるというこ

とになります。 

 しかし、肉体という人生航路の舟にのっているために、人間としては非常に

難しいのであります。 

 肉体を持った生命は五官の隙間に悪霊が入り、増長慢となり、己れの本性を

忘れるからであります。その為に道はとぎされ、光は消えて困難が訪ずれて来

るのです。 

 それはすべて暗い想念が神（仏）の光を遮断するからであります。 

 いかに指導する上段階の光の大指導霊が教えても、現象界における行動は、

自分自身が決定するものであり、指導霊が決定を下すことは出来ないために、

魂の修行になるのであります。 

 それは実在界と現象界の違い、魂の修練所である現象界故に、どうすること

も出来ないのである。 

 ・・・私達の肉体の支配者である意識にも、自分自体の意識界が存在するの

であります。 

 この意識界にも、地獄と極楽の世界があります。この意識界も無限大の世界

に通じているのです。自分の心の置き方によって、一秒一秒異なって来るので

あります。 

 食べ物で苦しみ、お金で苦しんでいる姿は、互いに我欲を出しあって生活し

ている己の心が、餓鬼界に通じ、また闘争の生活は、修羅界に通じているので

あります。 

 このような衆生こそ、あわれであります。心は常に格闘の生活、正法に非ら

ざる仏罰の強迫、仏罰へのおそろしさから、闘争へと心が変る姿は、迷える自

分を見失ってしまうのであります。逆法を正法と信ずる衆生こそ、目をさまさ

なくてはならないのであります。 

 一時たりとも速く、修羅界より脱出して、神仏の慈悲にすがるべきでありま

す。 

 功徳は自分自身が日常生活の中より、実行努力してこそ得られるものであり、

次元の異った宇宙の意識に通じているのであります。 

 神仏は己れの意識の中に厳然として存在しているのです。 
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7-２）【心(丸山弘先生のご指導)】 
 

1998-5 月 Ｐ025【伝道だより】 

 或る女性の方に「貴方はこの一ヶ月間、神と主以外に心が向いてはいません

でしたか。思想に走っていませんでしたか。主のみ教え以外に思想的なものに

心をひかれていませんでしたか」と尋ねられたのに対して、その方は「子供の

育児についての本で良いことが書いてあると思い、それに感動したので影響を

受けたのでは」と言われました。 

 先生は「その本で心を汚したのかも知れませんね。良い本でも心に入れてコ

レだと思ってはいけません。それはその人の一つの考え方なのです」とご指導

されました。 

 

 

1998－8 月 Ｐ037【伝道だより】 

 初めてご参加された、身体の不自由なお子様をお持ちの方から「現在、自分

の身の回りに様々な事が起こる原因があるのかも知れませんが、それを追究し、

原因を取り除くことよりも、その事実を受け止め、明日のことや将来のことを

長い目で見据えて、子供が一日も早く自立出来ることを中心に考えていきたい

と思います」とお話しされました。 

 それに対し先生は 

 「お子様が自立するために一番大切なことは心です。正しい心を持ち、正し

く生きることが何よりも大切です。お金や物を残すことよりも愛豊かな、心豊

かな生き方をすることが一番幸せなことだと思います。それこそがお子様にと

って一番の財産だと思います。それをお母様が勉強され、お子様に伝えること

が必要です。 

 お子様は今後、一般の人と比べてどうして私はこんなに厳しい環境にいるの

だろうと必ず思うに違いありません。だからこそ必ず正しい道を教えてあげる

べきです。それが出来たならば、必ずお子様は幸せを見い出すことが出来るで

しょう」 

 と心温まるご指導をされました。 

 

 

1999-8 月 Ｐ027【研修会ルポ】 

 これを魂＝意識とも言います。では『心』とは何なのか？その『心』とは意

識の中心のこの一点なのです。（円の中央の一点を指される）内側の円は潜在

意識と言います。 

 潜在意識は神と通じる心で、『良心』また『善我なる心』とも言います。こ

れは全体の九○％に当たります。外側の円は表面意識、高橋信次先生のお言葉

によれば『偽我』自分中心の世界で一○％です。そして潜在意識と表面意識の

境界にあるのが想念帯です。ビデオテープのような存在です。 
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 ここには各人の今日までの一秒一秒の思ったこと、行ったことが、またその

裏の面には過去世の転生が全部記録されております。でも過去世の転生の間違

った記録は、反省出来ている人は消えておりますが反省できていない人は残っ

ております。この世に於いて人間は修行が目的であるから、私達はこのたった

一○％の表面意識で、日々思うこと行うことを判断して生きております。暗中

手探りの状態で生きております。 

 〔運命〕と言うものは、みんな明日こそ幸せになりたいと願望しております

が、しかし明日は誰にも分からないのです。なぜなら一○％の意識だからです。

明日が分からないため修行が出来るのです。ところが『何をやってもうまくい

かない人』『何をやってもスイスイとうまくいく人』、これはどこに原因があ

るかと言いますと、各人の〔運命〕は先程の想念帯で分かるのです。自分の思

い通りの運命と言う人は、この世で人助けを沢山した人で、想念帯は金色で記

録され、金色の光がいつも心から出ております。しかし怒り、愚痴、嫉み、そ

しり、悪口、情欲、むさぼり、それに最も心を汚すのろい等の思い行ないをす

ると、この想念帯に黒い幕がつくられてゆきます。 

 この宇宙の法則は、循環の法則ですから、太陽のまわりを月が、衛星が回っ

ているように、私達の思い行ないも循環します。この想念帯にある思い行ない

もカルマとして循環しておりますので、この黒い幕はどんどん積もってきて、

表面意識の一○％をどんどん小さくします。そうするとこの間は一○％じゃな

く、二～三％になるのです。一○％でさえ明日の運命、今日の運命が分からな

いのに、二％や三％だと真っ暗な部屋を手探りで歩くようなものです。それで
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失敗は当然多くなります。 

 こういうものの繰り返しをカルマと言います。業とも言います。『何をやっ

てもうまくいかない人』は、この想念帯が黒くなっている人です。私達はこの

想念帯が黒くならないように、まず怒り、愚痴、嫉み、そしり、悪口、情欲、

のろい等の思いを持たないように、一秒一秒の自分の今思っている事、行って

いる事を止観（止めて見なさいという事です）して、そして反省によって浄化

しなくてはいけません。そうして自分の思いを変えていく。そして特に人助け

をすることです。最大の『人助け』は法の伝道です。一人でも多くの人を、神

の御心のままにこの地上界で修行されるように導く事です。私達がこの地上界

へ出てきた、特に正法にふれる縁を持った魂の最も大事な根源です。 

 私達は常に高橋信次先生のこのご慈悲のもとに今生かされています。神のも

とに生かされているということを良くご理解頂きたいと思います。神と通じて

いる心というものは一点なのです。主に通じて神に通じているのです。神と我

が心が繋がっているのです。ここからエネルギーを頂いているのです。このよ

うに神によって生かされているのです。ですから神と自分が向き合った生き方、

心の繋がった生き方を感謝して生きることが大事です。 

 自分の自我我欲のままに外れてしまうと必ず事故とか、怪我とか、病気とか

警戒信号が生じます。常に神仏を意識した思念、行いをもって毎日毎日を報恩

感謝の心で生きることです。そして自分が間違った時には直ちに、『大宇宙大

神霊・仏よ、今私は愚かな思い行ない（具体的に）をいたしました。過ちを犯

しました。何卒お許しください。大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えく

ださい、心に安らぎをお与えください』と直ちに謝罪をする事です。すると見

ていますと光がさっと入ります。調子が悪い時や、不安定な時にも常に光を頂

くことです。これは一日に何遍お願いしても、太陽の熱や光と一緒で光（大慈

悲）は無限にお与えくださいます。そして、皆さんには自分の与えられた役割

を全うして頂きたいのです。 

 

 

2001-2 月 Ｐ028【伝道だより】 

 ある女性の方に、先生は「ここ一ヵ月程の間、何か信じていませんでしたか。

何か心に引っかかっているものがありませんか」と、質問されましたところ、

その方は「お茶の場で頂いた禅の本を読みました」とのお話に対して、先生は

「禅は正しくありません。ブッダの教えではありません。心を汚しています。

学修会へ、きちっと出席されているから気付かせて頂けたのです。神仏に対し

て、心からお詫びをしてください」と、ご指導されました。 

 

 

2001-9 月 Ｐ033【伝道だより】 

 人の意識は外側に一○％の表面意識が、その内側には九○％の潜在意識があ

ります。この表面意識は、自分中心の意識であり、嘘八百の世界です。偽我と
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お教え頂いている波動の荒い自分中心の意識・一○％です。殆どの人が日々物

事を考えている人生だと思います。 

 表面意識と潜在意識の間には想念帯という層があります。私たちが生まれて

から今日までの思ったこと、行ったことのすべてがこの想念帯の表側（表面意

識側）に記録されています。 

 それから、偉大なる主・高橋信次先生には自分の善なる心に素直に生きなさ

いとお導きくださっておられますが、その善なる心と呼ばれるところが潜在意

識・九○％です。そして、その潜在意識の中心の一点を心といいます。その心

が偉大な主・高橋信次先生に繋がっており、さらに、神と結ばれているのです。 

 この潜在意識に面している想念帯の裏面は過去における転生輪廻の体験が記

録されています。そしてその体験は反省によって修正されています。私たちは、

波動の荒い表面意識を反省によって修正して、潜在意識の波動と調和したとき、

心の窓が開かれるのです。反省は神の与えた大いなる慈悲であります。 

 

 

2002-5 月 Ｐ062【伝道だより】 

 私達の肉体細胞と意識・魂・心の状態を車輪に例えて説明しますと、肉体細

胞の車輪は食物による肉体的エネルギーにより回転し、意識の車輪は睡眠中に

神から頂く心的エネルギーにより回転するのです。この時、肉体細胞の車輪は

自動的に全速力を出して回転しますが、意識の車輪はその人の心とつながって

いる神仏の御意志との調和度により回転の速度が決まるのです。心に曇りがあ

ると、十分に神からのエネルギーを頂くことが出来ないため、全力を出して回

転することが出来ず、カタコトカタコトとゆっくり回ります。 

 肉体細胞の車輪が全力で回転しているのに対して、意識の車輪がカタコトゆ

っくり回転すると、不調和が発生し、意識の車輪を中心とした円運動をするこ

とになり、まっすぐ前に進むことが出来なくなってしまいます。私達は両方の

車輪をバランスよく全力で回転し、始めて思い通り円滑に前進いたします。意

識の車輪が全力で回転するには、神仏からのエネルギーを十分に頂けるような

心作りをしなくてはなりません。 

 

 

2004-5 月 Ｐ050【伝道だより】 

 ただ今の悦び、感動感激が、その人のただ今の心の豊かさではなかろうかと

思います。その心をより豊かにするために私達は、現在、正法を学び、精進努

力しているのです。 

 

 

2004-6 月 Ｐ089【伝道だより】 

 私は心を裸にするということは、自分の心の中にあるもの全てを正直に話す

ことであると思っていましたが、先生より『心を裸にするとは、自分中心の思
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い、行いを捨てて、法を素直に実践することです』と、おっしゃって頂きまし

て、今までの自分は、心を裸にしていなかったのだと気付かせて頂きました。 

 

 

2006-1 月 Ｐ066【伝道だより】 

 私達は、他人にはウソ八百言えるけれども、自分自身の善なる心にはウソは

言えない存在であるとお教え頂いています。 

 表面意識一○パーセントに素直に生きている人は、物を中心に生きることが

非常に強くなり、肉体を中心にした生き方になってしまいます。しかし、潜在

意識九○パーセン卜に素直に生きている人は、神仏のみ心に沿った生き方をす

ることになります。ですから潜在意識九○パーセントの意識は、いわゆる自分

にはウソのつけない、他人にウソはつけても自分にはウソのつけない善なる心、

良心であり、私達はこの魂に相談して生きることが大切だということです。そ

うすれば自ずと謙虚になる、とお導き頂いています。 

 

 

2008-8 月 Ｐ064【伝道だより】 

 私は、「法が在るとは、そして法がないとはどんな事だろう」と疑問に思い、

ご著書の『心の発見』『人間・釈迦』を、長年夜も寝ないようにして拝読して

まいりました。 

 ・・・会社でも、万年筆を自分の前へ出して「ある」後ろへ隠してみて「な

い」と、夜も昼もこんな事をやっていましたから、家内からは「あなた気が狂

ったんじゃないの」等と言われながら何年もやって来ました。でもそんな事を

していても何一つ法は解りませんでした。 

 ・・・要は、法か在るか法がないか、自分自身が法を心の中に活かしている

か、法の下に生きていか、精進努力をしているかということが皆さんに問われ

ていることなのです。ご著書『心の発見』『人間・釈迦』をいくら拝読しても、

それだけでは分かりません。万年筆をいくら後ろへやって、前へ出してみたっ

て、ある、ない、これしか分かりません。 

 それでは、自分の心に落とすにはどうしたらいいか。その為には、自分自身

の心と向き合わなければいけません。自分自身の心の愚かな事を断ち切らなけ

ればいけません。 
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7-３）【愛(ご著書より)】 
 

人間釈迦② Ｐ128 

 正法の愛は、愛、憎の愛ではない。 

 自然が与える慈悲の心に適った愛しか愛とはいえないのである。 

 大自然はこの地上の生ある者に慈悲のめぐみを与えている。生活が出来るよ

うに、喜びが享受できるように環境を創造している。 

 愛は、神が与えた慈悲の環境と、その心を、生ある者が生活に生かして行く

行為であるといえよう。奉仕、供養、犠牲というものは愛の行為の表われとい

えよう。 

 ・・・この地上界は、動・植・鉱が、たがいに、その身を供養し、犠牲によ

って成り立っている。 

 私達の食べ物をみても、そこには動物の肉があり、植物たちの奉仕によって

支えられていることを知ることが出来よう。 

 動物も植物も、皆、生き物である。そうした生き物が、もし、食べられるこ

とをこばんだら、人間は一日としてこの地上に生きることが出来ない。 

 動物、植物達は、人間に身を供養することによって地上界の目的を果たし、

再び地上に生を得る機会に恵まれる。 

 私達はそれらの食べ物に対して、感謝の心をもって食し、その心で地上界に

調和ある楽園をつくるべく生まれているのだ。 

 人間同志の行為も、ある者は服をつくり、靴をつくり、米をつくり、住まい

をつくりそれぞれが自らの仕事を通じてその身を供養することによって人びと

の生活が成り立ち、自分もまた生活が維持される。 

 すなわち、この地上界はそれぞれが身を供義するという愛の行為によって成

立しているのである。 

 供養する者がいなければ、地上界の組織は明日にも瓦解してしまうだろう。 

 ・・・地上の人間は他の生物（動、植、鉱）の供養によって生かされている

が、その供養を無視し、あるいは疎んじて、勝手気儘に生きたとすれば、調和

の基礎は根底からくつがえされるだろう。 

 人類は、神の命である仏国土、ユートピアを実現するという目的で生まれて

おり、その目的を実現するために、動物、植物、鉱物の供養をうけているのだ。 

 自然の慈悲と愛の下に生き続ける人間が、その目的を忘れ、めいめいが自己

保存と欲望の渦中におぼれれば、行き着く先は、滅亡の道しか残っていない。 

 私達は、神から受け継いだ慈悲の心を忘れてはならない。愛の行為者として、

人間本来の自覚に立たねばならないのだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ059 

 心の安らぎは、自分と他人との壁を外し、助け合う愛の共同社会にしかない

ものである。 
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 愛の共同社会は、そのまま天国の社会を映し出している。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ067 

 ・・・愛というものは、こうした助け合う、補い合う、他を生かす関係から

生まれ、それはやがて隣人愛、社会愛、人類愛に発展して行くのである。 

 どんなに社会が発展し、変わろうとも、また人類が増えたとしても、男女両

性の基本的軸は絶対に崩れることはないし、人類が永遠につづいてゆくのも、

一対の男女が結婚し、家庭をつくり、調和させることによってしか達成出来な

いものである。 

 したがって、愛というものは、まず男女両性から出発し、そこから四方に拡

散拡大されてゆくものである。 

 それ故、愛は地上の調和にとって欠くことの出来ない神の光であり、地上の

光なのである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ195 

 ・・・安らぎと調和は真に自己を愛する者によって得られよう。自己の喜び

は他にも転化しよう。つまり、自己を愛する者は、他を愛することもできるの

だ。 

 まず、自分自身を修めなくてはならない。法を依りどころとして、自己を確

立することだ。業火に見舞われても、その火を消し去るだけの自分をつくるこ

とが先決なのだ。 

 

 

心の原点 Ｐ022 

 愛とは何か、愛も慈悲と同様に、神の光である。慈悲を宇宙の心（宇宙即我）

とすれば、愛は、調和を目的とした地上の光である。 

 愛の根本も心にあるが、その働きは、助け合い、補い合い、許し合う寛容の

心である。愛は、無限の調和を求めるものであり、それは人類愛、社会愛、父

性愛、母性愛、また愛校心、愛社心、自然愛など、どこまでも広がって行く。 

 ・・・しかしこの現象界に出てしまうと、表面意識は一○％くらいしか出な

いし、厳しい盲目的な人生航路のため、どうしても正しい判断を欠いて誤りを

犯してしまう。 

 しかし、犯した不調和な想念と行為について、心から反省し、二度と同じ過

ちを犯さないで、より光明に満ちた豊かな心を造り出すことによって、罪は許

されるのである。 

 許すという愛の働きがなかったならば、私達人間は永遠に救われることはな

いだろう。 

 人々の罪を許し、人々をして生きる喜びにいたらせ、お互いに手をとり合い、
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助け合って調和へと高めて行くことによって、地上の大調和という環境が築か

れて行くのである。 

 慈悲を神仏の縦の光とすれば、愛は人の横の光といえるだろう。 

 このように、縦、横の調和された慈愛の光がむすび合ったとき、人は神を発

見し、仏性である己を悟ることができるのである。 

 このように、この大宇宙全体は、慈悲と愛によって調和され、維持されてい

るのであり、それはまた慈悲、愛の塊りであるといえるのである。 

 

 

心の原点 Ｐ301 

 愛とは、寛容である。 

 包容力である。許すことである。 

 もし、この地上に愛がなければ、人の世は、水のない砂漠を行く旅人のよう

に、飢餓に泣き、他をかえりみるいとますらないであろう。 

 愛は助け合い、補い合い、かばい合い、許し合う、そのなかに生きている。 

 愛は、神の光なのである。 

 地上の灯なのである。 

 暗闇にさまよう人々の心にうるおいをもたらし、生き甲斐を与えてゆくもの

である。 

 愛とはまさに、灯台の灯ともいえよう。 

 しかし、愛に溺れてはならない。 

 愛は、峻厳だ。 

 愛は、自分に打ち克つ者、向上を目ざす者に与えられるからだ。 

 暗闇の世界は、自らの進路さえ迷わせる。 

 前途に何が立ちはだかっているか解らないし、いつ足を踏みはずすかも知れ

ない。 

 焦燥感に襲われることだってあるだろう。 

 この暗闇の世界を支配している、ならず者の群れ、脅迫、強盗、迫害、暴行、

詐欺・・・・などは、そのまま恐怖の世界であり、すべて満足することのない、

欲望の尽きることのない苦しみの世界である。 

 それは、光明を失った人々の、悪想念が造り出したものである。 

 闘争と破壊、暴力、武力がまかりとおる世界といえよう。 

 慈悲深く、愛をほどこせる者は、自ら安らぎの心をつくり、人々の心に光明

を与え、悪魔を支配する正しい道、神の道を行く者だ。 

 悪魔に勝る道は、慈愛の心と行ない以外にないであろう。 

 悪魔は、己の心のなかにもひそんでいる。 

 正道を悟って勇気と努力の実践に、偉大なる智慧が加わり、自らの欠点を修

正したとき、心の悪魔は亡びるであろう。己に打ち克つことのできる者こそ、

真の勇者といえるのである。 
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心の原点 Ｐ309 

 この大自然界は、神の慈悲と愛によって存在している。 

 人間もまた慈悲と愛の心の所有者である。 

 正法という、神仏の法にふれた者は、まずその心を体し、その意を汲み、実

践する者でなければならない。 

 慈悲を法にたとえれば、愛は法の実践行為である。 

 慈悲を神とすれば、愛は人間の行為を意味する。 

 慈悲は、万生万物に無限の光を与えるもので、愛は寛容にして助け合い、補

い合い、許し合う行為といえよう。 

 慈悲も愛も、自ら助ける者にその光は与えられるということだ。 

 心ない者、実践をいとう者には、慈悲の光もとどかないであろう。 

 愛を欲する者は、愛の行為を示さなくてはならない。 

 慈悲の門をくぐろうとする者は、法の心を汲みとることだ。 

 末法を救う者は、如来であり、神の使いである。 

 如来は正法を説き、慈悲と愛の光明を、衆生に与えずにはおかない。 

 慈悲は、愛の行為によって輪廻する。 

 慈悲は、神の縦の光、愛は実行の横の光といえよう。 

 

 

心の原点 Ｐ310 

 調和は無限の進歩と、安らぎを与えよう。 

 調和の根底には、愛が働いているからだ。 

 愛には、自己主張がない。おごりがないし、へつらいもないだろう。 

 喜びや悲しみがあったとしても、それにとらわれることがない。 

 苦しむ者があれば、その苦しみをいやし、悲しむ者があれば、光を当てて、

希望を与えるだろう。 

 愛は、神の心であり、私心のない、神に通じる偉大な架け橋なのである。 

 この世が、愛に満ちれば、地上には、仏国土が誕生するだろう。 

 神は、それを望み、その日のくるのを、辛抱強く待っているのである。 

 地上界の人類が調和への霊囲気に包まれることを……。 

 

 

心の原点 Ｐ346 

 物事にはすべて柱というものがあるが、「心行」の柱となるものは、 

 “大自然という神の心” 

 “永遠の生命体を維持する循環の法” 

 “慈悲と愛” 

 の三つである。 

 この三つが「心行」を形作り、私達を生かし続けているものである。 
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悪霊Ⅰ Ｐ112 

 「魔王よ、よく話をきくのだ。地上界の親たちが自分の育てた子どもを憎い

と思うだろうか。憎いと思う者は一人もいないはず。誰も彼も、自分が手塩に

かけた子どもは可愛い。みんな幸せになってもらいたい。亡くなった肉体先祖

だって、自分の子孫が不幸になることを喜ぶ者がどこにいよう。いないはずだ。

もし、不幸になることを喜ぶとすれば、それは人生において欲望のままに生き、

足ることを忘れ去った人非人ということになろう。 

 地獄に堕ち、地獄の苦しみに耐えられなくなって、同じ不調和な地上界の子

孫に憑依する者は先祖でもなんでもない。そんなことをしていれば、先祖の霊

はますます地獄界から抜け出すことができず、その苦しみはいつまでもつづく

だろう。自分を本当に愛するなら、人の不幸を喜ぶことはできないし、まして

や、人の心に食い入って、その人の一生を台なしにするようなことはできない

はずだ．お前にも、この程度の道理がわからぬはずはない。どうだ魔王！」 

 

 

心眼を開く Ｐ116 

 普通一般に、愛とは男女の愛、夫婦の愛と見てしまいますが、愛の本質は、

愛憎の愛とは違います。もちろん、夫婦の愛、男女の愛も、愛の現れといえな

いことはありません。転倒夢想の世にあって、男女の愛は、人間生活に、希望

と生きがいを与える役割を果たしているからです。 

 しかし、本当の愛は、神の愛をいうのです。神の愛とは、無私なる心、いつ

くしみの心、なさけの心、思いやりの心です。 

 聖書マタイ伝第五章で、イエスは、このようにいっています。「幸福なるかな、

心の貧しき者。天国はその人のものなり。幸福なるかな、柔和なる者。その人

は地を嗣がん。幸福なるかな、平和ならしむる者。その人は神の子と称へられ

ん……」 

 これはどういうことかというと、心の貧しいとは、おごる心のない者。柔和

とは心のおだやかなこと。平和ならしむる者とは、争いを好まぬことをいって

おり、こうした心を持った者は神の愛をうけ、天国の住者であるというのです。

こうした心は、自我が強くては生まれてきません。無私なる心、なさけの心が

なくてはでてこないのであります。 

 慈悲の心も、無私、なさけ、思いやりでありますが、愛もやはり同じなので

す。慈悲も愛も、ともに神の光ですから、同じでなければなりません。 

 ただ、愛は、その根本は慈悲と同じですが、働きとしては、「許し」であり、

相互扶助です。 

 もし、この地上に「許し」という免罪符がないとするなら、人間は、原罪と

いうカルマから、のがれることはできません。原罪とは、煩悩という神の子の

神性を汚す、想念行為をいうのです。しっと、怒り、偽我、欲望……。こうし

た想念は、神性であるべき己の心を毒します。しかし、人間が肉体を持ち、相

対界で生活していますと、どうしてもそうした想念にとらわれてしまいます。



602 

 

そこで、地上の人間を救うために、神は、愛の光を投げ与えてくれているので

す。 

 すなわち、「許し」という光です。 

 人間がその原罪を認め、ザンゲし、素直な心で新生しようとするとき、神は

その人に愛の手をさしのべ、その罪を許してくれるのです。 

 もうひとつ大事なことは「相互扶助」です。互いに助け合うことがなければ、

人は一人として立つことはできません。私たちの生活は、多くの人たちの愛の

上に成り立っています。 

 助け合う心は地上における光です。慈悲を、法の縦の光とすれば、愛は、こ

の地上界の横の光であるといえましょう。 

 

 

心眼を開く Ｐ174 

 この地上も大宇宙も 神仏の慈悲と愛によって動いている 

 人間もまた 慈悲と愛の心の所有者である 

 正法という神仏の法にふれた者は 

 まずその心を体し その意をくみ 実践する者でなければならない 

 慈悲を法にたとえれば 愛は法の実践である 

 慈悲を神仏とすれば 愛は人間の行為を意味する 

 それゆえ 慈悲は万生万物に無限の光を与えるものであり 

 愛は寛容にして 助け合い 補い合い 許す行為をいう 

 間違えてならぬことは 慈悲も愛も 自ら助ける者にその光は与えられると

いうことである 

 その心のない者 実践をいとう者には 光は届かぬ 

 愛を求める者は 愛の行為を示せ 

 慈悲の門をくぐろうと欲する者は 法の心をくみとれ 

 末法の世を救うものは正法であり 慈悲である 

 慈悲を生かすものは愛である 

 慈悲を神仏の縦の光とすれば 愛は横の光である 

 

 

心眼を開く Ｐ177 

 調和は無限の進歩と安らぎを与える 

 調和の根底には愛が働いているからだ 

 愛には自己主張がない 

 おごりがない 

 へつらいがない 

 喜び悲しみがあったとしても それにとらわれることがない 

 苦しむ者があれば その苦しみを癒し 悲しむ者には光を当てて生きる希望

を与えよう 
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 愛は神の心であり 私心を去った 調和への偉大なかけ橋なのだ 

 この世に愛が満つれば 地上に仏国土が誕生しよう 

 神はそれを望み 辛棒強く見守っている 

 

 

心眼を開く Ｐ182 

 愛と憎しみとは 諸刃の剣のようにみる者がいるが そんなことはない 

 憎しみは自己保存であり 憎しみをかくし持った愛は 愛とはいえない 

 愛に自己弁護はない 

 愛に立場はない 

 愛に報償はない 

 愛に自我はない 

 愛に甘えはない 

 愛に苦しみはない 

 愛に楽しみはない 

 愛には 神の心しかない 

 神の心とは調和である 

 助け合い 補い合い 許し合える その心が愛の心に通じ 

 その行為が 神の心につながって行く 

 

 

心眼を開く Ｐ189 

 山を動かし 海をわかち 川をせきとめる力があっても 愛には抗えない 

 愛は すべてを癒す神の心である 

 人を救うものは超能力ではなく 愛の力であるからだ 

 

 

心眼を開く Ｐ197 

 愛とは寛容である 

 包容である 

 許しである 

 もしこの地上に愛なくば 人の世は水のない砂漠をゆく旅人に似て 

 飢餓に泣き 他をかえりみるいとますら生まれてこないだろう 

 愛は 助け合い 補い合い かばい合い 許し合えるその中に生きている 

 義務 責任 勇気 献身─── 

 こうした行為は 愛のなかから生まれる 

 愛は 神の光である 

 地上の灯である 

 暗闇にさまよう人びとの心にうるおいをもたらし 生きがいを与えてゆくも

のである 
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 愛とは まさに灯台の火なのである 

 だが 愛におぼれてはならない 

 愛は峻厳である 

 愛は自分にうち克つ者 より向上をめざす者に与えられるからだ 

 灯台の火は それを求める者に与えられる 

 灯台の火は 船を動かすことはできない 

 

 

天使の再来 Ｐ157 

 自分に愛があれば、相手の行為にめくじらは立たない筈である。愛とは許し

であり、愛なくして、どうして、人と人とが和合し得よう。調和できよう。愛

は人間社会に欠くことの出来ぬ神の光である。 

 

 

心に法ありて Ｐ018 

 人の心は一つにつながっている。そのつながりは、自身の守護霊であり、つ

いでその守護霊の親しい友人、先輩なりの指導霊であり、さらにそれにつなが

る天使の指導霊、そして大指導霊とつながる。こうして人の心は、光の子とし

て、すべて一つにたばねられている。それゆえ、助カを求める手順は、まず自

身の守護霊であり、守護霊が経験不足の場合は、守護霊から指導霊なり天使な

りに連絡される。そうして、本人が知らない間に（自覚している者もあろう）、

指導霊なり天使の助力が行なわれ、それが時として奇跡となって現われたり、

智慧の発現として、その人を助けるようになる。 

 しかし、こうした助力というものは、日頃の本人が努力しているか、誠実、

真実に生きているかどうかによって、大いに変わってくる。つまり、指導霊の

助力の根底にあるものは、他力でなく自力の精神であるからだ。他力の行き方

は、本来の人間性を否定し、神の子の創造力を曇らせる。 

 神は、自分を愛する者を愛し、自己の神性を否定する者を拒否する。人は神

の子であり、自分を愛せない者は神を否定し、人を愛することができないから

だ。この意味においていたずらに現実の現象、奇跡のみに心をとらわれ、自ら

を省みない行為は、厳に慎んでもらいたいものである。 

 

 

心に法ありて Ｐ021 

 愛とはなにかというと大抵観念的、抽象的、あるいは幻想的に考えがちだ。

近頃はまた肉体的行動が愛だと思っている者も相当にいるようである。そこで

いったい愛とはなにかということを追求してゆくと、愛とは助け合うことであ

り、他を生かすということにつきる。 

  この地上界は自分独りでは立つことができない。常に複数の関係の中で相互

に働きかけながら他を生かすことによって成り立っている。現われの世界（地
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上界）は意識界 とは異なり、こうした相互作用の関係の中で生かされ、それは

否定しようとしても否定できないものなのだ。 

 他を生かすとは自分の身を他に供養する、ということである。私たちは動物、

植物、鉱物を口に入れることによって生きている。つまり、それらの身の供養

がなければ、私たちは一日として生きることができない。魚や野菜、飲料水は、

これみなことごとく生命を待ち、私たちにその身を投げ出している。 

 私たち人間関係についても、さまざまな職業、仕事を通して他を生かしてい

る。 この地上に混乱が絶えないのは、これに欲望がからみ、欲に心が奪われる

からである。他を生かす、助け合う愛の行為に心が定まれば、明日にでもこの

地上は仏国土となろう。 

 

 

心行の言霊 Ｐ215 

 中道の道とは、自分を愛し、他人をも愛することです。自分を愛することは

執着ではありません。神性の自分を自覚すると、自分を愛さずにはいられなく

なるからです。 

 人の心は人類の数ほどもあると思うでしょう。しかし、人の心は一つしかあ

りません。映画や芝居を見、小説を読んで、あなたは悲しい場面で笑いますか、

楽しい場面で泣きますか。ちがうでしょう。人の心は一つに結ばれているから

です。 

 自分を愛するとは、すなわち人を愛することなのです。 

 他を生かし、自分も生きることなのです。 

 心は一つですから、自己愛は、利他愛につながらなければならない性質を持

つものなのです。 

 苦しい、悲しいという心は自己本位の我欲が先に立つのでそうなります。自

己本位の我欲は、一方が楽しいときは、一方が悲しいときです。この地上に争

いや混乱が絶えないのも、こうした相対的な心が支配するからです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ235 

 私達が仕事をし働くということは自らの生活を維持し、人びとの生活を支え

ることです。ですから、それは愛の行為につながるのです。 

 愛は他を生かすことであり、助け合うことです。 

 仕事をし、働くことは他を生かすことですから、愛の行為なのです。 

 仕事をし、職業に就くことが愛の行為にも拘わらず、社会がこのように混乱

するのは、仕事を単に金儲けの手段と考え、人はどうでも自分さえよければい

いと思うのが、原因です。 

 ですから、今日の多くの人びとは正しく仕事をしているとはいえないでしょ

う。 

 正業の在り方は、この地上界の調和に役立てることであり、その基礎は愛で
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あり、奉仕の心なのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ241 

 地上界の調和とは、そこに住む人びと、それぞれが、職業を持ち働き、自分

の生活を保持し、人びとの生活を維持するということなのです。つまり、働く

ことは地上の調和に役立っているわけです。 

 次に、その調和というものは、各人が人びとに奉仕するという愛の心が根底

になければなりませんし、調和は愛の心によって支えられるわけです。 

 

 

GLA 誌より 

 愛とは何かというと大抵観念的、抽象的あるいは想像的となり、近頃のよう

に肉体的行動が愛だと思っている者が相当にいるようである。そこでいったい

愛とは何かということを見て行くと、愛とは助け合うことであり、他を生かす

ということなのである。 

 この地上界は自分独りでは立つことができない。常に複数という関係の中で

相互に働きかけながら他を生かすことによって成り立っている。現われの世界

（地上界）は意識界とは異なり、こうした相互作用の関係の中で生かされ、そ

れは否定しようとしても否定できないものなのだ。他を生かすとは自分の身を

他に供養する、ということである。 

 私たちは動物、植物、鉱物を口に入れることによって生きている。つまり、

それらの身の供養がなければ、私たちは一日として生きることができない。魚

や野菜、飲料水はこれ皆、ことごとく生命を持ち、私たちにその身を投げ出し

ている。私たち人間関係についても、さまざまな職業、仕事を通して他を生か

している。この地上に混乱が絶えないのは、これに欲望がからみ、欲に心が奪

われるからである。他を生かす、助け合う愛の行為に心が定まれば明日にでも、

この地上界は仏国土となろう。 

 愛というとイエスがすぐ浮かぶ。イエスが十字架の露となったのは、愛の行

為を示すためであった。他を生かすための死は愛の極限だからである。イエス

は愛を説き、人々にそれを求めた。愛は慈悲という神の心を行為によって表す

ことなのだが、当時の人たちはそれをいくら語っても理解してくれなかった。

死は間近に迫ったが、それをさけようとすればいくらでもさけられた。だが、

イエスは敢えてそれをしなかった。愛の証はその身を供養（死）することによ

って果たされるからだった。十字架の人となったときイエスは罪人を含めて地

上の人たちに神の恵みと許しを求めている。 

 イエスの愛はかくして全世界に伝わるが、この言葉によってイエスが全人類

の罪を背負ったと喧伝されることになる。そうしてイエスを信ずる者は救われ

るとなってしまった。イエスを信ずるとは、愛を信ずるということである。愛

を信ずれば、愛の行為がなければ観念の遊戯になってしまう。愛は行為だから
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である。胸にいくら十字を切ったところで救いにならない。イエスの行為をみ

れば分かるはずである。また信は念を生み出し、念は行為につながってくる。

それゆえ、愛を信ずるならば、行為が生まれてくる。行為のない信などという

ものは、ウソなのである。 
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7-４）【愛・慈悲魔(丸山弘先生のご指導)】 
 

1994-4 月 Ｐ038【伝道だより】 

 この左手を本来自分の持っている心の器に例え、右手を今現在の自分の心の

状態に例えますと、大きく広げた左手に対して右手が小さな握り拳の程度であ

るとしたら、その大きさの差の分だけ心の器が満たされていないために苦しみ

となります。自分の事で精一杯で、他の方に愛を差し上げる事が出来ません。 

 しかし、心がだんだん満たされ、左手と右手がぴったりと合わさるようにし

て本来の心の器と現在の心の状態が一致した時、心は満ち足りた状態となりま

すが、しかしまだ他の方に愛を差し上げることは出来ません。この心の器の範

囲の中には「自我」があるからです。 

 それから更に正法を学び、反省をし、実践をして心の精進を重ねて行くうち

に、現在の心の状態が本来の心の器より大きくなります。その大きくなった所

には「自我」がないために、その分だけ他の方に愛を差し上げることが出来る

ようになります。ですから他の方に対して豊かな愛を差し上げることの出来る

方ほど偉大な方であり、高橋信次先生はその意味においても大変偉大な方であ

ります。 

 私たちは寸分違わず実践しなければなりません。今のこの話を自分の心をは

かる上でのリトマス試験紙として見られたらよろしいかと思います。 

 ・・・「今日学ばれたことをそのまま持って帰って、少しでも心におとすよう

に整理して下さい。そして自分の本来の心の器に対して現在の自分の心はどん

な状態なのか、また他の方に対してどんな状態になるのか、部分的でなく全体

的に反省して行かれればよろしいかと思います。そうしてせめて自分の器だけ

でも一杯にする努力をして下さい。 

 ・・・謙虚とは思いやり、愛であります。本来の心の器に対して自分の心の

状態が大きくなった時、その大きくなった分だけ人は他の方に愛を差し上げる

ことが出来、また謙虚になることが出来ます。 

 一方増上慢とは、現在の自分の心の状態が本来の器よりも小さいのに、まる

でそれが大きいかのように錯覚することであります。この時には必ず感情が伴

い、のぼせ上がっています。 

 ・・・すべてを正法を中心とした生活に切り替えて行った時、心の器を満た

す事が出来るでしょう。 

 今日学んだこと、いただいたことを家に帰ってそのままノートに書き留めて

下さい。そのためには聞いたことを聞いたそのままで心に入れなければいけま

せん。聞く時には心のチャックを開いて素直に心に受け入れて行く事が大事で

す。 

 例えば、ここにある四つ折りのハンカチをいただいたのならば、その形のま

ま心の中に入れて家に持って帰るのです。しかし、人はえてして四つ折りのハ

ンカチをいただいても、「大きすぎて心のチャックに入らない」と勝手に判断し

て小さく丸めてたたんでしまうものです。そのために、学修会の最中に、やら
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なくてもいいのにせっかくいただいたものを料理して小さく刻んでしまい、こ

のため聞いたところと聞いていないところが出てくるものなのです。 

 しかし、皆様ここでよく考えていただきたい。心は無限大です。宇宙大です。

ですから実際はそんなに小さく折ってしまわなくても聞いたことをすっぽりと

心に入れることが出来ます。それを家に持って帰って家でゆっくり料理すれば

よいのです。今日発表された方のお話も、自分はどれだけ正確に覚えているか

ノートに書かれてみるとよいでしょう。 

 

 

1994-6 月 Ｐ026【天使のなみだ】一九七三年四月号ＧＬＡ誌より転載(会

社員の方の投稿) 

 正法に帰依して三年になる。しかし、いまだ正法実践の生活が身につかない

でいる。自分というカラの中でのみ正法神理を考えているからだろうか。ただ、

最近では、きちがいに刃物、とならぬように、何事に対しても自粛しているつ

もりだが……。 

 一年ほど前であったか、やはり信か不信かという間にあって、あるアレルギ

ー体質で苦しむ幼い女の子を個人相談に連れ出したことがあった。湿疹に苦し

む幼子の姿は見るにも堪えないものである。はたして治るか治らないか。治せ

るか治せないか。信か不信か、これはひとつの賭けであった。いや、その時は、

この小さな女の子の苦しみを救ってくださるのは、もはや高橋先生のほかにあ

るまいと、藁をもつかむ気持ちであったのだ。しかし、その裏には、先生の力

というものの実証のほしさ、いちまつの不信に対する打開というものをひそか

に期待していたのである。だがすぐさま、そのような下心を恥じねばならなく

なってしまった。 

 光の大天使は、そのような下心には無頓着に、そのむごいまでに痛々しい幼

い子を前にして、優しく手をとられ、すぐに光を与えてくだされたのである。

それからしばらくして、いつしかひょう依霊を導いておられる様子であったが、

その時、おもいがけないものを見てしまった。 

 キラリと光るものがひとしずく、大天使の目から流れ落ちたのである。ハツ

と思った。と同時に恥ずかしくなってしまった。この光の大天使をためそうな

どという下心を持っていた自分が、たまらなく恥ずかしくなったのだ。 

 今まで、この幼き女の子の苦しみを思いやって涙した者があったろうか。こ

のむしばまれた肉体に幼き心もゆがめられ、そのゆがんだ性格に腹さえたてて

いたのは自分ではないか。はたして、この幼き子の両親でさえ、この子の苦し

みを思いやって涙したことがあったであろうか……。 

 今までの自分が恥ずかしいものであった。信とか不信とか、あるいは奇跡が

起こる、起きないとか、病が治る、治らないとかいう現象面にだけとらわれて、

最も大切なことを忘れていた自分が恥ずかしいのであった。 

 まのあたりに見たものは、病におかされた幼い女の子の苦しみに、ソッと涙

する光の大天使の姿であった。あとで光の大天使は、この幼き子の苦しみの原
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因を静かにお話しくだされたが、それは、大天使のほかには誰も知りえぬ原因

であったろう。だが、その原因故に、大天使は涙されたのだ。単なる慈悲過剰

ではなく、原因がよく解るからこそ、流さずにはいられなかった涙だったのだ

ろう。 

 このような幼い子は罪を問うにはあまりにも無心ではないか。だが、なぜに、

幼い子がこのように苦しまねばならないのか。それは、親たちの心の不調和に

よることもあるのだ。しかし、病に苦しむわが子を見て心配せぬ親がどこにあ

ろうか。その子の苦しみを何とか救いたいと願い、身代わりになってもよいか

ら苦しみから解放させたいとする苦労する親の姿、だが、医者に見放され、ど

うすることも出来ないで、ただおろおろしている親の姿、ああ、その親たち自

身に、実は、幼い子供の苦しみの原因があろうとは、いったい、誰が知り得よ

うものか……。 

 親たちの不調和な心、行いが、罪なき幼い子たちにはねかえってくるのだ。 

 この光の大天使のひとしずくの涙によって、いったい、本当の慈悲と愛とい

うものが、どういうものであるのか申しわけなく思っている。 

 そして大切なことは、慈悲と愛の心ということなのだ。大天使の涙、それは

慈悲と愛の証であった。 

 

 

1996-4 月 Ｐ037【伝道だより】 

 人の心にはいろいろな段階があります。最初から愛一杯の人もいらっしゃれ

ば、その反対にノイローゼの人もいらっしゃいます。幼い頃から両親の正しい

愛が頂けず、小さな心となり、自己中心の思いしか出来なくなってしまった結

果、ノイローゼになってしまった人にいきなり人に愛を与えなさいと言ったと

ころでそれは無理なことです。その人が人間らしい心を取り戻すことがまず先

決です。 

 隣近所の前の道を掃いたり、自分の体を使って、無所得の奉仕作業をさせて

頂くことによって、人から悦ばれます。すると自分の心もその感謝の言葉によ

って嬉しくなり、心が暖かくなります。そういった不断の努力の積重ねによっ

て次第に本来の自分の心、つまり、神様と結ばれている真実の自分が取り戻さ

れていくのです。 

 思いやりの最も基礎は、この悦びの心なのです。悦びの心をどれだけ持つこ

とが出来るかによって、それに相応した報恩感謝の心が芽生えることが最も大

切なのです。この段階が分かり易く申し上げますと小学校一年生に当たるので

す。そして、ここからが、自分を生かすことのできる基礎づくりになるわけで

すから、やがては愛の心が育てられていくことによって他を生かすことが出来

るようになって行くのです。 

 自分を大切にすることが出来ない人が、他人を大切に出来る訳はありません。

自分を愛することが出来る様になって初めて人を愛することが出来るのです。

そして、常識、礼儀、報恩感謝があり、己を生かし、他を生かすことが出来る
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ようになったこの段階が、本来神の子である姿です。ここでようやく正法の人

口に立つことが出来るのです。そしてその心は神界以上の心の分かる世界にな

ります。つまり、愛の分かる段階になるのです。 

 私達は、今生、愛の心、思いやりの心を持つことを目標として生まれてまい

りました。でもなかなか愛の心を持つにも、生まれた環境、教育、思想、習慣

の中で、本来の自分を失い、法以前の基礎の段階から始めなくてはいけない人

達が多いのです。いきなり小学校五年生にはなれないのです。 

 ですから、この様に悦び、感謝の心が持てる自分になるため、自分を作って

いかなくてはならないのです。人から教えて頂いて悦びがあるだろうか。今、

生かされていることに対する悦びがあるだろうか、よく点検してみて下さい。 

 

 

1996-4 月 Ｐ038【伝道だより】 

 自分の肉親の幸せを心から悦べないとしたら、他人の幸福は到底悦べるはず

がありません。この様にまず自分、両親、兄弟、そして初めて他の人を愛する

という順序があります。悦びの心を沢山持てる自分を作ることです。あきらめ

ず一歩一歩努力をしていってください。それが出来るようになると出来た分、

つまり努力した分、自分を信じることが出来るのです。それが自信です。 

 

 

1997-4 月 Ｐ025【伝道だより】 

①愛 

 ・・・思いやりの心が欠けていると思ったら一歩さがって 

②自分が謙虚であるか 

 ・・・謙虚な心に欠けていると思ったら一歩さがって 

③報恩の心があるか 

 ・・・報恩の心に欠けていると思ったら一歩さがって 

④感謝があるか 

 ・・・感謝の心に欠けていると思ったら一歩さがって 

⑤今、心に悦びがあるか 

 ・・・悦びに欠けていると思ったら基本に戻って 

⑥高橋信次先生のご著書を拝読する 

 

 

2001-8 月 Ｐ043【伝道だより】 

 ・・・(ある)奥様より次のようなお話を頂きました。 

 「私の家の近所には一人暮らしのお婆さんが住んでいるのですが、私はその

方が一人で大変だろうな、寂しいだろうなと思い、何かお手伝いして差し上げ

たいと思って夕食を作って持っていっておりました。その方は大変喜んでくだ

さいまして、私も良いことをさせて頂いていると嬉しく思っておりましたが、
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このことを前回の学修会で先生にお話しさせて頂きました時、先生より、『それ

は慈悲魔です』というご指導を頂きました。しかし、私はその意味が理解出来

ず、何故人に親切にしてはいけないのかとずっと疑問に思って来ました。 

 すると、今まで健康だったのが、突然の眩暈や風邪をひくなど体調を崩して

しまったのです。やはり、自分のしていることが法から外れていることではな

いかと思わせて頂き、どこかに私のような体験をした方がおられないかと思い、

『ひかり』誌のバックナンバーを開いた時、ちょうど同じような体験文を見つ

けることが出来ました。 

 それを読まさせて頂いた時、私は自分が良いと思ってしていたことは、実は

自分中心の思い行いであり、法を物差しとした思い行いではなかったのではな

いか、そのためにかえってその方の自力の修業の機会をも摘んでしまっていた

のではないかということに気付かせて頂きました。 

 またいつも夕食を運んでいた手前、急に行かなくなったらその方がどう思う

かを考えると心が暗くなり、苦しみを作っていることに気付かせて頂き、やは

りこれは法に適っていないことであったとようやく気付かせて頂きました」 

 とお話しされました。先生は、 

 『正法は己を生かし、他を生かすことが基本です。もし、相手の方が正法を

学んでおられる方であれば、身内でも何でもない貴方様に親切にしていただい

たことに対し、深く感謝の思いを持つものと思います。しかし、一般の正法を

知らない方の場合、始めは感謝の思いがあったかもしれませんが、だんだんと

当たり前となり、そのうちに持っていかなかったら「何故、どうして今日は持

ってきてくれないのか」といった不満を持つようになるのです。 

 そのような念は生き霊となって貴方のところに来ます。又その方が亡くなっ

た場合は死霊となり貴方様のところに来るのです。慈悲魔とはこのように、慈

悲も法から外れると魔に通じるということなのです。 

 以前にも、私の会社で働いていたある女性の方が、いつもより何か元気がな

いように思い、どうしたのかと尋ねると、やはり貴方様と同じように正法に触

れてから何か良いことがしたいと思って、ご夫婦で一人暮らしのお婆さんのお

世話をさせて頂いていたことを話されました。 

 しかし、そのお婆さんも最初は良かったのですがだんだんと感謝の言葉もな

くなり、そのうちに当然のようになってしまい、当時、そういったことで悩ん

でいる状態で、その方にそのお婆さんの生霊が来ていることを発見し、直ちに

その社員を連れて車でそのお婆さんが入院している養老院に飛んで行ったとこ

ろ、案の定そのお婆さんは、その方を見るなり、不平不満を言われたのです。 

 そこで私は、そのお婆さんに、身内でも何でもないこの方に親切にしてもら

ったことに対し、もっと感謝しなくてはならないことをお話し申し上げ、今日

限りでこの方を頼らないようにとお願いいたしました。 

 このように慈悲も一歩間違えると、魔に通じるのです。貴方様に眩暈が起き

たこともバックナンバーで同じような体験を見させて頂いたことも、常に守護

霊様には貴方様が一時も早く法から外れていることに気付くようにと、あの手
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この手によりお導きくださったものと思います』 

 と、ご指導くださいました。 

 

 

2001-9 月 Ｐ055【伝道だより】 

 私は先日ある方から手紙を頂きましたが、そこには．『私は、周りの人に対し

て、自分の出来る範囲で愛を捧げたいと思うようになりました』と書いてあり

ました。私はすぐにその方に対して、それは間違いであることをお伝えしまし

た。 

 『自分が出来る範囲で愛を捧げるという思い方は、即ち天を中心ではなく、

自分中心なのです。 

 神仏は私たちにいつも計り知れないほどの愛を無所得でお与え下さっている

のですから、出来る範囲の愛ではなく、出来る限りの愛を全ての人々に捧げさ

せて頂くことが神仏の意に沿った愛なのです。 

 私達がこの現象界に生まれてきた目的の一つは、愛の実践を修行するためで

あります。ですから神仏は私達に常に愛の修行の機会をお与えくださっていま

す。そして、この者はどこまで愛を与えることが出来るかなと常にお見守りく

ださっているのです。 

 私達の目に見えるものの全ては、常に神仏が私達にお与えくださっている愛

の修行の機会であり、神仏の慈悲なのです。今私達が生きている一瞬一瞬が全

て愛の実践の場であります。ですから、私達は精々周りの人に対して心からの

愛を差し上げるよう努めなければならないと思います。愛を差し上げれば差し

上げるほど、私達の心が悦び一杯になり、救われるのです』 

 

 

2001-10 月 Ｐ050【伝道だより】 

 「・・・私は先生より、母に（許す）という愛を教えてあげてくださいとい

うご指導を頂きました。私は母にそのようにお話しするのですが、母もなかな

か許すという思いにまではいかないようです」と、お話しされました。 

 それに対して先生は、「（許す）という愛の修業はなかなか難しいと思います。

養子として育てられた方は当会にも何人かおられますが、やはりこうした環境

から親を心から許すことは、何年かかってもなかなか難しいことではないかと

思います。お母様に次のようにお話しして差し上げたら如何でしょうか。 

 「八月号の『ひかり』誌の高橋信次先生のお言葉『合掌』とは、右手の極端

と左手の極端を捨て、心臓に重なるようにして在る心に、片寄らない中道の心

で生きることを誓います、とお誓いすることが心を通して神仏にお誓いするこ

となのです。 

 この事を貴方のお母様に当てはめてみますと、今生の養子として育てられた

環境が右手の極端とすれば、もう一方の左手の極端というのは、お母様には過

去世において、愛する我が子を何かの事情で養子に出したため、その子に対し
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て、どれだけの苦しみ悲しみを与えただろうかということです。自分が犯した

過ちを反省し、今生は逆の立場、すなわち自らが養子となる環境を選び、子供

の苦労を解らせて頂く修業を、神仏にお願いをされて今の環境を選んで出て来

られたのではないでしょうかと思います。 

 右手の極端と左手の極端を体験し、反省することによって、初めて何百年も

かけて心を中道に戻す修業をしておられるのではなかろうかと思わせて頂きま

した」と、このようにお話しをされました。 

 

 

2002-4 月 Ｐ034【伝道だより】 

 一、常に人には愛の心を忘れてはいけない。 

 愛とは思いやり、生かし合い、助け合い、人の足りないところを突っつくの

ではなく、そっと補い合い許し合う心とお導き頂きました。 

 また、人は皆平等であり太陽の熱、光は大統領だろうと貧乏人だろうと、地

位、名誉、財産に関係なく平等にお与え頂いています。死もまた名誉、地位、

財産、お金に関係なく、誰であろうが、予め予告がありません。これも平等の

証しであります。しかも太陽の熱、光はすべての者に無償です。さらに、 

 二、人を裁く心を持つな。 

 三、人には平等にせよ。 

 四、人の上だと思うな。 

 五、常に人の足を洗う心を持て 

 とお導き頂きました。このようなことは、法を学ばなければ分からないこと

ですが、人生の目的と使命の第一は愛です。愛の実践をする為には法に帰依し、

正しく法の実践を積み重ねることです。 

 

 

2002-5 月 Ｐ048【伝道だより】 

 正法の分かる人は、人類全体の中でほんのわずかの人達です。ですから、法

に触れた私たちが率先して地球に愛を広めることが如何に重大かがお分かり頂

けるはずです。 

 

 

2004-3 月 Ｐ115【伝道だより】 

 ・・・自分を皆様より、最も下座に置かなくては、愛を差し上げる修行は出

来ないのです。 

 

 

2005-3 月 Ｐ046【伝道だより】 

【イエス様のお言葉・・・愛五訓】 

 一、人に愛の心を忘れるな 
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 愛とは、寛容である。包容力である。許すことである。もし、この地上に愛

がなければ、人の世は、水のない砂漠を行く旅人のように、飢渇に泣き、他を

かえりみるいとますらないであろう。 

 愛は、助け合い、補い合い、かばい合い、許し合う、その中に生きている。 

 愛は、神の光なのである。地上の灯なのである。暗闇にさまよう人々の心に

うるおいをもたらし、生き甲斐を与えてゆくものである。愛とはまさに灯台の

灯ともいえよう。（心の原点三○一頁、人間釈迦第二部一二九頁） 

 

 一、人を裁くなかれ 

 神はすべてを許され、決して裁くことをされません。それ故、人が人を裁く

ことは大きな間違いであり、人を裁く心は地獄の心です。思うことは現れる。

思うことは創造の出発点である。ぐち、怒り、不信、中傷、我欲など。悪の思

いを心の中につくりだしてはいけない。神のさばきは、形よりも心の姿を見る。

（心のことば六八頁） 

 

 一、人はすべて平等である（神のもと、太陽のもと） 

 神仏は全人類に平等な慈悲を与えている。人間の社会のみが、智や意によっ

て作り出した人種差別は、神仏に対する冒涜行為である。私達は平等な神の子

として、神の体としてのこの現象界で修行する権利を与えられている事実を反

省しなくてはならない。地球上の万象万物は、神の物であり、本来人類の物な

ど何一つとしてないのである。修行場として借り受けているこの地球上に、人

類は愚かにも、その権力、経済力、暴力などによって勝手な社会を作ってしま

ったのである。（心の発見・神理篇七○頁） 

 人は神のもと、太陽のもとに平等である、ということを、この世に出る前は

皆知っていたのです。しかし、いつの間にかこの世の物差しに流され、神の子

であることを忘れてしまった。 

 私たちの心と神の御心を車の車輪に例えると、二つの車輪は軸で繋がってい

ます。一方の神の車輪が全速力で回っているにもかかわらず、私たちの心の車

輪が自我我欲のまま気ままに動いていると、二つの車輪は調和した目的に向か

って前進することが出来ず、堂々巡りしてしまいますが、常に神の車輪と調和

して、均一に動いていれば、目的に向かって真直ぐに進むことが出来ます。自

分の思念と行為が善なる心のもと調和しておればすべて目的通りに進みます。

神仏も太陽も常に無所得で、どんな人にも平等に慈悲をお与えくださっておら

れます。私達は、神仏のみ心に素直に生きる心作りをすることが大事です。 

 

 一、人の上に自分を置くな 

 勿体なくも、偉大な主には、最も低い所にご自分を置かれ、決して人を見下

したり、おごったりなさらない謙虚な謙虚なお方でした。ですからお悟りにな

られたのです。 
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 一、人の足を洗わせて頂く心をもて 

 人の足を洗ってやるという思いがある人は、立ったままで洗おうとしますが、

立っていては洗うことは出来ません。人の足を洗わせて頂く心とは、人の足元

にひざまずき、低い所に自分を置く心（謙虚）でないと、頂くことは出来ない

と思います。 

 

 

2005-7 月 Ｐ058【伝道だより】 

 病床にあるお祖母様に対して貴方様が愛念を持ってさすってあげることです。

そして怒り、ねたみ、愚痴等の言葉は、思うことも口に出すこともいけないこ

と、神仏様に対する感謝の言葉、周りの人に対する感謝や思いやりの言葉をど

んどん出すようにされること、そうすれば心が豊かになり、神仏様から光が頂

けるようになることなど、法により噛み砕いてお話しされることか大事だと思

います。 

 ・・・ただ手を握るだけではなく、お祖母様を全身で抱きかかえてあげたり、

両手で全身を、「どこが痛いの」と、何時間でも撫でて差し上げることです。 

 神仏様が、この方に愛を差し上げなさいとお与えいただいた方なのです。そ

の方の足元にひざまずく気持ちで、全身全霊をこめてされることです。それが

愛の修行です。 

 ・・・頭で考えないで、心から沸き上がる愛の思いのまま、全身全霊で行動

していくと、智慧や善念も分かり、愛念も分かってくるものと思います。 

 

 

2006-7 月 Ｐ057【伝道だより】 

 ・・・まず自分を法により正しく愛することが出来なかったら、人様を愛す

ることは不可能と思います。『己を生かし他を生かす』という修行を、長年日々

実践していますが、その方法は、どうすべきかと申しますと、まず、日々ご著

書を拝読して、その中に書かれてあることを一つでも毎日必ず実行し、反省す

ることが大事です。まず自分を正しく生かす努力をしていなかったら、当然、

人を生かすことは出来ないのです。 

 ・・・正法ははっきりとしています。唯一、自分の精進しかありません。自

分が光りに包まれていなくて、周りの人に安らぎを与えることは出来ません。

目的ばかりに走っていては何事も出来ません。自分の足下からきっちりしない

と大変危険です。 

 ・・・自分の心を引っ張り出してみて、起きてから寝るまで何があったか、

何を思ったかを反省して綺麗に整理して、汚れが一つも無いようにして寝る。

そういうことを反省と言います。それは厳然と、神仏様には、見ておられます。

誤魔化しようも何もありません。 
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2007-2 月 Ｐ064【伝道だより】 

 『愛』（己を生かし、他を生かす）は、ご著書を拝読しただけでボンと出て来

るものではなく、生活の中に愛の実践を積み重ねる、永年の精進努力によって

育まれるのです。 
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7-５）【感謝(ご著書より)】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ131 

 大自然の熱、光のエネルギーを始めとして、生活できる一切の環境を、神仏

は提供している。 

 この万物万象に、私達は、感謝する心を忘れてはならない。そうした心が、

人類の調和、相互信頼、協力につながって行くのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ136 

 神の光は、慈悲と愛に対する感謝の心が、人々に対する報恩の心と行為にな

って行くような人類にこそ注がれる。私達は、一歩一歩、このような社会を作

らなくてはならない。そしてそれは、手をこまねいていても訪れてくるもので

はない。実践行動の中に、善意の運動は広がって行くものなのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ156 

 家内安全、大漁、交通安全、五穀豊穣、安産といういろいろな祈願がある。

人々のためにも、心を正して祈ることは、守護霊や魂の兄弟達によって神仏に

報告されて慈悲が戴けるのである。 

 与えられた慈悲に対しては、当然感謝の心を持って布施することが道であろ

う。 

 特に大漁祈願や五穀豊穣を祈る場合などは、生物の生命を取ることになるた

め、収穫物を無駄にしたり粗末にしたりしてはならないのである。彼らは私達

の血肉、骨となるのであるから、その身の供養という事実を忘れてはならない。

その生物に対して、感謝する心を持つことが当然であろう。 

 食事ができるのも、多くの生命が身を供養しているのであるから、神仏に感

謝するとともに、万物に感謝することを忘れてはならない。 

 しかし多くの人々は、このような神仏の大慈悲に対して、心からの感謝を忘

れている人々が多い。 

 祈願は自己保存の一方通行であってはならない。得られた慈悲に対しての、

感謝の印としての施しを忘れてはならないのである。 

 報恩の行為は、人々の心を調和し、近隣愛を生んで行く。自然に行い、それ

へのまた報いを考えてはいけない。正しい供養の意味がなくなってしまうから

である。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ178 

 現代社会における労使の闘争は、不自然である。資本家も労働者も、物質的、

経済的な考えのみで、人間として、神の子としての尊厳を失っている。資本家



619 

 

は経済観念の上に、より次元の高い心を悟り、自己利益の追求のみに終始しな

いことである。利益は労働力によって得られるのであるから、やはり報恩の心

はその労働力に対して感謝の心を示さなくてはならない。 

 感謝の心の表現は、生活の安定を保証することである。 

 また労働力の提供者は、正しい仕事の提供者に対して報恩感謝の印として、

仕事に専念し、己に足ることを知った生活の基盤を築かなくてはならない。労

使協調の精神は、闘争を根底にした協調であってはならないのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ221 

 暗い心は地縛霊や不調和な地獄霊に支配されて、事故、病気、家庭不和など、

安らぎのない生活を送るようになってしまう。 

 これは、物質文明を因とする文明病というべきである。 

 ただ幸いにも、すべての現象は、私達の心が造り出すことであり、その在り

方によっては救い、救われ得るのである。地縛霊に導通するような、不調和な

想念行為をしないことである。 

 金銭や物質への強欲は悪霊の業であるから、そうした想いを捨て、貧しい者

や老人や子供に、恵む心になるべきで、それこそが、菩薩心という、調和への

第一歩といえるのである。感謝の心を報恩として、実行した布施は、必ず己の

心に光となって帰る。あらゆる執念、欲望にこだわらなくなったとき、その人

の心には霊道が開かれ、過去世、現世の善悪もまた見通せる能力者になり得る

ということなのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ232 

 「一寸の虫にも五分の魂」という諺があるように、動物、植物ほかの生物も

また、生きる権利を神仏より与えられ、種族保存の相互関係を成立させている。

それぞれの環境に適応した、体と諸器官を持って生存している。 

 その生物のエネルギーを吸収して、万物の霊長である人間は肉体を保存して

いる。動物、植物、鉱物の子孫保存の本能を知っているにもかかわらず、私達

は私達の血や肉や骨にしてしまっている。人類の栄養にしてしまっているので

ある。 

 私達は、魚にしても動物にしても、感謝の心を持たずに殺生してしまう。そ

のため、彼らも生への執着のため成仏できずに人間に憑依する。私達は、彼ら

への、感謝と供養の心を忘れているのだ。動物、植物、鉱物のエネルギー源が

あるから私達の肉体保存ができている。食事のときの感謝、私達のための犠牲

者への冥福を祈るなどということは当然の行為なのである。 

 私達は彼らに対して、 

「お前達が私達の血肉、骨の栄養となることによって私達は肉体が保存できま

す。心から感謝します。お前達も生命の不滅を知り、成仏をして戴きたい」 
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 と日夜の感謝の心を忘れてはならない。 

 仏教において無益の殺生を禁じたのも、こうした心からである。生きる権利

を持っている他の生物を殺すのであるから、無駄のない食事のとり方をしなく

てはいけないのである。 

 太陽の熱、光のエネルギー、動植物、鉱物のエネルキー源に対して日常多く

の人々は感謝の心を忘れているということを、反省しなくてはならない。 

 人間が常に足る心を持ち、感謝して生活することが、他の生物へのいたわり、

慈悲深い共存共栄への道となる。 

 生命の不変を知った植物や小さな生物は、迷うことなく平和な世界へ帰って

行く。 

 しかし感謝の心のない人間には、生物の霊がその意識に憑依していることも

多い。そんなことはないだろう、と疑問を持つ人も多いだろうが、これは事実

である。万物万象の相互作用があるから、私達の肉体保存はできるものなので

ある。 

 彼らの魂の存在を思い、人間は感謝して生きるべきである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ084 

 ・・・このように、私達の肉体諸器官の意識も、結論は、魂の乗り舟として

の使命を忠実に守ろうとしているのだ。しかしその目的達成のためにも、船頭

さんである意識、その中心である心がしっかりしてくれなくては、彼らも協力

の仕方がないことを銘記すべきである。 

 肉体は、常にその主人に協力していることを知り、私達は無茶な生活をせず、

大切に扱うことが肉体に対する報恩であろう。体外へ排泄されて行く汚物に対

しても、その働きの功績について感謝の念を忘れてはならない。もし排泄物が

詰まったりしたら大変なことは、衆知のことである。入る物にも、出る物にも、

私達は平然と生活をしてはならない。 

 肉体は、母体を借りて、肉体舟としての使命を果たすために神仏と約束して

きた生命であり、いつの日かその使命目的を果たして自然に循環されて行くも

のだからである。 

 私達の魂と肉体は、このように、縁によって結ばれ、人間としての修行はそ

の上にこそ成り立っているという自覚を、忘れてはならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ104 

 原因結果、作用反作用の法則は大自然界の神理であって、私達の肉体はおろ

か、意識にも作用することを忘れてはならない。 

 神仏の慈悲、すなわち肉体保存のできる大自然の環境に対して、感謝の心を

持ったなら、それは行為として現わさなくてはならない。この行為が報恩であ

る。社会人類の調和のために、自分自身のできる範囲で奉仕することが、人間
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相互の信頼につながり、調和と安らぎの社会の完成に役立つ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ106 

 神仏に対し、生存し修行できる環境を与えてくれる一切の万象万物に対し、

感謝するとともに、報恩の実践こそ菩薩心の現われといえる。私達は、ややも

すると他力本願、自己保存に陥りやすいのである。 

 正しい目的に対する想念の一念力は、努力と勇気によって生まれるものであ

り、己の逃避と自己保存のお題目で人類を幸福に導くことはできない。神仏に

対して感謝し、人々に対しては報恩の実践行動によって調和が成り立つのであ

る。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ138 

 ・・・こうした実際体験のプロセスから、“大宇宙体を支配している意識”こ

そ私達人間の親であり、神仏である、ということが私達霊道者に解明されたの

だ。大自然界の万象万物も、太陽の熱光のエネルギーも、皆神仏の慈悲であり、

愛であることを悟ったのである。 

 大自然界のすべての存在の、仕事をなし得る能力は、このように、大宇宙体

の意識、すなわち神仏の意志によって与えられている。この大慈悲は、万象万

物に平等であり、代価を求めない。だから私達は、この恩恵に対して感謝の念

を忘れてはならないし、報恩行為として、社会人類に対して慈悲と愛を与える

ことを想念、行動におかなくてはならないということで、大自然の法則は、無

言の中にも絶えず私達人間に対し神理を教えていることを忘れてはいけないの

である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ170 

 私達は、心の中道を日常生活に生かしたなら、その心は常に晴れ晴れとした

美しい青空のような広いものに進化され、浄化されて行くであろう。 

 

 この心こそ、神仏の子としての本性といえる。実在界あの世から常に協力し

ている魂の兄弟や指導霊に対して、感謝する心を忘れてはならない。その感謝

を現わす行為は、日々の生活の反省、己の心にもとっていないか、を反省する

ことで、それはまた己の心をより高次元に進化させて行くことになり、報恩に

つながって行くことになる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ212 

 この現象界は、自己満足を得るだけの場ではなく、多くの人々が共同生活を
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営んでいる社会であることを忘れてはならない。 

 気の毒な病人や、親のない哀れな子供達、身寄りのない老人達に対して、慈

悲と愛の手を差しのべることも、神仏に対する報恩の行為である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ218 

 ・・・私達は、身近で守護指導してくれている霊に対しては、感謝するのが

当然であろう。その報恩は神理を悟って、心の調和を計り、自分の心に忠実に、

勇気と努力の人生を送ることだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ168 

 「君が生かされているということは、大自然の太陽を始めとして、万物万生

があるため、肉体舟を保存することができるのだ。太陽がなかったなら、生き

られるだろうか。しかも太陽は私達にすべて平等に熱光りを与えているだろう。

これこそ、慈悲であり愛であるということだ。 

 私達は、この慈悲と愛に対して、ただありがとうという感謝だけで良いだろ

うか。感謝だけでは一方通行である。そこで、報恩としての行為が必要だ。こ

の行為は、太陽にするのではなく、人々のために、より良い幸福のために尽く

すことが大事ではないだろうか。両親は、無償で育ててくれた。これも両親の

慈悲であり、愛のはずだ。これに対する感謝はやはり報いねばならないだろう。

食物も私達のため一命を投げ出してくれる。だから私達の血や骨になるのであ

る。 

 感謝する心は、大事に無駄にしないようにすることが報恩の行為といえよう」 

 

 

人間釈迦① Ｐ051 

 ・・・心の通った布施というものは、人の心を感動させる。新しい勇気を起

こさせる。邪心を払い、生れたばかりの、赤子のような心に立ちかえらせてく

れるものであった。人間が、赤子のような心で、それぞれが調和され、助け合

うことができれば、この世はそのまま仏国土になるはずであった。人々の悲し

みをとりのぞき、喜びをわかち合う。こうした環境、そうした心こそ、人間本

来の姿ではないだろうか。 

 

 

人間釈迦① Ｐ249 

 自ら選び、与えられたその職業は、それはそのまま天職であり、その仕事を

通して、人生を学習してゆく。仕事、職業は、人生経験を豊かにする新しい学

習の場であることを忘れてはならない。職業は、人々が生きて行く上の相互依

存の大事な場であり、したがって、健康で働けることに感謝しなければならな
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い。感謝は報恩となって実を結ぶ。 

 百姓たちが野良に出て精を出し、収穫を得ることによって家計が保たれる。

報恩とは余ったものを人々に布施することだ。困っている人々を見て、みぬふ

りをし、自己保存に耽る心は、自らが苦しみの種を蒔いていることになる。仕

事といっても、他に害を及ぼす仕事は正しいとはいえまい。 

 

 

人間釈迦② Ｐ037 

 「大木は決して風に逆らうことはないだろう。自然のままに生きているから、

倒れることがないのだ。中道の心は、大木に似て、自然に逆らわないことだ。

自然が与えた、あるがままの心で、感謝と報恩の行為を為していくことだ。 

 中道を根本として、お互いの欠点を優しく教え、互いに仕事を扶け合う。仕

事を手伝うごとに、お返しを求めてはならない。期待や報奨を求めることは我

欲の温床をつくっていく。といって、手助けしてもらった者は、感謝の心を忘

れず、感謝の心を具体的に示すことが報恩というものだ。 

 太陽や自然は、私達の生存に、無報酬で尽くしてくれる。私達の感謝と報恩

の行為は、多くの衆生のために尽くすことである。衆生の先達として、その苦

しみ悲しみから解放することが、私達サロモンに与えられた役目である」 

 

 

人間釈迦② Ｐ129 

 この地上界は、動・植・鉱が、たがいに、その身を供養し、犠牲によって成

り立っている。 

 私達の食べ物をみても、そこには動物の肉があり、植物たちの奉仕によって

支えられていることを知ることが出来よう。 

 動物も植物も、皆、生き物である。そうした生き物が、もし、食べられるこ

とをこばんだら、人間は一日としてこの地上に生きることが出来ない。 

 動物、植物達は、人間に身を供養することによって地上界の目的を果たし、

再び地上に生を得る機会に恵まれる。 

 私達はそれらの食べ物に対して、感謝の心をもって食し、その心で地上界に

調和ある楽園をつくるべく生まれているのだ。 

 人間同志の行為も、ある者は服をつくり、靴をつくり、米をつくり、住まい

をつくりそれぞれが自らの仕事を通じてその身を供養することによって人びと

の生活が成り立ち、自分もまた生活が維持される。 

 すなわち、この地上界はそれぞれが身を供義するという愛の行為によって成

立しているのである。 

 供養する者がいなければ、地上界の組織は明日にも瓦解してしまうだろう。 

 イエスは人類に十字架の人となって「愛」の証を打ち立てたのである。 

 ところが二千年前のユダヤ人にしろ、今日の人類にしても、自己保存と足る

ことを知らぬ欲望にのみ、心をくだいている。 
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 地上の人間は他の生物（動、植、鉱）の供養によって生かされているが、そ

の供養を無視し、あるいは疎んじて、勝手気儘に生きたとすれば、調和の基礎

は根底からくつがえされるだろう。 

 人類は、神の命である仏国土、ユートピアを実現するという目的で生まれて

おり、その目的を実現するために、動物、植物、鉱物の供養をうけているのだ。 

 自然の慈悲と愛の下に生き続ける人間が、その目的を忘れ、めいめいが自己

保存と欲望の渦中におぼれれば、行き着く先は、滅亡の道しか残っていない。 

 私達は、神から受け継いだ慈悲の心を忘れてはならない。愛の行為者として、

人間本来の自覚に立たねばならないのだ。 

 

 

人間釈迦② Ｐ155 

 足ることとは、善なる心、神の子の自分に立ち帰った自覚から生ずる営みで

ある。 

 それは欲望を抑制する、我慢する、あるいは、分に安んじるそれではないの

である。 

 現実社会は、生活は便利化され、物が豊富に出回っているが、人びとの生活

は安らいだ希望に満ちた毎日とはいえないだろう。なぜか。欲望がさまざまに

変化し、その欲望に自分自身がほんろうされているからだ。 

 安らぎある生活を望むとすれば、心の中にうずく、外界に心を奪われた想念

と行為をあらためるしか方法がないのだ。 

 足ることを知る生活とは、人生の目的を知り、その役割を理解し、神の意志

を受け継ぐ行為をいうのである。だから、足ることを知れば知るほど、生活行

為がより積極的となり、愛と奉仕の心が湧き上がってくるものである。 

 現実の私達の生活の中に、この精神を生かすとすれば、具体的にどうなるだ

ろう。 

 現在の私達の住む社会は、自我欲望を中心とした社会である。人びとは連帯

意識もなく、社会的責任とか布施心すら稀薄となっている。自分の身は自分が

守らねばならない、という風潮である。 

 こうした中での生き方は、まず、これにさからうわけにはゆくまい。したが

ってこれにさからわず、商人は利益を上げ、給与者は、その勤めを十全に果た

すべきだろう。 

 問題はそうした中で、利益を上げ、勤務に余裕が出た時に、その利益なり、

余裕を何のために使うか。欲望を満足させるために使うか、それとも、愛と奉

仕という布施の行為に殉ずるか。足ることを知った生活者は、愛と奉仕に生き

るだろう。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ107 

 この地上界は、一人では生きて行くことができない。他人との相互関係によ
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って、成り立っている。他人がいるということを知ったならば、自己中心の生

活を捨て、嘘のない、他を生かし、助け合い、協力し合う生活、人間関係が大

切になるはずだ。 

 生きている気の毒な人々に供養することが、本当の供養といえよう。 

 生かされている大自然に感謝することは、生きている者たちが、相助け、相

調和する努力と行為がなければならないだろう。調和は、報恩という行為によ

って、大きな供養となるであろう。その供養こそ、神々は喜ばれるはずだ。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ191 

 ・・・両親は、子どもを育てるためには、あたかも、太陽のように無償の慈

愛によって育てて行くだろう。子どもは、生み育ててくれた偉大な両親の慈悲

と愛に感謝しなければならない。そこにまた、人の道というものがあるわけで

あり、それは、生きて行く者の務めというべきであろう。 

 感謝の心は報恩の行為となって実を結ぶ。孝養は、子どもとしての当然の行

為であり、それが失われると、人の世は瓦解するしかないであろう。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ014 

 今、与えられている生活環境は、人それぞれがその魂をより豊かに、より広

く学習するために与えられた場であるということである。 

 それゆえ、今の立場に固執したり、おごったり、卑下したりしてはならない

のだ。 

 貧しき者も、富める者も、その魂のよりよき修行のためにあるということを

知らなくてはならない。 

 人類は皆兄弟であり平等だということは、このことをいっている。 

 また、貧富の差が価値の基準でもない。人間の心の大きさ、豊かさによって

決まるものである。 

 富める者は貧しき者をいたわり、与えよ。 

 貧しき者は人生の価値を知り、心を大きく持て。 

 相互の理解の中で、正しく仕事をなすことによって、大自然の大調和に調和

されていくのだ。 

 智慧をしぼり、慈愛の心を根本にして、たがいに奉仕の精神がよみがえって

くれば、報恩と感謝のきずなはより一層強まり、明るい、豊かな社会がひらか

れていくだろう。 

 

 

原説般若心経 Ｐ049 

 ・・・布施の言葉、供物によって、神仏の慈悲が左右される、などというこ

とは絶対にないのだ、ということを知らなくてはなりません。 
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 そして、物質経済に執着を持って、欲望の奴隷になり下がってもいけないの

です。 

 金は、生きているときしか使えないものだし、もし、あまって使い道がない

のなら、社会人類のため、そのときこそ相互に布施し合って、貧しい人々や、

不具の人々や、老病の人などを救うべきでしょう。 

 あの太陽のエネルギーを、無償の行為と観じたとき、私達は、報恩の心を持

つべきなのです。 

 一人一人が、そうした心を持ち得れば、ユートピアは、築かれて行くのです。 

 感謝する心は、報恩という行為によって輪廻しているということを、忘れ去

っている人々の何と多いことでしょうか。 

 

 

原説般若心経 Ｐ111 

 豊かな心とは、自らの生活行為をとおして、自分の心と行ないを調和するも

ので、太陽の熱光が、慈悲を大自然万物万生に平等に与えても何ら光熱代を請

求しないように、社会人類のために、この感謝をいかにむくいて人類の大調和

のために尽くしたか、ということが心を豊かにする重要な学習だということで

しょう。 

 ところが、この現象界に生まれてしまうと、私達は、表面意識が一○％くら

いなので、他人の思っていることや過去世のことなど解らなくなってしまって

いるのです。 

 生まれたときは一〇〇％近くが潜在意識となった白紙の状態でスタートを切

り、徐々に、本能の部分から表面意識が発達して表に現われてくるのです。 

 九○％が潜在して、その中に転生輪廻の秘密が閉ざされてしまうのです。 

 この宝庫の扉を開く鍵が、正しい片よりのない八正道ということです。 

  正しく見る 

  正しく思う 

  正しく語る 

  正しく仕事をする 

  正しく生活する 

  正しく道に精進する 

  正しく念ずる 

  正しく定に入る 

 これを、日常生活の中で実践することが、心を丸く豊かにし、一切の執着か

ら離れて足ることを知り、大自然の恵みに感謝し、目上の人を敬い、両親に対

しても感謝して孝行をし、生活のできる環境に感謝する心になる、ということ

です。 

 法を知り感謝の心を得れば、人は報恩という行為によって示すことが当然の

道だと思うようになります。 
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心の原点 Ｐ018 

 もし、太陽の熱がなくなったら、地球は即座に氷結してしまい、私達の生存

は不可能だろう。太陽のない世界を想像したくも、できない相談だ。 

 また地球が生きている理由として、この内部には莫大なエネルギーが共存さ

れている。火山、地震の現象を見ても、それはわかる。 

 太陽の熱に比較すればわずかであるが、地熱というものがある。温泉などは、

そのために生じている恩恵といえよう。 

 私達の肉体も同じことである。 

 動植物のエネルギーが吸収されて胃に入り、消化されて各諸器官を通り、血

となって心臓から血管、毛細血管に通じて五体の調和を保っているのである。 

 私達は、そのお蔭で生活できているのである。大自然の仕組みと同じように、

私達もその仕組みのなかで生きているのである。 

 私達は、このような大自然の恵みというものに対して、感謝の心を忘れてい

る。大自然の恵みを当然のように思ってはならないだろう。 

 太陽を拝め、先祖に供養せよ、という説教は、これまで多くの宗教家達によ

って説かれてきたが、形式ではなく、感謝の心、それに対応する行為が必要で

大事であろう。 

 大自然に感謝する心があるのならば、私達は一人で生きているのではない。

社会の一員として存在しているのだという自覚を持ち、社会人類のための布施

をなす、報恩の行為が大切だといえよう。 

 一人一人が、自ら普遍的な神の慈悲のありがたさを悟り、心と心との大調和

による平和な社会を築く、その感謝の念と報恩の行為が大切ということである。 

 

 

心の原点 Ｐ056 

 ・・・修行ということを考えれば、この現象界には、私達の肉体舟の保存が

できる環境の一切が提供されている。 

 これこそ、神の心、すなわち慈悲と愛の現われだといえよう。 

 私達は、この意味で、今の環境に感謝することが当然であるし、この感謝の

心を、報恩という行為にすることが人間の道なのである。 

 つまり、人類のために奉仕することが大事ではなかろうか、ということだ。 

 生活ができたなら足ることを知って、あまった分は、人々のために報恩とい

う行為で現わさなければならないということである。 

 魂の向上は、心の安らぎであり、客観的には、とらわれの少ない精神状態で

ある。 

 心の安らぎは調和であり、調和度が増すに従って、この地上は平和なユート

ピアとして精妙化されて行くといえよう。 
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心の原点 Ｐ099 

 調和とは、神の心であり、慈悲と愛の現われの姿である。大自然は、そうし

た大調和の姿を示している。 

 もし、太陽が西から昇り、昼夜が逆になったらどうであろうか。 

 もし、太陽の熱エネルギーが、強くなったらどうなるであろうか。 

 南北極の氷はとけて、陸地は水びたしになるだろう。想像もできないような、

天変地異に見舞われることであろう。 

 そしてもし、太陽がなくなったら？ 

 想像するだけで、心寒くなる破滅の事態が生じるのである。 

 また地球が運動を停止すれば、どうなるか。宇宙空間のどこかに飛んで行っ

てしまうだろう。 

 地上の生活は一日として保てなくなり、この世の終わりである。 

 人間を始めとして、この地上界の一切の生物は、そうした大宇宙の狂いのな

い大調和によって、存在することができているのである。 

 それなのに、人間は、雨が降りすぎると怒り、風が吹いたといっては天を恨

みひでりだといっては天に縋る。 

 台風も、地上の汚物を洗い流し、空気を美しくする自然の恵みなのである。 

 私達は、そうした大宇宙の摂理に対し、与えられた環境に対し、感謝しなく

てはならないだろう。 

 何一つ、人間にできることはないのだし、台風や雨や風も、大宇宙の調和だ

と思えば、怒りや恨みや呪いの心は出ないはずである。 

 太陽の光や熱、地球上の水の輪廻、大地の転生、それらのすべてが動物や植

物を育て、明日の生命、明日の生活を約束してくれているものと知れば、大自

然のこのはからいに対して不満の出る余地はないのだ。 

 人はまず、天に感謝し、他の環境についても感謝の心を持つべきである。 

 今、自分はここにいる、というたしかな存在感。 

 この現象界に生きているということは、誰の責任でもなく、自分自身が求め

てきたその結果として、在るのである。 

 これも、大自然の恵み、神の慈愛の現われであろう。 

 私達は、そうしたものへの感謝の心を、報恩の形として、調和のとれた行為

に現わさなければならないのである。 

 感謝は、行為によって、その恩にむくいることによって輪廻しているものだ。 

 この意味から、私達はこの肉体を提供してくれた先祖に対してはもちろんの

こと、両親に対してまず感謝報恩しなければならないし、それは当然のことと

いえるのである。 

 この世に人類が生存する限り、肉体先祖への報恩供養、両親に対する孝養は、

当然の人倫の道であり、いかなる時代がこようとも、これは変わってはならな

いのである。 

 また、この世に出て、私達が肉体を維持できるのは、万物、つまり動物、植

物、鉱物のエネルギーのお蔭であり、これについても感謝することを忘れては
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ならないのだ。 

 一粒の麦も米も、私達のために、その生命を捧げてくれているのである。 

 だからそれらを決して無駄にしない、それが感謝の心であり、そのような気

持で血や肉や骨になって戴くことが大切だし、それが報恩の行為といえること

であろう。 

 反対に、賛沢ばかりして、年中不満の心で食するときは、彼らもまたその人

を嫌い必然的に肉体的不調和の原因となってしまうだろう。 

 感謝の心は、このように、むくいる行為によって、循環の法則に従っている

のである。 

 万生万物は、すべてこのように、相互関係があって成立し、私達の肉体舟の

保存もできているのである。私達は、このことをよく知らなくてはいけないし、

従って大自然を汚さないように、一人一人の人間が、深く注意をしなくてはな

らないということだ。 

 

 

心の原点 Ｐ120 

 私達は、この日常生活においては、とかくささいなことに心を煩わし、六根

に左右されがちであり、心の歪みを造ってしまうものだ。 

 ことに、眼で見る諸現象、耳で聞く諸問題、そして、語られる言葉、そんな

ものによって私達は心を惑わす場合が多いものだ。 

 また、他人をも惑わして、大きな罪を造ってしまう。 

 このように、眼、耳、口は、もっとも代表的なもので、これらに振り回され

てしまうと、煩悩のとりこになり、自分自身を失ってしまうのだ。 

 そして、転生輪廻の過程で造ってしまったカルマ（業）が心のなかにしみ出

してきて、悪循環（悪い運命）に身を堕とすことになってしまう。 

 望まないのに、病気をしたり、交通事故に逢ったり、人に騙されたりして、

人を信じることもできなくなり、小さな心になる。小さな枠に入った自分を造

り出して、苦しみの人生を送ることになってしまうものだ。 

 そこで、こうしたカルマに振り回されないようにするため、まず現在の環境、

立場、生きていられるそのこと自体に感謝することが大事だといえよう。 

 物一つ求めるにも、多くの人々の苦労によって造られ、助けられ、また太陽

や水など、自然の恩恵があって、私達の存在はあるのだ。 

 私達は、これにむくいることが大事なのである。 

 

 

心の原点 Ｐ163 

 胃のなかに酸が多いと、胃酸過多になって血液まで酸性化される。そのため

肉体的な不調和が造り出されて、諸病の原因を造り出すものだ。 

 逆に、無酸性になっても、同じことがいえるだろう。 

 やはり調和されたものが大事であり、食物も、偏ったものは肉体的不調和を
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造り出すものだ。 

 その証拠に、好き嫌いの多い人々には、必ず病弱の人々が多い。 

 それは、食べ物に対する感謝の心がないからである。 

 なぜなら、米も、麦も、魚類、牛肉、豚肉、鳥肉、野菜類、果物も、すべて

生命を持っている。 

 彼らは、私達の肉体保存のため、自らの生命を提供し、万物の霊長に供養し

ているということを、私達は忘れてはならないだろう。 

 その生命を投げ出して供養している者に対しては、感謝する心はもちろん、

報恩の行為が必要だということだ。 

 この場合、報恩とは、それを無駄にしないということであろう。 

 またそれを、生活の苦しい人々に対して、供養することも大切なことだとい

えよう。 

 なぜなら、私達は、血や肉や骨になってくれる、動植物を無駄にしてはなら

ないからだ。 

 食事のときに、合掌して食べることだけが感謝ではない。 

 心と行ないに、感謝と報恩が大事だということだ。 

 また食物に対して、美食や食べすぎ、不摂生をつつしまなくてはならない。 

 胃腸を始めとして、各諸器官にとっては、朝昼夕と、定まった時間の食事が

大事だということだ。 

 寝るときになって、胃のなかに食物を送り込むことは、酷使によって胃も疲

労してしまい、肉体的な不調和を造り出してしまうということだ。 

 胃腸は胃腸としての意識を持っており、船頭である心の判断で勝手に食べ物

を送れば、彼は仕事を休んでしまうことがあるだろう。 

 やはり彼を大事にしてやることも、健康を保つために最も必要なことである。 

 また船頭である魂・意識の中心である心が病んだり、知が先走ったり、肉体

舟がついて行けない場合にも、心と肉体のバランスを崩してしまうということ

を、私達は知らなくてはならない。 

 

 

心の原点 Ｐ217 

 心の浄化は、他力信仰によってではなく、自分自身の正しい心と行ないの結

果によるものなのである。 

 太陽は、9.3*1022/2.5*103kcal/sec ということになると、一秒間に石炭

を二百万トン近く燃やしたほどの、熱エネルギーや光のエネルギーを地球上に

与えているだろう。これこそ、神の慈悲、愛の心の現われではないだろうか。

私達は、この太陽に、光熱代を支払っているだろうか。 

 神は、光熱代などとらないし、お浄め代など決してとらないのである。 

 欲望を持って供物をする。そんな心を失った行為は、かえって心に曇りを造

り出してしまうものだ。 

 お浄めを、心からのものとして受けた場合は、感謝の心が必要であろう。 
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 しかしたとえお浄めを受けても、その人の心と行為が正しいものでなかった

ならば、また苦しみを造り出してしまうであろう、ということだ。 

 布施とは、感謝の心を行為として現わしたものなのである。それ以上でも以

下でもないのだ。 

 

 

心の原点 Ｐ241 

 人間は、感謝の心を失ったとき、不満の心を生むものだ。不満の心は自分の

思いどおりにならないことへのいらだち、自己保存の心が根本となっている。 

 

 

心の指針 Ｐ144 

 私たちの目的は、ひと言でいえば、安心した生活。それは肉体的にも、精神

的にもということになりましょう。通常、『心行』の中に書かれている心の調和、

そして仏国土をつくるということよりも、目先の利害にとらわれるのが常です。

目先の利害と、心の調和、仏国土が一致してこそ……というようです。ですか

ら、まず両者の一致です。 

 事業を持つ者は事業がうまくゆくように、病床にある者はその快復を、と。

それは職業的にも、経済的にも、健康的にも、恵まれてこそ、正法が信じられ

るわけです。安心した生活は、こうした現象的な利益につながってこそ、得ら

れるものでしよう。 

 ところが、正法というものは、こうした現象的利益と、一致するように出来

ているのです。正法とは循環の法則であり、慈悲と愛という幸せを与えてくれ

るものだからです。循環とは、すべてが、めぐり、めぐってくるということで

す。心も、肉体も、エネルギーの集合体です。 

 宇宙も空間もエネルギーから出来ています。テレビのチャンネルを回すと、

いろいろな画面が映ってきます。電波は目には見えませんが、エネルギーを母

体として、空間に生きているからです。人間の想念行為も、これと同様に、感

謝の想いは感謝として、正しき行為は、それに応じた報奨として、本人にかえ

ってくるものです。ですから正法そのものは、現象利益にも通ずるということ

です。 

 

 

心眼を開く Ｐ015 

 ・・・大事なことは足ることを知った生活です。足ることを知らないがため

に争いが絶えないのです。足ることを知れば、自分一人がこの地上界に生きて

いるのではないのですから、感謝の心も生まれてきます。この自然界は、万生

万物が相互に関係し、依存しながら生活しています。空気があり、水があり、

大自然があればこそ、各人の肉体は保全することができるのですし、自然界の

この大慈悲に対して、我々は、無条件に感謝する心が生まれてくるはずです。 
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 感謝の心は、行為によって人びとに尽くすこと、社会に還元することです。

感謝は報恩という輪廻によって、はじめてその意義が見出され、実証されてく

るものです。世の中には感謝、感謝と言いながら、行為という勇気に欠けてい

る場合が多いですが、報恩は、行為という勇気なしには実を結ぶことはないの

です。 

 

 

心眼を開く Ｐ032 

 供養というと、昔から仏とか、先祖の霊に物を供えることのように思われて

いるが、本当はこれでは供養にならないのです。供養の意義は「先祖の霊よ安

かれ」とする子孫の祈り心でなければならないからであります。物を上げ、そ

れで“よし”とする考えほど安易なものはない。 

 私たちが現在こうして肉体を持って生きていられること自体、それぞれの先

祖が私たちを生み育ててくれたからであり、それにたいする感謝の心は、報恩

となって形の上に現われてこなければ意味がありません。供養の真意はそれゆ

えに、まず家庭の和合、調和にあるといえるのです。 

 ・・・家庭の和合、調和が先祖の最大の供養という意味は、あの世に帰った

先祖の霊が、その子孫の家庭をたえず見守っており、もしも先祖の霊が地獄に

堕ちて自分を失っていたとしても、子孫の調和ある家庭をながめることにより、

己自身の不調和を改め、その霊をして昇天させる原動力となるからであります。 

 子の幸せを思わぬ親はないはずです。しかも、その子が親より立派であり、

家庭が円満に調和されていれば、親は子に励まされ、その子に恥ない自分にな

ろうとするのは人情ではないでしょうか。あの世もこの世も、人の心に少しも

かわりはないのです。 

 もちろん、なかには例外がありましょう。地獄に堕ちれぱ文字通り苦界にあ

えぎます。類は類をもって集まるの喩えで、その霊は自分と同じ思想、考えを

持った人に助けを求め、いわゆる、憑依作用となって人の体、実際には意識に

憑いてしまいます。すると憑かれたその人は、病気をしたり、自殺したり、精

神病になったりしてしまいます。 

 地上が調和されると、あの世の地獄も調和されます。あの世とこの世は、い

わば相関関係にあって、個々別々に独立して存在するものではありません。先

祖の供養というものは、このように、まず個々の家庭が調和されることであり、

調和こそ最大の供養ということを知って頂きたいと思います。 

 

 

心眼を開く Ｐ075 

 布施というと、いかにも抹香臭いひびきを与えますが、布施の意義は、感謝

の心を報恩して形に表わしてゆくことです。このため、物を献ずる、金を上げ

ることもその一つですが、人にはそれぞれ得手、不得手がありましょうし、自

分のもっともしやすい方法で人びとに奉仕することが、立派な布施になるので
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す。 

 正法から布施を抜いたら正法でなくなります。なぜかというと、布施は、正

法を信じ、神理を行ずる者の証しであるからです。 

 正法には三つの柱があります。その一つは大宇宙を支配する大意識であり、

その二は転生輪廻であり、三番目は慈悲と愛の心です。布施の行為は慈悲の現

われなのです。 

 慈悲は神の心から生まれます。それはちょうど、万生万物に熱と光を借しみ

なく与え、生きとし生ける者に、エネルギーを供給し続けている太陽の姿です。

正法を行ずる者は、当然このような立場に立って、人びとに接して行くもので

なければなりません。正法を信じながら行為として布施ができないようでは、

その人はまだ本当に正法というものを理解していないということになりましょ

う。 

 私たちは、現実に生かされています。これを否定する者は何人もいないはず

です。米一つ作るにも、自然の環境、自然の恵みと、人びとの協力があっては

じめて可能なのです。洋服にしろ、靴にしろ、そのほか諸々の生活用品は、す

べて自然の条件と人びとの協力の賜です。 

 こうした現実を見るならば、感謝の心が芽生えてくるのは当然なことです。

今日の我が国は、物資の洪水といってもよいほど物が豊富に出回っています。

金さえ出せば何でも手にはいります。そのため、ややもすれば、物や人びとの

陰の協力に対する感謝の心が失われ、なんとはなしに過ごしてしまいます。 

 人間は自分を過信したり、感謝の心が失われてくると、動物以下になりさが

ってしまいます。どんなにうまいことを百万言しゃべっても、行為のない人が

行くべきあの世の姿というものは、想像以上の苦界であることを知るべきです。

多くの場合、その事実を知る手がかりがつかめないために、人は逃避的になっ

たり、世をうらんだり、憎んだりしてしまいます。 

 よくよく心しなければなりません。 

 人はまず素直に、今ある生活環境に目を向け、生かされている現実に感謝し

なければなりません。 

 正法者は、このような現実を素直に認め、感謝の心を報恩として、形に現わ

して行くものです。慈悲の心は神の心であり、その心は布施となって、無理な

く、自然に行えるようになることが大事です。魂の前進、向上は、布施という

慈悲の菩薩行を通して、はっきりと約束されましょう。 

 

 

心眼を開く Ｐ112 

 祈りの本質は、一○％の表面意識が、守護・指導霊の住む、己の九○％の潜

在意識に投げかける光のかけ橋です。守護・指導霊は、常に一○％の意識で修

行する現象界の人間にたいして、道を外さぬように見守り、指導していますの

で、一○％の意識が想いを向ければ、いつでも手をかし（光のかけ橋）てくれ

るのです。 
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 ただ問題は、その祈りが、自己保存のためか、調和のためであるかによって、

大きな差が出て来るのです。普通は、誰しも、病気や家庭不和、事業不振が出

てこないと祈る気持は湧いてこないようです。ですから、最初はそれも仕方が

ありません。しかし、本当の祈りというものは、現実的な幸、不幸ではなく、

現在、生かされている、それ自体に感謝することであり、その感謝の想いで、

日々の生活を行じることが大切です。 

 人間は、生かされ、生きてゆくものです。だが、調和の心で生きてゆく、と

いう自覚が出たときは、感謝の気持が報恩の行為となってきます。いうなれば、

一○の意識と九○の意識が同通したことを意味します。このときこそ、人は、

真の安らぎを得、環境も、健康も整い、天命のままに生きることになります。 

 天命に生きるということは、自分が地上に生まれてきた目的、使命がわかり、

それに向かって生き続けることをいうのです。 

 

 私たちの祈りも、ここまで高めたいものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ185 

 【天国と地獄】 

 天国も地獄も 人の心が創り出す 

 天国の住者は 布施（慈悲）と 他を生かす協調（愛）の行為のできた者 

 地獄は 我執に心を奪われた者が集まるところである 

 

 

心眼を開く Ｐ204 

 【感謝】 

 私たちは裸で生まれたが 裸のままでは生きられまい 

 衣食住という自然の恵みを得て はじめて生きる希望が湧き生存を可能にし

よう 

 自然の恵みを無駄にしてはならない 

 物を大事にするとは自然の恵みに感謝する行為なのである 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ147 

 人の心というものは不思議なもので、心が執着にゆれ動き、不調和になって

くると、ただちに地獄に通じ、反対に、人びとのために奉仕の心が芽生えて慈

悲、愛の心に満たされてくると、光明の天国に通じるという、いわば自由な心

を持っている。 

 本当の自由な心というものは、とらわれのない明るい心であり、そうなると、

地獄の世界も、天国の心も、はっきりと理解することができるのである。そう

なるためには常に第三者の立場に立ち、ウソの言えない真実の心で毎日の生活
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を送ることである。 

 

 

反省の要 Ｐ064 

 正法の反省、八正道の目的は要約すると、大宇宙を支配する慈悲の心に自分

を高め、愛の行為ができる自分をつくり上げることである。別な言葉でいえば、

反省と実践は感謝と報恩のめざめにあるわけである。 

 ・・・人びとに報恩の行為が心に抵抗もなく、素直に、やれることが正法の

目的である。 

 

 

反省の要 Ｐ067 

 人と自分との関係の中で自分の欠点をみていくと、自分がいかに自己保存の

中で生きてきたかが分かる。そうして、その原因に突き当ると、深いザンゲの

心になってくるものである。ザンゲの心を裏返すと、生かされている感謝の心

が息づいているものだ。すなわち、ザンゲの心は人びとに奉仕せずにはいられ

ない気持に移ってゆく。奉仕の心が湧いてくれば、家庭も仕事もうまくゆくは

ずである。現在、うまくいっているとすれば、こんどは他にそれを及ぼして行

くべきだ。仕合わせを独り占めしているうちは、正法からはるかに離れた存在

である。 

 

 

心行の言霊 Ｐ223 

 年が進むにしたがって、ものに感謝する心が失われてきます。すべてが当り

前に動いており、感謝や、感動の心は湧いてこなくなります。 

 しかし、ものに感謝できない心は、もともと、どの辺りから生じてきたので

しょう。 

 誰しも子供の時代がありました。子供のときは両親から可愛がられます。両

親は子供のいうことなら大抵のことはきいてくれます。近頃は過保護となり、

親は子供のこととなると夢中になってしまうようです。 

 両親は大抵のことはいうことをきいてくれる、わがままを通してくれる、と

いうことから、子供の心は成長するにしたがい、次第に、ものに感謝する心を

失ってゆきます。 

 学業を終え、社会に出ても、仕事をするから給料をもらうのは当然だ、課長

は係長より余計に給料を取っているから、それだけ働くのは当然だ、というこ

とになってゆきます。 

 こうして感謝の心は一向に芽生えてこないわけですが、そのもとをたどると、

子供の頃のわがままが、大人になってもつづいているからです。 

 これでは感謝の心がよみがえってきません。 

 この地上界は、お互いに、助けたり、補い合うことによって成り立っている
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のですから、感謝の心というものは、人間にとって非常に大事なものになるの

です。 

 感謝は謙虚な心をつくり、やがて、愛の心をも育てるものです。正法の出発、

そして終点はものに感謝することにあります。 

 すべてが当たり前で、当然、という見方をしていては、「正しくものを見る」

ことにはなりません。 

 大事なことは感謝です。感謝が基礎にないと、ものの見方は偏見を伴ってく

るでしょう。 

 

 

心に法ありて Ｐ013 

 反省の尺度は八正道という中道に心の在り方を軌道修正するもので、それは

また慈悲と愛に集約される。別ないい方をすれば、生かされている現実に感謝

する気持と正しく生きる報恩の行為ということになろう。 

 八正道以前の私たちは自己本位の自分の立場に執着し、その立場からものを

ながめ、思い、語り、念じ、仕事をしてきたはずである。だが、八正道という

中道を尺度に反省すると、こうした立場のおろかさを知り、自己本位のエゴを

捨てて行くようになってくる。すなわち、心の大きな転換が図られてくる。反

省の大きな意義は心の転換なのである。エゴの自分から調和の自分に立ちかえ

る。感謝と報恩に心が充実してくるものなのだ。 

 反省して自責の念や感謝の心が湧いてこないようでは、まだ本当の反省には

至っていない。思い出に耽ったり、精神分析をやっていたのでは反省の目的か

ら外れてくる。また、反省、反省で、いつも心がしばられ、気持ばかりあせる

のも感心しない。周囲の雰囲気にのまれ、ある種の虚栄心に心をゆさぶられて

いるのとあまり変らないからだ。 心の安らぎは、まずもって他人でなく自分自

身にあるのだから、自己満足にならない自分のペースを早く見出し、そのペー

スに自分を乗せることだ。 

 正法は、感謝の自覚と、報恩の行為につきる。 

 

 

心に法ありて Ｐ016 

 「汝の信仰、汝を救えり」 

 これはイエスの言葉である。いざり男がイエスに救いを求めた時に、イエス

は立って歩けといった。いざり男は、長年歩けず苦しんでいる者が、どうして、

立って歩けるかと、いぶかった。しかし、イエスはなおも「立て、歩け」と強

くいった。いざり男は、イエスの言葉に心を動かされ、勇気をふるい起こして

立ち上がり、そして歩き出した。いざり男は感激した。一生不具者として暗い

生活を予想していたのに、奇跡が起こり、光明が五体を包んだからだった。 

 「あなたは救世主だ。神だ――」 いざり男は感激のあまり、そう口走った。

ところがイエスは、 
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 「そなたの心がそなたを救った。わたしが救ったのではない」 と、いった。

イエスの言葉にもかかわらず、いざり男は、 

 「でも、こうしてあなたの力とわざによっていざりが治った。どんな祈祷師

もまじない師も、わたしの体を治すことができなかった。だから、あなたは神

だ。あなたによって救われた」と、いい張った。イエスは、静かにいった。 

 「いざりで苦しむ者はほかにもたくさんいるだろう。しかし、それらの者は

今なお苦しんでいる。自らの病を治そうとしないからだ。そなたは勇気をもっ

て、それをした。そなたの信仰が、そなたを救ったのだ」 

 イエスは、こうして、多くの人を救い、病をいやした。 

 さて、今回のテーマは奇跡についてである。いざり男は奇跡によって救われ

たが、奇跡は自らを救う者にあたえられ、奇跡を求める者にあたえられるもの

ではないという点だ。病気になるには病気になる原因がある。原因・結果の関

係は、太陽が東から昇り、西に没するのと同じように、やはり順序を経て現れ

るものである。したがって、病気という結果に対して、いたずらに、そこから

逃れようとしてもダメであろう。 

 病気を治すには病気の原因を取り除く必要があるだろう。この場合のいざり

男に奇跡が現れたのは、これまで、自分の心の中で「自分はいざりで立つこと

も、歩くことも出来ない」というかたくなな観念が支配していたからである。

イエスは、その観念を男から取り除いてやった。それが奇跡となって現われた。 

 ここで、なぜこのような問題を提起したかというと、信仰者の弊害として、

いたずらに奇跡を求める傾向があるようであり、奇跡のない信仰は信仰でない

ような錯覚に陥っては困るからである。奇跡は、ある意味において、物の先取

りである。したがって、奇跡を得た者は、ある意味では借財を背負ったことに

なり、その借財分だけ、人より多くの奉仕をしなければ奇跡の反作用が伴って

くるといえるからだ。 

 奇跡には、原因・結果のプロセスを飛び越えたある要素が加味されており、

未清算の部分が残されていることを知る必要があるだろう。いざり男が奇跡に

おぼれ、過信すると、前よりひどいいざりに舞い戻ってしまうだろう。いたず

らに奇跡を求めず、法に適った生活こそが、奇跡のなかの奇跡ということを知

ってもらいたい。 

 

 

正法と経済 Ｐ016 

 正法は私達に何を教えているか、それは生活の正しい循環であり、正しい循

環は、一人一人が奉仕の心を持って、与えられた持場を守り、全体を生かすこ

とにある。自分さえよければよい、生きているのは自分だけと思うようになる

と、私達の生活の歯車は自分を苦しめ、他をも苦しめることになる。 
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大自然の波動と生命 Ｐ058 

 大自然生命本体の意識こそ、大神霊（仏）であり大宇宙全体の姿であります。 

 神（仏）の慈悲は広大無辺とどまるところがありません。 

 その慈悲は私達の生存できる一切の環境であります。 

 例えば、太陽の熱・光のエネルギーは万物生命に平等に与えています。 

 熱と光は生命保存の根元であり、河川・沼・海の水を蒸発させ、気温の変化

を起し対流を作り、慈雨を地上に降らせています。 

 このように生物の成長を助けているのであります。光は植物にあたり二酸化

炭素を、光合成によって澱粉、蛋白質・脂肪を造り、また私達の日常に欠くこ

との出来ないものであります。 

 また磁場・引力は地球の自転公転の運動により、地上の気圧、太陽・地球・

月の相互関係によって生ずるエネルギー、地熱のエネルギーこのように私達の

環境は総てエネルギーの塊りであります。 

 このような環境においてこそ、生物の生存繁栄を繰り返えすことが出来るの

であります。 

 この姿こそ、神（仏）の大慈悲でなくて何でありましょうか。 

 この偉大な慈悲に対して報恩感謝の生活をすることは、万物の霊長として当

然であります。犬畜生なりとも尾を振って喜びます。小鳥も美しい自然に、綺

麗な声でさえずっています。花も美しい姿を自然界に現して喜んでいます。 

 大自然の生物はこの大慈悲に、感謝しなくてはならないのであります。 
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7-６）【感謝・掃除(丸山弘先生のご指導) 】 
 

1992-2 月 Ｐ031【ほくりく便り】 

 まだ大学に入って間もない若い女性が初めて出席しておられました。その方

は、氷見市立図書館において、初めて高橋信次先生のご著書に出会い、寄贈先

の住所を頼りに、その感動を手紙に書いて丸山先生に送ってこられた方でござ

いました。 

 学修会が終わった後、師はこの方にお声をかけられ、これから神理を学んで

両親はじめ自分の回りにおられる方々を救っていかねばならない事をご指導さ

れました。その後、師は 

 『では、あなたにお尋ねいたしますが、生まれてから今日まで何を思って生

きてこられましたか。何でも当然、当たり前で生きてきたのではないでしょう

か。人間には感謝が一番大切なのですよ。今まで誰からも教えてもらっていな

かったから、仕方のない事です。しかし、それがあなたの心を小さくしている

のですよ。 

 今私の話している事を今まで誰かから聞いた事がありますか。あなたのお母

さんからも習わなかったでしょう。あなたはそのために、悩んでノイローゼに

もなりかかったことがあったはずです。でもあなたのその苦しみの心に誰かが

手を差し伸べたことがありましたか。おそらく私が初めてだと思います。 

 ・・・これからあなたは結婚して、子供を育てなくてはいけないでしょう。

あなたが円満な子どもを育てるためにも、感謝が大切なのです。 

 足の指一本一本にも、足の指がなかったら、立って歩く事もできません。「あ

りがとうございます」これが大切なのです。髪の毛一本一本にも、髪の毛がな

かったら恥ずかしくて外を歩くことも出来ないでしょう。手の指にも。自分の

回りの万象万物すべてに感謝してくださいね。 

 それがあなたのこれからの人生を大きく開いていくでしょう。今日、あなた

が来て本当によかった。私はあなたが来られるのを待っていました。がんばっ

てくださいね』 

 と手をとって励ましてくださいました。 

 

 

1993-09 月 Ｐ036【伝道だより】 

 ・・・お－人お一人の発表も半ばにさしかかった頃、五歳位のお子様をお持

ちのあるお母様が話をされようとした時に、師はその方の言葉を止められて、

次のようにご質問されました。 

 『貴方様のお子様は言葉を話せるようになりましたか』 

 この方は、お子様が言葉を一言も発する事が出来ないという苦しみの中で、

師より夫婦の在り方、子供の接し方等のご指導をいただき、お子様に対しては

師より神の光をいただき、着実に実践してこられた方でございます。その方は

次のように答えられました。 
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 「はい。はっきりとした言葉は話せないのですが、六月から短い単語を百ほ

ど話すことが出来るようになりました。でも、一度単語が話せるようになると、

『もっと話せたらいいのに』という欲望がつい出てしまうんです」 

 師は『貴方のお子様は変わって来られた筈です。貴方の目を見るようになっ

たでしょう』 

 「はい」 

 『それでは貴方のお子様か初めて言葉を発した時どうされましたか』 

 「嬉しくって『もう一度言ってごらん』と何度も言ってもらいました」 

 『その他には？』 

 「主人が家に帰って来た時『言葉が話せるようになったよ』と話しました。

主人もとても喜んで『お父さん、と言ってごらん』と言ったところ、まだ『お

父さん』が難しいらしくって『パパ』と分かりづらい発音で言っていました」 

 『その他に何をしましたか？』 

 その時そのお母様は考え込まれました。 

 しばらくして師は『もっとも大事なことは一番最初に「神様、嬉しい。うち

の子が話せるようになりました。神様ありがとうございます。ありがとうござ

います。神よ、お救いくださいましてありがとうございます」と、神に感謝の

言葉を心から大声で叫ぶことではありませんか』 

 『貴方様は感謝が足りませんねー。悦びが一杯あったら、嬉しかったら、あ

りとあらゆる人々に「うちの子が喋ったんです」と叫び回ったでしょうねー。

貴方様にとってお子様が何とか話せるようになって欲しいという苦しみ悲しみ

悩みが小さい分、話せるようになった悦びの心もまた小さいのです。貴方方ご

夫婦のその未熟な心に気付いていただくために神様が愛するお子様が喋れない

という姿をお見せ下さっているのです。今からでも遅くありません。今までの

悦びの小さい心を神にお詫びし、神に対して感謝の言葉を精一杯捧げて下さい』 

 お母様を始め、会場に出席された皆様も師の迫力あるご指導を聞かせていた

だき、涙しておられました。それはお子様が話が出来るようになった、奇跡が

起きた事への深い感動と、師の真実味あふれたご指導に対する感動の涙に思わ

れてなりませんでした。 

 

 

1994-6 月 Ｐ041【伝道だより】 

 ・・・まず感謝の心が大切です。そこに悦びがなければ感謝は出て来ません。

悦びを見つけ報恩感謝の行いをし、仏心をかき立て、神性を高めて行く事によ

り感謝が解って来るのです。 

 感謝があれば人間は素直になれます。 

 

 

1996-1 月 Ｐ043【伝道だより】 

 ある女性の方が、「今まで先生からたくさんの悦びをいただいて救われた事に
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対して、自分の感謝の心が小さいのではないか……もっと感謝できる心になる

には、どうすればよいか……」というお話をされました。そのお話について先

生は、その方にある質問をされました。 

 『あなたは自分が失敗した時、相手に対して悪い事をしたなあと思った時、

相手の方に素直に心からごめんなさいとおわびをする事ができますか？ 悪か

ったという事を細かく説明して相手に本当に悪かったという事を伝えられます

か？』と聞かれました。 

 『もしそれが出来ていないとすれば、感謝など出来るはずがありません。そ

ういう方は、どんなに大きい悦びに出会っても、その悦びを自分の心にいただ

くことは出来ないでしょう。もしもいただいても自分の心の大きさだけとなり

ます。したがってそれに伴う感謝もただ「アリガトー」という小さいものでし

ょう。 

 なぜなら、この事はすべて心の領域だからです。感謝の心を大きくするには、

嬉しい事、悦びは自分一人でひとりじめせずに一人でも多くの人におすそ分け

をし、悦びの体験のお話する事によってまたその悦びは大きくなり、更に大き

くなって、自分に返ってきます。自分一人でとじこめていては悦びは小さいま

まで終ってしまいます』 

 とご指導くださいました。 

 

 

1996-4 月 Ｐ050【編集室から】 

 常識、礼儀、感謝がなければ正法の入り口に立つ事は出来ません。更に感謝

の心は心に満ち溢れる悦びがなければ出てくるものではありません。またその

悦びは、例えば公共の場でのゴミ拾いなど無所得の行為を通して培われるもの

です。 

 

 

1996-5 月 Ｐ042【伝道だより】 

 法を学んでいる私達は何事も、目的を明確に持って実践することが大切なの

です。 

 掃除をさせていただくことにより、感謝の心を学ばせていただくのです。 

 自分が汚してきた神の身体である大地を掃除させていただき、それによって

「申し訳なかったなあ」「美しくなって良かったなあ」「有り難いなあ」と掃除

させていただくことによって、そういう気持ちが湧いてくるのです。 

 また、そこを通った方から「ご苦労様」「有り難う」と声を掛けられることに

よって人の悦びを聞き、また、自分の心も悦びが大きくなる。そして、そこか

ら、感謝の心が育まれて行くのです。 
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1997-3 月 Ｐ021【正法との出会い】男性の方の投稿 

 ・・・丸山先生はこのようにおっしゃいました。 

 「毎朝の掃除は中々にできないことです。私も長いこと掃除をしました。高

橋信次先生にはご講演で掃除のこともおっしゃっておられます。しかし掃除は

法の実践ではないのです。掃除をすることは駄目な子が普通の子になるための

勉強の場でしかないのです」 

 

 

1997-11 月 Ｐ032【伝道だより】 

 「自分に自信が持てずに悩んでいます」と話されたかたに対して、 

 『それは自分を褒めたたえて生きていないからです。私たちは両親から肉体

をいただき、神より生かしていただいております。ですから私たちの生命は自

分の持ち物ではないのです。自分のものと思うから感謝が薄くなるのです。常

に精一杯自分を褒めたたえて生きることが大切です。 

 自分を褒めたたえるとは、悦びの言葉をたくさん出して生きることです。髪

の毛一本一本を初め、手足の一本一本の指を初め、肉体のすべてに感謝し、今、

生かされていること、生かされている環境すべてに感謝を捧げて生きることで

す。 

 感謝を深めれば悦びが生まれます。悦びがあれば、その悦びに報いようとい

う報恩の気持ちが出てくるでしょう。報恩の行為をしていけば、自然と幸せに

なっていきます。幸せになれば自信が出てくるものです。 

 感謝…悦び…報恩…幸せ…自信、この循環の中に生きてください』 

 とご指導くださいました。 

 

 

1999-11 月 Ｐ045【伝道だより】 

 ・・・大きくお救い頂いた人ほど、悦びや感謝が小さいように思います。ど

うしても天からお与え頂いたお救い（他力）には自分の努力（自力）が伴って

いませんから、努力が小さいとどんなに大きなお計らいを頂いても、それに相

応した心からの悦びや報恩感謝を捧げることを失念しがちとなります。 

 けれど、自分の心に生まれた問題にぶつかった時、それを乗り越える不断の

努力をした人は、その努力に相応した大きな悦びや感謝が心から溢れるのです。

日々の悦びや感謝はちょうど電柱の足かけのようなもので、それがあればある

程、たとえ心は落ちても一段か二段で止まって、すとんと下まで落ちることが

ないのです。 

 大きく救われた人は、それ相応の大きな悦びや報恩感謝がなければならない

のに、ないとしたら、その心に魔が入り易くなります。人を上から見下ろすよ

うな心を持つと、その思い上がりの心のすき間に魔が入り、その魂を支配して

いくのです。ですから、常に謙虚であることが大切ですが、大きな悦びがなく

ては大きな感謝は出来ませんし、深い感謝が出来なければ報恩の行いも出来ず
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謙虚にはなれないのです。大きな悦びが一番大事なのです。 

 

 

2000-7 月 Ｐ052【伝道だより】 

 今、凶悪な一七歳の少年犯罪が各地で起きていますが、私は掃除をお勧めし

たいと思います。そしてご両親もいっしょに掃除をされたらよいと思います。

私の経験からも思いましたことは、神の子として、人間は大地を掃除させて頂

くことは、何とも言えない爽やかな悦びに満たされ、しかも自分に自信が持て

るようになるものと思います。それは大地は神の体だからです。神の体が汚れ

ていては何と勿体ない、奇麗にさせて頂こうという思いでさせて頂くことです。 

 ゴミ拾いをしている時、これを拾ったらいくらもらえるだろうとか、何か良

いことがあるかなあ等と思わないはずです。ただ、道路を奇麗にしようという

無所得の思いしかないはずです。ただゴミを拾えることが嬉しい、拾えるゴミ

のあることが有り難い、例え掃除している目の前で、車からポイーッと自分の

鼻先をかすめて吸い殻を捨てられたとしても、ああ、これも拾わせて頂こうと

いう気持ちになるものです。 

 そのような無所得の奉仕の時間を一日の内に、少しでも持つよう心掛けるこ

とが大切と思います。 

 

 

2000-7 月 Ｐ059【伝道だより】 

 正法は感謝が最も大事であり原点です。もし感謝が分からなかったら、道路

や公園などの公共の場を清掃することが最も良いのではないかと思います。こ

の大地は神の体の一部であることを思い、大宇宙大神霊・仏よと感謝を捧げな

がら無所得の奉仕をさせて頂くことです。清掃は代償を求めない、神の心を心

とした行為であります。そして清掃をするには大変勇気が必要です。 

 今の自分が『心行』の朗読やご著書の拝読だけでは心が安らがなかったなら

ば、清掃が心づくりのための最も良い方法だと思います。また、ご著書を拝読

したいと思う心づくりともなると思います。 

 

 

2000-12 月 Ｐ017【伝道だより】 

 会社のトイレも自分の家のトイレだと思って一生懸命掃除をしてみてくださ

い。トイレを使った方が心から感謝してくれるくらい一生懸命に。それがやが

て自分がうれしくなって心が豊かになるのです。でも、『一生懸命』ということ

について細かく説明出来なければ、それは一生懸命やっていないということに

なります。『一生懸命』ということについて十分説明出来るぐらいやってみてく

ださい。 
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2001-1 月 Ｐ036【伝道だより】 

 感謝するときは、まず足下から感謝するようにすることです。自分の肉体細

胞を乗せてくれている足下からです。そして肉体細胞すべてに感謝し、奥様を

はじめ家族に感謝し、ご両親に感謝することです。この順序を追っていきます

と、神仏が抵抗なくしっかりと根付いてきます。 

 

 

2001-2 月 Ｐ029【伝道だより】 

 特にご主人様に対して、貴方は感謝をどのように表しておられますでしょう

か。言葉は人間にだけ神が特別にお与えくださったものです。心を尽くしてご

主人様に感謝の言葉を出しておられますでしょうか。例えば『わあ、うれしい

わ、お父さん、ありがとう！』と心から一日何回、言えますでしょうか。 

 こんなことを言ったら主人はどう思うだろうか、私がこう言ったら主人から

こんな言葉が返って来ないだろうか、こんなことを言ったら恥ずかしいなあと、

言葉を出す先にあれこれ思うのは、表面意識、偽我の心です。 

 女性だから恥ずかしいと思うのは無理ないことですが恥ずかしいという思い

は、やはり自分を飾ろうとする心、表面意識の作用です。それでは自分の心が

だんだん小さくなり苦しくなりますよ。潜在意識から（心から）語っている時

は、恥ずかしいなどとは思わないものです。 

 

 

2001-3 月 Ｐ017【伝道だより】 

 あるご高齢の方の「これまでたくさんの方のお世話になって来たのに、この

ままでは良い所へ帰れるはずもなく、余命のある内にご恩返しをさせて頂こう

と思い、家の近くにある身障児施設を訪ねて奉仕をさせて頂いています」との

お話に対して先生は、 

 「そのことも大切なことですが、貴方が家に居ながら出来る報恩感謝は、こ

れまでお世話になった方々に対しては、お世話になった一人一人に対して頂い

たご厚恩を一つ一つ思い出してノートに書き、『私は今生、Ａさんに何々をして

頂いてお救い頂き、感謝申し上げております。大宇宙大神霊・仏よ、何とぞＡ

さんに光をお与えください。心に安らぎをお与えください』と申し上げ、一人

一人に対して報恩感謝のお祈りを捧げることが大事です。それとお世話になっ

た方から頂いた悦びと感謝の思いを一人でも多くの人にお話し申し上げ讃える

ことも大事なことです」 

 と報恩感謝について分かり易くご指導くださいました。 

 

 

2001-6 月 Ｐ057【伝道だより】 

 毎日の生活の中で、神仏や守護・指導霊様のお計らい、お導きにより、お救

い頂いていることがきっとあるはずですが、気付かないことが多いように思い
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ます。私も高橋信次先生にお目にかかった頃は、ピンチにある会社が明日にも

好転することが救いだと思っていましたが、それよりも目が見え、耳が聞こえ、

手足が動くことは、神仏によって生かして頂いているお陰様ではないでしょう

か。神仏の慈悲は目で見ることは出来ませんが、常に神仏に心を向け、感謝し

て感謝し生きることにより、悦びが大きくなり、心が豊かになるのです。それ

には自分が感謝の心で生活しているかを常に見詰め、自分を変えて行く努力を

することが大事です。 

 昨今、春の研修会に対するレポートが毎日のように届きますが、実践目標が

殆ど述べられておりません。それは神仏に心を向けていないために、感謝が出

来ないからなのです。常識、礼儀、報恩感謝は人間の基本であり、偉大な主の

み教えの神髄であります。この基本を身に付けて初めて神理が学べるのです。 

 

 

2001-9 月 Ｐ034【伝道だより】 

 恥ずかしいという気持ちは、表面意識からくる自分中心の思いです。目的意

識が正しくないからです。潜在意識からくる善なる正しい心で行うときは、恥

ずかしいという気持ちは起きないものです。 

 道端を掃除するということは、神の体を掃除させて頂いているということで

す。そのような気持ちで、掃除させて頂きます、という目的意識をはっきりも

って行ったときは、悦びしかないのです。 

 

 

2001-11 月 Ｐ046【伝道だより】 

 ・・・感謝のことで何かあげることではなく、出来ることがありますよ。 

 本当の感謝というのは、貴方様の心を、思いをあげることです。『貴方様のお

陰様でこんなに元気になりました。ありがとうございます』という言葉を一日

に何回も言う。 

 『ありがとうございます』と言うのも、これも『ありがとうございます』で

す。『いつもお世話になってありがとうございます』と、深々と頭を下げて言う

のも『ありがとうございます』です。 

 私は試みに『ありがとうございます』を毎晩一○○回言ったことがあります。

そしたら、一○○回言うようになって、一週間、一○日、一ヶ月経っていくう

ちに『ありがとうございます』が変わってくるのです。それを経験してみてく

ださい。自分の心から涙が出てくるようになるのです。それを経験すると、た

だの『ありがとうございます』か、感謝かどうか分かるようになります。 

 自分のベッド、お布団、病院の先生、賄いのおばさん、屋根の瓦一枚一枚に

対して、瓦が全部あるから雨が降っても雨もれしないし、健全でいられるので

す。そうしたら、『ありがとうございます』一回で、本当のご恩返しは出来なく

なります。 

 高橋信次先生の御本を差し上げることは、もちろん良いことですけれど、そ
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の前に『ありがとうございます』をもっと心を込めて言える自分を造ることで

す。でも本当に変わられましたね。以前より感謝が出来るようになられました

ね。 

 人間感謝がなくなったら、どんな人でも皆病気になります。感謝がある人は、

病気にならないのです。感謝と思いやりの出せるような人になられるように頑

張ってください。 

 

 

2002-2 月 Ｐ033【伝道だより】 

 『ありがとう』『おいしいね』というような言葉は頭で作ってでも良いから、

精々沢山言ってあげることが大事です。そのような言葉をどんどん出すことに

よって、聞く方も、出している本人自身も何時しか心が豊かになっていくので

す。 

 

 

2002-5 月 Ｐ064【伝道だより】 

 貴方様は感謝の言葉を出せなかったように言われましたが、今後そのような

時には、『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお

与えください。我が心を正し一切の魔よりお守りください。お陰様で今日をお

与え頂き、有り難うございます。有り難うございます』と神仏に対して、感謝

の言葉を捧げるようにされたら良いと思います。 

 

 

2002-6 月 Ｐ048【伝道だより】 

 神仏を信じていなければ、『心行』を何万回お唱えしようと意味がありません。

神仏を信じるということは、まず『感謝』することが大切です。感謝がない人

間は正法がなかなか身に付きません。 

 私は感謝をするためにはどうしたらよいか、と毎日必死で考え、人が一番嫌

がる事、嫌がって行わないことを進んで実行することが大事ではないかと気付

きました。人から感謝されて初めて悦びや感謝が理解出来るのではないかと思

いました。『感謝』は正法の最も原点だと思います。 

 掃除をしたら『感謝』が分かるということではありません。人から『ありが

とう』と何回も何万回も耳にした時に、感謝とはこんなにも嬉しく、心が生き

返ることなのか、ということが分かったのです。感謝によって自分の心が奮え、

涙が出るようになりました。 

 

 

2002-9 月 Ｐ066【伝道だより】 

 法の中に生きれば一切不安はありません。『神とともにいませり』、いつもそ

のような心で、苦しかったら苦しいだけ神仏を身近に感ずるよう努力して、感



647 

 

謝して感謝して、『今日、このような苦境を頂きありがとうございます。今日一

日を一生懸命生きて行きます』という思いを持つことです。一つ山を越えるご

とに自分に自信が生まれてきます。人間がそのたびに大きくなって行きます。

魂が大きくなって行くのです。ですから悦びの心を持ち、楽しんで生きること

です。 

 

 

2002-10 月 Ｐ018【「第二七回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」に

参加させて頂いて】男性の方の投稿 

 睡眠時間に不平を思う気持ちは、天気や給与に文句を言う姿に似ています。

本来、神仏からはすべて必要なだけのものをお与え頂いているにもかかわらず、

勝手に自分の肉体を基準として、足りないと決めつけ不足を言っていた愚かな

愚かな自分を発見したのです。 

 「ああこの思い方が原因なのだなあ」とやっと発見し、試しにそのような思

いが涌いたときには即座に神仏にお詫び申し上げ、お与え頂いたエネルギーを

始め、すべてのお計らい、お導きに対して、心から感謝し、精一杯大切に無駄

にしないように努力工夫していくことが報恩感謝の道と思い、頂いた時を大切

にすることに努めてみると、私にとって寝不足の状態のはずが、金沢までの電

車の中で全然眠くなりませんでした。合同学修会の席でも眠くならないのです。

本当に不思議なことでした。 

 私は今まで頂いた睡眠時間やエネルギー等与えられた環境・状態について、

神仏に対して、心から感謝を捧げ、大切に大切に頂く心が足りなかったのです。

お与えくださった全てをしっかり受け取らないで、もっと欲しい、欲しいと思

うから不足の思いが出ることに気付きました。 

 

 

2003-3 月 Ｐ066【伝道だより】 

 ・・・掃除をすることにより、悦びと感謝の心を掴まなかったらその修行は

実を結んでいないのです。便所掃除も悦びと感謝や感動が溢れるまで実行する。

その努力が、今後いろいろな所に生かされるようになるのです。 

 

 

2003-3 月 Ｐ069【伝道だより】 

 ゴミ拾いが修行になるとは言っておりません。修行の一つになると申し上げ

たのです。 

 ゴミを拾って持ち帰ったのを天は見ておられるのでなく、その人の心を天は

見ておられるのです。 

 心の中で、まずどのように思ったのか、汚いなと思ったのか、嫌だなと思っ

たのか、誰か見ていないかなと思ったのか、その心の状態が大事なのです。正

法者として、正しい思い、悦びの心で行ったかが問題なのです。 
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2003-6 月 Ｐ079【伝道だより】 

 なぜ道路のゴミを拾うのでしょうか。それは大地は神の体の一部であるため、

ゴミが落ちているのを見て見ぬふりをすると、心に苦しみを作ることになるか

らです。 

 いざ実行しようとすると勇気が要りますが、勇気を出したときには必ず心に

悦びを頂き、正法に一歩入る道が開かれるのです。そして正法の原点は感謝で

す。〔謝〕の字のように、ことば（言）とからだ（身）を使って、神様に対して、

感謝を捧げることが最も大事と思います。 

 

 

2003-9 月 Ｐ037【伝道だより】 

 私たちは、報恩感謝の心が根底にないと、正法は身につきません。その報恩

感謝とは、法をお説きくださいました偉大な主・高橋信次先生に対し、お捧げ

する感謝と報恩の行為です。 

 

 

2003-10 月 Ｐ032【伝道だより】 

 感謝の『謝』は言葉と身体を使って棒げるという意味です。感謝を身体で現

すには、まず、神の身体である大地を清掃することだとお教えいただき、私も

実践し、大きな悦びと気づきをいただきました。 

 

 

2003-10 月 Ｐ044【伝道だより】 

 感謝にはこれでいいという限度はありません。親を愛しいと思えるか、この

ことが何よりも一番大切なのです。 

 

 

2004-1 月 Ｐ063【伝道だより】 

 ・・・毎日少し早めに起床して隣近所を清掃することです。わざとらしく行

うのではなく、周りの人に分からないように行うことです。自分の体に合った

時間帯でされたら良いと思います。大地は神の体の一部とお導き頂いています。

ですから、そこを清めさせて頂くということは、大変有り難く素晴らしい行為

です。無所得のもと、体を捧げて報恩感謝の誠を捧げることを体験して頂きた

いのです。神はいませりです。そういうことを発見、体験されることと思いま

す。 

 

 

2005-5 月 Ｐ042【伝道だより】 

 私達のお仲間でもゴミ拾いをされる方がおられます。ゴミを拾い、神様の御

身体である地球をきれいにすることも大切ですが、ゴミを拾うことだけにとら
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われてはいけません。私達の目的を忘れてはいけません。ゴミ拾いだけをして

いたのでは、天はお悦びになられないと思います。ゴミ拾いは私達の正しい心

作りのための手段の一つであり、ゴミ拾いがすべてではないということです。 

 『常識、礼儀、感謝、報恩』が根本です。 

 皆様には、大宇宙大神霊・仏様、偉大な主・高橋信次先生に、朝晩、感謝を

捧げておられると思いますが、それは正法者として当然のことだと思います。 

 

 

2005-8 月 Ｐ073【伝道だより】 

 ・・・この自分に正法をお教えくださった方に対して、疑念を持っておられ

た方は、特に、そこを真っ先に反省し、感謝申し上げなければならないと思う

ようになりました。 

 法をお伝えくださった方は、自分という魂を救ってくださった尊いお方です。

他人である自分をとりわけ大切に考えてくださったお方です。特に、神仏様の

み心をお伝えくださったお方なのです。そこを深く感謝申し上げること、その

方に対して、どれだけ深く感謝を捧げて来られたかが、正法の原点ではないか

と思います。そこを常に、反省して頂くことが大事と思います。 

 

 

2006-3 月 Ｐ057【伝道だより】 

 ・・・人間としての根本は、両親に対する報恩感謝ではないかと思います。

事業を初め、何をやってもうまく行かなかったり、正法の伝道や勉強に精進努

力しても、何か心が満たされないとしたら、両親への報恩感謝が十分に出来て

いないため、そのことが自分でも知らないうちに、苦しみとなっているからだ

と思います。 

 

 

2011-12 月 Ｐ032【伝道だより】 

 ある方は、「私は毎朝ゴミ拾いをしていますが、同じ所にゴミが落ちているの

に気付き、同じ人間がここでゴミを捨てているのかと、気持ちが苛立ち、却っ

て心を汚してしまうということがありました。そのような時は、常に神の身体

をお掃除させて頂いているのだと反省しています」と発表されました。 

 先生は、「貴方様は、誰の為に掃除をしているのですか。自分の為ではありま

せんか。捨てたことを責めるのではなく、拾わせて頂くのです。神は貴方様の

為に、ゴミを用意してくださっているのです。そのことに気付けば、集中して

ゴミ拾いが出来るようになり、貴方様の悦びになるのです」とご指導ください

ました。 
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2012-1 月 Ｐ069【伝道だより】 

 神のお体を清める目的のもとに、貴方様のご自宅の前や近所を掃かせて頂く

ことを、毎日実践されてはどうですか。 

 貴方様は、今迄このように実践された悦びの発表を聞いておられると思いま

すが、自分は関係ない、と思われていたのではないでしょうか、もしそのよう

に思っていたとしたら、普通の人以下になってしまいます。 

 神のお体である大地を奇麗にさせて頂く事によって、私達に感謝の心が生ま

れるのです。最も大切な実践なのです。私達が、今生かされている事への、大

宇宙大神霊・仏様に対して報恩感謝の誠を捧げる意味で最も大切なことではな

いでしょうか。奉仕の心を持って、又一念を持って実践すれば何事も成し得る

のです。 
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8-悪霊・魔 
 

8-１）【憑依霊(ご著書より) 】 
 

心の発見 神理篇 Ｐ066 

 私達の多くは、自分の想念行為が調和されている場合に、相手の「もう一人

の自分」の姿を見ることができる。もちろん、憑依霊もはっきりと見える。ほ

とんどの人々は、その中の不調和なものが憑依されているところが病気になっ

ている、ということも発見した。 

 動物霊、浮遊霊、地縛霊、魔王がほとんどで、その人の暗い光子体について

いる。このような人々の後光は暗く、心が調和されていないことをはっきりと

物語っている。 

 ノイローゼの九九％は、頭の回りに憑依霊がついている。彼らに意識を支配

されているために、自分自身を失ってしまう。 

 

 

心の発見 神理篇 Ｐ106 

 ・・・地獄界の不調和な霊がついている場合は、オーラーの薄暗いところが

白く憑依されている。白く憑依されているところは、ほとんど病気に侵されて

いる場所である。 

 

 

心の発見 神理篇 Ｐ225 

 ・・・以上のような人々が、神理を悟らないため不調和な想念行為の人生を

送ってこの現象界を去り、慣性の法則と同じように生前と同じ意識の世界に行

ってしまう。その世界は、生前の世界よりきびしい地獄界で、それ以上の苦し

い生活が再現され、その環境の生活の中で反省し、神仏の子たる自覚を悟らな

くてはならないのである。しかし彼らは耐えられずに地獄から逃げ出す。そし

てこの現象界の同様な人々の、暗い想念を造り出している意識に憑依して生活

をする。 

 人々の意識の調和度によって肉体から出ている後光(オーラー)の暗い箇所に

住所を決めて憑依しているところが、病気になっているのである。この現象は、

霊視、すなわち心眼によって見ることができる。 

 憑依している場合はそこが白く見える。彼らは肉体細胞の不調和な集団意識

の場所に住んでいる。そのような場所は炎傷を起こしており、本人も病的反応

をはっきりと自覚している。 

 ・・・恨み、妬みの心の強い人々には、動物霊が憑いている場合がほとんど

で、良く生活を反省してみると、肉体的現象となっていてそれを自覚すること

ができる。 
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 病気の八○％近くは憑依霊の仕業が多い。 

 こうした憑依霊を除くには、その霊に対して、憑依が悪であることを良く説

得するとともに、憑依されている者も自ら正法の生活、正法に適った心の持ち

方を実践する以外に道はない。たとえその憑依霊を除いてやることのできる人

がいても、本人の心が正法の生活をしないなら、再び悪霊を呼びこんでしまう

ことを知らなくてはならない。自分の心の王国の支配者は、あくまで自分以外

にないからである。人々の心は、その想念の針の指した世界に通じていること

を忘れてはならない。 

 

 

心の発見 科学篇 Ｐ184 

 一般にノイローゼといわれている人々の多くは、感情の領域がむらで、本来

の自分の心の状態を失っている。この原因は、人間としての愛や慈悲の欠乏に

ある。 

 またこうした人々は、心が狭く、孤独で、常に不安定であり、安らぎがなく

情緒に乏しい。 

 それは灰色の人生といわざるを得ない淋しい人達だ。心の中は、閉鎖的で、

健全な精神とはいい難い状態にある。このような人々の多くは、不調和な世界

の霊に憑依されている。自分の暗い想念が、神仏の光をさえぎり、苦しみの意

識界に通じているということだ。当然肉体的にも不調和になって行く。 

 子供達との関連においてそのことを考えてみよう。人々は良く自分達にでき

なかったことを子供に託して、その希望を果たそうとする教育や、虚栄心によ

る子供への束縛を原因として不調和になる場合がある。 

 肉体舟は確かに与えたものだろう。しかしそうした場合、その魂まで両親の

独占物だと考えていることに誤りがあるということを知らなくてはいけない。 

 全くの親子であっても、魂は個の生命であって、自ら相違があるのだ。 

 なぜなら、魂も親が与えたものであり、親の分霊だと思うなら、その思考性

や行為のすべては同じでなくてはならないだろう。 

 残念なことに、親のいうことを利かない子供が多い事実を考えなくてはなら

ないのが現実なのである。 

 従って、親達の、子供の環境や教育についての育成は、溺愛でなく、家柄や

自己保存的な考えを捨てた純粋な心からの愛でなくてはならないということだ。 

 子供が自分の思った通りの道を歩くと、世間の両親の中には「あんなに可愛

がって育てたのに、親の恩を忘れて、親不幸をしている」などと嘆く者達がい

る。しかしこれも親のエゴイズムであろう。報いのみを求める、そんな心だか

ら子供達は自分達の真実の道を求めて去って行くのだ。 

 親子相互の対話の不足を考え、子供の人格を認めてやることも親の愛という

ものだ。対話のない家庭の中には孤独な子供達が育ってしまう、これが現実だ。 

 だから両親は、子供の魂の乗り船は、互いに約束して与えたのだということ

を忘れてはならない。与えた、と思う心があるから、親の尺度ですべてを計り、
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子供に注意などをする。 

 親の意志に反したことをすれば、きびしく叱り、肉体はおろかその心まで束

縛してしまう。 

 私達は、こうしたことを良く考えて、子供達を指導することが必要であろう。 

 最も自由自在の中で、良く心の在り方を教え人間としての道を教え、感謝と

報恩の意味をさとし、両親が実践模範を示した生活環境を造り出すことが先決

なのである。 

 純真な子供心を、素直に育ててやることが、より良い豊かな心を大きく育て

る道、これが本当の愛情というものだ。 

 きびしく叱ることも、正しい中道の判断によれば、その真実が子供心にひび

くことなのである。子供と親の対話、日々の行動が、心の交渉が、愛の心をよ

り豊かに育てて行く。子供の心もそこで広く人々のなかに調和され、自分自身

の魂を磨いて行き、円満な人格を作って行くのである。 

 親が子を放任し、正しい道をその愛情によって示さない生活の中で育てられ

た子供達は、気の毒といわざるを得ない。 

 たとえば学校の成績ばかりを気にしている親達の心は、自己慢心にしかすぎ

ないということだ。 

 心の中の智性の領域だけが発達しても心にゆとりがなく情緒のない人間は人

生での正しい判断すら決定することはできない。 

 智性は、人生をいかに正しく生きるかという、調和した生活をするための早

道であって、自己保存、自我我欲の道具ではない。 

 試験、試験の人生は、自己保存的な、かたよった人格を造り出し、人間本然

の心を失ってしまう結果にもなってしまう。 

 また本能的な領域だけが発達しても、不調和な人格を造ってしまうものであ

る。 

 いずれにしても心の不調和が、想念に曇りを造り出し、神仏の慈悲と愛の光

をさえぎり、ノイローゼの原因を造り出してしまうというわけである。 

 その暗い想念意識は、不調和な霊によって憑依され、人生を灰色と化してし

まう。不調和な満ち足りぬ心の病いは、神理を悟った生活以外、修正すること

は不可能である。 

 

 

心の発見 現証篇 Ｐ238 

 ・・・憑依されている場合は、暗い静かな場所を好み、昼間はなるべくおと

なしくしているようである。そして、夜になると、彼らが支配するため、元気

をとりもどす場合が多い。 

 それも、弱々しい地獄霊、たとえば失恋などで精神異常を起こしている場合

は、同じような類がその人を支配して悲しんでいる。 

 ところが、相手に対する憎しみが増大してくると、それと比例した憎しみの

地獄霊がその人を支配して、今度は躁鬱病にしてしまうといった具合だ。 
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 いずれにせよ、地獄霊は、その人の心の状態によって憑依するので、必ずし

も持続的である、ということはないのである。 

 これらの病人といえども、まともに返っていることもあるのだから、そのま

ともなときに、良く“正法”を教えることが大事であり、反省するように指導

すれば救われるのである。 

 ただ、まともでいるのかそうでないかを見分けるのは、一般の人々にはむず

かしいことだろう。 

 このような精神病に関しては、身近の肉親もその原因を反省し、家庭の調和

を、理由のいかんを問わずはからねばならない。 

 調和性のない、意地っぱりの人々は、病気になるおそれが多いのである。い

つも、心のなかに、憎しみを押し込んでいるからだ。 

 また、いかに他人の前で美辞麗句をいっても、心のなかでは逆の人々がある

だろう。そうした人前をつくろう人、気にする性格を持っている人々にも、そ

の心の暗い曇りに、地獄霊は憑きやすいであろう。 

 

 

心の指針 Ｐ022 

 この地上界には、すでに亡くなって地獄界におり、厳しい環境に耐えかねて、

この世に執着を持っている霊たちが多くいます。彼らは、同じような心の持主

に、生きる場を求めています。 

 このため、イライラの心で禅定や瞑想にふけると、類は友を呼ぶ法則にした

がって、こうした地獄霊や動物霊を呼び込むことになります。 

 ノイローゼ、精神分裂は、こうした別人格の霊たちの霊憑依によって起こさ

れた現象といえるでしょう。 

 もっとも、ノイローゼや精神病は、禅定したり、瞑想した経験がない者もい

ます。ある日突然、そうした状態に追い込まれる人もありますが、こういう人

たちの場合は、心の中に執着の念を溜め込んで、常にそこから離れることが出

来ないでいるためにおこるのです。 

 三角関係や、事業の失敗、失意、うらみ、ねたみの執着の念が心の中を占め、

それから離れられないために、同類の霊を引き寄せ、精神病になってゆきます。 

 地獄霊の多くは、孤独で自分の小さな心の枠の中で、苦しみ悲しんでいる人

びとの心を支配します。ウツ病、ソウ病はみなこうしたことが原因になってい

ます。 

 電車の中などでよく見かけますが、誰もいないのに一人で口を動かし、笑っ

たり、怒ったりしている人がいます。彼らは地獄霊としゃべっているのです。

霊視すると、彼らの脇には地獄霊がちゃんといて、いろいろ語っています。 

 精神病になると夜眠ることが出来ません。肉体を支配されてしまうからです。 

 精神分裂は本人以外の別な霊がその肉体を支配し、しゃべり始めるので、話

があちらに飛び、こちらに飛んできます。聞き手は相手の話が急に変わり、そ

れまでのその人でない傾向を帯びてくるので、これはおかしい気が違ったと見
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てしまいます。 

 精神病になると大抵はその一生を棒に振ってしまいます。気の毒というほか

はありません。 

 しかしその原因はどこにあったかといえば、精神病を誘発する本人の心が、

モノに執着するために起こるのであり、それも非常に片寄った形をとるので、

どうすることも出来ません。 

 地獄霊は神の子としての本性を失っているため、生前の名前も、住所も、忘

れ去っている場合が多いのです。 

 地獄に堕ちた人びとは、在世中に神の子としての己自身の心を失い、自我我

欲、自己保存に明け暮れた人びとです。 

 これらに憑依された人びとの心も同じです。だからその地上界での生活は、

すでに地獄界を現わし、心は常に何かにおびえ、あるいは怒り、不安定そのも

のなのです。 

 救いは、個の生命の自覚以外にありません。自覚は正道の実践生活の中から

ひらかれて行くのです。 

 

 

心の指針 Ｐ151 

 病気は文字どおり気の病であり、肉体が病むというよりも、実は肉体細胞を

司る意識が病むものです。胃腸には胃腸の意識があり、心臓には心臓の意識が

あります。その意識が正常な活動を失い不活発になるために、その部分が痛ん

だり病んだりします。もちろん、一カ所が痛めば体全体にも影響し、全体の活

動を弱めてゆきます。 

 人間の意識を大きくわけますと、魂意識と体の各部分を動かしている細胞意

識があり、病気はその両方が病むものですが、その原因は、表面意識（表面意

識の奥にある想念帯意識も含む）にあります。こわいものをみて体がすくむ。

怒ったときに心臓がドキドキする。笑ったあとはお腹がすきます。このように

表面意識と細胞意識というものは密接な関連を持ち、表面意識に細胞意識が常

に左右されています。したがって、先天性の場合をのぞいて、病気の大部分は

表面意識にその原因をみることができます。そして、細胞意識の病む場合は多

分に肉体遺伝の場合が多いのです。 

 人間の魂意識（潜在意識層）は神の子でありますから、病気になるというこ

とはありません。すなわち、意識の中心である心は病むことはないのです。た

だ魂意識層にある守護霊が人によっては表面意識と足なみをそろえて病むこと

はありますが、意識の中心である心まで病むことはないのです。 

 この意味から、心だけをみるならば病気は本来ないということになります。

ところが現実に病気はあります。病気の原因は前述の通り、怒ったり、そしっ

たり、争いの想い、対立感情にあるのですが、それは想念が原因です。釈迦は

これを人間のカルマといい、イエスは原罪と呼んでいます。こうしたカルマが

表面意識を通して想念帯に病巣をつくり、肉体的病気となって現れてくるので
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あります。 

 また、仮に、生まれてから死ぬまで正法通りに生きた人がいるとします。そ

の人は病気をしないかというとやはりします。後天的には立派でも先天的なカ

ルマが表面に出るからです。この世は過去世のカルマを修正するために出てい

るのですから、後天的な理由だけのものではありません。ただし、この場合、

十の先天的カルマは、後天的な善なる行為によって、五になり、三になり、一

になります。つまり悪と善の相殺作用が働きます。この意味で、人は、現世で

悟ったとしても、病気から解放されるということは、まずないのです。まして、

人間は神になることはできません。悟りに限界がないのと同じように、あやま

ちは人間には、常についてまわるものだからです。 

 病気の種類は大別すると三通りあります。その一は純然たる肉体的な消耗。

その二は憑依現象。その三は守護霊による作用。一は、精神が先走り肉体がつ

いていけない場合。二は病気の大半を占め、地獄霊、動物霊の憑依。この場合

自己保存が主たる理由であり、反省し、想念行為が改まらないかぎり、病気の

状態は変わりません。守護霊による作用は、本人の自覚が先決です。いずれに

せよ病気は、想念行為にその原因がみられるものです。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ119 

 ・・・病気、貧乏、家庭の不調和。これらは原因があるから結果があるので

あり、その原因を取り除かないかぎり、こうした結果からいつになっても抜け

出すことはできない。拝んだり、題目を唱えただけで、病気が治ったり、貧乏

が解消したりすることはないのだ。拝んで病気が治ることもあるが、病気の七

五％までは憑依霊だから、憑依霊が一時その人から離れることによって、治る

のである。しかし、もともと心が欲望や自己保存でいっぱいになっている場合

は、再び、ちがった病気が併発し、もとに戻ってしまう。 

 病気を治すには、病気になった原因があるのだから、その原因をまず除くこ

とだ。肉体的に無理をしたか、精神的に片寄った考えに支配されてきたか、人

を憎む思いはなかったか、心がいつも感情的ではなかったか、自分のことしか

考えず人の不幸を望むようなことはなかったか、嫉妬心を燃やさなかったか、

増長慢に陥らなかったか・・・。 

 一日、一日が悔いのない心と行ないの正しい生活こそ幸せの道につながるの

である。 

 

 

天使の再来 Ｐ063 

 人は外見では分りません。善人にみえて、実は自分の利害だけしか考えぬ者

もあるかと思えば、悪人のようだが、無類の善人もいるのです。口先や、姿形

では、人の心は分りません。大事なことは、私共の一生は、この世だけではな

いということです。各人にはそれぞれ前世があって、この世があり、あの世も
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あります。そうして再び、この世に出て、あの世にかえる。こうした繰り返え

しの中に、各人の一生が連綿として続いているということ。しかも、この世の

六十年、八十年は、あの世の生活に比らべると、非常に短いものです。その短

い期間に、善の結果が善にならず、悪の結果が悪ではないというのは、おろか

しい判断なのです。この世で悪を重ねれば、あの世でその悪の清算をしなけれ

ばなりません。この世の悪を、この世で清算すればいいですが、そうでないと、

あの世に持込みます。悪の内容によっては、当然地獄にゆきます。ですから、

この世だけの判断で、悪が栄え、善が亡びるとみたら大きな間違いです。 

 しかし、こうした事実は、これまで、あまり明らかにされず、そのために、

人々は、表面意識の五官、六根にとらわれ、生きてるうちが花という考えに落

ちこんでしまうのです。しかも、こうした五官、六根に各人の意識、魂が支配

されますと、図のように、表面意識と想念帯に黒い塊(かたまり)ができ、動物

霊や魔王、地獄霊がその人に憑依し、難病や事故死、自殺などするようになり

ます。恐ろしいことです。 
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天使の再来 Ｐ078 

 家内安全、商売繁盛のご利益信仰は、今や世上を蔽っています。科学万能と

いわれながらも、これと併行して神信心が流行するのも、人間は一寸先が闇で

あり、同時に、自己保存の念がますます強くなっているからです。信仰の目的

が自己本位、自分さえよければという考えに根ざしているからです。 

 神信心して交通事故に会うのも、こうした考え方、利益追及、自己本位が原

因になっている場合が多いようです。人間は、信仰するしないに拘らず、各人

の運命そのものは、自分がつくり出していることを知らねばなりません。運命

とは、命を運ぶことであり、命とは、己自身でありますから、己自身が黒い想

念に支配された場合は、黒い想念に運命をまかすことになってしまいます。 

 成田山にいって死に見舞われるのも、その人の信仰そのものに、どこか間違

いがあり、黒い想念は、やがて、動物霊の支配下に自分を置いてしまったと考

えられます。人間は、肉眼の範囲しか物を見ることが出来ませんから、動物霊

というものが、どういうものか分りません。ところが、動物霊は、厳として存

在しています。動物は、もともと自己本位ですから、こういうものが人間に憑

くと、その人は、やがて、動物本能に左右され、人間としての自覚がなくなっ

てしまいます。 

 自分に危害を与える者には、徹底した憎悪を持ち、敵対意識が常に自分を支

配する。ところが、この世は、自分一人で成り立っているわけではないし、人

と人とが和合し、助け合うように出来ていますから、調和を乱す想念は、やが

て、その運命にも影響を与え、悪い想いは悪い結果を招くことになるわけです。 

 ――類は類をもって集まる。 

 これは神理です。法則です。従って、神社仏閣にいって、各人が利益追及の

みを願ったとすると、その想念は、やがてその神社、仏閣を包み、動物霊の住

家(すみか)となり、そこにきた信者が、もしも自己本位で手を合わせれば、そ

こにいる動物霊を呼びこむことになるのです。 

 信心は厚いが、年がら年中病気が絶えない。商売がうまくゆかない。お参り

にいって交通事故に会った、というのは、大抵はこうした動物霊信仰に身をお

く場合が多いようであります。 

 

 

天使の再来 Ｐ087 

 動物霊信仰でも、奇蹟はつきもの、といわれます。たしかにそうです。とこ

ろが、動物霊は、前にも述べたように、動物は所詮は動物であり、神理は説け

ないのです。ヘビの獰猛さ、キツネのずるさを想像してみて下さい。ヘビやキ

ツネに、慈悲とか愛が分りますか。まことしやかに人間をだましますが、元々、

本能のままに生かされているものですから、こうしたものが、人間に憑くと、

一時は、利益を与えても、ある時間が経つと、その本性を現わし、人間を食い

ものにしてしまいます。熱心な信者ほど病気をしたり、家の中がうまくゆかな

かったりするのも、そのためです。 
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 一般的にいって、教団の教祖、熱心な信者の状態をよく観察することです。

動物霊が憑ついている場合は、顔色が悪い、病気が絶えない、人を批難する、

人をおどかす、自己本位、エリート意識が強い、比較の観念にとらわれる、我

が強い、感情的、欲望的、愛がない、計算高い、無理を言う、などです。また、

教団によっては動物霊以外に、阿修羅が憑く場合もあります。この時は、戦闘

的、排他的、一本調子、他をかえりみない等です。 

 何れも、いうことはふるっています。けれども、日々のその人達の行動、言

葉を観察すれば、おのずとハッキリ認識されてまいります。 

 また、霊能者といわれ、いろいろなものを当てたり、予言をしますが、こう

いうものも動物霊が背後に憑いている場台が多いのです。動物霊は、現象界に、

非常に興味をもっていますから、神理がアイマイだったり、あるいは全然説け

ず、八卦に集中している場合は、すべて、動物霊とみて差支えありません。何々

の神、何々の命というようなことを喋るようならば、これは間違いなく動物霊

であります。 

 神仏そのものは、人間の体に、乗り移ることはありません。なぜなら、神仏

は、法そのものであり、慈悲と愛だからです。如来、菩薩といわれる方々は、

そうした神仏の法を説くために、この地上に神の使者として生をうけたのであ

り、光の天使ではあっても、神仏ではありません。この辺のことが、これまで

混同されていたようです。 

 こうした動物霊、阿修羅でも、奇蹟や病気治しをやるといわれますが、これ

と、神理に適った生活の随伴現象として起こってくる奇蹟とは、おのずとその

内容を異にしており、第一、その永続性、心身の安らぎという点で、まったく、

異質であることを知っていただきたいと思います。 

 

 

天使の再来 Ｐ153 

 人間の意識（この場合は主として想念）は無限に変化する。これを仏教で一

念三千という。三千とは無限という意味。サテ、人間の意識は変化変滅するよ

うにできている。なぜかというと、意識というものは、本来自由であり、なん

らの束ばくのないように出来ているからである。この意識は人間にだけに与え

られた特権でもある。そこで、意識と憑依の関係についていうと次のようにな

る。 

 まず、ある人が自我我欲の意識にとらわれたとする。すると、その意識―想

念は、幽界（地獄）で苦しむ我欲の亡者に通じ、亡者はその意識に乗って、そ

の人に憑依する。つまりその人に憑くのである。これを憑依作用という。憑依

作用は、霊的には、あたかも、その人の体についているように見えるものだが、

肉体そのものにつくのではない。意識に憑くのである。 

 意識に憑つくと、肉体にもつくようにみえてくる。これは、意識も肉体もも

ともと波動（エネルギー）から出来ており、したがって幽界に意識が通ずると

肉体もまた幽界に通ずるといった格好になるため、あたかも肉体に憑依したよ
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うにみえるのである。しかし、肉体は、同じ波動といっても、意識とは本質的

に異なり、意識をエネルギーとすれば肉体は、それを生かす有機体であるにす

ぎない。それほどに、意識と肉体では相違がある。 

 地獄（幽界）に落ちた亡者は、我欲の意識がそこに落ちているわけであり、

そこに肉体を持っている者の意識が通ずればわけもなく同じてしまう。憑依と

は、このような作用によって具体化される。地獄霊の憑依のほかに、動物霊の

憑依も同様である。ある人が動物的本能、たとえば、闘争的、排他的、自己中

心などに陥ると、動物霊が憑依する。動物霊は、本能のままに生かされている

から、人間がそのような生活態度になってくると、動物霊が憑依する。 

 神信心についても、ご利益本位は動物霊が憑きやすい。信仰の対象である何々

の神、仏、あるいは信者の信仰を一身に集めている教祖にしても、動物霊が背

後であやつっている場合は、 

① 常識的でない 

② やたらと人をおどろかす 

③ 神理が不自然 

④ 教祖自身が病気がち 

⑤ 信者同士の意見が合わない 

⑥ 教理を信者に押しつける 

⑦ 罰が当る等の現象が出てくる。 

 したがって、神信心も、こうした背景をよく考えないでやっていると、動物

霊が憑依し、やがて、その人の意識を支配し、いろいろな病気や災難の原因を

つくってゆく。地獄霊も動物霊も、このように、肉体を持った人間にたいして、

いろいろな悪さをするが、憑依の根本原因は何かというと、それは、他人でも

環境でもなく、みんな自分の責任である。地獄霊、動物霊は、こちらが意識を

その方面に向けなければ憑いてこないのである。その意識とは、自分本位、他

人はどうなっても、自分さえうまくゆけば、自分さえ健康で利益が上がれば、

という考え。また、自己満足に陥って、自分で自分のカラの中に閉じこもるの

も同様である。 

 

 

反省の要 Ｐ176 

 感情という意識にも、表面意識と潜在意識がある。通常私たちの生活の上で

動いている感情意識は、表面意識の感情である。このため、自己保存の感情が

どうしても強く現われ、こうした傾向が強く動き出すと、この領域が異常なふ

くらみをみせてくることになり、知性、理性の働きが弱くなってくるのである。

そうすると、悲しみ、恨み、そしり、ねたみ、嫉妬、憎しみといった感情想念

が我者顔でその人の心を占領し、自分で自分が制御できなくなってきてしまう。 

 霊的には、こうした場合は、その人の背後に動物霊（主にキツネ）や地獄霊、

魔王が憑き、その人の意識をあやつることになる。つまり感情の領域が異常な

ふくらみをみせ、知性や理性の共同作業の働きがにぶくなると、自分の意識の
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中に他界の悪霊が入ってきて、その人の肉体を支配してしまうのである。これ

は本人にとっても、家族にとっても不幸なことである。 

 そうならないようにするためには、さきにふれたように、各領域の共同作業

が常に円滑に行なえるように、反省という行為を欠かさないようにすべきなの

である。 

 

 

心に法ありて Ｐ007 

 いつの時代でもそうだが、法が世に伝えられ、広がってくると、その法を潰

そうとする魔が跳梁する。さまざまな噂を流し、中傷や批難が、あたかも真実

のようなひびきをもって、人びとの心を撹乱する。その戦術は外部からくるも

のもあれば、撹乱を意図して内部から突き上げてくるものもある。彼らにとっ

て、法は大敵なのである。 

 法が広がると、なぜこうした魔が競い立つのであろう。以前にも触れたが、

それは彼らの地上での生活の場を失うからならだ。闘争、破壊、独占、増上慢、

権勢欲、怒り――こうした想念は魔の働きによる。魔は混乱を喜び、破壊を望

む想念であるために法とは根本的に相入れないのである。 

 光と影の相関関係は、この物質界ではさけられぬ現象の一つかも知れない。

ある物体に光を当てると、光の当った部分は明るくなるが、その反対側は影が

映る。光が強いほど影も色濃く映る。 

 人の心もこれと同じように、光が当った部分は明るく、一方は暗い影を落す。

そうしてその影の部分が大きいと、現象が起こり、憑依しているあの世の生物

や地獄霊が浮き出てくる。五官にほんろうされた人の心は、こうして影の部分

が大きく、常に不安と迷いの生活を送っている。 しかしその心も、法という中

道の神理にめざめ、内在せる神性を求めつづけるならば、心は透明になり、天

上からの光を吸収し、影の部分は消え、光に満たされるのだ。つまり、明暗の

物質界から脱皮し、明のみの心となるのである。 

 法に対する真の自覚は、この時、はじめて生まれ、人は悟りの法悦にひたる

ことができる。 

 人間の偽我が生み出した魔の世界は、法の中では成立しない。そこで、手を

かえ品をかえて、人の心に食い入り、心の中に巣をつくろうとする。 

 法の歴史をみてもわかる通り、二千五百有余年前のブッタの時代も魔が跳梁

した。その前のエジプト時代もそうであったし、アトランティスのときも魔が

跋扈した。この時は、多くの天使が犠牲となり、肉体の生命をちぢめた。しか

し、その反作用がやがて起こって、魔に加担した者はことごとく、海底の藻屑

となった。 

 正法はその名の通り、正しい法をいう。正しい法とは自然の摂理をいい、慈

悲と愛の神の意思を指す。噂や中傷を耳にしても、心を動かしてはならない。

まず己れの正しい心に問い、判断を下すことだ、人の口車に乗り、自分を失わ

ないようにしたいものである。 
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8-２）【悪霊・占い(丸山弘先生のご指導) 】 
 

1997-2 月 Ｐ008【名付け】GLA 誌より転載 

問い：正法では、幸、不幸は己が造り出すものといわれ、まことにもっともと

思いますが、こと我が子の問題になりますと、そうもいかず、名前をつける場

合に字画や姓名判断に真剣になってしまいます。最近、婦人雑誌に「字霊」な

るものがあると載っていましたが、正しい名付の在り方を教えてください。 

 

答え：姓名判断、印相、字相、その他たいていの吉凶判断というものは、それ

なりの統計的資料を基礎に組み立てられているようです。それだけに一面の真

実を衝いているでしょう。 

 ところが十人が十人、この種の吉凶判断でその通りになるかというと、そう

なりません。人の運、不運は、その人の心の在り方、意志、努力、環境などが

総合されて生み出されてきますし、最大の中心は各人の心の在り方に原因を発

しているからです。ですから、姓名判断で吉と出ても苦労の連続であったり、

反対に凶と出ていても平穏な人生を送っている人もあるわけです。 

 ある易占い組合で会長までやってた人が、晩年不遇となり、三人の子どもに

背を向けられ生活保護をうけねばやってゆけなくなった例があります。この人

の中年までの人生はそれこそ飛ぶ鳥を落とす勢いでしたが、七十近くになって

急に足、腰が立たなくなり、易占いが全然きかなくなってしまいました。 

 原因を調べると、この人の生活態度に問題がありました。勢いのよい時は二

号、三号さんを持ち、家族をかえりみなかったばかりか、増上慢に陥り、何で

も当たる占いに頼りすぎたからです。易が当たっているうちはよかったんです

が、だんだん当たらなくなり、そうなると人も寄りつかなくなってきました。

自信を喪失したこの老人は、その後正法にめざめ、易占いでは自分も救えない

ことがわかりました。 

 姓名判断にしてもそうです。統計的に字画によって立身出世する傾向とそう

でないものとがあるようですが、しかしそれだけでは人生の吉凶は占えないも

のです。 

 姓名判断によると字画が悪いと字画の霊が働き、どんなよい運命も悪くなる

というのですが、いったい、運命とは何か、幸福とは何かです。うわべだけで

判断しないで、もう少し考えて欲しいものです。 

 たしかに、姓名にしろ、印相にしろ、こうしたものに霊の働きがあることは

事実です。しかし、その霊の働きは何がするかというと、実は各人の心がその

働きを左右させているのです。 

 たとえば何万と出して立派な印鑑をつくるとします。するとその人はその印

鑑を大事に扱うでしょう。三文判なら紛失してもすぐ買えば間に合う、とすれ

ば、その方は、粗略に扱うでしょう。しかし値段の高低にも拘らず印鑑はその

人の意志の表示であり、その人の分身であるとすれば、粗略に扱えば粗略の結

果が出てこようし、大事にすればその印鑑はその人を大事にするでしょう。つ
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まり滅多矢多羅に保証人に印を押すようなことはなくなります。 

 姓名についても当人が本当にその名を大事にし、正法を知った生活をするな

らば、姓名判断の吉凶に左右されず、凶が吉に大転換してくるでしょう。この

地上界は吉凶紙一重であり、のぼりつめた時は落ちる時でもあります。さまざ

まな思想や風説にまどわされず、子どもの仕合わせを願う文字ならそれでよい

ではないですか。いい加減に名付ければ子どももその姓名を粗略に扱ってくる

でしょう。この辺りが大変大事なところです。 

 

 

2000-8 月 Ｐ029【伝道だより】 

 最近の一七歳の少年の犯罪も、警察がどんなに調べても分からないのは、心

のひずみにより悪霊に支配されているからです。悪霊がその人間を支配して命

令する為、本人は何も分からないのです。人間の考えた肉体中心の法律や医学

では、悪霊に取り憑かれた人間の心の実態は分かりません。見えない世界があ

るのです。この世の次元と違う世界があるのです。正法を指導出来る心ある正

しい指導者でない限り、正しく解明する事は出来ません。両親の不調和や愛情

不足により心がひずみ、悪霊に支配されるようになったのです。 

 法とは神の御心です。『神の子人間よ、正法に帰れ』です。高橋信次先生の入

門の書であります「心の発見」「人間釈迦」を正しく拝読することが、正法を学

ぶ根本です。毎日正しく拝読し、積み重ねて行く事により、直接ご著書の一字

一字を通して高橋信次先生より心に感激、感動、悦びが頂けるようになるので

す。そして、更にその中に書かれてあることを、そのまま生活の中に生かし、

実行して行くのです。すると、次第に心が安らいで行くようになるのです。 

 

 

2000-9 月 Ｐ029【伝道だより】 

 まずしっかりと神理を学修したうえ、祀ってあったお札などをすべて、床の

間でもどこでもいいから並べ、形のない物は紙に書いて、「心行・祈願文」を拝

読して、 

 『長年にわたり大変お世話になりありがとうございました。つきましてはこ

のたび、偉大な高橋信次先生の法に帰依致しましたので、もしここに霊がおら

れましたら、あなた方は元のところへ帰ってください。本日より○日間、お供

えをして感謝を致しますので、その間に元のところへ帰ってください。○日経

ちましたら、紙とかお札の物質として処理致しますので、それまでにどうぞお

帰りください』 

 と言って、卵を約五個お供えし、毎日「心行・祈願文」をあげて○日経った

ら燃やすか、ゴミとして捨ててください。そして二度とそこに神棚があった、

そこに何かを祀ってあった等と思い出さない事です。思った瞬間にまた祀って

あったものが来ます。勇気を出してやってください。但し、神理を十分に学修

したうえ、指導のもとに行うことが大切です。勝手に行うと大変危険です。 
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2001-12 月 Ｐ047【伝道だより】 

 『健康祈願文』は悪霊を浄霊してくださいます。自分には悪霊が憑いていな

いと思っていても憑いております。そういう悪霊を浄霊する偉大な御教えを頂

いているのです。 

 高橋信次先生には、ご講演の中で『毒を食べる。毒を飲む』ということにつ

いてのお話がありますが、人が怒りの言葉を出すことによって、自分がそれを

食べる、そのことを毒を食べるといいます。毒を食べるということは、毒がま

わるということです。毒は、何が出すのかと言いますと、相手に憑いている魔

が、その人間の心に対して投げつけるわけです。ですから毒がまわったら、そ

の人間に悪霊が憑依していると思わなければいけないのです。それを浄霊する

ことを毒抜きをするというのです。 

 

 

2002-3 月 Ｐ060【伝道だより】 

 勤めている会社に他力信仰の神様等をお祀りしてある場合は、殆どそこには

悪霊がおりますから、家に帰った時、入る前に自分の手に息を吹きかけ、肩を

叩きながら『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎ

をお与えください。私の周辺にいる諸々の霊よ、あなた方は私の修行の妨害を

してはならない。直ちに元のところに帰りなさい』と言って、追い払うように

してください。 

 お通夜や葬式に行かれた場合も同様です。 

 

 

2002-6 月 Ｐ024【大いなる反省の機会を頂いて】女性(会社員)の方の投

稿より 

 ・・・本来犬が好きな私は、犬を見ると実験で使っていた犬達の事を思い出

し、そのたびにあの犬達には本当にかわいそうな事をしてしまったという自責

の念にかられ、どうか神様、犠牲になっているビーグル犬をお救いください、

と祈っておりました。 

 しかし、その間違った思い方は肉体的な現象として私に現われ、心は晴れる

こともなく体は疲れやすく、時々頭痛がしたり、朝起きられないような状態が

続いておりました。 

 ・・・先生に、「私は実験に使った犬をとてもかわいそうに思ってしまうので

す」とお話しさせて頂いたところ、先生は、「かわいそうに思うのではなく、謝

罪をするのです。かわいそうにと思ったら、動物霊はワーッと貴方のところに

やって来ますよ。貴方はまず実験犬の一匹一匹に対し、自分の愚かな罪業を心

から謝罪をすることです」とご指導頂き、その時初めて自分の間違った反省の

仕方に気付かせて頂きました。 

 ・・・「かわいそうにという思いは、相手を抱きしめることになり、貴方に憑

くことになります。かわいそうではなく哀れが正しい言葉です。動物霊の恨み
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の念は貴方様が思うようなそんな簡単なものではありません。一歩間違えれば

貴方の命まで奪ってしまう程恐ろしいものです。また動物霊を正しく導くこと

が出来るのは、光りのある魂でないと出来ないと思います。光りのあるところ

には動物霊も憑くことが出来ません。今回、犬が憑いたのも貴方が正法を必死

になって実践し、反省していなかったからではないでしょうか。心が緩んでい

たように思います」とのお言葉でした。 

 

 

2002-7 月 Ｐ061【伝道だより】 

 ・・・偉大な主に・・・『新興宗教を遍歴した人は、悪霊に魂を売った人であ

る。己に厳しい厳しい反省をして消さない限り、折に触れて悪霊と導通するよ

うになる』とお導きいただいております。 

 

 

2002-12 月 Ｐ059【伝道だより】 

 貴方様にとって一番大切なことは常に感謝の思いを持たれることです。私達

の周辺にはいろいろな目に見えない細菌がいて肉体の弱い部分に感染したりし

ますが、肉体に抵抗力があれば細菌に蝕まれることはありません。 

 心の面でも私達の周辺にはあの世の悪霊が一杯いますが、法による悦びと感

謝の思いで光に満ちた人の心には、絶対悪霊は進入出来ないのです。心に悦び

と感謝、愛による光を頂いているからです。ですから、体の調子の良い時悪い

時、常に心の思いを点検するようにしてください。 

 

 

2003-3 月 Ｐ063【伝道だより】 

 ・・・『占いの本』が原因です。運命は、占いや手相では決まりません。その

ようなものを信じていると、人生が狂います。心を汚すことになります。まだ

家に在るようでしたら処分しなければいけません。新興宗教と一緒です、悪霊

です。これを信じておられた頃は、苦しみが多かったはずです。 

 

 

2003-4 月 Ｐ046【伝道だより】 

 悪霊は調和を嫌いますから、夫婦を始め人間同士の仲を引き裂くのが特徴で

す。それが悪霊にとっての悦びなのです。 

 逆に正法は、神のみ心『調和・愛』が根源ですから、別れた者同士を何とか

復縁させようとされるのです。 

 

 

2004-3 月 Ｐ115【伝道だより】 

 ・・・まず貴方様は、他の人を裁いたことを反省しなくてはなりません。裁
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きの心は地獄に通じているのです。ですから、貴方様には悪霊がきています。

反省して心をきれいにすることです。 

 愛とは、助け合い、補い合い、許し合い、生かし合うことです。特に、女性

は子供を産み育てる役割を頂いているのですから、溢れんばかりの愛を常に持

っていなくてはならないのです。人を裁いては、愛の心は持てないのです。常

に心をきれいにして、神の光に満たされるようにしなくてはならないのです。 

 

 

2005-11 月 Ｐ050【伝道だより】 

 今回間違った供養をされたため、お体の具合が悪くなり必死の思いで学修会

に出席された方がおられました。その方は、お墓に一人でお掃除に行かれ、ご

先祖の皆様に、「お父さん！今私は偉大な主・高橋信次先生の心の勉強をさせて

頂いているのよ。毎日感謝の思いで一杯です。この世に出させて頂いたのは修

行だそうですよ。私がもっと分かるようになったらお父さんにもお話して差し

上げますからね、待っててくださいね」等と話しかけられたそうです。 

 すると、その夜、足が動かなくなり、学修会に行こうとすると、足や腰が重

くて背中に鉄板が入ったようになり、やっとの思いで来られたそうです。先生

は、「今日の貴方はおかしい。どうされたのですか」とお尋ねくださり、前記の

経緯を聞かれ、呼吸が深く出来なくなったのではないか、食事も食べられなく

なったのでは、また眠れなかったのでは等と次々等ねられました。その方は「ハ

イ、そうです」と力無く答えられました。 

 「貴方は何か正法の実践の仕方に間違いがあるのではないかと思います。ま

ずお墓に行ったことは間違いです。自分を過信するなかれ、です。先祖とお呼

びして、何百万の迷える先祖たちが『助けてくれー』と、一度に押し寄せて来

たらどうしますか。殆どが迷っているのです。貴方の目には見えないけれども、

貴方にすがって来たため、それから貴方は立てなくなったのではないでしょう

か。今日から、お願いをされて、偉大な主・高橋信次先生のご講演カセットテ

ープをオートリバースで一晩中かけてください。周りにいる諸々の諸霊に聞か

せるため、また貴方も拝聴して、 

 『大宇宙大神霊・仏様、私は自分の精進や先祖供養を自分中心の思いでやっ

て来ました。何卒愚かな思い、行いをお許しください。これから心を入れ換え

て精進し直します。何卒私の心に光をお与えください。心に安らぎをお与えく

ださい。私の周辺にいる諸々の迷える霊よ、あなた方は元の所へ帰ってくださ

い』 

 と唱え、当分朝、晩二回『心行・祈願文』を上げ、テープは一週間ほどかけ

て反省し、お詫び申し上げてください。貴方の心からの謝罪によって、貴方が

光を受け入れられるようになられた時、天はお救いくださるでしょう」とお話

しくださいました。 

 先祖供養は、自分が精進して光に満たされていなければ先祖の皆様をお救い

申し上げるお手伝いは出来ないし、大変危険であることを深く学ばせて頂きま
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した。 

 

 

2005-12 月 Ｐ069【伝道だより】 

 伝道について、皆様は誰にでも伝道して良いとは思ってはおられないと思い

ます。一番大事なことは、精神病の方には伝道しないことです。精神病院に通

っておられる方の多くは、全員とは申しませんが、悪霊が憑いている人が非常

に多いのです。此処にその様な方を連れて来られますと、それを受けやすい人

が受けて、また混乱が起きる恐れがありますから、悪霊に憑依されている人、

精神病院に通っている人には伝道しないでください。大事なことだと思います。 

 憑依されている人の悪霊を、いくら霊能者であろうが無理にもぎ取るという

ことは出来ないのです。その人が、正法というもの、神仏様を、ある程度信ず

る能力、自力がない限り取ることは出来ません。ですから、憑依は、現代医学

ではもちろん治せませんし、正法でも自力が必要なのです。 

 

 

2006-11 月 Ｐ028【会員からのレポート】女性(主婦)の方の投稿より 

 ・・・その後、徐々に食事を増やしながら、父の体力が戻るのを待っており

ましたが、丸山先生から「お父さんが回復するのを邪魔しているものがありま

す。何か今までに信仰していませんでしたか？ 亡くなった息子さんも、それ

が影響して、光明の世界に帰れず、苦しんでおられます」とご指導頂き、今ま

での信仰や思想等をいろいろ思い出すことや、関係の品がないか探す作業を致

しました。 

 すると、父は母と結婚する前に「金光教」に入っており、結婚後二年ほどで

やめていましたが、またその後両親は「龍神様」にいろいろ相談に行き、その

龍神様という人が書いた掛け軸が家にありました。そして、亡くなった兄が、

「てんかん」を発病する少し前から、ある霊感師が家に出入りするようになっ

ていました。その人が書いた占いの本も家にありました。その他、最近テレビ

に出ている有名な霊感師の星占いの本もいくつかありました。 

 丸山先生にお伝えすると、先生から「他にも仏像やお札、お守り、神棚なん

かはありませんか？ そういうものがあると、その物を縁としてそこに不調和

な霊が住むようになります」とご指導頂き、さらに、いろいろ家捜しをし、宗

教・思想に関係ありそうな品々をいろいろ探し出しました。そして神棚も、つ

い数ヶ月前に大工さんに作り直して頂いたばかりでしたが、思い切って取り外

すことに致しました。そこに神棚があったことを思い出すだけで、かつてそこ

にいたものが帰ってくると、丸山先生からお聞きしたからです。 

 そしてそれらの品々を仏間の応接台の上に並べ、丸山先生から、お教え頂い

たとおりに、新鮮な卵を約一○個お供えし、夫と母と三人で『心行・祈願文』

を上げさせて頂いてから、教えて頂いた浄霊文を拝読致しました。 

 「皆様には長年大変お世話になり、有り難うございました。この度私たち全
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員、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました神理・正法に帰依致しま

したので、只今から○月○日いっぱい、生卵をお供えし感謝申し上げます。○

月○日には、これらの物を物質として一般のゴミとして出しますので、何卒そ

れまでに元の所にお帰りください。長年お世話になりまして、有り難うござい

ました」と言って、その後毎日それらの前で『心行』を上げさせて頂きました。 

 そして、それらをゴミとして出す朝のこと、滅多に夢を見ない母が、はっき

りとした不思議な夢を見ました。仏壇のある部屋が騒がしいので行ってみると、

五～六人の背広を着た男（顔は人間のようではなかったそうです）が宴会をし

ていたと言うのですが、一人は人間ぐらいの大きさ、他は皆犬ぐらいの小さい

人たちで、母が「うるさいわね」と言うと、窓から一斉に出て行ったそうです。

母はその夢をみて起きた瞬間、「あんな者達が今までこの家に住んでいたんだわ。

早く追い出さなくては」と思い、『心行』を上げさせて頂いてから、ゴミとして

出したそうです。 

 そしてほっとして家に帰ってきて電話の前に座った瞬間、電話が鳴り、こん

なに朝早くに誰かしらと思いながら電話に出ると、「金沢の丸山です。今ゴミを

出されてほっとしていますね。ご苦労様でした」という電話を頂き、母は本当

にびっくりし、私に「丸山先生は全部お見通しよ！」と興奮して電話をしてき

ました。私も本当にびっくり致しました。それから、丸山先生からお聞きして

いた通り、今まで暗く感じていた仏間を始め、家中が大変明るくなり、神棚が

あった部屋も大変居心地が良くなりました。 

 

 

2006-11 月 Ｐ074【伝道だより】 

 その敷地に隣接して祀ってあるお稲荷様の影響でお子様達が続けて骨折をさ

れた方が「まだ新しく購入したばかりの家ですが、より良い環境の家を捜して、

不動産業をしている義弟にお願い致ししました」と話されると、 

 「正法に触れる前に購入された家なので仕方ありせんが、お子様が二人も続

けて怪我をされたのに貴方様が平然とされていることに大変驚きました。でも

小難ですんで良かっですね。今後は、偉大な主・高橋信次先のお導き通り、百

点満点で生きられるよう精一杯努力され、日々一秒一秒の心に思うこと、行う

ことの点検を十分され、一日の終わりには必ず正しく反省をされますよう精進

努力していただきたいと思います・・・」とお話しされました。 

 

 

2007-3 月 Ｐ071【伝道だより】 

 大方の人はこの世におけるいろいろな宗教に触れています。正法を求めて来

られる方に対して注意をして頂きたいことは、その中でも特に、動物霊等の悪

霊を長年信仰してきた方には伝道をされないことです。龍神や狐等の動物霊は

一度憑いたらなかなか離れないようです。悪霊は自分の住む処を守るために、

伝道をした方に対しても、大きな反作用を返して来る場合があります。特にご
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注意ください。 

 ・・・皆様が正しくご精進され、心の目が開いてこられますと、その背後に

いる霊が見えて来るようになります。その信仰を辞めておられたとしても、残

骸が残っている場合があります。体から出ている後光も、神の光ではなく、動

物霊の光が出ています。日々のご精進努力次第で、天上界では次々お見せくだ

さいます。動物霊に限らず、これまで他力信仰をされて来た方には、この場に

おられても、それは曇りとなって残っていますので、特に、しっかりご著書を

拝読され、己に厳しい反省をされることが大事と思います。 

 

 

2008-7 月 Ｐ051【伝道だより】 

 ある女性の方が、「子供の体調が悪くなったのは、実の姉から頂いた他力信仰

のお札のせいではないでしょうか」とお尋ねになられますと先生は、 

 「そうではありません。貴方様がそのお札を貰われたことによって、それが

子供へ影響したのではないかと思われたことと、貴方の心が、大変なものを貰

ったと動揺したからです。それらが原因で、お子様と心の調和が取りにくくな

ったからです。今、貴方様の後ろにお姉さまが来ておられます。貴方様が気に

しておられるからです。正しくないものを食べてしまわれたからです。 

 『ありがとう』と言ってお返しすれば良いのです。もっとご著書をしっかり

拝読してください。しっかり拝読させて頂いたら、どんなものを食べても腹下

しはしません．正法を学んでいる人は、正しく実践することが大事です」とお

話しくださいました。 

 

 

2011-2 月【伝道だより】Ｐ029 

 その方が「小学三年生の息子は凄く怖がりで、夕方になると一人でトイレに

も行けません。寝室の押入れから白い手が出ていたと、震えて飛んで来たこと

もあり、気になるのですが……」とお尋ねされますと、先生には、 

 「実際に霊が居て、お子様には見えるのかもしれませんよ。けれど恐れるこ

とは一つも無いです。どんな方も常に神様が守ってくださっておられるのです

から。 

 ・・・そして、お子様に対して、『○○ちゃんにも神様が付いておられて、何

時もお守りくださっておられるのだから、何も怖がることはないのよ。何時も

明るく、人のために生きるようにしていたら、暗い所も怖くなくなるよ』等、

分かり易いようにしっかりと噛み砕いてお話しれることも大事だと思います」 

 と、分かり易いように事細やかにご指導くださいました。 
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8-３）【魔・己心の魔(ご著書より) 】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ214 

 良く「魔がさした」というように、私達の生活の内部には、心の針が、電流

計や温度計、自動車のスピードメーターのように、善と悪、明と暗の間をふら

ふらと動いている。悪の暗い想念にその心の針が指すとき、私達に魔がさすの

である。その故に、常に心の針を光の善の世界に指示するような生活が、人生

の修行目的の一つとならねばならないのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ252 

 正しい法が人々の心に浸透されて行くとき、“魔”は自らの世界を守るため、

不調和な心の持主の心に入り反撃をする。魂の修正への抵抗である。今まで不

自然なものを信じていて正法につこうとする人々の心に動揺を与えるのである。

だから正法を悟ろうとする人々は、肉体の支配者である己の意識、その中心の

心の王国をしっかりと固め、不調和なものが入りこめない自信を持つこと。絶

対に迷うことなく、最も人間らしい自分の心に束縛のない安らぎの生活をする

ことである。そうすれば、神仏の光によって覆われるから、魔は近づくことが

できず、諦めて去る。 

 己の心の王国の支配者は自分自身であり、不調和なものの侵入は絶対に防が

なくてはならない。また信仰をしていても心に安らぎのない人々は、良く反省

することが必要である。神仏を信仰しているからといって、他人と、口先や単

なる行動のみで調和を計ろうとしてもそれは不可能なことである。 

 他人の言動に惑わされない心を持つことが必要であり、怒りや恨みを表面に

出さないから悟っているという考えは、正法ではない。自分の心の中から、怒

り、恨み、妬み、そしり、みだらな情欲の想念は、これを捨て去ることである。

不調和な想念を溜めていると、必ずいつか爆発する。我慢は、心の倉庫に保存

するものではなく、不調和な問題にこだわりを持たないこと、が正法である。

我慢を心の中に蓄積していると、魔王に支配され、己を忘れて心の王国をじゅ

うりんされる。肉体的、精神的に不調和を起こし、病気の原因ともなる。 

 地獄界の各段階を支配している魔王は、この現象界の不調和な人々の暗い想

念に覆われた心の世界を支配し、もっともらしい屁理屈をいってその人々の心

を惑わし安らぎを与えない。魔王に意識を支配されているときは、不眠症にな

る。その時間は周期的にやってくるものだ。 

 しかし、人間の心が調和されているときは、彼らはそれを支配することがで

きない。 

 正法を悟って生活している人々の霊道が開かれると、その人の考えを耳もと

で注意してくれたり、神理を教えてくださる守護霊や指導霊の言葉は愛と慈悲

に満ち満ちているが、地獄界の魔王達のそれは、増上慢で、利己的で、威圧的

であり、決して人に安らぎを与えない。自ら己は神であるとか、如来だの、菩
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薩だの、不動明王だのと威張って、常にいうことが違う。不自然なことを真し

やかに語り、人の心を欺瞞し、ほんろうする。それに肉体を支配されている人

人は、やがて疲労して病気になり、精神的にも錯乱状態になって行き、廃人同

様の人生を送らせられるようになる。怖るべきことである。 

 たとえ霊能者と称しても、その人の心の状態によっては、それは善にも、悪

にも支配されるのだ。魔王や動物霊達は、たとえ予言や病気を治しても、それ

は一時的現象であり、私達は絶対に信じてはならない。良く心を動ずることな

く、判断して近づかないことが必要である。彼らの真理は矛盾に満ち、自己主

張が強く、攻撃の本性しか持っていないからだ。 

 魔王はまた無理難題をいい、組織を乱す人々に対しては、罰が当たるとか、

業が出て消えて行くとか、脅迫じみたことを神仏の命のように語る。金銭的に

汚く、布施を強要したり、妬み、恨み、そしり、怒りの塊りで喜怒哀楽の差が

はげしい。それは自己の欲望が満たされたときは喜び、不満のときは他人をの

のしり、怒り、常に自己中心である。ただ祈ることによって人間の欲望は満た

され、貧乏人は金持ちになり、病気は治り、希望はかなえられると、彼らは約

束をする。このようなものは絶対に信じてはならない。神仏は、万象万物を人

類に預けているのであって、いくら祈っても強欲な人間の願いなど絶対に保証

しない。正しい心と努力なくして神仏の加護はあり得ないことを悟るべきであ

る。 

 また動物霊に支配されている人々は、もっともらしいことをいうが、自分の

心の中はいつも不調和で欲望の塊りである。たとえばお経を供養するのが信仰

だというが、経文の教えを実践することは忘れている。真理のごときを説いて

も心はなく、彼らの生活には一貫性がない。常に身近な肉体先祖を祀り、良い

戒名を与えて供養することによって、不幸がなくなることを主張する。貧乏、

病気、事故に対しては、信心が足りないとか、神仏の崇りだとかいい逃れをし

て自己の教義を押しつける。貧乏も病気も事故も、実は己自身の想念と行為に

よって現象化したものであり、他の者の仕業ではないのだ。 

 私達は、このことを良く悟らなくてはいけない。彼らの神理らしさに惑わさ

れず、その想念行為を良く確認することが重要である。 

 また彼らの多くは、数多い異性と交渉を持ち、情欲のとりことなる特長を示

す。神の名、如来、菩薩、諸天善神の名をかたり、人々の心に信頼感を与えよ

うとする。注意すべきだ。本物の如来、菩薩、諸天善神は、人間の心の在り方、

正しい行為について教え、過去世の言葉を自由自在に語り、転生輪廻を具体的

に説き、人々の心に安らぎと調和を与える。決して増上慢や自己主張をせず、

謙虚で、神理に矛盾はなく、心と行ないにも矛盾がない。慈悲と愛に満ちて人々

の心を導くものである。 

 動物霊が見せる霊視現象は、菩薩、如来、諸天善神に変化して見せる場合が

多く、彼らは怒る心、情欲の心を持っており、金品を強制し、慈悲も愛も口先

だけで、陰では我欲の権化である。 

 また、心がない組織は、常に調和がなく、形式、作法、戒律のみにきびしく
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地位や名誉に固執する。形造ったものを拝む対象として祈ることが信仰である

と力説し、ご利益主義、他力本願に導き、指導者の地位を磐石にしようと自己

保存の強い性格を持つ。排他的でもある。 

 動物霊は、私達の心の眼で見破られると良く本性むき出しになるが、正法を

悟っている人々に対しては、協調的に見せかけるか、裏切り行為をする。こう

した集団には同類の生命が集まり、類は類を呼ぶ法則に従って、己の本性を忘

れ去った人々の集団と化している。ここには、心の安らぎのある人々は少なく、

心の正しい人間は疑問を持って退転する。 

 同じ動物霊の中でも、稲荷大明神や竜王達諸天善神の指導を受けている動物

霊は、使い姫として活動していて、人間に対して決して悪い行為はしない。そ

うした霊もある。 

 信仰をすればするほど不幸が起こり、心に安らぎを得られない信者達は、良

く自分自身の本性を見て反省し、一日も早く動物霊に侵されている形式信仰の

泥沼から足を抜き、悟りへの道に歩み出すべきである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ127 

 ・・・人間は、誰でも仏性というものを心の隅のどこかに持っているものだ。

このように、増上慢の者でさえ、肉体的に現象となって現われてしまえば、最

後には一切の執着を離れ、心を裸にしてしまうのである。 

 「どうぞ自由にして下さい」 

 という善に対する心は、決して自己弁護はしないものだ。ただ、救いを求め

る。 

 そして、どんな悪魔でも魔王でも、慈愛の心に勝てるものではない。 

 たとえ肉体を亡ぼされても、絶対に死ぬことのない魂まで、彼らは亡ぼすこ

とはできないのだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ100 

 悪魔とは、人間の体に巣をつくる回虫のようなものなのである。回虫が体内

に巣をつくると、食べたものは皆それらに吸いとられ、人間はやがて衰弱して

死に至る。それと同じように、悪魔に魅入られると、人は正常心を失い、やた

らと闘争心がつのってくる。そして、自分に敵対するものは、情、容赦もなく、

これをたおさずにはすまなくなってくる。血をみて快感し、人の不幸に、冷然

としていられる。自分に意識がもどったときに、なぜあんなことをしたのだろ

う、と思うのである。しかし、もうこれでは遅いのだ。 

 人の不幸や悲しみを喜ぶ者はない。だが、自分と競争相手にあるとか、頭を

四六時中押さえつけている人が、たまたまそうした目に合うと、ざまあみろ、

という心を持たぬ人は少なかろう。悪魔は、そうした心のなかに、巣をつくる

のである。つまり、人の心のなかには、悪魔が、常に、ひそんでいるのである。
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そうして、人の不幸をもて遊ぶ程度が深くなるにつれ、いつしか自分の体が重

くなり、環境が不調和になって、それから抜け出したいと願っても、もうどう

にもならなくなってゆくものである。悪魔は、人間がつくり出した業想念であ

り、悪のエネルギーである。人間社会が混乱し、人の心がすさんでくると、悪

魔となってあの世に帰った人間たちが、現象世界にひきよせられ、すさんだ人

の心にはいり、いっそう悪事を働くようになるのである。 

 今から千五百年以上の昔は、悪魔が人の心を支配していたため、人を殺めよ

うと、婦女を凌辱しようと平気であった。人の生命は虫ケラ以下であったので

ある。現代でも戦乱が続くと、悪魔は、時代に関係なく、人の心と隣り合わせ

に住んでいるのであばれ出す。 

 

 

人間釈迦① Ｐ221 

 肉体から出ている精気の色彩は、そのまま、その人の心の状態を表わしてい

る。怒り、ねたみ、欲望、ぐち……。こうした想念が心を支配していると、赤

や黒や灰色に包まれてくる。 

 反対に、慈悲や愛の心、自我欲望の少ない人のそれは、金色や緑、あるいは

紫の色彩を帯びてくるのである。 

 したがって、心の状態は、心眼をひらいた人の前では、絶対にごまかしが出

来ないということになる。 

 精気の色彩は、そのままあの世に通じ、反映する。このため、そうした心を

持つと、その色彩に応じて、あの世の魔王、地獄霊、動物霊をひき寄せ、精神

的、肉体的に、さまざまな現象となって現われてくる。たとえば奇癖、非常識、

病気、事故などは、あの世の底辺の生物が作用することによって起きてくるの

である。色彩の美しい、安らぎのある緑、金色(この世の黄金色とは多少ちがう）

になると、あの世の天使がその人を導いてくれるので、安心した生活が送れる

ようになってくる。 

 

 

人間釈迦① Ｐ253 

 瞑想は単に、無想の境を求めるものではない。心の垢をそのままにして無想

を求めると、心の垢に応じた結果を招きやすい。心の内面において、たとえば、

神仏を求める心と、名誉や欲望とが雑居していると、欲望に応じた魔をひき寄

せる。神仏を求める心は、人間であるかぎり、当然であるからだ。 

 魔王や阿修羅、動物霊を呼び込むのは、心の垢を落さずに、無想となった瞬

間に入る。もちろん、無想の瞬間は、なにも瞑想のみでない。仕事に、念仏に、

我を忘れたときも同じなのだ。無想には、いろいろな意味があるが、それは反

省を積むことによって明らかになってこよう。 
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人間釈迦① Ｐ277 

 禅定は、第一から第九の段階に分けられる。第一とは反省である。反省し心

の曇りを払うと、第二、第三と進むことができる。もし反省を省略し、無念無

想の状態を続けようとすると魔に侵される。 

 守護霊との対話のできる禅定は、第四禅定である。もちろん、第四禅定でも、

人によって中身が異なる。話が出来たからといって、禅定の中身が、第四段階

に入ったと思ってはならない。 

 釈迦の禅定は第九禅定といって、大宇宙と一体となった禅定であり、この禅

定は余人には真似が出来ない。 

 

 

人間釈迦② Ｐ099 

 肉の身の人間は、物事が順調に進み、迎合者が多くなると、ついには増長慢

に陥る。 

 苦渋の中にさまよい、謙虚だった心が失われ、人びとの上に立ってしまうの

である。 

 ことに信仰の場合はそうした傾向にもっともなりやすい。人間離れした力が、

人びとをして一層、畏敬の念を抱かせてしまうからである。悪魔はこうした時

に忍び寄り、次第に本人の心を占めてしまう。十年前のその人の姿は変わらな

くとも、心の中身が大きく変わり、不自然な言動が多くなってくるのである。 

 心は瞬々刻々動いており、変化している。昨日の心は今日の心ではない。向

上しているか、後退しているか、とどまっているかの何れかである。 

 それほど心は動きやすいのである。 

 ブッダは、人間の動揺常なき心を悟っており、心の曇りをつくらぬよう人々

にも説き、自身もまたそれを戒めていた。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ011 

 ・・・外からの言葉は、自分の潜在意識の声とは異なり、動物霊や地獄霊な

ど悪霊のささやきといってもいいだろう。なぜかというと潜在意識は自分自身

であるから内から聞こえ、人格がちがう動物霊、地獄霊は自分以外のものだか

ら当然外側から伝わる。 

 外からの状態は非常に危険なもので、本人がそれに気付かず、その声に耳を

傾け、それに興味を抱いてくると、その人の意識の一部が毒されると共に、や

がて意識の一部がそれらの者に占領され、二重、三重人格となって廃人となる

ことがおこってくる。 

 また、意識の一部を占領されると自分の内側から言葉が聞こえ、パラミタと

間違えることもある。 

 生命の兄弟、あるいは友人や先輩の場合は、現実の当人の生活を乱すような

言動は一切しない。本人の不幸は生命の兄弟の不幸にもつながるからである。 
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 感情の起伏が激しく、あるいは自分の意を通すためには人の心を無視する言

動のある者が、こうした現象に出会ったならば自重と反省が必要であろう。 

 また、こうした現象が起こらなくても、自分の予想がよく当り、増上慢に陥

っている場合は、間違いなく他界の地獄霊、動物霊が憑依していると考えなく

てはならない。 

 長年それに気付かず、己の心に魔が巣をつくり、ひそんでいることがよくあ

るが、これを称して己心の魔という。 

 己心の魔は霊的能力を自己の欲念をもって求めると現われてくる。そうして

第二の性格となって表面化する。 

 魔の虜になると自分の心も身も自分の意志通りにゆかず運命の歯車が大きく

変わってくる。 

 したがって危険このうえもないことになる。 

 

 

原説般若心経 Ｐ046 

 ・・・常に慈悲深く、愛に富み、勤勉で、偽りがなく、感謝の心を持って、

報恩の行為を実践している者達の心は、常に光明に包まれているのです。 

 このような私達の生活の中に、天上界の光の天使はその人々の幸福のために

協力をしてくれるのです。 

 逆に、心の不調和な人々には、地獄の魔王や動物霊達が、不幸になるために

協力します。どちらを選ぶかは当人次第ということです。気違いやノイローゼ

になった人々が、今までの人格が変わってしまうことがあります。 

 これは、ほとんど地獄霊の仕業で、憑かれている不調和な人々の意識を支配

してしまうからです。 

 これにも、原因と結果の法則が存在していることが解ったら、自分の不調和

な心と行ないを修正する以外にはないでしょう。 

 すべて“心”の作用だ、ということです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ181 

 ───マラー・・・この得体の知れない怪物、悪魔は、いつ、どこで、どう

して生じたのだろう 

 ───マラーとは、一体どのようなものなのだろうか。 

 マラーとは、人間の身体に巣食う回虫のようなものです。回虫が体内に巣食

うと、食物はみなそれらの虫に吸いとられ、人間は次第に衰弱してゆき、やが

て死んでしまいます．それと同じように、マラーに魅せられると、人は正常な

心を失い、やたらと闘争心がつのってきます。 

 自分に敵対する者は、情け容赦もなくこれを倒さずにはすまなくなってくる

のです。 

 血を見て快感し、人の不幸を喜ぶ。そして、自分の意識にもどったときには、
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なぜあんなことをしたのだろうか、と思います。しかしそのときにはもう遅い

のです。 

 普通なら、人の不幸や悲しみを見て喜ぶ者は少ないものです。だが、自分の

競争相手とか、いつも頭を押さえつけている人が不幸になると、ざまあみろ、

という心を持つ場合はあるでしょう。 

 マラーは、そういう不平不満のある人の心の中に常にひそみ、その心に不調

和を作り出してゆくのです。 

 人の不幸を喜ぶ程度が深くなるにつれ、その人の身体はいつか重くなり、肉

体的には勿論その環境も不調和になり、その苦しみから抜け出るのは、なかな

か困難になります。 

 そうならないためには、自らの心を正す以外にはないといえます。 

 マラーは、この地上界で不調和な人生を送り、死んで地獄に堕ちた者達の世

界を支配しています。そして、生きている不調和な心の者達の業想念に通じ、

この現象界に、そうした人間がいる限り現われてくるのです。 

 人間社会の混乱は、人間の心の不調和な行為が作り出す暗い雰囲気や、足る

ことを忘れ去った欲望に起因しているのです。 

 

 

心の原点 Ｐ069 

 あの世にも、魂のよりよき向上をはかって修行をしている動物から、地獄界

で本能のままに、きびしい環境のなかで生き続けている多くの動物達がいるの

だ。 

 そして彼らのなかには、この地上界で欲望に眼のくらんだ人々の心のなかを

乱している者も少なくない、ということを知るべきではなかろうか。 

 諸天善神といえども、不調和な心を持った人々の心のなかに居を構えている

不調和な動物霊や地獄霊、さらに増上慢の魔王や阿修羅達を支配することはで

きないのである。 

 なぜなら、人間は自らの心の王国の支配者であり、自ら不調和な想念と行為

を修正しない限り、慈愛の光明に包まれることがないからだ。 

 たとえ、諸天善神が、不調和な霊達を支配しても、心悪しき人々は、おのず

から苦しい不調和な者達を呼び込んでしまうということだ。 

 諸天善神の支配は一時の清涼剤にしかすぎないのである。 

 すなわち根本的解決にはならないのだ。 

 不調和な地獄霊に支配されてしまうと、人は心定まることなく、常にイライ

ラの連続であり、自分自身を失ってしまうのである。 

 肉体舟は、本来一人の船頭（意識・魂）が支配しているのだが、その人間の

心が不調和だと、地獄霊に支配されて、船頭は二人にも三人にもなってしまう

のである。 

 地獄霊達が、耳もとでささやいたり、心のなかで話しかけるために、自分で

あって自分ではないというような状態になってしまう。つまり精神分裂症のよ
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うになってしまうということである。 

 躁鬱といった、中道の心を失った両極端な心の状態になり、自らの人格を失

ってしまうものなのである。 

 繰病の場合は、開放的になって、完全に地獄霊に支配されて、自分を失って

いる。 

 もはや霊囲気は乱れて、不眠の状態が続き、幻覚をおこしたり、支離滅裂の

言動をとるようになっていく。 

 日頃の鬱憤を晴らすように、心のなかにあるものを見境いなく語ってしまう。 

 このような人々の日常は、鬱々とした生活で、心のなかに恨みや妬み、そし

りの心が強い。 

 表面はおとなしいように見えても、虚栄心と自尊心は人並以上に強い者達な

のである。そして、また、自分自身を失っており、感情の起伏がはなはだ極端

になり、心の安定を欠いているのである。 

 鬱病の場合も、本人を支配している地獄霊の性格がそうさせる。 

 これは、過保護の教育、放任教育と、両親の心の不調和が原因となっている。 

 親子の対話が、ほとんどない環境に、このような心の者達が育てられて行く

ということだ。 

 暗い想念におおわれて、すでに神の光を受けることができない、自らの心を

地獄霊に売ってしまった者達なのである。 

 これを正しくするのには、勇気と努力によって、自らの性格を中道にもどす

以外にはないということだ。 

 暗い想念におおわれた人々を、諸天善神は守ることができないのである。 

 それは、この地球上が修行場であるとともに、人間には個の生命としての尊

厳があるからだ。 

 家庭生活をする人間が、心の価値を知って互いの信頼と慈愛の行為によって、

明るく生きることが大切だといえよう。 

 そして、憑依している地獄霊達に、これ以上、神の子として犯してはならな

い、重ねてはならない罪を教え、離れて貰う以外にはないのである。 

 常時、憑依しているのではないから、地獄霊達に、心の持ち方を教えること

が大事なのである。 

 正しい中道の生活が、日常のなかに行為となって現れたとき、自分自身を取

り戻せるということである。 

 不調和な信仰などに深入りすると、ますます彼ら地獄霊の、無慈悲な行為が

現われてくるといえよう。これこそ、 

 「さわらぬ神に崇りなし」 

 という、ことわざのとおりなのである。 

 自らの心が丸く、大きく、慈愛に富んだ人々は、絶対にこのような精神的な

病気にはならないだろう。 

 この場合は、心のなかに生じる魔を、諸天善神が守ってくれるからである。 
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心の原点 Ｐ299 

 ・・・潜在意識を開くことを霊道を開くというが、霊道が開かない者でも、

智慧は湧いてくる。その人の毎日の生活が正道にそった生活をしていればそう

なるのである。 

 智慧のほかに、悪知恵というのがある。 

 世間には悪知恵を働かす者が非常に多く、そのためにいつの世も常に不安と

混迷から抜け出せない。 

 悪知恵は、悪魔とか、動物霊が人の意識を支配すると働いてくる。 

 自己保存、我欲、人のことはどうでもよい、という考え方が強くなると、こ

うしたものが憑依してくる。 

 悪魔や動物霊が憑くと、病気になりやすく、医者に行っても、なかなか治ら

ないが、そうした病気という現象のほかに、人の心をあやつり、威張りたがる、

人のものを横取りする、独占したがる、人情酷薄、というのもあろう。 

 人も十人十色ならば、悪魔や動物霊もさまざまなのだ。 

 仏智とか、守護・指導霊から湧いてくる智慧は、調和である。人を生かす智

慧である。人を陥れる知恵ではないのだ。 

 私達はこの点をよく知って、正道に適った生活を送らなければならない。 

 

 

心の原点 Ｐ302 

 暗闇の世界は、自らの進路さえ迷わせる。 

 前途に何が立ちはだかっているか解らないし、いつ足を踏みはずすかも知れ

ない。 

 焦燥感に襲われることだってあるだろう。 

 この暗闇の世界を支配している、ならず者の群れ、脅迫、強盗、迫害、暴行、

詐欺……などは、そのまま恐怖の世界であり、すべて満足することのない、欲

望の尽きることのない苦しみの世界である。 

 それは、光明を失った人々の、悪想念が造り出したものである。 

 闘争と破壊、暴力、武力がまかりとおる世界といえよう。 

 慈悲深く、愛をほどこせる者は、自ら安らぎの心をつくり、人々の心に光明

を与え、悪魔を支配する正しい道、神の道を行く者だ。 

 悪魔に勝る道は、慈愛の心と行ない以外にないであろう。 

 悪魔は、己の心のなかにもひそんでいる。 

 正道を悟って勇気と努力の実践に、偉大なる智慧が加わり、自らの欠点を修

正したとき、心の悪魔は亡びるであろう。己に打ち克つことのできる者こそ、

真の勇者といえるのである。 

 

 

心の原点 Ｐ316 

 反省の瞑想は瞼を軽く閉じ、瞼の中の眼は真っすぐ前方をみつめる。瞼を閉
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じると大抵はねむけを催し、反省が思うようにゆかないものだ。そうならない

ために中の眼は前方をみつめるようにするのだ。 

 ねむくなると、たいていは中の眼は上に移動する。疲れた時、夜が遅い場合

は、瞼を閉じると、自然にコックリがはじまる。瞼があいているときはそうで

もないが、瞼を閉じるとそうなるものである。これは自然現象であり、生理的

なものなので仕方がない。 

 しかし、そうした場合、中の眼を、真すぐに前方を見定め、意識をしっかり

定めていると、そうねむくなるものではない。 

 そればかりか、心が一点に集中でき、反省が比較的容易にできるものである。 

 瞑想というと、ふつうは黙って目をつぶり、さまざまな妄念がおきないよう、

つまり雑念がおこらないようにすると考えがちだが、これではいけない。瞑想

の意義はまず反省の瞑想をくりかえし、守護・指導霊の光が届いたときに真価

が現われてくるものだ。 

 反省もせずに、いきなり、雑念を払う瞑想をしたり、そうした習慣が身につ

くと、心がゆがんだままであり、そのために、ゆがんだ心に通じた悪霊を引き

こんでしまうのである。 

 正道を知らずして、座禅をすれば悟れるということで瞑想の行を積むうちに、

魔に犯され、精神分裂や肉体欠陥に悩む者が出てくるのはその為である。 

 したがって、反省は瞑想にとって絶対欠くことの出来ない基本的な行法であ

り、心の曇りをのぞく、唯一の方法なのである。 

 瞑想はどうしても夜になる。朝、昼は仕事に従事しなければならないし、仕

事をせずに瞑想ばかりしていたら、生活に問題が生じてこよう。 

 夜になると一日の疲れも出るし、前記のように、瞑想に入るとねむけを催し

てくる。どうしても反省に集中できないという場合は、瞼を軽くあけ、座して

いる少し前方に視点を定め、反省するようにすると、ねむけは解消できる。反

省になれてきたなら、再び眼をとじ、瞑想の反省に入って行く。 

 夜は昼間とちがい、雑音が少ない。草木の活動も静まり、動物達も眠る。そ

れだけに、夜の瞑想は、深くなり、心が統一しやすい状態になる。 

 同時に、あの世の天使達の通信も受けやすい状態になる。昼間は、家事や仕

事に気をとられるので、天使達の通信をキャッチしにくい。 

 ゴーダマ・ブッダの瞑想が、ほとんど夜、それも今の時刻で午前一時から三

時の間に集中したのもそのためであった。 

 ただし反省の瞑想をせずに、雑念を払う意識の空白状態や執念に心を奪われ

ると、魔が入り易い。これは昼間よりも危険である。 

 百鬼夜行というように、夜は魔も活動しやすいのである。 

 反省の瞑想をしておりながら、それを終えて夜ねむれなくなるような場合は、

反省の仕方に、どこか間違いがあり、反省ではなくて、何かにとらわれている

のである。 

 こうした場合は地獄霊が近くにいて、本人の意識に入りこもうとしており、

まことに危険である。こうした状態が毎夜続くとノイローゼになっていく。こ
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れは反省ではなく執着なので、こういう時は反省の瞑想はしばらく休まれた方

がよい。 

 正道にもとづいた反省をしている時は、守護・指導霊が近くに来ており、本

人を守っている。魔は絶対に近寄れないものだ。したがって、瞑想を終えれば

すぐ就寝できる。 

 こうして、反省の瞑想をつづけて行くうちに、守護・指導霊との交流がはじ

まり、対話が可能になってくる。 

 つまり、心の曇りが晴れてきて、いつ、どこにいても、守護・指導霊の導き

が可能になってくる。 

 瞑想は、第一段階から第九段階まである。 

 守護・指導霊との対話は、第四段階である。 

 第一段階は、反省である。第二は、反省後の心の統一・第三は守護・指導霊

との交流となり、そして第四に入る。 

 こうした区別は、反省を重ね、心の曇りを払い、日常生活に反省の結果を行

じることによって、理解されてくる。 

 第五、第六、第七と上にあがって行くが、第六まで行く人はかなり限られて

くる。 

 第八は、如来の瞑想であり、座していながら外界の動きが手にとるようにわ

かってくる。 

 第九は、ゴーダマ・ブッダ、イエス、モーゼの瞑想である。 

 この瞑想は過去世の修行を積み、神と直接交流できた人の境地である。ここ

へは余人は近づくことが出来ない。 

 過去世の修行により、また今世で徳を積むことによって、第六までは誰でも

上がれる。 

 しかし、それ以上になると、なかなかむずかしいものである。 

 何れにせよ、反省の瞑想は、モーゼも、イエスも、そして釈迦も行じて来た

大事な行法であったのである。 

 

 

心の指針 Ｐ191 

 ・・・他力は文字通り他人まかせですから自分をきびしくみつめることがで

きなくなり、自己陶酔におちいる危険性があるのです。日蓮が南無阿弥陀仏の

念仏行は無間地獄に堕ちると非難した理由もそこにあります。自己満足は、心

の魔に支配された姿であり、神仏の子である自覚からおよそかけ離れたものに

なってしまうからです。 

 では、自力はどうか、禅宗などにみられる自力、つまり自分の力で悟ろうと

するゆき方ですが、このこと自体問題はありません。問題は僧房の中で座禅を

組むこと自体が目的となるおそれがあることであり、座禅のみでは、人は絶対

に悟ることはできないということです。 

 釈迦は、六年の苦行を捨てることによって大悟されました。もちろん、大悟
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の前提としての六年の苦行は、後世の人たちに多くの示唆を与えましたが、こ

れをみて、座禅は至高とみるのは間違いです。それは正法を理解し、行なって

座禅を組むならいいのですが、そうでない場合は、こちらは、自己慢心という、

これまた心の魔に侵されるからです。 

 日蓮はここでも禅天魔という表現をつかって、僧房での修行をいましめてい

ます。自己慢心は己自身を失うばかりか、人をも傷つけ、慈悲と愛という神の

心から離れてしまうからです。 

 

 

心眼を開く Ｐ027 

 正法が流布されていくときには、必ず魔というものが競い立ちます。邪魔を

します。正法が流布されると、彼らの地上における、いわば生活の場を失うか

らです。彼らは暗い世界で地上に人間として出られぬために、生きた人間を通

して、その欲望を満たそうとしているのです。自分さえ良ければハタはどうで

もいい、という彼らのそうした想念は、現在、この経済社会において、さまざ

まな形で現われています。物資の独占、企業本位、労使間の闘争、怠惰、公害

等々、私たちは魔王の跳りょうに負けてはならないのです。 

 ゴーダマが己を悟る寸前にパピアス・マーラーが眼前に現われました。ゴー

ダマの心を撹乱し、迷わすためでした。もしゴーダマが悟り、人間は神の子で

あるということを知ってしまうと、ゴーダマの縁につながる人びとの心を支配

できなくなり、争い、不信、独占、裏切りなど、彼らはその欲望を満たされな

くなってしまうからです。魔はその後も、ゴーダマの教団内で暗躍を重ねます。

弟子たちの心の中にはいり込み、手をかえ、品を変え、ゆさぶり続けました。 

 イエスのときもそうでした。十字架はユダの反逆によりましたが、しかしそ

れ以前から、さまざまな妨害がイエスの身辺におこり、常に薄氷を踏む毎日で

あったのです。 

 モーゼの場合も、外部からの直接攻撃が終ったと思うと、こんどは内部から

動揺がおこり、神を信ずる人びとの心が撹乱されていきます。 

 魔界に住むあの世の地獄霊は、いったんその淵に沈むと、人間として地上に

生まれてくることができません。そのために、彼らは常に、苦悩といらだち、

焦燥と背徳の間を呻吟し、スキあらば人間の心に食い入り自己保存の欲望を果

たそうと躍起になるのです。 

 彼らにとって正法は大敵なのです。正法が地上に浸透しては、人の心をあや

つり、地上での欲望が果たせない。すなわち、彼らは、地上での生活の場を失

うことになるのです。 

 人間を含めた物質界は、光と影の両面を保ちながら維持されています。これ

は物質界の宿命といってよいでしょう。このため人の心も光と影が投映される

ように仕組まれ、一念三千の心はどこへでも通じるようにできているのです。

別ないい方をすれば、人の心は、天使と悪魔の両方を合わせ持っているという

ことです。そのために、天使のような清い心の持主が、一夜にして悪魔の支配
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下におかれることだってあります。肉体人間は、その意識の一○％しか働いて

いないため、こうしたことがしばしば起きるのです。 

 魔の誘惑はなにげない会話のなかから入りこみます。「大変ですね、そんな

に働いて体でもこわしたらどうします。奥さんがかわいそうです」人から言わ

れて、それまで何とも感じていなかったその人は、「そうかな、働き過ぎかな、

家内が不満をいだいているかな……」そう考えて、仕事をセーブし、ものの見

方を変えてゆきます。そうしてそれを契機として、素直な心に影を落としてゆ

く人も出てきます。 

 魔は、自分の心にあります。したがって内から外に、外から内にむかって、

常にゆれ動くものです。指導者が誤った方向に動くと、多くの人びとは迷い苦

しみ、魔の支配下におかれてしまいます。 

 魔に打ち克つにはどうすればよいか。それは中道の心しかないのです。中道

の心は大自然が教えています。太陽の熱、光に強弱はありません。空気に増減

はありません。一日は昼夜の別があって、決して一方に片寄ることがありませ

ん。だから、この地上に生命が生かされ、調和という環境が与えられているの

です。正法の目的は中道であり、私たちの心も肉体も、片寄らない、中道が必

要なのです。それには、まずものの見方から中道にそうようにしなければなり

ません。自己の立場を捨て、客観的に見る目を養うことが大事です。置かれた

立場を固執し、欲望のままに見るクセを持っていては、魔の支配下におかれて

しまいます。 

 どんな場合でも、自然が教える正法を尺度としての、正しい見方、判断、思

いを忘れてはなりません。正法とは、大自然が教える中道の神理であり、一切

の尺度はここにあることを銘記すべきです。 

 

 

心眼を開く Ｐ085 

 私たちの身近には、善人の仮面をかぶった悪魔がいます。悪魔に憑かれると、

他人を見下し、あたかも自分が善人のような錯覚に陥ってしまいます。正道を

口にしながら他を誹謗し、正しく素直な人びとを罪におとし入れようとします。

人から注意されると、自分が他を誹謗したことを忘れ、反省することもなく自

己弁護してしまう。増長慢の心が常に自分を支配しているため、心は不安定で

す。善と悪が交錯し、悪いときには動物霊が背後にいて、霊眼、霊聴などの現

象をみせ、本人の心をしていかにもそれが本物の映像、声のように思わせてき

ます。そのため、本人の心は、もともと増長慢が下地になっているので、正、

不正の判断がしにくくなり、言葉巧みに、不平不満をあおり、混乱を企てるよ

うになってきます。主観的、客観的な善なる自覚を失ってしまうのだから恐ろ

しいことです。 

 悪魔から自分を守るには、正道のフィルターを通すことが大事です。正道の

フィルターは中道の尺度です。自分の置かれている立場をいったん捨てて、自

分を客観的に眺めることです。そうしてそれは何も五官の世界のみでなく、あ
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の世からの誘惑についても同じことがいえるのです。これが出来ないと、何が

正しく、何が不正であるか、善と悪のケジメさえわからなくなってしまいます。 

 悪魔は、もともと執着と欲望の塊りであり、他人はもとより、憑かせている

本人の心さえも狂わしていく。血も涙もない非情なものです。しかしこうした

悪魔に憑かれるには、憑かれるだけの原因がなければなりません。 

 すなわち、怒り、愚痴、ねたみ、しっと、そしり、足ることを忘れた欲望と

いう想念行為、それがその原因です。こうした心は、目や口や耳を通して、外

から入ってくる場合もあるし、不平不満の自らの心がつくり出す場合もありま

す。善も悪も、自分の心の在り方がつくり出した天国と地獄であり、一念三千

の心の方向が、その人自身の意識界をつくっているわけです。 

 「私は一所懸命、正法流布に活動した」と吹聴したときには、すでに自己保

存の自分にかえっています。不平不満は報いを求めようとしたときから始まり

ます。したがって、悪魔のささやきは誰の心にもきこえるということを知って

ください。正見、正思、正語、正業、正命、正進、正念、正定こそ中道のフィ

ルターであり、感謝と報恩の行為をしている者には、悪魔は、近寄ることがで

きないものです。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ002 

 さて、霊の世界については大部分の人が疑心暗鬼であり、若い人、インテリ

層の方はまず否定する方が多いと思います。なぜなら、体験者は数が少ない（実

際には多いのだが……）、頭で理解できるものではないだけに当然のことです。

私たちの生活は、五官という感覚の世界で生活するように仕組まれており、そ

こにまた人生の修行の姿があるわけなので、否定しがちになるか、否定するの

が常識だからです。けれども霊の世界は、私たち人間の心と表裏をなして存在

し、否定しようにも否定できないというのが現実です。 

 たとえば災難や不幸に見舞われると、人はよく「魔がさす」とか、不運とか

いって簡単に片付けます。しかし、魔とか、不運はそう簡単に現われるもので

はありませんが、それは、そのまま霊の世界をいい当てているものです。つま

り、魔がさすとは、その言葉通り不運や災難の場合、実際に魔が働き、その人

を不幸に陥れるのです。魔は実際に存在するのだし、それは各人の心といつで

も通じ合う仕組みになっているのです。 

 想念はモノをつくり出す。想念という創造行為は、人間から切り離すことは

できません。したがって悪の思いを持てば悪が生み出され、愛を人に施せば、

愛が返ってきます。さらに、悪をいだいてあの世に帰った者は、悪の世界で苦

しみ、悪の想念でこの世で生活する者に集まってくるというのが心の世界の法

則であり、その作用なのです。魔はこうしたときに働き、人を不幸にしてゆき

ます。 

 不幸や不運が、心の重荷をはずすことによって幸運と変わり、真に生き返っ

た人びとが私の周囲には何千人といます。こうした事実をみてくると、心の歪
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がさまざまな波紋を描き、いかに多くの苦悩のドラマをつくってゆくか、恐る

べきことなのです。 

 

 

心の対話 Ｐ057 

 さて、あの世の人間の地獄界ですが、地獄界は神が創造した世界ではなく、

地上の人間が自己本位に生きたあげく、創り出した世界です。地獄界には、あ

の世の太陽の光はまったく当たりません。光が当たらなければ、彼らは生きる

ことができません。そこで彼らは、地上の人間から生きるエネルギーを吸収し

て生きているわけです。その意味では、地獄霊は吸血鬼です。彼らはこうして、

生きた地上の人間からエネルギーを吸収して、暗黒世界で生きているのです。 

 生きている人間が、自分だけのことしか考えず、わがまま勝手に生活してい

ますと、彼らは、その人間の心を依りどころとして憑依し、その人からエネル

ギーを奪って行きます。病気、災難、戦争など、こうした不調和な事件が相次

いで起これば起こるほど、地獄霊は生きがいを感じ地獄界をますますさわがし

くさせるわけです。 

 この意味から、地獄界を消滅させ、あの世を天国のみとするには、まず地上

の人間が調和ある生活を送ることが必要なわけです。調和ある生活とは、たが

いに助け合い、補い合う相互扶助の愛の生活です。 

 地上が愛の生活に満たされれば、地獄霊の生活の足場をはずすことになり、

人間社会も明るくなるわけです。また、こうすることは、地獄に堕ちた肉身縁

者の霊たちの絶大な供養ともなり、また彼らに反省の機会を与えることになり、

人間界と地獄界の悪循環の絆を断ち切る大きな基礎ともなるのです。 

 身近な問題で、よく魔がさすといわれますが、不幸なできごとは、こうした

地獄霊が寄ってきて、想像もつかない大事故を起こすからです。しかし、魔が

さすにはさすだけの理由があって、日頃、人を憎み、怒りに心が揺れています

と、なにかのはずみでそれが爆発し、大事件に発展するわけです。 

 したがって、原因は、もともと自分にあるわけですが、しかしその原因を依

りどころに悪魔が忍び寄り、自分でも想像もつかない大事故となるわけですか

ら、地獄霊を正しい方向に向わせるためにも、悪の原因をつくらないようにし

なければなりません。 

 正法が唱えられると、悪魔があばれ出すというのは、彼らの生きる足掛りを

はずすからでありますが、しかし、そうしなければ、この地上も、あの世の地

獄界も調和されません。 

 この意味から地獄救済は、まず地上に調和された天国をつくることから始ま

るわけです。 

 

 

反省の要 Ｐ068 

 瞑想は反省をしたあとにやって欲しい。反省を抜きにして瞑想に直進すると、
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またそうした習慣がついてしまうと、心のゆがみを持ったままで心の空白をう

ながし、そうした場合に悪霊に憑依されることになってくる。必ず反省をし、

そのあとで瞑想するようにして欲しい。その場合、前記のように丸い心を心の

中に描き、祈願文を静かに唱えることを忘れないで欲しい。祈願文を唱えると、

心が大宇宙大神霊、守護・指導霊に直結するようになり、さまざまな雑念から

離れることができると同時に、魔の支配からもさけることが可能になってくる。 

 

 

反省の要 Ｐ230 

 ・・・人間の業とは、心の魔から生れる。一念三千の人の心は、天国にも地

獄にも通じ、その自由な心が、執着にとらわれると、魔の世界を作って行くわ

けである。それゆえに、業（カルマ）とは魔である。自分の心の中から生ずる

魔の働きである。キリスト教でいう原罪は、厳格には心の魔である。魔をつく

り出すものは自己本位のエゴである。 

 

 

心行の言霊 Ｐ148 

 魔とは何か。 

 それは迷いです。肉体がすべてであるという考え方です。知と意で物事が大

抵片付いていくので、人間は生きているうちが華であり、死んだらおしまいと

いう肉体意識が強くなってしまうからです。 

 また病気をすれば苦しい。死んだ人とは話しをすることもできない。せいぜ

い夢のなかで会うのが精一ぱい。 

 しかし、人を扶けた時はたしかに気持がいい、反対の場合は気分が悪い。ま

あ適当に、大事なく生きてゆければそれでいいとする人がほとんどではないか

と思います。 

 こういうことから、人間は大事な心を忘れ、知らず知らずのうちに執着、自

己保存という神の子に反した魔のとりこになってゆくのであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ156 

 苦の根本原因は、心の中にひそむ悪魔の声に自分が踊らされるところにある

わけですが、その悪魔の声に、自分が踊らされるような状態をつくっているの

が、人間の六根です。 

 あの世において学んだところの使命、目的を忘れるのも、肉体という五官を

持って生活しますから、なかば宿命的に六根煩悩をつくるようになり、苦界に

あえぐということになります。 

 ・・・人間には魂があり、意識があるから、諸々の事象をとらえることがで

きます。厳格にいえば、肉体は単に(それへの)媒体にすぎません。 

 ところが人間は、肉体そのものが自分であり、人間であると思いがちです。
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魂とか、意識というものは、肉体があるから存在するとみてしまいます。肉体

優先の生活が、やがては六根を生むようになってくるのです。 

 六根とは、眼・耳・鼻・舌・身の五官に、意が作用し、煩悩を育てることを

いいます。意とはこの場合、自我我欲です。 

 我欲が働くと魂が五官にふり回されますから、本来、宇宙大に広がりを持つ

魂意識が次第に小さくなり、やがて、人間は、煩悩の支配下におかれ、魔のト

リコとなるのです。 

 これを業といい、原罪という名で呼んでいます。 

 六根とは、眼、耳、鼻、舌、身、意の六つが相互に関連し合ってつくり出さ

れてゆくものです。 

 ・・・六根とは、意(精神)の部分が五官にふり回されることによって生ずる

ものです。 

 美しい人をみて、いろいろ想像し、心が動く。地位や名誉に夢中になる。金

に執着を持つようになる。自分だけの幸せを願う。人を中傷する。グチが出る。

おごる心が生まれる。 

 こうした想念の動き、あるいは行為は、すべて六根の作用から生じておりま

すし、人間の意識の部分の想念帯という意識の層に、黒い幕をつくり上げてゆ

きます。 

 ・・・六根を清浄にすることによって、想念帯の幕がひらき表面意識と潜在

意識が同通すると、真性人間として、本来の姿にもどってゆくわけであります。 

 意識に魔がはいる、あるいは魔王が人の意識を占領するようになりますと、

その人の運命は急速にかわり、普通では考えられないような状態をつくり出し

てゆきます。 

 殺人、強欲、こわいもの知らずというような精神異常をきたしてゆきます。

これは六根にほんろうされ、愛執の念が強くなった時に、あの世の魔王が憑依

して働くからです。愛執の念も程度の差によって、動物霊や地獄霊が憑いてき

て、人がかわったようになります。 

 普段はおとなしいが、酒をのむとケンカをする。暗夜、女性をみると理性を

失っていく。デパートにいくと万引きの衝動がおこってくるというように、時

と場所によって精神に異常をきたしてくるのです。運命も急速にかわってくる

のも当然でしょう。 

 通常はこうまでゆかないまでも、六根に左右されながら生活してゆきます。

この場合は分を守り、節度を保ちながら動いていますので、憑依は比較的少な

い。 

 憑依は、こうした節度、もののケジメがわからなくなってきた時に赤信号と

なります。人の意表に出るとか、自分を見せようとする思い、威張りたい、知

識が鼻にかかる。そうかと思うと自閉症的症状、自己嫌悪、人間嫌いが強くな

っても危険になってきます. 

 五官による六根にふり回されない自分を確立するためには、六根の調和しか

ありません。六根の調和は、反省の生活です。反省の生活は、表面意識と潜在
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意識の同通を意味します。反省の思考は、表面意識が潜在意識に通じることで

すから、反省によって自分自身の想念と行為の在り方を正しく見直せます。 

 

 

心に法ありて Ｐ008 

 魔についてはたびたびふれてきた。それは、正法が流布されてくると、きま

って魔が跳梁し、表面に現われてくるからである。なぜ現われるかというと、

光（法灯）が強くなれば、陰（暗黒）の部分も鮮明になるからである。 

 ある物体に光を当てたとする。するとその光が強くなると陰の部分も黒く映

り、光が弱まれば陰も不鮮明になってこよう。人の心もこれと同じ理屈で、光

が強く当ると、 その陰影も大きく描かれる。心がもし、その陰影に傾斜して行

くと、陰影に巣を食う魔が暴れ出し、さまざまな現象がおこってくる。 

 こういうと、人は、魔が働くとは光が強烈なのだから、魔という光の反対現

象は、人より偉いのだと早合点しがちである。しかし、これは間違いである。

人間は誰しも、こうした光と陰を合わせ持っているので、心いかんでは誰にも

働く。 

 学生運動の内ゲバをみればこの点は明らかであろう。魔はしょせん、偽我の

産物であり、悪のエネルギーなので、念の作用が強い者ほど強く働くというこ

とだ。 

 善といい、悪といっても、すべては想念によって引き起こされる。つまり、

心の在り方だ。その心の在り方が、念のエネルギーの強弱によって、形の上に

現象化されてくる。 

 人の心は天国と地獄とに通じている。これを別な言葉でいうと、心は自由だ

ということである。どちらにも通ずる。地獄の不調和な心の働きや行為をすれ

ば地獄に、天国を思えば天国に、しかし、一方通行で地獄のみに通じ、天国に

通じることが少ないと心は不自由になる。天国に通じてこそ、私たちの心は明

るく、正しく、生きられる。偽我は地獄に、善我は天国にである。 

 しかし、この両面をさらに超えると、真我の境涯に達し、人の心は真の自由

を得ることになる。仏教でいう如来の境地である。ここに至ると、魔に己の心

をゆだねることはない、魔に悩まされることもない。それはカルマの緊縛を離

れるからである。 

 心がカルマに揺れる間は、魔は常に背中合わせについてまわる。つまり、光

にたいする陰である。真我に至ると、陰があるようで陰はない。肉体があるよ

うで肉体はない。肉体とは、心を光とすれば陰のようなもので、肉体に心がほ

んろうされることはないので、光があっても陰はないということになろう。と

ころが通常は、光と陰がついてまわる。そして、偽我の心の中には魔は常に伏

在するということになる。 

 これを別な言葉でいうと、己心の魔という。己の心の魔である。 魔の世界は、

いつもいうように、怒り、憎しみ、そねみ、足ることを知らぬ欲望、愚痴、怠
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楕、増上慢などに通じており、ことに怒り、憎しみ、増上慢に心が揺れてくる

と、魔は、ただちに働き出す。自戒しなければならない。 
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8-４）【魔(丸山弘先生のご指導) 】 
 

1993-3 月 Ｐ022【自分】会社員(男性)の方の投稿 

 ・・・私たち夫婦は子供が授かり生まれてくるので、新しい家を建てないと

子供を安心して育てられないのではないか、という知らず知らずに先に飛んだ

考えを持ってしまいました。 

 と言いますのは、子供が生まれてきたら、まず泣き声で近所迷惑になり、近

所からいろいろ苦情を言われるのではないか、そうしたら常に気がねしながら

子供を育ててしまい、伸び伸びと育てられなくなってしまうのではないだろう

か、今のアパートでは狭い上にたくさんの物があるから、頭をぶつけたり、食

べ物でない物をすぐ口にしてしまうのではないか、そんな思いを次から次へと

作っていき、その思いが、生まれてから這い這いするまでには、新しい家と土

地へ移らなくてはいけないのではと思い、それに向けての行動へとなっていっ

てしまったからでした。 

 このことを通して先生からは、次のようなご指導をいただきました。 

 「こういっては失礼ですが（先生はいつも相手の方をとても思いやっておっ

しゃってくださいます）、あなた方は先のことに思いがとらわれていませんか。

どうしてまだ苦情も言われていないのに、言われたらどうしようと決めつけて

動かれるのですか。それでは今を大事に生きることはできないのではないでし

ょうか。 

 そして、なぜあなた方は今いるアパートから変わろうと思われるのですか。

今まで住んでいて何もなかったということは、今住んでいるところが調和した

場所であり、それを神によってお与えいただいたからではないでしょうか。神

によって今守られているのですよ。そのことに対してどれだけ感謝を捧げてこ

られましたか。 

 もし自分たちの思いで、そこから出たいと思うとしたら、今の場所が神によ

って与えていただいたありがたい場所であることが分かっていないからではな

いでしょうか。自分の住むところは、自分で選ぶと思っていたら大きな間違い

ですよ。神によってお与えいただくものなのですよ。 

 大地は神の体の一部なのです。ですから自分の心に今住まわせていただいて

いる感謝の心がなかったなら、神のみ心とのずれが生じ、それが自分の心の苦

しみにもなりますし、不調和なものを呼び込むことにもなりかねませんよ。ま

して移る先が不調和な場所だったら、なおさら自分の心が神のみ心と調和させ

ていただく心でないと、大変なことになりますよ。 

 ですから世間で住む場所を変わったり、家を新築したりすると、必ずその家

に何か変事が起きているでしょう。それは、自分が住むんだという思い上がっ

た思いがあるからなのです。その心が、神のみ心とは全く外れた不調和なもの

を呼び込むからなのです。 

 自分のことを申しあげて何ですが、私はこの家に住まわせていただくとき、

七ヶ月間ずっと自分の心作りをさせていただきました。本当に新しい家に入ら
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せていただけるだけの自分なのか、反省させていただきました。それは、この

家は自分の家ではないからなのです。神から与えてくださった家だからなので

す。自分が住むだけでしたら、こんな立派な家はいらないのです。他の方々に

対して、私が何かをさせていただかないといけないから、このような家に住ま

わせていただいていると、私はいつも思って生活しています」 

 私は、先生からこのご指導をいただいて、自分がいかに大変な思い違いをし

ているのか、教えていただいた次第です・・・ 

 

 

2001-11 月 Ｐ044【伝道だより】 

 『魔の跳梁』というのは、どっか遠くの世界のことではありません。私達も

間違ったらすぐ来ます。怒り、愚痴、ねたみ、そしり、悪口、情欲、むさぼり

等、そういった心を持っている人には直ぐ悪霊が憑きます。 

 例えば、情欲の心を持った人、情欲に狂った人には、それと同じ悪霊が直ぐ

憑きます。お酒の好きな人には、お酒を飲んで飲んだくれで地獄へ落ちたのが

憑きます。しかし、肉体を持った者の魂が正しい生き方をすれば離れて行きま

す。 

 ですから、自分は魔にやられていないかどうか、魔にやられないだけの光あ

る生き方をしているかどうか、夫婦が、親子が円満であるか常に止観してみる。

そういう生き方をなされば、神仏は祝福くださって、善い環境が与えられるは

ずです。 

 

 

2001-11 月 Ｐ044【伝道だより】 

 ある方が、「友人に霊感が良く当たる人がいまして、先日その方に、いろいろ

性格や言動を言われ、良く当たっており、お金も取らない方なので．つい信じ

てしまいました。法を知らない人だから信じてはいけないと思い返してみたの

ですが、気になって心が重いのです。私は人から聞いたことを、直ぐストレー

トに心に入れてしまうのですが……おかしいと気付いた時、どのようにしたら

良いのでしょうか」というご質問に、師はすぐさま 

 「もう遅いです。先ほどの『魔の跳梁』です。高橋信次先生以外、この地球

上に悟られた方はおられないのです。いくらお金を取らないであろうが、人を

正しく指導出来る人は少ないのです。貴方様自身が、法というものを深く信じ

ておられないからです。 

 聞かないことです。自分の心の中で反省して、『私は愚かにも高橋信次先生の

偉大な法を学びながら、何か悪霊が憑いているかどうか分からない人の言葉を、

お金を取らないとか、良く当たるとかいうこの二点で、私は信じてしまいまし

た。大宇宙大神霊・仏様よ、私のこの愚かな愚かな罪をお許しください。私の

守護・指導霊よ、私の愚かな罪をお許しください』と『心行・祈願文』を上げ

て、何度も何度もお詫びすることです。そして『二度と繰り返しません』と誓
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いをたてることです。 

 真剣になってしないと駄目です。毎日心が安らぐまでお詫びしてください」 

 とご指導くださいました。 

 

 

2002-3 月 Ｐ032【伝道だより】 

 心が精妙になればなるほど、一点の曇りでも魔が飛び込んできます。光が強

くなれば、その反作用も強くなるのです。 

 例えば、テレビで男女が抱擁している場面を見て、その先のことを想像した

だけでも悪霊が来るのです。 

 ですから一瞬一瞬の心での思いを厳しく点検し、心を汚すものや、汚すこと

から遠ざかる心造りをしなくてはならないのです。 

 

 

2004-1 月 Ｐ080【伝道だより】 

 当会の学修会場は全て公共の場を利用していますが、公共の場は魔の影響が

少ないからです。 

 かつて、ある会員の方からデパートの一角でご商売を始めたいとご相談を受

けましたが、私はデパートにはお稲荷さんが祀ってあり、霊域が悪いので、ご

自宅を改装してお店を始めるようにお勧めいたしました。 

 また、美容院等で女性雑誌の占いの記事等を熱心に読むことも、何時とはな

しに、魔を呼び込むことにつながります。占いを信じることは、正法を、神仏

を冒涜することになります。 

 このように私達の周辺には常に魔が狙っていることを知らねばなりません。 

 

 

2005-1 月 Ｐ087【伝道だより】 

 ・・・怖いと思うときは、『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお与えくださ

い。心に安らぎをお与えください。我が心を正し、一切の魔よりお守りくださ

い』と、何度でも唱えるのです。そうしたら魔は逃げて行きます。 

 常に、自分が車に乗っている時も、道を歩いていても、不安と思った時はお

祈りをすることです。やがてそういう現象はなくなると思います。 

 

 

2005-3 月 Ｐ031【正法と生活【お救い頂いて】】主婦の方の投稿 

 ・・・自分を取り戻した途端「脳腫瘍に侵されるとは、法を学んでいながら、

どういう事なんだ」という暗い思いで、心が一杯になりました。私は何を学ん

でいたんだろうか。まだまだ未熟だけれど、何処が悪かったんだろう。 

 ・・・先生は、お忙しい中を、私に起こった過程をじっくりお聞きくださり 

 「・・・これまで日々どのように過ごして来ましたか、毎日決められたご著
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書の拝読、『光の器を』『心行・祈願文（反省）』、『健康祈願文』、『心行三回』、

『一日の反省』を実践していたか」 

 をお尋ねくださいましたので、映画を見に行ったりして、あげたり、あげな

かったりしていたことをお話し申し上げますと、即座に先生は 

 「そこに原因があるように思います。あげたり、あげなかったりすることは

大変恐ろしいことですよ。そのような状態では、勿体なくも守護・指導霊様に

は、お守り、お導きは出来ないと思います。貴方は、自らの光を全部消してし

まい、簡単に魔を呼び込んだのでしょうね。 

 正法者として最も大事な『神仏に対するお祈り・お誓い』を実行されないで

は正法者と言えません。天と地が最も近いこの大事な光の時、光が一段と強く

なることにより、魔の住む場所が狭くなるため、激しく騒ぐのです。魔も必死

です。ありとあらゆる機会、手段を使って、ちょっとしたスキでも逃がさず狙

って来ます。・・・」・・・ 

 

 

2005-4 月 Ｐ031【伝道だより】 

 私達は日々、『心行・祈願文』『健康祈願文」『心行三回』を唱えて精進してお

りますが、病気になった方々にお聞きしますと、精進を怠り、やったりやらな

かったりとのお答えでした。約三日間も日々の精進を怠ると、魔に心を食い荒

らされ、光が全くない状態になってしまいます。 

 ・・・『心行・祈願文』を唱える等と簡単に言われますが、偉大な偉大な主に

は、お悟りになられ、お教え下さいました『お言葉』です。その一言一句は、

光の『お言葉』です。 

 経文の意味を深く理解され、実践している者が拝読するときは、その『お言

葉』の波動は、天上界にまで通じ、やがて人々の心をも感動させるものとお導

きいただいております。 

 

 

2005-4 月 Ｐ055【伝道だより】 

 私達は『本には書いてある。だけど・・・…』という言葉が出ます。でも、

『現実はこんなにうまくいかないし・・・…』等と自分の心が叫ぶのです。そ

れを偽我と言います。自分の心の中に『魔』が潜んでいるのです。それを偉大

な主には『己心の魔』とお教えくださいました。光が強くなればなるほど、魔

は暗闇に押しやられ、そのエネルギーもまた強くなるのです。反撃の勢いが強

くなるのです。 

 

 

2005-7 月 Ｐ083【伝道だより】 

 夜休む前に、新聞を見たり、あるいは深夜放送を見たりして寝たら、心の調

和が乱れ、大変危険です。 
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 思いはどうしてもその世界に行きますから、翌朝、起きて、鏡を見ますと、

大抵魔が来ています。心は実に精妙です。 

 私は三○年かかってやっと分かったのですが、現在は寝る前に必ず洗面所の

鏡を見て心の状態をチェックし、光がうすくなっていたら直ちに反省し、『心行』

をあげさせて頂いています。そうしますと次第に光が一段と強くなるのです。

これは誰でもそうなれるのです。今いいかな、どうかなと止観し、すぐに反省

することが大事なのです。そうするとだんだん光に満たされ、調和して行く方

法が心で分かるようになります。 

 偉大な主のおことば『光の器を』『心行・祈願文』『健康祈願文』『心行三回』

を拝読させて頂き、心を調和して休むことが大事です。丁度、奴豆腐の型を抜

くとき、そっと大切に扱わないと形が崩れてしまうのと同じです。浄化された

心を大切に大切にして寝ること、調和した安らぎの心で休むことが一番です。

次の朝は、必ずさわやかに目覚めることが出来ます。このことも自力です 

 

 

2006-7 月 Ｐ055【伝道だより】 

 病院で『てんかん』と診断された方が、学修会に来られるケースがよくあり

ますが、その殆どが、悪霊が憑いている場合が多いようです。その原因の大方

は、ご本人様を始め、ご家族の方がこれまで信じていたものに動物霊がいたこ

とが原因の場合が多いようです。これらは、今日の現代医学で発見することは

困難のように思います。 

 ・・・自分の家族を始め、知人等の病気に対し、手当をされておられるケー

スがあるやにお聞きしたことがあります。今後絶対に手当をしないよう特にご

注意頂きますよう厳にお願いいたします。このような『癒し（手当）』は、偉大

な主・高橋信次先生より、お許しを頂かれた方のみ許されていることでありま

すので、絶対に独断実行されないようお願いいたします。 

 特に、正法に帰依していながら、これまでの宗教遍歴、自分しか知らない、

宗教について、正しい処理をしないと、その憑いているモノが次第に成長して

大きくなり、人の命まで取るケースが沢山ありますから、特にご注意ください。 

 過去に種々宗教の遍歴をされた方は、どうしても始めは、種々妨害があって

正法にはなかなか入って行けないようです。学んでおられても安らぎがないよ

うです。一時も早くご精進されて健全になられてくだい。 

 過去の宗教遍歴ほど恐ろしいものはありません。それは、憑いている、憑か

ないにかかわらず、必ず心が毒されます。皆様には、今日、過去を振り返って、

自分の心はどうだろうか等とお考えになられることも、大変大事なことだと思

います。恥ずかいしいことでも何でもありません。正しくないと、あの世には

帰れないのです。最近、特にこういったことを痛切に感じます。何卒皆様には、

自分の心を見つめてください。 
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2006-10 月 Ｐ055【伝道だより】 

 ・・・「次女の左肘の骨折を通して子供たちに対する反省を致しました。・・・」

とご発表されますと、・・・丸山先生には 

 「私が思いますに、この頃貴方様のご精進が、仕事にとらわれているからで

しょうか、少し歪みが出て、お子さんを光でカバー出来なかったのでは、と思

います。奥様とも調和がとりにくいようですね。貴方様のご家庭の調和がなく、

〔何かが入り込んだ〕というのが正しいようです。 

 『心行』も心を込めてあげられ、その後に、『大宇宙大神霊・仏様、我が心に

光をお与えください。心に安らぎをお与えください。我ら家族一同の魂に光を

お与え下さい。一切の魔よりお守りください』と唱えて、より光に満たされた

生活、より調和された家庭を作るように精進努力することです。 

 ・・・お宮さん等の前を通る時、お辞儀を絶対してはいけません。彼らの支

配下に入ったと思われます。祠や建物が小さいといってあなどるなかれ、です。

すごく力を持っています。かといって怖れるなかれ、です。毅然としているこ

とです」 

 と私たちの反省ではとても分からない部分のご指導を頂きました。 

 

 

2006-11 月 Ｐ028【会員からのレポート】主婦の方の投稿 

 先生から「他にも仏像やお札、お守り、神棚なんかはありませんか？ そう

いうものがあると、その物を縁としてそこに不調和な霊が住むようになります」

とご指導頂き、さらに、いろいろ家捜しをし、宗教・思想に関係ありそうな品々

をいろいろ探し出しました。そして神棚も、つい数ヶ月前に大工さんに作り直

して頂いたばかりでしたが、思い切って取り外すことに致しました。そこに神

棚があったことを思い出すだけで、かつてそこにいたものが帰ってくると、丸

山先生からお聞きしたからです。 

 そしてそれらの品々を仏間の応接台の上に並べ、丸山先生から、お教え頂い

たとおりに、新鮮な卵を約一○個お供えし、夫と母と三人で『心行・祈願文』

を上げさせて頂いてから、教えて頂いた浄霊文を拝読致しました。 

 「皆様には長年大変お世話になり、有り難うございました。この度私たち全

員、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました神理・正法に帰依致しま

したので、只今から○月○日いっぱい、生卵をお供えし感謝申し上げます。○

月○日には、これらの物を物質として一般のゴミとして出しますので、何卒そ

れまでに元の所にお帰りください。長年お世話になりまして、有り難うござい

ました」と言って、その後毎日それらの前で『心行』を上げさせて頂きました。 

 そして、それらをゴミとして出す朝のこと、滅多に夢を見ない母が、はっき

りとした不思議な夢を見ました。仏壇のある部屋が騒がしいので行ってみると、

五～六人の背広を着た男（顔は人間のようではなかったそうです）が宴会をし

ていたと言うのですが、一人は人間ぐらいの大きさ、他は皆犬ぐらいの小さい

人たちで、母が「うるさいわね」と言うと、窓から一斉に出て行ったそうです。
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母はその夢をみて起きた瞬間、「あんな者達が今までこの家に住んでいたんだわ。

早く追い出さなくては」と思い、『心行』を上げさせて頂いてから、ゴミとして

出したそうです。 

 そしてほっとして家に帰ってきて電話の前に座った瞬間、電話が鳴り、こん

なに朝早くに誰かしらと思いながら電話に出ると、「金沢の丸山です。今ゴミを

出されてほっとしていますね。ご苦労様でした」という電話を頂き、母は本当

にびっくりし、私に「丸山先生は全部お見通しよ！」と興奮して電話をしてき

ました。私も本当にびっくり致しました。それから、丸山先生からお聞きして

いた通り、今まで暗く感じていた仏間を始め、家中が大変明るくなり、神棚が

あった部屋も大変居心地が良くなりました。 

 

 

2008-2 月 Ｐ058【伝道だより】 

 長年神社に巫女のアルバイトで通っていたために、祭ってあるモノの影響を

うけておられる方が、先生のご指導で反省をされて、関わりのある品を浄霊さ

れ処分したお話をされたところ、先生は、「どんな風に処分されたのですか」と

尋ねられました。 

 その方は、『長い間、生活のためとはいえ、間違っているとは分かっていなが

ら、自分が気をつけていればそういう影響はないものだと思って通っておりま

した。よく法が分からないままアルバイトをさせて頂いておりました。その時

は本当に有り難うございました、等と申し上げ、それから、二○○六年、一一

月号に掲戦されている○○○○子様の浄霊文を読ませて頂き、その通りに処分

させて頂きました」と答えられました。 

 すると先生は、「そんな間単なことでは帰りません。そんな簡単なことでした

ら修行も何も要りません。そんなやり方は正しくありません。心の世界ですか

ら、人の修行したことを字面で読んで、『ハイ、分かりました』等と分かるよう

でしたら、ついているものもとっくに帰っています。自分自身必死になってそ

れが分かるよう修行をしなければ、そのモノには通じないのです。ですから、

今一度、偉大な主・高橋信次先生のご著書をしっかり拝読され、ご著書の中の

浄霊とか、供養のお導きの箇所を正しく良く理解し、反省され、十分にお心作

りをされた上で、説得してあげたら良いと思います。それと同時に、貴方様の

魂の兄弟や、神仏様に対して、『私は、余りにも身勝手な自分中心のやり方で、

浄霊とか悪霊を祓おうとしておりました。間違っておりました。何卒お許しく

ださい』と、お詫び申し上げることが大事だと思います」と、お話しされまし

た。 
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9．【カルマ・業・情欲】 
 

9-１）【カルマ・業(ご著書より) 】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ13 私達の心は、本能、感情、智性、理性という区域に

分かれ、その想念によって意志という働きの区域に連絡されている。またその

内部には、次元の異なっているあの世とこの現象界を転生輪廻し続けてきた、

過去の想念、本能、感情、智性、理性、意志の先天的善悪の業もまた受けつが

れて在る。さらに、この現象界で作り出した、己の後天的業も自身の心の姿と

して同居しているのである。 

 
 

 この“心”が、神理に適した生活をすることによって、自分自身の平和な安

らぎにつながって行く。球体のように、そうした心の中の区域が調和された状

態の人を、円満な人格者といい、そうした人の意志は常に柔軟である。 

 心はだから無限大に広い人もいるし、特定の思想などによって自ら心の枠を

作っている、小さな心の人もいる。物質経済の奴隷と化してしまっている心の

持主もいれば、逆に足ることを悟って、物質文明を支配している心の人もいる。 
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心の発見(神理篇) Ｐ137 

 過去世を知って、悪い業（カルマ）を修正することは、私達の人生修行の目

的であるが、過去世がどんな人であろうが、今生は今生であり、大切なことで

あることを忘れてはならない。 

 神理に適った想念と行為が、今生においてより心を進化し、物質経済や諸現

象に惑わされない人間となることが必要である。それが不退転の心の天国を作

り出すのだ。 

 たとえ過去世が立派であっても、現世で肉体を持っている人間がその価値を

見いだせないで、自我我欲や諸現象に惑わされていたなら、人間は低俗になる

ばかりだ。神仏の子たる自覚を持って生活しているかいないかによって、今生

におけるその人の価値は違ってくるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ146 

 人間の価値を忘れて不調和な人生を送っている人々は、心に安らぎがなく、

暗い想念に覆われている。この現象界を去るときも、同じ暗い想念の世界に落

ちて行く。心を浄化するまではその地獄界で暮らすのだ。これも、自分自身で

作っていた世界である。責任転嫁はできない。 

 転嫁すれば苦悩は重くなるばかりである。 

 だから幸福を掴む近道は、過去世で犯した業をしっかりと確認して、過誤の

ない人生を送ることである。そのためには、常に反省する心を持って、自分の

悪しき性格に打ち克つことが必要である。反省の瞑想は、心を浄化する。神仏

の光によって覆われる。そのときは生もなく死もない、生命の輪廻転生を悟る

ことができる。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ182 

 私達の肉体は、人生航路を渡る舟であり、この舟の支配者は意識即ち魂であ

る。この魂は、神仏の子としての本性であり、私達は神の体の中にいるのであ

る。この現象界において、永い転生輪廻の中で造り出してきた業（カルマ）の

想念は、私達の意識の中に記録されている。それを、神の子としての正しい想

念によって調和することが修行なのである。 

 業想念とは、私達が常に心の中に想像している不調和な自己保存、自我我欲

の姿であり、過去世においても持ち続けていたものである。それは、行為につ

ながって行くもので、自身が反省することによって見いだすことのできる欠点

である。また調和もできるものなのである。 

 人間は、眼耳鼻舌身意の六根によって惑わされる。過去世の悪い業の種も、

そうした惑いから起きる。心は私達の肉体を支配している意識の中心で、自己

には絶対に忠実であり、嘘をつくことはできない。ところが人間は、他人には

都合が悪いと嘘をつく。そうした自己保存によって、より大きい業を造り上げ
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てしまうのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ039 

 私達は、自分自身で希望して両親より肉体の舟を戴き、魂の不調和な業を修

正するとともに、この現象界に、人類の心と心の調和による平和な安らぎのあ

る仏国土を築く目的を持って、人生航路を渡って行く修行者であることを知ら

なくてはならない。 

 すなわち私達の人生は、転生輪廻の過程であって、いつの日か実在界あの世

に帰らなくてはならない神の意志のもとにある。好むと好まざるとにかかわら

ず、誰もこの法則を無視することはできない。それが神仏の掟である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ045 

 私達のほとんどの人々は、肉体を持ったら今度こそ業の修正を果たし、人間

としての使命を遂げて帰ろうと誰も考えてきているのだが、悟り切れずにいる

人々があまりにも多い。 

 転生輪廻の過程では、あるときは王者として大衆の上に栄華の暮らしを送っ

て己の欲望を満たし、権力によって自己保存したため、やがて帰った暗い煉獄

地獄で、人生で犯してきた罪を修正するのに苦しみ抜き、天上界へやっと上っ

た人もある。 

 そして天上界で反省し、今度は貧しい人として生まれて懸命に働き、同じ境

遇の人々を救うべく努力して目的を果たし、実在界へ帰り光の世界で暮らすと

いう経験を味わった人もある。 

 人それぞれ、このように千差万別の人生を送ってきている。私達は、常に、

その心のままの人生を送っているのである。そしてその心が、正しい法を悟っ

ていれば、煩悩に対しては理性が働き、常に想念行為に反省のブレーキが作用

するため、誤りを犯すことが少ない。 

 このように、私達の意識の中心である心は、今までも私達に、あらゆる苦楽

の人生を経験させてきたのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ063 

 人間は、不自然な思想によって洗脳されても、仏性神性を持っているから、

永い人生経験の間にはその思想が正しいかどうかを悟ることができる。そして

不調和な思想からは心が離れて行くようになる。暴力的支配は、このように人

間の心まで支配することはできない。 

 闘争と破壊の人生が、いかに愚かな行為であったかを、人類はこうして皆反

省するようになる。 

 過去の歴史は、表面的な現象のみによって起こる不調和な社会だったが、内



699 

 

面的な心的関係がいかに人生にとって重大な意義を持つものか、私達は知るべ

きなのである。そしてこの世限りでない転生輪廻の修行を続けている自分自身

の姿を悟ることで、人類は皆兄弟であったことを心から知るようになろう。 

 永い転生輪廻の過程に造り出してしまった人類の、闘争と破壊の“業(カル

マ)″を修正することによって、この地上に楽園は築かれて行くであろう。しか

しその過程では、苦しい経験を何度となく体験する。神理の種は、そうした苦

の克服によって人々の心の中に確かな根を張り、人は孤独な人生から救われる。 

 右にも左にも、心の広やかな人々のいることに気づき、人は互いに助け合い、

楽しい人生を送ることによって人生の意義を悟って行く。 

 物質文明のためにおき忘れてきた心をとりもどし、混乱の社会を一つにすべ

く調和の道への苦しみを経験して成長して行く。苦しみの中から人類の知識は、

エネギルー革命もし、公害から身を守ることも発見する。そして大自然の資源

の中から、いっそう生活の智慧を増し、さらにこの人生を豊かにして行くので

ある。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ117 

 人類は、封建あるいは独裁の歴史を、永い闘争と破壊の業を変遷して進化し

てきた。そして神仏の体であるこの地上界に、築き上げてきた一部の人間の物

質経済の独占は大衆の不平不満を誘発し、社会主義的階級闘争と変化してきた。

だがこれも、やがては原始共産社会から、より次元の高い万民平等の、共存共

栄の社会になって行くであろう。物質経済を超越した心の人々によってだ。そ

して心優先の社会に進展されて行くであろう。 

 なぜなら、人類は、己の心の中に潜在している神仏の智慧の宝庫を自らの力

で開くことができるからだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ150 

 肉体船に乗った船頭(意識、魂)は、肉体航路の魂の修行に船出すると、一〇％

の表面意識となり、九○％の意識は潜在して永い転生輪廻の間に学んだ自分の

過去世の経験を忘れ、その想念の状態、業(カルマ)の修正、魂の浄化をしてこ

の世に出てきたにもかかわらず、神仏の子としての自覚を多く忘れてしまう。

悪の想念行為は人間自身がつくり出したものである。 

 そのため肉体舟の持つ眼耳鼻舌身意の六根に振り廻され、煩悩によって造り

出した怒りやそしりや妬み恨みなど、中道を忘れた想念行為によって、意識の

中心の“心”に曇りを造ってしまい、神仏からの光をさえぎってしまうのだ。 

 その結果、潜在意識の無限の仏智、英智を開発することができない。肉体的、

物質的、経済的な外面にとらわれるために、本来の心を失ってしまうのである。 

 肉体的現象のみが人生のすべてではないのだ。あの世とこの世との往来は、

魂すなわち船頭の原子体の舟と、光子体の舟の乗り換えにしかすぎない。 
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 私達の意識（魂）、船頭は、本来生まれたものでもなく死んだものでもない。

そして、それは増減のあるというものでもないのである。 

 色即是空、空即是色の原理は、物質界、意識界を問わず“色心不二”なのだ

といえるだろう。それを、この世がすべてだ、と私達は思っているため、肉体

の五官に惑わされて心を失っているのではないか。五官は、この世の現象を客

観的にとらえた結果を示すのみのもので、それが絶対ということにはならない

のだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ173 

 魂の兄弟達もそれぞれ、個性を持っており、性格的な面は、肉体を持ってい

る者と非常に似ている点が多い。この点でも、業(カルマ)というものが、受け

継がれるものであることが分かる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ192 

 本体を中心として、五人の分身は、それぞれ姿に特徴があるが、その性格的

長所や欠点については、同じような特徴を持っている。 

 本体は、現象界に生まれて分身の造り出した業(カルマ)まで修正する使命を

持っているが、分身は自分の業の修正のみでその目的は果たされる。 

 従って本体の使命は重大である。それにひきかえ、分身は、この現象界に出

るとき、なるべく容易に悟れそうな環境の、生活にあまり不自由のない中流階

級以上を選ぶ場合が多い。そして肉体を持って修行している分身に対しては、

本体やその友人、分身の友人が守護霊をしたり指導霊をして、間違いのない一

生を送らせるように協力している。 

 本体は分身と違って、自分で自覚せねばならない。従って、正しい想念と行

為が一体となった生活をすることが最も重要である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ208 

 私達は、この地球上に生まれてくる前までには、あの世ですっかり神理を会

得して、社会生活をしてきた生命である。前世で人間生活をした状態であの世

に帰り、しばらくはその世の想念の状態、業の修正をして、魂の浄化をしてき

た生命である。 

 天上界以上の生活は、この現象界とは違って、霊域が高く、平和な環境であ

る。自分の分身や本体の生命が、この現象界で生活しているときはあの世にい

て協力をし、やはり修行を続けている。 

 しかし肉体という舟に乗ってしまうと、人間は自分を失い、肉体の五官に振

り廻されるようになる。この事実を、実在界にいる魂の兄弟達は、良く見てい

る。そのため人間として生まれることをあまり喜ばない生命達もいる。 
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 あの世からこの現象界に生まれてくるまでには、約一千年から三千年近くも

あの世で生活をしている者もいる。だから、いざ肉体を持つ段階になると、こ

の世からみれば、何十年かの間、お別れになる。一つ間違えると、修行を失敗

してしまうおそれもある。偉大な光の大指導霊が肉体を持っても、人生航路の

途中で多くの失敗を犯すことがあるくらいだから、多くの天使達の中には必ず

しもすべてが自信を持っているとは限らない・・・。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ226 

 私達は、次元の異なるあの世において、自分が造り出した過去世の業を修行

によって修正され、ほとんどとり除かれてきた魂なのである。神仏の体である

この現象界で肉体修行するために生まれてきた私達は、あの世において、本体

や分身との相談、また上段階光の指導霊の計画によって、申請されて出たもの

なのだ。 

 つまりこの世で行なわれている出生届や、死亡届を申請するときと同様の役

所があの世にもあり、私達の一切はそこに登録されているということである。 

 この役所は、非常に精妙に造られており、一寸の誤差もない仕組みによって

組織化され、この現象界における電子計算機などより精妙な設備が設置されて

いる場所である。 

 従って私達が調和のとれた両親の間に生まれるのも、また不調和な環境に生

まれるのも、すべて自分自身がその環境を選んだものである。しかもその環境

にかかわりなく、すべてあの世で打ち合わせずみ、すなわち合意が成立してお

り、肉体舟を戴く約束に従って生まれてきたということだ。もちろん縁がない

人々と親子の約束はしないように、必ず転生輪廻の永い過去世の深い因縁によ

って、その関係を結ぶようになっている。 

 そうしたことを偶然だと思う人々が多い。しかしこの世の中に偶然というも

のは一つとしてない。すべて原因と結果、作用と反作用、その仕組みが、綾な

す織物のように、精妙に関係を作っているということを悟らなくてはならない。 

 両親となるべき人々は、このように実在界の精妙な仕組みによって結ばれ、

またあるいは不調和な男女を自ら選んで修行の場を決定するのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ233 

 ・・・自分が生まれてくるとき、あの世で約束したことなど上の空となり、

神仏などはナンセンスと物質経済のみを追い求めるようになって行くのが人間

である。煩悩の愚かさといえよう。 

 やがて、一時の自己満足の夢破れ、人生に無常を感じたときはすでに遅く、

この世の卒業式となり、自己の業(カルマ)の上塗りをして、またあの世に帰っ

て行く。このような現象界を末法の世という。己の本来の仏性を遂に悟らずに、

この世限りの生命だからと思いこんで悪業を重ねる。 
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 しかし事実は、すべての決裁は自分自身でしなければならないということで

ある。たとえあの世に帰ってもである。人間は、生存の間に、そのことをきび

しく悟らねばならない。 

 名誉、地位、金が何になるのだろうか。大地主や王侯といえども、それは現

世のみで通ずること、死んであの世へ、それらを持って行くことは不可能なの

である。ここを良く考えねばならない。持って行くことのできるものは、自分

の私利私欲に包まれた、黒い想念の光子体というあの世の乗り舟と、苦しみ悩

みを満載した己の魂のみである。 

 地獄で暮らすのも趣味というならそれも良い。しかし、たかだか七、八十年

の人生での失敗が、四百年、五百年にも匹敵する、あの世の地獄界で反省しな

ければならない結果を考えるならば、やはり線香花火に似た現象界での生であ

るとしても、無駄にすごすべきではあるまい。 

 思えば人間とは愚かな者、といわざるを得ない。人を信ずることができず、

己をも信ずることのない人々がいかに多いことか。 

 まことに現代とは、現代人とは、いかに末法の末期的な姿を示していること

か。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ234 

 業(カルマ)とは、通称人間の“ごう”ともいう。 

 前世において肉体修行をしてきた生命にも、あの世で修正するための生活を

してきた者にも、その意識の中には未だ少しは残っているものである。 

 この“ごう”を、私達はまたこの現象界において修正するために肉体を持つ

のであるが、人間はともすると、肉体舟の眼耳鼻舌身意の六根に振り廻され、

己を失いがちになる。 

 業の中には、良い業と悪い業があり、現在私達が思っている不調和な考え方

や行為は、そのまま自分自身の現世で作りだした業と過去世の業の合成された

姿であり、この姿を悪い業という。 

 しかしこの現象界に肉体を持っても、悪い業をさらに自ら造り、修正はおろ

か屋上屋を重ねて実在界に帰ってしまうという人々が少なくない。それは表面

意識が一○％になっているため、つい肉体的な六根煩悩に支配されやすくなり、

自分の過去を忘れてしまうからである。 

 現象的な面に心を奪われ、自分自身を見失って行き、環境の中で起こった結

果についてその原因を反省しないためますます過去世の業を悟れず、不調和な

現象に悩まされるということである。 

 潜在意識の九○％は、私達の一切を知っているのに、正しい心の調和ができ

ないため、良く己の特長をつかみ得ないのが人間であり、かえってそのゆえに

修行ができるという現象界であるともいえるのだ。 

 現在の自己の心の想念と行為の姿こそ、己自身の過去世の姿である。それは、

地位、名誉、経済、物質を除いた己自身の本性の姿なのである。大自然界の慣
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性の法則と同じように、現世に肉体を持つと、過去において造り出した不調和

な業が表に出てくるということだが、しかし正しい心の制禦装置によってそれ

を修正することはできる。正しい想念の働きによって、改造ができる。 

 過去世において、王侯貴族など支配階級に生まれた人々は、とかく自己主張

が強かったり、人を見くだしたり、排他的であったりして、本来人間は神仏の

子であり皆平等であることを悟らず、権力や虚栄の座への執着心が強いものだ

が、こうした自己の仏性を忘れた人間、自我我欲の強い人間は、良く肉体の支

配者である己自身の心に反省をし、調和と安らぎの生活により、早く悪い業を

追放しなくてはならない。それが己の心の修正であり改造であるのだ。そうし

た正法を悟った行為の中にこそ、自身の魂がより次元の高い境涯に進んで行け

る可能性があるのである。 

 神仏を信ずることなく、ただ人間として動物的本能まる出しの生活をしてい

る人々には、本当の安らぎを得ることはできない。また自分の思っていること

やすべての行為は、私達の意識のテープに記録されて行き、必ず現象化する。

このような人々の心の中は常に格闘の連続であり、安らぎなど見出すことはで

きない。 

 私達は肉体を去るとき、人間としてなしてきた不調和な想念と行為など、一

切を清算しなければならない。そして自分の意識に記録されている世界に行き、

神仏の子たる自覚について強い反省をしなければならないのである。 

 また一部の生命、この現象界に未練を持っている意識は、悟るまでそこで苦

しい魂の修行を課せられる。あるときは光の天使達によって補導されることも

ある。それらの生命は、未だ自分が現象界で肉体を持っているような錯覚をし

ていて、死を悟らないからである。 

 このように、肉体を去った人々の中には、物理的現象と同様な慣性を持ち続

けることが起こる。地上界の時間で計算すると、四、五百年近くも己を目覚め

させることなく、不調和な地獄界と称する場所に住んでいる人々もある。しか

しいつの日か、人間は必ず神の子たることを自覚し、救われることになってい

る。 

 どのような苦しい生活もしかし自分自身に原因があるのであり、決して他人

の故ではない。蒔いた種の結果は、自分で刈りとるのが神仏の子としての掟で

ある。だから私達は、悪い種を蒔かないように心がけなくてはならない。悪い

種は意識の中で悪い業となる。肉体を持って出てくる度に芽を出してくる。私

達はこの悪い種によって生じた悪い芽を摘みとり、調和のとれた、神理に適っ

た新しい種を、意識の中にしっかりと実らすことが、悪い業をのぞく人生航路

の修行であると心得ねばならない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ237 

 人類が、この地球上に天孫降臨してきた当時のそこは、他の天体より神仏の

子としてこの現象界に適応した肉体舟を得てきた私達が、楽しく生活できた調
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和のとれた仏国土ユートピアであった。 

 その頃の人類は、寿命も非常に長く、実在界と常に交渉を持ち、人々の心に

自己保存、自我我欲の不調和な考えはなかった。しかしその子孫は、人口増加

とともに、それぞれの種族保存の自我に陥り、神仏の子であり、兄弟であるこ

とを忘れ、他の種族との争いや同族の階級闘争に明け暮れるような仏性を失っ

た存在になって行った。 

 やがて人類の心の不調和は黒い想念と化し、地球の表面を覆い、遂に眼耳鼻

舌身意という肉体舟の虜となって実在界との通信を途絶えさせてしまった。そ

のため実在界から多くの光の天使達が、神の子たる人間の自覚を促すため現象

界に肉体を持って生まれてきたが、仏性を失った人類は、ますます闘争と破壊

の業を造り出してしまった。 

 その結果、心を悪魔に売った人類の想念は、神仏の光を失い、ムー大陸やア

トランテス大陸の陥没という現象に見舞われるような事件を招くことになった

のである。 

 そうした幾度かの天変地変があっても、物質文明は人々の心を失わせ、人々

は闘争と破壊の業をくり返してきた。人類はいわゆる進化論のように進化して

きたのではない。もしそのように進化してきたのならば、その途中の生命も存

在しているはずである。類人猿は永久に猿であって、人間に進化するものでは

ないということだ。現代社会の物質文明は、あくまでも人類の生活に対する智

恵の物質化である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ240 

 私達人間は目覚めなくてはならない。一国家の神格化ではなく、地球人類の

神格化にである。太陽の熱光は、万象万物に平等であり、決して一国家の独占

物ではない。神は全人類の心の中に存在するものであり、信心とは、己自身個々

の心を信じることである。己の心を悟れば近隣人への調和に進み、さらに町や

村の調和に、やがては一国家、全世界の調和へと、発展しつながって行く。 

 それにはまず、各人が各人の神性、仏性への悟りから始めねばならない。個々

の不調和な業を修正することが先決であり、次に人類の闘争と破壊の業を、調

和と安らぎによって修正しなくてはならない。たとえ小さな種でも、やがて全

世界の“一粒の麦”となるよう、正しい正法の種を人類の心の中に植えつけね

ばならないのである。 

 調和のとれた正法の実践は、やがて偉大な物質文明を生み、地球は人類一人

一人の心の調和と安らぎによる想念の光のエネルギーに包まれ、宇宙空間に存

在する新しい惑星を発見し、そこに新しく天孫降臨して行く。神体の細胞の調

和とさらに己の心の調和のためこの現象界においての修行をなして帰る。そし

てまた、実在界との間を永遠に転生輪廻して行くのである。 

 一人の悪業の修正が、社会の業の修正となり、やがて人類が再び自然に帰る、

という神理に到達することを思うべきである。 
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心の発見(現証篇) Ｐ194 

 霊媒でも、自我我欲の強い、感情の起伏の強い者達は、魔王や動物霊が憑依

しているのである。常に心のなかがいらいらしている。こうした、心のなかに

欲望が芽生え、足ることを忘れた連中の場合は、もはや、光りの天使達が出ら

れないということを知る必要があろう。 

 正しい、中道の心を持っていない人々に出てくる者の多くは、全部、地獄霊

と見て良いだろう。 

 恨み、妬み、そして、へつらい、怒り、自己保存、自我我欲、全く足ること

を忘れ、執着心の権化の人々には、魔王やアスラーが憑いている。 

 このような霊媒者は、肉体的にガタガタである。しかし彼らは、必ず信者の

業を引き受けて信者の苦しみを柔らげているというだろう。もしこれが真実で

あるならば、天上界の諸菩薩、諸如来、光りの天使達は、あまりにも地球上の

人類が戦争をしたり、不調和な心を持った者達が多いので、皆の病気を引き受

けてあの世に病院を造らなくてはならないだろう。 

 他人の業を引き受けるようなことは、絶対にないのである。 

 作用と反作用、原因と結果、法則を知らない者は、何をするか解からない偽

善者達なのである。 

 自らの、心の暗い曇りが、地獄霊を呼んでいるのだ。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ271 

 天国の道には、人それぞれの道があるであろう。 

 この地上界から直接八正道の近道を行く者と、地上界から行くことができな

いで、きびしい地獄界を経て遠回りをして行く者もあるであろう。 

 八正道は、人生航路における心の重い荷物を下ろし、安らぎを得て、光明の

道を歩くようなものだ。そのときあなたは、人々からも愛の手を差し伸べられ、

信頼されることであろう。 

 しかし、極端な心と行ないで生きる人々は、苦しみと悲しみの大きな荷物を

かついで端ぎ端ぎ山道を登るようなものだ。いつ谷底に落ちるか判らないだろ

う。 

 誰からも協力を得られないで、裏切られ、自ら孤独な人生を送ることになる

であろう。 

 権力の座に上ったときから、人々は、苦しみ始める。かつての業の、修行を

しなければならないからである。 

 心ない人間とは、まことに哀れなものである。 

 この世を去るときには、自らの、嘘のつけない善なる神の心が、人生で犯し

た自らの罪をきびしく裁くのである。 

 信じる信じないにかかわらず、私達は、人生航路の終焉が一秒一秒近づいて

いるということを、忘れてはならないだろう。 
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人間釈迦① Ｐ100 

 人の不幸や悲しみを喜ぶ者はない。だが、自分と競争相手にあるとか、頭を

四六時中押さえつけている人が、たまたまそうした目に合うと、ざまあみろ、

という心を持たぬ人は少なかろう。悪魔は、そうした心のなかに、巣をつくる

のである。つまり、人の心のなかには、悪魔が、常に、ひそんでいるのである。

そうして、人の不幸をもて遊ぶ程度が深くなるにつれ、いつしか自分の体が重

くなり、環境が不調和になって、それから抜け出したいと願っても、もうどう

にもならなくなってゆくものである。 

 悪魔は、人間がつくり出した業想念であり、悪のエネルギーである。人間社

会が混乱し、人の心がすさんでくると、悪魔となってあの世に帰った人間たち

が、現象世界にひきよせられ、すさんだ人の心にはいり、いっそう悪事を働く

ようになるのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ163 

 神は調和という中道の中で、厳然と生命の火を燃やしている。人間が、その

自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その分量だけ、

反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによって、神と人間の

絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計画されている。 

 人間の魂が肉体に宿ると五官にふりまわされる。五官とは眼、耳、鼻、舌、

身の五つである。この五官に、魂・意識が幻惑される。美しいものを見ると欲

しいと思う。気持の良い香りには心がひかれる。自分の都合のよい話には、つ

い乗ってしまう。舌ざわりのよい物は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身

を置きたい。肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 

 五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心を奪わ

れると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心の動きにあっ

たわけである。諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、五官に心を奪われる

六根という煩悩にあった。 

 さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）の想

念行為によって生み出されていった。 

 業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張ることに

よって作り出されて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざまな欲望が、

人間の神性仏性を侵して行く。 

 こうして人は、その意識を、あの世と、現象界であるこの世を循環するたび

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつくって、

輪廻している。このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業

を修正しなければならなくなった。 

 同時に、さまざまな執着を生み出して来たがために、神性の自分から次第に

遠のいていったのである。 

 しかし、人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、植物
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は、この地上の環境を維持するための媒体物であって、人間は、それらの媒体

物を調和していく任を、神から与えられ、まかされているからである。 

 その証拠に、己の心に偽りの証を立てることはできない。人にはウソはいえ

ても、自分には、ウソはいえない。文明文化は、人間の社会にのみあって、動

物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間である。動物、植物も

それぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし

彼らが人間になることは出来ない。人間も彼らにかわることはない。水が土に

なることができないのと同じである。 

 人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、神の

心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から離れること

である。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂がふれ

るよう努力を惜しんではならない。 

 一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんなに人類

がふえても、空気、水の質量は変らない。太陽の熱、光についても、その放射

する質量を変えることがない。人間社会には男と女が生存する。男女の比は常

に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自己保存、我欲に傾かない

かぎり、男女の比は均等に維持される。人間の肉体も、休息と運動という循環

から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続ければ、肉体的支障が現われ、精神

の平衡を失ってくる。 

 すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないようにで

きている。 

 悲しみや苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからである。 

 中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践するこ

とから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせれば、業の

修正は意外に早まるだろう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ210 

 ・・・正法こそ、求め続けて来た心のよりどころであった。その法は、神の

心にしたがった正しい秩序であった。そうしてその秩序を心の中に確立するに

は、八正道という物差しによるのであり、その物差しによる想念と行為が、諸々

の業と、今生でつくられた片寄った性格を修正してゆくものであった。 

 人は誰しも、生れ来たった時は、丸く純な汚れない心を持っていた。生長す

るにしたがい、くりかえされた過去世の業にひかれ、再び業を生み出し、後天

的な新たな性格をつくってゆくのであった。 

 

 

人間釈迦② Ｐ084 

 ・・・第三のサンガー（僧）は、中道という八正道を日常生活の上に行じら
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れるかどうかである。 

 八正道は自戒の道である。各人が神の子としてその神性仏性にめざめるため

には、中道という尺度（物差し）を持って、調和の心を会得していかなければ

ならない。自戒の道を怠り、形だけに走るようでは、最早ブッダの弟子たる資

格を失う。 

 サンガーの道はそれだけに厳しい。己に厳しい。反省と自戒によって、これ

まで積み重ねてきた業を超えていかねばならない。三つ子の魂百までもの譬の

ように、業を修正することは難事業である。努力と勇気が必要だ。さらにまた

工夫をこらさなければ、これまでの習性を転換させることはむずかしかろう。

しかしこうした努力を惜しめば、悪習慣から抜け出すことは出来ない。 

 ブッダの弟子たる資格は人間としての自覚にめざめ、自らを厳しく律して行

く者でなければならなかったのである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ233 

 転生はさまざまな経験の連続であり、ある時代は武将として、ある時は農夫

として、またあるときは、僧侶として人生を送り、心の生成をはかっていく。 

 こうして人間は成長し、神の心を理解していくものだが、時代によっては神

仏の心に反して脇道にそれ、心を曇らせ、歪みをつくることもある。常に、神

仏の心に適う生き方のみということは、まずあり得ないのである。またそれで

は、心の豊かさ、広さ、高低の見分けもつかぬばかりか、神の心を本当に理解

することは出来ない。 

 幼児の心はとらわれがなく神に近いが、幼児そのままでは自立の生活は出来

ない。 

 自立の生活をしながら、なお心に歪みをつくらぬ神の心を湧現してゆかなけ

ればならないのが正法である。 

 カルパとはカルマであり、五蘊の生活行為を指す。 

 五蘊の生活とは、色、受、想、行、識をいう。 

 色とは、この現象世界のことであり、受とは、それを受け入れる五官であり、

想とは、五官にもとづく諸々の考え方、行とは、五官にもとづく生活行為、識

とは、それらの観念をいう。 

 そのため、五蘊の生活とは、五官六根であり、五官六根はカルマの生活であ

る。 

 カルマにふり回されるかぎり、人は神の心を湧現出来ない。 

 

 

人間釈迦② Ｐ264 

 すべてのものは循環するので善悪の因縁因果は常について回る。では救いと

か、自由というものはどうなるのか。因果の循環の中では救いがないように思

われるが、循環の中にいるかぎり、その通りなのである。そこで解脱とか、自
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由というものは、かつてつくり出した因果の循環から離れることをいうのであ

る。そうして進んで、菩因善果をつくるべく心掛けることである。 

 解脱とは、煩悩による執着の想いから離れ、中道という正しい生活をするこ

とである。とらわれのない自由な心に帰ると、かつてつくった因縁の業（カル

マ）によって、仮りの病気になったとしてもその苦痛はずっと少なく、苦痛の

中に心まで埋没することはないのである。人間の救いとは、こうした業因縁か

ら心を離すことなのである。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ164 

 これまでの人類の歴史を見てくると、偉大な聖者が現われたときは人びとの

心も統一され、調和に満ちた社会の出現となるが、その光が昇天してしまうと、

次第に修羅の巷と化し混乱してしまう。人類は、いわば末法と正法のくりかえ

しのような観を呈している。これはいったいなぜなのだろう。なぜ人類社会は

いつになっても救われないのであろうと誰しも疑問をいだく。 

 その理由の一つとして、人間のカルマが挙げられる。カルマとは業であり、

ものに執着する想念と行為による悪循環をいう。このカルマが転生の過程にお

いて修正されなければならないのだが、しかし根本的に是正されないかぎり、

カルマは輪廻するので個人的、社会的混乱の渦紋はなかなか消え去らないとい

うことになる。 

 もともとカルマというものは、縁にふれ、現われることによって、初めて人

はそれに気づき、現われなければ理解もできないし、修正も不可能となる。そ

の現われの形が大きく発展すると末法となり、社会が混乱することになるので

ある。 

 さらに、カルマをカルマとして認めず、見過ごしてしまうと、新たなカルマ

をつくって混乱にいっそうの輪をかけることも起きてくる。 

 こうして、末法と正法の時代は歴史的には繰り返しの過程の中にあるようで

あるが、しかし、過去世のカルマがそのままストレートに現われることはない。

そのまま現われるとすれば人類はとうの昔に滅びていなければならないし、そ

ういうことはないのである。 

 私たちは現象界と実在界を絶えず往ったり来たりの輪廻をくりかえすが、現

象界のカルマは実在界である程度修正され、再びこの地上に生まれ出てくるの

で、残されたカルマをいかに上手に修正するかが、私たちの課題であり、上手

に修正される時代を正法といい、盲目に陥った時代を末法というのである。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ058 

 人生いたるところ修行場であり、指導者たる者、この点の自覚が特に必要だ

った。建物の良い悪いは関係がない。人は環境に流されやすく、環境によって

さまざまなカルマをつくってゆく。 
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 ジェーター・ベナーは、ベル・ベナーとちがって、気候もいいし、何でも整

い、衛生的でもあった。それだけに魂の修行にとってまたとない環境が与えら

れているが、サンガーの修行者はそうした環境におぼれるようなことがあって

はならないし、この点の徹底が大事だった。 

 

 

人間釈迦④ Ｐ184 

 正道でいちばん大事なことは、感情に心を動かされないということだ。感情

のない人間、それは人間とはいえないが、表面的な好き嫌いの感情にとらわれ、

それに翻弄されると心に曇りをつくり、心がすさんでくる。憎悪、怒り、しっ

と、増上慢……。みな感情がなせるわざだ。こうしたときは安心はえられない。

公平にものをみることができない。自分を苦しめ、人をも悲しませる。 

 心の調和はいかに自己の心を落着かせ、心の安らぎを保つかということだ。

それには自己の感情のぶれをなくすことしかない。 

 波立ち多き感情の修正は、そのよってきた原因を知り、それにふりまわされ

ぬことが基本だが、しかしそれを知ってもなお振りまわされるのが人の常だ。

それを人の業ともいう。そこで人を見ないことが大事だ。意見が合わず、怒り

が燃えるということは、相手をみるからだ。相手が怒りに燃えたときは、それ

にさからわず、熱がさめるまで受け流してしまう。ひと息ついたときに事の道

理を話すようにすれば、心の揺れは少なくなろう。 

 苦しみの原因は、ものに対する執着である。執着を離れ、冷静になってくる

と、事の道理がよく見えてくるものだ。神理の実相は、そうした心を保ってい

ると、次第に明らかになってくる。 

 

 

原説般若心経 Ｐ065 

 生まれた環境、習慣、教育、思想をとおして、次々と自我が芽生え、自己保

存が芽生え、自分自身の潜在された意識が表面に出てくる。 

 氷の水面に出てくる面積は、約一○％くらいで、九○％は潜在しているよう

に、私達の意識も、神の身体の現象界といわれるエネルギー粒子の集中固定化

した物質と、分散されている空間に出てしまうと、大自然の法則にならうのだ。 

 成長するに従って、過去世で作り出した業という性格が、人生体験を積むほ

どに出てくるようだ。 

 苦しみをとおして、その原因を追及し、反省して修正すれば、心の曇りは晴

れ、安らぎの丸い豊かな心が作り出されて行き、心は光明に満たされ、やがて

人生に対する疑問を次々と追及して心は進化を続けて行くものだ。 

 学校で学習するのは、より豊かな智性を作り、ものの判断を豊かにし、誤り

のない人生を送るための基本的素養を身につけるためだ。 

 きびしい社会生活の体験をとおして、さらに今ある環境の中で、心の新しい

学習を今も続けているのだ。 
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 そして、自らの心と行ないの欠点を、強く修正して行く者こそ、真の勝利者

だ。 

 しかし、人間は、肉体的先祖や子孫に執着をもって、神の身体の一部である

土地や、財産への執着が絶ちがたく、乗り舟の執着に明け暮れて、遂に“空”、

実在界のやがて帰るべき場所まで忘れ、墓や寺院に、また生まれた家や住居に

執着を残して自らの心を束縛して心の中に地獄界を作り出してしまう。 

 いかに財産があろうとも、地位があろうとも、執着を持ってしまうと、心に

曇りが生じ、肉体舟と同体になっている光子体の光を失ってしまうため、辿り

つく場所は、きびしい地獄界に行くだろう。 

 人間は、この現象界を去るときは、人生で体験した一切のこと、思ったこと

行なったことを持って行く。心の中のその記憶装置は精妙で、地上界の電算機

などの比ではない。 

 人生でなした行為と想念の決裁は、自らの善なる心が裁き、罪を犯した者は、

自ら罪を償う場所に行き、その原因がどこにあったかを発見して自覚するまで

そこにとどまるのだ。 

 物質文明も人間の生活の智慧が作り出したものであり、地位や名誉も作り出

したものであり、それらはすべて変わりやすい。神の作り出したものは、安定

し変わることがない。 

 ただ、いかに人間らしく、正しい中道の生活をして、広く豊かな心を作り、

人々のために心から尽くしたか、ということがもっとも大事なことだといえよ

う。 

 人間は、いつの日か、両親から戴いた肉体舟から下船しなくてはならない。

あの世に帰る光子体の肉体をもって、光の世界に帰って行くのだ。 

 自らの心と行ないを正さないで、実在の世界を悟ることはできない。智性だ

けの悟りは絵に書いたボタ餅だ。正道を行なわなくては結果は出ない。 

 肉体舟の生と死を見て、生まれたとか死んだとかいうのは、正しい道理では

ないといえよう。それは、肉体舟の船頭が、乗り物をかえただけで、本当の自

分自身は、死ぬことも生まれることもなく、汚ないも綺麗もなく、増えも減り

もしないのである。 

 物質的な現象だけを見ているから、そのように感じるだけなのだ。人間は永

遠の生命なのだ。 

 

 

心の原点 Ｐ022 

 人間が生まれてきたときは、神の子として純白な心を持って、肉体に乗って

くる。 

 それは、人生航路への船出であり、すなわち出生、門出である。 

 人間は、誰でも、地獄界から生まれてくることはない。皆、前世の人生にお

いてなした不調和な想念と行為は、地獄界や天上界で修正して出てくるものだ、

と私の指導霊は説いている。「しかし、何％かの不調和な業は消えることはな
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く、肉体を持ったときに出てくる」ともつけ加える。いずれにせよ、生まれて

きたときには、丸い善なる心を持ってくるのだ 

 生まれてきた環境、両親の教育、習慣、社会の思想などによって潜在してい

る意識の自我が芽生え、やがて、その性格は善我（ぜんが）と偽我（ぎが）を

造り出してゆくということである。 

 このように、人間は本来善なる心でこの地上界に出てくるのだが、成長する

に従って、心を暗い想念の曇りによって包み、罪を犯してしまうのだ。 

 しかし、神は私達に反省という慈悲を与えている。 

 誤りを犯しても、あの世（実在界）では、表面意識が九○％（この世の表面

意識は一○％）も出ているため、善悪の判断がすぐつくのである。 

 そのため、心に不調和があれば、すぐ肉体的に光の量が少なくなってしまう

ため、反省をして誤りの修正をしてしまう。 

 しかしこの現象界に出てしまうと、表面意識は一○％くらいしか出ないし、

厳しい盲目的な人生航路のため、どうしても正しい判断を欠いて誤りを犯して

しまう。 

 しかし、犯した不調和な想念と行為について、心から反省し、二度と同じ過

ちを犯さないで、より光明に満ちた豊かな心を造り出すことによって、罪は許

されるのである。 

 許すという愛の働きがなかったならば、私達人間は永遠に救われることはな

いだろう。 

 人々の罪を許し、人々をして生きる喜びにいたらせ、お互に手をとり合い、

助け合って調和へと高めて行くことによって、地上の大調和という環境が築か

れて行くのである。 

 

 

心の原点 Ｐ043 

 蛇などは人類の歴史より古く、性格が獰猛で、その生命力と狡猾さは、他の

動物とは比較にならなかったようだ。 

 暗い、ジメジメしたところを好み、音もなく近よって獲物を襲う。人類の先

祖はこの蛇には随分悩まされたという。 

 神は、蛇を創り、人類に警告を与えたのだ。業想念にとらわれ、五官六根に

ふり回されるとやがて自分が蛇のようになると……。 

 当時の人類はあの世を知り、この現象界の目的も知っていたから、蛇の存在

理由を熟知しており、互いに戒め合い、仏国土の建設にいそしんでいた。 

 

 

心の原点 Ｐ120 

 私達は、この日常生活においては、とかくささいなことに心を煩わし、六根

に左右されがちであり、心の歪みを造ってしまうものだ。 

 ことに、眼で見る諸現象、耳で聞く諸問題、そして、語られる言葉、そんな
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ものによって私達は心を惑わす場合が多いものだ。 

 また、他人をも惑わして、大きな罪を造ってしまう。 

 このように、眼、耳、口は、もっとも代表的なもので、これらに振り回され

てしまうと、煩悩のとりこになり、自分自身を失ってしまうのだ。 

 そして、転生輪廻の過程で造ってしまったカルマ（業）が心のなかにしみ出

してきて、悪循環（悪い運命）に身を堕とすことになってしまう。 

 望まないのに、病気をしたり、交通事故に逢ったり、人に騙されたりして、

人を信じることもできなくなり、小さな心になる。小さな枠に入った自分を造

り出して、苦しみの人生を送ることになってしまうものだ。 

 そこで、こうしたカルマに振り回されないようにするため、まず現在の環境、

立場、生きていられるそのこと自体に感謝することが大事だといえよう。 

 物一つ求めるにも、多くの人々の苦労によって造られ、助けられ、また太陽

や水など、自然の恩恵があって、私達の存在はあるのだ。 

 私達は、これにむくいることが大事なのである。 

 それには、自らの欠点を知り、修正し、社会人類のために余った時間を奉仕

することが必要なのだ。 

 「正しく生きる」には、まず六根に左右されない自分を発見すること、それ

が先決であろう。 

 それには、自分の短所、長所をしっかりとみつめ、短所を修正し、長所を伸

ばすことが大事であり、そのための勇気と決断が必要である。 

 病気にしても事故にしても、また人に騙されたりすることは、五官に振り回

された想念と行為に問題があるのだ。 

 私達の欠点短所は、どうしても五官にもとづいた想念に一番結びつきやすい。

だから、欠点の修正には、思い切った勇気が必要だといえよう。 

 正しく生活をするということは、人生の目的と使命を悟った毎日の生活行為

にあるわけで、常に、安らぎの境地にあって、一切のこだわりや執着から離れ、

足ることを知った生活を送るということだ。 

 

 

心の原点 Ｐ132 

 ・・・このように、大地といえども、生命を持ち、感情を抱いているのだ。 

 火山、地震、地すべり、陥没等、大地そのものは、ときとしては怒り、狂う

こともある。 

 こうした怒りや狂いというものは、大地そのものが勝手に動き出したかとい

うと、そうではないのである。 

 それは、人間の勝手な行動、想念が造り出した物理的現象が大部分だといえ

よう。 

 太平洋にあったムー大陸も、大西洋にあったアトランティス大陸も、いずれ

もそこに住む人類の業想念が陥没させたことを、私の指導霊、アガシャーは教

えている。 
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 なぜ、このような現象が起こるかというと、人間の生命意識、地上での目的

は、己自身の調和と同時に、動物、植物、鉱物をふくめた地上の大調和にあっ

て、その目的に反した想念行為に対しては、その分量だけの償いが必要になっ

てくるからである。 

 この事実を、各人が信じると信じざるとに拘らず、人間の生命目的というも

のが、神の子として、この地上界を平和なユートピアにするため、神から与え

られていることを知らなくてはならない。 

 この目的を、人間は、肉体舟に乗ってしまうと忘れがちになるのである。 

 私達は、大地という生活環境に在って、太陽という熱、光の変わりないエネ

ルギーを受けて、生存している。 

 そのことを考えるならば、私達は、そこに大自然の、神の偉大な慈悲と愛と

いうことを、感じないわけにはゆかない。 

 

 

心の原点 Ｐ175 

 人類は自ら造り出した物質文明によって、より豊かな環境を造り出そうとし

た。 

 ところが結果は、偉大な心の尊厳を忘れ去り、形式的宗教に心のよりどころ

を求めたため、生活のなかに習慣のなかにそれが根を下ろしてしまった。 

 それは、自力を忘れて、他力本願の自己陶酔に陥った結果といえ、それが人々

の心を支配したからである。 

 財産や経済力が幸福を得るためのもの、という人生観に変わってしまったと

き、人間は、自らの心の偉大さを置き忘れてしまったといえるのだ。 

 そして、自ら、足ることを忘れ、欲望の海に押し流され、身も心も泥沼のな

かであえいでいるということである。 

 それは、人類が、自ら造り出した“業”である。 

 この地球は、ムー大陸、アトランティス大陸の陥没など、幾度かの天変地異

を体験してきた。人間は、肉体を持って生まれてしまうと、この世だけだと思

い込み、自我我欲の一生を送ってしまう。天変地異は、そうした人類に対する、

その時代時代の人々への神の警告であったのである。 

 

 

心の原点 Ｐ209 

 ・・・また、自らの生活行為の不調和によって、身体をこわすこともあろう

し、心の不調和によって身体をこわすこともあろう。 

 こうしたことも、実は反省の機会として神から与えられているものなのだが、

私達は、ついそれを忘れがちになる。 

 人生における失敗も苦しみも、本当は心を豊かにするための学習なのである。 

 もしも失敗や苦しみがないとすると、苦しみ、悲しみの“にがさ”を本当に

知ることが出来ない。 
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 これは善と悪についてもいえることなのだ。 

 善だけがあって悪がなければ、悪も解らないし、善の良さも解らない。善と

悪があって、善の良さ、悪のみにくさが理解できるのである。 

 私達のこの地上における修行の第一の目的は、己の業（カルマ）を直すこと

である。 

 業（カルマ）の修正は、善と悪が混合された環境でないと理解できない。 

 あの世では、悪の結果が、ただちに現われてしまうために、業（カルマ）の

修正がむずかしい。そこでこの世で己の心の豊かさを造るために、さまざまな

経験、学習をしていくのである。 

 私達の心は、こうして、苦しみや喜びをとおして、ある者は歪みを造り、あ

る者は豊かな、慈愛に富んだ広い心を造って行く。 

 

 

心の指針 Ｐ107 

 正命とは文字通り、正しく生活することです。正しい生活を送るには、まず

自身の業（力ルマ）の修正、短所を改めることです。 

 人間は誰しも、長所と短所の両面を持っています。長所と短所というものは、

光と影のようなもので、性格が片寄ったときに、長所が短所になり、短所が長

所に変化します。 

 信長は非常に気短かな男だったようです。しかしその短気が決断となって現

れたときは、神出奇没の戦術に変化し、戦国の世を生き抜く絶大なエネルギー

になったようです。 

 このたとえはあまり感心しませんが、長所と短所というものは紙一重であり、

それは紙の表と裏のようなものといえるでしょう。 

 そうした紙一重の性格をどうすれば長所に変えることが出来るか、あるいは

長所とは何か、短所とはどういうものか、となりますと、短所は自分の心をさ

わがし、人の心をも傷つけるものであり、長所は、自他ともに調和をもたらす

性格といえるでしょう。 

 長所を伸ばし、欠点を修正することによって、自身の想念と行為はもとより、

自分の周囲を明るく導くことができるでしょう。 

 私たちのこの世の目的は、この地上に仏国土・ユートピアをつくることです。

それには正しい生活を営まねばなりません。正しい生活は、まず自分自身の調

和からはじめねばなりません。自身が調和を保たなければ、自分の周囲も調和

に導くことは出来ません。 

 欠点を修正するにはどうするか。それには第三者の立場から、自分の心を、

毎日の思うこと考えること、行為を、反省することです。 

 

 

心の指針 Ｐ180 

 業を称してカルマとも言っております。カルマとは強い力でグルグルと回り
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続ける性質をいい、これに足をすくわれると人間はなかなかここから解脱出来

なくなります。業のとりこになると、その人の人生は灰色になります。 

 人間の業はどうして生じたかといえば、それは転生輪廻の過程において生じ

たものです。 

 最初の人類は、神の意を体していましたからこうした業は身についていませ

んでした。ところが現世に生まれては死に、生まれては死んでゆくにしたがっ

て、人間は心に黒い想念をつけていったのです。そのために人生は、まずその

黒い想念を払うことが目的となり、その目的を果たすことが仏国土をつくるた

めの大きな前提になってきたのです。 

 では黒い想念とはどういうものかといえば、それは執着です。五官六根に左

右された自己保存の執着が、それぞれの業をつくっていったのです。したがっ

て業とは、人びとの想念と行為における執着が、それぞれの業であるといえる

でしょう。 

 業というと悪が連想されます。ところが業は必ずしも悪だけではないのです。

善も実は業なのです。教育者の家庭に想像もつかないような悪が芽生えるのも、

善の意識が強く働き、家庭をしばりつけてしまうからです。「ああしてはいけ

ない」「こうしなければならない」というように、善への執着も業をつくりま

す。善にとらわれると四角四面な心になってきます。悪にとらわれれば、人か

ら嫌われます。 

 要するに業とは、五官六根にもとづく執着の想念がつくり出した黒い循環の

想念──観念、換言すれば、とらわれた心、これを業というのです。 

 このために、善にしろ、悪にしろ、業をつくってゆきますと、それにひきま

わされます。 

 悪いと知りつつ悪を犯してしまう。人の意見が正しいと思っても、その意見

にあえてさからい、逆な方向に自分を持っていってしまいます。奇癖、頑固、

優柔不断など、すべて、業の作用であります。 

 業想念というのは、地上の相対観念に自分の意識、魂がふりまわされている

状態をいいます。金は絶対であり、生命の次に大事なもの、地位が高ければ尊

敬される、働くのはバカバカしい、人生は面白おかしく過ごすほうが得だ……、

といったようにです。 

 したがって業想念は、やがて業をつくってゆき、来世に生まれてもその業に

ひきずられる要因を生み出してゆきます。 

 業にしろ、業想念にしろ、私たちは、大なり小なりその影響をうけながら生

活しており、転生輪廻を続けているというのが現実の姿です。 

 そこでこうした業からぬけ出すにはどうすればよいでしょうか。中道にそっ

た想念行為をすれば、多くのとらわれから離れることができます。とらわれが

多ければ悩みも多いはずです。悩みが多ければ人生は灰色になってくるでしょ

う。心に安らぎは出てきません。真の安らぎは執着心から離れたときに生まれ

てくるものだからです。いっさいの執着を去った姿を、涅槃寂静（ねはんじゃ

くじょう）ともいい、これは、釈迦の解脱の境涯をいうのであります。 
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 相対的な業想念にふりまわされず、中道にそう生活に意をそそぎ、安らぎの

ある自分をつくってゆきたいものです。 

 

 

心の指針 Ｐ151 

 人間の意識を大きくわけますと、魂意識と体の各部分を動かしている細胞意

識があり、病気はその両方が病むものですが、その原因は、表面意識（表面意

識の奥にある想念帯意識も含む）にあります。こわいものをみて体がすくむ。

怒ったときに心臓がドキドキする。笑ったあとはお腹がすきます。このように

表面意識と細胞意識というものは密接な関連を持ち、表面意識に細胞意識が常

に左右されています。したがって、先天性の場合をのぞいて、病気の大部分は

表面意識にその原因をみることができます。そして、細胞意識の病む場合は多

分に肉体遺伝の場合が多いのです。 

 人間の魂意識（潜在意識層）は神の子でありますから、病気になるというこ

とはありません。すなわち、意識の中心である心は病むことはないのです。た

だ魂意識層にある守護霊が人によっては表面意識と足なみをそろえて病むこと

はありますが、意識の中心である心まで病むことはないのです。 

 この意味から、心だけをみるならば病気は本来ないということになります。

ところが現実に病気はあります。病気の原因は前述の通り、怒ったり、そしっ

たり、争いの想い、対立感情にあるのですが、それは想念が原因です。釈迦は

これを人間のカルマといい、イエスは原罪と呼んでいます。 

 こうしたカルマが表面意識を通して想念帯に病巣をつくり、肉体的病気とな

って現れてくるのであります。また、仮に、生まれてから死ぬまで正法通りに

生きた人がいるとします。その人は病気をしないかというとやはりします。後

天的には立派でも先天的なカルマが表面に出るからです。 

 この世は過去世のカルマを修正するために出ているのですから、後天的な理

由だけのものではありません。ただし、この場合、十の先天的カルマは、後天

的な善なる行為によって、五になり、三になり、一になります。つまり悪と善

の相殺作用が働きます。この意味で、人は、現世で悟ったとしても、病気から

解放されるということは、まずないのです。まして、人間は神になることはで

きません。悟りに限界がないのと同じように、あやまちは人間には、常につい

てまわるものだからです。 

 

 

心眼を開く Ｐ062 

 仏教はインドよりチベットを通過し、中国に渡り、我が国に伝わりました。

伝教大師が我が国に天台宗を定着させた頃までは、まだ正法は生きていました。

ところがその後、仏教のなかから念仏行が生まれました。法然による、念仏の

他力信仰がそれであります。それまでの仏教は、ほんの一部の貴族階級しか、

これをうけ入れる下地がありませんでした。中国渡来の経文を理解するには、



718 

 

書に親しむ者でなければ到底近づき得なかったからです。 

 当時の時代的背景を考えると、無学文盲の民衆を救うには、他力の念仏は、

人びとの乾いた心に慈雨を与えたことは想像にかたくありません。仏教を広め

る意味では、法然の念仏行は、たしかに意義はあったといえましょう。だがし

かし、他力では人間を救うことは本当はできないのです。なぜかというと、人

間の業はそれほど安直にはできていないからです。 

 他力の狙いは「信」にあります。念仏はその信を得るための媒体でありまし

ょう。信が強まれば行為もそれにつれて動いてゆくものとみられがちですが、

信だけでは人間の業をかえることはできないのです。人間の心をかえるものは

「理解と行為」なのです。ウソのいえない調和された己の心にしたがって、そ

の毎日の生活の理解を深め、行為を通して、はじめて、人は安心の境涯に至る

のです。 

 したがって理解のない信心、行為のない信仰というものは、内在する過去世

において体験した神の子としての己の心の叫びを、その悪い業によって覆いか

くし、ウソの上塗りを重ねてゆくことになります。人前では善を気取り、一人

になってホットするという善と悪の二面性をますます身につけてゆきます。 

 日蓮は念仏無間地獄といいました。念仏を唱えながら人を平気で殺め、念仏

さえしておれば、何をしても救われるという誤った考えがはびこったからです。

戦乱の世の衆生を救うために、むずかしい仏教哲学を理解させることは困難で

あったため、阿弥陀浄土の存在を、念仏によって教えざるを得なかたのでしょ

う。 

 他力は、業との妥協です。したがって業の是認に結びついてゆきます。戦場

に牧師がついてゆく。他宗をたおすための戦争が二十世紀の今日でもなお続い

ている。この事実をみても、人間の業の根深さを知らねばなりません。人間は、

他力では決して救われることはありません。神の子の己の心を信じた、そして、

その心を生かした毎日の生活こそ安心への道であることを知って欲しいと思い

ます。 

 

 

心眼を開く Ｐ079 

 ・・・こういうように、想念は、その人の心と肉体に敏感に反映してきます。

いうなれば、想念は、ものをつくっているのです。 

 想念は、もともと精神活動の一つです。しかしその精神活動が中道を失うと、

眼や耳や口を通して、肉体中心の業想念に支配されてきます。ウソのつけない

心と、神から与えられた正常な肉体まで汚してしまうことになり、目的と使命

を担ってきた今世の自分の運命、天命を狂わせ、新たな諸々の原因（業因）を

つくっていくことになります。 

 今世の原因が、今世で清算（結果）されればよいのですが、清算されないと

きは、あの世に持ち越し、来世で、そのおさらいをしなければなりません。つ

まり、もう一度今世と同じような環境の下で修行し、己の魂をテストしなけれ
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ばならないのです。はっきりいうならば、大抵は、原因と結果の堂々めぐりを

してしまいます。二千年の昔も今も、心の面ではあまり進歩がないというのも、

こうしたところに原因があります。悪循環からなかなか抜け出せないのです。 

 悪循環の最たるものは何かといえば、愚痴と、怒りと、足ることを知らぬ欲

望です。この三つを称して、心の三毒といい、業想念のなかでも、もっとも悪

い原因をつくります。よくよく心しなければなりません。 

 

 

心眼を開く Ｐ091 

 現代宗教家の多くは、貧乏し病気をしていると「あなたの前世は業が深いか

ら貧乏をしているのだ」「前世で悪い事をしたから病気をする……」という説

明が返ってくるようです。そこで私はききたいのです。生まれるときに金を持

ってきたか。死ぬときに、地位や財産を持っていけるか。 

 生まれるときも裸なら、死ぬときも裸です。金がある無しは、人間のこの世

における知恵が生み出したもので、前世のカルマとは関係がないといえましょ

う。 

 金持ちに生まれる、貧乏人に生まれるというのは、自分があの世で選んでく

るのです。カルマが深い、浅いではありません。 

 前世のカルマは、あの世においてある程度修正しなければこの世に出ること

はできません。 

 地獄の霊がこの世に出ようと思っても、それは出来ない相談です。悪事やカ

ルマというものは、まず、あの世でみっちりとそれを修正し、そうして、その

修正した事柄を、現世で修正出来たかどうかを自らが試してゆくのです。 

 そのため、仮に前世で貧乏をして心を狭くし、それに負けた場合は、再び貧

乏の環境を選ぶ場合があります。反対に裕福な家庭で生まれ、わがままや増長

慢に陥った者は、もう一度裕福な家庭に育ち、そうならないよう自らの心を磨

いて行く者もあります。 

 これはカルマというより、カルマの修正が本当に出来たかどうかを試す意味

で、そうした環境を選ぶのです。また、人間の価値というものは、金持ち、貧

乏ということで決められるものではありません。金がある、ない、の条件は、

己の心がそうした条件にふりまわされず、調和の心を維持し、進んで、自分の

心をより広げていく魂修行の一手段にすぎません。 

 病気の原因は前世のカルマというより、今世における我執や、無理な体力の

消耗がそうさせるもので、後天的なものです。先天的な不具者や、子供の病気

は、両親の不調和から起きるといえます。 

 意識に記録されたカルマは、あの世で一○○％修正されるかというと、そう

いうわけにはゆかず、人それぞれのあの世での修正の度合いによって、ある人

は六○％、ある人は八○％、九五％修正出来た人も出てきます。したがって、

修正の度合いによって、この世では、過去世、前世のカルマに強くひかれる者

と、そうでない人とがあるといえます。この意味では前世のカルマといえるか
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も知れません。 

 しかし、前世のカルマがそのまま果となって出てくるとすれば、人類は、と

うの昔に滅び去っています。なんとなれば悪を犯さぬ者は一人もいないからで

す。 

 さて、このように考えてくると経済的に恵まれなくとも、心まで貧しくして

はならないし、恵まれた人は多くの病める人びとに愛の手を差しのべることが

大事であるといえましょう。 

 今日の人びとの心は、足ることを知らぬ欲望にふり回され、自分を失ってい

るといえます。人生の目的を自覚し、大自然が教える中道の心を知るならば、

足ることを知った生活、つまり、神の子の自分を自覚するならば、欲望、我執

に翻弄される無意味さを悟ることが出来るでしょう。 

 足ることは我慢ではない、あきらめでもありません。神の子の己を自覚した

想念と行為を意味するのです。与えられた環境、仕事に対しては、全力を挙げ

てこれに当ります。それは欲望に燃えてそうするのではなく、調和に役立てる

ためにそうするのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ156 

 問：業(カルマ)は人によって皆違い、また、使命や役割も異なると思います。

八正道を根底とした生活をすれば、自分の使命がハッキリと分かるでしょうか。

心は一念三千ですが、使命を悟れば、迷いに打ち勝てるのかどうか。この辺を

説明して下さい。 

 答：業（カルマ）は執着から生まれます。自己中心のものの考え方が執着を

生み、カルマをつくってゆくのです。 

 カルマは大きく分けて三通りあります。その一つ目は先天的なもの、二つ目

は両親による肉体遺伝、三つ目は環境です。 

 先天性のカルマは、気質として現われます、意志の強弱、内向型、外向型、

悲観的、楽観的というように。こうしたものは先天性のもので修正に手間がか

かります。二つ目の肉体遺伝は血液の型、内臓諸器官の強弱、色盲等々。肉体

遺伝についてはこうしたハンディが、ものの考え方や生活の仕方を変え、執着

をつくります。三つ目は教育や思想、生活環境によってつくられるでしょう。 

 カルマというものはこのように片寄った考え方、見方が執着となり、その人

の生活を規制し、苦しみに追い込んでゆくものです。 

 八正道はこうしたカルマを超えて、中道の精神を養っていくものです。 

 次に人の使命は、万人が万人、一人残らずあるものです。そうしてその使命

は現在置かれている環境の中で立派に果たして行けるものです。 

 使命というと、何か特別な役割のように聞こえますが、本来そういう特別の

ものではなく、現在与えられている環境を、明るく、正しく、調和された世界

をつくって行くことです。主婦には主婦としての役割、ご主人はご主人で外に

出て、その周囲を調和して行くのが各人の使命です。 
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 それには八正道の物差しで、片寄りのない自分をまずつくり、人びとをして

感化して行くことです。 

 次に、悟ったならば迷いはありません。迷う間は、悟ってはいないのです。

ただ、方法論については考えの違いは出てくるでしょう。人びとを導く場合な

ど、いくつかの道があるからです。しかし、それでも最終的には一致するもの

です。意見が分かれて統一出来ないということはありません。 

 迷いは偽我の自分があるために起こるものです。もちろん、迷いの内容が夫

婦間の問題とか、仕事、病気といったもので自分で解決つかぬことがあれば相

談して下さい。人によっては現在の環境から離れた方が良い、という場合もあ

るし、その環境に堪えようとしてかえってカルマをつくることがあるからです。 

 要は、心の中にカルマの種を宿さぬことが大事なのです。 

 カルマというものは、たえず、ぐるぐると輪廻しています。そのため、なか

なかそれからぬけられません。ぬけるためには勇気と努力、そして工夫をもっ

て当って下さい。 

 

 

心眼を開く Ｐ186 

 【自分との戦い】 

 正法は自分との戦いである 

 己に克つことである 

 業の自分に負けると その分だけ来世に持ち越し もう一度やり直さなけれ

ばならない 

 二つでも三つでもいい 

 己の業を正し 正道生活の一頁を飾るようにしたい 

 

 

心眼を開く Ｐ188 

 【業】 

 すべてのものが循環するように 業もまた循環する 

 業の循環を断ち切るには 努力と勇気が必要であり 知恵を働かせば 効果

はもっと速まる 

 

 

心眼を開く Ｐ245 

 【因果応報】 

 これは宇宙の原理です。すべてのものは循環するので、善悪の因縁因果は常

について回ります。では救いとか、自由というものはどうなるのか、因果の循

環の中では起こりようがないと思われますが、事実その通りなのです。 

 そこで解脱とか、自由というものは、かつてつくり出した因果の循環から離

れることをいいます。そして進んで、善因善果をつくるべく心掛けることです。
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解脱とは、煩悩による執着の想いから離れ、中道による正しい生活をすること

です。 

 とらわれのない自由な心に帰ると、かつてつくった因縁の業（カルマ）によ

って、仮に病気になったとしても、その苦痛はずっと少なく、苦痛の中に心ま

で埋没することはないのです。人間の救いとは、こうしたカルマ、因縁から心

を離すことなのです。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ011 

 右をみても左をみても、まず信仰の形態は、そのほとんどが他力である。仏

教、キリスト教、回教、その他、新興宗教に至るまで、およそ他力でないもの

はないぐらいである。どうして、このように他力信仰が流行するのだろう。 

 悪を思うなといっても、思ってしまうのが人情であり、業の深さはひとりで

は解消できない。自力では人間は解脱できない、そう思い込んだそのときから

始まったといっていいだろう。大乗思想が一世を風靡するに及んで、洋の東西

にこの考えが蔓延するに至り、そのために人の心は善なのか、悪なのかもわか

らなくなり、信仰の名のもとにさまざまな宗派が乱立し、人の心を食い荒らし

ている。 

 人の心は他力信仰では救えないし、成仏も不可能である。釈迦もイエスもそ

れは説いていない。今こそ多くの人たちが人間の原点に立ちかえり、自分自身

を含めて、社会の混乱を救うものは何か、真の平和はどうすれば可能なのかを

反省する必要があるだろう。仏閣や教会の中で、お経をあげたりアーメンと祈

ったりしても、その意味なり真意をくみとって、実践しないかぎり、私たちの

苦悩は解消しないといえるだろう。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ018 

 ・・・各人の業は、各人自身がつくり出したものであり、人の業を背負うこ

となど、とてもできない。かわいい我が子が病気で苦しみ、母親がその苦しみ

を自分で代わりに引き受けようとしても、できない相談であろう。 

 人類の業などといって、他人のせいにして信者をごまかすなど、もってのほ

かといわざるを得ない。 

 イエスは十字架にかかった。その十字架は人類の罪をつぐなうためと伝えら

れている。イエスを信ずる者は、それゆえ、信じただけで罪障が消滅し、救わ

れることとなったが、イエスを信じただけで救われるものではない。イエスを

信じるとは、イエスが説いた愛の行為を実践することである。行為のない愛、

行為のない信心は画餅にすぎず、何の功徳も現われない。 

 十字架は愛の象徴であり、行為の象徴である。十字架によって人類の罪が、

業が肩代わりされたわけではない。もしも人類の業がイエスによって肩代わり

されたとするならば、イエス以後、調和に満ちた社会の建設に向かっていても
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いいはずである。 

 イエス以後の人類の歴史はどうであったか。罪障消滅どころか、戦乱が絶え

ないではないか。人びとは欲望の渦に巻き込まれ、勝手放題のことをしている。

アーメンと唱え、胸に十字を切れば万事うまくゆくと考える人間の欲望の深さ

は、人類をますます泥沼に追い込み、救いのないものにしている。何が正しく、

何が正しくないかを素直な気持でかえりみる必要があるであろう。 

 

 

心の対話 Ｐ015 

 人類の祖先は旧約聖書に象徴的に描かれています。エデンの園でアダム（男）

とエバ（女）が神の保護の下で楽しい安心した日々を送っています。そのうち、

神の楽園に蛇が現われ、エバに禁断の木の実を食べよといいます。エバは好奇

心にさそわれ、蛇のささやきをきいてしまう。禁断の実を口にしたエバは、そ

の実をアダムにもすすめます。 

 アダムは、神の怒りを恐れ食べまいとしますが、エバのすすめで、彼までも

それを食べてしまいます。二人は禁断の実を食べると、いままで経験もしない

自分を意識する。それまでの二人は、神から生かされたままの人間であって、

童子のような安らかな心を持っていたのですが、禁断の実を食べることによっ

て、自分以外の対象を発見し、そして自分を意識するようになります。つまり

自他の発見であり、それはまた、自己保存につながるエゴの自分であります。 

 間もなく、神の怒りが始まります。明るくひらかれていた青空を、急に黒雲

がおおい、雷鳴がとどろき、稲妻がエデンの園を襲います。二人は、楽園に身

をかくしますが、雷鳴と稲妻は彼らの姿をとらえて離しません。ついに二人は

楽園にとどまることができず、楽園を追われ、流浪の旅が始まるのです。 

 人間の原罪は、こうしてつくられたわけです。 

 エデンの園とは、あの世の天上界であり、また、かつての地上天国であった

わけです。禁断の実とは、肉体にまつわる自己保存の想念であり、自己本位の

意識です。蛇は執念、執着の動物であり、それはまたカルマ（業）の象徴を意

味します。つまり、蛇が前に進むには、うねって蛇行しなければなりません。

蛇行は波形を意味し、波形は運動のリズムでもあります。エネルギーの運動は、

すべて波形・波動の形をとるのですが、蛇の波形はもっとも荒く、それはカル

マの波形をかたどっているのです。 

 つまり、蛇にそそのかされたアダムとエバは、自己保存という神意をはずれ

た原罪を心に宿したため、執着というカルマの運動をつづけねばならなくなっ

たわけです。 

 これを仏教の面からみると、五官にまつわる六根であり、煩悩であります。

肉体を中心としたものの考え方が、さまざまな執着をつくり、その執着の輪廻

に人間が陥って、どうにも動きがとれなくなった人間の悲しい運命をいうので

あります。“わかっちゃいるけど、やめられない”というカルマの輪廻こそが、

執着の運動であり、それは蛇の前進運動が象徴的に語っているのです。 
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 原罪を断ち切るには、正法にそった正道の生活行為しかありません。反省と

調和の生活。自己保存にもとづく悪を思わぬ生活。悪の種を心にまかぬ生活こ

そが、原罪から離れ、安心と調和の明日を約束する生活です。 

 

 

心の対話 Ｐ042 

 業を称してカルマともいっています。カルマとは強い力でグルグルと回り続

ける性質をいい、これに足をすくわれると、人間はなかなかここから離脱でき

なくなります。業のとりこになると、その人生は灰色になってくるでしょう。 

 人間の業はどうして生じたかといえば、それは転生輪廻の過程において生じ

たものです。最初の人類は、神の意を体していましたから、こうした業は身に

つけていません。ところが現世に生まれては死に、生まれては死んでゆくにし

たがって、人びとは心に黒い想念をつけていったため、人間は、まずその黒い

想念を払うことが人生の目的となり、その目的を果すことが仏国土をつくる大

きな前提になってきたのであります。 

 では黒い想念とはどういうものかといえば、それは執着です。五官六根に左

右された自己保存の執着が、それぞれの業をつくっていったのです。したがっ

て、業とは、人びとの想念と行為における執着が、つくり出したものといえる

でしょう。 

 この意味で業は悪です。非常にせまい意味では、善と思えるものも業となり

ます。教育者の家庭に想像もつかないような悪が芽生えるのも、善という名の

執着の意識が強く働きすぎ、家庭の人びとをしばりつけてしまうからです。「あ

あしてはいけない」「こうしなければならない」というように、善への執着も

業をつくります。善にとらわれると、四角四面な心になってきます。 

 要するに業とは、五官六根にもとづく執着の想念がつくり出した黒い循環の

想念－観念、換言すれば、とらわれた心、これを業というのです。 

 このために、善にしろ、悪にしろ、業をつくってゆきますと、それに心がひ

きまわされます。悪いと知りつつ悪を犯してしまう。人の意見が正しいと思っ

ても、その意見にあえてさからい、逆な方向に自分を持っていってしまいます。

奇癖、頑固、優柔不断など、すべて業の作用であります。 

 業想念というのは、地上の相対観念に自分の意識、魂がふりまわされている

状態をいいます。金銭は絶対であり生命の次に大事なもの、地位が高ければ人

びとから尊敬される、働くのはバカバカしい、人生は面白おかしく過ごすほう

が得だ……といったようにです。 

 したがって業想念は、やがて業をつくってゆき、来世に生まれても、その業

にひきずられる要因を生み出してゆきます。 

 業にしろ、業想念にしろ、私たちは、大なり小なりその影響をうけながら生

活しており、転生輪廻を続けているというのが現実です。 

 そこで、こうした業からぬけ出すにはどうすればよいかといえば、中道にそ

った想念行為をすることが大事なわけです。なぜ大事かといえば、とらわれが
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多ければ悩みも多いはずだからです。悩みが多ければ人生は灰色になってくる

でしょう。心に安らぎは出てきません。 

 真の安らぎは物事に対する執着から離れることにあるからです。 

 一切の執着が去った姿を涅槃寂静ともいい、これは絶対安心の釈迦の境涯を

いったものです。また、解脱という言葉がありますが、これは人間の宿命的な

業から離れたことをいうのであります。 

 相対的な業想念にふりまわされず、中道にそう生活に意をそそぎ、安らぎの

ある自分をつくっていきたいものです。 

 

 

心の対話 Ｐ062 

 物事には慣性の法則がついてまわっています。やりたい放題、したい放題し

てきた人が、急にそれをやめ、立ち停まろうとすれば、倒れたり、苦しくなっ

たりするでしょう。 

 つまり、軌道修正の際には、そこにギャップが生じます。すべての物体、そ

して心にしても常に運動をつづけています。その運動の方向を変えようとすれ

ば、その運動方向になじむまで、さまざまなアンバランスな振動が伴うのは当

然でしょう。 

 もう一つは何事も練習だということです。生活のための仕事を一つ覚えるに

も三年、五年とかかります。半年、一年で物事が成就できれば、こんなやさし

いことはありませんし、いわんや、人の心がそうした安易なことで一変すると

したら、その人の心はまことにお粗末にできている、としかいいようがないよ

うに思います。 

 人には長い転生の過程があり、業があり、その業がその人を形作っています。

その業を軌道修正するには、それこそ、努力と勇気であり、そうしてその前に

大きな決意が必要でしょう。一生かかっても、少なくとも、一つでも二つでも

よい、自己の業や欠点を軌道修正しよう、というゆとりのある気持も必要でし

ょう。 

 

 

心の対話 Ｐ074 

 人類は誰彼の差別なくすべて神の子です。神の子として実在界に誕生する以

前は、これまた甲乙のない大きな神の意識であったわけです。この点を人間の

目で見ると、それはそのまま調和された自然の姿でもあるわけです。 

 ところが、その神の意識が神の子として分かれ、下界という現象界に出て、

転生を輪廻するうちに、神の子の人間は次第に自我が芽生え、不調和な世界を

つくり出していったわけです。下界に出るということは、一方から見ると魂の

修行でもあるわけです。修行という言葉が出る以上、修行の意義なり、目的が

あります。この点を例をとって説明すると次のようになります。 

 神の意識を仮に地球の大きさとします。そうして神の意識から分れた人間を
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地球の周囲を飛んでいる人工衛星、あるいは宇宙船と考えてください。地球と

宇宙船ではその大きさがまるでちがうでしょう。しかし、人工衛星なり宇宙船

は、たとえ小さくても地球から誕生した神の意識であることに変わりありませ

ん。宇宙船なり人工衛星は、地球の周囲を飛ぶことによって、地球を含めた宇

宙のさまざまな経験（資料を集める）を重ねていきます。 

 しかし、やがてその使命を終えると、宇宙船は地球に還ってきます。人間の

修行の目的も、これに似ているわけですが、宇宙船と多少ちがう点は、人間は

心の修行が主目的であるので、己の魂や心を地球の大きさにまで大きくしなけ

ればならないのです。地球を離れた時の宇宙船の大きさで地球に戻るというこ

とでは、修行に出たとはいえないわけです。 

 そこで、心を大きくするには調和しかありません。自然の大調和に己の心を

調和させなければなりません。また、調和させなければ不調和な分だけ苦しむ

ことになります。人間の心は自由にできていますので、それだけに調和させな

ければ苦しむという宿命を負っているのです。 

 自然に還るとは、小さな宇宙船が大きな地球の大きさになることを意味しま

す。小さな宇宙船のままでいいということではないのです。地球を離れた宇宙

船は、地球の大きさになって初めて、人間としての修行の目的がかなえられた

わけであり、小さな宇宙船が大きな宇宙船になるまでの過程が魂の修行であり、

私たちに課せられている天命なのです。 

 こういうと、では何のために大きくならなければならないのか、小さなまま

でもいいじゃないか、という見方もありますが、しかし、これは生ある者、こ

とに人間は神の姿、いうなれば神の能力（自由、創造、慈悲、愛）をもって、

あの世からこの世に出てきていますので、その天命をホゴにして還るわけには

ゆかないのです。肉体意識（表面意識）は否定しても、心（潜在意識）はそれ

を知っており、否定できないのです。 

 どんな人でも幸福を求めています。幸福の概念、あるいはその主観の置きど

ころはちがっても、幸せを否定する人は一人もいないはずです。この事実は何

を意味するか、ほかでもない、各人が己の天命を知っているからです。 

 自然に還るというから、人間の魂が山川草木になってしまうと思う人がある

かも知れませんが、とんでもないことです。人間の魂は不生不滅です。永遠に

生きつづける。それも個の魂を持って……。自然に還ることを仏教では解脱と

いい、解脱とは転生のカルマから遠離することをいうわけです。神と同様に真

の自由を得る、万物を生かす愛にかえることなのです。 

 

 

心の対話 Ｐ115 

 人間の意識活動は、その全体量の一○％しか出ていません。このため一寸先

がわからないことと、人のカルマというものが、ちょっとや、そっとで修正し

にくいところに他力の発生原因があります。 

 祈り（願い）や念仏が、こうした人間の弱さから生まれ、今日の信仰形態が、
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仏教、キリスト教を問わず、他力に変形していったのも、無理はないと思われ

ます。 

 しかし、無理はないといっても、他力では本願（悟り）は絶対に得られませ

ん。なぜならば、人間の心の歪みは他力では修正できないし、またそのように

はできていないからです。 

 人間は、神の子なのです。この事実をまず認識して、自覚を持ってください。 

 では、どうして神の子かといいますと、まずこの大宇宙は、神が創造したも

のです。神が、その意思と自らの力で大宇宙をつくられた。そうして神は天地

創造と同時に、創造した現象物質界に、永遠の調和をめざすことを意思しまし

た。目標のない意思は意思として働かないし、運動のない生命は、生命として

生きてこないのです。永遠の調和、生命の転生輪廻は、そうした意思のもとに

始まったのです。 

 神の意思の継承者は人間です。この点はさけることはできませんし、人間に

生まれたことに感謝すべきです。 

 神の子の人間は、神が果たされた天地創造のその働きを、こんどは人間が果

たしてゆくことになったのです。この能力こそ、神の子の証しですし、動物と

は異なります。こうした意味で、人間は自ら意志し、善なる自力によってのみ、

神の子の目的と使命を表わすことができるのです。 

 正道は、こうした神の心にもとづいた想念と行為を教え、調和という大目標

に向うことを示すものです。他力の誤りは、人間の神性仏性に眼をふさぐとこ

ろにあります。これは、自らの能力の芽をつむものです。もし他力で、安心が

得られ、悟れたという人があれば、お目にかかりたい。いつでもお会いします。 

 日本の他力は、法然、親鸞によって開かれたことになっていますが、仏教を

大衆化し、衆生の中に根を下ろすには、こうした方法をとるより他に手段がな

かったように思います。法然は悟っていたかというと、そうはいかなかったよ

うです。 

 他力では開祖でも悟れないとすれば、大宇宙を動かしている偉大な能力と、

その能力を感知できる自分自身を、ふりかえってみる必要があるでしょう。 

 

 

心の対話 Ｐ166 

 人間の目的は仏国土、ユートピアの建設です。あの世からこの世に生まれる

ときは、百人が百人、こんどこそ自分の業（カルマ）を修正し、この世を調和

すると決意して出生します。 

 ところが地上の大気にふれ、この世の環境に染まってゆくうちに、こうした

目的を忘れ、自己保存の想念に支配されてゆきます。 

 自殺の心理は、その極点に近いものです。いうなれば自己保存の自意識が過

剰なために、自らそうした行為に追い込んでゆくからです。自殺は調和という

神の目的から、大きくはずれた行為であり、神にたいする冒涜、反逆であって、

人間否定を意味します。ですから悪のうちでも、自殺は最悪の部類にはいりま
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す。 

 日本の武士道は、名を惜しみ、死について、あまり重要視していなかったよ

うです。生恥をさらすぐらいなら、いさぎよく死んだ方が価値ある生き方とみ

られていたようです。しかし武士道とはそもそもなにか、名とはなにかを追究

して行きますと、自意識過剰な自己保存につき当り、それから越えることがで

きません。死によって自我を生かす、死によって安楽を願う我欲と自意識過剰

が、そうした思想を生み、行為に走らせたとしかいいようがありません。思想

や主義におぼれ、種族や家の繁栄のみを願う行為は、人類とか、平和といった

視野から眺めますと、いかにも狭量のそしりをまぬがれません。 

 自殺も、さまざまな内容を伴い、各種にわかれています。戦争という異常事

態における自殺（たとえば特攻隊）もあれば、客観的に説明できない自殺もあ

ります。たとえば家族の迷惑を考え、ひと思いに生命を絶っていく療養生活の

長い老人。形はどうあれ、いちばん問題なのは、本人のその時の想念のあり方

にありますが、しかし、客観的に、私ならこうするという余地のある自殺は、

もっとも悪い結果になるでしょう。 

 自殺者の死後の世界は暗黒地獄です。一寸先分らぬ真暗な穴倉のようなとこ

ろに閉じ込められての苦しみの連続です。鼓膜が破裂しそうな濁音が鳴り響く

ところとか、得体の知れぬ生物が意識のなかに入り込んでかきむしるのです。

頭痛や幻想に襲われても、この世では麻酔や疲労が救いになって眠ることがで

きますが、暗黒地獄ではそれができません。意識だけはハッキリしており、そ

れでいて真暗ですから自分の体がどこにあるのかもわかりません。 

 自殺は「光」を否定した想念ですから、こうした暗黒界に自らを引き込み、

客観的に説明のできない自殺は、その苦しみが長期にわたります。ゆめゆめ、

こうした想念に支配されないようにしたいものです。 

 

 

反省の要 Ｐ059 

 反省の目的は、反省するというそれ自体にも大きな意義があるが、もっと大

きな目的は、反省したことに二度と再びほんろうされない自分をつくる努力を

することである。その努力が実践といわれるものだ。 

 実践していると守護霊の助けが得られる。家庭の平和や仕事について思わぬ

好結果が招来され、反省についての自信もついてこよう。 

 もちろん、実践の過程で守護霊がさまざまなテストをしてくるので、途中で

心が揺れるようなことも起きてくるが、それに負けるとスタートラインに戻っ

てしまう。 

 当初は実践すると好結果が与えられる。 

 次の段階では、本人の心を試すために迷いを与えるような小事件が人によっ

てはつぎつぎと起きてくる。また、さまざまな欲望が不思議と出てくる。解決

したと思った欲望がでてくる。その時に、自分の心がどう動くか、あるいは動

かないか、事態を冷静に見守れるかどうか。解決したはずの欲望が出てくると
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いうことは、その欲望がその人の業となって動いているので、原因をつかみ、

自覚しても出てくるものである。原因が不明の時はすぐそれに乗ってしまうが、

原因が分かっておれば冷静に対処できよう。業の活動は時が経つと静かになる

ので、それまでじっと待つしかない。こうして業のリンネはそれに乗ってしま

うといつまでもそれにふり回されるが、乗らないで放っておくと、ついにはま

ったく現われなくなってくる。 

 こうして、一歩一歩、欠点と業の修正が実を結んでゆく。 

 

 

反省の要 Ｐ230 

 ここで業について、もう少し突っこんでいくと、人間の業とは、心の魔から

生れる。一念三千の人の心は、天国にも地獄にも通じ、その自由な心が、執着

にとらわれると、魔の世界を作って行くわけである。それゆえに、業（カルマ）

とは魔である。自分の心の中から生ずる魔の働きである。キリスト教でいう原

罪は、厳格には心の魔である。魔をつくり出すものは自己本位のエゴである。 

 

 

心行の言霊 Ｐ074 

 ・・・人間に危害を加える動物は、このヘビを除いてはほとんどいませんで

した。ヘビは獰猛であり、当時のへビは、大きいのになりますと、直径十五セ

ンチから二十センチ、長さは数十メートルにも及ぶものもいました。へピの歴

史は、約五億年になります。人類より古く、恐竜よりも古いのです。その生命

力と狡猾さは、他の動物とは比較になりません。暗いジメジメした所を好み、

音もなく近より、獲物を襲います。人類は、このヘビには随分悩まされました。 

 神はヘビを創り、人類に警告を与えていたのです。 

 人間が偽我におぼれ業想念にとらわれ、五官六根にふりまわされると、やが

て己自身がヘビのようになると・・・。 

 当時の人類は、あの世を知り、この世の目的を知っていましたから、たがい

に、いましめ合い、仏国土の建設に、いそしんだのであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ079 

 現代は、物質文明の世であります。人はあの世を忘れ、一寸先が閣でありま

す。五里霧中で、目的も分からぬマラソソ競争に精を出しているのが現代人で

す。この世に誕生すると同時に、あの世の記憶を忘れるようになってしまった

のです。 

 即ち、二億年前の人類は、この世の仏国土建設だけが、目的であったのです

が、現代人は、その前に、まず、己自身の修行が目的となったのです。 

 あの世の記憶を忘れ、五里霧中の環境の中で、己自身の魂をみがくことが先

決となったのです。己の魂を磨くためには、あの世の実相なり、地上の目的を
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知っていては、修行の意義がなかば失われてしまいます。むごいようですが、

人類は、仏教でいうカルマ(業－自己保存、執着の想い) キリスト教でいう原罪

をそれほど背負っているのです。 

 そうして、そのカルマを浄化し、しかる後に、仏国土の建設に向うのです。

二億年前の地上の楽園をつくるために。 

 一人一人が生命の流転を知り、人間が小宇宙であり、動・植・鉱物をして、

地上の調和に役立つようにするには、まず各人が、神仏の子であることを悟り、

理解することが先決であります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ103 

 宇宙は光子からできています。人間の意識も光子です。人間の意識が肉体を

離れると、光子体という体となり、その光子体は、肉体の原子細胞が死ぬと、

大気や、大地に還元されてゆくのと同様に、字宙に充満する光子群の中に同化

してゆくのです。 

 ところが、自我我欲の意識(想念) は、本来あるべき全なる意識を曇らせるこ

とになります。それは丁度、満月に雲がかかるのと同じです。本来月そのもの

は、美しく、太陽の陽を浴びて、地上を照らしています。人間の意識、光子体

もそれと同じで、常に満月の光芒を放っています。しかし自我我欲という地上

の想念が強いと、その満月の美しさ、さわやかな光を、地上に送ることができ

ず、業想念という雲にさえぎられることになります。地上は、月の光がとどか

なくなり、暗闇となります。 

 また、人間の意識を電球と考えて下さい。その電球が新しいうちは、六十ワ

ットの光子量があるものなら六十ワットの光を放っています。やがて時が経ち、

使われてきますと電球の周囲にススが付着します。するとそのススの積り方に

よって六十ワットの光は五十になり、四十五に落ちてきます。電球の回りを、

ときおり掃除しませんと、常に六十ワットの光を外に放射することができなく

なります。 

 人間の意識もこれと同様に、地上の生活になれてきますと、五官による六恨

の影響をうけ、意識想念にススがたまってきます。もしある人がそのススをつ

けたままあの世に帰ったとしますと、この世とあの世は連続していますから、

外に放つ光子量に比例した世界で生活することになります。 

 あの世は各人の心の調和度、すなわち、外に放つ光の量に比例して構成され

ているからです。四十五ワットは四十五ワットの世界でしか生活することがで

きません。 

 この世に出てくるときに、仮にその人が六十ワットの光を持ってきたとして

も、五十年、六十年の人生の間に四十五ワットであの世に帰ったとすれば、四

十五ワットの世界に落ちてゆきます。そうして、再びこの世に出るまであの世

で修行し、修正し、前の位置に戻り、もう一度この世で修行のし直しをします。 

 修行のし直しをしてその生涯を六十ワットですごすことができれば、その人
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はこの世での試験にパスしたことになりますから、あの世では六十五ワットの

光子量の世界に住むようになります。 

  意識〈電球〉にススがたまらないようにするには、ではどうするかといえば

常に反省（心の掃除が必要）を行ない、その誤りを行為の上に示してゆく以外

にないのであります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ151 

 ・・・たとえば、前の世で金持に生まれ、金に困らない一生を送ったが、金

持であるがために人を見下し、増上慢や優雅な生活になじみ、困った人たちを

救うことがないとすれば、金持という環境の中で自分の魂を向上させることが

なかったのだから、もう一度、そうした環境に自分をおき、自分をみつめるこ

とになります。 

 一見、こういう生活は楽でいいように見えますが、あの世に還ってからが大

変なのです。心は増上慢に高ぶっており、その上、優雅な生活になれすぎたた

め、まず、増上慢の人間が集まるエゴの世界に身をおきます。エゴの世界に心

の安らぎはありません。同類が集まる世界ですから、俺が俺がという争いの渦

中にまきこまれ、右を見ても、左を向いても敵ばかり。 

 金持でありながら人に施こすことがないのだから、金に執着があり、餓鬼界

という世界が展開される。地上界とちがって自分のいうことをきく人がいない

ので、何をするのも一人です。人の金をかすめるのも自分がやらなくてはなら

ない。しかし、優雅な生活で腕力には弱い体なので、敗残の憂き目を長い間、

経験させられる。 

 この地上界はテスト(修行) の場なので、金持であろうと、貧亡人であろうと、

そうした環境の中で、自分の心がどう動き、どう行為していくかが問題であり、

こうした環境に負け、あるいは、それに流された場合は、そのテストにパスで

きなかったのですから、もう一度、そうした環境を選んで自分をみつめること

になるわけです。 

 したがって、これほど本人にとって、過酷な運命はありません。 

 これを仏教では業といっています。キリスト教では、人間の原罪に当ります。 

 業も原罪も、人間の心の中に住むところの魔です。魔の作用です。 

 その魔が、人間をして、あの世で学んだことや目的を失わしめて、五官によ

る六根にふりまわされる原因をつくっていきます。 

 魔とは自己本位の感情です。自我我欲です。たとえば、金はないよりあった

方がいい、とする自然な感情をたくみに利用し、必要以上に扇動するのです。 

 

 

心行の言霊 Ｐ159 

 人間には魂があり、意識があるから、諸々の事象をとらえることができます。

厳格にいえば、肉体は単に(それへの)媒体にすぎません。 
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 ところが人間は、肉体そのものが自分であり、人間であると思いがちです。

魂とか、意識というものは、肉体があるから存在するとみてしまいます。肉体

優先の生活が、やがては六根を生むようになってくるのです。 

 六根とは、眼・耳・鼻・舌・身の五官に、意が作用し、煩悩を育てることを

いいます。意とはこの場合、自我我欲です。 

 我欲が働くと魂が五官にふり回されますから、本来、宇宙大に広がりを持つ

魂意識が次第に小さくなり、やがて、人間は、煩悩の支配下におかれ、魔のト

リコとなるのです。 

 これを業といい、原罪という名で呼んでいます。 

 六根とは、眼、耳、鼻、舌、身、意の六つが相互に関連し合ってつくり出さ

れてゆくものです。 

 五官とは意をのぞいた五つの肉体的機能(眼・耳・鼻・舌・身) であります。

したがって五官は肉体の部分。意は意識の部分ですから、これは精神機能とな

ります。 

 六根とは、意(精神)の部分が五官にふり回されることによって生ずるもので

す。 

 美しい人をみて、いろいろ想像し、心が動く。地位や名誉に夢中になる。金

に執着を持つようになる。自分だけの幸せを願う。人を中傷する。 

 こうした想念の動き、あるいは行為は、すべて六根の作用から生じておりま

すし、人間の意識の部分の想念帯という意識の層に、黒い幕をつくり上げてゆ

きます。 

 人間の意識は、表面意識と潜在意識から成り、その両者の間に想念帯という

層ができております。この層には、その人の過去、現在における想念と行為の

一切が記録されています。したがって、この層には、人を助けたこと、人を呪

ったことが、そのまま記録されているのです。 

 人間は通常、五官と表面意識と想念帯という肉体的、精神的作用によって生

活しており、潜在意識の作用は、ごくわずかしか働いておりません。 

 第六感、第一印象、虫の知らせというような精神作用は、潜在意識(守護霊)

の作用であり、こうした作用は四六時中あるものではありません。したがって、

人間の生活は、どうしても六根を根底にして動いていきます。 

 想念体という層は、本来、ありません。人類が転生輪廻を重ねてゆくにした

がい、それぞれ、想念帯という層をつくりあげ、これが各人の個性、能力、運

命といったものを蓄積し、つくり出してゆくようになったものです。 

 このため、この層は、いいこと、悪いことが全部記録され、悪い部分が多い

と、その人の運命も悪い方向に向かってゆきます。 

 よいものが多ければ、比較的順調に世を送るということもあります。もちろ

ん、魂の向上からみて、順調に世を送ることが必ずしもいいとはいえない場合

もありますので、一概には悪い部分が多いから災難に合う、良い部分が多いか

ら健康で地位も名誉も得ることができたとはいえないのです。 

 ただ、一口にいうと、総じて、そのような姿で人の幸、不幸が運ばれていく



733 

 

といえます。 

 

 

心行の言霊 Ｐ243 

 ・・・正しい生活とはどうすればよいものか、 

 それは八正道の目的である中道を物差しとして、己の業を修正し、中道に適

った生活をするということです。 

 業は私たちの性格、性質の上に、その人の短所という形で現われています。 

 人の短所は自分自身にも他人に対しても、よい結果を及ぼしません。 

 怒り、愚痴、優柔不断、独善、気取り、強欲、中傷、そねみ、粗野、多弁、

排他、増上慢、引っ込み思案、自閉、出しゃばり、憎しみ、怠惰・・・。 

 こうした性格は自分自身を孤立させ、自分の運命を不幸にして行きます。 

 正しい生活は、まず自分の短所を長所に変えてゆくことから始まります。 

 長所とは、明るく朗らかで、素直であり、人と協力し、助け合い、補い合っ

てゆく調和の性格です。 

 人間は、みなこうした心を持ち、そうした性格を持っているのですが、環境、

教育、習慣などの影響をうけてさまざまな業を作り出してしまっています。 

 業が身につくと、業自体が回転を始めるため、怒りの場面にぶつかると、習

慣的についカッとなってしまいます。 

 つまり、業というものも常にリンネします。“わかっちゃいるけどやめられ

ない”というのが業なのです。 

 人の欠点の三分のニは今世のもの、残り三分の一は過去世の業といってもい

いでしょう。 

 したがって三分の一の業は、反省してもなかなかその原因をつかまえること

がむずかしいものです。しかし、今世の三分の二の業が、これの影響をうけて

働いていますので、その三分のニの業を修正することによって、修正すること

が可能です。 

 己の欠点を正すことは、己の安心につながることであり、己の心が安心し明

るくなれば、自分の周囲も明るくなります。 

 正しい生活は、こうして、まず自分自身から修正して、初めて可能なのです

が、それには、八正道の規範である「正定」による正しい反省が重要になって

きます。 

 中道に反する生活は、すべて自己保存という想念行為が原因であり、自分中

心のエゴ、原罪にあるわけです。 

 原罪とは肉体五官による六根、迷い、煩悩にあるのですから、まず、六根を

清浄にする反省の生活が、自分の業を修正することになります。 

 

 

心行の言霊 Ｐ267 

 人の性格、業というものは、私たちの生活環境によって、知らぬ間につくら
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れます。その中でしか自分を見出すことができないとすれば、魂の前進はあま

りはかばかしくゆかないでしょう。 

 また、業というものは、常にリンネしており、短気という性格は、ふだんは

出なくとも、その場面に会うと、つい出てしまうという性質を持っています。

つまり、短気のリンネです。 

 そこで、反省し、その原因をつきとめたならば、勇気と努力と知恵をつかっ

て、二度、三度と同じ事を繰り返すことがないようにして行くことです。 

 原因が分かり、その原因に翻弄されていたことに気づきますと、その原因に

よって影響を与えてきた人々、そうしてまた、神に対して詫びなければいられ

ない気持ちになるものです。 

 悔い改めの心こそ、業を超えて行く足場になるからです。 

 もし、本当に悪かった、あるいは感謝と報恩の気持が湧いてこないとすれば、

その反省は、まだまだ本物とはいえないでしょう。 

 己の欠点、短所、業というものは、自分を傷つけ、人をも傷つけてきている

からです。 

 私には反省する材料がないという人によく出会いますが、こういう人は反省

が浅く、反省とはどういうものか、まだ、わかっていない人だといえます。 

 

 

心行の言霊 Ｐ411 

 【自分との戦い】 

 正法は自分との戦いである 

 己に克つことである 

 業の自分に負けると その分量だけ来世に持ち越し 

 もう一度やり直さなければならない 

 二つでも三つでもいい 

 己の業を正し 正道生活の一ページを飾るようにしたい 

 

 

心に法ありて Ｐ008 

 人類の祖先は旧約聖書に象徴的に描かれている。エデンの園でアダム（男）

とエバ（女）が神の保護のもとに楽しい日々を送る。そのうち、神の楽園に蛇

が現われ、エバに禁断の木の実を食べよという。エバは好奇心にさそわれ、蛇

のささやきをきいてしまう。 

 禁断の実を口にしたエバは、その実をアダムにもすすめる。アダムは神の怒

りを恐れ、食べまいとするが、エバのすすめで、彼までもそれを食べてしまう。

二人は禁断の実を食べると、今まで経験もしない自分を意識する。二人がそれ

ぞれ自分を意識するいとまもなく、神の怒りが始まる。エデンの園に雷がとど

ろき、二人は楽園にとどまることができず、ついに楽園を追われ、流浪の旅が

はじまる。人間の原罪は、こうして伝えられた。 
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 そののち、イエスが出て、その原罪を贖うことになり、贖いの象徴が十字架

となる。 

 さて、人間には、アダムとエバにみられるように、もともと原罪というもの

がついてまわるものかどうか。イエスが十字架で贖ったとすれば、のちの世の

人々に平和と安らぎが訪れてこなければならないはず。ところが、事実は戦乱

と混乱のくりかえしであり、罪の意識は止むことを知らない。 

 エデンの園とはなにかといえば、それは実在界であり、かつての地上天国を

指す。禁断の実とは、肉体にまつわる想念であり、自己本位の意識である。蛇

は執念、執着の動物であり、体をくねらせ、左右に波形をつくらないと前に進

めない。つまり、前進の波形は運動を表わす。それゆえ、蛇は執念の波動、運

動を意味するのである。 

 エデンの園は神の国である。そこに、どうして蛇がおり、禁断の実があった

のだろう、すべては象徴的に語られている。すなわち、人が自己本位（自我意

識）に陥ると、その意識の波動の渦に巻きこまれ、なかなか、そこから抜け出

すことができない。これがカルマの循環である。 

 カルマの循環は蛇の波形であり、執念、執着の波動に陥ると、真実が不明と

なり、なにが善で、なにが悪か、人間の目的すら見当がつかなくなってくる。 

 原罪とは、五官にまつわる六根であり、煩悩だ。これを断ち切るには、祈る

だけでは断ち切れない、正道に照らした生活行為しかないのである。八正道を

規準にした毎日の正しい反省の生活、反省後の努力の生活、心を正定にした調

和の生活。 

 自己保存の悪の思いは、悪としてかえってくる。悪の循環、運動から解放さ

れるには、悪を思わないこと、原罪の種を蒔かないことである。 

 

 

心に法ありて Ｐ013 

 反省とはなにかというと、一口にいえば、心のわだかまりを取ることにある。

自分のクセなり欠点、業の原因をハッキリと自覚し、生活の場において、正道

に反した生活に流されないようにすることにある。言葉をかえれば、安らぎあ

る自分自身に立ちかえることである。 

 反省したから、もうただちに心が晴れて恐いものがなくなり、欠点が消え、

業が飛んでなくなるというものではない。もちろん、これまで不明だった原因

が明らかとなり、ものの見方、思い方が変ってくるので、反省それ自体にも大

きな意義があるわけだが、反省の目的は反省後の実生活に反省の結果がどう生

かされるかにかかっているわけである。 

 

 

心に法ありて Ｐ015 

 あの世とこの世のちがいは、この世の執着の有無にあるといえよう。本来、

人の魂は生き通しの永遠の生命であり、思うことが現われる自由と創造の世界
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だけである。人の魂が肉体という乗舟に乗ると、肉体にまつわる執着に心がと

らわれ、その執着心が魂を汚し、心の眼をふさいでしまう。 

 人の魂が、出生と同時に、盲目同然となるのは、周囲の状況、人の心の在り

方が肉中心の生活に流されているためであり、幼い心もそれに染まり、盲目と

なってゆくからである。もし人びとの心が魂の永遠を知り、執着の重荷を悟る

ようになり、さまざまな習慣、思想、環境、教育がそうした方向に向けられる

ようになると、幼い心はそれに眼をひらき、盲目の人生を歩まないで済むよう

になろう。 

 子どもの心は白紙であり、赤にも青にも染まってゆく。染めてゆく者は、ほ

かならぬ両親の生き方であり、大人たちの考えや行動にある。日和見の親には

日和見の子ができようし、愚痴の家庭は不満分子を育てよう。子が親に似るの

は、子が親の生き方を真似るからだ。 

 こうしたさまざまな執着は、やがて人びとのカルマをつくり、肉体を脱ぎ去

っても容易に離れることがない。苦しみはあの世に行ってからもつづく。その

苦痛はこの世よりひどいものだ。なぜかというと、肉体があると肉体の環境が

心の負担を軽くし、いっときまぎらわしてくれるからだ。たとえば、心配ごと

があって夜寝られないとする。すると、睡眠薬が心を眠らせる役を果たしてく

れよう。また、あることに心が執着し苦しくなっても、環境が変わり視界が変

わると、心の負担を忘れることができるではないか。こうしたことは根本的な

心の転換にはならないが、しかし心を替える療法には役立つであろう。 

 ところが、肉体のない心の世界は、心だけがすべてであり、肉体の習慣、執

着を持ちこめば、その波動の渦のなかに自己を置くことになり、肉体の便法を

借りたくても借りることができない。腹痛で苦しみながら死後の世界に入れば、

その腹痛の苦しみがついてまわる。肉体のない自己を発見するまでその苦しみ

はつづく。肉体の苦しみ、 心の悩みは、ほかならぬ肉の身を通しての執着の現

れであり、これがあるうちは人の生命はすこやかに生きられないし、死後の世

界は執着の分量に応じて厳しいものとなろう。 

 また、自己を愛するごとく人をいかに愛したか。これもまた、死後の世界の

生き方を決めてゆこう。 

 人の生命は、肉体の生死にかかわりなく、生き通しの魂である。肉の世界に

は肉の生き方もあろうが、肉は心の映し世であり、肉のなかにあっても心に影

をつくらぬ生き方が大事であろう。 

 心に影をつくらぬ。つまり執着から遠離する。愛深き自己を悟る。そうする

には、生まれてから今日までの想念と行為を洗い直し、執着の原因となるもの

を取り去ることだ。反省を通して心を軽くすることは、肉体をも軽くし、いま

の生活を安心にし、死後の生活の安らぎにも通じてくる。 

 反省と調和の生活を忘れてはならない。 
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正法と経済 Ｐ054 

 元来、自由であるものは各人の心しかない。肉体は不自由にできている。本

当は肉体も自由になるのだが……。肉体が不自由だという認識は、人間には心

の自由があるので、それでわかるのだ。また、人間は自由だという考えも心が

内在しているから、そう思うわけである。 

 例えば、どこどこへ行ってみたいと心は思う。すると心はもう既にそこへ飛

んでいる。飛んでいないと思うのは、肉体があるからである。ところが、肉体

をそこまで行かせるには、歩くか、電車や自動車、飛行機に乗らないと行けな

い。つまり、肉体を物理的にそこへ運ばないと、目的の場所に行けない。まこ

とに不便なものである。 

 これに対し心はなんでも思えるし、創造も自由だ。心は、さまざまな夢を描

き、その夢の中に、自分を置くことだってできる。このような能力は人間を置

いてほかにない。 

 思うこと、念ずることが自由なので、人はさまざまなクセを持つことになる。

これを業ともいうし、カルマとも言う。その業に自分が翻弄されてくると、何

でも思える自由が、こんどは思えなくなってくる。つまり、ある小さな枠内で

しか、ものが思えず、考えられず、次第に、いら立つようになってくる。心の

中が悶々としてくると、ノイローゼ、精神病に発展してくる。 

 ものに執着すると心が小さくなり、執着から離れると大きくなる。思うこと

の一念の針を、自分本位に置くと、小さな自分になる。他を生かし、助け合う

関係の中に自分を見出すと大きくなる。 

 このように自由とは、思うこと、念ずることの自由性にあるのだが、本来の

意味はもっと次元が高いものなのだ。 

 思うこと、念ずることは、普通は肉体という五官（眼、耳、鼻、舌、身）を

通して発展する。通常これを一〇％の意識活動という。ところが、私たち人間

は、肉体という五官を持つ以前に、個の魂として、次元のちがった世界で生活

している。この時の自分は、この世の肉体はない。魂の自由性に、すぐさま対

応できる光子体というボディーを持ち、どこへでも飛んで行ける。銀河系宇宙

の地球以外の他の天体にも行けるし、素粒子の世界をも覗くことができる。こ

れを三次元的（この世的）にいうと、私たちの心は、宇宙大の広がりを持って

おり、したがって、地球内の出来事、宇宙の生成が、手に取るように分かる、

ということなのだ。この活動を、潜在された九〇％の意識活動ともいう。 

 人の心～魂というものは、このように偉大であり、しかも大きく広い。 

 

 

般若心経のまとめ Ｐ017 

 まず、人間の出生について述べていこう。 

 親子は、現象界に出生する前に実在界（あの世）で約束を交す。親になる者

は、子よりも二十年も三十年も前にこの世に出生してくる。この世に出た親と

なる魂は、幼少から少年、青年に進むにしたがって、自我が芽生え、環境に流
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される。もちろん環境に負けない魂もある。やがて、結婚し、子をもうける。 

 その時、親となる魂が環境に負けて、実在界で学んだ目的と役目を忘れたと

する。約束を交した子の魂は、四次元以降多次元の世界から親の行動を見て知

っているが、一旦約束をした親子の交わりを破約し、他の子になるというわけ

にはゆかない。混乱が起こるからだ。親となるその人が、約束通りの行動をし

ている場合はいいが、そうでない時には、その子となる魂は苦痛そのものであ

る。俗に、親の罪は子にない、ということがあるが、本当に子に罪はないので

ある。 

 親が環境に負けたのは、過去世の業にひかれたためである。過去世で酒に失

敗し、あの世で酒に負けない自分をつくり、その自分を試すために現象界で修

行をする。修行のあり方は酒がのめるような環境が本人が知らぬ間につくられ

てくるのである。本人が知ってしまっては修行にならないからだ。 

 子の方も、過去世で酒で失敗している。そこであの世で、親と子になる魂同

士が、たがいに、それに負けない自分を磨き、今度はしっかりやってこようと

いって、まず親が出、次いで、子が出生してくる。ところが、前述の通り、親

は再び酒で失敗し、子となる魂がそれを出生する前にあの世でこれを見て、困

ったと思っているが、しかし、親子の約束を交わした以上、他にくらがえする

わけにはゆかない。失敗している親の下に出生し、再び、自分もその渦中にお

ぼれていく場合が非常に多いのである。 

 この例は、親子の一つの型を示したにすぎない。 現象界は性が混乱し、産児

制限が流行しており、親となる魂の安定性が非常に困難になってきている。そ

こで親子の約束は、時間的にも、実際的にも、果たさずじまいに終る場合も多

い。 

 また、子となる魂があの世でまだ修行中であるが、親となる魂の無節操な行

動によって、現象界に引きづられて出生してくる。こういう場合は、犯罪や混

乱を起こしやすい。 

 実際的な面では、当然生れて来たにもかかわらず、さまざまな理由をつけて、

あの世にトンボ返りさせてしまう。つまり、受胎した子をおろす。こうしたこ

とで、親子の約束がその通りに行く例は、限られてくる。夫婦の約束にしても

そうなのだから、現象界での魂の修行は、見様によっては容易ではないといえ

よう。 

 しかし人は縁によって、縁を通じて自らを修行する者であるし、その縁も、

自らが求めてつくられて来たものであるから、与えられた環境、境遇に負けな

い自分をつくってゆかなければならない。 

 さて、話は前に戻して、肉体遺伝はさけられないが、魂については、こうい

うことで、親子であっても全然異なるし、親が酒のみだから、子も酒のみとい

うのは、類似の業がそれをさせるのである。魂と肉体を、いっしょくたに見る

ことは皮相も甚だしいといわざるを得ない。 

 しかし、現象界の人達は、あの世が解らないし、過去世も忘れている。そう

した中で生活しているのであるから、世襲（せしゅう）が社会組織の中核を為
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してきたのも、いたしかたがない。しかし、世襲が社会制度的に矛盾を含み、

混乱のモトをつくってきたので、こうした矛盾は、時代が進むにしたがって訂

正されつつあることは喜ばしい。 

 ともかく、魂こそ、生れることもないし、滅することもない。魂の内面は、

神の子としての光で輝き、そこは垢もつかず、浄らかであるということもない

のだ。ましてや増えたり、減ったりすることもない。全（まっとう）なる自分

があるだけである。 
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9-２）【カルマ・業(丸山弘先生のご指導) 】 

 
2001-12 月 Ｐ057【伝道だより】 

 今生という表には、必ず前生という裏があり、前生で作った業の修正は今生

でないと修正出来ないのです。また、今生で修正しておかないと来世では修正

出来ないのです。何故なら次に出てくる来世には、もう法がないからです。偉

大な主には、もうお出ましになられないからです。 

 ですから、偉大な主がお出ましになられた時と同じ時にこの世に出させて頂

いた今生において、何としても過去世からの業を修正しなければならないので

す。 
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9-３）【情欲(ご著書より) 】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ175 

 みだりに情欲について連想することは、心の中では行為につながることにな

るものである。正しい自分の心に忠実な考えを持つことが必要だ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ028 

 マスコミについていえば、金さえもうかればどんな方法で何を発表しても良

いという考え方は、疑問とすべきである。社会人類の調和と安らぎのための報

道なら、不変の安らぎを与えることができるが、情欲を誘うような、人の心を

揺り動かすような低俗なものに庇理屈をつけたものは、一時的なものである。

人の心は一時は騒いでも、必ず離れて行く。 

 不真面目なものを出版したり、映画化したりする人々には、その不調和な想

念行為が帰り、その心は黒く覆われる。彼らはそのことを思い知らされるであ

ろう。 

 地位や名誉などに関係なく、自分の造り出した暗い想念は、自らに不調和な

悩み、苦しみを呼びこんでしまうことを、私達は否定することができない。 

 正法というレールの上を走っている人と、そのレールを度外視して進んで行

く人々の想念行為ははっきりと異なり、この現象界を去るときに自分自身で正

否の断罪をしなくてはならない。 

 そんな馬鹿な、と思っている人々にも、否応なしにそうしたときが一秒一秒

近づいてきていることを知るべきである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ042 

 本能だけが表面に出れば、自己防禦、自己本位となり、万物の霊長としての

本性を忘れ、動物的情欲の虜となりやすい。愛を忘れた肉欲的本能は、人間社

会を混乱に導き、己の心に苦しみの原因を造り出す。そのため、悟りの道に入

ることはむずかしい。 

 私達は、現象界の栄華に憧れ、世を楽しむことと、道を楽しむこととは自ら

別であることを知らなくてはならない。 

 過去に繁栄した国々がなぜ滅亡し去ったのであろうか。弱き者達を犠牲にし、

権力者は増上慢となり、栄耀栄華の明け暮れ、動物的本能まる出しの肉欲的行

為にうつつを抜かし、仏性を失って自我我欲の権化と化したところに原因があ

った。 

 修行を怠り、栄華を楽しむだけの人生を反省し、正法の道を自ら求めねばな

らない。自ら求めたものが与えられたときの喜びは、何物にも代えがたいもの

である。心の道は深遠であり、悟ればこれに勝る喜びはない。 

 この喜びを得るには、あらゆる諸現象に対して、正しく判断する理性、喜怒
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哀楽を表現する感情、神仏より与えられている本能、人生経験と智性、これら

のものが互いに調和を保ち、心にとらわれのない生活をすることが必要である。 

 万象に対する感謝と報恩、供養と布施の心を持って、神理の実践生活をする

こと。それによって心の窓は開かれ、自らの力で偉大な智恵の宝庫を発見する

ことができるのである。 

 このとき、己の心に気がつき、私達は、魂の兄弟や、守護、指導霊と調和さ

れ、私達がより良い人生を送れるよう、慈悲と愛に満ちた指導、協力がなされ

ることを悟るであろう。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ174 

 ・・・心の中で思っている不調和なことは、情欲に限らず、捨て去らなくて

はならない。想念は、いずれ不調和な現象を造り出す能力を持っているからだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ253 

 ・・・自分の心の中から、怒り、恨み、妬み、そしり、みだらな情欲の想念

は、これを捨て去ることである。不調和な想念を溜めていると、必ずいつか爆

発する。我慢は、心の倉庫に保存するものではなく、不調和な問題にこだわり

を持たないこと、が正法である。我慢を心の中に蓄積していると、魔王に支配

され、己を忘れて心の王国をじゅうりんされる。肉体的、精神的に不調和を起

こし、病気の原因ともなる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ254 

 動物霊に支配されている人々は、もっともらしいことをいうが、自分の心の

中はいつも不調和で欲望の塊りである。たとえばお経を供養するのが信仰だと

いうが、経文の教えを実践することは忘れている。真理のごときを説いても心

はなく、彼らの生活には一貫性がない。常に身近な肉体先祖を祀り、良い戒名

を与えて供養することによって、不幸がなくなることを主張する。貧乏、病気、

事故に対しては、信心が足りないとか、神仏の崇りだとかいい逃れをして自己

の教義を押しつける。貧乏も病気も事故も、実は己自身の想念と行為によって

現象化したものであり、他の者の仕業ではないのだ。 

 私達は、このことを良く悟らなくてはいけない。彼らの神理らしさに惑わさ

れず、その想念行為を良く確認することが重要である。 

 また彼らの多くは、数多い異性と交渉を持ち、情欲のとりことなる特長を示

す。神の名、如来、菩薩、諸天善神の名をかたり、人々の心に信頼感を与えよ

うとする。注意すべきだ。本物の如来、菩薩、諸天善神は、人間の心の在り方、

正しい行為について教え、過去世の言葉を自由自在に語り、転生輪廻を具体的

に説き、人々の心に安らぎと調和を与える。決して増上慢や自己主張をせず、
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謙虚で、神理に矛盾はなく、心と行ないにも矛盾がない。慈悲と愛に満ちて人々

の心を導くものである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ100 

 諸々のサロモン達よ──。 

 そなた達の眼は燃えている。 

 燃えている眼で物を正しく見ようとしても見ることは出来ない。 

 欲望に心が移り、足ることを忘れた心があるかぎり、正しきものの判断は出

来ないし、安らぎの境地も得られない。 

 そなた達の耳は燃えている。 

 燃えている耳で、正しくものを聞くことが出来るであろうか、それは出来な

い。ひとりよがりの増長慢がそうした耳をつくり出し、他人の言うことが聞こ

えないのである。 

 心の高ぶりを捨てねば、心の平和は得られぬであろう。 

 そなた達の口は燃えている。 

 口角泡を飛ばし、感情をむき出しにして、相手の心を忘れて論争をする。論

争は感情を刺激し、対立を生み、闘争に発展する。 

 何処に慈悲の心があるのか。 

 語る言葉に慈悲があれば、相手の心を燃やすことはないであろう。 

 言葉によって、相手に意志が正しく伝わってこそ、燃えている言葉も静まる

というものである。 

 味覚が燃えれば、美食に耽り、強欲の心が燃えてこよう。 

 その火が燃え、とどまることを知らねば、欲望の渦の中に身を沈めることに

なろう。 

 臭いも亦同じだ。 

 心の中を燃やす元凶にもなろう。 

 体の感触に心が燃えると、情欲のとりことなり、自らの本性を失ってしまう

だろう。 

 このように五官は心を燃えさせ、心はますます五官にふり回されて行く。 

 苦しみはこうして、つくり出されていくものだ。 

 火を拝んで、来世の幸福を望んでも、正しい心を失えば、苦しみから解脱す

ることは出来ない。 

 生老病死は、他力の苦行では決して解放されることはないのだ。 

 常に不安と不信が同居し、疑問があっても明らかにできず、永い習慣に心ま

で柔軟さを失ってゆくものだ。 

 燃える心を静めるためには、心と行ないによる八つの正しい道を活かすこと

である。生活の物差しとすることである。そうして、燃えている原因を除くこ

とが大事なのだ。 

 原因を除かぬかぎり、また残り火によって、燃え出すであろう。 
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 心は常に、丸く、大きく、豊かでなければならない。 

 

 

人間釈迦③ Ｐ129 

 「ブッダはなぜ愛欲を否定するのですか。私はそれをききたいと思います」 

 『愛欲は心の中を炎と化し、人間本来の仏性を失わしめることが多いのだ。

いったんその炎が燃え上がれば、自制心を失い、いつときの快楽のゆえに、道

を誤ることが多いのだ。愛欲は独占欲を生み、人間を欲望の虜にする。 

 異性を見て心を騒がせただけでも、姦通の罪を犯したことに等しいのだ。そ

うして、愛欲は心の中に曇りをつくり出してゆく。 

 心の中の曇りは光明をさえぎり、苦悩をつくり出す。 

 それゆえに、愛欲を抑制し、これから離脱してこそ、心の安らぎが得られる

ものだ。 

 しかし、そのために心の中にこだわりをつくってはならない。 

 こだわりは、心の中にしこりとなって残るものだ。そして、いつの日か、そ

のこだわりは現象化するからである。 

 要は、その因を除去するための勇気と決断が必要だ』 

 ・・・『在家にあっては夫婦の営みはたいせつなものだ。その中にあって、愛

欲を燃やし心の中まで乱すことは少ないだろう。 

 ただ、その愛欲が第三者に発展するとすれば、そこに憎しみが生まれ、嫉妬

に心が燃えさかるであろう。 

 となると、夫婦はそれぞれ憎しみや嫉妬の毒を心の中に食べ、苦悩をつくり

出してしまう。 

 一夫一婦の家庭の中において、足ることを知った愛の生活は許されるのだ。

つまり、心の中に抑制できる理性が働いている者たちならば心配がないといえ

よう。 

 一方、出家して、独身の修行者が愛欲のとりこになれば、自ら苦悩という欲

望に追われ、悟りの境地から遠ざかってしまうだろう。 

 愛欲の経験があったとしても、その無常を悟り、よく反省をし、二度と同じ

間違いを犯さなければ、心の中は安らぎ、平和な境地を得ることができよう』 

 

 

人間釈迦③ Ｐ255 

 火が激しく燃えさかる所には、生き物は住まないでしょう。情欲の炎が燃え

る所に、正しい道は存在しません。怒りによって心が燃えていると、正しく理

性が働かないばかりか、人の忠告が忠告として聞こえず、かえって火に油を注

ぐような結果になってしまう。情欲に支配されると、ものの筋道が分からなく

なり、身や国を滅ぼすことになる。 
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原説般若心経 Ｐ191 

 ・・・不調和な過去の行為の数々、弱い自分の姿が走馬灯のように、シッタ

ルダーの脳裡に映ります。 

 「他人の感情を無視した行為は許されるものではない。人間はみな平等であ

り、自己の欲望を満たすために他人を犠牲にしてはならないのである。 

 特に愛欲は、大きく心に巣食っていた。肉体的な五官から入る欲望も、心の

中にある本能と感情の在り方を正せば、ただ一時の快楽にすぎないもの、とい

うことに気がついたものを……。 

 足ることを忘れて、他のものに心を移す欲望は、かえって苦しみを作り出す

ことになる。 

 押えることでなく、関わり合わないことが大切であった・・・心が燃えてい

て、正しい判断ができるとはいえないのだ。理性を失ったそこにあるものは、

本能のままの動物的行為にすぎないものである。 

 たとえ一時の欲望を満たしても、残した苦しみはつきまとい、ひとつ間違え

ば、憎しみの心を相手に植え付けることになる。 

 独占欲、安穏逸楽、自己陶酔、虚偽、苦悩、それらは、心に曇りを作り、大

きな歪みの原因となる。 

 心の中で異性との行為を想像しても、姦淫になる。想念はものを現象化する

からだ。そしてそのことは苦しみをまた作る。 

 また、他人の欲望をかき立てるような、挑発行為も慎しまなければならない。

自然のうちに理解できる、ということが大切であり、煩悩のままに生きるべき

ではないのである。 

 人間は、正しい心の基準にのっとり、自己を偽ることのない生活をすること、

これが大切だ、ということだ。このくらいなら良いだろう、といった不確定な

行為は慎しまなくてはならないのである。 

 思慮深くなること。これを失ってはいけないのである───。 

 

 

心の原点 Ｐ100 

 また情欲の連想は、心の中で、行為につながります。夢とかあの世の生活で

は、思ったこと、考えたことが、その結果として、ただちに現れます。現象界

においても、心の中で思ったことは、形に現れずにはおかないものです。思う

ことは行為の前提であるが、実は、行為そのものである、ということを知らな

くてはなりません。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ201 

 現に私はある女性を通して、血の池地獄の実態を確認した。それまでの私は、

冷寒、無間、餓鬼、練獄、火炎といった地獄界をみてきたが、血の池地獄につ

いては初めてだった。なぜ、彼らはそうした世界にいるのか。彼らは生存中に
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情欲に心が燃え、人生の大半をその中でしか生きてこなかったからである。 

 彼らは血の池地獄にはまり、連日連夜、拷問の生活を送っている。まことに

恐ろしいことである。 

 

 

悪霊Ⅱ Ｐ262 

 『・・・(あなた)は、本能的な想像をしながら寝たでしょう。そうした場合

は、寺には自縛霊がウヨウヨいますから、その自縛霊があなたの心を知って、

あなたの肉体を支配してきたのです。 

 ・・・心は一念三千といい、自分の想像した針の方向が情欲に集中すると、

情欲の地獄界に通じて、そうしたことが起こってくるのです。 

 ・・・しかし、情欲はやはり無常なもので、これにおぼれると、真実の愛と

いうものがわからなくなってきます』 

 「どうすればいいのでしょう・・・」 

 『・・・そうしたことを思わないようにすることです・・・』 

 「思ってしまったらどうします」 

 『心を外に向けないことです。そういう思いにとらわれないようにして、健

全な心を知るように努力することです』 

 「わかりました」 

 『それと・・・私の本をよく読んで下さい。あなたが救われる道は、勇気、

努力、知恵、決断です。ふだんの努力です・・・あなたが正法を理解し、それ

を実行し続ければ、近寄ることはできません。・・・恐れないことです。勇気を

もって、生きて下さい』 

 

 

天使の再来 Ｐ048 

 聖書マタイ伝の一節に「すべて色情を懐きて女を見るものは、既に心のうち

姦淫したるなり」というのがありますが、これは人間の想念は、やがて行為を

伴なわずにはおかないし、又一口に想念行為ともいわれるように、それは又、

行為そのものとみられるからであります。 

 更に、もっと重要なことは、こうした黒い想念はその度合いが深くなります

と、やがてその人の意識にまで食いこみ、その人の今世での天命を損ない、病

気、早死などの諸原因をつくる元をつくります。 

 これでは神の国、仏の国は、いよいよ遠のくばかりです。 

 人間は本来、神の子、仏の子であります。最大多数の最大幸福という理念や

この目的を果たすために法律であれこれしばらなくても、その心、その理想像

は等しく各人に内在するものであります。しかるにその神性仏性から離れると

いうことは正命でもふれましたように、人間は五官に左右され、自己保存に自

分をおいてしまうからであります。 

 又、そうした想念が湧いてくるというのは、想念の母体である意識のどこか
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に記録されているのでありますが、しかし、その記録が縁にふれて想念として

浮んできた時には、常に、善念に切り替える練習が必要であります。 

 神の心、仏の心は慈悲と愛であります。この心に、一歩でも、二歩でも近づ

くよう心がけて下さい。 

 

 

反省の要 Ｐ131 

 聖書の中に「色情をいだきて女を見るものは、すでに心のうち姦淫したるな

り」と書かれてあるように、想念は行為を意味する。箸一本上げおろしするに

も意識の命令なくては行なえないのである。それ故、神の道は、現実の行為以

前の想念が問題になる。この世の法律では、想像は自由で、行為があってはじ

めて罰せられるが、神の道は、ちがう。心の中で悪を思ってもいけないし、悪

とは調和を乱す想念であるからだ。 

 人間は神の子であるので、慈悲、愛、寛容、勇気、協調などの想念から離れ

ると、その離れた想念の分量だけ、自分で自分を痛めることになるのである。 

 

 

反省の要 Ｐ240 

 神の目は、自分の心にウソのいえない厳正なものだし、そうして正法は、善

なる行為にちがいないが、いちばん重要視されるのは心という想念の在り方で

ある。 

 女を見て色情を抱くは姦淫したと同じであるとするイエス様の言葉を想起す

れば、この点の意味合いが明らかになるであろう。 

 しかし正法は、正しき心と、正しい行為を求めるものであるし、正しい行為

は、勇をふるって努めるしかない。正しき心は正しい行為によって、はじめて

実を結ぶものであるし、知性に内在する智慧は、そうした行為の中から湧いて

くるであろう。 
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9-４）【情欲と魔(丸山弘先生のご指導) 】 
 

1993-8 月 Ｐ035【伝道だより】 

 ・・・丸山先生のご指導も・・・現代は「平和」の時代であり情欲が世情を

覆っている。そのため、男女の意識が乱れているため、約束した次元の豊かな

魂が出て来られなくて低い次元の魂をこの世に出してしまうことになっている

とお話しくださいました。 

 低い次元の魂とは愛や調和、献身の意味を理解しがたいとか、目に見える物

質本位の考え方、生活の在り方しか理解できず、目に見えない心の価値にうと

い魂ということになりましょうか。 

 そのような魂が増えますと世の中はますます自己本位なものの考え方が横行

し混乱して行きます。ですから正法に触れた人の責任は大きいといえましょう。 

 

 

1995-3 月 Ｐ037【大いなる神の奇跡を戴いて-1/2】 

1995-4 月 Ｐ019【大いなる神の奇跡を戴いて-2/2】男性(会社員)の方の

投稿 

 ・・・法に触れ救われたあの大きな大きな悦びはどこへいったのか、あの厚

生年金会館で神はまさしく存在しますと叫んだあの確信の心はどうしたのか、

日々への厳しさはどこへいったのか。 

 朝日覚めてすぐに神に今生かされていることを感謝してであろうか。常に神

を意識に置いていただろうか。自分自身が生かされているあらゆる環境に感謝

していただろうか、己の肉体に感謝していただろうか。万象万物に日々感謝で

きている自分であろうか。 

 正法の道を向きながら、情欲の想いにとらわれ、つい深夜のテレビ番組を見

てしまう何とも愚かな自分、なんと浅ましいことだろうか。 

 ・・・師は「貴方は肉体に対し感謝の心が薄かったのです。そして情欲の思

いは魔を呼びます・・・」とご指導下さいました。 

 

 

2001-11 月 Ｐ044【伝道だより】 

 正法に帰依したらみんな救われるということはありません。〔本当に正法通り

の生き方をしたか〕それが問われるのです。 

 今皆様は、人にはウソをつけるが、自分にウソのつけない善なる心、その心

の叫びに適った生き方をしているか、自分中心のことを考えて生きていないか、

法を中心に生きているか、これを真剣に守って頂きたいのです。 

 『魔の跳梁』というのは、どっか遠くの世界のことではありません。私達も

間違ったらすぐ来ます。怒り、恐痴、ねたみ、そしり、悪口、情欲、むさぼり

等、そういった心を持っている人には直ぐ悪霊が懸きます。例えば、情欲の心

を持った人、情欲に狂った人には、それと同じ悪霊が直ぐ憑きます。お酒の好
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きな人には、お酒を飲んで飲んだくれで地獄へ落ちたのが憑きます。しかし、

肉体を持った者の魂が正しい生き方をすれば離れて行きます。 

 ですから、自分は魔にやられていないかどうか、魔にやられないだけの光あ

る生き方をしているかどうか、夫婦が、親子が円満であるか常に止観してみる。

そういう生き方をなされば、神仏は祝福くださって、善い環境が与えられるは

ずです。 

 

 

2005-5 月 Ｐ074【伝道だより】 

 特に深く反省した後、洗面所の鏡で自分の姿に後光を拝見します。 

 ところが、朝起きた時には、昨夜拝見した後光は消え、光のない状態になっ

ているのです。 

 ・・・この世は．自分の心次第で常に自由を求め、折角美しい心になったこ

ともあって、寝る前に朝から読まなかった新聞を始め、色々な雑誌等を見たり

します。その法から外れた思い、行いによって光は消え、心は元の状態に返っ

ているのでした。 

 正しい思い。正しい行いの世界は、自分の目の前に見えるほんの狭い範囲だ

けだということにようやく気付かせて頂きました。心の中に正しい区切のシャ

ッターがあって、そのシャッターの中だけでしか思い、行いをしてはいけない

のです。しかし実際にはシャッターがないから、何時の間にか自由にあこがれ、

自由に行動したり、思ったりしてシャッターを破るようになるのです。これが

心を毒するのです。 

 夜正法の勉強をした後、ヤレヤレと何気なくつけたテレビの、情欲の世界を

見ただけで、当然即心を汚してしまいます。新聞を僅かに読んだだけでも、ま

た、正法以外の本を読んでも心は汚れてしまいます。 

 ・・・まず、読んでいいもの読んで悪いもの、見ていいもの、悪いものを正

しく判断することが正しいことの前段です。 

 私達は、偉大な偉大な法という正しいみ教えを学ばせて頂いていのに、まだ

何を欲するのでしょうか。他に求めるのは自分の心が神の光で満たされてない

からであり、偉大な主のご著書の拝読が足りないからではないかと思います。 

 ・・・もし今現在、病気で悩んでいる方、家庭の不調和で悩んでいる方、商

売がうまくいっていない方等おられましたら、ここのところに原因がないか、

一度、点検、反省してみて下さい。 

 

 

2005-6 月 Ｐ053【伝道だより】 

 私の体験では、お休みになる前の心の在り方が大事ではないかと思います。

就寝前に新聞や雑誌等を読まれることにより、折角ご精進されたお心を汚すこ

とになるように思います。私達は日々、『光の器を』・『心行・祈願文』・『健康祈

願文（心行三回）』・ご著書の拝読、反省をして、調和した心のまま休み、安ら
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いだ心で朝を迎える。そういった実践を日々積み重ねることにより、心が高ま

り、より調和出来るように思います。法に帰依した以上、正しい念を持って精

進努力を積み重ねることが大事ではないかと思います。 

 皆様には、神仏のみ心に適う心作りをされ、偉大な主のみ教えの通り実践す

る努力をしない限り、正法を正しく学修することは難しいと思います。特に情

欲は最も心を汚す原因となります。人間としての修行で、最も厳しいのが、こ

の山を越えることではないかと思います。正法者として勇気と努力を持ち、正

しく生きる実践を日々積み重ねることが大事なことと思います。 

 肉体も地位、名誉、財産もこの世の物です。肉体にとらわれるから、情欲と

いうものが生まれます。欲望にとらわれるなかれ、です。 

 

 

2005-7 月 Ｐ072【伝道だより】 

 正法の世界では、思うことは自由ではなく、正しく制約されています。正し

い思い方をしないと、一瞬で心が汚れます。 

 テレビには心を毒するものがありますが、テレビを見た後、想像により自分

の心のページを開いて行き、これが人の心を汚すことになります。一瞬で心が

汚れてしまいます。正しい思い方をしないといけません。 

 特に情欲は心を汚します。ですから、週刊誌やドラマなど見ないようにする

ことです。厳しく自分に『駄目』と言いながら、訓練を何十年もして初めて正

しく思うことが出来るように思います。 
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10．【祈り・心行】 
 

10-１）【心行(ご著書より) 】 
 

心の原点 Ｐ337 

 【心行(しんぎよう)】 

 

 心行は、宇宙の神理、人間の心を、言霊によって表現したものである。 

 それ故、心行は拝むものでも、暗記するものでもなく、これを理解し、行な

うものである。 

 正法は、実践のなかにこそ、生命が宿ることを知れ。 

 

 われ今見聞し、正法に帰依することを得たり。 

 広大なる宇宙体は、万生万物の根元にして、万生万物相互の作用により、転

生輪廻の法に従う。 

 大宇宙大自然界に意識あり。 

 意識は大宇宙体を支配し、万生万物をして調和の姿を示さん。 

 万生万物は、広大無辺な大慈悲なり。 

 大宇宙体は意識の当体にして、意識の中心は心なり。 

 心は、慈悲と愛の塊りにして、当体意識は不二なることを悟るべし。 

 この大意識こそ、大宇宙大神霊・仏なるべし。神仏なるがゆえに、当体は大

神体なり。 

 この現象界における太陽系は、大宇宙体の小さな諸器官の一つにすぎず、地

球は小さな細胞体なることを知るべし。 

 当体の細胞なるがゆえに、細胞に意識あり。 

 かくの如く、万物すべて生命にして、エネルギーの塊りなることを悟るべし。 

 大宇宙体は、大神体なるがゆえに、この現象界の地球も神体なり。 

 神体なるがゆえに、大神殿なるべし。 

 大神殿は万生魂の修行所なり。 

 諸々の諸霊、皆ここに集まれり。 

 諸霊の輪廻は三世の流転、この現象界で己の魂を磨き、神意に添った仏国土・

ユートピアを建設せんがためなり。 

 さらに、宇宙体万生が、神意にかなう調和のとれた世界を建設せんがため、

己の魂を修行せることを悟るべし。 

 過去世、現世、来世の三世は、生命流転の過程にして、永久に不変なること

を知るべし。 

 過去世は己が修行せし、前世、すなわち、過ぎ去りし実在界と現象界の世界

なり。現世は生命・物質不二の現象界、この世界のことなり。 

 熱・光・環境一切をふくめて、エネルギーの塊りにして、われら生命意識の
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修行所なり。 

 神仏より与えられし、慈悲と愛の環境なることを感謝すべし。 

 来世は次元の異なる世界にして、現象界の肉体を去りし諸霊の世界なり。 

 意識の調和度により、段階あり。 

 この段階は、神仏の心と己の心の調和度による光の量の区域なり。 

 神仏と表裏一体の諸霊は、光明に満ち、実在の世界にあって、諸々の諸霊を

善導する光の天使なり。 

 光の天使、すなわち諸如来、諸菩薩のことなり。 

 この現象界は、神仏より、一切の権限を光の天使に委ねしところなり。 

 光の天使は、慈悲と愛の塊りにして、あの世、この世の諸霊を導かん。 

 さらに、諸天善神あり。諸々の諸霊を一切の魔より守り、正しき衆生を擁護

せん。 

 肉体を有する現世の天使は、諸々の衆生に正法神理を説き、調和の光明へ導

かん。 

 この現象界におけるわれらは、過去世において、己が望み両親より与えられ

し肉体という舟に乗り、人生航路の海原へ、己の意識・魂を磨き、神意の仏国

土を造らんがため、生まれ出たることを悟るべし。 

 肉体の支配者は、己の意識なり。 

 己の意識の中心は心なり。心は実在の世界に通じ、己の守護・指導霊が、常

に善導せることを忘れるべからず。 

 善導せるがために、己の心は、己自身に忠実なることを知るべし。 

 しかるに諸々の衆生は、己の肉体に、意識、心が支配され、己が前世の約束

を忘れ、自己保存、自我我欲に明け暮れて、己の心の魔に支配され、神意に反

しこの現象界を過ぎ行かん。 

 又、生老病死の苦しみを受け、己の本性も忘れ去るものなり。 

 その原因は煩悩なり。 

 煩悩は、眼・耳・鼻・舌・身・意の六根が根元なり。 

 六根の調和は、常に中道を根本として、己の正しい心に問うことなり。 

 己の正しい心に問うことは、反省にして、反省の心は、己の魂が浄化される

ことを悟るべし。 

 己自身は孤独に非ず、意識のなかに、己に関連せし守護・指導霊の存在を知

るべし。 

 守護・指導霊に感謝し、さらに反省は、己の守護・指導霊の導きを受けるこ

とを知るべし。 

 六根あるがゆえに、己が悟れば、菩提と化すことを悟るべし。 

 神仏の大慈悲に感謝し、万生相互の調和の心が、神意なることを悟るべし。 

 肉体先祖に報恩供養の心を忘れず、両親に対しては、孝養を尽くすべし。 

 心身を調和し、常に健全な生活をし、平和な環境を造るべし。 

 肉体保存のエネルギー源は、万生をふくめ、動物・植物・鉱物なり。 

 このエネルギー源に感謝の心を忘れず、日々の生活のなかにおいて、己の魂
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を修行すべし。 

 己の心、意識のエネルギー源は、調和のとれた日々の生活のなかに、神仏よ

り与えられることを悟るべし。 

 己の肉体が苦しめば、心悩乱し、わが身楽なれば、情欲に愛着す。 

 苦楽はともに、正道成就の根本にあらず。 

 苦楽の両極を捨て、中道に入り、自己保存、自我我欲の煩悩を捨てるべし。 

 一切の諸現象に対し、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく仕事をな

し、正しく生き、正しく道に精進し、正しく念じ、正しく定に入るべし。 

 かくの如き、正法の生活のなかにこそ、神仏の光明を得、迷いの岸より悟り

の彼岸に到達するものなり。 

 このときに、神仏の心と己の心が調和され、心に安らぎを生ぜん。 

 心は光明の世界に入り、三昧の境涯に到達せん。 

 

 この諸説は末法万年の神理なることを悟り、日々の生活の師とすべし 

 

 

心の原点 Ｐ343 

 「心行」とは、心と行ないということである。 

 

 

心の原点 Ｐ345 

 「心行」とは、足ることを知った心で生活し、報恩という行為を示していく

ことである。中道の精神で、毎日を生活しなさい、ということなのである。 

 

 

心の原点 Ｐ346 

 物事にはすべて柱というものがあるが、「心行」の柱となるものは、 

“大自然という神の心” 

“永遠の生命体を維持する循環の法” 

“慈悲と愛” 

 の三つである。 

 この三つが「心行」を形作り、私達を生かし続けているものである。 

 「心行」はそれゆえに、心の教えであり、生活の規範である。 

 したがって、これは暗記するものではない。これを理解し、実践して行くも

のだ。実践の過程を通して、私達は、大宇宙の中道の心に調和され、真の安ら

ぎが体得できるものである。 

 

 

心の原点 Ｐ346 

 ・・・言葉というものは波動である。経文の読踊（どくじゅ）もただ読み上
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げるだけでは意味を持たない。経文の意味を理解し、実践している者が読誦す

る時は、その言葉の波動はあの世の天上界にまで通じ、人びとを感動せしめて

いくものである。 

 言葉は本来、言魂（ことだま）といって、もともと光の粒子からできており、

言葉を発する人の心の在り方いかんで、言葉の一つ一つが、光の玉となって、

空間に流れ出ていく。光の玉はふつう肉眼ではわからない。霊視のきく人、あ

るいは四次元の世界からみると、この点は実にはっきりと見える。 

 

 

心の原点 Ｐ347 

 ちょっとした寺にいくと釣鐘がある。あの釣鐘の音色も、これを打つ人の心

によって、ひびきがちがってくる。ゴーンという鐘の音は誰が打っても同じだ

と思うが、打つ人が常日頃、心の研讃を怠っていなければ、その鐘の波動はあ

の世の天上界にまで達し、その人に返ってくるばかりか、その鐘の波動は、人

びとの心に伝わり浄化してくれるのである。 

 経文の読誦、朗読というものも、まったくこれと同じである。正しき心と行

為をしている者がすると、その声の波動は金剛界にまで通じ、再びその人にそ

の波動が返って来て、心の統一、安らぎを一層、助長していくものだ。 

 「心行」の朗読は、そうした意味では大切なものだし、しないよりされた方

がよいということになる。ただ、書かれている意味もわからず、おがめばご利

益があるということでは駄目である。 

 般若心経はどこでも読まれている。有難いお経であり、したがって写経も良

し、読誦もまたご利益があると伝えられている。しかしその意味もわからず、

行為のないものが、朝晩上げても光は届かない。 

 今日の仏教は、経文をあげたり、写経自体にウエイトがかかり、日頃の想念

と行為については問題にしていないところに問題があろう。 

 「心行」は、そうした意味において、真意をよく理解し、それを現実の生活

の上に現わし、そしてその心で朗読されるならば、一の言魂は、二になり、三

になって、心の安らぎを増していくであろう。 

 

 

心行の言霊 Ｐ021 

 ・・・また「心行」とは、別な言葉でいえば「信行」でもあります。「心行」

の最後の部分に、八正道こそ人間悟道に通じるとしていますが、八正道は、日々

の生活に行じてこそ、意義があり、悟りを得る最短距離でもあります。したが

いまして「心行」は、ただ理解しただけではなんにもなりません。これを理解

すると同時に、行なうことにあります。 

 つまり信じて行なう、ということです。 

 「心行」とは、それ故に「信行」でもあるわけです。 
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1973-7 月 講師幹部研修でのご講話（八起ビルに於いて） 

 ある人は、ある宗教に入って恐怖心を持っておりました。私は「心行」を枕

元に置きなさいといっておきました。「心行」からは光が出ているから、彼ら(悪

霊)は近寄れません。 

 家の中がガタガタする。夜、胸を圧迫される。それで枕元から足元にも置い

た。その晩から出ないそうです。しかしこれを宣伝されると困るんです。「心行」

がお守りになってしまいますから。 

 その人がそういう霊に出会うということは、そういう暗い想念を持っている

わけです。ですからその心を自分で直さなければいけないのです。それをせず

に、「心行」から出ている光に頼ろうとするとそれはお守りになってしまいます。 

 ですから、もう少しあなたは実践して自分の心から光を出すようにしなさい。

そうすれば家の中にいる自縛霊も傍に近寄れなくなると教えてやりました。 

 地獄霊、動物霊は光が怖いのです。彼らは生活の場を失っているのです。 

 「お前達は、この人の身体に憑いているが、例え地獄に堕ちようとも神の子

ではないか。神理に目覚めていない盲目の人間に憑いて、不調和な肉体的現象

を起こして、あなた達は正しい行為だと思いますか」と「心行」を読んで神理

を教えて「お前達はそんな寒い所に居らず、心というものを知りなさい。お前

達は動物であっても本性を持っているだろう。ウソのつけない心があるだろう。

こうしたら悪いという心があるだろう。その善なる心をもってもう一ぺん自分

の心を見直しなさい。間違っていたら素直に神様に赦して下さいと、心から祈

りなさい。その時にお前達も心の中の黒いものを排除することができるのだ」

と教えてやるのです。 

 そうするとサッと離れます。皆さんが、神理を知った慈愛の心でやればそれ

は即、光ですから奇跡は起こるんです。私の専売特許ではありません。誰でも

できるのです。ただし、自分が正法を通した生活をしていなかったらいけない

のです。そうでなければ見せかけです。格好よさです。 
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10-２）【心行・祈願文(丸山弘先生のご指導) 】 
 

2001-4 月 Ｐ031【伝道だより】 

 私は今、毎夜多数の方に対する『健康祈願文』を上げさせていただいていま

すが、読む時は心をしっかりと調和し、意識を集中して、大きな声で拝読して

おります。 

 私も初めの頃はこれで救われるのだろうかという思いがありましたが、心を

正して実行していく内に、調和していくのが分かるようになり、これは絶対で

あると信じられるようになりました。ここに書かれてあることは神理です。良

くならないはずがありません。心を集中して拝読すれば、一晩でも良い結果が

頂けます。 

 もっと、一念をもって実行して下さい。 

 

 

2001-8 月 Ｐ049【伝道だより】 

 一日の最後に、大宇宙大神霊・仏様よ、ただ今から『心行・祈願文』、『健康

祈願文』を上げさせて頂きます、と神仏にお願いをしてからさせて頂くこと。 

 そのときには肉の目で活字を読み、声に出してその声を耳で聞き、心の目で

は『眼光紙背に徹す』という心掛けで拝読することが大事です。 

 

 

2001-11 月 Ｐ048【伝道だより】 

 『心行・祈願文』を拝読して、御著書を読んでいないのだとしたら、始めか

ら読まないほうがいいと思います。正法を学んでいて『心行・祈願文』だけを

拝読していたら、他力になり、やがては法を曲げることとなり、神を冒涜する

ことになります。毎日まず必ず御著書を拝読してください。そして、毎日御著

書を拝読する中で御著書に書かれてあることを実践してください。それが正法

の実践なのです。 

 

 

2001-11 月 Ｐ050【伝道だより】 

 『心行・祈願文』を上げれば救われるという思いは、仏壇の前に座ってお経

をあげることと一緒の他力の思いです。御著書を拝読し、書かれていることを

一つでも出来ることから実行するという自力の精進をすることにより、初めて

『心行・祈願文・健康祈願文』を上げさせて頂くことが許されるのです。 

 常に主がお悦びになられる生き方、胸を張ってあの世に帰られる生き方を実

践して頂きたいと思います。 
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2001-12 月 Ｐ033【伝道だより】 

 『心行』は速く読むと字だけを追うことになり、内容が理解出来ず、心が豊

かになりません。 

 眠くなるときは、例えば、椅子に座っているときは、両手を胸の位置で合わ

せ意識を集中させ、背もたれに寄りかからないで、背筋を真っ直ぐに伸ばして

読まれたらどうでしょうか。顔を洗ったり、立って読んでもかまいません。 

 お子さんが起きてきたら、中断するのは仕方がないでしょう。中断するとき

は、神に、『中断させて頂きます』再開するときは、『また始めさせて頂きます』

と言ってください。 

 

 

2001-12 月 Ｐ047【伝道だより】 

 最近、皆さんで『健康祈願文』を上げて頂いておりますが、そういう心に決

めたことを熱心にきちっと一日も休まないでやっている方々に、大きな現象が

出ております。お話を全然出来なかった人がお話し出来るようになられたり、

色々な不思議な現象が出ております。 

 『健康祈願文』は悪霊を浄霊してくださいます。自分には悪霊が憑いていな

いと思っていても憑いております。そういう悪霊を浄霊する偉大な御教えを戴

いているのです。偉大な主・高橋信次先生には、ご講演の中で『毒を食べる毒

を飲む』ということについてのお話がありますが、人が怒りの言葉を出すこと

によって、自分がそれを食べる。そのことを毒を食べるといいます。毒を食べ

るということは、毒がまわるということです。毒は、何が出すのかと言います

と、相手に憑いている魔が、その人間の心に投げつけるわけです。ですから、

毒がまわったら、その人間に悪霊が憑依していると思わなければいけないので

す。それを浄霊することを毒抜きをするというのです。 

 

 

2002-1 月 Ｐ056【伝道だより】 

 ある方から、会社の上司と対立してしまい、どのように自分の思いを正した

らよいかとの質問に対して、先生は、 

 「とかく、相手との言葉のやり取りや思い方を自分中心に思い、見てしまい

がちなものですが、正しいとは、自分中心の思い方や見方ではなく、相手と自

分の中間に立って両方を公平に見ることが大切であります。 

 人を赦しても恨むなかれで、対立している方に対して、反省のうえ、『健康祈

願文』を毎日拝読されたらいかがでしょうか。毎日相手の健康祈願をお祈りさ

せて頂いていると、段々相手が愛しくなってくるものですよ」 

 と優しくお導きくださいました。 
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2002-3 月 Ｐ060【伝道だより】 

 勤めている会社に他力信仰の神様等をお祀りしてある場合は、殆どそこには

悪霊がおりますから、家に帰った時、入る前に自分の手に息を吹きかけ、肩を

叩きながら『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎ

をお与えください。私の周辺にいる諸々の霊よ、あなた方は私の修行の妨害を

してはならない。直ちに元のところに帰りなさい』と言って、追い払うように

してください。 

 お通夜や葬式に行かれた場合も同様です。 

 

 

2002-4 月 Ｐ052【伝道だより】 

 自分の休む場所や生活する環境は常に光に満たされるように、霊域を良くし

ておくようにしてください。 

 努力しないで光に満たされるようにはなりません。自分の精進の度合いによ

って光に満たされるのです。『心行・祈願文』、『健康祈願文』、『心行三回』、こ

れを毎日欠かさず実行してください。『心行・祈願文』、『健康祈願文』の拝読で

も反省でも自分の都合でやったりやらなかったりしている人は、光に満たされ

ません。 

 正法の実践というものは、正法者として、神と高橋信次先生の御心に沿った

生き方をしますと誓うことですから、一度誓ったら、雨が降ろうが槍が降ろう

が、やっていく信念、根気がなかったら光に満たされません。 

 

 

2002-5 月 Ｐ004【GLA 誌より「神理問答」-心のエネルギー】 

 問い：『心行』の中に「……己の心 意識のエネルギー源は 調和のとれた

日々の生活の中に 神仏より与えられることを悟るべし」の一節を分かりやす

く説明してください。というのは、肉体保存のエネルギー源は動・植・鉱物に

よることは分かるのですが、無形であり、しかも「宇宙意識」と直結している

と思われる私たちの心が、なぜそれ以上にそのエネルギーを必要とするのか理

解出来ないからです。（神戸市垂水区在住Ｙ氏より質問） 

 答え：私たちの心が「宇宙意識」に直結していることは事実その通りです。

しかし、それにもかかわらず、私たちは、なにゆえに悩んだり、苦しんだりす

るのでしょうか。また、病気もするし、事故や災難にも遭遇します。「宇宙意誠」

に直結しておれば、そんなはずはないものです。「宇宙意識」とは、調和の意識

であり、善なるエネルギーを意味します。 

 動・植・鉱物を摂取することによって肉体保存のエネルギーと化しますが、

いくらうまいものを食べ、エネルギー源をとっても、事故や病気をします。 

 あなたは、この両者のちがいを考えたことがありますか。 

 「心」のエネルギーは、神仏より与えられるものなのです。各人の心は宇宙

意識である神仏につながっていますが、神仏の心に適わない自己保存の自我に
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おぼれれば、調和のエネルギーは供給出来ないではありませんか。神仏のエネ

ルギーは各人の善なる心に比例して供給されるものです。 

 ある教団の教祖は、この世は善のみで悪はない、不幸はない、悪とか不幸は

心の影であって、人はすべて、善なる心しかないとして、現実的不幸を簡単に

否定しています。このため信者は病気になると、コソコソとかくれて医者に行

き、みなの前では、いかにも健康そうにふるまっているといいます。正しい生

活を求めるために入信したはずのものが、入信することによって、かえって偽

善者になってゆく、恐ろしいことです。 

 悪は本来ないものですが、人間が勝手に正しい生活の軌道を離れるために、

悪を生み出してしまうのです。 

 正しい生活をすることによって、神仏より調和のエネルギーが供給されます。

調和のエネルギーが供給されますと、物事に迷うということが少なくなってき

ます。常に安心して毎日の生活が送れるようになります。仕事をしていても、

思わぬところから注文が来たり、自分でも想像出来ないような良い結果を招き

ます。また考えられない智慧が浮かんできて、災難を未然に防いだり、物事が

うまく運んだりします。こうした調和のエネルギーは、食べ物から得られるも

のではないでしょう。各人の毎日の生活行為、正しい生活の中から与えられて

くるものです。 

 正しい生活は、まず各人の心である想念が、正道に適っていることが先決で

す。怒りや憎しみ、足ることを知らぬ執着の欲望、愚痴や嫉妬で心が揺れてい

ては、調和のエネルギーは与えられません。なぜなら、これでは調和のエネル

ギーの波動と合わないからです。調和のエネルギーは、肉体をも支配します。

夜寝むときに反省し禅定をしますと、大抵の疲れならば翌朝は爽快な気分でめ

ざめ、肉体も軽くなっています。反対に、今日は疲れたといって寝むと、前日

の疲れが肉体に残ることがあります。まず、やってみてください。 

 正法は実践です。『心行』の意味を理解するいちばんの早道は体験です。あな

たも体験を積んでください。 

 

 

2002-8 月 Ｐ041【伝道だより】 

 『心行』は、一日の生活の根幹を示し、それは調和ということです。はじめ

に『心行』を拝読するということは神と、そして仏（=主=人類筆頭の偉大な光

の大大大指導霊である高橋信次先生）との調和、自分自身の心の調和、隣人と

の調和を図るということなのです。 

 神と偉大なる主は常に私達を見守ってくださっており、私達の心は、神・仏

と結ばれています。その心に忠実に素直に生きているかどうか心を常に点検し

乍ら調和して進めて頂きたいのです。そのために『心行』を拝読するのであっ

て、お経と異なり、あげるものではなく、理解し行うものです。それは、自分

の心にウソのない生活の実践であります。人にも自分にもウソのない生活をす

ることです。 
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 このように『心行』は、正法の根幹を成し、最も大切な心の指針です。正法

とは、自分に厳しい世界です。 

 ・・・『心行』を上げたら何かいいことがあるのでは、というのでは、他力で

す。他力は正法ではありません。ただ今から『心行』を拝読させて頂きますと、

主にご報告申し上げてから始めることです。そして本当に心から『心行・祈願

文』を拝読し、『健康祈願文』も本当に一人一人について愛念をもって拝読させ

て頂くことです。 

 

 

2002-8 月 Ｐ063【伝道だより】 

 ある医療関係の建築のお仕事をされている方が、「最近以前からの知り合いの

ドクターより、大きな建築の仕事の依頼が来たのですが、その建物の中に、手

をかざして痛みを和らげるとかいう、『癒しルーム』や、どう考えても正しくな

いと思うものを入れようとされているのです。その方には、以前からご著書は

勧めてはいるのですが、読まれていないみたいです。正しくないと分かってい

ても、その仕事を断る事は出来ません。私はどの様に対処したら良いのか、自

分の思い方をどの様にしたら良いのか悩んでいます」とご質問をされました。 

 先生は即座に、「ご著書は、読めないんです。支配しているものが読ませない

のです。まず、『心行・祈願文』『健康祈願文』の中に、そのお得意様を入れて

毎日唱えること。そして貴方様は、其処に行かれる時は、いつも『大宇宙大神

霊・仏よ、我が心に光をお与えください 心に安らぎをお与えください 我が

心を正し一切の魔よりお守りください』と、いつも念じながら光一杯で行くこ

と。 

 また貴方様は、それについて質問されたら正しいことをおっしゃれば良いの

です。質問されなかったら言わないことです。いくら言っても聞く耳を持って

おられないから祈ってあげることです。その方の守謹霊や魂に、高橋信次先生

の『健康祈願文』を通して働きかけていくことです。 

 貴方様の会社は、建築の発注を受けただけなのです。内装でもなんでも注文

通りのものを造れば良いのです。その中に何を入れようが相手の勝手です。中

に入るその思いとか念とかは、相手のものであって、貴方様には関係無いので

す。それを、『ああ違うなあ、そんなものを入れられたら困るなあ』と、正法者

として思っても、相手が求めない限りどうしようもありません。それにとらわ

れないことです。とらわれると苦しみになります。 

 

 

2002-12 月 Ｐ049【伝道だより】 

 「ひかり」誌一○月号、“偉大な主のおことば『光の器を』”について「これ

は高橋信次先生には、天上界よりお送りくださいました『おことば』です。九

月の初めに、この『おことば』を今後月刊誌に掲載するようにとのご指示を頂

きました。何卒この『おことば』を毎日拝読してください。何回も何回も拝読



761 

 

させて頂くことによって、勿体無くも偉大な主のみ心に深く触れさせて頂くこ

とが出来るものと思います。 

 

 

2003-2 月 Ｐ057【伝道だより】 

 ・・・まず、偉大な主・高橋信次先生のご著書『心の発見』を『はじめての

人に』により、真剣に拝読することです。 

 まず、高橋信次先生のご著書を恣意をいれないで真剣に拝読してください。

そして今日から、毎夜必ず『光の器を』を拝読されてから、『心行・祈願文』『健

康祈願文』『心行三回』を上げてください。そして一日の反省をされ、『今日一

日有り難うございました』と言って寝る。 

 『睡眠は八時間寝ないと駄目』と言う人は落第です。それは肉体にとらわれ

ているのです。まだ《人生を如何に生きるべきか》の道に入っている人です。

八時間寝ないと駄目という、八時間を自分の心に、インプットしているからで

す。それよりも心を健全にするにはどうすれば良いか、そういうことを考えて

行くのです。正しい精進努力を実践しているならば三時間寝るだけでも、十分

なエネルギーが頂けるのです。 

 

 

2003-2 月 Ｐ064【伝道だより】 

 ・・・病気になったときには、どうすればいいのかちゃんと書いてあります。

『病気平癒祈願』『健康祈願文』を拝読したらいいのです。 

 でも、『健康祈願文』を拝読させて頂くのも、貴方が日々法による精進努力し

た積み重ねの次元でしかお救い頂けないことを知ってください。 

 ですからますます己に厳しく他には寛容な心作りの努力をする。そして毎日

反省を深め、間違った思い、行いを修正する。必死になって、正しい心作りを

努力して行くことが大事です。 

 

 

2005-3 月 Ｐ057【伝道だより】 

 偉大な主・高橋信次先生がお導き下さいましたみ教えは、機械的に拝読した

り、次に行うことなどを考えながら拝読したりしたら、偉大な主に対し、大変

ご無礼であるだけでなく、絶対に心に頂くことが出来ません。 

 今、一番、何が大切か、この『心行』の一言一句を自分が理解できるか、ご

先祖様に話が出来るか、を問いかけて頂きたいのです。 

 ・・・先を急がないで、じっくりじっくり心からお読み下されば、大きな感

動感激を頂くことが出来るものと思います。 
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2005-3 月 Ｐ031【お救い頂いて】主婦の方の投稿より 

 ・・・自分を取り戻した途端「脳腫瘍に侵されるとは、法を学んでいながら、

どういう事なんだ」という暗い思いで、心が一杯になりました。私は何を学ん

でいたんだろうか。まだまだ未熟だけれど、何処が悪かったんだろう。 

 ・・・先生は、お忙しい中を、私に起こった過程をじっくりお聞きくださり

「・・・これまで日々どのように過ごして来ましたか、毎日決められたご著書

の拝読、『光の器を』『心行・祈願文（反省）』、『健康祈願文』、『心行三回』、一

日の反省を実践していたか」をお尋ねくださいましたので、映画を見に行った

りして、あげたり、あげなかったりしていたことをお話し申し上げますと、即

座に先生は 

 「そこに原因があるように思います。あげたり、あげなかったりすることは

大変恐ろしいことですよ。そのような状態では、勿体なくも守護・指導霊様に

は、お守り、お導きは出来ないと思います。貴方は、自らの光を全部消してし

まい、簡単に魔を呼び込んだのでしょうね。 

 正法者として最も大事な『神仏に対するお祈り・お誓い』を実行されないで

は正法者と言えません。天と地が最も近いこの大事な光の時、光が一段と強く

なることにより、魔の住む場所が狭くなるため、激しく騒ぐのです。魔も必死

です。ありとあらゆる機会、手段を使って、ちょっとしたスキでも逃がさず狙

って来ます・・・」・・・ 

 

 

2005-4 月 Ｐ031【伝道だより】 

 私達は日々、『心行・祈願文』『健康祈願文』『心行三回』を唱えて精進してお

りますが、病気になった方々にお聞きしますと、精進を怠り、やったりやらな

かったりとのお答えでした。約三日間も日々の精進を怠ると、魔に心を食い荒

らされ、光が全くない状態になってしまいます。 

 ・・・『心行・祈願文』を唱える等と簡単に言われますが、偉大な偉大な主に

は、お悟りになられ、お教え下さいました『お言葉』です。その一言一句は、

光の『お言葉』です。 

 経文の意味を深く理解され、実践している者が拝読するときは、その『お言

葉』の波動は、天上界にまで通じ、やがて人々の心をも感動させるものとお導

きいただいております。 

 

 

2005-5 月 Ｐ069【伝道だより】 

 「夫と共に法をお勉強したいがどのようにしたら良いでしょうか」とのご質

問に対し先生は、「貴方のお救いいただいた悦びを事細かに噛み砕いてご主人様

にお話をしてさしあげ、『ご主人様の守護霊様、貴方様の守護霊様、何卒、主人

が法に帰依することが出来ますように、ご協力をお願い申し上げます』と、健

康祈願文の中でお祈りをして下さい」と、お祈りについてお教えいただきまし
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た。 

 

 

2005-5 月 Ｐ071【伝道だより】 

 就寝前に新聞や雑誌等を読むだけでも心が汚れ、翌朝は心が不調和になって

います。それは心が汚れる思想が心に入るからです。心行を上げ、反省したそ

のままの心で休まないと、心は元の不調和の状態に戻ってしまうことになりま

す。 

 ・・・正しい思い方をしないと、一瞬で心が汚れてしまいます。それだけに

厳しい修行の世界ですが、満点は取れなくても、そのように生きる努力をする

中に悦びがあり、特に正しくご精進されている方に対しては、お計らいお導き

をくださいます。 

 

 

2005-6 月 Ｐ053【伝道だより】 

 私達は日々、『光の器を』・『心行・祈願文』・『健康祈願文（心行三回）』、ご著

書の拝読、反省をして、調和した心のまま休み、安らいだ心で朝を迎える。そ

ういった実践を日々積み重ねることにより、心が高まり、より調和出来るよう

に思います。法に帰依した以上、正しい念を持って精進努力を積み重ねること

が大事ではないかと思います。 

 皆様には、神仏のみ心に適う心作りをされ、偉大な主のみ教えの通り実践す

る努力をしない限り、正法を正しく学修することは難しい思います。 

 特に情欲は、最も心を汚す原因となります。人間としての修行で最も厳しい

のが、この山を越えることではないかと思います。 

 正法者として勇気と努力を持ち、正しく生きる実践を日々積み重ねることが

大事なことと思います。肉体も地位、名誉、財産もこの世の物です。肉体にと

らわれるから、情欲というものが生まれます。欲望にとらわれるなかれです。 

 

 

2005-7 月 Ｐ083【伝道だより】 

 夜休む前に、新聞を見たり、あるいは深夜放送を見たりして寝たら、心の調

和が乱れ、大変危険です。 

 おもいはどうしてもその世界に行きますから、翌朝、起きて、鏡を見ますと、

大抵魔が来ています。心は実に精妙です。 

 私は三○年かかってやっと分かったのですが、現在は寝る前に必ず洗面所の

鏡を見て心の状態をチェックし、光がうすくなっていたら直ちに反省し、『心行』

をあげさせて頂いています。そうしますと次第に光が一段と強くなるのです。

これは誰でもそうなれるのです。今いいかな、どうかなと止観し、すぐに反省

することが大事なのです。そうするとだんだん光に満たされ、調和して行く方

法が心で分かるようになります。 
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 偉大な主のおことば『光の器を』『心行・祈願文』『健康祈願文』『心行三回』

を拝読させて頂き、心を調和して休むことが大事です。丁度、奴豆腐の型を抜

くとき、そっと大切に扱わないと形が崩れてしまうのと同じです。浄化された

心を大切に大切にして寝ること、調和した安らぎの心で休むことが一番です。

次の朝は、必ずさわやかに目覚めることが出来ます。このことも自力です。 

 

 

2005-8 月 Ｐ075【伝道だより】 

 日々、私達は『心行・祈願文』『健康祈願文』『心行』三回を毎日拝読させて

頂いておりますが、これは日々お導きお救い頂いている大慈悲に対して、報恩

感謝の誠を捧げ、法を実践することをお誓い申し上げる、正法者として、当然

の道と思います。 

 

 

2008-9 月 Ｐ069【伝道だより】 

 「・・・主人がお酒を飲んで娘にいろいろ言うものですから、娘が嫌がるの

です。お酒がもう少し、少なくなるといいのですが・・・」とお話しされます

と、先生は、「神仏様に祈ることです。そしてご主人様の守護・指導霊様にも、

『何卒お酒をやめるようにご協力ください』とお願いをされることです。神仏

様に不可能はありません。貴方の行い、お考えが正しければ、必ず守護・指導

霊様にはご協力くださいます。一番大事なことは、不安を持つことなかれです。

常に希望と悦びと勇気と、そして感謝を持つことです。感謝に明け暮れる毎日

を過ごすことです・・・」とお話しされ・・・温かく励まして下さいました。 

 

 

2009-3 月 Ｐ065【伝道だより】 

 【「心行・祈願文」についてのご説明】 

 偉大な主・高橋信次先生のご講演を拝見・拝聴する前に、私達全員の心を調

和し、間違った理解をしないように、正しく拝見・拝聴出来る心にならせて頂

くために、全員で『心行・祈願文』の唱和をさせて頂きます。 

 『心行・祈願文』は現在のお経とは違います。本来のお経について、偉大な

主・高橋信次先生には、『お経はお釈迦様が説かれた、人間の正しく生きる道に

ついて書かれたものであり、あげるものではなく、書かれている人間の生き方

を実践することが大切である』とお導きくださっています。 

 現在のお経は、お釈迦様の説かれたものが、お弟子様によって口伝えされて

いき、何千年も経つうちに、漢文に訳されて意味の分からない難しいものとな

ってしまい、ただあげれば救われるというようになってしまったのです。 

 『心行・祈願文』は、かつてお釈迦様が説かれた本来のお経と同じく、人間

の正しく生きる道について書かれたものであり、ただあげるものではなく実践

するためのものです。現在のお経とは違うということをご理解頂ければ幸いで
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す。 

 

１．「心行」について 

 偉大な主・高橋信次先生には、『心行』について「心行の解説」の中で、次の

ようにお導き頂いておりますので、ご紹介させて頂きます。 

 「人はどこからきて、どこへゆくのか。人間がこの世に生まれるということ

は、どんな意味があるのか。死とは何か。宇宙はどうして出来たか。魂がある

とするなら、その意義を知りたい。心とは何か。神とはいかなるものか。こう

した諸問題、つまり、宇宙と人間、人間の存在意義、心の実相を明らかにした

のが『心行』であります。 

 それ故『心行』そのものは、お経のようにただあげるものでもなく、暗記す

るものでもなく、その意味を理解し、日々の生活に、神の子の自分を現すべく、

行じてゆくことでなければなんにもなりません。人間の目的は、己自身の調和、

地上の調和にあるからであり、『心行』の目的も、そこにあるからであります」 

 とお導き頂いています。また、 

 「人間らしい生活への最善の努力こそ、私達の心に平和な安らぎを与え、神

仏の慈悲が約束される。人間らしい生活とは『正しく見・正しく思い・正しく

語り・正しく仕事をなし・正しく生き・正しく道に精進し・正しく念じ・正し

く定に入るべし』という八正道の実践によって調和した正しい想念と行為、神

仏の子たる自覚を持って衣食住に足ることを知った生活、それである」 

 とお導き頂いております。心行とは、心と行いということです。 

 

２．「祈願文」について 

 「祈願文」の冒頭に、『祈りとは神仏の心と己の心の対話である。同時に感謝

の心が祈りでもある』とありますが、「祈り」について、偉大な主・高橋信次先

生には、次のようにお導きくださっています。 

 「普通、祈りというと、お願いごとで終わる場合が多いようです。お願いす

ればなんでも叶えられると思いがちです。これは、人間の弱さ、もろさからく

る迷いで、神と人間を切り離した迷信からくる自己満足です。祈りというもの

は、人間が神の子としての自覚と、それへの感謝の心が湧きあがってくる時に

起こる人間本来の心であり、そうした感情が湧きあがってくれば、当然、これ

にもとづいた行為というものがなければならないはずです。祈りの根本は感謝

であり、その感謝の心は、行為となるものでなくては本物とはなりえません」 

 とお導き頂いております。 
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10-３）【祈り(ご著書より) 】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ183 

 神社仏閣に行って神仏に祈ることが信仰ではないのだ。祈りの心を持ち続け

ることが本当の信心であり、神仏の心を己の心として生活する中に初めてこの

心の尊厳を悟り、心の眼が開かれ、観自在の力を発揮することが出来るのであ

る。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ199 

 祈る心は、即行為であって、行為の伴わない祈りは、神理とはいい難い。思

うこと、考えていること、行なうこと、正しい生活のすべてが祈りの行為とな

って、神仏と調和される。 

 “苦しいときの神頼み”という言葉がある。これは人間が、六根煩悩によっ

て造り出してしまった苦しみから離れようとして、自分自身の魂の故郷である

神仏に、安らぎを最後に求めようとする行為である。 

 そのような心境になって、自分の苦しみの原因を反省し、間違いを正して、

「どうぞ、私をお助けください」と祈ることにより、魂の兄弟や指導霊達が、

私達に慈悲と愛の手を差しのべてくれる場合もある。 

 しかし、神仏に通じる早道は、ただ思うだけ、祈るのみではなく、八正道の

生活を行なうこと、と知るべきである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ116 

 念も祈りも、ともにエネルギーの働きから生れる。 

 ものを考える、思うことが出来るのは、人間の五体の中に、そうした創造能

力を生み出すエネルギーの働きがあるから可能なのである。睡眠中は、こうし

た能力は働かない。これは、エネルギーの休息であり、同時に、エネルギーの

補給のために、人間は、睡眠中に、次元の異なる世界に旅立つからである。 

 魂というと、否定する者もあろう。しかし、魂のない人間は一人もいないの

だ。魂とは個性を持った意識をいうのである。睡眠は、魂と肉体との分離であ

り、このために、グッスリ眠ると鼻をつままれても、地震が起きても、わから

ないのである。目がさめるとは、魂が肉体に入ることである。考える、思うこ

とは、肉体がするのではなく、魂を形成しているエネルギーの働きがあるから、

可能になってくるのである。 

 念も祈りも、個性を持った魂の働きによって行なわれる。念は、人間の目的

意識を現わした働きである。誰々と結婚したい、出世したい、事業をひろげた

い、老後の生活を安定させたい、子供が素直に育って欲しい、というように。 

 人間である以上、こうした目的意識を持たぬ者は一人もいない。目的意識が

あるから、文明や文化が育ち、社会生活がエンジョイされてくる。 
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 ところが人間は、肉体を持つと、肉体にまつわる想念に支配されてくる。自

己本位になってくる。これは俺のものだ、人に構っていると生きてゆけないと

いうように。争いのモトは、こうした自己本位の想念、つまり、そうした目的

意識を持った念の働きが作用するために起こってくる。 

 そこで人間の目的は、調和にあるのだし、調和とは、助け合い、喜びをわか

ち合うことなのだから、人間の目的意識も、ここに焦点を合わす必要があるの

である。 

 ・・・祈りは感謝の心を表わし、その心で生活行為をしていく思念である。 

 人間は、一寸先闇の中で生活している。明日がわからない。いつ災難がふり

かかり、あるいは喜びごとがあるかも知れない。隣の人が今、どのように生活

しているかもわからない。 

 そうした中で、健康で、楽しく、明るく生活できることにたいして感謝する

気持が湧き上がって来たときに、私たちは祈らずにはいられない気持になるも

のだ。しかし通常は、願いごとに終っている。神社仏閣にいって、こうして欲

しい、ああして欲しいと手を合わせる。 

 正しき生活行為、つまり調和に向って努めているときには、その願いごと、

祈りはたいてい叶えられる。正しき「祈り」は、次元のちがったあの世の天使

の心を動かし、その願いを叶えてくれるからだ。この意味から「祈り」は天使

との対話であるといえる。奇蹟は、こうした「祈り」によって起こるものであ

る。 

 人間生活にとって、「祈り」のない生活は考えられないし、独裁者が自分以外

の人間のこうした思念を押さえようとしても押さえることはできない。 

 ただこれまでの「祈り」は、我欲のそれに使われ、祈っておればタナポタ式

に、なんでも叶えられると思われている。念仏を唱えればうまいことがある。

祈っておれば救われるという風に考えられてきた。そんなものではないのであ

る。 

 こうみてくると念は、目的意識であり、創造活動の源泉であり、祈りは、生

かされている感謝と報恩の心、進んでは神との対話であるわけである。そうし

てそのどちらも、エネルギーという力の波動によって為されていることが明ら

かになったと思う。 

 

 

心の指針 Ｐ118 

 祈りとは感謝の心であり、感謝の心が湧いてくれば、次にくるものは形の上

に現すことです。行ずることです。お経は行ずることを説いています。八正道

は行ずることです。 

 新約聖書ヤコブの手紙にも「なんじ信仰あり、われ行為あり、汝の行為なき

信仰を我に示せ、我わが行為によりて信仰を汝に示さん」と。 

 イエスも、いくら信仰があっても、祈っても、行為がなければなんにもなら

ないといっています。 
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心の指針 Ｐ200 

 人間はこの地上に生まれると１０パーセントの表面意識で生活するため、一

寸先さえわかりません。このため、神の子の自覚を求める姿勢、神への郷愁、

神への感謝が、祈りという形式をとってきたのです。 

 本当の祈りは「真心」の発露であり、「反省」であり、そうして、それにもと

づく行為であり、神との対話を意味します。真心のない祈りは、神に通じませ

ん。反省と行為のない祈りも、神はきいてくれません。祈りが高まると守護・

指導霊との対話が可能になります。アラハン（阿羅漢）の境地にまで心が高ま

ると、こうしたことが実際に出来るようになるのです。 

 これまでの考えは、祈れば救われる、拝めば何でもかなえられるといわれて

きましたが、そんなことはないのです。 

 まず、人間は、神の子であり、したがって、正念を持って、その調和をはか

り、環境を調和してゆくものです。またそうすると、神は、祈らなくても、そ

の人を守ってくれます。本来そういうものです。 

 

 

心の指針 Ｐ206 

 祈りは人間に与えられた神の慈悲である。しかし我欲の願いは己の心を汚し、

自分を失う。つとめて祈るとき、神は惜しみない光を与えてくれよう。 

 

 

心の指針 Ｐ207 

 いったい祈りというものは、どのような精神的過程を通って発生したものな

のでしょうか。 

 それは、人間が肉体を持ち、あの世、天上界（実在界）から地上に生をうけ

たときからはじまります。 

 魂のふるさとである天上界では、“祈り”は即行為で、祈りそのものが行為に

なっているので、ことさらに、祈らなくてもいいのです。思うこと、考えるこ

とは、それはそのまま祈りの行為となって、神仏と調和しているからです。と

ころが、人間は肉体を持つと、こうした全なる心、行為を忘れ、自我に生きよ

うとする。五官に左右され、六根にその身を、心を、まかせてしまいます。す

ると、煩悩という迷いに、己自身を埋没させ、どうにもならなくなってしまい

ます。 

 苦しいときの神だのみと、よく人はいいます。これは煩悩にふりまわされた

人間が、最後に求めるものは、己自身の魂のふるさとであり、ふるさとこそ、

救いの手をさしのべてくれる己自身であるということを、無意識のうちに知っ

ているからになりません。助けを求める自分と、救いの側に立つ自分は、とも

に一つですが、救いの側に立っている自分は、『心行』の中に述べている潜在意

識層の守護・指導霊であります。本当に、その人が煩悩にふりまわされた自分

を反省し、どうぞ助けて下さいと、祈ったときは、潜在意識層の守護・指導霊



769 

 

が助けます。守護・指導霊に力がない場合は、より次元の高い天使が慈悲と愛

の手をさしのべてくれます。 

 このように、「祈り」というものは、自分の魂のふるさとを思いおこす想念で

す。同時に、反省という、自分をあらためて見直す立場に立った「祈り」でな

いと、本当は、あまり意味がないし、救いにならないということです。 

 苦しいから助けてくれ、というだけでは、愛の手は、さしのべられません。

なぜかといいますと、今の自分の運命は、自分自身がつくり出したものだから

です。それは、誰の責任でもありません。自分自身の責任なのです。 

 人間は神の子であり、神の子に反した行為はその分量だけ、償うことが神の

子としての摂理です。反省し、ざんげして祈るときは、神仏は慈悲と愛を与え

てくれます。 

 誤ちは、人間にはさけられないからです。 

 祈りというものは、このように、肉体を持った人間の、神仏を思い起こす想

念として発生したものです。 

 聖書の中に、「汝信仰あり、我行為あり」という言葉が随所に出てきます。こ

れは、単なる祈りでは意味がない、行為で示せということです。祈りは、行為

にまで発展させなければ、真の祈りにまで、高めることは出来ません。 

 また祈りは、神の子の自分を自覚したその心、その感謝の気持が“祈り”と

なるのです。 

 現在与えられた環境、境遇というものは、神が与えてくれた最良の己自身の

魂の修行場であり、ここを通らずして、魂の向上はあり得ないとする自覚、感

謝の心が天に向かったときに、祈りとなって、ほとばしるのです。人間は、所

詮、神にはなれません。したがって、神仏の加護と人びとの協力なくしては、

いっときといえども生きてゆけません。自分の運命を天命として、その使命を

この世で果たすためには、人間は祈らずにはいられないものです。 

 こうみてまいりますと、“祈り”には、段階があり、同じ祈りにしても、各人

の心の調和度によって、かなりの相違があるといえます。 

 しかし、祈りの本質というものは変わりません。 

 その本質とは、祈りは、天と地をつなぐ光のかけ橋であること。したがって

神仏との対話であるということ。 

 人が祈るときは、天と地をつなぐ光のかけ橋がかけられることになります。 

 ただしこのかけ橋は、各人の心の調和度によって、大きくもなり、小さくも

なり、太くもなり、細くもなるものなのです。 

 

 

心の指針 Ｐ214 

 普通、祈りというと、お願いごとで終わる場合が多いようです。お願いすれ

ばなんでも適えられると思いがちです。これは、人間の弱さ、もろさからくる

迷いです。神と人間を切り離した迷信からくる自己満足です。 

 祈りというものは、人間が神の子としての自覚と、それへの感謝の心が湧き
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上がってくるときにおこる、人間本来の心であり、そうした感情が湧き上がっ

てくれば、当然、これにもとづいた行為というものがなければならないはずで

す。 

 祈りの根本は感謝であり、その感謝の心は、行為となるものでなければ本物

とはなりえません。 

 大宇宙大神霊の光を求めると同時に、『心行』を己の糧として日々の生活をし

ます、と唱えるのも、こういう理由からです。 

 また真の調和は、己の心を信じ、行なうことにあります。そうして、信じて

行なう過程に、“祈り”というものがあるのです。 

 

 

心の指針 Ｐ224 

 一、祈りというものは、感謝であり、行為であること。 

 一、祈りというものは、天と地をつなぐかけ橋であること。 

 一、祈りというものは、神仏との対話であること。 

 神仏との対話とは、各人の守護霊・指導霊との対話であり、守護霊・指導霊

はあの世の天使の導きをうけており、天使は神の意を体していますので、守護

霊・指導霊の導きは、そのまま神の導きであるといっていいのです。 

 ただいい得ることは、各人の心の調和度によって、その対話の内容も変わっ

てくるということは否めません。そのため、その毎日の生活が、正法に適った

反省と努力、忍耐と献身、人間としての義務を果たしてゆくことが望まれます。

そうして、こうした生活の積み重ねが、やがて自分自身の品性を高め、神仏と

の対話にまで向上してゆくのです。 

 祈りについて大事なことは、人間はややもすれば、祈ることによって他力的

になってゆくということです。祈りが他力にかわったときは、その祈りは祈り

としての意味をなさなくなってきます。もちろん、祈りは、守護・指導霊の力

を借りることには違いありません。しかし正法の祈りは、神の子の自覚にもと

づいた祈り心で行為するというのが、祈りの真意なのです。他力は行為を棚上

げして、神仏の力にすがってゆくものです。人間凡夫という前提で……。この

点をまちがえますと、大変なことになります。 

 色心不二という言葉があります。物と心も、ともに大宇宙から出発し、この

心を起点にして、万生万物ができあがっておりますので、人間の場合、心と肉

体とを、すこやかに健全に保つためには、中道という神意にそった生活が必要

なのです。 

 私たちの祈り（行為）も、色心不二という中道の心にまで高めてゆきたいも

のです。 

 

 

心眼を開く Ｐ112 

 祈る自分は一○％の意識です。祈られる相手は、自分を守り続けている守護
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霊であり、指導霊でもあります。 

 想えば、想われるで、守護・指導霊にたいして、絶えず心を向けていれば、

守護・指導霊は、守りやすく、指導しやすくなります。守りやすく、指導しや

すくなれば、その人の毎日の生活は、安心と喜びに満ちてきます。当然の帰結

です。したがいまして、一○％の意識で生活する地上の人間にとって、祈りは、

欠くことのできない、重要な行為の一つとなります。 

 次に、祈りの効果です。これは重要です。 

 祈りの本質は、一○％の表面意識が、守護・指導霊の住む、己の九○％の潜

在意識に投げかける光のかけ橋です。守護・指導霊は、常に一○％の意識で修

行する現象界の人間にたいして、道を外さぬように見守り、指導していますの

で、一○％の意識が想いを向ければ、いつでも手をかし（光のかけ橋）てくれ

るのです。 

 ただ問題は、その祈りが、自己保存のためか、調和のためであるかによって、

大きな差が出て来るのです。普通は、誰しも、病気や家庭不和、事業不振が出

てこないと祈る気持は湧いてこないようです。ですから、最初はそれも仕方が

ありません。しかし、本当の祈りというものは、現実的な幸、不幸ではなく、

現在、生かされている、それ自体に感謝することであり、その感謝の想いで、

日々の生活を行じることが大切です。 

 人間は、生かされ、生きてゆくものです。だが、調和の心で生きてゆく、と

いう自覚が出たときは、感謝の気持が報恩の行為となってきます。いうなれば、

一○の意識と九○の意識が同通したことを意味します。このときこそ、人は、

真の安らぎを得、環境も、健康も整い、天命のままに生きることになります。 

 天命に生きるということは、自分が地上に生まれてきた目的、使命がわかり、

それに向かって生き続けることをいうのです。 

 私たちの祈りも、ここまで高めたいものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ119 

 ・・・正法の出発点は、それゆえに、自分を発見することから、はじまり、

それにつきるのであります。自分のない正法、自分を無視した正法、自分から

離れた正法というものは、ないのであります。 

 サテ、そこで、己自身を知る、正法を知るには、どうすればよいか。それは、

己の心を信じ、八正道を行い、反省という光の触媒を通じて得られるものです。 

 ところが、人間の心、宇宙、神、正法というものは、くめどもつきぬ深遠さ

に包まれています。これでよしとする極点は、そうやすやすとは、手に入れる

ことはできません。このため、ややもすれば、人はその困難さにうち克つこと

ができず、環境に負けてしまいます。負けない自分を支えてくれるものはなに

か。それは、やはり自分自身なのです。環境に負けるとは、自分自身に負ける

ことなのです。 

 自分を救うものは自分しかありません。自分に負けそうになったら祈りなさ
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い。祈る心で自分を立たせなさい。己の心、そうして正法はこうした中から理

解を深めてゆくものです。 

 

 

心眼を開く Ｐ123 心の対話 P022 

 祈りとは、あの世では行為を意味します。あの世の上段階にまいりますと、

慈悲と愛の心のみとなり、「祈り」というものはありません。なんとなれば行為

がすなわち光となって四方に放ちますから、「祈る」必要がないのです。もっと

も、あの世でも「祈る」必要のある世界はあります。けれどもあの世の人の意

識はこの世とちがい、九○％はひらかれ、潜在意識は一○％となりますから、

これはいけないと思い、反省し、修正すれば、ただちに、その反省にたいする

結果がでて、心の浄化が非常にはやく行われます。ですから同じ祈りにしても、

あの世とこの世では、その比重がちがうのです。 

 この地上の生活は一寸先がヤミです。人間の意識量は、わずかに一○％しか

通常は働いていないのですから、一時間後、一分後の自分の運命さえわからな

いですごしています。それだけに、金に頼るか、人に頼るか、地位に頼るか、

天に頼るか、神仏に頼るか、何にかに頼らないと心もとないというのが私たち

一般の人間の心でしょう。このため、「祈り」はその頼りない人生の、救いの担

い手として考えられ、他力信仰の中では、重要な位置を占めてきたといえるで

しょう。 

 しかしながら頼る「祈り」で、人は真に救われるでしょうか。仏壇に手を合

わせながら、子供を叱りつける図は、よくみかけるところです。昔の念仏行の

なかには、人を殺しても、念仏をあげれば成仏すると勘違いしている人がいた

ようです。こういう「祈り」を「祈り」といえるでしょうか。「祈り」とは、頼

ることではありません。 

 正法の「祈り」は、行為を意味します。「祈り」の必要性は、頼るためのそれ

ではなく、一○％の意識量で生活する想念と行為に誤ちがないように、己の心

を調和させる、そのために「祈る」ものなのです。そうして、それはまた、感

謝の心となるものでなければなりません。なぜなら、健康で、家庭が円満で、

毎日毎日の生活が、調和された姿で送れるということは、大自然をはじめ、守

護霊、指導霊、万生万物、先祖の諸霊の恩恵によるものであり、したがって「祈

り」は、感謝の心の現われとなるものであるからです。 

 こうみてまいりますと、「正法の祈り」と「他力の祈り」では、その中身が大

分ちがってくるということがおわかりと思います。他力の信仰は、神と人間を

切り離し、人間を凡愚として扱っているのにたいし、正法の信仰は、人間は神

の子であり、神と人間は一体であるという前提に立っていることであります。 

 この地上生活の中で、神の子の己を生かすには、祈り心を通した行為しかな

いということです。イエス様の言葉に「汝信仰あり、我行為あり」というのが

ありますが、これこそ「正法の祈り」であり、誤ちなき行為こそ、「祈り」の神

髄である、といえるわけであります。 
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10-４）【祈りの言葉(丸山弘先生のご指導) 】 

 

1998-7 月 Ｐ027【伝道だより】 

 自分が落ち込んだ時、勇気がなくなった時、道からはずれそうになった時は

『私は唯今、愚かな思いをいたしました（または誤ちを犯しました）。神よ、何

卒お許しください。大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に

安らぎをお与えください』と常にその瞬間反省してください。 

 神仏は自分の心を裸にして悔い改めた時、直ちに光をお与えくださいます。

光を頂いたら安らぎと勇気が湧きます。光は無限ですから、何万回お願いをし

てもお許しいただけるのです。そうすれば、常時光に満たされる存在となりま

す。 

 

 

2002-3 月 Ｐ060【伝道だより】 

 勤めている会社に他力信仰の神様等をお祀りしてある場合は、殆どそこには

悪霊がおりますから、家に帰った時入る前に自分の手に息を吹きかけ、肩を叩

きながら『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎを

お与えください。私の周辺にいる諸々の霊よ、あなた方は私の修行の妨害をし

てはならない。直ちに元のところに帰りなさい』と言って、追い払うようにし

てください。 

 お通夜や葬式に行かれた場合も同様です。 

 

 

2003-4 月 Ｐ046【伝道だより】 

 ・・・今日から車に乗られる時は、いつでも『大宇宙大神霊・仏よ、我が心

に光をお与えください。心に安らぎをお与えください。我が心を正し、一切の

魔よりお守りください』と唱えてください。 

 

 

2004-7 月 Ｐ063【伝道だより】 

 (貴方様は)感情が膨らむタイプですから膨らんだ瞬間に、『大宇宙大神霊・仏

様、私はまた昔のカルマで、感情が爆発して、正しい方向へ行く道を失ってお

りました。私の心に光をお与えください。心に安らぎをお与えください。一切

の魔よりお守りください』と唱え、そして自分の原因を掴んで、二度とこの原

因を繰り返さないように、と誓うことです。 

 まず神仏に光を頂くことです。膨れている心を静めて平常心に戻して、そし

て反省することです。いつも神仏を忘れないことです。 

 自分が調和していて光で満たされていると、何を言われても『あーそうです

か、有り難うございます』と、跳ね返すことが出来るのです。こちらも燃えて

いると、相手がカーッとなると毒を食べてしまいます。同類項だからです。 
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 そして、ご著書が拝読出来ない時は日誌を書くことです。まず今の自分の思

いを書いてみる。そうすると、自分の悪いところを取り除く用意が出来ます。

そこから始めてみることです。それだけでも自分が楽になります。それをしな

いで休んだら起きられなくなります。『やるぞ！』という思いを持つことです。 

 

 

2004-12 月 Ｐ079【伝道だより】 

 皆様は、本日から『祈願文』の中にある（己の心に一日の反省をする）中で、 

 『震災に遇われた罹災者の魂に光をお与えください。心に安らぎをお与え下

さい。 

 これらの方々が、神の子としての使命に目覚められるように、大宇宙大神霊・

仏様、光をお与え下さい。安らぎをお与え下さい。 

 守護霊様、指導霊様、何とぞ正しくお導きください』 

 と祈って頂きたいと思います。 

 今、苦しんでおられる罹災者の平安と、これらの方々が正法に帰依されるよ

うにと、お祈りを捧げることから始めてください。 

 

 

2006-１月 Ｐ055【伝道だより】 

 これまで自分自身が一日のうち何回か物事を考えない時間、つまりボーッと

している時がありましたが、たいてい良くない思いを持っていました。正しく

ない思いを持っている---例えば仕事から外れた、あるいは法から外れた、未だ

十分反省の出来ていない部分のことを考えている場合などは魔に通じやすい心

の状態の時です。 

 このような自分が正しく物事を考えない時や、ボーッとしやすいなと思った

時には必ず心を正し、『大宇宙大神霊・仏様、お蔭様で今日をお与え頂き有り難

うございます。有り難うございます。有り難うございます』と、神仏様に対し

て、何回も感謝をお捧げ申し上げることが大事です。本日から是非とも実践し

てください。 

 特に、太陽の光のもとで申し上げる時には、常にその場で立ち止まり、丁重

に深く頭を下げ、心からの感謝と悦びの思いを言葉に出されて御礼を捧げてく

ださい。周りの人が見ておられようが堂々と礼拝出来る自分を作ってください。 

 

 

2006-2 月 Ｐ073【伝道だより】 

 太陽様に対しては、「大宇宙大神霊・仏様、お陰さまで今日をお与えいただき

まして、有り難うございます。有り難うございます。有り難うございます」と、

心を込めた感謝の言葉を最低、三回申し上げて下さい。すると、太陽様と貴方

様のお心が通じるようになられるでしょう。 
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2006-3 月 Ｐ083【伝道だより】 

 毎日太陽を拝見したら外へ飛び出して、誰が見ていようと、『大宇宙大神霊・

仏様、今日をお与え頂き有り難うございます、有り難うございます……』と腰

を七重八重に折って心からの感謝をお捧げすることです。初めは誰か見ておら

んかなーと気になるかも知れませんが、段々見られていても大丈夫と思えるよ

うになって来ます。 

 それが始まりで、あなたの心に対する光が次第に違うようになって来ます。

天から語りかけられます。 

 

 

2006-7 月 Ｐ060【伝道だより】 

 まず、偉大な主・高橋信次先生に対して、日々より深い信をお捧げ申し上げ

ることが最も大切です。 

 何処にいても、太陽様がお出ましになられたと思ったら、誰が見ていようが、

帽子を脱いで、姿勢を正し、深く礼拝し『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光を

お与えください。心に安らぎをお与えください。お陰様で今日をお与え頂き、

有り難うございます、有り難うございます、有り難うございます』と、心を込

めてご挨拶出来るようになることが大事です。 

 心からお慕い申し上げる、心からより深くお信じ申し上げる、そういう努力

を重ねることで、『心行・祈願文』を拝読させて頂く心の次元もまた深くなって

行きます。そうすることにより、次第にその一人一人に対して、光が一段と強

く輝かれるようになります。 

 

 

2006-7 月 Ｐ070【伝道だより】 

 不調和な心になった瞬間に、『大宇宙大神霊・仏様、私は今、こんな愚かな思

い、行いをいたしました。何卒お許し下さい』と、まずその場で謝罪すること

が大事です。 

 夜になって反省するのではなく、直ちに反省の上、心を修正することが大事

です。不調和な心を縁として憑依する悪霊は、人間に憑いている時間が長くな

ればなるほど、人間からエネルギーを奪うため、その人間は意識を集中するこ

とが出来なくなり、大変疲れてきます。イライラするのは、自分の迷える心を

修正し、善なる心と調和出来ないからです。 

 

 

2006-8 月 Ｐ058【伝道だより】 

 貴方様は、過去に信じていたものを、お詫びされたうえ、お捨てになられた

と思われておられるようですが、まだ残っています。祀ってあった場所を見る

と、それを思い出すのは、まだ心の中に在るのです。 

 心に在る時は、『私のところに来てはいけません。直ちに元のところに帰って
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ください』と毅然として断り、心から出して捨てるのです。ご自分の心の中に

あるものを正しく見て、正しくないものは捨てること。正しいものは大事にす

る、という心の掃除を十分しておられないように思います。 

 

 

2006-9 月 Ｐ040【伝道だより】 

 天上界には、出来ないことをお与えにはなられません。神仏を信じている者

であれば、法を信じている者であれば、それは有り難いことであるし、嬉しい

ことです。 

 自分が不安に思い、悩んだら、自分の利き腕を胸に当て、『大宇宙大神霊・仏

様、我が心に光をお与え下さい。心に安らぎをお与え下さい。私は一昨日、会

社の内命により、○○のようなことを言われ、その国の語学(不安な内容のこと)

に対して、非常に動揺いたしました。神よ、私の愚かな思い、行いをお許し下

さい。お詫び申し上げます』と、反省して下さい。 

 正法者であるなら、あたふたすることなく、常に自信を持って生きることが

大切です。この三日間、不安を持ったことや、奥様に不安を思わせ、毒を飲ま

せたことを『神様、私は動揺しまして、家内にも救いを求めて泣き言を言いま

した。申し訳ありませんでした。神のみ教えを学びながら、愚かな思い、行い

をいたしまた。何卒お許しください』と、心から反省し、お詫びを申し上げて

ください。ご夫婦で深く反省し話し合ってください。 

 

 

2006-9 月 Ｐ043【伝道だより】 

 『正思』の、『正しく思う』ということは、天上界からのお導きであります。

天上界からのお導き、天とお話し合いをさせて頂くことが『正思』であります。 

 夜寝ているとき、時々目覚めて、何事かを思うことがあります。また、起き

ている時、自分の心の中で『今日一日、このように正しく生活しよう』とか、

『自分の思い方をこのようにしなければならない』等、いろいろと思うことが

あるはずです。これが即ち天のお導きであり、『正しく思う』ことです。その時

を特に大切にしなさい。 

 夜、目覚めて、心で思ったことは、即ノートにまとめておくことが大切です。

そこに、自分自身の表面意識では気付かない、天からのお導きを頂いているこ

とが多いのです。 
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10-５）【禅定(ご著書より) 】 
 

人間釈迦① Ｐ056 

 ゴーダマは禅定の在り方について、この老僧に質問してみた。はねかえって

きた言葉は、低い段階の考え方であった。その目的とするところは一切の雑念

をはらい、無になることであるという。無になったときに、仏が現われ、自分

と仏は一体になるというものであった。 

 想念を無にする、瞑想三昧は、人によっては雑念から遠ざかることができよ

う。しかし、雑念が浮ばぬことがただちに仏の境涯に、どうして結びつくので

あろう。クシャトリアの武術の稽古にも無念無想ということがよくいわれたも

のであった。自分が無になると相手の動きがわかり、相手に打たれることがな

いというのだ。ところがこれまでの経験では、無念無想という心の状態は、人

間が呼吸をし、意識がめざめているかぎり、そういう瞬間は生れても、永続性

のないものであった。またそういう心の状態は、悟りには縁もゆかりもない、

ただの想念にすぎないということも実感として感じられていたのである。 

 

 

人間釈迦① Ｐ253 

 瞑想は単に、無想の境を求めるものではない。心の垢をそのままにして無想

を求めると、心の垢に応じた結果を招きやすい。心の内面において、たとえば、

神仏を求める心と、名誉や欲望とが雑居していると、欲望に応じた魔をひき寄

せる。神仏を求める心は、人間であるかぎり、当然であるからだ。 

 魔王や阿修羅、動物霊を呼び込むのは、心の垢を落さずに、無想となった瞬

間に入る。もちろん、無想の瞬間は、なにも瞑想のみでない。仕事に、念仏に、

我を忘れたときも同じなのだ。無想には、いろいろな意味があるが、それは反

省を積むことによって明らかになってこよう。 

 

 

心の対話 Ｐ124 

 ふつういわれる自力は禅宗などにみられる自力、つまり自分の力で悟ろうと

するいき方ですが、このこと自体問題はありません。問題は僧房のなかで坐禅

を組むことが目的となるおそれがあることであり、坐禅のみでは、人は絶対に

悟れないということです。釈迦は、六年の苦行を捨てることによって大悟され

ました。もちろん、大悟の前提としての六年の苦行は、後世の人たちに多くの

示唆を与えましたが、これをみて、坐禅は至高とみるのは間違いです。それは

正法を知って坐禅を組むならいいですが、そうでない場合は、こちらは自己慢

心という、これまた心の魔に犯されかねないからです。 

 日蓮は禅天魔という表現をつかって、僧房での修行をいましめています。自

己慢心は己自身を失うばかりか、人をも傷つけ、慈悲と愛という神の心から離

れてしまうからです。 
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 正法とは、日常生活のなかにあって、この枠外から離れたものではありませ

ん。僧房での修行は、正法を悟る一過程にすぎません。坐禅は日常生活を生か

すための方法でしかないからです。 

 

 

心眼を開く Ｐ071 

 【参禅】 

 参禅によって人は悟れると思われていますが、実際はそれによって悟れる人

は絶無です。 

 釈迦の悟りは、参禅によって得たものではありません。参禅を放棄し、反省

することによって、悟ったのです。己の想念、行為を、中道という大自然の尺

度にあわせていったから、悟れたのです。釈迦の六年の参禅は、峻烈な肉体行

と、雑念を払い、心を空っぽにする修行でした。ところが、心を空っぽにする

と、危険この上もなく、魔に犯されることが多いのです。幸いに釈迦はそうは

なりませんでした。また、空っぽになっても、生活に入ると、すぐ雑念にとら

われてきます。釈迦でも、参禅によって悟ることはできなかったのです。参禅

は、正法から離れているからです。 

 参禅の風習は古いものです。バラモンがそうだし、ヨガも、これを重視しま

した。 

 釈迦の弟子に普賢（フゲン）というのがいました。その普賢は今では、普賢

三味ともいわれ、いわゆる、行者の代表のようにみられています。参禅に重き

を置き、戒をつくりました。釈迦滅後、第一次結集の際には、彼はこれに参加

せず、我流をもって、これこそ仏陀の本流であるとして、人びとを迷わせまし

た。 

 禅宗の由来は、ヨガ、バラモンが主流をなしているようですが、普賢の思想

も混入されています。五世紀の頃、インドの僧であった達磨（ダルマ）が仏教

やバラモンを学び、これらを基礎として、ひらいたものです。彼はインドから

中国に渡ってのち、面壁九年の行を積んでいます。彼自身は菩薩界の人ですが、

その求道と意志の強さは抜群でした。その求道の心が光明を呼んだのですが、

彼はそれを座禅によって得たものと思い込んだのです。禅宗はこうしてはじま

ったものです。 

 こうした例は、真言密教についてもいえます。真言密教も、その基礎はヨガ、

バラモンです。正法からは逸脱したものです。しかし、弘法大師は菩薩です。

晩年、霊的な諸現象が現われ、このため真言密教を仏教の正統のものと誤認し

てしまうのですが、そうした霊的現象は、大師それ自身の、衆生済度の内在意

識がそうさせたもので、密教そのものから生まれたものではなかったのです。 

 我が国に禅宗が到来し、多くの傑物を出しているようですが、達磨を越える

ような人は、一人も出ていません。参禅だけでは、悟ることができないからで

す。 
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心の原点 Ｐ312 

 禅宗の座禅の目的は心を空（カラ）にし、その空の中から己を見出そうとす

るらしい。一般的には無念無想になることが、仏を見性することになるらしい。 

 ところがゴーダマ・ブッダが教えた瞑想はそうではない。毎日の想念と行為

の在り方が、中道に適ったそれであったかどうかをたしかめ、誤りがあれば、

神に詫び、智慧と勇気と努力で、二度とその過失を繰り返さない自分を修正し

て行くことにあった。 

 したがって、瞑想の目的は反省にあって、一日二十四時間の、正しい生活を

めざすものであった。瞑想のための瞑想ではないのである。 
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10-６）【「光の器を」の解説(丸山弘先生のご指導) 】 
 

2002-10 月 Ｐ002【伝道だより】 

 【偉大な主のおことば 光の器を】 

 我は天上界にあっても、決して、沈黙はしない。我を信じ、法を行ずる者に

は、常に、その者のなかにあって、光と安らぎと、生きる喜びを与えるであろ

う。なぜなら、法は光であり、慈悲であり、久遠の愛と安らぎあるエネルギー

でもあるからだ。 

 人の魂は、この世とあの世とを生き通しの生命である。両者の間を、さえぎ

る障壁はなにもない。障壁としてあるものは、五官六根による迷いだけである。

肉の身を自分と見、肌に触れぬものはなにもないとする自己限定の心だけであ

る。これほど恐ろしい偽我はない。人はいずれは、感覚以外の世界の住人とな

り、生命の尊さ、素晴らしさを認識しなければならぬものだ。 

 いま、そなたらに伝えたいことは、法の原点にもどり、自己をつくれという

ことである。地上界は、地上の人間の住む世界であるが、地上はそなたらの双

肩にかかっている。美醜、善悪、一にかかって、地上の人間の心一つにある。 

 天上にあって、そなたらに光を与え、手を差しのべるとしても、そなたらの

心が五官におぼれ、六根の輪を広げれば、天上と地上は、ますます厚い壁をつ

くり、光のかけ橋は蜃気楼のように、頼りないものとなるであろう。 

 そなたらが、心を尽くし、煩悩にうち勝ち、法を依りどころとして生活する

とき、光のかけ橋は、いよいよたしかなものとなり、そなたらに慈悲と愛の力

を貸し与えることができるであろう。 

 我は、いま、天上にあって、そなたらの想いと行動を見守っている。誰が、

どこで、何をなしたか。百人の心を一瞬にして読みとることができる。百人と

は、たとえであり、千人、万人の心についても瞬時にして知ることができるの

だ。これは、肉の身と、そうでない者のちがいであろう。 

 もちろん、実在界といっても、光の量に区域があって、諸霊の住む世界はさ

まざまであるが、我の住む天上界は、不可能なことは何一つない。 

 では、なにゆえにこれが可能か。人の心は霊子線によって天上界につながっ

ており、人類の霊子線は、我の視界に、すべておさまり、我の心から離れるこ

とがないからである。そなたたちが、己を正し、己を光の器とするとき、神の

光はそなたらの器に満たされ、安らぎと調和を与えずにはおかない。 

 我を信じよ。 

 我を信ずるとは、法にそって生きるということだ。 

 盲信、狂信は、信の世界ではない。 

 信の在り方は、そなたたちが、大宇宙の不変的神理にしたがって、生きると

いうことなのだ。 

 我は光なり。 

 我は法なり。 

 我は道なり。 
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 そなたらは、たがいに補い合い、助け合い、手をとりあって、前に進め。そ

のとき、我は、そなたらに、光の道をさし示し導いてゆくであろう。信じて、

疑うことなかれ。 

 

 

2002-12 月 Ｐ046【伝道だより】 

 神の光は全ての人に平等に注がれています。法の原点に戻り、自己確立に精

進努力し、自分自身を光の器とする時に神の光はその器に満たされ、安らぎと

調和を与えてくださいます。精々、毎日お読みになり理解を深めて頂きたいと

思います。理解出来ない箇所はご著書『心の発見三部・人間釈迦四部・反省の

かなめ（既刊月刊「ひかり」誌参照）』を拝読される事によって、さらに『光

の器を』の理解を深める事が出来ます。 

 

 

2002-12 月 Ｐ049【伝道だより】 

 これは高橋信次先生には、天上界よりお送りくださいました『おことば』で

す。九月の初めに、この『おことば』を今後月刊誌に掲載するようにとのご指

示を頂きました。何卒この『おことば』を毎日拝読してください。何回も何回

も拝読させて頂くことによって、勿体無くも偉大な主のみ心に深く触れさせて

頂くことが出来るものと思います。 

 五官とは、眼・耳・鼻・舌・身の五つを言います。これらの機能が人間には

備わっていますが、これに心が翻弄されると、自分を失って行きます。五官を

通して、より広く豊かな心を作り出して行くのが、この世の私達の生活行為で

す。五官に惑わされず、五官を超えて行くよう心掛けたいものです。 

 私達は偉大な偉大な主・高橋信次先生のみ教えを正しく実践出来るよう努力

すれば悩まなくていいのです。苦しまなくていいのです。自分の五官六根に負

けない心を作ることが大事です。この浜松の地において、今後当会以外に偉大

な偉大な主・高橋信次先生がお説きになられた神理を学ぶ学修会は絶対に開催

されることはないと思います。この千載一遇のチャンスに何故皆様が集まられ

たのかということをお考え頂きたいと思います。そして初心に帰られ常に疑問

追究、疑問追究という不断の努力の中で、守護・指導霊様がお導きくださり、

正しい光の道が開けて行くものと思います。 

 

 

2002-12 月 Ｐ066【伝道だより】 

 眼、耳、鼻、舌、身、これが五官です。しかしこの五官だけでは、見る、聞

く、臭いを嗅ぐ、味わう、話す、体に触るなどは出来ないのです。これに心が

結ばれた時に初めてこの眼、耳、鼻、舌、身の機能が活躍するのです。常時活

躍しているわけではなく、睡眠中は機能しないのです。 

 （白板に二つの人体を描かれながら） 
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 人間は肉体と光子体（心）が重なって一人の人間があるのですが、眠ってい

るときの私達の意識（魂）は、次元の異なる世界、あの世で神の光を受けてく

る。心の調和されている人々が朝起きるときに清々しい安らぎのあるのは、そ

うした魂のエネルギーを蓄積させることによって与えられた結果である、とお

導き頂いています。 

 このように肉体から魂が抜けているときは蝉の抜け殻と一緒で、眼も耳も鼻

も口も機能しないのです。寝てしまうと、どんな悩みも忘れてしまうのです。

朝になって、肉体に魂がエネルギーを頂いて帰ったとき、再び肉体は機能する

ようになるのです。 

 （心の断面図を描かれながら） 

 各人の意識は表面意識と潜在意識があり、この世に生まれると、表面意識は

一○％、潜在意識は九○％になるとお教え頂いております。一○％の表面意識

は、高橋信次先生のご著書によれば、この九○％の潜在意識は、善我、また良

心とお導き頂いています。一○％の表面意識、普通私達が悩んだり物を考えた

りする意識、一○％の表面意識に相談すると、自分中心の思いですから五官に

とらわれ、この五官の機能も自分中心になるのです。偽我により支配されると

煩悩に支配されるようになります。そして、自分も苦しむようになります。で

すから、この一○％の表面意識に相談するのではなく、直接九○％の潜在意識、

良心に相談していけば、間違ったことも起きないし、また自分の苦しみにもな

らないのです。この潜在意識の中心の一点を心とお導き頂きましたこの心は、

如何なる人もすべて、神仏と繋がっていますので、人は、すべて自分の良心に

は絶対にウソがつけないのです。 

 五官六根、六根は、この偽我、自分中心の心というものに左右されるのです。

だから五官に振り回されない自分を造ることを心がけるには、善我なる自分、

良心に相談して生きたときに、この五官、眼、耳、鼻、舌、身も迷うことなく、

煩悩もなく、正しく生きられるとお導き頂いています。 

 

 

2002-12 月 Ｐ078【伝道だより】 

 「天上にあって、そなたらに光を与え、手を差しのべるとしても、そなたら

の心が五官におぼれ、六根の輪を広げれば、天上と地上は、ますます厚い壁を

つくり、光のかけ橋は蜃気楼のように、頼りないものとなるであろう」につい

て、 

 五官とは眼、耳、鼻、舌（口）、身（体）のことで、六根とは、五官と自分

中心の心とが結ばれていることを言います。五官だけでは煩悩は生まれません

が、五官に自分中心の心=偽我（特に欲望）が作用すると煩悩が生まれるのです。

つまり心が作用して肉体が機能するのです。一人一人が煩悩のままの思いや行

いをしていると、あの世とこの世の繋がりは断たれ、あの世において私たちを

見守っておられる夫々の守護、指導霊という天使の方々が私たちを正しく導く

ことが出来ない、とお導きくださっています。 
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2003-1 月 Ｐ034【伝道だより】 

 「その者の中にあって」とは、直訳すると、主はその者の心の中にお入りに

なってという意味になると思いますが、神と神仏の子である私達とは霊子線に

よって結ばれているとお教え頂いております。この霊子線が切れることが今生

における死を意味しておりますが、この霊子線は全て偉大な主の手の平に握ら

れているとお教え頂いております。ですから一人一人の思いは瞬時にして偉大

な主に伝わるのです。特に法に帰依している者の心については、偉大な主は瞬

時にしてお知りになられることが出来るのです。 

 かつて、偉大な主・高橋信次先生には、創世紀当時、エジプトのエルカンタ

ーラという地に、初めて肉体を持たれて、この地上界にご降臨されたことをお

導きくださいました。今世お出ましになられたのは二回目とお導き頂いており

ます。皆様には、今生時計の針が寸分の狂いもなくカチッと合うように生を頂

き、偉大な主がお出ましになられ、しかも大悟された法を学ばせて頂くという

ことは、『三千年に一度咲く、うどんぱらげに会うが如し』と言われるような、

誠に得難い現在只今という幸せな環境を頂いていることに深く感謝を捧げねば

ならないと思います。 

 それは、皆様が特別な役割を頂いて出ておられるからなのです。高橋信次先

生には、法を学び、行じ、伝道する使命を頂いて出ておられる方は普通の方と

は違い、この世に出る前天上界で約七○年間、特別訓練を受けて来ている魂だ

とお導きくださいました。それを忘れておられるだけで、心の中にその記憶を

持っておられるのです。 

 私は、最近赤ちゃんを拝見する機会を度々頂いておりますが、私達が生まれ

た頃と違い、近頃の赤ちゃんで早い人は一歳半位から話し始めておられるよう

です。また、人の心を理解するのも大変早いように思います。こちらが優しい

心で接すると、直ぐニコニコと笑いかける子が多いように思います。特に、今

の子供は非常に成長が早いように思います。何故成長が早いのかお分かりでし

ょうか。それは、高橋信次先生には、天上界にお帰りになられて、一段と厳し

い特訓をなされておられるからではなかろうかと思います。そしてこの地上界

の厳しい現状を、畏れ多くもご自身が肉体をお持ちになられ、ご体験されたか

らと想像しています。 

 ・・・『偉大な主のおことば、光の器を』は、偉大な偉大なみ教えです。『私

は常に皆様の心の中から見ています。必死で正法を学び、行じてください』と

いう偉大な主のお言葉は何と有り難いお導きでしょうか。日々拝読させて頂き、

心からの感謝と報恩の行いを捧げましょう。これを毎日拝読され、深くご理解

頂きたいと思います。 

 

 

2003-3 月 Ｐ064【伝道だより】 

 偉大な主・高橋信次先生のみ心に全人類の霊子線がおさまり、その想い行動

が瞬時にお分かりになられる、各自が己の心を正し、己を光の器とするとき、
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神の光はそなたらの器に満たされ、安らぎと調和を与えずにはおかない。その

ためには『我を信じよ。我を信ずるとは、法に沿って生きるということだ』と、

勿体無くも高次元の世界から私たちを思いやってくださるお言葉を賜られたこ

とは、未だかつて例の無い畏れ多いことであります。 

 私たち衆生の心で判断することすら畏れ多い極みでありますが、こうしてお

言葉を二つの眼で拝見させて頂くことの幸せに感涙いたします。毎日毎日拝見

することの幸せを感謝しながら、さらにさらに何千回何万回も大きな声で拝読

させて頂くことにより、尊い尊いお心が頂けるのでは、と思わせて頂いていま

す。 

 

 

2003-3 月 Ｐ071【伝道だより】 

 『光のかけ橋』というお導きは、本日も拝見させて頂きましたが、太陽の周

りに大光輪を現され、常に天上界では、このように私達に慈悲の手を差し伸べ

てくださり、『我ここに在り』とお示しくださっているのです。この地球上に

おいて、今生、このような現象を拝見させて頂くことの出来る方はどれだけお

られるでしょうか。私達は、本当にこうした筆舌では現すことの出来ない幸運

の中におらせて頂いているということを、このお言葉を通し、現象を通し、し

っかりと各自、自分の心に焼き付けておいて頂きたいと思います。 

 また高山から来られた方々も本当に本日は大変な幸せを頂かれたことと思い

ます。何故なら、偉大な光輪は、真に、偉大な主・高橋信次先生の説かれた正

法に帰依した者しか拝見することが出来ない。そうした素晴らしい機会を私達

は今頂いていることを決して忘れてはならないと思います。 

 

 

2003-4 月 Ｐ030【伝道だより】 

 【人の魂は、この世とあの世とを生き通しの生命である。両者の間を、さえ

ぎる障壁は何もない。障壁としてあるものは五官六根による迷いたけである。

肉の身を自分と見、肌に触れぬものはなにもないとする自己限定の心だけであ

る。これほど恐ろしい偽我はない。人はいずれは、感覚以外の世界の住人とな

り、生命の尊さ、素晴らしさを認識しなければならぬものだ】 

 ここが今現実にこの世に生きていて、一番大事なところではなかろうかと思

います。 

 人間は、肉体を持っているがゆえにこの地上は自由の世界ですから、自分の

望み通りの物を手にしたり、見たりする事が出来ますが、このような自分の思

いの儘のことが可能なこの世に対して、特に止観しながら生きることが大切と

思います。 

 私たちは、やがてこの世を去り、あの世でもっと、もっと精進努力すれば良

かったと後悔が残るものと思います。この世に両親を選び出させて頂いたこと

は、全て自分が選び、神にお許しを頂き、今ここに出させて頂いている訳です
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から、まず、神仏に対して、日々この世に出させて頂いたことを心から感謝し

なければならないと思います。 

 次に、両親に対して、どれだけ孝養を尽くしたか、どれだけ報恩の行為を捧

げたかを私たちはまず、一番に考えなければならない事ではなかろうかと思い

ます。 

 

 

2004-4 月 Ｐ060【伝道だより】 

 偉大な主・高橋信次先生の数々のご著書やご講演は、私たちの次元に合わせ

てお話しくださっておられるように思うのですが、『光の器を』だけは天上界

よりストレートに、これを読みなさい、と強く私たちにご命じておられるよう

に思います。 

 日々私たちは、『光の器を』を拝読させて頂いていますが、この中のお言葉

を通し、勿体なくも私たちを直接お見守り、お導きくださっている幸せと悦び

に涙が溢れます。 

 

 

2004-7 月 Ｐ049【伝道だより】 

 「七行目からの『人はいずれは、感覚以外の世界の住人となり、生命の尊さ、

素晴らしさを認識しなければならぬものだ』は、光の世界に帰れた場合のこと

が書かれています。あの世へ帰る時は、一秒後か、明日か明後日か、いつのこ

とか分かりませんが、そのことを今から真剣に考えて頂きたいと思います。 

 心に苦しみのある方や、法によってお救い頂いた悦びを持っていない方は、

光明の世界に帰ることは出来ません。法を学び、素直に正しく実行されると、

その度合いに応じて後光を頂くことが出来ます。その後光があの世に帰る時の

乗り舟と、お導き頂いています。亡くなる前から、光の世界に帰れるか、地獄

の世界に帰るかが、後光の有無によって決まっています。自分がこれまで、法

を学ばせて頂きながら、人様に対して、法実践による、希望と勇気と悦びを差

し上げてきたか、反対に痛み、苦しみ、悲しみを与えてこなかったか、自分の

善なる心の声と魂に、素直に考えて頂きたいと思います。 

 今生は、偉大な主・高橋信次先生御自ら、この世にお出ましになられ、お導

きくださったのです。皆様は、そのお導きと、法による悦びを頂かれたのです。

偉大な主・高橋信次先生に対してどのように思っておられるか、いつもご尊顔

を、思い浮かべ、報恩感謝の誠を捧げておられるかどうか、振り返って見て頂

きたいと思います。この世では、二度と再びお目にかからせて頂くことが出来

ない偉大な偉大なお方であります。偉大な主の、尊い一言一句のすべてが法で

あります。 

 

 

 



786 

 

2006-7 月 Ｐ054【伝道だより】 

 『我は天上界にあっても、決して、沈黙はしない。我を信じ、法を行ずる者

には常に、その者のなかにあって光と安らぎと生きる喜びを与えるであろう』

の中の、『その者の中にあって』というところを、お考えになられてみられた

ことがおありでしょうか。〈皆様の心の中に入られて、その魂を指導する。私

達の心の中に入って頂いて、光と安らぎと悦びをお与えくださっている〉とい

うことを申されておられるのです。 

 ですから、皆様には、『今まで自分が悩んでいたことが急に上手く行くよう

になった。偉大な主・高橋信次先生が、お導きくださいました偉大な法を、一

生懸命勉強するようにならせて頂いてから、会社の経営を始め、何ら心配する

ことがなくなった』等とお悦びのことと思います。そんなお話しを私は毎日沢

山お聞きいたします。 

 それにお応え出来るような報恩感謝の心作りを努力されることが大事です。

偉大な主のおことば『光の器を』の始めの二行は、本当に偉大な偉大な、人間

では絶対に成し得ない勿体ない『おことば』と思います。只今からお読みにな

られるときは、必ずこの箇所を心して深くご理解頂き拝読してください。 

 

 

2006-8 月 Ｐ071【伝道だより】 

 この【おことば】は、ＧＬＡ誌一九七六年九月号に初めて掲載されたのです

が、ご昇天された後、天上界からのご通信ではなかったか、と思わせて頂いて

います。 
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10-７）【ご著書・ご講演について(丸山弘先生のご指導) 】 
 

1997-2 月 Ｐ042【伝道だより】 

 主のビデオ講演会はこの学修会に先立つ根本的なものです。ビデオ講演は主

の説かれた法なのです。ビデオ講演会が根本なのですよ。テープでも聞いてい

るし、いつも同じ事を言われていると思うかも知れませんが、ビデオ講演は単

にご講演を聞くだけではなく、主のビデオからは縦からも横からも斜めからも

光がものすごく放射しています。 

 私たちはビデオを拝見することによって主のみ光をいただいているのです。

だから非常に大切なのです 

 

 

1997-3 月 Ｐ039【伝道だより】 

 ・・・人に思いやりを持つということは、何か特別のことをしようとするこ

とではありません。まず、自分の心を内に向けて、高めることによって、その

悦びを人に与えられるのです。自分を誉めたたえることの出来ない者が、人を

誉めたたえることができないように、まず自分の心を高めることによって、そ

の分、人にも思いやりを持つことが出来るのです。 

 その為には、高橋信次先生のご著書を拝読することです。それ以外に、心を

高めることはできません。また、“愛を与える”と皆さんは、簡単に言われます

が、もし、今、家族やまた他の人に本当の愛を充分に与えることが出来ている

としたら、その方の魂は、素晴らしい魂です。過去何千年の転生輪廻の積み重

ねが、現在のその方の愛の豊かさなのです。 

 高橋信次先生の時にも、「ひかり」誌一九九四年四月号に詳しく載っているこ

とを読まれたら分かりますが、愛を語ることはとても難しいのです。愛の心が

持てないといって、自分を虐めることなく、それよりも、まず、家族の人や目

の前に現れている人や物や大自然に、悦びを持って会わせて頂いているかを点

検してみて下さい。 

 もし、それがどういう事か分からなければ、高橋信次先生のご著書を精一杯、

拝読させて頂くことです。 

 まず、悦びの心を持つにはどうしたらよいか、何よりもご著書を何度も何度

も拝読することです。それによって、目の前に現れるすべてに対して、悦びを

持って会わせて頂けるようになった段階で、感謝の心が生まれるようになり、

そして報恩の行いに気付くようになります。そのことが卒業出来た段階で「謙

虚な心」が育まれるようになり、やっと次の段階が愛なのです。 

 

 

1997-4 月 Ｐ025【伝道だより】 

①愛 

 思いやりの心が欠けていると思ったら一歩さがって 
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②自分が謙虚であるか 

 謙虚な心に欠けていると思ったら一歩さがって 

③報恩の心があるか 

 報恩の心に欠けていると思ったら一歩さがって 

④感謝があるか 

 感謝の心に欠けていると思ったら一歩さがって 

⑤今、心に悦びがあるか 

 悦びに欠けていると思ったら基本に戻って 

⑥高橋信次先生のご著書を拝読する 

 

 

1997-5 月 Ｐ027【伝道だより】 

 ・・・「テープを聞くだけではだめです。心で神理を読まなければだめです。

耳学問ではだめなのです．そのために高橋信次先生はご著書を著しておられる

のです。心を集中して一字一字辿って読んでください。基本はご著書を読むこ

とです。自分を救いたいと思えば、忙しくても時間を作ってご著書を読んでく

ださい 

 

 

1997-11 月 Ｐ029【伝道だより】 

 「ビデオ講演会でも高橋信次先生からは光が出ています。会場は光で満たさ

れています。参加された皆様は光を一杯頂いているのです。私達はとかくビデ

オ講演会を一般のビデオと同様に高橋信次先生の在りし日のお姿だと思いがち

でありますが、とんでもない間違いです。 

 常に先生はビデオを縁として直接私達に語りかけておられるのです。だから

テレビから光が出ているのです。ですからビデオ講演会ではご在世当時と同様

に素晴らしい悦びが頂けるのです。 

 

 

1998-5 月 Ｐ026【伝道だより】 

 高橋信次先生は、「私の本を正しく読んでください」と何度もおっしゃいまし

た。 

 どうぞ毎日、ページ数を決めて、よけい読んだり、日によって少なくしたり

しないで、決めたページ数をきちんと何年間も読み続けて下さい。それを続け

ることによってその人の気根が整います。 

 まずは、心の発見を(神理篇)(科学篇)(現証篇)の順番に、次に「人間釈迦」四

部、これらの入門の書を根気よく読んでください。やり抜けていただければ、

必ず正法というものは自分の心の中に根付きます。自分の心が自分を指導して

くれるようになります・・・ 
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1998-6 月 Ｐ039【伝道だより】 

 ・・・沢山の方が本を書かれています。その方達は、一人でも多くの方に、

法を学んでいただきたいと思う余り書かれたのではなかろうかと思いますが、

それよりも何よりも高橋信次先生の御著書を拝読するように訴えるべきだった

のです。ご著書は、波動が違うのです。高橋信次先生の心の波動と私達の心の

波動とは違うのです。 

 法の学修の原点は高橋信次先生のご著書を私意を入れず、根気よく読むこと

です。そしてその上でビデオのご講演も見聞することが大事です。生のお顔を

拝見することが大切なのです。単なるビデオ講演ではないのです。 

 そして心の基準、神の物差しを取り戻していこうではありませんか。もう一

回、心に法の苗を一本一本起こしていきましょう！ 

 

 

1998-6 月 Ｐ045【伝道だより】 

 高橋信次先生がお悟りになられて、お悦びの感動の中で涙ながらにお書きに

なられた一番最初のご著書が『心の発見』です。地球上誰一人説くことが出来

ない『心』について詳しくお書きくださった光に満たされたご著書です。 

 こんなに尊いご著書の拝読も、字だけ拾って解釈に執らわれたり、理屈を言

っている内は、形だけでとらえているに過ぎません。心がふるえ感動するまで

拝読を続けていくと、その中に流れている、この世で私達が経験した事のない、

神仏のみ心に触れる事が出来る様になり、さらに心が開き、大きな悦びと感動

で心が一杯になり、涙が溢れて来ます。 

 この様に、ただ事ではないみ教えが書かれておりますご著書を、伏し拝んで、

読んでいただきいという思いから、『拝読』していただきたいと常に申し上げて

いるのです。真髄が解って来ますと、自然に襟を正し、心ない読み方などをし

ておられなくなって参ります。何度ご著書を拝読しても、感動しないし、涙も

出て来ないという方がおられますが、法に帰依されておられる方は皆神によっ

て選ばれた方なのですから、本来そんなはずはなく、読み方の工夫の仕方、読

む時の心のあり方のどこかに原因があるのではないでしょうか。 

 

 

1998-7 月 Ｐ027【伝道だより】 

 ご著書は、一回や十回拝読したぐらいでは、なかなか感動・感激は湧くもの

ではありません。なぜならば光の大大天使が悟られて、感動して、感激して書

かれたものです。その感激を私達の心に頂くには、何百回も拝読しなければな

らないと思います。毎日決めた頁数を根気よく何回も読み返していく中で、感

激の涙があふれ、悦びが湧いていきます。 
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1998-8 月 Ｐ033【伝道だより】 

 高橋信次先生の御著書を昼夜根気よく読んで初めて、法というものが判る様

になるのです。読み方も気分が向いたときは何ページも読み、翌日は読む気が

しないから全く読まないといった自己中心の読み方ではなく、例えば、毎日二

十ページと決めたら、必ず時間のある限り何度も何度もそこの箇所を、感動し

た所には線を引き、ノートに抜き書きをし拝読することが大事です。 

 法悦というものは悟られた人の教えを生で読んで初めて自分の心に受けるこ

とが出来ます。何百回も読むことにより、本当の愛というものも、形じゃなく

頭じゃなしに心で判るようになります。何事もやれるようになるのです。 

 高橋信次先生の御著書は、普通のご本とは違うのです。不思議なものです。

人間の心が、豊かに光で満たされるようになります。 

 高橋信次先生は、いつも『私の本を読んで下さい』と、おっしゃっていまし

た。御著書を自分に負けないで根気よく拝読することにより自力が養成される

のです。その心が神の御心に通じているのです。 

 

 

2000-6 月 Ｐ038【伝道だより】 

 ・・・高橋信次先生のおっしゃるこの唯一の神、太陽が一つのように唯一の

神を自分は信じているかということをまずみなさん考えてみて頂きたいと思い

ます。 

 それを信じられる道は高橋信次先生のご著書の『心の発見』、『人間・釈迦』

を何一○回も拝読することなのです。分からないものがあっても、それもその

まま拝読するようにしていくと、人間の心というものはあの世の自分の守護・

指導霊、また、上段階の天使に通じておりますから、次第に分からないものも

分かるようになって行きます。 

 人間は、分からないことは頭で考えて分かろうとします。そういう作業をし

ないで、素直に読んでください。そして、ご著書を通して神仏の存在、自分の

守護・指導霊の存在というものをしっかり心に置いて、毎日を不安のない生活

をするようにしてください。 

 

 

2000-7 月 Ｐ049【伝道だより】 

 正法は『心の発見』というご本を一生懸命読んで、一つの事が解かられると、

それに関連して二つ三つが同時に分かってくるものです。ですから、高橋信次

先生のご著書を拝読するという事が、正法を学ぶ根本です。一字一字をとおし

て、皆さんの心に直接語りかけてくださっているのです。自分だけの世界の中

で、高橋信次先生が、この自分自身に直接語りかけてくださっているのです。

そういう不思議なご著書は、世界中探したってないのです。 

 それは、拝読しないかぎり、自分の心に、この偉大な仏の一言一言が、自分

の心に、悦びと希望と勇気をお与えくださり、燃え上がる心にしてくださると
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いう事が分からないのです。それを体験しないと、正法と言っても分かりませ

ん。 

 

 

2000-10 月 Ｐ030【伝道だより】 

 『高橋信次先生の法を学ぶ会』に入会するための条件は、『心の発見、神理・

科学・現証編』と『人間釈迦、第一部から第四部』を最低三回以上拝読されな

いと理解出来ないといつも申し上げております。これは『自力を出す』という

ことなのです。『自力を出す努力』をしないと、絶対に他力は与えられません。

これはこの世の原則です。ご著書を拝読しておられない方が学修会に参加され

ても内容を理解することは出来ません。 

 

 

2000-12 月 Ｐ026【伝道だより】 

 あなたは、お父さんから愛情は頂けなかった環境であったかもしれませんが、

それはあなたがあの世で約束し選んだ環境なのです。 

 またあなたは自分を愛情不足と言われましたが、あなたはお母さんからはち

ゃんと愛情を頂いているはずです。そして神からも、あなたがこの世で生きて

いくことが出来るだけの大きな慈悲と愛をいつも頂いているではないですか。 

 ご著書はあなたの心の底に眠っている慈悲と愛を呼び起こすためお与え頂い

たものなのです。ご著書を必死に拝読することによって、神の慈悲と愛に目覚

めさせて頂けるのです。 

 

 

2001-7 月 Ｐ047【伝道だより】 

 毎月のビデオ講演会について、私は長年愚かにもビデオに収録された先生の

お姿とお言葉という風に思い込んで来ました。ようやく最近になって、そうで

はない直接一人一人の心に語りかけておられることに気づいたのです。 

 その場に主がお見えになっておられるのです。直接、私たちに法を説いてく

ださるのです。ですから、ビデオ講演会には、主が直接お出ましになられる、

だから必ず参加する、そのような決意をされるだけでも、その決意だけでも、

やがて法とは何かが分かって来られると思います。 

 

 

2001-7 月 Ｐ058【伝道だより】 

 私はこれまで、高橋信次先生のビデオによる講演会を、愚かにもビデオとい

う形にとらわれて『高橋信次先生のビデオによる講演会』という思いを持って

いて、皆さんに強く参加して頂くようにお話しして来なかったため、各地にお

けるビデオ講演会はどこでも出席者が十数人程度と少ないのが現状でした。 

 ところがある日、形はビデオであっても実際は天上界より高橋信次先生がそ
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の場に直接お立ちになられて、私達一人一人の心に直接お話しくださっている

ということに気付かせて頂いたのです。そして初めて、これはビデオではない、

勿体なくも偉大な高橋信次先生ご自身であることを気付かせて頂いた時、私は

そのような光に満たされた尊い場に対しての自分の間違った思い行いを、心か

ら深く神仏にお詫び申し上げました。そしてこれからは、高橋信次先生のビデ

オ講演会ではなく、『高橋信次先生のご講演会』と改めさせて頂き、『ひかり』

誌のご案内にもそのように掲げさせて頂くことといたしました。 

 また、高橋信次先生の一言一句が法であり、その一言一句のすべてを直接拝

聴出来るご講演会こそが私達が真に正しい法を学修し、法を心に落とすことの

出来る最も大切な場であり、法学修の原点であることをご理解頂き、今後皆さ

んには、『高橋信次先生のご講演会』には何をおいても是非共ご参加頂きますよ

う強くお願い申し上げます。 

 

 

2001-9 月 Ｐ044【伝道だより】 

 ご著書は自分で決めたものを日によって変えるのではなく、必ず決めたペー

ジ数、回数を拝読することによって、メリハリのある心安らいだ生活が出来る

ようになり、やがて何事にも徹底した実践が出来る人間になり感激、感動が心

から溢れる人間となるでしょう。そして自信を持つことが出来るでしょう。 

 

 

2001-9 月 Ｐ044【伝道だより】 

 まず私達は高橋信次先生の残された御著書『心の発見』と『人間釈迦』を、

『はじめての人に』という小冊子の通りに一生懸命に正しく拝読して頂きたい。

決して自分流に読まないこと。最初から自分中心の解釈をして心に入れると、

高橋信次先生の御教えではなくなり、ここから法が曲げられるようになります。

これは大変な罪となります。今日ここに気付かれない儘、独学で学習しておら

れる人が多いのは非常に残念に思います。 

 一日五ページ位に決めて、それを一日に五回でも六回でも読んで頂きたい。

一回だけ読んでいても解りません。一心込めて拝読される方には、高橋信次先

生には、直接一人一人の心に語りかけてくださいます。ですから感動するので

す。涙が出るのです。 

 『私は涙が出ないなあ、感動しないなあ』という方は、自分中心に読んでお

られるか、または読みようが足りないのです。真剣に拝読したら必ず涙が出る

ようになります。 

 それから、御著書の中に書かれている中で感激、感動した事を、日々の生活

の中で一つでも二つでも必ず実行する。例えば、『この大地は、神の体の一部で

ある』と教えられていますが、『前の道路を掃かせて頂くことは、神の体を清ら

かにさせて頂くことになる』と思われたら実行してください。一日に一善、何

でも出来ることがあったら一つでも二つでも良いですから毎日続けてみてくだ
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さい。 

 

 

2002-4 月 Ｐ046【伝道だより】 

 ご著書の一字一字は、神仏のエネルギーの塊です。エネルギーがびっしりと

詰まっています。このご著書を置いておられるご家庭からは、屋根を突き抜け

て、もの凄い光が出ているのです。エネルギーとは、神の御光です。ですから、

ご著書を拝読することにより、心にエネルギーがいっぱい頂けるのです。よし

やるぞという勇気が頂けるのです。 

 

 

2002-5 月 Ｐ049【伝道だより】 

 ・・・手術後、高橋信次先生のご講演テープを聞かせてあげておられますか。

レシーバでもいいですよ。そうしますと、術後の肉体細胞の修復が早く、肉の

盛り上がりが良好になります。またガン細胞の転移が抑制されるなどいろいろ

な現象が出ています。第一、痛みがなくなります。痛くて痛くて転げ回ってい

るような人でも、高橋信次先生のご講演テープを聞かせてあげますと、『ああ、

楽になった』と言われます。それだけでも高橋信次先生がどのように偉大なお

方なのかお分かり頂けると思います。 

 

 

2002-7 月 Ｐ039【伝道だより】 

 私は高橋信次先生から『ご著書を拝読しなければいけない』、『ご著書を拝読

しなければ何も正法は理解できない』ということを再三お導き頂きました。高

橋信次先生の偉大な偉大なみ教えは、頭では理解出来ません。心でなければ理

解出来ません。ですから自分自身が心で読み取れるように、掴み取れるように

ご著書を拝読して頂きたいと思います。 

 

 

2002-9 月 Ｐ046【伝道だより】 

 現在、日本列島は、お年寄りの痴呆問題で混乱しています。何故なら、年金

や保険制度によって国がお年寄りの面倒を見るようになり、お年寄りが働かな

くても暮らせるようになって、生活の心配がなくなり、優雅な生活を送れるよ

うになった。昔はみんな貧乏で年老いてもワラジを作ったりして働かなければ

暮らしていけなかった。そして働いていたから痴呆などにはなる人が少なかっ

たのです。 

 しかも、あの世に帰る道──偉大なるご著書など何も与えられていなかった、

念仏を唱えることしか知らなかったのです。ですから痴呆はいわば安楽の中で

の現代病ではないかとさえ思います。安楽の中で生きるようになった結果、感

謝の心が小さくなってしまったのです。 
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 恵まれ過ぎて、そして頂くものがあまりに多過ぎて、自分がご恩返し出来ず

に、天の恵みの大きさに対して押しつぶされて苦しんでいる状態です。頂いた

ことに対して報恩感謝の行為があってこそ、バランスが取れて心が健全になれ

るのです。頂いたら返さないといけないのです、それが中道です。 

 正法は感謝に始まり、感謝に終ります。報恩感謝のない人は、いくら正法を

学んでいても必ず混乱してしまいます。幸せになれません。 

 

 

2003-3 月 Ｐ037【伝道だより】 

 集中して学修に入る方法ですが、日々の生活の中で、自分が三次元的な流れ

の中で生きてきてご著書を読もうとしても、四次元以降の勉強をしようと思っ

ても、段差がありますから集中出来ない場合があります。 

 ですから必ず『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお与えください。心に安

らぎをお与えください。私は、只今から今日の学修を始めさせて頂きます。何

卒お見守りください。お導きください』と、お祈りしてから学修を始めてくだ

さい。そうするとしっかり学修出来ます。眠くなどなりません。 

 

 

2003-5 月 Ｐ039【伝道だより】 

 偉大な偉大な主・高橋信次先生のご著書を拝読させて頂くことは、正法を学

ばせて頂く原点であり、基本であります。ご著書を真剣に何回も何回も心で拝

読させて頂いて、しっかりと基本が身に付かないと学修会に参加して聞いたこ

とや、高橋信次先生のご講演会で拝聴した内容だけで正法を（頭で知識として）

理解したような気になってしまい、自分が高い所にいるような錯覚を起こして

しまうことがあります。 

 このような時、高橋信次先生には、『常に下に降りなさい。一番下まで降りて、

一歩一歩反省して直して行きなさい』とご指導を頂いております。私達は、結

果のみを急ぐのではなく、精進努力の過程の一時一時を法により大切にしなが

ら、ご著書の拝読を急がなければならないと思います。 

 『ご著書を拝読して、今迄分からなかったことが心で分かるようになりまし

たー』と感動する心が大切だと思います。初心に帰って、必死にご著書を拝読

することによって、もっともっと悦びが大きくなるはずです。何一○回でも、

何百回でも初心に帰ってご著書を拝読することが大切です。何回でも初心に帰

ろうと思う人ほど成長が早いと思います。 

 

 

2003-5 月 Ｐ052【伝道だより】 

 ・・・私達の日常生活のすべてが、正法から外れないような生き方を命がけ

で努力することによって、誰もが光明に満たされ、安らぎに到達することが出

来るのです。 



795 

 

 常に一つの目標を持って実践することが大事です。『ただご著書を拝読すれば

いいや、五頁か、速く済まないかな』ではダメなのです。偉大なお悟りになら

れたお方に対する感謝と、報恩の思い、行いを持って、常に一時一時を大事に

して正法を精進して行く中で、必ず安らぎに到達することが出来るのです。 

 

 

2003-5 月 Ｐ052【伝道だより】 

 ・・・それは、高橋信次先生のご著書を拝読されていないからです。そこに

原因があります。もっとご著書を拝読されたら次第に分かるようになられます。 

 うまくいかない時は必ず、〈道に迷ったら、山の入り口に戻ること〉即ち、再

び初心に帰ってご著書を拝読されることです。 

 自分中心の考え、自分の既成概念を常に持って拝読しておられないか、そん

なもの持たないで、心の中にある思いをすべて捨て、『はじめての人に』の通り

に素直に拝読してください。例えば小説を読んでいると、〈この主人公は次どう

なっていくのかなあ〉と想像するでしょう？ その読み方はダメなのです。正

法は、その儘を素直に拝読することによって、心のエンジンが掛かるようにな

り、どんどん分かって来るようになります。 

 

 

2003-6 月 Ｐ060【伝道だより】 

 かつて、私も一○頁拝読させて頂いていた時は、次が気になって終わりを気

にしながら拝読しておりました。それに何回も読める頁数ではありません。 

 貴方様が言われたように、頁数を減らして拝読させて頂くようになってから、

同じところを何度も読ませて頂けることが出来、意識を集中して、心からの拝

読が出来るようになったのです。 

 ですから、三頁から五頁位の量で毎日繰り返し拝読させて頂くことが、より

深く拝読することが出来、集中出来るのではなかろうかと思い、そのように皆

様にお勧めしているのです。 

 

 

2003-7 月 Ｐ074【伝道だより】 

 偉大な主・高橋信次先生のご著書からも、偉大な光が出ています。家のご著

書が置いてあるところから、皆さんの家の天井を突き抜けて、天高く大きな大

きな光が出ているのです。ご著書も、それぐらい偉大な偉大な、地球上どこを

探しても見つからない、唯一の光のご著書であります。もしも、傷んでいたら

直ちに修理するなど、改めて大切に大切に保管するようにして頂きたいと思い

ます。 
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2003-10 月 Ｐ062【伝道だより】 

 ご著書は、目的を持って拝読すること。目的とは、偉大な法を心に落とそう

という目的です。 

 

 

2003-12 月 Ｐ054【伝道だより】 

 皆様は、勿体なくも今生、高橋信次先生の法にご縁を頂かれ、最高にお幸せ

だと思います。騙されたと思って、高橋信次先生のご著書を毎日必ず五ページ

を繰り返し書いてあるとおりに拝読され、そしてそれを心に落とすように努力

することです。ご著書を拝読させて頂くことにより、偉大な主・高橋信次先生

より、皆様は、直接お導き頂くのです。有り難い有り難い不思議なご本です。 

 

 

2004-2 月 Ｐ049【伝道だより】 

 ご著書を拝読するのに、「はじめての人に』という私の拙い文章ですが、書か

せて頂いておりますが、私はこういうことに気付くのに七年かかりました。『こ

のご本は、自分考えを入れた読み方をしては絶対に正しい理解が出来ない』と

思ったのです。 

 心についてのことや法については、まず自分の頭で判断する勉強の仕方、理

解の仕方では正しく理解出来ない。そして、それは無常な肉体に頼ること、即

ち物を中心に理解することになり、正しい判断は出来ません。偉大な主・高橋

信次先生のお説きくださっている『心に素直に』というみ教えから外れた、肉

体という無常な物を中心とした生き方になることに気付いたのです。 

 

 

2004-4 月 Ｐ049【伝道だより】 

 ご著書の拝読は単に活字を目で追い、脳裏に記憶するような勉強の仕方では

なく、肉の目で拝読すると同時に、心の目でも拝読することにより、雑念を排

除することが出来るようになり、より深く心に落ちることを学ばせて頂きまし

た。肉体の目で本を読んでいる積りでも心の中で何か外の事を考えている場合

もあるからです。 

 心の中で外のことを考えている時は、目で追っている文字は心に入りません。

肉眼と同時に心の眼も開き、眼の光は紙の裏側まで見抜くという思い、即ち、

「眼光紙背に徹す」の心で意識を集中して、一言一句を深く理解するように拝

読することが大事と思います。 

 

 

2004-5 月 Ｐ072【伝道だより】 

 ・・・『はじめての人に』によって拝読して下さい。『今から拝読させて頂き

ます。胸のチャックを開き心に入れさせていただきます』と、声に出して下さ
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い。 

 

 

2005-2 月 Ｐ062【伝道だより】 

 正しい法を信じる。正しい法を正しいと見る事が出来る自分の心作りが大事

です。ご著書『心の発見』『人間釈迦』はその大切な教科書です。 

 これを拝読しなかったら、偉大な主・高橋信次先生の法を正しく学修する事

は出来ません。神を信じる事も出来ません。 

 

 

2005-5 月 Ｐ066【伝道だより】 

 ・・・皆様も、しっかりとご著書を拝読され、常に法を中心に生活出来るよ

うになれば、次第に心が平安になられると思います。そのためには、まずご著

書を最低一日に五頁を最低五回拝読して下さい。 

 

 

2005-7 月 Ｐ089【伝道だより】 

 ・・・声を出して拝読することにより、より正しい拝読が出来ます。精一杯

大きい声を出して拝読されますと、その家にいる諸々の悪霊をも浄霊すること

にもなります。 

 

 

2005-9 月 Ｐ085【伝道だより】 

 皆様は色々なことをお教え頂き、反省し、止観して今日まで来られたと思い

ます。しかし反省されたことが、ある時を縁として再び思い出されることがあ

ると思います。そして、『何故どうしたんだろう。反省したのに、何故どうして』

と一時混乱されたことでしょう。それは心にあることですから、永遠に消えな

い、消すことは出来ないのです。 

 しかし常にご著書を拝読しておりますと、常に心は善念の中に生きることが

出来ます。善念または愛念の中に生きられるようになりますと、過去の愚かな

心の次元よりも高くなり、次第に過去の自分を思い出すことが次第になくなる

のです。 

 心がどんどん調和し、向上していくことにより、心には反省した事の事実は

記録としてありますが、精進努力により次第にその次元より調和した次元に進

むようになるのです。その次元からダウンしないよう、常にご著書を拝読、ご

精進されることが大事です。 

 

 

2005-12 月 Ｐ071【伝道だより】 

 皆様、ご著書を拝読してください。偉大な主・高橋信次先生のご講演のカセ
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ットテープをいくら拝聴されても、ヒヤリングだけでは心に入りにくいのです。

ご著書をしっかりと拝読して、そのうえ、偉大な主のご講演を拝聴させて頂く

ことが正しい順序だと思います。そうしますと、ご著書の一言一句が心に根を

生やし、自分に必要な「おことば」が、必要な時に自分の心からお与え頂ける

のです。そうなったらしめた物です。それが守護・指導霊様のお導きであり、

善なる心の叫びです。 

 いくら頭で考えても出てくるものではありません。だから非常に都合がいい

のです。ご商売していようが、何していようが、必要な時に、困った時にちゃ

んとお救いが頂けます。『えーとー』と、頭を使ったらアウトです。守護・指導

霊様が、心がお教えくださいます。こ著書を拝読することが何よりも重大じゃ

ないかと思います。 

 

 

2006-1 月 Ｐ063【伝道だより】 

 ・・・著書を拝読する前に、『大宇宙大神霊・仏様、只今からご著書を拝読さ

せて頂きます。私の守謹・指導霊様、私の六○兆からなる肉体細胞の意識よ、

何とぞ私の修行にご協力ください』と唱えますと、必ずご協力が頂けると思い

ます。それには工夫が大事です。今後熱心に偉大な主のご著書を拝読されたら

次第に心からそういう智慧は生まれます。あらゆる智慧を絞って行ってくださ

い。それが貴方様に与えられた道です。 

 『おっぱいが欲しい、欲しい』という赤ちゃんに、お母さんは、赤ちゃんの

口をこじ開けておっぱいを飲ませますか。赤ちゃんは目が見えなくても自分で

求めて乳房をふくみます。自分自身の自ら進む道は、誰もちゃんと心がすべて

知っているのです。『求めよ、さらば与えられん』です。 

 

 

2006-4 月 Ｐ068【伝道だより】 

 私は常々、皆様に、一日にご著書の五頁を、何回も何回も拝読して下さいと、

お願いしておりますが、それを何年も何年も積み重ねていかないと、「愛」とは

とか、「心」とは、という世界に深く入っていくことは出来ないのではないか。

心に入れることが出来なければ、天と繋がらせていただくことは出来ないと思

います。 

 

 

2006-8 月 Ｐ080【伝道だより】 

 まず、ご著書『心の発見』の神理篇から、一日の中で拝読する時間を予め決

めて、最低五頁を五回は拝読することです。自由気ままに、『今日は止めた、明

日にする』等、これは自分中心で、法を中心ではありません。心を集中して拝

読しなければ、決して、神理は分かるものではありません。いくら正法を語っ

ても、正法を曲げて行くことになります。 
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 ご著書の拝読が最も大事な基本原則です。 

 正法は、偉大な偉大な主のご著書を拝読し、書かれている中味を自分が良く

理解し、日々生活の中に生かして行く、それだけです。そういう実践をしない

で伝道していたら、自分の心の次元の魔を呼び込むことになります。それが、

伝道の一番大事なことです。ご著書を拝読しなかったら、伝道してはいけませ

ん。それは正法を冒涜することになるからです。 

 何卒皆様、偉大な主のご著書を毎日正しく拝読してください。 
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11．【心の窓・霊道】 
 

11-１）【心の窓・霊道・パラミタ(ご著書より) 】 

 

心の発見(神理篇) Ｐ103 

 霊的現象というものは、経済や物理的な考えから離れた心の中のできごとで、

目的に対して自分の意志が働いたとき現象化されるものである。 

 また守護霊や指導霊の個性もはっきりと認められ、上段階光の大指導霊が意

織を支配した場合は、体が大きくなるような感じがする。相手の指導霊や、守

護霊の本体や分身が、私達に話しかけてくることもある。そうしたときは、そ

の生誕の事情から、現在心で何を考えているかをまで教え、解答してくれると

いうことがある。 

 守護している人間に対し、善行為の場合に限って訴えてくることもある。 

 ・・・人間は、もともとそうした霊能力を持っている。ただ肉体的な煩悩に

支配され、想念が調和されないために、潜在意識の九○％と、表面意識の一○％

のダイヤルが合わないだけなのである。 

 正しい心を持って、日々の生活をしているならば、誰でもこの能力を発揮出

来るのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ128 

 ・・・観自在菩薩、と仏教が教えているのも、こうした心の窓を開いた人々、

真面目な人生を送り謙虚な心を持って他に慈悲を与え、万象万物への報恩感謝

の心を行為によって現わす人々のことである。こうした人々は、生物の精と交

信することが可能なのである。 

 そして人間は、誰もこのような能力を持っている。またこの能力を開発する

ことは、自分自身で可能のことなのである。要するに「正法の実践生活以外に

道は開けない」ということである。 

 花の精は、この現象界における姿と同様に、実在界でも常に美しく、自然と

の調和を目的として種族が保存されている。 

 私達の心の窓が開かれ、霊道が開かれたときに、ほとんどの精と語り、大自

然の仕組み、万象万物の相互関係を話すことができるようになって行くのであ

る。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ023 

 ・・・この現象界に生まれてしまうと、表面意識が一○％になって、九○％

がほとんど潜在意識となってしまうため、私達は魂の修行をしなければならな

いのである。 

 悲しみや苦しみの多い、きびしい人生航路の世界で、自分自身をしっかりと
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みつめ直し、肉体の支配者である己の意識（魂）の中心（心）に良く相談して

八正道実践の生活をすることだ。そうすれば心の窓は開かれ、人間として生ま

れてきた目的と使命を悟ったときの喜びは、言葉で現わすことはできない。 

 人生における自己保存、自我我欲によって造り出された暗い想念が、表面意

識と潜在意識の調和を妨げる。暗い想念のくもりによって、神仏の光を受ける

ことができなくなり、人間は苦しみや悲しみの人生を、自らの行為で造り出し

てしまうのである。正しい神理に適った生活以外に、私達の正しい心の窓が開

かれることはないということだ。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ042 

 私達は、現象界の栄華に憧れ、世を楽しむことと、道を楽しむこととは自ら

別であることを知らなくてはならない。 

 過去に繁栄した国々がなぜ滅亡し去ったのであろうか。弱き者達を犠牲にし、

権力者は増上慢となり、栄耀栄華の明け暮れ、動物的本能まる出しの肉欲的行

為にうつつを抜かし、仏性を失って自我我欲の権化と化したところに原因があ

った。 

 修行を怠り、栄華を楽しむだけの人生を反省し、正法の道を自ら求めねばな

らない。自ら求めたものが与えられたときの喜びは、何物にも代えがたいもの

である。心の道は深遠であり、悟ればこれに勝る喜びはない。 

 この喜びを得るには、あらゆる諸現象に対して、正しく判断する理性、喜怒

哀楽を表現する感情、神仏より与えられている本能、人生経験と智性、これら

のものが互いに調和を保ち、心にとらわれのない生活をすることが必要である。 

 万象に対する感謝と報恩、供養と布施の心を持って、神理の実践生活をする

こと。それによって心の窓は開かれ、自らの力で偉大な智恵の宝庫を発見する

ことができるのである。 

 このとき、己の心に気がつき、私達は、魂の兄弟や、守護、指導霊と調和さ

れ、私達がより良い人生を送れるよう、慈悲と愛に満ちた指導、協力がなされ

ることを悟るであろう。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ070 

 観自在力が得られることの神理は、心行の一致にあるのである。仏智も神の

力も、自らの心の王国を通して湧き出てくるもので、守護霊や指導霊の協力に

より智慧の宝倉が開かれることによって得られるものなのである。 

 日常生活をないがしろにして、心と行為が調和されないまま霊的現象が起こ

っている人々は、まず心に不安がないか、体の調子は悪くないか、増上慢にな

っていないか、怒る心、恨みの心が出ていないかを良く考えて、一つでも欠陥

があれば疑問を持ち、心を正しい方向に定めて生活自体の調和を計らなくては、

霊的な災いを受ける場合が多いということを知るべきだ。 



802 

 

人間釈迦① Ｐ279 

 人の意識は表面意識、想念帯、潜在意識にわけられる．ふつう表面意識と想

念帯の働きによって生活する。想念帯は毎日の想念行為を記録するテープレコ

ーダーで、心理学上の潜在意識はこれに当るようである。 

 ところで、もう一人の自分とは、潜在意識を指し、この意識こそ、パラミタ

であり、表面意識と潜在意識が完全に同通した時に、解脱する。解脱への修行

は、表面意識の調和と想念帯の浄化にある。浄化は反省と行為によって行なわ

れる。 

 

 

原説般若心経 Ｐ020 

 ブッダの教えは、人間を、人生の苦しみから解脱させる方法を説いたもので、

これを、ブッダ・スートラといっていました。 

 “悟りへの道”“悟りへの教え”です。 

 つまり、日常生活の一瞬一瞬の中で、かたよらない心と正しい行ないを実践

する。そのときに、私達の心の窓は開かれて過去世を思い出し、現在の毎日の

生活がいかに大切であるか、それゆえに人生の目的と使命を自覚せざるを得な

くなる。そういった悟りへの道の教えなのです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ27 

 内在。それをいえば、私達の心には転生輪廻の過去現在のすべてが記憶され

ているのですが、心の不調和な行為によって曇りを作り、自ら神の光りを閉ざ

してしまっていることで、過去世で体験したあらゆる智慧を思い出すことが難

しい、ということです。 

 それを思い出すためには、一切の執着を断って、足ることを知り、八正道の

実践生活によって心の窓が開かれるといえます。 

 人生における体験は、わずか百年前後です。しかし内在されている体験は、

無限に近いものなのです。 

 私達が、この智慧を思い出して生活したならば、まず生命の永遠を悟ること

ができ、どのくらい大きな人生での幸せを得られるか、はかり知れないものが

あります。 

 

 

原説般若心経 Ｐ095 

 心の窓を開く、ということは、何のこだわりもなく、豊かに、丸い心を持ち、

おそれるところもなく生きるということでしょう。 
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原説般若心経 Ｐ131 

 “空”の世界を悟るには、まず八正道という、片よりのない中道の道を、生

活の一秒一秒の積み重ねの中で行なわれねばならないのです。その努力によっ

て心の窓は開かれ、五体からもう一人の光子体の自分が抜け出し、次元の異な

った“空”の実在界に行き、そこで大指導霊、すなわち如来や菩薩達に会うこ

とによって、はっきりと確認できることなのです。 

 それには、総ての執着心を捨て、欲望を捨て、生と死の間の迷いを超越する

ことが大切です。 

 

 

心の指針 Ｐ140 

 ・・・神理を悟った天使の話を聴聞することによって、想念帯をおおってい

た各人のこれまでの考え方、想念、教養、徳性に変化が起こり、既成観念に各

種の疑問が湧いてきます。そうして、そうした疑問は、やがて、回を重ねるに

したがって、だんだん、永解されてゆきます。 

 しかし疑問そのものは、各人それぞれ異なり、次第に高次元化されてゆく人

もあります。疑問の連続、そしてその回答の積み重ねは、やがて、心に通じま

す。疑問は天使の話を聴聞することによって生じ、自ら行ずることによって、

事実と理論の一致という解答で裏づけられてゆくものです。ですから疑問と行

動は、たえず表裏一体となっていることが理想であり、悟りへの早道といえま

す。 

 ここで注意したいことは、疑問の解答が事実となって現れる場合と、そうで

ない場合があります。それは守護霊がその人の意識を麿くためです。その人に

必要なときは直接的に、そうでないときは間接的に解答を出すからです。たと

えば、ある人が神理の話を聴きます。その神理を聴く時期が、その人の人生、

これからの一生にとって大事な運命の岐路に立っている場合は、その解答は直

接的になります。つまりズバリ、ズバリとわかっていきます。そうして、その

人をして、神理の神理たるゆえんを教えてゆきます。間接の場合は、ある程度、

その神理もわかり、昔のように、五官や六根に左右されないとみれば、今度は

手をかえ、品をかえ、より高次の疑問を提示し、その解答を、自らの意識で悟

るように仕向けるのです。 

 こうした場合は、疑問に対する解答は、容易に解けません。解けてもちがっ

ています。守護霊は、あの世とこの世をみており、各人の生活を四六時中見守

っていますから、その人の意識の状態、魂の状態いかんで、いろいろ指導しま

す。そのヤリ方は各人各様です。一概にはいえません。 

 霊道が開いたということは、天使の光が、その人の意識に入ったことであり、

同時に、内からの光が外に出たことを意味します。想念帯に窓が開くその典型

が霊道です。霊道のことを普通は霊能といいますが、霊能が開くと、いろいろ

なことがわかってきます。人の心はもちろんのこと、病気の原因、明日起り得

る出来事、離れていても天使と話しができ、したがって電話もいりません。天
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使自身は、観自在で、居ながらにして、遠く離れた諸々の事象をキャッチしま

す。 

 

 

心眼を開く Ｐ121 

 正法の根本は、神の子の己自身です。霊能そのものではありません。霊能は、

神の子の自分にめざめたときに、二次的副作用として起こるものです。霊道の

原則はこの一点にあります。したがって霊道は、今世の肉体行の有無には関係

ありません。日々の生活の場において、中道の心を失わず、人間らしい、正し

い法にそった生活を送るならば自然にひらけます。 
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11-２）【天と繋がる・現証(丸山弘先生のご指導)】 
 

1998-11 月 Ｐ040【確証】主婦の方の投稿より 

 ・・・その後お部屋を移して定例の学修会をいたしましたが、いつもより早

く切りあげられて、先生が「さあ、いまから大自然と触れ合いましょう。皆さ

ん窓の処へ寄って外を見てください」とおっしゃられ、さっさと窓の方にいか

れました。内心私は、学修会がこんなに早く終ってもいいのかなと思いつつも

慌てて窓の方に行きました。 

 この日はどんよりとした曇り空であったはずなのに、その時は今にも雨が降

りそうな黒い雲がどんどん流れておりました。太陽は見えないけど一ケ所だけ

薄明るくなっている部分がありましたので、きっと太陽はその辺においでるの

だろうと思っておりましたが、先生が空にお心を向けておられましたので私達

一同もそれに見習っておりましたら、突然、何と全く見当はずれの上空の黒い

雲が二つに裂けて太陽がぽっかりと顔を出されたのです。 

 とっさに私は、あっやっぱり出た！と叫んでしまいましたが、青年部の方々

も口々に何か言っておられました。その現象が二回、わずか数分の出来事でご

ざいましたが、私の心は前回のバス旅行の梅丈岳の現象といい今の現象といい、

神様と主が「はい、この通りです。現象とはこのようなものです。今行じてい

る道は間違っていないですよ」と、おろかな私の心にしっかりとした確証をお

与えくださったのだと思いました。 

 心の中の首が何度も何度もうなずいておりました。三十分程して外を見た時

にはあの黒い雲は何処へいったのかしらと思いたくなる一面のただの曇り空で

ございました。先生のすごさにも、ただ、驚くばかりでございました。全くす

ばらしい学修会をいただいたことに感謝して帰途につきましたが、その間も

山々の稜線が美しく重なり合った調和された姿を見せてくださいました。 

 そして高速道路に乗ったとたんに太陽が顔を出されて、金沢に着くまですば

らしい現象を見せていただきました。立山で見た太陽とは違い高速道路での太

陽は光強く輝いておられました。その車中で丸山先生が「私は高橋信次先生が

愛して愛してゆかれたご家族にもし、いま、万一の事があれば何が何でも飛ん

で行ってお守りせねばと私達夫婦はいつも思っているんですよ」というお話し

を伺いながら先生の深い深い愛のお心に感動いたしておりました時、太陽がひ

ときわ強い光を放たれたように思いました。 

 少し間をおいて丸山先生にお聞きいたしましたら、私もそのように思いまし

たと言われました。私は先生の愛のお心に主はお答えされたのだと思いました。

ほんとうに感動いたしました。神は、主はいつもいつも私達を見ていてくださ

っている、今話しをしていることも神のみ心に叶っていると即座にお答えをく

ださる。そして、ホテルでの現象といい、今といい神と主は私達の師にすごい

協力をなされておいでるんだということを痛感いたしました。 

 また、私にはいま北陸の指導者のもとで学んでいる法は絶対に間違いはない

のですよ、これからもしっかりと丸山先生のもとで法を学んでいきなさいと、



806 

 

さとしてくださったように感じられました。先生のお顔は太陽の光で赤く染ま

っていらっしゃいました。ほんとうに神様と主の慈悲に心がふくれあがり、た

だただ感動いたしました・・・。 

 

 

1989-02 月 Ｐ023【ほくりく便り】 

 昨年Ｓさんのお父様が亡くなられたあと、お父様のお部屋に異臭が漂いお家

族の皆様が室に入るのがためらわれておられました。ご指導により、高橋信次

先生のテープを一週間余り流し続けられた結果、異臭がなくなり以前よりも明

るいお部屋になり、お家族の方々も抵抗なく室に出入り出来るようになったと

いう悦びのお話を聞かせていただきました。 

 毎々びっくりすることばかりですが、今回のこのお話をお聞きして、改めて

高橋信次先生のお心のこもったお声の波動だけでも、こんなにすごいことにな

るのかと深く感動いたしました。 

 

 

1989-11 月 Ｐ021【神の光】主婦の方の投稿 

 ・・・九月十七日、いつものように先生のお宅で、ビデオを拝見しておりま

した。高橋信次先生の心からほとばしるような法話に、感動の連続でした。そ

のような時、急に部屋全体が明るく輝いているのを感じまして、「あら、どうし

て急に明るくなったのかな、窓のブラインドがしっかり降りているのに」と、

思っていますと、画面に写し出されている先生から、燦然とした金色の光が、

放射状となって私達の方向にあびているような広がりをみせているのです。 

 私は別世界へ入りこんだようで、声も出ませんでした。しかし、心の中では、

もしかしたら、この光は、丸山先生から、「ビデオを何度も拝見して、光を沢山

いただいて帰りなさい」と、再々お話しいただいていることの光かも知れない。

すると先生は、常にこの光が見えているに違いない。なんとすばらしいことだ

ろうと、胸が熱くなっておりました。 

 

 

1990-1 月 Ｐ026【現象】デザイナー(女性)の方の投稿より 

 ・・・去る十一月の富山での学修会の時のことでした。私は、丸山先生のお

計らいによりまして、金沢へむかう帰りの道中を丸山先生とご同行させていた

だける機会をいただきました。私は心中嬉しい気持ちでした。 

 さて、車は会場を後にし、高速道路に入り、砺波平野にさしかかりました。

その時、まわりの風景がだんだん霞がかったようになってきました。田んぼの

焚き火の煙と、霞がとけ合い、山がぼうっと浮き上がったようになっています。

集落も、街の灯も、霞んでいて浮き上がっています。そんな光景の中で、夕日

があたり一面を赤く染めていました。私は初めて見た幻想的な風景に驚きまし

た。 
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 「先生、なんだかまわりが霞がかってきました」と私が言いますと、先生は

「これは天上界の風景を私達に見せてくださっているのですよ。この車に乗っ

ている私達四人の心が調和しているから、見られるのですよ。現象というもの

は、次元の高い方の波動によって、たかめられて見せていただけるのですよ」

と語ってくださいました。私はこのお言葉を聞かせていただき、ただ感動で言

葉がつまってしまいました。 

 「ああ、これが現象なんだ」私は心の中で叫んでいました。私にとって、か

けがえのない人生のひと時です。その時に見せていただいたかけがえのない風

景でした。私はただありがたくて、感謝の心で一杯です。 

 丸山先生、ありがとうございます。このように現象を見せていただき、自分

が今まで学んできた「知」の世界がほんとに小さな小さなものであることがわ

かりました。正法の世界がこんなにも深くて、小さな自分でははかれないほど

広い世界であることをわからせていただきました。 

 

 

1991-5 月 Ｐ014【本堂が黄金色に】主婦・・・ＧＬＡ月刊誌昭和四十六

年四月号より転載 

 高橋信次先生につきましては、主人の先輩で常々交際しています春日部市の

○○○○様から、昨年来、主人が「天使の再来」という本を頂いてきましたの

で、少し読ませて頂きましたし、また先生の話を○○様から主人が聞いてきた

のを、またぎきで聞いたりして、とにかく不思議に思っていました。その後、

主人が、この正月三日に八起ビルにうかがい、霊能者のことを話され、私も一

度、八起ビルに行って見たいと思っていました。 

 しかし昨年春から毎月ある行者のところに通っていまして、はじめは非常に

透視がきき私の家の状態や、物置場まで分かりました。行者のところは信者も

非常に多く、私は私の透視について何にも信じていませんでしたが、「お寺に行

くな」「墓地に行くな」「死人のものを身につけてはいけない」と言われはじめ、

だんだんおかしく感じはじめていました。特に去る二月一日に行った時、他の

信者に「仏壇や位牌を焼いたら家の中がよくなったろう。両親の法要にも行っ

てはいけない、気の毒な人を見たら避けよ、悪い霊がつき自分が不幸になる」

など、その話に奇異を感じました。 

 それまでの主人は、八起ビルに行くのもよいが、行者のところに毎月行って

いるので、両方へ行くのはどうかと言っていましたが、前述の話をしましたら、

それは奇怪だ、正しいようには思えない、お前が○○○○さんのところに質問

に行くなら自分も一緒に行こうと言いますので、二月七日、主人と二人で○○

様宅へ伺いました。○○様も「それは怪しい、高橋先生なら分かる筈である。

丁度、今日午後一時から越ヶ谷迎接院で、先生のお話があるから」ということ

だったので、二人して大急ぎで越ヶ谷に向かいました。 

 迎接院に着いて、所用後本堂に参りましたところ、机の前に座っている方と

主人が何か話をされており、私はその方こそ高橋先生と直感しました。少し離
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れたところに坐り、高橋先生の方を見ましたところ、直ぐそのお顔が、白い美

しい光に輝きはじめました。あまり美しい光なので見惚れていましたが、その

うち、少しづつ黄金色に輝き出し、先生の姿がだんだんお釈迦様に変わってい

きました。私は、これはどうしたことだろうとなおも見守っておりますと、そ

の黄金色かだんだん大きくなってきて、ついには本堂一杯に輝いてきました。

もうこうなりますと、私には黄金色以外何も見えなくなり、そして、そこに、

天竺、天上界から降りてこられた釈迦牟尼仏が坐っておられました。 

 大きなお顔のふっくらした、体格の豊かなインドの昔の法衣をまとって坐っ

ておられる釈迦牟尼仏が……。 

 私は胸にグッと迫るものがありました。それは偉大にして全宇宙を慈悲の手

で包み、病を治し、貧乏に悩む衆生を救いにこられたという胸に迫る力強い迫

力を感じたのであります。 

 そうしてその釈迦牟尼仏は、本堂にお祭りしてある仏様の像などとは全然問

題にならない、とてもとても偉大な慈悲深さを持たれた美しい姿の仏様であり

ました。 

 我にかえり、ふと他を見まわすと、主人やそのほかの人々は全然光もなくた

だの普通の人間です。 

 やがて、私が見ました本堂一杯に黄金色を輝かされた常人の二倍ぐらいのお

姿のお釈迦様は高橋先生がご講演をはじめられると、まもなく眼前から静かに

消えていきました。 

 わたしのようなつまらぬ、不徳で不調和な中年過ぎの者が、全然お会いした

こともない高橋先生を、これこそかねがね耳にした先生であると直感し、そし

てその高橋先生がみるみるうちにお釈迦様となられ、常人の二倍位の大きさに

見えてきて、その黄金色の光は大きな本堂一杯に輝き、慈悲溢れる胸に迫る感

じをお与えくだされたことの不思議と有り難さに、私はこれまでにない感動を

うけたものです。 

 お釈迦様の、あの偉大にして慈悲に満ち溢れたお姿は、私の心に焼き付き、

まぶたを閉じると、今でも天上界に行ってお釈迦様にお会いしているような気

がしてなりません。 

 

 

1997-1 月 Ｐ029【神秘的な光輪現象を見させて戴いて】自営業(男性)の

方の投稿より 

 私は、今年の四月二十一日に南九州地区座を開設して戴き、第一回学修会か

ら法友の皆様のお仲間に入れて戴きました鹿児島の○○でございます。 

 第一回目は、発会式を兼ねた学修会で、先生から『法がある。法がない。法

とは何か。思想とは何か」というお話があり、初めての私には難解で、これは

一生懸命勉強しないとついていけないぞと思ったのが学修会に出席した初印象

でした。 

 第二回目は、先生のご挨拶の中で、「今日からはお互い諸肌脱いで裸になって
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一生懸命法の勉強をしたいと思います。私もそういうやる気満々の気持ちで来

ています。正法とは正しい法、法とは神の御心です。本当の真実の神の教え、

神の心というものは、お釈迦様が説かれた慈悲、イエス様が説かれた愛、モー

ゼの奇跡現象の三つが揃わなくては正法ではない。私にもこの三つが欠けてい

たら正法ではなく、法から外れ、私自身の考えをお話したことになる。この三

つが欠けているか、いないか、見ていてください」と決意を述べられました。 

 私はこのお話をお聞きして、正直言って神様ならいざ知らず、この三つを簡

単に出すことは不可能だと思っていました。ところが本当だったのです。南九

州地区では先生が見ていてくださいと約束なさったとおり、第一回学修会から

学修会の都度、光輪現象を見させて戴いております。 

 ところが、第一回学修会の時は、法を知らない悲しさで、光輪を単なる気象

現象くらいにしか感じませんでしたが、第二回学修会までの一ケ月の間に高橋

先生のご著書を拝読して、正法のすばらしさ、偉大さが分かり、第二回学修会

からは、先生のお話がスムーズに心に入るようになりましたが、光輪が主のお

計いでできているということについてはまだ半信半疑でした。 

 現証として見させて戴いているのだと信ずるようになったのは第三回学修会

からでした。凄い力をお持ちの先生だと畏敬の念を抱いておりましたが、更に、

九月十五日の第六回学修会の日は、筆舌に尽くし難い神秘的な現象を見させて

戴きました。 

 十二時前、丸山先生が会場にお着きになる時間に、子供（子供といっても四

十四歳）と二人で玄関に出て待機していたときのことでした。当日は風もなく、

澄みきった秋晴れで、こんな晴天の日には光輪は出ないねと二人で話しながら

空を見上げてから僅か数秒後でした。白い蒸気か、薄い霧のように見える白い

閃光が、四方八方から太陽をめがけて物凄い勢いで太陽を取り囲んだと思った

瞬間、青空にくっきりと美しい大きい光の輪ができました。光輪ができるまで

の時間は、私と子供が同時にアッと驚きの声をあげましたが、そのアッという

声が終わるか終わらないかのほんの一瞬の出来事でした。図らずも光輪ができ

た瞬間と丸山先生のお乗りのタクシーが玄関に到着したのとほとんど同時でし

た。 

 私はこれは偶然というよりも奇跡だと、唖然としながら光輪と車を交互に見

ながら車のドアを開けて先生をお迎えいたしましたが、下車された先生に対し

て光の天使がご苦労様といたわるように光の輪の日傘をそっと差しかけられて

いるように見え、心から感動を覚えました。私はこの光景を見させて戴いて、

高橋先生の正法を説かれる先生は沢山おいでになられますが、丸山先生はこれ

らの方々とは全然違うと思いました。 

 丸山先生は法を話しておられます。法がある基準は、学修会の都度見させて

戴いている光輪、そして今回のように光輪ができる不思議な過程をいとも簡単

に出して見せられることです。これは、天上界より、ここに法があるんだよと

お計いくださり、証明しておられることでないとできない現象だと思います。 

 このように偉大な丸山先生から直接正法のご指導を戴くことのできる喜びと
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幸せを噛みしめております。そして、ご指導を戴くようになって僅か六ケ月と

いう短い期間に、有難いことに誰でもが経験できない奇跡現象も見させて戴き、

また、最近は正法のお陰だと思われるようなことが多くなりました・・・。 

 

 

2000-7 月 Ｐ057【伝導だより】 

 正法を一生懸命学んでおられない方や学修会に参加されておられない方には、

神の光を入れさせて頂くことは出来ないのです。少なくとも年に一○回は学修

会に参加して、発表し、指導を受けて実践しておられる方でないと、その方の

お心の状態が分かりませんので、突然の指導をすることは出来ないのです。 

 もし、私の正しくない判断によりその方が命を落とされるようなことになっ

たら大変です。光を入れるということは、肉体を手術することと同じなのです。

命に関わることなのです。ですから、誰でも光を入れるということは出来ない

のです。このことにも神意による正しいルールがあるということを知って頂き

たいと思います。 

 

 

2001-6 月 Ｐ059【伝道だより】 

 ある方が「生かして頂いていることを悦び、感謝の心で受け止められない限

り、『正法帰依とは』を読ませて頂いても、神仏の慈悲を心に頂けないことを教

えて頂き、神仏に感謝出来る心を作るよう実践して行きます」と発表されると、

先生は 

 「心に頂けないということは、自分中心で神仏を基準に生きておられないか

らです。神仏を基準にした生き方とは、一日何回でも神仏に心を向け、『大宇宙

大神霊・仏よ、お蔭様で今日を頂き有り難うございます』と感謝することです。

それが天と繋がった生き方なのです。 

 また、実践すると言われましたが、どのように実践して行かれるのか、この

場でもっと具体的に誓われることにより、天と繋がり、お救い頂けるのです。

天は常に私達を救おう救おうと思っておられるのですから、神仏を基準に生き

る努力をした分だけ、心が豊かになるのです」とご指導され、 

 その方が「ご著書をより心を込めて拝読することをお誓いします」と言われ

ると、先生は「それで天と繋がりましたよ。貴方様の守護霊様もきっと悦んで

おられるでしょう」とお話しされました。 

 

 

2003-5 月 Ｐ055【伝道だより】 

 『光輪現象』は、偉大な高橋信次先生がお説きくださいました法に素直に正

しく思う、行う、学修をしている所、即ち法がある所に現れるのです。それは

神仏による祝福の現象なのです。文証・理証・現証の『三証』の一つなのです。 

 その『光輪』を拝見させて頂き、希望と勇気と悦びをお与え頂けるごとに、
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私はいつも涙が溢れてまいります。 

 『光輪』は自然現象ではありません。ただ現れるのではありません。その都

度、必ず何かお導き頂いているものと思います。 

 

 

2003-6 月 Ｐ069【伝道だより】 

 皆様は、ちょうど生まれて来られた時と同じ時に、偉大な主には、今生、こ

の日本にお出ましになられることを予め知って出て来られたのです。この事を

しっかりと考えて頂きたいと思います。 

 ・・・まず、偉大な主・高橘信次先生のみ教えをご著書「心の発見」により

学修、実践しなかったならば、使命を果たすことは出来ないと思います。み教

えを学習し、心に入れて実行する。己を生かし他を生かす、愛の心の持ち主に

なるよう一つ一つ実践することによって、自分の心が悦び、感動、感激が頂け

るようになるのです。 

 お金が貯まった、美味しいものを食べたという、物による悦びや、感動、感

激ではなく、心から溢れ出てくるあの世まで持って帰れる感動、感激、悦び・

勇気・希望が頂けるのです。そういう人は当然身体から金色の光が出ておりま

す。深く実践された人ほど、この光の量が大きくなります。やがてその光の量

に応じた世界に帰っていくのだとお導き頂きました。 

 改めて、如何に、今偉大なみ教えを頂いているか！ 如何に、今という時が

偉大な時であるかということを、皆様には、自覚して頂きたいのです。 

 

 

2004-4 月 Ｐ080【伝道だより】 

 ご光輪は、自分が見たと思ったら大間違いです。神仏には、あの世で約束し

て来た使命を果たしておられる人に対して、祝福として賜わっておられるので

す。またお励ましくださっておられるものと思います。 

 

 

2004-7 月 Ｐ081【伝道だより】 

 ここ富山では今、全国で一番ご光輪現象が拝見されているのではなかろうか

と思います。それは、富山にはそれだけ正しくご精進されている方が多数おら

れる、ということだと思います。 

 最近、ご光輪を拝見された方で、『このご光輪は、自分を祝福してくださるた

め拝見させていただいているのではないか』と思われる方が増えているように

思いますが、確証のない、そういう自己中心の思い方はしないで下さい。 

 ご光輪は個人に対して現れることはないものと思われます。その地域の心あ

る方々に対しての現象ではないかと思います。 
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2005-8 月 Ｐ080【伝道だより】 

 ご光輪を拝見させて頂いた時、立ち止まって頭を下げてお礼を申し上げよう

とすることにも、大変勇気が要ります。しかし、勇気を持って出来た時には、

本当に心が開かれてくるのではないかと思います。 
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12．【天変地異ほか】 

 
12-１）【花・植物の精(ご著書より)】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ125 

 一九六九年八月、私が信州の工場へ出張したときのことである。 

 工場の入口から右手に、美しい夏の花が咲いていた。佐久高原の空気は、東

京など都市と比較すると別天地の感がある。空はあくまでも碧く、陽射しは強

くきらめいている。いったん日蔭に入ると、快い自然の涼しさがある。 

 私は、草むらに横たわって、グラジオラスやダリヤを眺めていた。すると、

ディズニーの漫画に出てくるような、大人とも子供ともつかない愛らしい少女

が、花の中から出てきた。頭上に花を乗せているすらりとした優雅な容姿は、

とてもこの世のものとは思われなかった。その少女は、にっこりと私に頭をさ

げたのである。 

 「私は花の精でございます。私達は、自然界を色とりどりに彩どり飾って調

和の使命を果たしております。皆さまの心に安らぎを与えられることを喜んで

おります」 

 私には初めての経験だったが、たとえ植物であっても生命を持っており、こ

の現象界に何らかの目的を持って保存されていることについて、強く心を打た

れた。あまりに現実離れした現象であり、夢でも見ているのではないか、錯覚

を起こしているのではないか、と戸惑った。私も体を起こし、その場所で花の

精に礼を返した。 

 「初めてのできごとで、ただ驚いています。今日は美しい花を見、自然に接

することができて大変喜んでおります。これからも自然界をより美しくしてく

ださい」 

 顔もスタイルも人間にそっくりで肌は透き通るように美しい。実在界あの世

の人々と違う点は、体が小さいだけで、語ることもしっかりとしている。花の

精は、 

 「人間は立派な体を持ち、偉大な創造力と実行力を持って生活をしておりま

すが、おろかな人人も多いですね」 

 と人間批判を始めて、笑った。 

 「なぜ人間はおろかですか」 

 私が問い返すと、彼女は即座に、 

 「神の子であるはずの人間は、心を失って安らぎがなく、自己本位にしか物

を考えないではありませんか。毒薬で生物を殺生し、自分で撒いた農薬によっ

て人間の体までこわしてしまっている。心の中は欲望のかたまりで、人間同士

の信頼も薄い。醜い争いや破壊。私達は大昔からこの地上界に花を咲かせなが

ら人間の社会を見てまいりました。だから人間のおろかさが判るのでございま

す。私達は自然のままに生き、常に美しく自然を飾り、自我を持ってはおりま
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せん。人間にも美しい姿を見せておりますが、無情にもむしりとってかえりみ

ない人が多い。私達はそれでも不平もいわず、調和と安らぎの環境を造ってお

ります。美しさを充分に発揮し、人間の心に少しでも安らぎを与えることがで

きるならば一番幸福に思っています」 

 私は、花の精に返す言葉がなかった。 

 「人間も花のような美しい心になって、私達と同じように調和のとれた自然

を造ってください」 

 と花の精はつけ加えた。 

 きびしい批判であった。 

 思想の対立、宗教的対立、戦争、破壊、花の精にも劣る人間像、と考えれば、

その批判に私達は大きな反省をすべきであるし、心の窓を開いて神仏の子たる

使命と目的を果たさなくてはならない、と私は思った。 

 花の精は、「よけいなことを申し上げて」というと、花群の中に姿を消して行

った。 

 ・・・花の精は、この現象界における姿と同様に、実在界でも常に美しく、

自然との調和を目的として種族が保存されている。 

 私達の心の窓が開かれ、霊道が開かれたときに、ほとんどの精と語り、大自

然の仕組み、万象万物の相互関係を話すことができるようになって行くのであ

る。 

 花の精でも、「藤」は可愛い青い眼をした少年の姿をしている。「松の木」は

老人が多い。また『蝶』にも『魚』にも同様に魂がある。彼らも不滅の魂であ

り、あの世とこの世との輪廻転生を続けているのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ232 

 「一寸に虫にも五分の魂」という諺があるように、動物、植物ほかの生物も

また、生きる権利を神仏より与えられ、種族保存の相互関係を成立させている。

それぞれの環境に適応した体と諸器官を持って生存している。 

 その生物のエネルギーを吸収して、万物の霊長である人間は肉体を保存して

いる。動物、植物、鉱物の子孫保存の本能を知っているにもかかわらず、私達

は私達の血や肉や骨にしてしまっている。人類の栄養にしてしまっているので

ある。 

 私達は、魚にしても動物にしても、感謝の心を持たずに殺生してしまう。そ

のため、彼らも生への執着のため成仏できずに人間に憑依する。私達は、彼ら

への、感謝と供養の心を忘れているのだ。動物、植物、鉱物のエネルギー源が

あるから私達の肉体保存ができている。食事のときの感謝、私達のための犠牲

者への冥福を祈るなどということは当然の行為なのである。 

 私達は彼らに対して、 

 「お前達が私達の血肉、骨の栄養となることによって私達は肉体が保存でき

ます。心から感謝します。お前達も生命の不滅を知り、成仏をして戴きたい」 
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 と日夜の感謝の心を忘れてはならない。 

 仏教において無益の殺生を禁じたのも、こうした心からである。生きる権利

を持っている他の生物を殺すのであるから、無駄のない食事のとり方をしなく

てはいけないのである。 

 太陽の熱、光のエネルギー、動植物、鉱物のエネルギー源に対して、日常、

多くの人々は感謝の心を忘れているということを、反省しなくてはならない。 

 人間が常に足る心を持ち、感謝して生活することが、他の生物へのいたわり、

慈悲深い共存共栄への道となる。 

 生命の不変を知った植物や小さな生物は、迷うことなく平和な世界へ帰って

行く。 

 しかし感謝の心のない人間には、生物の霊がその意識に憑依していることも

多い。そんなことはないだろう、と疑問を持つ人も多いだろうが、これは事実

である。万物万象の相互作用があるから、私達の肉体保存はできるものなので

ある。 

 彼らの魂の存在を思い、人間は感謝して生きるべきである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ017 

 ・・・労働という、血と汗との結晶によって、私達は一粒の米を得ることが

できる。そして、米という植物はまた、その生命を投げ出して、私達の血肉へ

の供養となっているのである。 

 感謝の心、それが卒然として身内に湧いてくるのを私は痛切に感じた。 

 感謝することは、しかし報恩という行為があってこそその意義もある。つま

り報恩の心があれば、食物を粗末にしてはならないし、恵まれない人々への布

施、という形にもなるであろうし、そうすることが大切といえる。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ039 

 生物は有機物によって構成されている細胞やその集団は、それぞれ個性を持

っている。そして、動物や植物は、外部からの熱光りといったエネルギーを吸

収して成長を続けている。しかも、本能によって種族は保存され、後世に受け

継がれている。 

 動物や植物には、鉱物などのエネルギーとは違った意識の存在があり、意識

の次元と肉体が、それぞれの個性を持って同居している。 

 

 

人間釈迦① Ｐ165 

 ・・・他の動物、植物は、この地上の環境を維持するための媒体物であって、

人間は、それらの媒体物を調和していく任を、神から与えられ、まかされてい

るからである。 
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 その証拠に、己の心に偽りの証を立てることはできない。人にはウソはいえ

ても、自分には、ウソはいえない。文明文化は、人間の社会にのみあって、動

物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間である。動物、植物も

それぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし

彼らが人間になることは出来ない。人間も彼らにかわることはない。水が土に

なることができないのと同じである。 

 

 

人間釈迦② Ｐ129 

 この地上界は、動・植・鉱が、たがいに、その身を供養し、犠牲によって成

り立っている。 

 私達の食べ物をみても、そこには動物の肉があり、植物たちの奉仕によって

支えられていることを知ることが出来よう。 

 動物も植物も、皆、生き物である。そうした生き物が、もし、食べられるこ

とをこばんだら、人間は一日としてこの地上に生きることが出来ない。 

 動物、植物達は、人間に身を供養することによって地上界の目的を果たし、

再び地上に生を得る機会に恵まれる。 

 私達はそれらの食べ物に対して、感謝の心をもって食し、その心で地上界に

調和ある楽園をつくるべく生まれているのだ。 

 

 

原説般若心経 Ｐ079 

 現象界の大自然は、物質であり、鉱物、植物、動物が相互関係を保って共存

しているということは前に述べましたが、詳しくは、この地球上には、鉱物の

ように成長せず、風化して変化している不動的な生命もあれば、植物のように、

同じ場所から移動せずに生命を保っている静的生命もあり、動物のように、生

存する場所を自由意志によって変える動的生命もあるということです。 

 

 

原説般若心経 Ｐ194 

 たとえ植物でも生命は厳然として存在しているのですし、それに報いること

は、無駄にしないこと、それが報恩といえましょう。 

 

 

心の原点 Ｐ040 

 動物や植物のこの世の使命というものは、石油や石炭にもみられるように、

この地上界の進歩と調和のいしずえになるためのものであり、人間が、この地

上に降り、この世の仏国土を形成するための先駆者でもあったわけである。彼

等はそうすることによって、彼等自身の魂の進化がうながされ、やがて彼等は

誰からも犯されない魂に成長してゆくであろう。一寸の虫にも五分の魂が厳と
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して存在し、彼等は、その与えられた環境のなかで精一ぱい生き、成長し続け

ているのである。 

 

 

心の原点 Ｐ130 

 現象世界にあるものは、すべて生命を持っており、生命があるということは、

意識を持っているということである。 

 花も動物も同じことである。 

 私達が愛情をもって接すれば、花も動物もその人のいうとおりになる。 

 それは、意志が互いに通じ合うからだ。 

 花には花の精がある。私達の心が浄化されると、その花の精とも話はできる

し、姿を見ることもできる。これは事実である。 

 否定する者達は、自分で体験をしないからわからないのであって、それは否

定する根拠にはならないだろう。 

 草木すべてに意識があるのだ。 

 

 

心の指針 Ｐ188 

 本体、分身の関係は、何も人間だけに限らず、動、植、鉱物全部についてい

えるのです。人間を含めた動、植、鉱物の物理的な見分け方をまず説明します

と、動物の場合は、細胞の要素が大きく分けて六つに分類されます。 

 核、原形質膜、ミトコンドリア、ゴルジ体、中心体、脂肪粒の六つ。この六

つの要素がたがいに補い合って細胞という組織をつくっています。この細胞の

六つの要素が、いうなれば、本体一（核）、分身五（原形質膜、ミトコンドリア、

ゴルジ体、中心体、脂肪粒）の構成になります。ですから人間以外の動物につ

いても細胞がこのように分かれる場合は、一本体、五分身ということになりま

す。 

 植物もこの例にそって、核（本体一）があり、そうしてその周囲に原形質膜、

液胞、色素体、細胞膜（分身四）の五つから構成されます。ですから植物は動

物よりも一つだけ構成要素が少ないことになります。 

 

 

心眼を開く Ｐ030 

 人間がこの地上に生存するかぎり、最少限度の殺生は、まぬがれないもので

す。パンを食べてはいけない、魚を取ってはならないとすれば、人間は餓死す

るほかはありません。洋の東西を問わず、また昔も今も、神の道に参ずる者、

悟りを得ようとする者のなかには、肉食は殺生の最たるものとして、これを忌

避する風習がみられます。動物を殺す、動物を食べることは、万物の霊長であ

る人間のなすべき行為ではない、ということがそもそもの理由のようです。 

 では、植物は生き物ではないのでしょうか。植物なら、いくら食べてもさし
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つかえないものかどうか。生き物という点では、植物も立派な生物なのです。

植物にもそれそれの精霊が住んでおり、人間がその気になりさえすれば、植物

の精霊は、人間の言葉で、人間と同じように話もし、喜怒哀楽の感情すらみせ

るものです。その精神作用は動物以上ですらあります。 

 動物と植物との相違は、見た目が、静的であるか動的かのちがいだけです。

どちらがよいの悪いのという区別は本来なにもありません。 

 

 

心行の言霊 Ｐ303 

 現象世界にあるものは、すべてが生命を持っており、生命があるということ

は、意識があるということです。 

 花でも動物でもそうです。人が愛念を持ってこれに接すれ.は、花も動物も、

その人のいう通りに動き、言葉もわかりお互いに通じ合います。更に進むと、

花には花の精があって、人間の心が浄化されますと、花の精が姿を現わし、日

本人の場合は日本語で、アメリカ人の場合は、英語で語りかけます。松や銀杏

の木でもそうです。そこに住む植物の精霊が姿を現わし、三百年、五百年の風

雪にたえた大本ならば、世の移りかわりをみていますから、自分の身の回りで

起こったさまざまな変化、歴史を、語ってきかせてくれます。 

 このように、人間が彼らに愛念を持って接するときには、彼らもまた、それ

に応えてくれます。 

 

 

GLA 誌より「花の精」 

 草花は四季ごとに自然を飾り色とりどりの衣物を着て、わたしたちにほほえ

みかけ心に安らぎを与えてくれます。 

 そして、わたしたちは花に接しほほを近づけ、甘いにおいに笑顔をつくりま

す。 

 それでも花はだまっています。 

 誰にもたのまれないで、欲望もなく、いばることもなく、無心に自然を調和

させています。 

 人間も花のように争いのない、平和な国を築きたいものです。 

 

「梅の盆栽」 

 生まれは中国です。 

 本来は梅の実に使命があるのですが、わたしたちは花の少ない季節に花を咲

かせ皆様の心を和ませております。 

 梅の実は血液の浄化に役立つのです。 

 盆栽に育てられたわたしたちも広い場所に育てて頂きたいのです。 

 狭い所に堪えて生きることは命を縮めるからです。 

 季節に葉を付けても折角付けた葉を取られますと、つい季節を錯覚してしま
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うのです。 

 でも、わたしたちは堪える事が本性ですから命ある限り精一杯花を咲かせま

す。 

 花の盛りがすんだら花を取って休ませて下さい。 

 小さな中に育っているので来る年の花を付ける時に咲き易いのです。 

問：生け花に際し枝や花を切り捨てる時どんな思いですか。 

答：とても悲しく思いますが、心から楽しく飾って喜んで頂く時はうれしく思

います。むげに捨てられる時は大きな悲しみです。 

容姿１：奈良朝時代の服装 

  ２：肩に梅の小枝一本（がついている） 

  ３：素足にゾーリ 

  ４：長髪をおさげに（している） 

  ５：身長５０ｃｍ位 

 

「菊の精との物語」 

 中国に生まれ育ったわたしたち。 

 強い風や砂嵐にも負けず、大地にしっかり根をおろし仲間をふやしてきまし

た。 

 わたしたちは何事にも堪えることを知っています。 

 堪えるから希望が生まれるのです。 

 人間は偉大な創造力と実行力をもっているのに、おろかな人びとが多いです

ね。 

 何事にも自己本位にしか物を考えず感謝の心を忘れていますね。 

 わたしたちは自然のままに生きる事で世の中を美しく飾り、調和とやすらぎ

の環境を創っています。 

 それを無情にもむしり取って省みない人がいます。 

 人間も花のような美しい心になってください。 

容姿１：高松塚古墳の壁画にみられるような東洋的な衣装 

  ２：丸顔の童女 

  ３：頭上に菊の花一輪。身長約５０ｃｍ位 

 

「愛のカトレア」 

 東洋産と西洋産のかけあわせで、人工的につくられたランです。 

 わたしたちの故郷は南国の島々。 

 島の若いお嬢さんが恋人と愛をささやくとき、彼女の髪の上に美しく咲いて

その愛を見守るのです。 

 しかし生命の火ははかなく、数時間もたてば無残な姿をさらし、スコールに

打たれ朽ちはててしまうのです。 

 それでも決してくやみません。 

 また人々との愛の調べと共に花咲く時が来るからです。 
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 わたしたちは、こうして人々と共に地上の楽園を夢みながら生き続けている

のです。 

容姿１：ドレスの洋装 

  ２：エリ元にカトレアの花ビラのデザイン 

  ３：帽子に花一輪（ついている） 

  ４：身長５０ｃｍ位 

 

「花の精 シクラメン」 

 私達はどこでも咲いています。 

 家畜のエサになり、豚の饅頭とさえいわれています。 

 日の光と水とがあれば、私達は希望を持って子孫を残すことができます。 

 私達は争いがキライです。自然に適って調和し、人々に安らぎを与えていま

す。 

 シクラメンは花の上で、にぎやかに舞っています。 

 足が細く髪の毛は長く赤い。 

 えり元は花の模様とそっくり。 

 花の精は何れも可愛い童女です。 

 姿も人間の形をしていますが、これは人間に対するあこがれから、そうした

姿となって現れるのです。 

 また服装の色も花の色である意識がそうした色彩をしていますので、花の色

と同じになるわけです。 

 

「菊の精」 

 さて花の心をきくと、次にように答えてくれました。 

 「人々は耐える事を知りません。 

 耐えるという事は次への希望なのです。 

 花の本質は耐えることです。 

 花は友情を深め、真実を現わしています。 

 私達には生に対する執着はありません。 

 踏まれても、切られても、不服をいいません。 

 私達は、子孫が残ればそれでいいのです。 

 日本人は外国の人達に比べると、花を粗末に扱うようです。 

 この世での生命の火が燃え続けているのに、平気で道端に投げ捨てたり、カ

ラカラになっても、水を与えてくれません。 

 しかしそれでも与えられた生命の火が消えるまで、生きるのです。 

 私達の目的は地上にうるおいを与えるためにあります。 

 私達の先祖は人気のない大地と、果てしなく続く地平線と、空と、土のにお

いのする中国で生まれました。 

 雨は幾日も降らず、強い風が砂塵を舞い上げて迫るときは、草も木も枯れ果

てたことが幾度となくありました。 
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 でも私達の先祖は、大地にしっかりと根をおろし、子孫を絶やすことはあり

ませんでした。 

 私達は他の植物より、風雪に堪えることを学んだのです。 

 大輪の菊はその雄大な姿を秋の青空に映え、小さな菊は野辺の枯れた花々の

中で、美しく咲いてきました。 

 古来から、中国の人々の間で、食用に、観賞に、薬用にもなって愛されてき

ました。 

 時が経つにしたがって、交配する園芸品種が多くなり、日本にも渡来し、江

戸菊、嵯峨菊、伊勢菊、管物咲き、厚物咲きなど姿、形をかえ、さまざまな色

彩をそえて、人々と共に生きてきました。 

 遠い祖先が現在の私達の姿を見たら、おそらく、異端者扱いするでしょう。 

 お前達は誰だ、何んという花だ、どこで生まれ、どうやって生きているのか

と。 

 しかし、私達は人々と共に生き、人びとに愛されるならば、姿、形がどう変

わろうとも、少しもいといません。 

 私達には先祖から受け継いだ丈夫な体と、忍耐と、希望とをもって生きて行

く強い意思を、失ってはいないのです。 

 私達は、友情、真実、高貴の三つを誇りにしています。 

 そしてこの三つを支えるものは何かといえば、耐えるということです。 

 私達は片時も忍耐を忘れたことはありません。 

 ・・・菊の精より・・・ 

 

「水仙」 

 ギリシャ神話ではナルキソスと私達を呼んでいます。 

 ナルキソスは池の面に映った自分の姿に恋をし、その恋に疲れて一輪のスイ

センになったといいます。 

 古代の人は、他のものに映った自分の姿は自分の魂であり、それは自分のか

らだから抜け出した死の前兆と考えたようです。 

 私達の歴史は古く、故郷はヨーロッパです。 

 地中海沿岸の耐寒性植物が私達の性（さが）といえます。 

 八重咲き、口紅、ラッパスイセンなど、同族は非常に多いです。 

 水々しい花模様は早春の足音をつげます。 

 鱗茎（りんけい）をすりとった汁液は腫れ物や乳腫（にゅうしゅ）、婦人病に

ききます。 

 私達はたくさんの方々をお救いしてきました。 

 そしていつまでも若く健康で美しくあって欲しいと願いつづけています。 

 愛に時代はありません。一輪の花に託した私達は、いつも若さを失わず、愛

に生きる人達に健康と希望と喜びとを与えつづけてきました。 

 これからもずっとそうするでしょう。 

 人びとがこの地上に生きているかぎり、私達を愛して下さるかぎり、精いっ
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ぱい花を咲かせるでしょう。 

 そして、この地上が愛に満たされ、調和のしらべが天上にまで響きわたる時

がくるまで、私達は生きつづけます。 

 心に陰をつくらぬよう、人びとの幸せを願ってやみません。 

 

 

1974-1-12『心の本質、宇宙即我』の中の高橋一栄先生のご講話から 

 ・・・ここに出ている一番向こうにあるのが菊の精です。これは菊の精を見

たことがない方が書いて下さいましたので、非常に私に似て、横に太くて、ち

ょっと縦に短いようでございます。本来は３０cm くらいの身長です。そして

とても可愛いのです。色々お話をします。自分達がどういう風にしてほしいの

か、そして自分から見た人間は一体どんな人間であるのかということを少し書

いてありますので、読ませて戴きます。 

 ここに書いてありますこれが菊の精です。 

 「私達は中国に生まれ育ち、強い風や砂嵐にも負けず大地にしっかり根をお

ろし、仲間を増やしました。私達は何事にも耐えることを知っています。耐え

るから希望が生まれるのです。人間は偉大な創造力と実行力を持っているのに、

愚かな人々が多いですね」 

 そのように言われました。いかがですか、皆さんは？ 

 「何事にも自己本位にしかものを考えず、感謝の心を忘れていますね。私達

は自然のままに生きることで、世の中を美しく飾り、調和と安らぎの環境を造

っています。それを無情にも、むしり取って顧みない人がおります。人間も花

のように美しい心になって下さい」 

 そのような伝言を受けました。 

 そしてここに書いてあるのは梅の精です。梅の精は丁度、平安朝のような着

物を着ておりました。そして薄い透けて見えるような軽い上着をはおっており

ました。とても髪が長くて可愛らしいのです。私のところに来た時には、赤い

服をちゃんと着まして、梅の小枝を肩に当てて、可愛らしく出てきました。お

お可愛いなと思って見せて戴きました。 

 そして梅は、 

 「私は中国で生まれています。本来は、梅のいい使命があるのです。私達は

花の少ない季節に花を咲かせ、皆様の心を和ませております。梅の実は血液の

浄化に役立ちます。盆栽に育てられましたが、私達は広い場所に育つことを本

命とします。季節に葉を着けても、せっかく着けた葉をもみ取られてしまって、

季節感が錯覚されることがあります。でも私達は耐えるのが本性ですから、命

ある限り、精一杯咲かせます。花の盛りがすんだら、花を取って休ませて下さ

い。小さな中で育っているので、来年花を咲かせるのに、花をつけやすいから

です」 

 自分が、どんな小さな環境でも、またその花を取ってほしい。また来年花を

つけるための力としたいから。というように、もう私ですと、あの人が、梅の
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花は来年もまた、皆んなに、多くの人の為に、梅の実をつけて血液の浄化を図

り、人間に役立ちたいから、済んだ花は取ってほしい。そのように申しており

ました。同じように、やはり背は殆ど 30ｃｍくらいの身長でございます。 

 ここに出ているのがカトレアの花です。カトレアの花の精は東洋産と西洋産

のかけ合わせで、人工的に造られているのが今の品種だそうでございます。 

 「私達の故郷は南国の島々、島の若い娘さんが恋人と愛を囁く時、彼女の髪

の上に美しく咲いて、その愛を見守るのです。しかし生命の灯は、はかなく数

時間も経てば無残な姿をさらし、スコールに朽ち果ててしまうのです。それで

も決して悔やみません。また人々の愛の調べと共に、花咲く時が来るからです。

私達の根は高血圧に良く効き、体から出るエキスは血を綺麗にします。そして

私達は人々と共に、地上の楽園を夢見ながら生き続けているのです」 

 というように、カトレアの精はカトレアの花を一輪、髪の上に飾りまして、

その花びらと同じようなお洋服で、とても可愛らしく長いお洋服で出て下さい

ました。 

 そしてここにあるのが水仙です。水仙は丁度ここにある絵は、ちょっと間違

ってあるのですけれど、本来は洋服の姿で、私はこれほど気品に満ちた水仙を、

今までとても知らなかったのです。水仙というのは、どこにでもありますので、

それほど気品に満ちた姿があるとは、水仙の精を見守るまで知りませんでした。 

 でも一輪の水仙を見た時に、ああとても綺麗だなあと思うのは、この水仙の

精を見てからです。とても気品が高くて綺麗な姿をしておりました。ちょっと、

おすまし屋さんでございます。 

 「ギリシャ神話でよく知られるように、ナルシスは池の面に映った自分の姿

に恋をし、その恋につかれて一輪の水仙になったといわれております。古代の

人々は、それを自分の魂であり、自分の体から抜け出した死の前兆だと考えて

いたようです。私達の歴史はそれほど古く、故郷は地中海沿岸、そして八重咲

き、口紅、ラッパ水仙などの同族でも、姿、形が違います。初々しい花模様は

早春の足音を告げ、茎から取った液は、腫れ物や婦人病によく効きます。一輪

の花に託し、私達は恋に愛に生き、人々に希望と健康を与えたいと願っていま

す」 

 いつも調和の心で影を作らないようにしようというようなお話です。 

 そしてこれはシクラメンです。シクラメンの時にも、とても感じたのですが、

あの小さいものですから、ピョコピョコ動き回りながら、色んな動作をします。

丁度、私達が小さい子供がいたずらをしているような姿に、とてもよく似てお

ります。そしてその時、東京ではシクラメンというのが非常に珍しかったんで

すけれども、シクラメンの話を聞いた時には、よその外国ではどこにでもある

んだという事を教えて戴きました。地中海地方の野生育ちで、花も大きく繁殖

力も強く、根強い花です。 

 「一握りの土と、少量の水、太陽の光さえあれば、バラのような真赤な色、

鮮やかなピンク、ソフトな白の花びらを咲かせることが出来ます。日本の温室

に育つようになってから、私達は自然の姿を失い人工的な姿となりました。そ
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して体質も変わったようです。心ある人は太陽の光を当てたり、水をやったり

して自然の姿を取り戻します。自然の恵みから遠ざかると、次の希望を失って

しまいます、私達を精一杯動けるようにして下さい」 

 そのように花は言っております。 

 チューリップも同じようでございます、花は今お話したように、 

 「私達は人間に貢献することを非常に喜びとしております。けれども私達は

その花々に生命があり、そして命を捧げる時に、やはり悲しく思う」 

 そうです。 

 「手を触れた時には、とても怖く感じます。でもそれが私達の役目であるな

らば、私達はそれはいいません」という事を聞きました。そして 

 「今はとても育ち難くなりました。周りがコンクリートになってしまったの

で、地下水が非常に少ないのです。そして照り返しが強いので木を長持ちする

事が出来なくなってきました」 

 という事を、とても嘆いておられました。 

 そのように私達は、自分だけが生命があるんだ、自分だけが立派なんだと思

う割には、小さなものへの愛を忘れてしまったんです。 

 そのような事で、今日はお正月でもありますし、皆様に花にも、そして木に

も、全てのものに生命があり、私達と同じように生き続け、そしてお互いが相

互の関係を持って、この地上界を素晴らしいユートピアにしたいと望んでおる

ということを、皆様に知ってほしかったんです。 

 そしてまた皆様は小さな頃のように、ガリバー旅行記にも小人の国と言われ

るようなお話があり、不思議の国のアリスというお話があり、親指姫というお

話があり、そのようなお話の中に、やはりこの小さな精達(妖精)がでてきます。 

 もし私達が小さな国に行ったら、どうであろうかというように、霊視が出来

なくても、現実のものを、書き物を書くという一念から、そういうものがある

のよという事を教えてくれた先輩方々のお話の中からとってみても、ああ本当

だな、それぞれの生命は自分達だけではなく、多くのものにあるんだな。大人

の私達は小さい子供を可愛がるのと同じように、全ての自然界を慈しみ、自分

自身と同じように生活していったなら、これは全て調和の世界へと繋がって行

くのです。 

 ただ悲しいことに、そのお話の中で、ピンクの梅の花に、白い梅の花を接い

だ木を見ました。これはとても可哀想な光景でした、右の片腕の所から違うも

のが出ているのです。足の所から違う木を接ぎ木してあるのです。その姿は醜

く、私の見るのに耐えられませんでした。接ぎ木するのは人間が勝手にしてい

るのです。もし私達の五体の足を切って、動物の足をつけられたら、一体私達

はなんと考えるでしょう。 

 その姿を見た時に、もし盆栽、いや自分の家の花をあまり気にしなかった人々

は、動けない花に優しい愛の心を持ち、もう一度、自分の家の樹木や、そして

それぞれの木を、もう一度見直し、ああ悪かったなあ、これから共に生活しよ

うよという自然を取り入れる心を、もう一度芽生えさせていただきたいと思い
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ます。接ぎ木というのは、それは哀れな恰好です。 

 そのように自然であるように、私達はそれぞれの大きなもの、小さなものを

慈しむ心を、心の中にしっかりと受け止めていきましょう。 

 でも「大きくなったら、先生、刈ってしまうのは可哀想ですから、うちの芝

生はぼうぼうとしています」と言われる事を前に聞きましたが、これはいかが

でしょうか。皆様の爪が、髪の毛がぼうぼうとしていたのでは、皆様は気持ち

が良いでしょうか。鬱陶しいでしょうか。 

 その辺は、よく皆様がしっかりと自分の心に思うこと、はっきりと見て確認

して、それをご承知を願いたいと思って、今日のお話を終わりたいと思います。

どうも有り難うございます。 
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12-２）【植物の意識(丸山弘先生のご指導)】 
 
1983-11 月 Ｐ014【菊の精のことば】GLA 誌からの抜粋 

 私達の先祖は人気のない大地と、果てしなく続く地平線と、空と、土のにお

いのする中国で生れました。雨は幾日も降らず、強い風が砂塵を舞い上げて迫

るときは、草も木も枯れ果てたことが幾度となくありました。でも私達の先祖

は、大地にしっかりと根をおろし、子孫を絶やすことはありませんでした。 

 私達は他の植物より、風雪に堪えることを学んだのです。大輪の菊はその雄

大な姿を秋の青空に映え、小さな菊は野辺の枯れた花々の中で美しく咲いてき

ました。 

 古来から、中国の人々の間で、食用に、観賞に、薬用にもなって愛されてき

ました。 

 時が経つにしたがって、交配する園芸品種が多くなり、日本にも渡来し、江

戸菊、嵯峨菊、伊勢菊、管物咲き、厚物咲きなど、姿、形をかえ、さまざまな

色彩をそえて、人々と共に生きてきました。 

 遠い祖先が現在の私達の姿を見たら、おそらく、異端者扱いするでしょう。

お前達は誰だ、何んという花だ、どこで生れ、どうやって生きているのかと。

しかし、私達は人々と共に生き、人々に愛されるならば、姿、形がどう変ろう

とも、少しもいといません。 

 私達には、先祖から受け継いだ丈夫な身体と、忍耐と、希望とをもって生き

て行く強い意思を、失ってはいないのです。 

 私達は、友情、真実、高貴の三つを誇りにしています。そしてこの三つを支

えるものは何かといえば、耐えるということです。 

 私達は片時も忍耐を忘れたことはありません。 

 

 

1984-０1 月 Ｐ020【松の精のことば】GLA 誌からの抜粋 

 松とは次の何かを侍（ま）つという希望の意味がこめられています。私達が

四季に変らず何時も青く、寒暖に超然としていられるのは、人びとの生活の中

にあって、常に変らぬことを願ったがためです。自然は四季を生み、晴れと雨

の日をつくり、冬と夜の世界を描きました。一方に片寄ると、自然の営みが崩

れ、バランスを失うからです。 

 松の青さは、自然の心を伝え、人びとに希望と勇気を与えるよう、天が授け

てくれた役目だったのです。 

 私たちの葉は、皆様の血液を浄化し、口臭を取ることにも役立ちます。一日、

五、六本かんで、葉液を口に含んで下さい。血管にたまったコレステロールを

取って進ぜましょう。 

 松かさも、松ヤニも皆様に役立っています。 

 ところで、私たちをやたらに切らないで下さい。切るときにはその使い道を

いって下さい。不意に切られると、私達も生あるものです。皆様のお役に立と
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うと思っても、気持の動揺はかくせません。 

 ───松の精 

 つまり私達の姿は、白髪の仙人といってもいいでしょう。巨木にも、小木に

も、私達は常にその周囲に静かに立って、皆様を見守っていることを忘れない

で欲しいものです。 

 

 

1989-10 月 Ｐ022【花への感謝】生け花教師(女性)の方の投稿から 

 日々、花と接しております私にとって、花は私のすべてでございます。 

 この一ヶ月間、花の生き様を学び、初めて人間としての正しい生き方は、花

が教えてくださっていることを知り、感動いたしました。 

 これまで長年の間、花を「もの」として眺め取り扱ってきたことの愚かな心

を深く恥じ入るとともに、花々の意識に対しまして、あらためて心から深く深

くお詫び申しあげたいと思います。 

 或る日のこと、数日前に生けた花を見て、「花が笑っている」あんなに朱か

った花弁があせて白っぽくなっているのに、依然として凜とした姿をしている

ことを発見し、胸が熱くこみあげてきました。そして、このせまい水盤の中で、

こんな姿になってまで、どうして生き生きとした姿を見せていて下さるのだろ

うかと思ったとき、急に愛しさがあふれてきました。 

 あの太陽の下でしたら朱々と咲き誇ったままで、この世をおえていかれたで

しようにと、申し訳ない心が私を襲いました。人間の勝手な思いによって切ら

れ、或いは曲げられている花の姿を見た時、花と深くかかわりあって生きてい

る私は、大変罪深い愚かな所行を重ねている日々であることに気付かせていた

だきました。 

 花を見るごとにその痛みが募り、やがてはいたたまれなくなってその場に泣

き伏してしまい、鋏が持てなくなってしまいました。 

 長い年月の間、花を生甲斐としてきましたのに、結果はこんなにも苦しいこ

とだったのかと自分のこれからの行き先が見えなくなってしまいました。 

 いままで一度もこのように感じたことはありませんでした。 

 誰にもわかっていただけない苦しさに苦しんでいるのに追い打ちをかけるよ

うに、主人や、子供達は「頭の中がプッツンしたのではないやろうね」と、私

の涙にぬれた顔を覗きこむのです。 

 私自身も頭がおかしくなったのかしらと、心の中で自問自答しました。この

苦しみから解放されるには花から離れるしか道はないのだろうか。 

 しかし私を花の師匠にする為に長年の間ご指導下さった師、そして苦しい生

活の中から一言の不平も言わず月謝等の工面をして下さった父母の姿が頭から

離れず、また花に対しても申し訳なく、思いだす限りお詫びし続けました。 

 このままの状態では続けることも止めることもできないという思いが遂に最

悪の状態となってしまいました。 

 学修会で先生にその苦しみを打ち明けて、解決の糸口を見つけたいという思
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いで必死でした。 

 先生は「今迄の花に対する思いと行いについて神様に心からお詫びをさせて

いただき、その苦しみはどうしたらよいか花に聞いてみてください」と話され

まして、そして側にあった桔梗の鉢植えを中央に出されて、「この花を見てく

ださい」と言われました。 

 ああ、この花も私の方を向いて笑っている。 

 その花の一瞬の姿を見せていただきました時、またも罪悪感が全身を包み涙

が止まりませんでした。 

 二度と花を見ることができない苦しみがあるというのに、先生はどうして私

にそんな辛いことをさせるのかと思い、大きな愛のある意味がわからなくなり、

情けない私になってしまいました。 

 明日は教室が控えていますので早急に解決しなければなりません。学修会を

終えて帰宅し、大きく咲き誇っている鉄線の花の前に座り、涙を拭きながら問

いかけました。 

 「私はいま、あなた様を見つめることも、接することもできない罪悪感に包

まれてしまいました。その原因は何ですか教えてください」と、問いかけるの

ですが、花は何も答えてくれず、ただ泣けてくるばかりでした。二時間、三時

間経ち、主人や子供達はあきれた顔で二階へ上がり休んでしまいました。 

 「神様、どうぞお許しください。私は今迄長い年月、花に対しまして知らな

かったとはいえ、心ない扱いをしてしまいましたことに心からお詫び申し上げ

ます。この償いはどうしたらいいのでしょうかお教えください」と、心の中で

一生懸命お詫びをしている時、突然「花で儲けては駄目です」と、心の中から

でてきた言葉にその意味が理解できず、花で儲けるというのは月謝のことを言

っているのだろうか、それならこの仕事を退めなさいということにもなる。私

は退めたくないと思いましたので、「生け花の仕事は続けてもよろしいでしょ

うか」と問うてみました。即座にかえってきた言葉、「人々の為に使うことで

す。それができるのなら続けることです」でした。 

 答えがいただけたのは嬉しいのですが、その意味がわからず、私は何か間違

ったことをしたのだろうかと、今迄の花に対しての自分の思いと行いを振りか

えってみました。 

 はた、と思い当たることが浮かんできました。それは、この三ケ月の間に十

人ものお弟子さんが入門されたことでした。このような短期間での増え方は長

い年月での教室では初めてでした。 

 嬉しくて、これは到底私の力ではなく、神様が一人でも多くの方に正法をし

っかりと伝えていきなさいと、教えいただいているのかしらという思いと、ま

た一方では神様は、必要な時に、必要なものを与えてくださると、お聞きした

が、このことはそうではないだろうかというふうに思ってしまいました。 

 現在高校一年生の娘が、進学を希望していることもあり、この際しっかりお

金を貯えれば安心だと、自分勝手な思いを持っていたことに気付きました。た

しかこの思いを決した翌日から苦しくなったのです。 
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 今迄は、若い方達、また人生としての先輩にあたる年配の方達との出合いの

中で花を通して人生を学ばさせていただく心で接してまいりました。そのよう

な低い思いからも外れていたことに気付き、神様に対して愚かな思いと行いを

心からお詫びをさせていただきました。 

 その後先生から「花は与えられた環境の中で一瞬一瞬を与えられるがままに

悦び一杯で生きているのです。その中で不平不満を言うこともなく、今という

一時を神のみ心のままに一生懸命に生きているのです。ですから花は人の心を

癒し和ましてくれるのです。あなたは如何ですか」と言われて、私の心に花の

美しい心がズシンと響き渡りました。 

 そして生け花を学ぶことは、その技法ではなく、花の心のような正しく、素

直で、清らかな美しい心の人間になれるように花を通して神のみ心を学ぶため

にあることを教えることが生け花の師匠としての使命であることをしっかりと

教えていただきました。 

 そのような時、地元の郵便局長様から局で是非花展をしてくださいとの企画

をいただき、十日間という長い日数で少人数の出品にもかかわらず、新聞に写

真入りで報道され、驚きでした。 

 眼には見えませんが、神様の大きなお計らいが、真に人間としての第一歩を

踏み出しなさいと、示されているように感じまして、身が引き締まる思いでご

ざいます。 

 今後生け花を通しまして、私の周辺の方達から、一人でも多くの方に神のみ

心である花の心を心とした人間としての正しい思いと、行いについて伝えさせ

ていただきたいと思います。 

 神様、美しい花を通しまして私の愚かな心にむち打ってくださり、気付かせ

ていただきましてありがとうございました。 

 心から感謝申しあげます。 

 高橋信次先生、生け花の師としての心構えをご指導いただきまして心より感

謝申しあげます。 

 ありがとうございました。 

 丸山先生、正しくお導きいただきましてありがとうございました。しっかり

とやらせていただきます。 

 

 

1989-12 月 Ｐ029【伝道だより】 

 ・・・「窓の外から見える杉の木を見て、何が見えるでしょうか。大自然は

何も飾ろうとしない姿、ありのままの姿を私達に見せています。よく見ると一

本一本の杉の木のまわりに意識が出ています。心の中で、語りかけてごらんな

さい。各自の心に応じて答えてくれます。そのとき、その意識が一段と、大き

くふくれあがる事を、確認することができるでしょう。それができた時、杉の

木と対話することができたといえるでしょう」と言われたあと、 

 「杉の木ばかりではありません。この大自然そのもの、この目の前にある茶



830 

 

碗一つにしても、みんな神の光でできているのです。この意識は神のみ心に適

っていますから、ゴールドカラーでおおわれています。日々の学修の中で私が、

一秒一秒の思いについて、今、何か思いましたね。今の思いでいなさいという

のもこの意識によって言っているのです。人間の心は刻々変化しています。私

はいつもその刻々と変化するさまを、見せていただきながら指導させていただ

いているのです。これはなんのごまかしもききません。見えれば、赤ちゃんだ

ってすぐわかることです。これは赤いこれは黒いということと一緒なのです」

というお話の中、 

 杉の木の意識が見えますと感動され、声に出された方に、「そう、そう言う

ことが大切なのです。感動を言葉にすることによって、閉ざされていた心は大

きく開いていくのですよ」と心の中にある悦びを言葉に出すことをお教えいた

だきました。 

 

 

2008-12 月 Ｐ063【伝道だより】 

 農業を継ぐために帰郷されたご次男様との調和の大切さについてお尋ねの女

性に対して、先生には、本日の学修会に飾られているひまわりが、ご次男様が

作られた花であることをお聞きになられると、何事についても、心を込めて当

ることの大切さについて、 

 「如何なる花にも心があります。しかし、このひまわりは、『ちょっと愛情

が足りない』と言っています。このように話しただけでも、今まで半分死んだ

ような状態をしていたひまわりが元気になり、周辺が真っ黄色になりました。

このように花にもっと愛情をかけて育てれば、もっと活き活きと人に訴えかけ

る美しい花が咲くようになります。 

 愛情のかけ方を正法で学ぶことにより、ご両親様や、花に対する報恩感謝を

勉強する事が出来ます。そうすれば、日本でこの方しか作れないような花を育

てることが出来るようになります。花作りを通して人は成長することも出来る

のです」とお話しされました。 
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12-３）【天変地異(ご著書より)】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ199 

 現象界における仕組みは、すべて実在界において作られている。この神意に

対し、人間の智と意の産物の不調和な思想は、闘争と破壊の業を、造り出して

しまった。しかし悪しき人類の想念行為にも限界がある。その限界を越すと、

神は天変、地変によって人類に反省の機会を与えることを私達は知らなくては

ならない。アトランテスも、ローマ帝国の崩壊も、神意によって起こったので

ある。 

 私達の心が調和されれば、体から出ている後光、すなわちオーラーが金色の

ように覆う。家庭がそうなればそこに金色のオーラーが現われ、人類の心の調

和は地球全体がそうした金色の光に覆われ、平和な安らぎのユートピアを作る

使命目的を私達は神より与えられているのである。しかし逆に、心が不調和な

場合は、暗いオーラーに覆われている場所に天変地異が生じる、ということで

ある。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ064 

 永い転生輪廻の過程に造り出してしまった人類の、闘争と破壊の“業”を修

正することによって、この地上に楽園は築かれて行くであろう。しかしその過

程では、苦しい経験を何度となく体験する。神理の種は、そうした苦の克服に

よって人々の心の中に確かな根を張り、人は孤独な人生から救われる。 

 右にも左にも、心の広やかな人々のいることに気づき、人は互いに助け合い、

楽しい人生を送ることによって人生の意義を悟って行く。 

 物質文明のためにおき忘れてきた心をとりもどし、混乱の社会を一つにすべ

く調和の道への苦しみを経験して成長して行く。苦しみの中から人類の知識は、

エネギルー革命もし、公害から身を守ることも発見する。そして大自然の資源

の中から、いっそう生活の智慧を増し、さらにこの人生を豊かにして行くので

ある。 

 光のエネルギー、電気エネルギー、磁力エネルギーなどを応用した乗り物が

発明され、電磁場を、安定した乗り物によって遠距離まで速く到達することが

可能になり、宇宙空間を狭めて行くようにもなる。 

 物質至上主義は前世の遺物と化し、その奴隷化から解放され、言語も統一さ

れて行く。 

 そして人類は、自己保存と自我我欲の不調和な考えでは生きて行くことがで

きないことを知り、真実を語り合うことと、全人類の相互協力、調和以外に前

進のないことを悟るようになる。 

 皆兄弟であることを知り、心と心の調和の社会が実現されて行くのである。 

 原子細胞によって構成されている肉体舟は、そうした正法を悟った意識（魂）

によって支配され、肉体と意識の相互関係も、科学的にはっきりと解明され、
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乗り舟としての使命をより永く果たして行くようになるであろう。 

 また人類の智慧はさらに他の天体に住める場所を発見し、その天体に移住す

るようになって行く。二十二世紀、二十三世紀の人類の知恵は、空間と海底に

発展し、ふくらみのある地球国家的環境に変わって行くであろう。 

 その間にも、人間の黒い想念による幾度かの極地的天変地変が起こり、心の

不調和な人々に対しての警告が実在界よりなされるし、現在の国家群の眼も、

宇宙組織に向けられて行くであろう。 

 私達はひとときなりともその場所にとどまることなく、次元の異なった世界

へ進化されて行くのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ166 

 私達の体を不潔にしておくことは、肉体的に不調和を起こし、傷でもあると

ばい菌が入って腫物ができる。私達の六○兆から成る細胞集団の五体の、細胞

一つが不調和を起こしても、熱が出たり、痛みがひどくてどうすることもでき

ない。その結果、医学的に悪い部分を除くようにするときもある。 

 そのように、神体の一細胞である地球も、人々が心の不調和、主義主張によ

る闘争と破壊をくり返しているとしたならば、いつか天変地変という大手術を

神仏より受けるようになってしまうことを、私達は知らなくてはならない。こ

のような現象は、人類に対する警告である。私達の魂の兄弟達も、この点を最

も心配しており、心の眼を閉じて、自己保存の人生航路を渡っている人々の不

調和な生活を悲しんでいるのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ273 

 人類がこの地球上に天孫降臨してきた当時のそこは、他の天体より神仏の子

としてこの現象界に適応した肉体舟を得てきた私達が、楽しく生活できた調和

のとれた仏国土ユートピアであった。 

 その頃の人類は、寿命も非常に長く、実在界と常に交渉を持ち、人々の心に

自己保存、自我我欲の不調和な考えはなかった。しかしその子孫は、人口増加

とともに、それぞれの種族保存の自我に陥り、神仏の子であり、兄弟であるこ

とを忘れ、他の種族との争いや同族の階級闘争に明け暮れるような仏性を失っ

た存在になって行った。 

 やがて人類の心の不調和は黒い想念と化し、地球の表面を覆い、遂に眼耳鼻

舌身意という肉体舟の虜となって実在界との通信を途絶えさせてしまった。そ

のため実在界から多くの光の天使達が、神の子たる人間の自覚を促すため現象

界に肉体を持って生まれてきたが、仏性を失った人類は、ますます闘争と破壊

の業を造り出してしまった。 

 その結果、心を悪魔に売った人類の想念は、神仏の光を失い、ムー大陸やア

トランテス大陸の陥没という現象に見舞われるような事件を招くことになった
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のである。 

 そうした幾度かの天変地変があっても、物質文明は人々の心を失わせ、人々

は闘争と破壊の業をくり返してきた。人類はいわゆる進化論のように進化して

きたのではない。もしそのように進化してきたのならば、その途中の生命も存

在しているはずである。類人猿は永久に猿であって、人間に進化するものでは

ないということだ。現代社会の物質文明は、あくまでも人類の生活に対する智

恵の物質化である。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ158 

 人類が、この地上界に、肉体舟を持って他の天体から天孫降臨したのは、今

から二億年前くらいで、当時の人口は、約六千万近くであったようだ。 

 そして、その頃は、皆神の子として丸く広い心を持ち、自由に実在界と交信

ができたようである。 

 争いのない平和卿であったことは、私の指導霊が説明する当時の模様であっ

た。 

 人類は特殊な宇宙船で、自然に調和された地球という名のそれぞれの環境に

適応した体質を持ってきたのである。 

 茶色、黒色、白色の皮膚を持った人間達に、神は生活の場を与えたというわ

けだ。 

 地軸は周期的に変化して、現在の大陸の状態、気候とは、大分異なっており、

大西洋や太平洋のなかに埋没した大陸もあり、逆に隆起した島々もあったとい

う。 

 人々はそれらの土地、土地に転在したが、その状態もはっきりとはしないよ

うだ。 

 人類の不調和によって、幾度かの天変地異が起こり、地球は変化を重ね、そ

して、東に、西に、北に、文明は、調和された場所、場所に発達して行ったそ

うである。 

 天孫隆臨民族は、この地球という場所に、ユートピアを築き、豊かな神の子

としての魂を造り上げるためにきた。 

 それは、より進化するための、修行の場であった。 

 しかし人類は、次第に欲望のとりこになり、暗い心の曇りによって、他の天

体や実在界との交信を不可能にしてしまったのだと、指導霊は語る。 

 ユートピア時代の人類は、五百(万)年、一千(万)年とこの地上界で生きながら

えた者達もいたのだ。（( )は編者の注釈：五百万年→五百年と理解しました） 

 そして不調和な人々は、自らの環境を破壊し、生存することも不可能になっ

たのだ、とも指導霊はいっている。 

 つまりそれが、「お前達の肉体先祖の姿である」というのである。 

 そして最近では、アトランティス大陸も陥没し、多くの犠牲者が出た。 

 人類は、自ら神の子としての権利を改変したときに、苦しみを作り出してし



834 

 

まったので、それは、すべて心から出る欲望が、神性を失わしているのだ、と

語るのであった。 

 

 

人間釈迦① Ｐ160 

 ・・・人類は神の意志に基づいて、調和という仏国土をつくり始めた。 

 当時の人類は、荒涼たる地上を開墾し、人類が住める環境として神がつくら

れた大地に、動物、植物の、相互依存のしやすい調和をつくることが目的であ

った。 

 人類は栄えた。動物、植物も、すくすくと育った。 

 人々の年齢は、五百歳、千歳の長命を保った。 

 人類の数は増えていった。子孫が子孫を生み、人々の転生輪廻が、地球とい

う場において、回転をはじめたのである。 

 人々は次元の異なる意識界と自由に交流ができた。 

 文明は高度に発達した。 

 人間は自由に空を駈けめぐり、地下にも大都市をつくった。 

 しかしやがてその文明も終焉を迎えるときがやって来た。 

 人々の間に、自我が生まれ、国境がつくられ、争いがはじまったからである。 

 人々の不調和、暗い想念の曇りは偉大な神の光をさえぎった。その結果、大

地は怒り、黒雲は天を蔽った。至るところで火山が爆発し、陸は海に、海は陸

になった。 

 ホンのひと握りの心ある人々を残して、人類は、土中に、海中に、消えてい

った。 

 こうして人類は、栄えては滅び、滅びては栄えた。 

 天変地異は、人類がこの地上に住みつくようになってから、何回となく繰り

返されてきたものである。 

 天変地異は、自然現象ではない。人類が住みつくようになってから、この地

上で、神が有する創造の権能を、人類が行使し、人類の心と行為がつくり出し

たものであった。 

 人類の地上での目的と使命は、二億年前も現代も変らない。 

 それは神の意志である調和という仏国土を建設するために人類は存在し、

人々の魂はそうした建設を通して、永遠の進化をめざすものであったのである。 

 

 

原説般若心経 Ｐ292 

 ・・・アヌプリヤの森が、天変地異におそれわれたとき、岩山は割れ、大雨

が降りそそぎ、割れた岩山は谷川と変わってしまった。 

 小さな動物達は、逃げ場を失って、右往左往の大騒ぎとなった。そのとき、

一匹の逃げ遅れた年老いた大象は、その谷をみつめていた。 

 周囲の、逃げ場を失った小さな動物達の姿を見たとき、その老いた大象は、
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余生いくばくもないことを知り、自らその巨体を岩山の割れ目に入り、小動物

達を広い彼の岸に渡してやって死んだ。 

 お前達も、迷ってはならない。私をその老いた大象のように踏み台として、

多くの迷える衆生を、勇気と智慧と努力を持って、迷いの岸から、悟りの彼岸

へ導かなくてはいけない。 

 

 

心の原点 Ｐ027 

 私達の住む地球を含めた太陽系が属する銀河系には、約一千億個の恒星と、

それに伴う惑星が存在する。地球はそれらの中の一個にすぎない。銀河系を島

宇宙として、そうした星々をひきつれた島宇宙、星雲群は、これまた約一千億

個にのぼり、いわゆる大宇宙を構成している。したがって、大宇宙からみた地

球というものがいかに小さな細胞体にすぎないかということがわかる。 

 人体の細胞は約六十兆ある。それぞれ、生命を持っている。それはまた原子

の構造と同じである。ところで、人間は、人体である細胞と、それを動かして

いるところのエネルギー、意識、心を持っており、それはちょうど、大宇宙の

構成と、まったく同様につくられている。 

 ただし、大宇宙が、法則のままに動いているのにたいして、人間は、その大

宇宙を、地上を、よりよく調和させるために神仏と同様、その意思と自由が与

えられて、ものを創り出す能力をも付与されている。 

 そのために、神仏の心となって地上での生活を送るならば、地上の調和はも

ちろんのこと、意思と創造と自由の展開は、無限のひろがりをもち、人間とし

ての喜び、仏教でいう法悦の境地を享受することができるのである。 

 けれども、その反対の場合はどうかといえば、地球に昼と夜があるように、

暗黒の世界が待ちうけ、災害、早死、あるいは天変地異といった人智の及ばぬ

天災に見舞われることになる。 

 これはどうしてかというと、人間の在るところの環境一切は、人間の意思に

まかされているからである。 

 悪の意思が働けば悪の結果が、善の意思が働けば善の結果がもたらされるの

である。 

 大宇宙は法則によって動いており、地上の人間界も、このワク外には決して

おかれてはいないのである。人間の意思と自由性は、その大宇宙の法を、たく

みに運用し、よりよき調和を具現してゆくようにつくられている。 

 このために、調和を離れた悪の意思と行為があれば、自分自身の体の不調和

をきたし、その不調和が集団的となれば、人間の住む環境は、人間の意思にま

かされているから、物質世界にも不調和をきたし、災害を呼びこむことになる

のである。人間の想念は、ものを生み、創り出す能力があるからである。 

 神が天と地を、その意思と偉大な能力で創造したように、神の子である人間

にも、その意思と創造と自由性が付与されているからである。間違えてはいけ

ない。私達人間は、大自然のおきてである転生輪廻という循環の法を、正しく
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生かすことによってのみ、喜びと自由、という心の解放があるのである。想念

にも循環の法が厳として存在し、悪には悪、善には善がかえってくることを決

して忘れてはならない。 

 

 

心の原点 Ｐ043 

 ・・・しかし、人類は、子孫が子孫を生み、地上の生活に慣れるに従って、

あの世を忘れるようになり、種族優先、自己保存の欲望の想念が強くその心を

支配するようになって行き、そのため、平和な地上は、争いの巷と化して行く

のであった。 

 種族は、領土問題や境界問題など、他の種族と感情的にもつれ、闘争を生ん

で行き、やがて、力の強い者が戦争、略奪に勝ち、支配者と被支配者の関係が

生まれ、独裁者が命令をかけるようになっていったのである。 

 地上界からあの世に去る者達のなかには、従って人生での目的を忘れ、不調

和な暗い想念を自らの心に造り、地獄界に堕ちて行く者が多くなって行った。 

 地上界を縁として、一切の執着心が霊囲気を曇らせてしまったため、地獄界

が出現してしまったのである。 

 このようにして、文明が栄えるに従って、幾度か人類は心を失い、暗い想念

で神の光をさえぎり、大きな天変地異を体験するのであった。 

 大宇宙体の一細胞の不調和が暗い霊囲気を生み出し、神の光をさえぎってし

まったため、海底に沈んでしまった地域もある。つまり、大地震によって不調

和な部分はとり除かれて行ったのである。 

 こうした、ノアの箱舟的現象は何回かくり返され、人々の多くは土中に、海

中に消えて行った。 

 ルミジア大陸、ムー大陸、アトランティス大陸も、このようにして海底の藻

屑と消えてしまったが、それは人々の飽くことなき欲望と、心を悪魔に売った

人々が、多くの光の天使（神の使者）を死刑にしたことが原因となっている。 

 

 

心の原点 Ｐ072 

 光の大指導霊達が現われてくるというときは、すでに正法の力のない、末法

の混乱期である。 

 人々は心を失い、人間として生まれてきた目的や使命を忘れ去っているとき

だ。 

 自らの心を物質文明の奴隷としてしまい、不調和な宗教が乱立し、心を魔王

や動物霊に売り渡している人々が多くなってしまっているときである。 

 闘争や破壊が日常茶飯事のようになっている変わり果てた世相を、末法の世

というのである。 

 世界の国々に、災害や天変地異が次々と起こる。 

 家庭は乱れ、親と子の心は断絶する。教育者は中道の教育を忘れて、思想的
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に片よった教育をする。政治家は私利私欲、党利党略に走り、思想の、という

より自己主張の乱立、巷での事故死……など、列挙すれば限りない不調和な世

相なのである。 

 これを救うには・・・政治家も法律家も、教育者も文化人も宗教家も、すべ

てが両極端を捨てて、中道的な判断を基本とするしかないといえる。 

 他人をかえりみないで、自分さえよければいい、というものの考え方をする

者は、利己主義者で、自ら調和への道を閉ざして孤独な人生を送ることになろ

う。 

 それは、人間の道ではないということを知らなくてはならないのだ。 

 

 

心の原点 Ｐ131 

 大地は受動的であり、私達は能動的に造られている。 

 従って、人間の感情想念、いわばそこに住む人達の意識の調和度、心の持ち

方によって、その土地の空気はつくられているといって良い。 

 争いの多い土地には、作物も育たないところが多い。 

 そして、村や町も汚いものだ。 

 調和に満たされた場所は、綺麗で明るく、ゆったりとしている。 

 人の気のない大地は、それではどうであろうか。 

 やはり表情を持っているはずだ。 

 気候や風の流れによって、さらりとしたところもあるかと思えば、現在は人

気はないが、その昔、人類が居を構えていたところは無数にあり、そのような

ところは、かつての住民達の心の波動を残し、明暗、美醜の空気をかもし出し

ている。 

 このように、大地といえども、生命を持ち、感情を抱いているのだ。 

 火山、地震、地すべり、陥没等、大地そのものは、ときとしては怒り、狂う

こともある。 

 こうした怒りや狂いというものは、大地そのものが勝手に動き出したかとい

うと、そうではないのである。 

 それは、人間の勝手な行動、想念が造り出した物理的現象が大部分だといえ

よう。 

 太平洋にあったムー大陸も、大西洋にあったアトランティス大陸も、いずれ

もそこに住む人類の業想念が陥没させたことを、私の指導霊、アガシャーは教

えている。 

 なぜ、このような現象が起こるかというと、人間の生命意識、地上での目的

は、己自身の調和と同時に、動物、植物、鉱物をふくめた地上の大調和にあっ

て、その目的に反した想念行為に対しては、その分量だけの償いが必要になっ

てくるからである。 
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心の原点 Ｐ323 

 苦しみも悲しみも、自らの心の作用をともなって造り出したものである。苦

楽の体験も、悟りへの道程といえるだろう。 

 なぜなら、わが心のなかで通じている神なる意識は、人類が、自分で自由に

体験してきた、不調和な想念と行為の誤りや人生の課題を反省することによっ

て、心のなかの暗い不調和な曇りを払い、真我即ち善我なる偉大な智慧を持ち

得るようになるのである。 

 自らの実践と努力によってである。 

 人類が、自然の大調和に至る道を選ぶか、混乱した不調和に至る道を選ぶか

は、自由の権限を与えられているのである。 

 しかし、人間は、物質的欲望や、情欲の自己保存、自我我欲、闘争や破壊の

不調和な環境を造りやすいものだ。 

 何度か同じ誤りをくり返し、苦しみや悲しみを体験し、その結果ついに、慈

悲と愛による調和された生活がいかに大切であるか、ということを学ぶのであ

る。 

 不調和な想念を持ち行動をする、心ない人々によって造り出された集団は、

自ら蒔いた悪の種を、苦しみと悲しみのきびしい環境で刈りとらなくてはなら

ないだろう。 

 そして、自然は、天変地異や火災をとおして、人類に誤りを気づかせる。 

 さらに同じ誤りをおかせば、より大きな試練を与え、さらに誤りを重ねれば

きびしい反作用が与えられる。突き離されて、最後は自らの誤りを学ばされる

仕組みになっているのである 

 

 

心眼を開く Ｐ044 

 今から約一万年ほど前、南大西洋にアトランティス大陸というのがあって、

文明は非常に栄えていました。信仰の対象は太陽にむけられ、人間の魂は、あ

の太陽のごとく、光輝くものであり、慈悲と愛の心こそ、人間としてのあるべ

き姿として、正法が説かれていました。 

 法を説いた者は、アガシャーといいました。アガシャーを中心として数多く

の如来、菩薩が地上に降り、道を説きました。現在、南太西洋には大陸はあり

ません。アガシャーをのぞく多くの天使たちを、時の為政者が葬ったからです。

天使たちを殺裁するほど彼らの心はすさんでいたのです。その心根が大地震を

起こし大陸を海に沈めたのです。 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ099 

 自己保存というのは、自分さえよければ他人はどうでもいいという心です。

こういう人たちが地上をおおうと、天変地異を起こす原因にもなります。人間

社会は、もともと調和してゆかなければならないように仕組まれていますから、
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当然の結果となってくるのです。 

 大自然を見て下さい。それは私たちにこのように生きなさいと教えています。

太陽があり、この地上には動物・植物・鉱物があって、これらは、たがいに補

い合い、助け合って生きています。これらの一つが欠けても、全体の調和はま

っとうできません。つまり、大自然界は常に他を生かすことを前提に成り立っ

ているということです。別な言葉で言うと、愛なのです。 

 自己保存は独りよがりで、他をかえりみない心です。これでは自分を滅ぼす

ことになります。 

 大自然界は、人間の生活の在り方を無言のうちに教えています。生かされて

いるということについて、私たちは感謝をもって表わす、ということが必要で

しょう。つまり、報恩です。感謝の心は、報恩という行為で正しく輪廻するの

です。 

 

 

天使の再来 Ｐ024 

 皆さんの六〇兆から成る細胞が不調和を起してごらんなさい。皆さんは医者

にいったり、薬をのんだり、ある者は切開して自分の体を治そうとするでしょ

う。 

 それと同じように、地球も、やはり、皆さんの心の不調和によって天変地変

が起ります。私達は神の命によってこの現象界、物質界自体の調和をはかるた

めに、その使命を担って来たのであります。皆さん自体そのものが、己の心の

本質までも忘れ去って自分の進むべき道すら分らなくなっているのです。――

これを未法の姿というのです。 

 

心行の言霊 Ｐ051 

 ・・・神仏の心となって地上での生活を送るならば、地上の調和はもちろん

のこと、意思と創造と自由の展開は、無限のひろがりをもち、人間としての喜

び、そうして、仏教でいう法悦の境地を享受することができるのであります。 

 けれども、その反対の場合はどうかといえば、地球に昼と夜があるように、

暗黒の世界が待ちうけ、災害、事故、あるいは天変地異といった人知に及ばぬ

天災に見舞われることになります。これはどうしてかといいますと、人間の在

るところ、その環境一切は人間の意思にまかされているからです。 

 悪の意志が働けば悪の結果が、善の行為に対しては善が返ってきます。 

 大宇宙は法則によって働いており、地上の人間界も、このワク外には決して

おかれてはいないのであります。 

 したがって、人間の意思とその自由性は、大宇宙の法を、たくみに運用し、

より高き調和を具現してゆくようにつくられています。 

 このために、調和を離れた悪の意志と行為があれば、自分自身の体の不調和

をきたし、その不調和が集団的となれば、人間の住む環境は、人間の意思にま

かされていますから物質世界にも不調和をきたし、災害を呼びこむことになる
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のであります。 

 人間の想念には、ものを生み、創り出す能力があるからです。神が、その偉

大な意思と能力で天と地を創造したように、神の子である人間にも、その意思

と創造と行動の自由性が付与されているからであります。 

 間違えてはいけません。私たち人間は、大自然のおきてである転生輪廻とい

う循環の法を、正しく生かすことによってのみ、喜びと自由という心の解放が

あるのであります。想念にも循環の法が厳として存在し、悪には悪、善には善

がかえってくることを決して忘れてはなりません。 

 

 

心行の言霊 Ｐ181 

 調和とは、神の心を自らの心とした調和の生活です。 

 大自然は、そうした調和の姿を示しています。 

 もしも、太陽が西から昇り、昼夜の別が反対になったならば、地球は想像も

できない天変地異に見舞われ、人間は、宇宙空間にほうり出されてしまいます。

地上の生活は、一瞬のうちに崩壊して、この世の終わりとなるでしょう。 

 人間をはじめとした地上のすべての生物は、大宇宙の狂いのない調和があれ

ばこそ、変わりなく安定した生活がおくれるのです。それなのに、雨が降った

といっては怒り、風が吹いたといっては、天を呪います。 

 与えられた環境にたいして、人間はまず、感謝することが大切でしょう。 

 信心のはじめは、感謝の心からです。自然の環境に対して、無条件に感謝出

来るならば、生きているそのこと自体に、無上の喜びが湧いてきます。雨が降

ろうと、風が吹こうと、大自然の調和と恵みを理解すれば、怒りや呪いは出て

きません。 

 雨が降り、風が吹くことによって、大気は浄化され、植物が育ち、明日の生

命、明日の生活が約束されていることを知れば、大自然のこうした、はからい

にたいして、感謝の心は湧いても、文句などは出ないはずです。 

 人はまず天にたいして感謝し、地上の環境についても、感謝すべきです。 

 

 

心に法ありて Ｐ005 

 地震はなぜ起きるのか、それは大地も生きているからである。人間の体内に

は血管が縦横に走っている。そして、絶えず血液が流れている。大地の下もま

た血管が無数に走り、火山に見られる何千度に熱せられた溶岩が、地表のはる

か下を流れている。火山はこの溶岩が地表に現れたものだが、なぜ火山活動が

おこるかである。それは地上の圧力が地下に加わり、いわば血管を圧迫するた

めである。地震もまた、地上の圧カによって血管が収縮するため、それをハネ

返そうとしておこるものだ。 

 では地上の圧力とはなにかである。それは人間の心の在り方にかかっている。

地表をとりまく人間の生活意識が大地に圧力をかけている。この圧力は、人間
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一人一人の偽我（自己保存）によって作られるものだ。つまり、地震や火山を

生み出すエネルギーを地下にたくわえているのである。だから、一定の時期が

くると、もとに戻ろうとして揺れ動く。こういっても人は信じないであろう。

現代科学はさまざまな見方で地震や火山をとらえようとしているが、物理現象

の背後には、常に人間の意識が強力に働いているということを理解するように

なれば、万象の姿がハッキリととらえられることができるだろう。 

 ちなみに月や火星に大地震や火山活動がおこっているだろうか。月や火星も

地球と同じように何千度に熱せられた溶岩が活動しているのだ。しかし、大地

震もなければ火山の大爆発もおこっていない。地表はいたって平静そのもので

あり、平和であろう。地球だけが常にさわがしく、さまざまな災害をくりかえ

している。 

 中国大陸は日本と異なり、地震はめったにおこらない。それが各地で頻発し

た。被害も大きく、犠牲者も相当にあった。動物の動きで地震を事前にキャッ

チし、避難したというが、そうだろうか。政情不安の火に油をそそがないため

の工作だったようだ。アトランティス大陸は火山の噴火と大地震で海底に沈ん

だ。ポンペイの町も同じである。また、その昔に栄えたエジプト、メソポタミ

アの文明も、洪水、大地震、火山の降灰によって埋没している。当時の文明の

手がかりは、地下から発掘した建物、青銅、土器、石板、壁画によってしのぶ

ことができよう。 

 いずれにせよ地震は地上の人びとの想念行為によるのである。地震や火山を

防ぐにはどうするか。その手がかりをつかむには、大地震がおきたその時代の

人びとの社会生活を知ることが理解を早めるカギとなろう。いたずらに地震を

恐れ、転居しても地震は追いかけてくるだろう。 

 

 

正法と経済 Ｐ005 

 人間は神の子である。神の意思を受け継いだ行為者なのだ。自己保存と我欲

におぼれるときは、神は人間を正す意味で反省を促そう。自己保存と我欲が地

上を蔽えば、神は、陸地を海に、海を陸地に変えてしまうだろう。 

 人類はこうした経験を幾度となく重ねて来た。だから大地が揺れると、人間

は重心を失い恐怖心は頂点に達する。天変地変の災害は安穏に暮らす人びとの

想像を越えた大きさで何時もやってくるのだ。私達の記憶は、それを訴え、二

度と再びこのことなきよう誓いを立て、地上に生を得たのだが、環境になれ、

生活に押し流されてくると、このことを忘れ、目前の利害におぼれてしまう。 

 

 

大自然の波動と生命 Ｐ015 

 私達は神意によって、実在界（あの世）の光の天子に与えられている万物を

駆使させて頂いているのであります。 

 神意に逆らった自己保存（国家も同じ）は相互の不信となり闘争と変って行
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くのです。 

 正法を悟って心から話し合うことにより必ず調和することが出来るのです。 

 神（仏）から預かっている物質を独占することは不満を呼び、闘争は破壊を

呼ぶのであります。 

 また不調和な衆生が多い処には、天変地変の原因となり、黒い想念の塊りが

爆発するのであります。 

 私達の肉体に悪質な腫れ物が出来れば、切開するか、化膿して自然爆発をす

るかであります。殆んど二酸化炭素のいたずらであります。 

 私達の肉体と同じように地球も大宇宙体の細胞であります。 

 人々の黒い想念のエネルギーが大きく作用することを知らなくてはならない

のです。 
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12-４）【天変地異はなぜ起こるか？(丸山弘先生のご指導)】 
 

2000-9 月 Ｐ026【伝道だより】 

 地震、雷、台風、これらはすべて天変地異と思います。 

 天変地異とはそこに住む人たちの思い行いが、神の意に反したときに起きる

作用です。ただし、夜の八時以降に起きる地震は自然界の物理現象で、昼間に

起きる地震は人間に対する警告だとお教え頂いております。 

 

 

2001-12 月 Ｐ054【伝道だより】 

 台風は、戦争で犠牲になった戦没者の霊が日本に帰りたいという強い念のも

と台風を縁として日本にやって来ている現象とのことですが、不思議とここ数

年は日本に入る寸前でのところで逸れていっているのです。 

 皆様はこれを偶然と思わないでください。法のあるところは、常に神仏によ

って守られているのです。この日本列島に法灯が灯ったためではなかろうかと

思います。 

 

 

2003-9 月 Ｐ059【伝道だより】 

 偉大な主・高橋信次先生には、『二○時以降に発生する地震は、地殻変勤によ

るものであり、八時以降に発生する地震は、その地域に住む人々の心が神仏の

み心から外れたことに起因するものである』と、お導きくださっておられます。 

 

 

2003-9 月 Ｐ062【伝道だより】 

 私達は地震に遭ったとき、如何なる人も忘れていた大宇宙大神霊・仏を思い

出し、必死になって『神よ！助けて下さい』と救いをお願いするのです。 

 ですから、地震は神の子が神仏を思い出す神仏の慈悲とお導きいただいてい

ます。 

 

 

2004-12 月 Ｐ079【伝道だより】 

 皆様は、本日から『祈願文』の中にある（己の心に一日の反省をする）中で、 

 『震災に遇われた罹災者の魂に光をお与えください。心に安らぎをお与え下

さい。 

 これらの方々が、神の子としての使命に目覚められるように、大宇宙大神霊・

仏様、光をお与え下さい。安らぎをお与え下さい。 

 守護霊様、指導霊様、何とぞ正しくお導きください』 

 と祈って頂きたいと思います。 

 今、苦しんでおられる罹災者の平安と、これらの方々が正法に帰依されるよ
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うにと、お祈りを捧げることから始めてください。 

 

 

2005-6 月 Ｐ071【伝道だより】 

 地震は、そこに住む人々の心が、特に正法に生きている人が、神仏のみ心か

ら外れた思い、行いをする人が多くなったとき、反作用として、その地域に地

震が発生するとお導きいただいています。 

 

 

2005-7 月 Ｐ070【伝道だより】 

 兵庫県尼崎市のＪＲ電車脱線事故について、・・・ご著書『心の発見・神理篇』

の一八四頁に、 

 『すべて不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたらしたものであり、

責任は他にない。その原因を追求し、その根本をとり去る、心の反省の中から

前進があるのである。 

 毎日の生活が調和された中には、常に神仏の光によって保護されるものがあ

る。そしてそこには不幸は訪れてはこない。それは、正しい生活の実践の中に

積み重ねられて行くものなのである』 

 とお導きくださっています。 

 大方の人は、社長、幹部に責任があると言われますが、法によれば、そうで

はありません。ご著書の中には、『不幸の原因は己自身にある』とお導きくださ

っているのです。その電車に乗ったのは、誰でもない自分自身だからです。自

分で求めてその場に行ったのです。心が原因なのです。『そんな馬鹿なことない、

事故を起こしたのはＪＲじゃないの』と思っておられる方が此処にも沢山おら

れると思います。 

 確かにこの世的には法律的には、運送契約というものがあります。法律は人

間が作ったものです。その前に、神と人間との契約があります。それが正法で

す。ですから、それはもちろん経営的なこともあります。しかしいわゆる『全

て責任は経営者にある』ということはありません。 

 何とぞ『正しい』ということについて、ここでもう一度、今回の事を通して

考えてみてください。『人間の魂は、神のもと平等である』ということです。 

 法により、正しい生活、正しく生きている人は、そういう事にぶつからない

ということです。魔の心を持った人は、魔に吸い寄せられるということです。 
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12-５）【睡眠(ご著書より)】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ010 

 私達の住む地球もその太陽エネルギーや僅かな地熱によって存続し、相互の

運動の中で、春夏秋冬、四季という環境を形成しているのである。植物、動物

は、こうした大自然の環境によって、現象界を生きる船、すなわち肉体を保存

することができている。 

 私達の肉眼でとらえ得る空間世界は第三次元のものであるが、物質は物質と

してのエネルギーの次元を持っている。 

 物質をさらに大別すれば、無機、有機と分類されて行くが、生物の体は有機

質の成長する細胞集団によって成立している。その細胞集団によって構成され

ている生物は、万象万物の相互関係の中において安定し、弟三次元の世界に適

合して存在している、ということである。 

 細胞はまた細胞としての核分裂により、生物としての機能を発揮し、一つの

体を構成して生命を保っている。私達の五体は、約六〇兆からなる細胞によっ

て成立しているのだが、細胞は各機能に適応して諸器管を作っている。肉体は

そうして大自然の相互関係の中で保存されている。 

 そしてその子孫、種族保存の本能も、神仏から与えられているのだ。 

 私達は、細胞集団によって構成されているこうした肉体を考えたとき、それ

ではこの物質の支配者は何かと考え、それが在ると思い至らざるを得ない。 

 物質とエネルギーの共存不二の姿が物質的に実証されている以上、私達の五

体の成立もそれが物質のすべてだということは否定することはできない。同時

に、肉体の支配者である意識、すなわち魂の存在についても、物質、エネルギ

ーとは異なった次元の存在として、認識せざるを得ないのである。誰にしても、

こうして実証を追うことによって、その意識の世界を別の次元の世界と定める

ことに、異論をはさむことは不可能であろう。物質と別次元のものとの併用に

よって人間は成立している、と考えるのが自然になるのである。 

 なぜなら、肉体物質が絶対とした場合、私達は睡眠中に記憶機能が働かない

ことを誰も否定することはできない。 

 私達の脳細胞は、従って万能の記憶装置ではなく、五体、五官の通信、受信、

指令の機関であるということであり、意識、魂こそこれらの機能を操作する肉

体舟の支配者であり、永遠不変の本当の自己である、と認識できるのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ103 

 ・・・この現象界のみがすべてで、現世の幸福のみを、我欲のままに追求す

る者には、霊の守護も困難である。しかし、自分の犯した罪の種は自分でいず

れは刈りとらなくてはならない。これが神仏の子としての掟である。人間界よ

りずっと恐ろしい。安らぎのない煉獄地獄の生活は、説明することができない

ほどきびしいのだ。このように、あの世もこの世も、厳然と存在していること
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を、私達は悟らなくてはならない。 

 そんな世界があるはずがないという人とは、睡眠中の夢の世界を何と解くの

であろうか。 

 なぜ、という問いに答え得るであろうか。 

 人間は、もともとそうした霊能力を持っている。ただ肉体的な煩悩に支配さ

れ、想念が調和されないために、潜在意識の九○％と、表面意識の一○％のダ

イヤルが合わないだけなのである。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ135 

 私達は、眠っているとき、その眼も耳も鼻も役に立たないことを知っている。

いや、そのことの記憶すらない。眠りより覚めて、意識が醒めて、始めて意志

の力によりすべてを感知できるのである。このように、意志の働きがなくては

人間もロボットと変わりがない。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ072 

 従来、医学においては、大脳が考えたり想像したり記憶したりする場所だと

いわれている。 

 そうした考え方のすべては、肉体現象をとらえての判断である。 

 しかし、その医学的判断は果たして正しいだろうか。 

 たびたび例に引くが、人間が眠っているとき、なぜ五官の変化に対して脳内

の記憶室は反応しないのだろうか。たとえば、私達が眠っているときに眼は見

えない。しかし枕もとで誰か話をしていた場合、耳はそれを聞いて声の振動を

伝えているはずである。だが記憶は残らない。従って、脳細胞がすべての作用

を起こす根本であるという考え方は、人間が眼覚めているときの条件時ならば

信じられるが、睡眠中の解答とはならない。つまり、脳細胞以外の何かの作用

の働きがある、と考えざるを得ないし、そう考えるのが自然である。 

 それは何か。その働きをなすもの、それは肉体の主人公のことである。 

 主人、すなわち意識（魂）が、肉体、という人生航路を渡って行く舟を、下

船したときの状態を想像してみると良く分かると思う。 

 主人公の意志にもとづいて、舟は自由に動くはずである。それが、眠ってい

るときは、意識という主人公が肉体を離れているため、肉体次元における諸現

象の影響は受けないことになる。 

 眼を覚ましてはじめて、意識がもどって肉体は色心不二の状態となり、自分

の意志にもとづいた想念と行為の生活が行ない得るというわけである。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ039 

 生物は有機物によって構成されている細胞やその集団は、それぞれ個性を持
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っている。そして、動物や植物は、外部からの熱光りといったエネルギーを吸

収して成長を続けている。しかも、本能によって種族は保存され、後世に受け

継がれている。 

 動物や植物には、鉱物などのエネルギーとは違った意識の存在があり、意識

の次元と肉体が、それぞれの個性を持って同居している。 

 私達の場合も、同様に、肉体としてこの世の次元に存在し、意識すなわち魂

という高次元のものと同居して成立している。 

 私達の肉体は、このゆえに人生航路の乗り舟といえる。舟の船頭である意識・

魂が離れてしまえば、肉体は舟としての意識しかなく、自らの自由な意志は持

っていない。つまり、眠っているときの状態がそうである。 

 五官も、特別に外部からの何ものかの作用がない限り、記憶することも思う

ことも考えることもできないであろう。 

 もし脳細胞がすべてのことを記憶しているとしたなら、私達は、眠っている

ときでもその能力を持っているはずである。 

 しかし眠ってしまえば、いかに鼻の穴があいていても、耳の穴があいていて

も、全く記憶はない。外部からの一定以上の作用がない限り、感知することは

できないのである。 

 その人の体質、状態によって、眠りの時間はそれぞれ違ってくるが、誰でも、

眠っているときは、いかなる心配があってもそれを忘れているし、痛い場所が

あってもほとんどその痛みを忘れている。 

 意識すなわち船頭が乗り、肉体を支配してこそ、始めて今までの状態が続け

られてゆくのである。 

 この事実を考えても、肉体以外の何者かの存在を否定することはできないだ

ろう。 

 

 

心の発見(現証篇) Ｐ233 

 ・・・脳波という電気現象が起こることは事実である。 

 波が揺れている以上、必ず振動があろう。 

 「この振動が曲者である」と、私の指導霊は教えている。そしてさらに、 

 「人間は、肉体的な作用と精神的な作用という相関関係によって、存在して

いるということは間違いはないのだ。 

 精神作用は、“魂”の動きで、全く次元が違った世界であり、肉体的な次元

と連結されているのである。 

 たとえば、三次元の物質的な世界と、三次元の一面である二次元の世界が共

存しているように、それは、四次元の世界の、三次元的な立体の世界といえる

だろう。 

 五官を通しての大脳皮質の脳波の振動が、次元を超えた三次元の連結体から、

魂（意識）の中心である心の想念の領域に伝わってくる。これを曲者といって

いるのだが、脳波の電気的振動が通信されているのである」 
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 という。 

 そのため、眠っているときは、肉体から意識が離れているから、解からない

のだ、というのである。 

 思ったことを表現する場合も、想念から出る発信機の振動が、大脳に働き、

肉体的表現になって現われてくるということだ。 

 

 

人間釈迦① Ｐ116 

 ものを考える、思うことが出来るのは、人間の五体の中に、そうした創造能

力を生み出すエネルギーの働きがあるから可能なのである。睡眠中は、こうし

た能力は働かない。これは、エネルギーの休息であり、同時に、エネルギーの

補給のために、人間は、睡眠中に、次元の異なる世界に旅立つからである。 

 魂というと、否定する者もあろう。しかし、魂のない人間は一人もいないの

だ。魂とは個性を持った意識をいうのである。睡眠は、魂と肉体との分離であ

り、このために、グッスリ眠ると鼻をつままれても、地震が起きても、わから

ないのである。目がさめるとは、魂が肉体に入ることである。考える、思うこ

とは、肉体がするのではなく、魂を形成しているエネルギーの働きがあるから、

可能になってくるのである。 

 

 

原説般若心経 Ｐ116 

 私達の五体は、自分の意志によって行動しているが、一旦、眠ってしまえば、

鼻の穴があいていても、耳の穴があいていても、眠りを妨げない限り、聴覚も

嗅覚も、その神経は全く作用していないし、記憶もないはずです。 

 それは、肉体舟から、船頭である意識・魂が離れているからです。 

 

 

心眼を開く Ｐ131 

 ふつう夢には主観的なものと、第三者の介入による夢とがあります。主観的

なものは、自己の想念が造り出したもの。第三者の介入のものは、地縛霊、動

物霊などの影響によるものです。 

 主観的な夢には、美しい情景をみてくる、天女と語る楽しい夢、偉大な賢者

と会って語りあうなど。反対に、暗く気持の悪い夢、呪われた世界、ヘビに追

いかけられる、あるいは巻きつかれる、その内容はさまざまです。こうした夢

は、あの世の階層を実際にみてくるのであり、そうしてそれは同時に、自分自

身の、そのときどきの現実の想念の在り方が、そうした階層に通じ、またその

ような日頃の想念が、夢という形で現象化されていることを意味します。した

がって、こうした夢は、天上界の夢ならともかく、いやな夢、ないしは正法に

反した暗い夢の場合は、自分の想念のどこかに誤りがあるのですから、反省し、

修正する必要があるでしょう。 
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 夢は大抵、朝方です。これは眠るという行為が、表面意識の休養を意味し、

エネルギーの補給を行っているのですから、意識の休養中に夢をみるのではな

く、エネルギーの補給を終えた朝方に、守護霊の働きで、夢をみる、夢を憶え

ているということになるからです。つまり、補給を終えた表面意識が、いつで

も活動しやすい状態になったときに、夢という現実的な想念と行為が働くわけ

なのです。 

 また夢は、自己の想念と行為をごまかしなく再現するものですから、反省の

材料としては、またとない資料となるわけです。現実生活の私たちの想念は、

形に表われないとわかりませんが、夢の場合は、日頃の想念がなんの抵抗もな

く現象化されますので、夢の中の行為は、自己の内在する想念の、偽りのない

姿なのです。 

 一方、第三者の介入による夢は、朝方よりも、真夜中にみる場合が多いので

す。眠りが浅く、なんとも寝つかれず、ウトウトしながら悪夢をみる。恐ろし

さのあまり、目をさましたときは、自分の腕が胸の上におかれ、汗をかいてい

る。こうした際は、光の天使、または諸天善神の加護を求めることです。 

 また、こうした悪夢をたびたびみる。夜眠られぬことが続いている場合は、

憑依されていることがありますから、強い自己反省が必要ですし、正しい生活

にかえるよう努力されることを望みます。第三者の介入による悪夢についても、

自己の想念に無関係ではありませんので、正法にそった生活が絶対に必要です。 

 このほかに、正夢があります。これは守護霊の働きかけと、動物霊などが作

用している場合とがありますが、動物霊の場合は、どこか常識的でなく理解で

きないものが多いのです。また戯画化されたもの、筋道のないもの、意味のつ

かめない夢などがありますが、これらは想念に断層がある、つまり心が不安定

なためにおきる夢が多いのです。いずれにせよ夢は、日頃の想念行為と密接不

可分ですから、夢をみた場合は、その夢について、反省することが大切です。 

 

 

心眼を開く Ｐ231 

 ・・・その生命エネルギー、意識の中心が、心であり、ウソのつけない、心

です。その心が、人体各部を調和統一させ、五体を維持させていきます。血液

の流れも、胃腸の働きも、すべて、人間の意識、生命エネルギーである心が指

令していることを忘れてはなりません。ですから、人間が感情的になったり、

怒ったり、悲観したりしますと、体のどこかに、支障をきたします。胃腸など

はとりわけ敏感ですから、その働きを弱めることになります。病は気からとは、

この辺の、人間の心の在り方を伝えたものです。 

 生命エネルギーの補給は、夜の睡眠です。肉体的エネルギーは、動物、植物、

鉱物のエネルギーからとります。 
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悪霊-Ⅰ Ｐ002 

 ・・・私たちの心は、自分の肉体という三次元の衣をまとっていますが、心

は、あの世の霊人たちとツウツウなのです。換言すれば、私たちの心は、この

世とあの世の「二足の草鞋」を履いているわけです。ですから、自分の意識が

眠っているにもかかわらず、夢を見たり、思うことが相手に通じたり、直感が

働いたりするのです。これらの現象はテレパシーとか、透視とか、読心術、念

力などいろいろいわれていますが、実は、霊人たち（通常は守護霊の働き）の

作用でおこるものなのです。 

 ですから、科学（三次元）の立場でこれを追究しようとすると一○○％の成

果は期待できません。たとえば、モノを当てる場合、その確率は高くて九○％

くらいであり、当たっても六○％～八○％くらいのところでしょう。なぜかと

いいますと、守護霊が背後で働いて、その人の心に示唆を与えたり、力を貸し

たりするので、本来なら一○○％の結果が出るはずのものが、そうはさせない

からです。一○○％の結果を出すには、こちらの心が問題であり、こちらの心

が調和されていることが必要なのです。 

 

 

悪霊-Ⅱ Ｐ131 

 地獄霊が人の肉体を支配するプロセスはきまって睡眠不足からくるものであ

る。睡眠不足は意識を不明確にさせる。これはたいていの人なら経験している

と思う。 

 では眠れない状況はどうして生じたか。極度の労働のあととか、環境が異な

る場合など睡眠がとれないことが間々ある。しかし、この場合はせいぜい一日

か二日で、あとはぐっすりと眠れる。よくよく霊域が悪いところならともかく、

通常の心の状態であれば場所に関係なくやがては眠れよう。 

 ところが、心配や愚痴、怒りや嫉妬で心が絶えずイライラしているときは場

所を変えても眠れない。むしろ反対に、こうした不安定な心の場合は夜になる

と頭が冴えてきて、睡眠はますますとれず肉体の方が弱ってくる。睡眠が不足

しているから日中は意識が朦朧となり、地獄霊が支配しやすい状況を、いよい

よつくってゆく。 

 地獄霊が、人間の心を支配し出すと、心臓に不調和な動悸がおこり、肉体の

あちこちが張りつめたり、あるいは筋肉が硬直したりする。また、体全体が悪

寒を覚えたり、暑くなったりする。一方、意識の方も混乱がはじまり、忘れっ

ぽくなったり、注意が散漫になったりしてくる。 

 睡眠はとれないが、肉体が疲れてきてウトウトすると何か怖い夢を見るとか、

焦燥感に襲われたりして安眠ができない。また、今夜も眠れそうだなと思うと、

胸のあたりが圧迫されて息苦しくなったり、ふわふわしたりで、これまた寝つ

かれない。 

 こうして、肉体にも精神にも疲労が重なり、おかしなことを口走るようにな

ってくる。こうして、地獄霊が完全に支配を遂げてゆく……。 
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悪霊-Ⅱ Ｐ137 

 ・・・肉体と精神は、通常は密接不可分の結びつきを持っており切り離すこ

とはできない。が、しかし、脳や神経組織は肉体細胞として働いているが、一

面、顕在意識の一部として働いている。顕在意識がある事柄に執着し、とらわ

れてくると睡眠という生理的活動が行なえなくなり、脳や神経組織もそれにつ

れて正常な活動ができなくなってくる。したがって、顕在意識（私はこれを表

面意識と呼んでいるが）を十分に機能させるには、精神安定剤の力を借りて、

心と脳の活動に休息を与えることが先決となる。こうして、睡眠を通して心の

安定がはかられたならば、二度と同じ間違いをくりかえさない正しい心の働き

ができるよう、自らが努力することが必要となってくる。 

 心の働きが正しく回復しないと、精神病は常に再発をくりかえし、ついには

完全な廃人になってしまうことになる。 
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12-６）【仏典・聖書からの引用(丸山弘先生のご指導)】 
 

1986-03 月 Ｐ033 【ペタニアのマリア】矢内原忠雄著「イエス伝」よ

り 

 イエスとその一行は歩きつづけた。いましがた指示したばかりのあの、エリ

コからエルサレムに通じる道に途中から逆に入って。さしもの危ない道も、都

近くになるにつれ次第にひろがりおだやかさを増す。都に向って急に爪先上り

になるあたりに、ゲッセマネを中心とするオリーブの密生する園が開ける。 

 道は園を正面として、急角度を描きつつ、二本にわかれる。右に行けばエル

サレム城内への東の門「黄金の門」に出る。イエスはこの夕まぐれ、直角に左

に曲る道をえらんだ。それはペタニアに通じていた。聖なる都を指呼のうちに

仰ぎ見、エルサレムに近く三キロばかりの距離の地であった。ゲッセマネの近

きを如実に語るオリーブの木々の緑にかこまれて、一軒の家がひっそりと建っ

ていた。 

 この家の住人たち──くわしくいえば、寄って暮す三人兄妹ラザロとマリア

とマルタ－──は、いったい、いつからイエスの友人となったのであろう。 

（中略） 

 マリヤ一家はすでに一年半以上もイエスとその弟子たちに近く、互いに親交

をあたためあっていたのである。 

 一家は富裕であった。財をもってイエスの宣教の旅を援助していた。家の総

領はマルタであり、これは働き者で一本気で、男まさりの中にも世話好きな、

つまりは頼り甲斐のある女性なのであった。弟ラザロは病身であったから、そ

んな風な姉を、ことの他有難く思っていたにちがいない。マリヤはといえば、

これは姉のマルタとは全くちがう性質であった。静かにものごとをみつめてそ

の核心をさぐり思索するたちであったのである。とはいえ、マリヤには果敢な

且つ強い一面があった。それをわれわれはのちにみるであろう。三者三様。そ

れぞれ独自の個性であったから、かえって三人は結ばれて、はたの見る眼にも

微笑ましい仲の兄弟であった。 

 イエスの足はいま彼らの家に向かっていた。裕福のゆえに、道路からは奥ま

った敷地内に建てられて、銀緑色のオリーブの葉の風に揺れる快い音しか聞え

ないその邸。イエスの感謝と祝福を得て、平安のうちにしずもる家。 

 力ファウルナウムの寓居でイエスは弟子たちと共に暮して来た。憩いはたし

かにそこにあった。──が対等の会話はその憩いに入ってこなかった。弟子た

ちは幼な子にも通じる信と愛とをもって、つねに彼にすがりつき、主よ、主よ、

と彼の導きを待ったからである。旅の途上の仮の宿でも、イエスは対等の友を

ついぞ見つけることが出来なかった。いやしてもらいに来る者たち、教えを語

ってくれとせがむ者たち、好奇心で見に来る大群、敵意をもって困らせ試すべ

くやってくる多勢。 

 ただ一箇所、このペタニアにだけ、助け助けられ理解し理解される対等の友

が住んでいた。福音書、とくにヨハネの後半をくりかえし読むとき、われわれ
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はイエスがいかに友を求め、友情を求めていたかを理解することが出来る。彼

はまさしく「人の子」であったのである。 

 心地よくととのえられた環境と、一家の者の教養をあらわす一種の格調ある

たたずまいにかこまれて、彼を恩人とし主とみなす以上に友と思ってくれる三

人が住んでいた。 

 三人はつねにイエスの動向を追っていた。いまはどこにおられる、とか、い

まはあのあたりに行っておられるのではあるまいか、とか。万事に気のつくマ

ルタは抱える多くの使用人にパンや干魚や路銀を持たせて、イエスの行く先々

に届けもしたろう。 

 この夕べ、主とその一行がペタニヤの方に向われたしらせはとうに姉妹とラ

ザロの耳に入っていた。友人同志にのみ通いあうあの心で、一方はペタニアを

目指し、一方はそれを当然期待して夕食をととのえ、さらに人を走らせて、お

待ちしておりますと伝えさせた。その裏には、すでに聞き知った丘の上でのは

げしい相克に対する同情と、休ませてあげたい切なる願望とがあったのである。 

 富のいかに天の国と相反するかをくりかえし語り、 

  富む者の天国に入ることの難しさよ、 

  らくだが針の目を通る方が、それに 

  くらべればまだしも易しい 

 と、極端なたとえをさえ口にしたイエスが、分限者兄妹の裕福な家をこれほ

どに愛したのはなぜであったろう。彼ら三人に向かってこの富をなげうてよと

いわなかったのはどうしてであったろう。 

 答は、われわれはのちに見る。 

 イエスの友情と彼の名の証しのために、三人は、巨万の富よりもはるかに高

価なものをいさぎよく「うしろをふりかえる」ことをせずになげうつことにな

るのである。「その時」の訪れる以前すでに、三人は、その高価極まりない「支

払」をいつでも喜んで行なう心の準備をなしおえていた。すなわち、富む彼ら

もまた、本質的に「貧しい者」であったのだ。 

 イエスはペタニアの家に入った。そこにおけるイエスを思うとき、福音書の、

とくに嵐迫るこの時期の章を読む者は、何かしらほっとする。そここそは枕す

るところなき人の子の、ただひとつの、安んじて枕するところの出来るところ

でもあったから。紀元二十九年はあと二十日あまりをのこすだけになり、家の

背後にそびえるエルサレムの都の中では、一カ年の最後の祭、奉献祭の準備が

着々となされ始めていた。冬のきびしさのもはや空中に痛く感じられる夕まぐ

れ、イエスはオリーブの庭の薄暮に向って坐り、夕食を待ちつつ、迫り来る彼

の、「時」をめぐっての思いにふけったかもしれない。病身のせいで神経のする

どい、動作の静かなラザロと、幕尾の祭以来彼の心を占めつづけた証しについ

てしみじみと語りあったかもしれない。 

 マルタは、この間うちから二分された陣営のただなかに立って疲れ切ってい

るであろう友人のために「忙殺されて」台所から食堂へ居間へと立ち働いた。

あれも、これも、と次々に思いつき、酒はこれよりよいのがあった筈だ、羊の
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焼きかげんはよかろうか、それ灯心が短くなっている、パンは焼けたか── 

 ふとマルタは気がついた。マリヤがいない。賄の女たちは多勢でもやはりマ

リヤとはちがう、採配の振れるのは女主人二人であるのに──はてどこへ行っ

たものやら。 

 マリヤはさっきからイエスの足下に坐りこんでいた。若い使徒ヨハネにも一

脈通じる直感と思索性を持って生まれた彼女は、流れる時の背後にただならぬ

ものを感じとり、一刻を惜しんでイエスの言葉をいま聞いておきたかった。言

葉を求める者に、「神の言葉」は惜しみなく語られる。言葉はマリヤを包み、満

たし、彼女はわれを忘れたのであった。そして托身の「言葉」である者にとっ

て、乾いた地が露を吸いこむように、言葉に聞き入ってくれる者こそは、愛す

べき友人の言わば筆頭なのであった。 

 「ああ、そこに」と 

 マルタはようやく妹を見つけると、まつ正直に愚痴って訴えた。 

 「主よ、わたしひとりでキリキリ舞いをしておりますのに、マリヤは助けよ

うといたしません。何とお思いになりますか。思いにふけってしまったらいっ

かな動かないマリヤですから、主がお命じになって下さいまし、姉さんをほっ

とくもんじゃないよ、助けよ、とね」 

 イエスの答の中に微笑がこもる。マルタの大働きへの感謝もこもる。 

 だが、彼はひとつのメッセージを今宵、愛すべきマルタに伝えたかった。い

な、マルタのみならず、マルタやマリヤやそばにいる弟子たちに対してのみな

らず、人の子らのすべてに対して。 

 「マルタよ、マルタよ、多くのことに気をつかって心をわずらわせている友

よ。必要なこと、不可欠のことと言うのは実は少ないことを考えたことがある

か。否、少ないどころか、真に必要なことはただひとつしかない。マリヤは最

上のひとつを選んだ。それを奪わずにおけ」 

（中略） 

 会話は友の証しである。馳走以上に。もてなし以上。マルタよ、それを選ん

だ妹をそっとしておいてやれ。 

 つい先ごろ善きサマリヤ人のたとえを以って、「行なえ、行なうことにのみ愛

のおきての完成がある」と教えた彼が、疲れはてて到着した彼と弟子とに食を

与えるべく立ち働いて行なっている」マルタに、「最上の部分は祈り」と教えた

のはなぜであったろう。ひとつの鍵は、「わずろう」と言う単語に秘められる。

わずろうは即、かまけることである。かまけることは、他のすべてを第二義に

してしまうことである。かまけ、わずらったとき、「何のために」の究極目的は

ぼかされる。目先のいまの行動だけがうかび上がる。 

 神の言葉が、活ける言葉が、目の前に現に在っても、忘れてしまう。かくて

神との人格的関係はぼやけてしまう。地上の人間的な友人関係を考えてもすぐ

わかることは、友情の土台はまず互いに聞きあうこと、ではないか。友人の言

葉を聞きもせず、ただ酒や菓子をすすめても、友情は成立しないのである。 

 ペタニアの閑静な村は、イエスにとってオアシスでした。いかに烈しき戦い
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の日でも、ここに帰って来れば御心はくつろぎ、おからだの休養もできたので

す。しかるに今日は御心重きこと鉛のごとく、とうとき額には哀しみの雲深く

ただよい、いかにも疲れつくして席に着き給いました。その御様子をみてマリ

ヤは、何かは知らずただごとでなき悲哀がイエスの身をつつみ、死の悩みとも

言うべきイエスの心をおさえていることをば、若き女性の愛の直感をもって感

じた。ああおいたわしい、何とでもして慰めてさしあげたい、と彼女の心はつ

ぶれそうでありました。 

 その時一つの幸せな考えが彼女の心に浮かんだ。彼女はつと立ち上がり、一

瞬のちゅうちょもなく自分の家から香油の入った石膏の壷を持ってきました。

己が嫁ぎの日のために貯えていたものであろうか、価高き純粋なナルドの香油

でありました。蓋をあけるももどかしく、彼女はその壷をこわして、さっと香

油をイエス様の首にそそいだのです。できることなら己が心の膜をも打ち破っ

て、中なる血潮も愛もみんなそそぎかけてしまいたい！ 

 マリヤは、イエス様の首をおのが胸に押しあてんばかりにして、香油をそそ

いではなでつける。またお疲れになった御足をいだいて香抽を塗り、その流れ

したたるをば己が頭髪をもてぬぐいます。イエスはこれを拒み給わないで、首

と足とをマリヤの愛撫に任せている。マリヤ物言わず、イエスも無言、ナルド

の香油はイエスの髭に流れ、衣の裾にまでしたたり、芳香ふくいくとして室に

満ちました。 

 しかるにたちまちこの恍惚を破ったものがあります。それは弟子のある者た

ちがひどく憤慨して、何ゆえかくみだりに油を費やすか、この油を三百デナリ

余に売りて、貧しき者に施すことを得たりしものを。とブツブツ言い出したの

です。前に八千人にバンを与えよといわれた時、「我ら往きて二百デナリのパン

を買い云々」と弟子たちの答えたのを見れば、三百デナリは六、七千人分の食

事代に相当する大金であった。「もったいないことをするものだ。この油を金に

替えれば、大慈善事業ができるのに！」こう言って、ひどく女を咎めたのです。

これは先生も先生だという、暗にイエス様に対する批難を含んだ気持でありま

した。 

 しかるにイエスは静かに答え給うて、 

 そのなすに任せよ、何ぞこの女を悩ますか、我に善きことをなせり。貧しき

者は常に汝らとともにおれば、いつにても心のままに助けうべし、されど我は

常に汝らとともにおらず。この女は、なしうる限りをなして、我が体に香油を

そそぎ、あらかじめ葬りの備えをなせり。まことに汝らに告ぐ、全世界、どこ

にても福音の宣べ伝えらるる所には、この女のなししことも記念として語らる

べし。 

 とたいへんこの女をおほめになった。（「善き事」とあるのは美しき行為とい

う意味です。「なしうる限りをなして」とは、非常に強い言葉です。また人が死

ぬれば、葬る前に死体に油を塗るのが、死者に対する心づくしの礼儀でありま

した。） 

 すべてのことに時があります。すべての行為は時にかなって美しいのです。
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もしも貧しき者を目の前に置きながら「いや、この金はイエスのからだに油ぬ

るために取っておかねばならぬ」と言って施しの心を閉ずれば、イエスはこれ

を怒り給うにきまっている。いと小さき者の一人の飢えしときに食わせず、渇

きしときに飲ませざる者は、誼われて永久の刑罰に入るべきものだ、とかつて

教え給うたではないか。また「わが汝に負うところのものはコルバン（供物）

なり」と言えば父母に物を与えなくてもよい、論ずるパリサイの学者の偽善を

烈しく責め給うたこともある。しかし今は貧しき者が目の前で飢えているので

もなく、父母につかえる場合でもない。今目の前で悩んでいるのは、イエス御

自身なのだ。十字架の死の予感が彼をとらえ、その御心は孤独の深淵に沈み、

たましいの底にまで透徹する同情に飢え渇いておられるのだ。しかしこの渇き

をいやし奉ったものは、まさしくマリヤのそそいだ一壷の香油であったのです。 

 マリヤはイエスの死を明確に予知したのではありますまい。しかし死のよう

な悲哀が、イエスの御心に湛えられていることを直感したのです。弟子たちは

この切迫した場合に立ち至っても、なお生において、活動において、イエスを

見た。仕事！仕事！というのが彼らの思いでありました。彼らは先生に働いて

いただくこと、先生を働かせることだけを考えた。しかしマリヤは死において、

悲哀においてイエスを見、その孤独を和らげてさしあげたいと思ったのです。

そしてこの場合弟子たちの思考よりもマリヤの直感が、イエスの御心を知った

のです。イエスは死を目睫(もくしょう)の間に見ていられる。死の間近い人を

前にして、事業の相談、金の勘定でもあるまい。死ぬる人にいるものは葬りの

備えだけです。その生涯における戦いと労苦とにより傷つき疲れたるからだに

香油をそそぎて、戦塵を洗い、筋骨を和らげ、美しく、香り高く、和やかに憩

わせることです。マリヤのなした行為は、まさにその時の必要を満たした美し

い行為であって、いわゆるタイムリー・ヒットでありました。 

 愛は直感です。愛は比較較量しません。この香油を貧しき者に施そうかイエ

スの首にそそごうか、いずれがより善きことであろうか、と比較して考えた行

為は純粋の愛とはいえない。愛は一つの時には一つの対象に向かって、ちゅう

ちょ逡巡なく傾けつくされる。心が分かれるのは愛でありません。愛は全部的

です。香油の一部だけをイエスの首にそそぎ、あとは貧しき者のために残して

おくというような、分割的な計算的な行為は全き愛とはいえない。「なしうる限

りをなした」ものだけが、全き愛です。 

 愛の対象は人格です。そして最も深き人格はイエスであるから、最も深き愛

もイエスを対象とします。「これらのいと小さき者の一人」に食わせ、飲ませた

ことが、何ゆえに永久の生命に入るだけの価値があるかといえば、それは「イ

エスになした」ことだからであり、「これらのいと小さき者」の一人になさざり

しことは、なぜ永久の火に値するかといえば、それがイエスになさざりしこと

として認定せられるからです。貧しき者そのものに絶対の価値があるのではな

く、また貧しき者に対する施しそのものが絶対的価値ある善事ではない。絶対

価値ある人格はイエスのみであり、したがって絶対価値のある愛はイエスを愛

する愛のみです。その他の人格に対する愛は、イエスに結びつけられてのみ、
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イエスに対する愛に換価せられてのみ、始めて絶対的価値のある美しき行為で

あったのです。 

 愛は人格の最も深き要求に向かってそそがれなければならない。しかるに人

の最も深き要求は、生においてよりもむしろ死において現われる。もちろん生

においても愛の必要もしくは発現はある。しかし生きて働いている間は、たと

い他人の慰めを受くることがなくても、自己の力をもって立ちうる余裕が全然

ないわけでない。また一方においては、生者に対する愛は愛をもって酬いられ

る余地がある。しかるに死においては愛の必要は絶対的であり、また死なんと

する者に対する愛は何らの報酬を期待せざる純粋なる行為として発現しうる。

イエスの御生涯においても、最も愛を要求せられたのは「死」においてであり

ましょう。しかもイエスの「死」は「多くの人のあがないとして己が生命を与

える」ものであって、彼の事業と生涯との完成でありました。イエスにおいて

は死は生の終えんではなく、かえって生の目的であった。生は死の準備であり、

死は生の完成であった。彼の福音は実に彼の死の福音であったのです。マリヤ

はイエスの最も愛を必要とせられた時において最大の愛を傾けたのみでなく、

はからずもイエスの生涯の最大使命の達成に対して、心からなる協力をたてま

つったのであります。 

 まことに汝らに告ぐ、全世界、いずこにても、福音の宣べ伝えらるる所には、

この女のなししことも記念として語らるべし。 

 と、口をきわめてこの女をおほめになったことも無理ありません。単純に信

頼する幼児の心に信仰の姿を見給うたイエス様は、混じりなく直観する女性の

心に愛を見られたのであります。 

 ああペタニアのマリヤ！ 

  永遠のナルドの香り 

  女性の中の女性よ。 

 祝福女性にあれ！ 

  混じりなき直観もて 

  人の子の孤独を知り 

 なしうる限りをなして、 

  彼の死を助けし 

  不朽の愛よ 

 されど汝の名を福音とともに 

  不朽ならしめし彼の愛は 

  汝の愛よりもさらに大であった。 

 

 

1986-５月 Ｐ030【いのり】矢内原忠雄著「イエス伝」より 

 イエスを思慕しイエスに追従する者の中からイエスはお心に適う十二人を特

に選んで、ご自分の側近におかれた。その目的は、彼らをおそばにおき、また

伝道のために派遣せられるためであった。公私ともにイエスの直接の助手とせ
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られたのです。おそばにおくというのは単に用事をさせるというだけでなく、

イエスを愛し、労わり、慰める者、すなわちイエスの心のわかる者がおそばに

いることを欲せられたのでしょう。激しい人生の戦闘に悩み疲れる時、本当に

心に通ずる人にそばにいてもらいたい。それがまことの助手であり、まことの

友達です。イエス様だとて、そういう友が欲しかったのです。 

 十二使徒はその出身が大したものでなかったように、その人物能力も大した

ものではなかったらしい。イエスのおそばに置かれて日常その言動を目撃し、

長い月日親しく薫陶を受けたにかかわらず、なかなかイエスのことが十分にわ

からなかった。それにもかかわらずイエス様は一度召された十二人を、イスカ

リオテのユダのように自分からそむき去った者は別として、終わりまで忍びて

見すてず、愛して訓え給いました。また使徒たちも幾度も愚鈍さを暴露しまし

たけれども、彼らの師を思慕する生一本の真情はどれだけイエス様を慰めとな

ったかしれません。 

 今しがたまで目前に展開していた五千人の夕食の光景は、さなから神の国の

姿でありました。イエスが伝道の目的とせられるところは、このような社会を

地上に建てることでありました。しかり、もしこの群衆が悔い改めて彼の福音

を信じ、霊によって新たに生まれさえすれば、神の国は現に今日の前に成って

いたのです。 

 しかしこの群衆はなんという人々であろう。自分があれほど多くの神理を教

えたのに彼らはその教えには心を留めず、「遅くなったから夕食でも食べさせて

やろう」という話から始まったにすぎないパンの奇蹟に驚いて、自分をとらえ

て王としようなどと考えだしている。彼らは霊の新生に心を向けず、パンの飽

食だけを求めているのだ。自分を霊の救主として信ぜず、政治的の王としてよ

う立しようとするのだ。なんというへだたりであろう。なんという無理解であ

ろう。彼らには自分の心がみじんも通じていないのだ。彼らには悔い改めの心

がみじんも動いていないのだ。 

 かつて荒野にて四十日間祈った時、サタン（地獄の魔王）は何といって自分

を試みたか。 

 「汝もし神の子ならば、命じてこれらの石をパンとならせよ」。その時またサ

タンは世のもろもろの国とその栄華とを自分に見せて、もし平伏して彼を拝す

るならば、これらのものを皆自分に与える、と言った。しかし自分は聖霊の言

によってようやく彼（サタン）の誘惑を退け、心の悔い改めと霊の新生による

神の国の福音を宣べ伝える道に進み入ったのであった。今この群衆を見よ、彼

らは我にパンを求める、そして我を国王に推戴しようとする。退け、サタン（心

の魔）！汝は牧う者なき羊のごとき群衆の中に割り込み、自分の彼らに対する

愛と憐憫とを利用して、我をば汝の捕虜となそうとしている。我は汝の執拗に

して巧妙なる計略を見破ったぞ。帰りゆけ、汝ら不信仰の群衆よ。サタンは汝

らをもって我を誘っているのだ。去れ去れ、汝ら足手まといなる愚鈍の弟子ら

よ。汝らは我とサタンとの遭遇戦が始まったのに気づきさえしないのだ。汝ら

すべて去れ、そして我をして一人神とともにおらしめよ。 
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 我はわが道を歩もう。しかしそれはいかなる道であろうか。神の国の嘉信を

宣べ伝えても、人々は容易にこれを受けない。人々はわが能力と奇蹟の意味を

全然見当はずれに解釈して、この世的なる、浅薄なる誤びゅうの期待をしか我

に対してもたない。いかに人々の心のかたくななる！ このかたくななる人々

の心の殻を打ち破って、柔和な、砕けた霊をもって神を信ずる者となすにはど

うすればよいか。自分が王となる？ もちろんそんなことではない。真理を教

える？ 教えを説くだけで人々が悔い改めるなら、神の国の建設はこんなに困

難ではないはずだ。奇蹟？ 今しがたパンの大奇蹟を示した結果、かえって彼

らの心が鈍くなったではないか。人々の心をかくも頑固にして、悔い改めと新

生をはばみ、神の国に入ることを妨げているものは彼サタンだ。人を救うため

には、サタンの脳天を打ち砕かなければならない。戦いだ！ しかり、自分は

彼と戦うのだ、一人で彼と格闘するのだ。 

 形式主義者たるパリサイ人との戦いはこれからますます激しくなるだろう。

この世的なるヘロデ党との戦いもまた。ヘロデは近ごろ洗礼者ヨハネの首を刎

ねたというではないか。彼は今後ますます監視を厳重にして自分を捕えようと

するであろう。いわんや群衆の間に自分を王として擁立しようなどという与論

が起これば、ヘロデはいっそう自分を敵視するに違いない。 

 わが行く道はただ－人孤独の道である。それが敵対と無理解とに囲ぎょうせ

られて、人に棄てられ殺される道であるとしても、よろしい、我は神の我に命

じ給うた使命をば、神の定め給うた方法によって果たそう。願わくは父なる神

よ、我に汝の知恵と力とを賜いて、汝の道を歩ましめ給え！ 

 青草の丘にひろげられた神の国の予表は一瞬に幻と消えて、たちまちサタン

との戦場となり、再転して父なる神への祈りの場所となりました。イエスは夕

方過ぎ群衆を返されて後、暁の四時頃まで徹宵祈り給うたのであります。 

 

 

1987-01 月 Ｐ037【ノアの箱舟】 山室静著 児童世界文学全集 聖書

物語より 

 ・・・しかし人間がふえるにしたがって、悪いこともどんどんふえていきま

す。人殺し、うそつき、にくしみや争い。これは、アダムとエバが、神に禁じ

られていた知恵の実を食べた罪、アベルを殺したカインの罪ののろいでしょう

か。人間が考えることは、すべて悪いことばかりのように、神には思われるの

でした。 

 神はとうとう人間をつくったことを後悔して、こうお考えになりました。 

 「この地上から、わたしのつくりだした人間どもを、ぬぐいさってしまおう。

人間だけでなく、鳥やけものまでも。そうだ、もう一度、新しくやりなおすの

だ！」 

 では、新しい人間の先祖には、だれをえらんだらよいのでしょう。 

 そのとき神は、ノアというひとりのおじいさんに目をとめました。ノアは、

心がけの悪い人間たちの中で、ただひとり神の教えをまもって、清らかな生活
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をおくっていました。むすこが三人あって、セム、ハム、ヤベテという名まえ

でした。 

 神はこのノアのところへいって、おっしゃいました。 

 「ノアよ、わたしのいうことをよくきくがよい。わたしはすべての人間をほ

ろぼすことにした。あんまり悪いことばかりやるのでな。ただ、おまえたちだ

けは生きのこって、新しい人間の先祖になってもらいたい。 

 まもなくわたしは、すさまじい洪水をおこして、この地上の生きものを、す

べてあらいながすつもりじゃ。そこでおまえは、いとすぎの木で大きな箱舟を

つくり、それにのりこむのじゃ。むすこたちをつれ、一年ぶんの食糧を用意し

てな。それから、鳥やけものも、ひとつがいずつのせるがよい。」 

 こうおしやって、その箱舟のつくりかたまで、くわしく、さしずなさったの

でした。長さが百五十メートル、はば二十五メートル、高さ十五メートルで、

しかも三階づくりになっていて、屋根もついているというとほうもなく大きい

箱舟です。入り口は横についていて、高いところに小さい窓がついていました。 

 さて、こんなきみょうな舟をつくりはじめると、きんじょの人たちは、笑い

ながらいいました。「ノアさん、そんな大きな舟をつくって、いったいどうする

んだね。ここらには、そんな舟をうかべる海も川もないじゃないか。」 

 まったくそこは海から遠い谷間で、そんな舟をうかべられるような、湖も川

もなかったのです。でも信心ぶかいノアは、神のおつげを信じて、せっせと仕

事をつづけました。 

 とうとう、舟の内も外もすっかりアスファルトでぬりかためられて、水がす

こしももらないようになりました。そのとき、神がまたおつげになりました。 

 「七日ののちには、いよいよ大雨がふりだしてそれが四十日四十夜つづくの

だよ。さあ、家族と動物たちをつれて、箱舟の中にはいる用意をしなさい。」 

 いわれてノアたちは、地上のすべてのけものや鳥を、ひとつがいずつつかま

えて舟の中にいれました。 

 それがすむと、ノアは妻とむすこたち夫婦をつれて舟にはいり、しっかりと

入り口をとざして、アスファルトですきまをぬりかためました。 

 ちょうどその仕事がすんだとき、天の底がぬけでもしたように、もうれつな

雨がふりはじめました。 

 雨は、神が予言されたとおり、四十日四十夜やみませんでした。たちまち大

地の表面は水づかりになりました。人もけものもあらそって高い山へのがれ、

逃げおくれた者は、みんな水におぼれて命をおとしました。でも、箱舟だけは

ぼっかりと水の上にうかんで、びくともしません。 

 水はなおもどんどんふえて、いまはもういちばん高いやまも、すっかり水の

底にしずみました。けものも烏も、すべて洪水におし流されて、死んでいきま

した。見わたすかぎり、ただいちめんの荒れくるう水で、陸地ひとつ、青い木

の葉一まい見えません。雨は、四十日四十夜つづけてふったのちにはやみまし

たが、水はまだすこしもひくようすはなかったのです。 

 舟の中は、へやというへやに、牛や馬やひつじやぶた、ライオンやぞうやく
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ま、つるやくじゃく、にわとり、あひる、へび、かえるのなかままでが、ぎっ

しりとつめこまれていましたから、もうたいへんなさわぎでした。 

 でも、そんな動物たちも、とじこめられているのが長びくにつれて、だんだ

んに弱ってきました。大洪水がおこってから、もう百五十日もたっていたので

す。ノアと家族の者たちは、いっしょうけんめいに動物たちのせわをしながら、

そのあいまには、ねっしんに神さまのおたすけを祈りました。 

 とうとう神は、ノアたちの祈りをききとどけて、水の上に風をふきおくられ

ました。それにつれて、水がそろそろとひきはじめました。 

 三月ほどたつと、高い山やまのいただきが、水の上にあらわれました。よう

やく陸地が見えてきたのです。ノアは、箱舟の小さな窓をひらいて、あたりを

ながめました。まだまだ大地のおもては、見わたすかぎり、いちめんに水でお

おわれていて、とうてい人間や動物が住めそうには見えませんでした。 

 ノアは、また窓をしめて、それから四十日待ちました。 

 「もうそろそろいいだろう。ひとつ、からすをはなして、ようすをさぐって

みよう。」 

 ノアはこうつぶやくと、窓をあけて、一わのからすをはなしてみました。 

 からすは、どこかに足をつける場所がないかと、あちこち飛びまわってさが

していましたが、やがて、かなしげにカーカーないて、まいもどってきました。

大地のおもては、まだすっかり水につかっていて、どこにも足をつける場所が

みつからなかったからです。 

 「まだ、だめとみえる。」 

 ノアじいさんはこういって、からすをまた箱舟の中にいれてやりました。 

 それから一週間して、こんどは、はとをはなしてみました。 

 でも、そのはとも、むなしく帰ってきました。やっぱり、足をつける場所を

みつけることができなかったのです。 

 また一週間たつと、ノアはまたはとをはなしてやりました。すると、夕がた

になってはとは帰ってきましたが、見ると、一まいのオリーブの葉をくわえて

いるではありませんか。いよいよ本式に、水がひいてきたにちがいありません。 

 それでも、用心ぶかいノアは、もう一週間待ちました。そして、三度めには

とをはなしてやると、はとはそれっきり舟へはもどってきませんでした。どこ

かの林にでも、住みついたのでしょう。 

 大洪水がおこってから十か月めになると、地はあらかたかわきました。もう

そろそろ、箱舟から出てもよいころです。それでも信心ぶかいノアは、きっと

神のおさしずがあるものと思って、まだ舟から出ないで、じっと待っていまし

た。 

 と一月ほどして、はたしてノアは神のおことばをききました。 

 「ノアよ、もう妻や子どもをつれて、舟を出てもよいぞ。そして、すべての

生きものを外へだしてやって、地の上にふえひろがるようにしてやるがよい。」 

 ノアたちはよろこびいさんで、箱舟を出ました。すべてのけものや鳥も、ノ

アのあとにつづいて外に出ると、よろこびの声をあげて、そこらをはねまわり
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ました。ひさしぶりで見る世界の、なんとすがすがしかったことでしょう。 

 神は、ノアの信心ぶかい心をよろこび、ノアを祝福していわれました。 

 「うめよ、ふえよ、地にみてよ。わたしは二度と生きものをほろぼすことは

しない。このことをわたしは、おまえたちと、おまえといっしょにいるすべて

の生きものにたいして、しっかりと約束しよう。その約束のしるしは、このに

じじゃ！」 

 見ると、空には美しい七色のにじが出ていました。ノアたちは、みんな美し

い空をあおいで、神のみめぐみと力とをたたえました。 

 このときから、この地上はまた新しく人間のすみかとなって、ノアの子孫が、

だんだんとひろがっていくのでした。箱舟から出た動物たちも、ふたたび世界

のすみずみまで、ひろがっていきました。 

 

 

1987-01 月 Ｐ042【ソドムとゴモラ】犬養道子著 旧約聖書物語より 

 午後の日ざしは、ネゲヴ砂漠を南にひかえるヘブロンのマムブレ附近では暑

かった。ある午後のこと、アブラハムは大きな蔭をつくるマムブレの樫の根も

との天幕の入口に座って、暑気をしのいでいた。 

 ふと気がつくと、眼の前に、三人の人が立っていた。主と主にしたがうふた

りの天使であることを、アブラハムはとっさに感じた。「主よ、水を、そしてパ

ンを、しもべの家でお受けください」と、彼は地面にぬかずいて言い、木蔭に

三人を休ませてから、走って幕屋の内に入り、水やパンや、新たにしぼった乳

を、妻やしもべと共にととのえた。旅人姿の主はかなたを指して語りはじめた。

指さす先には、きらびやかなソドムの町が、灰色の死海のほとりにかすんで見

えた。 

 「アブラハム、正義に生きる人々の祖となるおまえに、いまこれからわたし

の行おうとすることを、明らかに告げよう。見よ、アブラハム。ソドムの罪は

あまりにも度重なりあまりにも大きくなった。正しさを求める人々の、ソドム

をなじる声は高まるばかり。罪のはては、罪のほろびであることを、アブラハ

ムよ、わたしはこれから示すのだ」 

 アブラハムは、歩みはじめた三人の前に手をひろげて立ちふさがった。 

 「主よ、あの町の中にも」と彼は言った、「正しい者もおりましょう。たぶん

五十人──そのくらいはおりましょう。世界をさばく主よ、正しい者も、罪び

とたちのまきぞえにほろぼされていいものでしょうか。神の正義が不正となっ

ていいものでしょうか」 

 主は歩みをとめてアブラハムに答えて言った、「五十人。五十人の義人がいる

なら、ソドムの町をほろぼすまい」 

 「では」とアブラハムはなお言った、「五十に五人足りなければ」 

 「ほろぼすまい」と主は答えた。 

 「四十五人が四十人になっても」 

 「その四十名の義人のために、町はほろびをまぬがれよう」 
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 「主よ、もし三十人しかいなかったら」 

 「ほろぼすまい」 

 「二十人なら」とアブラハムはくりかえした。主の答えは同じであった。ア

ブラハムはもう一度こころみた、「あと一度だけ、主よ、一度だけ。正しい者が

十人だったら？ほんの十人」 

 「その十人の正しさのために、わたしは町を救おう」と答えて主の姿は去っ

た。 

 ソドムの町の、城門のほとりに張った天幕の入口で、ロトは夕暮れのいっと

きを涼んでいた。蒸し暑いことで知られる地方であったから。アブラハムを訪

れたあのふたりの天使が、旅の男の姿をして、ロトの前に立ったのは、そのと

きだった。ふたりの疲れた面持を見て心を動かされたロトは、天幕の内に旅人

を招じ入れながら「旅のおかたよ、足を洗ってお休み下さい」と言った、「冷た

い水で手足を休め、横になって疲れを取り、あすの朝、旅をおつづけなさいま

し」ロトは命じて、妻と娘にパンを焼かせた。 

 夜が来たとき、ロトは天幕の入口の外に、おびただしい人々の足音を聞いた。

ふたりの美しい旅人の訪れを聞き知ったソドムの町の男たちがつめかけて来た

のであった。彼らは天幕をとりかこみ、口々に叫び呼ばわった。「あの旅人はど

こにいる。出せ、渡せ。あのふたりと寝たいのだ、あのふたりが欲しいのだ！」

この町では、よそから来る男の旅人の消息はたちまち知れわたるのが常だった。 

 ロトはすばやく立ち上り、幕屋の入口の布を分けて外に出ると、幕屋を守る

かっこうに両手をひろげながら、欲望にいきりたつ群衆に向って言った。 

 「わたしの屋根の下にわたしを頼って立ち寄った旅人たちに触れないでくれ。

兄弟たちよ、男色の狂乱におぼれないでくれ。欲情をおさえることが出来ない

なら、しょうがない、わたしの娘ふたりをあげよう。無垢のおとめの娘ふたり

を。好きに扱うがよい。しかし、この旅人たちは──この屋根のかげにそっと

置いてやってくれ」 

 「異国からの流れ者のくせに」と、群衆はロトにおそいかかりつつ、天幕の

入口に殺到した、「ついこの間、よそから流れてこの町に入って来た者のくせに、

いつ、ソドムをさばく裁判官になったのだ！おまえが先だ。流れ者のおまえを、

ソドムの男の好きにしてやる！」 

 群衆にねじ伏せられる寸前のロトを、天幕の内から腕を伸ばしてひきずりこ

んだのは、ロトがかばった旅人のひとりであった。彼は入口をしっかり押さえ

て言った、「妻と娘ふたりをつれて、天幕のうしろの裾からいそいで逃げよ、振

り向くな、うしろを見るな。谷間にもとどまるな。ほろびがソドムの町をいま

おそう。神の罰がくだされる。山に向って逃げよ、ロト」 

 「山までは遠い」とロトはあえいだ、「山のふもとの小さな町ではいけません

か。ほんとうに小さな町です・・・」「よかろう」と旅人は言った、「おまえの

家族がその町にゆきつくまでは、われわれふたりには主の命じたもうた仕事は

出来ない。振り向くな、うしろを見るな。早くゆけ。小さな町に」 

 その日から、山のふもとのその町は、ゾアル（小さな町）と呼ばれた。 
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 ロトと家族は天幕の裾から闇に這い出て一心にひた走った。夜の明けるころ、

一行はゾアルに近づいていた。ふとソドムの方角に、おそろしい地ひびきが聞

こえ、たちまち空にひらめきが幾条も走った。 

 怒涛のごとき音であり、稲妻のごとき閃光であった。そして、硫黄の匂いが

あたりいっぱいにたちこめた。好奇心をそそられて、ロトの妻は立ち止り、夫

や娘におくれるのもかまわずに、あの旅人たちの注意を忘れて振り向いた。 

 ソドムはもうもうとたちこめる硫黄の煙の中で火を吹いていた。その火の熱

で硫黄分と塩分の濃い死海の水は、沸きたちかえり、蒸発し、熱い硫黄と塩の

幕をあたりいちめんに渦巻かせていた。その幕は、きのこ雲のように天に上り、

それからすさまじい勢いで地上めがけて舞いおりた。ロトの妻は、火のような

その幕をまともに受けた。そして硫黄と塩にべったりと包まれて、あたかも黄

色い粉の柱のごとき姿になってもだえて死んだ。 

 今日、死海のほとりを旅する者は、延々十一キロの長さにわたって低く連な

る塩の丘を見る。あちらこちらに、人の形、動物の形、奇怪な巨人の形に似て

不気味に立つ、塩の風化の名残りを見る。土地の人々は指さして言うのであろ

う、「それ、そこにロトの妻が…」 

 彼女が硫黄と塩をまともにかぶって死んだころ──アブラハムは、マムブレ

の樫の近くの小高い丘から、ヨルダンの谷が死海と出あうあたりを見ていた。

谷間一帯におおいかぶさり、嵐の日の雨雲にも似るおそろしい不気味な渦をつ

くっているのは数十条の煙であった。やっぱり、と彼は嘆いた。十人の義人も

あの町にはいなかったのか── 

 

 

1992-01 月 Ｐ035【羅殺と捨て身の王】GLA 誌「ひかり」より転載 

(昭和四十五年十一月高橋信次先生が八起ビルでされたご講演の要旨です) 

 「神理のための献身」 

 印度の頃、あるタージャンという王とその家族が神理正法を知ろうとして、

日夜神に祈っておりました。天上界の天使達はそのことをずっと前から知って

いました。そこで、それほど当人達が正法を知りたいなら教えようということ

になり、まず、王様の心をその前にためすことになりました。ある時、天使は

羅殺（人を食う鬼）となってタージャンの前に姿を現し「私はお前達に法を説

くことができる。お前達はいつも神理を聞きたいと言っていた。希望があるな

ら話して聞かせる……」「しかし、話を聞かせる前に、お前達の肉体の生き血を

吸わなければ神理を説くことはできぬ。どうだ、わしのいうことを聞くか……」

というと、スタンダイという王子が「どうぞ私の肉体を食べてください」とい

い、脇にいた王子の母親も「それによって貴方が本当に、心の教えを教えてく

ださるのなら私の肉体はいりません」と身を投げ出しました。 

 王子と王様の妻は羅殺にアッという間に食べられてしまいました。王様のタ

ージャンは「私は肉体を持って神理を知りたいのです。今貴方に肉体を供養す

るのは易い。しかし供養してしまえば私は永久にその神理を知ることはできな
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い。あの世に帰って神理を知っても時間がかかります。せめて肉体のあるうち

に、その神理を聞かせてください」と真剣に頼みました。 

 羅殺はその鋭い眼でタージャンの双ぼうをじいっと見ていました。牙を向け

て、今にも王様に襲いかかろうとしている羅殺の形相は、それはそれはこの世

のものとも思えぬ恐ろしいものでした。ところが、どうした訳かその羅殺がい

つの間にか美しい天女にかわり、今食べたスタンダイとその母を、王の前に、

もとの姿で生き返らせると慈愛に満ちたその眼差しで、静かにいうのでした。

「お前達の命を捨てて、神理を聞こうとする心根は分かった。お前達に神理を

聞かせるから聞くが良い」と。 

 「人間は皆神の子、肉体というものはいつの日か地上界に置いてゆかなくて

はならぬ、お前達の肉体を支配しているものは、お前達の心であり、その心こ

そ偉大なる神、仏に通じており、心のない人間というものはあり得ないのだ。

心を知ることは、神を知ることであり、己自身を知ることである。お前達は神

の子であり、この地上に、安らぎと調和を与えるべく努力しなさい。金がある

なしによって人を分け隔てしてはいけない。お前達は一国の主だ。公平な政治

と心の尊厳を人々に教えなさい」天女は、このような意味のことを伝えると、

サッと姿を消してしまいました。 

【己に謙虚、人には寛容】 

 信仰とはこうしたものです。神理を知るためには、己自身がどのように罵ら

れ、迫害を受け、刀で腕を切られようとも、魂の尊厳と心を知れば少しも苦に

なりません。魂は永遠に不滅であり、それは、心に死というものがないからで

あります。正法神理を己のものとするには、またこれだけの覚悟と献身がなけ

れば、本当は得ることができません。神だ仏だと口ではいい、いかにも信仰が

あるようにみせても、それが私利私欲につながっているようでは問題にならな

いのです。信心というものは、己自身の心の中にあるのです。ウソのつけぬ心

の中に……。 

 勤行といって、朝夕場所を決めて拝んだり祈ったりする習慣があるようです

が、私達の住んでいるところは神の体であり、大神殿であり、いつどこにいて

も、自分がその気になりさえすれば、その心は天に通ずるものです。肉体とい

う舟に乗りますと、人間はどうしても五官や六根に動かされます。間違いを犯

します。しかし、間違いは間違いで改めるにはばかることなかれです。人間だ

から反省をする。悩みのない人生、苦しみのない神理への到達は絶対にあり得

ません。悩み、苦しみ、己自身が探究という反省の機会があるからこそ、前進

があるのです。 

 信心というものは、そうした中にあって神だ、仏だ、と口でいうような、そ

うしてそんな生易しいものでは決してありません。己自身に謙虚に、人に対し

ては寛容に、そうした中に、本当の人間としての価値を見出すもとを知って頂

きたいと思います。 
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2003-2 月 Ｐ079【お子様でも分かる神理「蜘妹の糸」から】芥川龍之介

の小説のあらまし 

 お釈迦さまは、散歩をされていました。 

 極楽の池には、美しい蓮の花が水面いっぱいに咲いていました。あたりには、

明るいおだやかな日ざしがあふれていました。 

 池のほとりで、ふと足をとめてお釈迦さまは、池のなかをのぞきこまれまし

た。すみきった深い深い池の底に、はるかに遠く小さく地獄のすがたが見えま

した。お釈迦さまの目は、宇宙の果てまでも見とおすことができます。 

 やさしいお釈迦さまの目が、オヤというふうに動き、一人の男をとらえまし

た。それはカンダタという名前で、地上に生きていたころ、よくないことばか

りしてきたために、死んで血の池地獄におちていた人間でした。 

 そのカンダタが、生きていたころ、たったひとつ、よいことをしたのを、お

釈迦さまはふと思い出されました。 

 森のなかで、カンダタは一匹の蜘妹を見つけました．足でふみ殺そうとして、

カンダタは急にかわいそうになり、そのまま逃がしてやったことがあったので

す。 

 うなずいてお釈迦さまは、かたわらの木にかかっている美しい銀色の蜘妹の

糸を手にとり、池のなかにたらしてやりました。 

 気のとおくなるような、はるか遠くの高みの空から、キラキラ光って降りて

きた一本の銀色の糸にカンダタは気がつきました。糸のかなたに、極楽の光が

のぞまれるではありませんか。 

 この糸をよじのぼっていけば、極楽に行くことができる。苦しい地獄の世界

からぬけ出すことができる。そう気がついて、カンダタは、両手でしっかりと

糸をにぎりしめ、身体じゅうの力をふりしぼって、よじのぼっていきました。 

 どれくらいのぼったでしょうか。ひと休みして、下を見おろしたカンダタは、

「あっ」と思わず叫びました。カンダタにつづいて何万、何十万という地獄の

亡者たちがその細い一本の糸にぶらさがって、せっせとのぼってくるではあり

ませんか。 

 「こらあっ、この糸はオレのものだぞ。みんなおりろっ」 

 糸の切れるのをおそれたカンダタは、大声を張りあげて叫びました。 

 そのとたんでした。糸はプツッと切れてしまいました。カンダタをはじめ何

万、何十万の亡者たちは、暗い闇のなかをふたたび池の底へ落ちていきました。 

 お釈迦さまは、その一部始終をずっとごらんになっていました。それからや

がて悲しそうな顔をなさって、池のそばを去っていかれました。 

 極楽はもうお昼ちかくでした。 
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12-７）【夢(ご著書より)】 
 

心の発見(神理篇) Ｐ115 

 霊夢現象は、多くの人々によって経験されている。 

 意識が肉体から離れて、潜在意識の九○％の部分で、あの世や自分に関係の

あるその場を見てきた場合は、意識が肉体にもどってきても、ほとんど記憶に

残っていないのである。 

 表面意識の一○％で見てきた場合は、記憶されていることが多い。 

 自然の風景を天然色で見る場合や見知らぬ人々と懐かしげに語っているよう

な夢は、過去世の姿を見ている場合が多いのである。 

 また、将来起こり得る現象を未然に見ることもある。このようなものは、ほ

とんど霊夢といって間違いない。 

 

 

心の発見(神理篇) Ｐ116 

 夢枕といわれる現象は、肉体を去る魂が、親しい人々のところへ、お別れの

挨拶にきたようなことを、夢の中で現象化する姿である。 

 私達の感応力より、肉体から去って行く人々の魂の波動が強いための現象で

あって、体験する人は多い。 

 日常生活の中で、心が不調和で生活が荒れている人は、良い夢を見ることが

できない。 

 良い夢とは、安らぎを感じ、心の負担のない平和なものである。不調和な夢

は、我欲の現われであるといえる。悪夢の場合は、意識が地獄界へ行き、起き

ているときと同じように、安らぎのない場所に通じるから、である。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ068 

 良くない夢もまた警告である。意識が肉体にもどってしまうと、ほとんど記

憶に残らないようになっているため、夢はところどころの断片的なことしか覚

えられない。 

 心が調和されていれば、不調和な夢を見ることがない。こうしたこと自体夢

のような話になっているが、原因があるから現象が起きるということを知った

なら、不自然なことではない。 

 思いもよらぬ場所を見ている場合は、過去世の場所を意識が見てくるという

ことがある。 

 肉体に意識がもどってしまうと、とりとめもない断片的な記憶だけしか残ら

ないため、一般の人々がいう夢みたいな話になってしまうのである。 

 この現象界は魂の修行場であるため、調和されている正しい心の持主、正し

く生活をしている人々以外は、たとえ意識が次元の異なった世界の状態を見て

きても、肉体にそれがもどってしまうと、記憶をよみがえさせることができな
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いようになっている。 

 神理を悟って、心の調和がとれてくるに従って、たとえ夢にしても、意識は、

肉体を離れて次元の異なったあの世で見学してきたことを、そのすじみちの通

りに記憶することができるのである。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ071 

 正法の生活をしている人々は、悪夢も見ないし、朝の目覚めは清々しい。常

に心は平和で、諸現象にとられることなく、安らぎのある暮らしをしている。

正法を行じている人々の中には意識界の地獄につれて行かれる場合がある。そ

れは修行という目的によってである。自分の心に反した生活をしている人々は、

常に心が不安定なため、不調和な世界に通じているから夢の中でも安らぎがな

い。夢は意識の中の現象であるが、現象界の肉体に意識がもどってしまうと、

表面意識と想念帯の抵抗により思い出すことは困難になる。 

 

 

心の発見(科学篇) Ｐ173 

 私達人間が、自分独りだと思ってやった行為も、全部魂の兄弟達は知ってい

る。かえって肉体を持っている人間のほうが、そのことを忘れている場合が多

い。また兄弟達は、人間が忘れていたことも、その当時の模様、実例を挙げて

思い出させる術も心得ている。 

 私達が神理を心から悟って生活しているかどうかを、テストする場合もある。

それは、夢という意識の世界で試験されるため、私達の心の中に、たとえ少し

でも黒い想念が残っていると、それは行為となって現われてしまう。 

 

 

人間釈迦① Ｐ144 

 ある日の午後、地下室で瞑想していた。するといつのまにか自分が、衆生を

前に法を説いているのである。人々は熱心に耳を傾ける。法話がなかばに達す

る頃、人々の心が手にとるようにわかって来、大半の聴衆が何を求め、何を得

たかが感知される。そうかと思うと、病める老人に光を当てると、その老人は

一瞬にして病癒え、若返り、人生の素晴らしさを発見する。道を歩いていると

天と地が重なり合い、万生万物が法輪のなかに溶けこみ、その法輪のなかを自

由自在に遊泳している自分があった。 

 こうした想像は、求めて創り出すのではなく、出家について考えていると、

いつのまにか現実の垣根を超え、夢幻の世界に飛躍しているのである。 

 我に返って、不思議な想像夢があるものだとおもうのだが、その想像が終っ

ても、現実的親近感をもって迫ってくるのであった。 

 これまで忘れていたが、今、反省していると二十代前半は、こうしたことが

たびたびあったことがおもい出された。 
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 夢には二通りある。就眠中の夢と想像の夢である。就眠の夢は赤裸な自分が

映るであろうし、想像の夢はたいていは恣意的である。それだけに想像の夢を

現実に合わせようとするとしばしば問題が出てくるようである。ゴーダマの夢

は、双方のそれではなかった。 

 コーダマが瞑想中にみた夢のような映像は、やがて自分自身が悟ることによ

って、現実的におこり得る未来図であった。今生でなし得ていかなければなら

ないその運命と義務と責任のフィルムでもあったのだった。したがって、就眠

中の夢、想像の夢とは全然ちがった、もっと積極的な意味がこめられている夢

だったのである。しかし、当時のゴーダマには知る由もなかった。瞑想中にた

びたびそうした夢のような映像を見ても、現実の我にかえると、＜不思議なこ

ともあるものよ……＞と、思うだけであった。現実的親近感はあったが、時が

たつにしたがって、その夢は消えていった。 

 しかし、中道がわかり、八正道が明らかになった今では、二十代前半のこう

した不思議な夢が、不思議でもなんでもなく、そうしなければならないだろう、

そうなるだろう、という感覚で体内から湧き上がってくるのであった。 

 

 

心眼を開く Ｐ025 

 仏教が中国に渡ったのは二世紀頃であり、そうして五世紀になって広がりま

した。天台宗を開いた天台智顎という人は、法華経を南岳慧師のところで学び

ました。南岳慧師は、毎晩夢の中でミロク菩薩から教えをうけ、法華経を伝授

されていきます。そうしてその伝授されたものを陳少年、のちの天台智顎は、

仏教は行いである、行為のない神理は神理ではないとして、三十七歳のとき、

天台山というところに移り、法華経を説いてゆきます。当時、経文は声魂（こ

えだま）を通して、己の心を調和しようとしたものです。つまり韻声（いんせ

い）という法を採用したのです。 

 

 

心眼を開く Ｐ131 

 ふつう夢には主観的なものと、第三者の介入による夢とがあります。主観的

なものは、自己の想念が造り出したもの。第三者の介入のものは、地縛霊、動

物霊などの影響によるものです。 

 主観的な夢には、美しい情景をみてくる、天女と語る楽しい夢、偉大な賢者

と会って語りあうなど。反対に、暗く気持の悪い夢、呪われた世界、ヘビに追

いかけられる、あるいは巻きつかれる、その内容はさまざまです。こうした夢

は、あの世の階層を実際にみてくるのであり、そうしてそれは同時に、自分自

身の、そのときどきの現実の想念の在り方が、そうした階層に通じ、またその

ような日頃の想念が、夢という形で現象化されていることを意味します。した

がって、こうした夢は、天上界の夢ならともかく、いやな夢、ないしは正法に

反した暗い夢の場合は、自分の想念のどこかに誤りがあるのですから、反省し、
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修正する必要があるでしょう。 

 夢は大抵、朝方です。これは眠るという行為が、表面意識の休養を意味し、

エネルギーの補給を行っているのですから、意識の休養中に夢をみるのではな

く、エネルギーの補給を終えた朝方に、守護霊の働きで、夢をみる、夢を憶え

ているということになるからです。つまり、補給を終えた表面意識が、いつで

も活動しやすい状態になったときに、夢という現実的な想念と行為が働くわけ

なのです。 

 また夢は、自己の想念と行為をごまかしなく再現するものですから、反省の

材料としては、またとない資料となるわけです。現実生活の私たちの想念は、

形に表われないとわかりませんが、夢の場合は、日頃の想念がなんの抵抗もな

く現象化されますので、夢の中の行為は、自己の内在する想念の、偽りのない

姿なのです。 

 一方、第三者の介入による夢は、朝方よりも、真夜中にみる場合が多いので

す。眠りが浅く、なんとも寝つかれず、ウトウトしながら悪夢をみる。恐ろし

さのあまり、目をさましたときは、自分の腕が胸の上におかれ、汗をかいてい

る。こうした際は、光の天使、または諸天善神の加護を求めることです。 

 また、こうした悪夢をたびたびみる。夜眠られぬことが続いている場合は、

憑依されていることがありますから、強い自己反省が必要ですし、正しい生活

にかえるよう努力されることを望みます。第三者の介入による悪夢についても、

自己の想念に無関係ではありませんので、正法にそった生活が絶対に必要です。 

 このほかに、正夢があります。これは守護霊の働きかけと、動物霊などが作

用している場合とがありますが、動物霊の場合は、どこか常識的でなく理解で

きないものが多いのです。また戯画化されたもの、筋道のないもの、意味のつ

かめない夢などがありますが、これらは想念に断層がある、つまり心が不安定

なためにおきる夢が多いのです。いずれにせよ夢は、日頃の想念行為と密接不

可分ですから、夢をみた場合は、その夢について、反省することが大切です。 

 

 

心眼を開く Ｐ150 

 夢については、すでにのべましたが、夢にはいろいろあって、守護霊が意識

的にみせる場合と、本人自身があの世を見てくる場合、本人の心の映像が具象

化される場合など、さまざまです。忘れ難い夢は守護霊が見せてくれる夢です。

天国に行って、美しい花や、きれいな人たちと楽しくすごして来たり、素晴ら

しい風景をみたりします。忘れる夢は、たいてい自分があの世に行って見てく

るため、目がさめると、見て来た状景が思い出せないことが多いのです。映像

の具象化は、テレビや芝居など恐いものを見たときに、それが夢となって現わ

れる。このほか地獄霊や動物霊が本人に憑依し、悪夢をみせる場合があります。

夢は、自分の心、想念の在り方によって変ってくるものです。 
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心眼を開く Ｐ179 

 【夢】 

 夢をみない人はいないだろう 

 しかし その夢を適確にとらえる人は少ない 

 夢は そのときどきの 本人の想念と行為を 

 もっとも抵抗なく 偽りなく表現するものであるからだ 

 夢は心の窓でもある 

 めざめているときは 周囲の目や 自分の意志によって押さえられているそ

の想念が 

 夢の中では まるで意志を持たぬ生物のように 自由気ままに動いてしまう 

 夢の中で正しく行為することができるようになったときに その人は本物に

なったのである 

 その想念と行為について 悟りを得たといえよう 

 

 

悪霊Ⅰ Ｐ117 

 現象界では、心に思うこと、考えることが、人前ではいくらでも誤魔化せる。

たとえば、金が欲しいと思っても、人前では欲しくない顔をいくらでもしてみ

せられる。ところがあの世の霊は、こうした誤魔化しができず、欲しいものは

欲しいと行動になって現われてくるのだ。つまり、心のままの世界が、あの世

の生活と思えばいいのである。 

 いちばんいい例は、夢の中の自分の姿を思い浮かべるとわかりやすい。夢の

中では、人前をはばかる自分の意志というものは働かない。たとえば、美人が

裸で目の前にいたとする。周囲に人がおらず自分と裸の美人だけとすると、日

ごろ性的欲望に自分の心が支配されている者は、相手が見ず知らずの女性であ

っても、ただちに行動を起こしてしまうだろう。地上界なら見ず知らずの女性

が目の前にいても、意志の力が加わって自分を制御する。好き嫌いの感情とか、

あとあとのことを考えるとか、さまざまな要因が働いて、自分の心の中の欲望

をストレートに現わさないで済まされる。 

 だが、あの世はちがうのだ。夢の中の自分と同じように思うこと、念ずるこ

とがそのまま現われてしまう。だから、魔王や地獄界の霊というものは、この

世の常識では考えられない、いわば一段階堕ちた姿で現われてくるので、現わ

れた姿だけをみると、いかにも幼稚で子どもっぽい感じになる。 

 

 

心の対話 Ｐ096 

 夢にはいろいろあって、守護霊が意識的にみせる場合と、本人自身があの世

を見てくる場合、本人の心の映像が具象化される場合など、さまざまです。忘

れがたい夢は守護霊が見せてくれる夢です。天国に行って、美しい花を見たり、

きれいな人たちと楽しくすごしてきたり、すばらしい風景をみたりします。 
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 忘れる夢は、たいてい自分があの世に行って見てくるため、目がさめると、

見て来た情景が思い出せないことが多いのです。心の映像の具象化の場合には、

テレビや芝居など恐いものを見たときに、それが夢となって現われる。このほ

か地獄霊や動物霊が本人に憑依し、悪夢をみせる場合があります。夢は、自分

の心、想念のあり方によって変ってくるものです。 
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12-８）【蛇(ご著書より)】 
 

人間釈迦② Ｐ067 

 爬虫類に対する人間の感覚は、ほかの動物達とは大分ちがっている。大抵の

人は小さな蛇を見ただけでも気分を悪くする。気味が悪いばかりか、恐ろしい

ものに出会ったような感じになる。 

 それは私達人類が爬虫類には随分と悩まされ、戦った記憶があるからなのだ。

肥虫類の地上の生活は人類よりも古く、ことに蛇の生活経験はずっと古く、彼

等は今から約五億年以前から生息していた。 

 最初はそれほど大きくなかったが、だんだんと大きくなり、肥虫類全盛時代

には、人間の二、三倍もある動物さえひとのみにする巨大なものもいた。 

 地上に降りた人類は、蛇の攻撃には悩んだ。他の肥虫類は一定の場所に集団

的に生息し、あるいは集団で移動し、人間はそれをさけて通れば危険はなかっ

た。が、蛇だけはちがっていた。彼等はいたるところに姿を現わし、人をも襲

った。およそ生物のいるところに彼等は生息していたのである。 

 蛇にたいする人類の経験は子孫から子孫に受け継がれ、小さな蛇をみても、

かつての記憶がよみがえるようになった。つまり、蛇を見ただけで、一種特有

の恐怖に襲われる。 

 しかし彼等も神の落とし子である。見境のない斗争本能だけかというとそう

ではなく、あらゆる生物が進化の途上におかれているように、彼等もまたそれ

に向かって生かされている。 

 蛇の飼育はむずかしいが、しかし小さなうちから慣らせば、従順になろう。

この点では他の爬虫類よりも飼育しやすいかも知れない。生命力の強さと転生

輪廻の経験がそうした体質をつくり出しているといえるからだ。 

 ただ蛇も神の落とし子にちがいないが、昔から蛇は悪の象徴といわれてきた。 

 蛇は主としてジメジメとした暗いところを好み、獲物を狙うと隠密的に近寄

り、襲いかかる。そうしてその長い体を獲物に巻きつけ、締め殺す。食いつい

たら死んでも離さぬ異常なまでの執念は、他の動物とちがったものを持ってい

る。蛇には明るさというものがみられない。その残忍さと執念は、悪の性質を

そのまま表わしているといえよう。 

 人間が悪に染まると蛇のようになるというのも、蛇の性質をいい当てている

のである。 

 何れにせよ、人類は蛇に悩まされ、蛇を敬遠した歴史があるのである。 

心の原点 Ｐ043 

 蛇などは人類の歴史より古く、性格が獰猛で、その生命力と狡猾さは、他の

動物とは比較にならなかったようだ。 

 暗い、ジメジメしたところを好み、音もなく近よって獲物を襲う。人類の先

祖はこの蛇には随分悩まされたという。 

 神は、蛇を創り、人類に警告を与えたのだ。業想念にとらわれ、五官六根に

ふり回されるとやがて自分が蛇のようになると・・・。 
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 当時の人類はあの世を知り、この現象界の目的も知っていたから、蛇の存在

理由を熟知しており、互いに戒め合い、仏国土の建設にいそしんでいた。 

 

 

心の対話 Ｐ015 

 人類の祖先は旧約聖書に象徴的に描かれています。エデンの園でアダム（男）

とエバ（女）が神の保護の下で楽しい安心した日々を送っています。そのうち、

神の楽園に蛇が現われ、エバに禁断の木の実を食べよといいます。エバは好奇

心にさそわれ、蛇のささやきをきいてしまう。禁断の実を口にしたエバは、そ

の実をアダムにもすすめます。 

 アダムは、神の怒りを恐れ食べまいとしますが、エバのすすめで、彼までも

それを食べてしまいます。二人は禁断の実を食べると、いままで経験もしない

自分を意識する。それまでの二人は、神から生かされたままの人間であって、

童子のような安らかな心を持っていたのですが、禁断の実を食べることによっ

て、自分以外の対象を発見し、そして自分を意識するようになります。つまり

自他の発見であり、それはまた、自己保存につながるエゴの自分であります。 

 間もなく、神の怒りが始まります。明るくひらかれていた青空を、急に黒雲

がおおい、雷鳴がとどろき、稲妻がエデンの園を襲います。二人は、楽園に身

をかくしますが、雷鳴と稲妻は彼らの姿をとらえて離しません。ついに二人は

楽園にとどまることができず、楽園を追われ、流浪の旅が始まるのです。 

 人間の原罪は、こうしてつくられたわけです。 

 エデンの園とは、あの世の天上界であり、また、かつての地上天国であった

わけです。禁断の実とは、肉体にまつわる自己保存の想念であり、自己本位の

意識です。蛇は執念、執着の動物であり、それはまたカルマ（業）の象徴を意

味します。つまり、蛇が前に進むには、うねって蛇行しなければなりません。

蛇行は波形を意味し、波形は運動のリズムでもあります。エネルギーの運動は、

すべて波形・波動の形をとるのですが、蛇の波形はもっとも荒く、それはカル

マの波形をかたどっているのです。 

 つまり、蛇にそそのかされたアダムとエバは、自己保存という神意をはずれ

た原罪を心に宿したため、執着というカルマの運動をつづけねばならなくなっ

たわけです。 

 これを仏教の面からみると、五官にまつわる六根であり、煩悩であります。

肉体を中心としたものの考え方が、さまざまな執着をつくり、その執着の輪廻

に人間が陥って、どうにも動きがとれなくなった人間の悲しい運命をいうので

あります。“わかっちゃいるけど、やめられない”というカルマの輪廻こそが、

執着の運動であり、それは蛇の前進運動が象徴的に語っているのです。 

 原罪を断ち切るには、正法にそった正道の生活行為しかありません。反省と

調和の生活。自己保存にもとづく悪を思わぬ生活。悪の種を心にまかぬ生活こ

そが、原罪から離れ、安心と調和の明日を約束する生活です。 
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 人類の祖先は旧約聖書に象徴的に描かれている。 

 エデンの園でアダム（男）とエバ（女）が神の保護のもとに楽しい日々を送

る。そのうち、神の楽園に蛇が現われ、エバに禁断の木の実を食べよという。

エバは好奇心にさそわれ、蛇のささやきをきいてしまう。禁断の実を口にした

エバは、その実をアダムにもすすめる。アダムは神の怒りを恐れ、食べまいと

するが、エバのすすめで、彼までもそれを食べてしまう。 

 二人は禁断の実を食べると、今まで経験もしない自分を意識する。二人がそ

れぞれ自分を意識するいとまもなく、神の怒りが始まる。エデンの園に雷がと

どろき、二人は楽園にとどまることができず、ついに楽園を追われ、流浪の旅

がはじまる。人間の原罪は、こうして伝えられた。そののち、イエスが出て、

その原罪を贖うことになり、贖いの象徴が十字架となる。 

 さて、人間には、アダムとエバにみられるように、もともと原罪というもの

がついてまわるものかどうか。イエスが十字架で贖ったとすれば、のちの世の

人々に平和と安らぎが訪れてこなければならないはず。ところが、事実は戦乱

と混乱のくりかえしであり、罪の意識は止むことを知らない。 

 エデンの園とはなにかといえば、それは実在界であり、かつての地上天国を

指す。禁断の実とは、肉体にまつわる想念であり、自己本位の意識である。蛇

は執念、執着の動物であり、体をくねらせ、左右に波形をつくらないと前に進

めない。つまり、前進の波形は運動を表わす。それゆえ、蛇は執念の波動、運

動を意味するのである。 

 エデンの園は神の国である。そこに、どうして蛇がおり、禁断の実があった

のだろう、すべては象徴的に語られている。すなわち、人が自己本位（自我意

識）に陥ると、その意識の波動の渦に巻きこまれ、なかなか、そこから抜け出

すことができない。これがカルマの循環である。カルマの循環は蛇の波形であ

り、執念、執着の波動に陥ると、真実が不明となり、なにが善で、なにが悪か、

人間の目的すら見当がつかなくなってくる。 

 原罪とは、五官にまつわる六根であり、煩悩だ。これを断ち切るには、祈る

だけでは断ち切れない、正道に照らした生活行為しかないのである。八正道を

規準にした毎日の正しい反省の生活、反省後の努力の生活、心を正定にした調

和の生活。 

 自己保存の悪の思いは、悪としてかえってくる。悪の循環、運動から解放さ

れるには、悪を思わないこと、原罪の種を蒔かないことである。 

 


