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【現代宗教に対する疑問】 

【1971-10-23 関西本部講演会】 

 過日の講演では私は小さい時からの信仰とその疑問の解明を通して、神の存在、仏の存在、人間

自身が何の目的で生まれて来たのか、また貧富、地位、名誉その他の面からして、なぜ人は苦しむ

のか。インド時代のゴーダマ・シッタルダー釈迦牟尼仏は当時何を説き人々を救っていったか、こ

のような点についてご説明してきました。 

 さて本日は、現代宗教に対する疑問ということについて説明してみたいと思います。 

 私たちには長い歴史の中に、肉体的先祖代々によって受けつがれてきた習慣的な信仰というもの

があります。この習慣の中においても私たちは多くの疑問をもっているはずであります。釈迦牟尼

仏の教えから作られたはずの経文の意味を解し、それを生活に活かすこともなく、ただ経文をあげ

ているだけという事実はどうしたわけなのでしょう。 

まずインドの当時においてゴーダマ・シッタルダーがその時代と宗教と人生に対してなぜ疑問を

もったかということを皆さま自身考えてみていただきたいと思います。 

 彼は今から二千五百有余年前において、カピラ・ヴァーストというコーサ国の小さな一属国――

ミガダヤのふもとロッシニー河の流れているところに、シャキャ族の小さな国の王子として生まれ

ました。彼は逆子だったので母親は産後の肥立ちが悪く、彼を生むと一週間目にこの世を去ってし

まいました。 

インドの時代はほとんど子供を産む場合は自分の実家へ帰ります。中インドのロッシニー河をは

さんで対岸にデヴァダバ・ヴァーストがあり、当時はここに住む人たちをコーリヤプトラーと言っ

ておりました。 

 コーリヤ族はシャキャ族の一支族であり、実の妹であったパジャパティにつきそわれてデヴァダ

バ・ヴァーストに帰る途中マヤ（シッタルダの母親）はルビニーというところで陣痛をおこし、シ

ッタルダーを産みおとしてしまいます。マヤは妹たちの手あつい看護の甲斐もなくこの世を去り、

このため妹であるパジャパティがシュット・ダーナーの正夫人となり、カピラ・ヴァーストで生活

をするようになります。 

 当時の環境は非常にきびしく、食事にも昔の日本の大名のように毒味をした後でなければ食べら

れません。カピラには敵のスパイが常に入っているために毒殺されるというケースが非常に多かっ

たからです。また外敵の侵略は日常茶飯事であり、外見は平和でもその中身は常に争いの渦の中に

おかれていたわけです。 

このように不安定な環境と、亡くなった母親に対する一つの悲しみがあり、また城から外へ出れ

ばきびしいカースト制度によるところの不平等、日本でいえば士農工商のような制度、否それ以上

のものであり、当時はバラモンの思想が千数百年もつづいていまして神仏の名の下に人々を支配し

てきた制度が日常の生活の中に滲みこんでいます。 

 当時のインドの支配階級である武士階級クシャトリヤは、バラモンという種族を擁護すると同時

に商工業者ヴエシャーの生活権を守るということで豪族がいつの間にか武将になっています。それ

だけに日本の十二世紀、十三世紀、十四世紀の混乱期と全く同じような社会現象が存在していたの

であります。このような時代ですからシュドラーというもっとも低辺の奴隷階級に生まれてしまい

ますと、学ぶことも財産をもつこともできません。牛馬同然になってしまいます。 
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 鬼子母神という名を知っているでしょう。この女性は神でも仏でもありません。もっとも低辺の

シュドラー階級の女性でありました。子どもたちをさらってゆき、自分の子供のように育てていま

した。 

ハリティーと当時の名前はいいますが、彼女がジェーターヴェナー（祇園精舎）にいる時に一人

しかない自分の子供が誘拐され、初めて子供をさらわれた親の苦しみを知りました。前非を悔いた

彼女は最後は比丘尼としてゴーダマ・シッタルダーの弟子になりますが、これなどは当時のきびし

い階級制度への反逆という形で現われた事件なのです。 

 太陽の熱・光のエネルギーは貧乏人、金持ち、地位、名誉、全く関係なく平等に与えている。そ

れなのに人間の作った環境だけが、長い歴史の中に築き上げられ、種族保存の旧来の要求が生活の

中に溶け込んでおります。シッタルダーの生活は優雅ではあるが、一歩外へ出るときびしい環境で

ある。なぜだろう。同じ人間に生まれながらなぜこうも違いがつくられているのだろう。 

当時のインドの人たちには百才、百二十才という高齢の人たちが大勢います。しかしそのような

老人は骨と皮だけ。シッタルダーはそういう姿を見るにつけてもなぜ人間は年をとるのだ。自分の

母親が一週間目に死んでしまったという話、なぜ死んだのだ。ここで初めて生老病死、苦の問題の

糸口をつかんでゆくのでした。人間はなぜ生まれたのだ。なぜ年をとるのか。なぜ病気をするのか。

なぜ死んでいくのか。この四つの問題が解決しないためにシッタルダーは二十九才の時に家を飛び

出してしまいます。 

 このようにして悟りへの道へ入っていったわけですが、当時は今のインドのヒンズー教のように、

バラモン教というものがありました。 

 インドのバラモン階級の一つの教えであります。後世、日本に伝来した仏教にはバラモン教やヨ

ガ教などいろいろなものがいつの間にかミックスされてしまいました。インドの当時は仏教などと

いってません。ブッタ・ストラーといっています。悟りへの道、神理への道という意味です。これ

が中国へ渡ってくるに従って仏教という一つの固定した枠の中に入ってきたのです。 

しかし六世紀から七世紀にかけて、南中国に天台智顗
て ん だ い ち ぎ

という方が出て学問仏教ではない、行ない

の仏教ということを主張します。法華宗というものの根本を作り始めてゆきました。当時の仏教は

まだ純粋なものです。自分自身の心というものを磨くことが主体でした。他力ではありません。 

 皆さまは自分の体の痛さを人に分け与えることができない、人の痛みを自分自身がとってあげる

こともできないはずです。なぜならば甘いものを全く食べたことのない人たちに、これは甘いんだ

よといったところで、果たしてその意味を理解することができるでしょうか。匂いもまた同じです。

ある人はこの匂いはよい匂いだと思う。しかし反対に、いやーこんな匂いは嫌いだという人もあり

ます。また匂い自体も慢性化してしまうと、はっきりこれが解らなくなります。 

 このように仏教というものも二千五百余年の間に、いつの間にか拝めば幸福になる、信仰という

ものは一心にお経をあげることだ、このように変わってきました。そのために、この中の皆さまの

多くのこういう信仰に対しての疑問はいっぱいあったはずです。その疑問が解けないために盲信を

する、あるいはまた特定の宗教家たちは罰が当たる、罰が当たった、このようにいいます。 

しかし、本当に神は罰を与えるのでしょうか、仏が本当に罰を与えるでしょうか。さらにまた本

当に先祖は私たちに不幸な罰を与えるでしょうか。それならば私は皆さまに質問をしたい。果たし

てかわいい子供が不幸になることを親が喜ぶでしょうか。あるいはまたお祖父さんやお祖母さんが、

孫たちが不幸になることを喜ぶでしょうか。それならばなぜ先祖が私たちを不幸にするでしょうか。

それぐらいのことは神の子である人間であるなれば誰も明確に判るはずです。神は絶対に、私たち

人類に対して罰など与えないのです。 
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 罰は人間自身の心と行ないが作り出すということを皆さまは知らなくてはなりません。苦しみも

悲しみも他人が作ったのではありません。皆さま自身の心のあり方と行ないが作り出したというこ

とを知らなくてはならないのです。私たちは地獄も極楽も自由自在に行ってきます。皆さまの肉体

的先祖が現在どこにいるかについても私たちはすぐ判ります。 

さらにまた、その人たち方の生前において何をなし、その当時どのような話をしたかということ

も私たちは即座に判ります。しかし一般の人々はそのことが判らないだけに、人間は祈ることによ

って救われると思っています。仏教においてもまた同じ。お坊さんは朝勤行といって朝早く起きて

拝んで手を合わす。経文だけ幾度あげたところで心の安らぎは、これだけでは得られません。まず

経文の意味をよく己自身が知って今の一秒一秒の心のあり方を正しく、神理に適った生活を重ねて

ゆくことです。 

皆さまは一念三千という言葉を知っているでしょう。一念三千とはどのような意味か。皆さま自

身の心というものは、無限大に広く大きいもの、そして皆さまは想像することも、思うことも自由

自在です。恨むこともあるいは喜びも心の中では自由に思うことができるはずです。この思うこと

が私たちの心のあり方を決定していくのです。皆さまは現在このような肉体をもっていますが、こ

れはあの世においてお父さん、お母さんと皆さま自身がお互いに約束したものなのです。あの次元

の異った空（くう）の世界、すなわちこの地球を含めて大宇宙に広がる光の世界、実在界（あの世）

から見ればこの現象界（この世）は立体画像にすぎないということです。 

こういたしますと私たちはあの世という実在の世界からこの地上界へ出るために肉体という舟に

乗りました。この人生航路を渡って行くための肉体という舟の提供者が私たちの両親であるという

ことです。そこでまずこの舟をいただいた船頭さんは誰であるかということを知っていただきたい。

この船頭さんこそ皆さまの心であり魂なのです。それを両親が魂までくれたと思っている人たちが

多いのです。もし両親が肉体以外に魂までくれたとしたならば、なぜ子供は親のいうことを聞かな

いのでしょうか。私たちは長い転生輪廻の中にそれぞれが縁というものによって、あの世では皆さ

まは友だちであり兄弟であったり、お互いに約束をして出てくるのです。 

しかし私たちはこの地球上という場に出て肉体という舟にのってしまうと、わずか一〇パーセン

トしか意識は表面に出ていません。これについて一つの氷を主体に考えてみましょう。 

水面に浮かんだ氷の部分は約一〇パーセント、九〇パーセントは水面下にありますね。この現象

は氷ばかりではなく、鉄であっても銀であっても同じです。皆さまも今この地球上という場にその

意識の一〇パーセントしか出ていないのです。 

私たちの住んでいるこの世は、あたかも実在界から投映された現象界でありますが、それはちょ

うど氷の表面に出ている一〇パーセントと、沈んでいる九〇パーセントと全く同じことなのです。

このために、あの世とこの世は紙一重の違いだけといえます。皆さまはすぐにでもあの世に行くこ

とができます。 

こうした意味で、この世とあの世は全く一体となっているのです。そうしてあの世でも地獄界と

いうのはこの地上に近い状態の環境といえます。地獄界という環境、その環境から天上界へとたく

さん段階があります。それは皆さまの心が、先ほどの調和の生活といいましたが、神理の中道の道

を毎日の生活の心と行ないに活かした時に、皆さまの心は神の光に包まれ安らぎの生活が生まれて

きます。その安らぎは心の調和度、すなわち光の量によって違い、あの世の段階を決めているとい

うことです。私たちは皆さまの心の状態を語ってみることができます。そうしてこの形の歪みの起

こっている人が、その人の欠点であり、心の調和度に関係してくるわけです。 

皆さまは心は丸く、大きくという話を聞いたでしょう。そのとおり、心というものはあたかも、

風船玉のように広く大きく丸い心、この心の中を断ち切ってみますと、まず神より与えられている
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本能というものがあります。さらに知性という領域があります。理性という領域があります。感情

という領域があります。そして一番中心に想念という領域があります。心の中で私たちが思うこと、

考えること、つまり想念というものがすべて中心になっているということです。 

私たちは肉体舟の眼・耳・鼻・舌・身を通してこの眼で見たものが視覚神経・鼻でかいだものが

臭覚神経、このような神経を通して大脳の中の神経繊維に電気的振動が起こります。この電気的振

動がそくざに想念に伝達されます。想念に伝達されたものが自分の本能や感情、あるいはまた知性

や理性の変化によって心全体の領域が変わってくるのです。例えば私たちがものを耳で聞きます。

自分の都合の悪いことを言われた場合に、そくざにスーッと想念に入って来ます。想念はそくざに

感情に出て参ります。この感情に出た時に感情の領域の部分がプーとふくらんでゆきます。すると

理性は引込んでしまいます。 

こういう状態は想念に曇りを作ってしまい神の光をさえぎるのです。神の光は万生万物にみな平

等に与えられているのです。取らないのは自分自身の想念と行為なのです。 

こう考えてきますと皆さまは、神は罰を与えないということが判ると思います。私たちは感情だ

けで物を判断して果たして正しく解答を得ることができるでしょうか――できません。そもそも私

たちのこの地球上に出てきた目的というものは調和にあります。水面に石を投げたところでその石

の波は大きく広がっていくけれども、やがて調和された滑らかな平面にもどります。大東亜戦争に

よって四年間の不調和な大きな犠牲を払って斗争をくり返したけれども、その後三十年間はあのい

まわしい戦争がありません。戦争がないだけ、ある意味では調和されているでしょう。 

私たちの本能もまた同じ。きれいな女性を見ると男性はつい心を動かされて、この動かされてい

るうち、美しいなあと思っているうちはよいけれども、その先まで考えてしまう。そうするとどの

ようになるか。理性というものは引込んで参ります。いわゆるハート型になります。感情が出てき

て理性は引込み知性はあまり関係ない。 

皆さまは、若い頃、若い人たちもそうですが、恋愛をする、一目ぼれも同じですが、そういたし

ますとこれをよく見て下さい。（図示される）ハートになります。本能がふくらんで感情が出て理

性と知性が引込んでしまう。こういう時に、ものの判断が正しくできるでしょうか。自分の好きな

相手を見てアバタもエクボに見えてしまう。まず見えるのが当然です。私たちはこういう心のあり

方を五官を通して見たものに影響されて、こうもしよう、ああもしようということが行為になって

くることを知るべきです。 

皆さま自身の心が、いつも丸い大きい心であるということはそれがそのまま悟りを意味し、イン

ドの時代はこのような問題に対して苦集滅
くじゅうめつ

道
どう

ということを説きました。私はこの地上界に出て、四

十年にもなりますけれども、仏教とかキリスト教とかは全く学んでいません。専門は電気とか物理

工学です。現在これを主体として生活していますからプロとして詳しいです。しかし仏教のことな

どは全く私は学んでいません。それなのに読まなくてもなぜ解るかということです。それはテープ・

レコーダーやビデオ・コーダーは誰が発明したのでしょうか、人間なのです。人間の中や自然の中

に、こうしたものがあるから発明として出てくるのです。発明はすべて疑問の中から生まれてくる

ものです。 

ですから、まず皆さまも人生に対して解らない疑問をそのままにしておかないで、皆さま自身で

解明することです。解らない疑問は人に聞いて解答を得ていった時には、これまた必然的に神理に

到達するのです。 

皆さまもよくご存じの木村名人という方がいます。この方は将棋というものを通じてなかなかよ

いことを云っております。また作家の山岡荘八先生などもやはりその神理を生かしています。この

方たちのように名人クラスになると究極の場は神理であります。芸術家が芸術を通じ、文学者は文
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学を通じ、事業家は事業を通じて真剣に正しい心の状態で毎日の生活をしている人たちこそ、本当

に信心深い人ということになります。このように地球上は次元の異なった世界から投映されている

現象界であり立体画像の世界であるということが解ったならば、この大自然こそ大神殿だというこ

とがお判りになるでしょう。 

地球そのものは大宇宙大神体の中の、一つの小さな細胞にしかすぎないということを皆さまは知

らなくてはなりません。その細胞を私たち人間同志が神の子として万物の霊長としてお互いに、心

と心の調和を自分自身が計りながら平和な社会を作るということです。ところが人間は肉体をもっ

てしまうと、肉体先祖とか、肉体が絶対だと考え、すべてに執着をもってしまって神の子、仏の子

としての本性を忘れてしまいます。ここに問題があるのです。 

皆さまは本当に心の窓を開いて一切の執着からはなれて人々のためにつくす。自分も神の子、仏

の子としてその道を実践しようと心と行ないが調和された時に、人間が誰も心の窓が開かれるので

す。なぜならば想念の中の曇りがなくなるからです。からりと晴れた青空には、太陽の光が万生万

物にすべて平等に当たるように、神もまた私たちに慈悲と愛の光を平等に与えています。 

それは自分自身の心にひっかかりがなく、執着がない。恨み、妬み、謗り、怒りがない。いくら

口先でうまいことを言ったところで、あるいは顔と姿（かたち）と態度だけで外面だけをあたかも

調和したごとくしたところで、そんなものは何の役にも立ちません。上辺
う わ べ

はどうであれ、心の中か

ら発するところの慈悲と愛がなければ私たちの魂を高い境地に進化させることはできないのです。 

さて私たちは先ずここで、肉体というものの先祖、肉体先祖というもの、さらにまた魂の先祖と

いうもの、この二つのものが存在しているということに気がつかなければいけません。これはイン

ドの時代、ゴーダマ・シッタルダ―が四十二才の時にたまたまコーサラ国の使いがジェター・ヴェ

ナー祇園精舎に参ります。 

マハー・コーサラ王の息子であるカツラピンという王子です。これはゴーダマ・シッタルダーと

は年はそんなにちがいません。こういう関係ですからカツラピンは『ゴーダマ、あなたは自分の家

からたびたび使いの者が来ているのだし、家を出てからすでに十二年、父親も年をとっていること

だからあなたは帰って親孝行をしてやって下さい』ということで、悟った後初めてカピラに帰った

時に、お父さんお母さん、あるいは第一夫人のヤショダラとかあるいはまたその他のゴーパとか、

二号、三号というとおかしいけれど第三夫人、第四夫人までいます。 

一同が迎えに参ります。その時にシュット・ダーナー王が『お前どうだ、これだけの修行をして

きたけれどもお前の姿を見ると乞食同然だ。お前も王子ではないか。そんな汚いしたくをしなくと

も、わしがさっそく良い着替えをあげよう』といいますが、ゴーダマ・シッタルダーは断ります。

なぜならば人間は心が大事だからです。いくら立派な着物を着ていたところで心が屑ならば何にも

なりません。そういうことから『お父さん、それはちがう。私はこのように泥だらけであっても、

心に安らぎと調和をもっています。生まれによってその人間の価値が決まるものではありません。

だから私は一生懸命に先祖を供養します』といいました。 

ところが父親のシュット・ダーナー王は『その通りだ。我が家はこのカピラにくるまでに十五代

も続いている。この十五代の先祖は偉大なる人たちだ。シャキャというのはよくできた偉大なとい

う意味だよ』、このようにゴーダマに説明します。これに対してシッタルダーは『ところがお父さ

ん、それはちがいます。私の供養するのは私の魂の先祖に対して供養するのです。お父さんからこ

のように肉体を頂いたが、このことに対しては私は心から感謝し親孝行をいたします。ですが魂の

先祖こそ永久に変わらないところの自分自身だということを知っているのです』と答えたのであり

ます。シュット・ダーナーは、『そんな先祖があるのかなー』ということでした。 
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現在の人々も同じです。魂はお父さん、お母さんがくれたんだ。くれたはずなのに親不孝したり、

ゲバ棒をもって火炎瓶を投げてみたり、どこに肉体先祖と魂の先祖というものがあるのだと思うで

しょう。しかし親子の縁は、かつて友だち同志であったり、あるいはかつて両親になった人たちを

たのむのであります。このようにして私たちがあらゆる転生輪廻の中で生命は不変であるという事

実は、あらゆる国を転生輪廻して参りまして、このように永遠の旅をつづけているのであります。 

あの世に帰りますと一〇パーセント表面意識が逆転しまして九〇パーセント潜在意識が表面に出

て参ります。それですから心でお互いに話し合うことができます。私は何回もあの世という実在界

へ行きまして、皆さんとも話をしております。この時に私は日本人ですから日本語で喋りますと、

向こうの光の天使たちは胸のところにバッチをつけております。といって日本人ばかりはいません。

オリンピックと同じです。皆さんは全部兄弟だということです。そして日本語で喋った言葉は即座

に彼らの国の言葉で伝わります。あるいは黙っていてもかまわないのです。通じるのです。心で思

えばよいのです。相手に通じます。 

このようにあの世の世界、天上界は人類の神の子としての自覚をもった調和された世界です。そ

のためにあの世の肉体は光子体といって光でできております。皆さま自身の肉体は約三十二種類か

ら成るところの原子細胞によって、また約六十兆からなる細胞集団によって形成されています。さ

らにまた皆さまの頭脳は約二百億からなる細胞集団によって脳葉というものが構成されています。

その中の神経繊維は電気的振動を起こします。これを脳波といっています。 

 ところが皆さま自身が、肉体と魂とは別だということに、もし皆さまが反発するならば皆さまが

眠っている時、脳細胞はどうしているのでしょう。耳の穴も鼻の穴もあいてはおりますが、眠った

時に脳というこの器官が全て記憶し思い出す能力をもっていますか――、聞くことも匂いを嗅ぐこ

ともできないはずです。なぜできないかというと肉体から魂が離れており、脳の機能が失われてい

るからなのです。この事実からみても魂の先祖と肉体の先祖は別であり、肉体は人生の乗り舟だと

いうことを自覚せざるを得ないはずです。 

 肉体というものは万生万物すべて、縁というものによって結ばれて出て来ます。そうしますと私

たちの魂というものの存在が、もっと明確になってくるはずです。皆さまが感情的になる時、悲し

みや喜びの時には胸にこみあげてくるものがあります。このこみあげてくる力は一体何でしょうか。

こみあげて来て初めて涙になるはずです。これは想念の中の感情の領域がふくらんでくるからです。

それで胸にこみあげてきます。それが眠っている時には、肉体舟の船頭さんである魂は皆さまの体

から離れている。そのために頭は記憶ができない。匂いをかぐこともできない。寝言は肉体に意識

が伝わるためにおこる現象だが、口は意識的にきけない。このように考えてみますと私たちは魂と

肉体というものが明確に分離されているということが解るはずです。 

仏像画を見ますと後光というものが出ています。神の光は万生万物に平等に与えられております

が、想念に曇りがなくなりますと、心の調和された度合いに応じて神の光を受けていることになり

ます。それが後光となって出て参ります。この後光が皆さまがあの世へ帰る時の肉体なのです。皆

さまがあの世へ帰る時には、心がきれいならば後光によって包まれて、自分の肉体が例え病気であ

っても、その時、病気から訣別します。ところが心を悟らずに、神仏を信ずることなく、恨み・妬

み・謗り・自己保存・自我我欲の生活を送って、あちらが痛い、ここが痛いといっている間は死ん

でも同じです。なぜならば、私たちは電車にのったり、自転車にのったりしている時に急ブレーキ

をかけると、急ブレーキのかかった進行方向に体がもっていかれるはずであります。なぜでしょう。

これは自然の法則。等速度運動です。 

これと同じように私たちもまた心というものが、本当に執着と己自身の自己保存、自我我欲の心

を捨て去った時には執着がありませんから、調和された世界へ抜けていきます。私はあの世へ行く

時には自分の魂といいましょうか、意識が抜けていくのが全部判ります。そうしてどこの国へ行っ

ても皆さまの家庭でも、そくざに行って見ることができます。そういう時に心に引っかかりがある
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と、どうしてもそこだけ抜けないから苦しみます。ばたばたとして振動が起こります。ところが心

が調和されていますと、スーと抜けていってしまいます。 

この現象は私一人なら私は否定します。ところが今まで同じ現象が私たちの周囲にいっぱい起こ

りました。私一人だったら信じませんが、しかし現在は百人を越す人たちが、わずか一年間の間に

心の窓を開いてアラハンの境地に到達しました。すなわちアラハンの姿に到達して己自身の心とい

うものは調和され、ダイヤルがピッタリ合うようになったために、さまざまな能力を持つようにな

ったからです。もし十人が十人同じような現象が起こったとしたならば、皆さまはこれを非科学的

と言いますか。非科学的ではありません。科学的というものは、一〇〇パーセント確かな結果が出

たならば信じざるを得ないのであります。そうなって参りますと、私たちの心というものがいかに

重要であり、そしてしかも私たちの魂はこの世を去るまでの一切を、テープ・レコーダーと同じよ

うに記録しているということを理解することができると思います。 

皆さまは反省ということをご存知でしょう。反省というものは、神から私たちに与えられた慈悲

なのであります。わずか一〇パーセントの表面意識で人生を渡ってゆくために人間はあらゆる苦し

みや不調和なことをやっています。盲で人生を歩んでいるのです。それだからまた修行場なのです。

こういうきびしい環境の中において、私たちがはっきりと正しくものを見る毎日の生活行為をして

ゆくならば、己自身の心の状態をより高い境地にもってゆくことができるでしょう。 

反省というのは心で思っただけではだめなのです。そのあやまちを正し、それを行ないの上に表

わしてゆくことです。正しく思うこと、行うことが全ての基準になってきます。私の言うことを皆

さまは信じなくても結構です。神理は信ずる信じないにかかわらず必ず現われるものだからです。  

皆さまは他人に嘘がつけても、自分の心に嘘はつけないでしょう。本当のことは自分の心が一番

よく知っているからです。嘘をつかない自分自身の心で、皆さまは一日思ったこと、行ったことを

一つ一つ反省してみて下さい。それを繰り返しているうちに、皆さまの心の中には自ら神の光がは

なたれて参ります。反省は想念の曇りをとりはらう神から与えられた慈悲なのです。 

このようにして私たちの心というものを磨いていくにしたがって、私たちは執着というものを離

れてゆきます。心は自ら丸く大きくなって参ります。 

 私たちは先祖に対して感謝する心を失ってはいけません。真に先祖に対する供養の根本というも

のは、まず現在の皆さま自身が肉体先祖からこの肉体の舟を戴いたことに対して感謝し、健全なる

肉体をつくるということです。そうして夫婦が共に明るく笑って生活できる愉快な環境を築き、お

互いに嘘のない心と心の話し合いができる環境をつくることが、先祖に対する本当の供養だという

ことを皆さまは知らなくてはいけません。 

また私たちは先祖に対する感謝の心をいつも持ちながら、私たちの肉体を保存することのできる、

一秒間に二百万トンもの石炭を燃焼するに相当する熱・光を太陽は無償で地球に与えていることを

知り、報恩という行為を果たすことです。地上の三十六億人の人類に太陽が一秒間に与えていると

ころの９.３×１０22キロカロリーという約二百万トンの石炭に相当する代価を平等に支払ったとし

たならば、皆さまは全員破産してしまうでしょう。これこそ神が与えられたるところの慈悲であり、

愛でなくて何でしょうか。 

 この太陽の熱･光のエネルギーがあればこそ、地上の水を循環させ、雨を降らして植物に対して成

長のエネルギーを与えています。一方において皆さま自身の吐いた二酸化炭素は空気中に戻るとこ

れらは植物の栄養源となり、太陽の光を利用して光合成作用によって炭水化物や蛋白質や脂肪を作

っているのです。私たちは外から植物の澱粉、蛋白質、脂肪をとって皆さま自身の血や肉や骨にし

ているのです。 
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そうなれば太陽に感謝する、大自然に感謝する心は、ただ「有難うございました」だけで済ませ

るものでしょうか。それは人間同志がお互いに今、生きているのだ、今、魂の修行と共に、神の体

であるこの地上界に平和なユートピアをつくり、お互いに心を開いた嘘のない生活環境を築くとい

うことは、本当の神に対する、そしてまた先祖に対する供養であり報恩の姿ということになるでし

ょう。 

これは今から約一万二千年前にアトランティス大陸において、アガシャー系グループの光の天使

たちが、人々の心に神理を説いたのも同じです。大宇宙に対する感謝の心、人々の心と心の調和に

よったその道を実践することにありと説いたのです。イエス･キリストも今から二千年前にイスラエ

ルの地において、諸々の衆生に説いた愛の道もまた同じ神理なのです。 

しかしゴーダマ・シッタルダーも、あるいはまたイエス･キリストも決して宗教家ではありません。

全くの素人です。私たちは素人の立場から、その神理、心と人間の問題、自然というものと信仰の

関係、こういうものを掘り下げて参ります。中国から渡ってきたところの経文と、私たちが説いて

いる科学とも全く一致するということを私は発見したのであります。 

それ故に宗教と科学は不二一体である、色心不二であるということがいえるのであります。皆さ

ま自身も、今肉体と心、肉体と魂の一体の中にこそ色心不二、現代の修行があるということを皆さ

まは自覚して頂きたいと思います。そして信仰は己自身の心に嘘のない生活をすることだ、そして

それは正道の、八正道の実践行為の中に生まれてくるということを知っていただきたいと思います。 
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 【人生の使命と目的】 

1971-11-21 関西本部講演 

本日は、｢私たちがこの地球上に何の目的を持ち、どのような使命をもって生まれて来たのであろ

うか｣という事について説明してみたいと思います。 

多くの人々の中には、両親が、自分たちの都合によって、好き勝手に私たちを生んだのだと思っ

ている人たちがいます。 

 もう一つは、この地上界に肉体をもち、親、師、先輩より受ける教育、あるいは先祖や国が培っ

て来た歴史的な環境の中において、自分なりに、悲しみや苦しみ、喜びなど、苦楽の人生を体験し

て一寸先が闇の人生を計りかねている人たちです。 

 いづれにしても、私たちがこの地球上に出て来た以上は、安閑として無為無作の人生をすごして

よいのだろうか、という人生に対する矛盾、その解決を求めたはずの信仰、その信仰に対する矛盾

などを皆さまは痛感しているはずです。 

それは私たちが、肉体的な五官を通してとらえ得たものを、目を通して見たもの、耳から聞いた

もの、あるいは肌で感じたものによって、その人の学んで来た、教育や、思想や、あるいは習慣に

よって判断をしているからです。 

 あまりにも物質文明だけが発達してしまって、私たちは本当の人間としての価値と、そしてその

使命というものを忘れてしまっているのが多くの現代の人々です。 

あくまでも私たちの肉体を通して、感じ得たもの、あるいは皆さま自身が想像して、心の中で思

うことによって、自分なりに判断して生活しているはずであります。その結果、女性の方は、より

美しく、そして結婚をして平和な生活をしようとする者から、結婚した人たちは、良い子を生んで、

立派に育てようとか、経済的な安住を得て、もっと自分自身がより以上に優雅な生活をしたいと

か･･･。 

 男性の方は、学校を出て、社会に出たならば、すくなくとも社会的な地位を築いて生活環境を安

定しようとか、会社に勤めている人たちは、少しでも役職を得て地位を築いてゆこうとか、それぞ

れ人によって違いはありますが、私たちが生まれてきた目的は果たしてそのようなものなのでしょ

うか。 

皆さま自身が、この地球上に出てくる前、皆さまの中に、そんな馬鹿なことはない、肉体が絶対

なんだ。親から頂いたこの己自身の肉体が絶対であるんだ、それ以外に何物もないと唯物的に考え

るとしたならば、これをどう説明するのでしょう。 

 人間の脳細胞は約二百億あります。二百億の細胞からなる頭脳が、すべてを記憶し、想像する能

力を持っているとしたならば、皆さまが、なぜ眠っている時に、私たちの耳の穴も、鼻の穴も、チ

ャンと立派にあいているが、視覚も、聴覚も働かないという事実を何と説明しましょうか、現代医

学においてはまだそこまで行っておりません。 

さらにまた、皆さまが学校やあるいは男女関係、恋愛問題、親子の対話などの不調和により心を

悩まします。恋人にふられて悩んで身体が痩せ衰える人もあるでしょう。なぜ悩んで私たちの肉体

は疲労を感ずるのでしょうか。これについて現代の医学も物理学も証明することはできないのです。 

悩みの原因というものは、どこから発するのか、苦しみの原因は、どこから出て来るのか、しか

もなぜ肉体は年をとるに従って、老化現象を起こしてゆくのか、なぜ人間は死んでしまうのか、こ

の大きな問題を追求していったならば、私たちは全く肉体以外に、何物かの存在があることを否定

することができる人があるならば、説明して下さい。 

 ということは私たちの現在持っているところの肉体は、この地球上という場に対して適応したも

ので、神が保存し、我々が神の子として、先祖代々継承されてきて、現在の肉体を持っているから

なのです。 
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そうなりますと、肉体以外に何物かがあり、人は魂ともいう、あるいは意識ともいう、精神とも

いう、その根本であるところの魂というものの存在を、皆さま自身は否定できないはずであります。

なぜならば、今の皆さまの肉体は、親から頂いたものですが、魂は親から頂いたものではありませ

ん。 

もし魂を親から頂いたものであるとしたならば、なぜ、親が子供の心が解らず、子供が親の慈悲

も解らず、親不孝という現象がなぜ起こるのでしょうか。もし魂を両親から頂いたものであるとし

たならば、私たちはどこにいっても、意思の断絶はないはずです。 

ラジオもテレビも無線機も、人間の作ったものです。私たちが今スイッチを入れれば、どこの放

送局も、キャッチできるだけの能力を持った受信機を発明しております。あるいは映像をも映し出

せるだけのものを発明しています。 

 しかしこれらは人間の文明生活の知恵で、万物の霊長である人間自身が、なぜこのような能力を

出せないのでしょうか。親と子の意思が、親と子の魂が、同一のものであるならば、どこにいても

自由自在に、心の中で思っていることから、考えていること、行っていることが、通じ合わねばな

らないはずであります。 

ということは皆さまは、魂、意識の次元ということを考えねばならないのです。今の肉体舟を絶

対なる基盤として考えるところに、間違いが起きて来るのです。そうなりますと肉体以外に、また

別のものがあるということを私たちは否定できないはずであります。 

眠っている時に、皆さんは自分の五官・六根がすべてだと思っていたが、脳細胞の二百億の集団

がすべてを思い想像し、計算もする場所であると思っていたが、眠ってしまったら、ただの一個の

物質にしか過ぎない。しかしこの物質である私たちの肉体も、五官を通して調和されずとも私達の

五臓六腑は少しも機能は失っておりません。動いています。 

といたしますと、私たちの脳細胞は五体をコントロールしている制御室にしか過ぎないというこ

とを、皆さまは知らなくてはならないのです。なぜならば制御室である理由は、肉体以外の、意識、

魂が離れている時には、全く無能だということです。眠っている時に、数字の計算でも学んでいる

ものがわかるならば、それは脳細胞がすべて記憶しているということを私は肯定します。しかし、

その事実は無いはずであります。 

これは私たちの感覚器官に感受された信号は脳細胞の神経繊維の中に電気的振動を起こすのです。

これを脳波といっております。この電気的振動の波動が、人間の肉体の船頭である意識・魂に通信

されて記憶されているのです。 

このような次元の違った意識・魂の根本というものを考えた時に、肉体はただの人生航路を渡っ

て行く、一つの乗り舟しかすぎないということになるはずであります。しかもまた、神理というも

のは永遠不滅であり、線香花火のように消え去るものではないのです。肉体というものは、この地

上界において、己の魂を磨く乗り舟にすぎず、魂というものこそ永遠不滅の己自身なのです。 

眠っている時に皆さまの魂は肉体から離れて次元の違った世界へ行っています。この地上界を皆

さまが去る時に、帰らなければならない魂の世界へいっているのであります。 

そうなりますと、私たちはまず次元の違った世界、あの世こそ実在界だということになるのです。

すべてのものを作り出しているところの空（くう）の世界、仏教の根本は〝空〟ということが判っ

たならば、すべて解決するとまでいわれているようですが、この空の根本原理、根本理念ですら、

現代仏教はすでに忘れ去っております。 
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そこで私たちが実在界という次元の違った意識の世界は、この地上界より以上に文明も進歩し、

地上界における原子細胞ではなく、精妙な光子体ともいうべき、光の細胞を持った肉体であるとい

う事実、これは皆さまが、仏像を見たり、あるいはイエス様の姿の映像を見る時には、必ず体から

後光というものが出ているはずです。これは皆さんのあの世に帰る時の自分の肉体なのです。 

あたかも太陽が熱・光のエネルギーを、この地球上の万生万物に平等に与えているように、神も

また、この地上界の万生万物に慈悲と愛の偉大なる光を、すべて平等に与えているということです。 

 太陽の熱・光のエネルギーが、貧乏人、金持、地位、名誉、こんなものに全く関係なく、平等に

与えられるように、神の愛と慈悲もまた同じであります。しかるに私たちは、永い歴史の中に、先

祖代々伝わって来たところの信仰体系の中から、一生懸命に祈ることが、本当の信仰の道だと大き

な間違いを犯しているのであります。 

 私たちは自分の心の中に、神は慈悲と愛の力を、万生万物に平等に与えている事実を見た時に、

神はすべてのものを人類に与えているということを知らなくてはなりません。だが、神の慈悲と愛

の光を受けることの出来ない人が多いのです。 

神の子たる己自身の本性を失ってしまっているために、うらみ、ねたみ、そしり、自己保存、自

我我欲の暗い想念が、心の曇りを作り、あたかも太陽が、地球上の曇りによって、その光をさえぎ

られるように、神の光を己自身の不調和な想念と行為によっておおってしまうのです。 

仏教の根本精神は、人間がこの地球上に生まれてくると同時に、修行のために、神の子としての

自覚の九〇パーセントが潜在してしまい、肉体舟の五官六根がもたらす自己保存、自我我欲の黒い

想念が神の光をさえぎり、己の魂を曇らせて生老病死、愛別離苦（あいべつりく）、怨憎会苦（お

んぞうえく）、求不得苦（ぐふとくく）、五蘊盛苦（ごうんじょうく）といわれる四苦八苦の苦し

みを作ってしまいます。 

その苦しみの原因は、全て神の心を忘れた皆さんの魂・意識の中心である心というものが作るの

です。その苦しみの中から、己自身の反省がその魂を調和させ、平和な、執着から離れた安らぎの

ある人間としての本性、己自身を悟るにはどのようにすればよいかということを教えているのです。

それを当時の無知文盲の衆生にも解りやすく説明するために、方便をもって説いたのです。 

それが、皆さんもよくご存知の法華経です。インドの当時、中国の時代においても、ほとんど泥

沼の中に美しく咲く、あの一輪のハスの花の姿を通して教え導きました。 

｢皆さん、あの泥沼の中をご覧なさい。あの泥の中は、ウジ虫やハエがいっぱい群っている。あの

汚ない泥の中に咲く美しい、一輪のハスの花をよく見るがよろしい。 

あなたたちの肉体というものは、あの泥沼のようなものなのだ。なぜならば、目を見れば目糞し

か出ないではないか、鼻を見れば鼻糞、口を開けば痰、あるいは体から出て来る汗、これも汚いも

のだ、このように大小便に至るまで、人間の肉体から出るものは、一つとしてきれいなものは無い

のです。 

 この汚ない泥沼のような、人生航路の乗り舟である肉体も、その船頭さんである意識、その中心

である心というものが、神理を悟って執着から離れ、生老病死という根本を悟って、己自身が八正

道の神理を実践したならば、あの美しいハスの花のように、あなたたちの心は、仏の心と調和され

て、安らぎの境地に到達して、苦しみから己自身を開放することができるのだ｣ 

とこのような方便の説話なのであります。 
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しかるに仏教もいつの間にか難しくなり、智と意の哲学的学問に変わっております。“観自在菩

薩行深般若波羅蜜多”といったところで解りますか。 

無学文盲のインドの当時の衆生に、ラジャグリハーの郊外において説かれたあの仏教の神理が、

そのような難しいものであったと思いますか。 

 ｢ゴーダマ様よ、何によって生活しておられるのですか。私たちは、このように農耕をして、米を

作って生活しております。あなたはなぜそのようにしておられますか｣と問われたことがあります。 

 その時に「あなたは米を作って生活をしているが、私はあなたたちの心に神理の種を蒔いて、そ

の実るのを待って生活をしている。人間は米のみによって生きるのではないのだ。人間の心こそ偉

大なる不変のものなのだ」 

 そして「あなたは今、このように肥沃の土地によって稲を蒔いて生活をしているが、まず稲を蒔

くならば、あの上の方の痩せた土地に蒔くか」と聞きました。 

 その時に農夫は「上の方の土地は砂利が多く、そのために米は実りません。土地に地味が足りま

せん」といいました。 

 ゴーダマは「私の説いている神理も、受け入れる機根の無い人たちに、いかに説いたところで、

この神理の種は、人々の心の中に入って芽生えるものではない」とこのようにこんこんとその農夫

に説きました。 

 そのように方便を通して、その時の衆生の機根に応じて、神理を説いたのであります。 

 仏教というものが、二千五百余年の間に、本当の心の偉大性を失って、排他的に変わってしまっ

たのですが、本来は転生輪廻をくり返す毎に、自ら誓って来た皆さまの魂の意識の中のテープレコ

ーダーには、綿々として、神の子としての偉大なる真実が、あまさず記録されているのです。 

 皆さま自身が、一心に信仰をしている中においても、なぜなぜという疑問が出て来る原因もそこ

にあるのです。 

 人間は心をふさいではなりません。あくまでも疑問は疑問として、解答を得た時に、皆さんの心

の中に神理の芽が、芽生えてくるということです。 

 このような事実をよく知ったならば、私たちは次元の異なったあの世があることを否定できない

はずです。なぜならば物質というものを一つ考えても、仕事を成し得る能力であるエネルギーとい

うものの存在をハッキリと物理学の上においても、実証できるからです。 

 そうなると物質に対するエネルギーというものの次元と、物質の次元というものは、物質とエネ

ルギーは一体となっているはずです。物質そのものも、エネルギーの一形態である事実は、原子力

科学の基礎理論になっているアインシュタインの理論においても正確に立証されているのです。 

 そうなって参りますと、皆さま自身が、この肉体と、もう一つの肉体、光子体を支配している魂

の偉大性を知らなくてはならないのです。 

 皆さまは、実在界（あの世）において、すべて神の子としての偉大な智慧と、偉大な魂を兼ね備

えて来ているのです。そして皆さんはあの世、次元の違った四次元以降、多次元の世界から、自分

が望んで今度はこの日本に生まれよう！ あの世において、お互いに「あなたは今度はお父さんに

なって下さい」「あなたは今度お母さんになって下さい」と、あの世ですでに約束して来ているの

です。 
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 ところが、お父さん、お母さんはこの地上界に先に出て来ます。生まれて来たこの環境や思想や

教育と、長い歴史の中に、人間の作り出した習慣によって両親は、その中で盲目の人生を歩み、神

の子としての自分自身を見失ってしまいます。 

 そのために、お互いに適齢期になるに従って、ある者は恋愛や、見合いをして夫婦になって行き、

ある者は夫婦になる約束を破棄して、いろいろと問題を起こして自分自身が、苦しみを作ってゆく

のです。 

 そのうちにこの世において、夫婦としてお互いに愛の絆（きずな）という中に結ばれて、神の子

としての自分が何をなすべきかということを悟った時、天上界からまた子供が出て来る事実も知っ

て出て来ているのです。 

あの世から皆さまが、光子体という肉体を持って、お母さんの腹の中に入る、三ヶ月頃まではみ

な大人なのです。そうしてその時には、皆さまは九〇パーセントの潜在意識というものが逆になり

ます。 

 実在界においては、表面意識が九〇パーセント出ていますが、この現象界においては、表面意識

はわずかの一〇パーセントしか出ておりません。お母さんの腹に入るまでは、九〇パーセントの意

識を持っておりますから、人間はこの地球上に何の目的で生まれて来るかを自覚しております。 

 昨日も三ヶ月位のひどいつわりの方が参りましたが、即座に癒しました。これもお母さんとあの

世の子供との意識が合わないために起こる現象なのです。それも心でお互いが反省し調和されれば、

そのようなものは即座になくなってしまいます。そこであの世から出て来る時は、今世においてこ

の地球上の一年間の修行は、あの世の百年にも匹敵するだけの、善と悪とがミックスされた厳しい

修行所であり、だからこそ魂の修行になるのだということを知っているのです。 

 嘘と真が並び合ったこの世の中において私たちは本当の魂の修行を経て、その道を実践修行して

来るということを、あの世にいる時は、皆さまはみな納得して来ているのです。 

 そうして皆さまの魂の兄弟、あるいは多くの友だちに送られて勇んで出てくるのに、この地上界

に出てしまうと、五十年、百年間というものはそれぞれ断絶します。心の窓が開ければ別ですが、

窓が開けていない場合は断絶です。いうなればあの世からは、この地上界に出て来ることは死であ

ります。 

 そこでその当時は、今度は医者になって立派に多くの人々を救って来ますといって人々は出て来

るのです。あるいはまた、その神理を、病める多くの人々に流布いたしますと出て参ります。あの

世へ帰りますと、人類はみな兄弟だという事を悟っているからです。 

 この地球上へ出れば、それぞれ長い歴史の中に、私利私欲、自我我欲に基づいて、神の体である

その地球上を占領して、これこそ我が国である、これこそあの国であると、お互いに国と国との争

いを繰り返しておりますが、そうした争いがあるのはこの地球上と地獄界だけです。実在界では全

くそんな事はありません。 

 人間はみな神の子である以上、皆さまは九十パーセントの表面意識があの世では開いているから、

光の天使と全く同じような光子体になっています。 

 それですから自分自身の心で思うことは、即座に相手にも通じてしまいます。自分の生命を持っ

ておっても、これは自由になりません。 

 それだけ悪い心が起これば、即座に神の光は消えてしまいますから、自分ですぐ反省します。な

ぜこのように心が暗くなったのか、その原因を追求して来て、再び反省した時に、神の光は我々に
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さんさんとふり注いで参ります。そしてこの地上界に出て来て「今度こそは、今度はやるぞ」とい

って出て来るのです。 

 この地上界に出て、わずか一〇パーセントの表面意識で、人生を渡って行くために、私たちの心

というものは解りません。そのために皆さま自身が今自由に行動をしておりますが、本当は暗中模

索の人生ですから、また修行にもなるのです。このことは実在界においては全部解っております。

今度こそ使命を果たしてきますと送られて出て来たところが、その約束を破棄して、自分自身が物

質の奴隷となり、心というものを見失っていくのです。 

 そういうことを皆さまが本当に知ったならば、今、両親に対して感謝する心を、行為に表わし親

孝行するのは、万物の霊長として、神の子として当然のことなのです。ところが現代の多くの人々

は、そのような心の持ち合わせはなく、親が勝手に生んだのだとか、教育するのは親の当然の責任

だとかいいます。 

 貧乏に生まれれば、親を恨み、世間を恨みます。この地上界へ出て来る時、あの世において、金

とか、地位とか、名誉とか、こんなものは関係ないのです。 

 ただひたすら永遠に変わらないところの、皆さまの船頭さんである魂、この魂を磨くということ

がまず第一なのです。その魂の中心である心が、すべての苦しみや、悲しみを作る、その根本を説

くべきキリスト教も、また仏教も、永い歴史の中にゆがめられて人々の食いものになってしまった

のです。 

 そのために、偉大なる心の働きという「正法」は、人々の知と意によって、ほこりとちりにまみ

れてしまったのです。私たちは、このほこりを払いに地上界に出て、その道を説いているのです。 

 私たちは今から二千年前のイエスの神理、また、二千五百余年前の釈迦の神理に戻すために、ほ

こりを払いに来ているのです。 

 そこで皆さま自身が、正法神理の偉大性を悟り、心こそ永遠に変わらない己自身であり、永遠の

生命の中で今地球上の最も不安定な修行所において、己自身が今も修行しているのだという自覚を

得た時に、私たちは偉大なる神の子としての神理の実践行動の中に、皆さまの心は神の光によって

包まれて行くのです。 

 このような事実を我々は知って、実在を通し、神の子として、この世の中でなすべきことは、お

互いに助け合うことなのです。己自身が足ることを知ることなのです。現代社会に心を失ってしま

った多くの人々は、足ることを忘れて、己の私利私欲、自我我欲を満足させようとしております。

果たしてそれで調和がありうるでしょうか、その事実を歴史を追って考えてみましょう。 

 私たち人類は、この地上界に天孫降臨（てんそんこうりん）して来たのです。その当時の文明は、

現代の科学よりはるかに進歩していました。そして地上界に出て来た人類は数千人でした。この人

類はこの間にユートピアを作り、心は実在界（あの世）と常に直接通信されていたために、心に執

着がなく、このために当時は、八百才、千才と、この地上界で優雅な楽園を築いていたのです。 

人間はそのうちに、子孫が殖えるに従って、己が子孫を大事にするようになり、子孫子孫と一つ

の枠を作り、その中についに原始共産体制というものを作り、権力によってこれにはむかう者は滅

ぼされていったのです。 

 こうして武力はやがて豪族を生んで行きます。そして豪族はいつの間にか他の豪族との争いを展

開していったのです。その展開していった豪族の争いは、武力、権力の力の差によって、弱肉強食

の現象を起こして斗争と破壊を繰り返して行きます。 
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そのうちの有力な豪族によって統一されて行くに従って、その武力は武将を生んでしまいます。

武将は自分の地位と環境と名誉を守るために、彼らはその武器の力によって、封建社会というもの

を作っていたのです。 

 日本でいえば、士・農・工・商、自分の永久的地盤、子孫を崩さないために、金力と武力と権力

によって、彼らは自分の地位を築き上げて行きました。 

 その中に武器というものを商品とした商人が、彼らと組んで要領よく介入して、不調和な争いと

斗争を、しかけていくようになったのです。そして彼らは資本主義社会というものを作っていった

のです。武力の時代には自由というものがありません。 

 日本では、特に日蓮の出た当時などは、厳しい封建社会の環境でありました。そういった時代に

正しい法が説けるでしょうか。いわんや私たちがかっての封建時代に、今のようなことをいったら

どんな事態になるでしょうか。 

 商人の台頭により徐々に封建社会が崩れ、ついに資本力が、この世の中を支配するようになって

行きます。この資本主義社会というものでは、経済という力を持って相手が築き上げてきた会社、

株を買い占めることもできるのです。金力をもって人間を奴隷にすることもできるのです。 

 このような不平等な社会に、常に疑問をもって、底辺の人たちが、このような世の中で良いのだ

ろうかと、ついにこれが理論体系づけられて、千七百九十八年、オーギユスト・コントという人が

出て実証哲学というものを発表します。この世の中というものは、ナポレオンのような権力者によ

って多くの人々が犠牲になってよいだろうか、これが本当だろうか、彼らは疑問を持ち、社会とい

うものはこんなものであってはいけないのだと説きました。 

 千八百二十年には、ハーバード・スペンサーといわれる方が、イギリスに出て、社会有機体説と

いうものを発表し、カール・マルクスは資本家と労働者が斗争する中に、文明は発達して行くのだ

と、斗争によってこそ勝ち得ることができるのだというマルクス・エンゲルスの唯物史観というも

のが生まれて参りました。こうして資本主義に対する共産主義が生まれて来たのであります。 

 しかし、資本主義にしても、共産主義にしても、その根本になる心というものの存在が、どこに

あるでしょうか。すべて物質と経済という、この二つのものを根底にして、彼らの基礎は成り立っ

ているのです。 

 しかし自らの真の心を、己自身が求めようとするならば、もはや、このような資本主義にしても、

共産主義にしても、この中から発見することはできないのです。それを人々は、宗教に求めていっ

たのです。 

 ところが宗教もすでに末法と化しているため、安住の世界を探し求めても、心というものが、ハ

ッキリとつかみ得なかったために、私たちはその本質的なものを己自身にキャッチすることができ

なかったのであります。 

また現代社会における、資本家と労働者がより反目して争っている、これは現代の物価の不安定

も、その原因はどこにあるのか、それは労使双方にあるといえます。 

 人間は心を失ってしまい、神の子として、この地上界に出て、己の魂を磨き、神意の仏国土を作

る目的なのです。斗争と破壊は万物の霊長である人類のなすべき行為ではないのです。万物の霊長

に進化するところの動物たちが、そのような斗争と破壊を繰り返すのです。 
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 人類はすべて話し合いによる調和、己自身の心をお互いに譲りあい、そして己自身に足ることを

知った生活をすることが、まず大事なのです。心を見失っているために、私利私欲に走り、人間が

いつの間にか動物以下になり下がっております。 

 あの猛獣たちは、自分の腹がいっぱいになっていたら、決して他の動物を襲いません。人間は自

分の腹がいっぱいになっても、欲望の虜（とりこ）となり、あくことを知らない行為を繰り返して

いる。これが本当の人間として、神の子として、なすべき行為でしょうか。 

 太陽は熱・光のエネルギーをすべて平等に与えているはずです。人間はみな平等なのです。だか

ら皆さまは、自分の生まれた環境は、自分が選んだということを忘れてはならないのです。なぜ人

間はこのような経済的な苦しみをするのであろうか、なぜ病気をするのだろうか、という皆さま自

身が疑問を持った時に、私たちは人のせいにしてはならないのです。 

 自分が貧乏の環境の中から、いかに経済的に裕福にしていくかと考えるべきで、このようなもの

によって自分の心まで、貧乏にしてはならないのです。例え人間が、人生を渡って行くところの肉

体舟が欠陥車であろうとも、その船頭さんである魂まで欠陥車にしてはならないということを確か

りと自覚しなければならないのであります。 

 こうなった時に、私たちの心こそすべての根本である。そしてこの心を永遠に我々は進化させ、

そして過去、現在、何億万年も転生輪廻して来たところの改善された姿は、今皆さまの思っている

こと、行っている姿をよく見た時に、皆さま自身の過去は、今すべて集約された自分自身だと思う

ことです。 

 私たちは、このように魂の偉大性を知り、物質経済の中にあっては足ることを知り、お互いに己

というものを中心にせず、大自然界は大調和の中に助け合って、生きているということを知ったな

らば余っているものは人々に布施し、足らん人たちに愛と慈悲を与え、お互いに平等である人間同

士の心と心とのふれ合いによって、この社会を築いて行くことが、神の子として私たちの一番重大

な使命なのであります。 

 この地球も大宇宙体から見たならば、小さな細胞にしか過ぎません。この大宇宙体は神の体であ

り、そして大宇宙体を支配しているものは、大宇宙の意識であり、これこそ本当の神なのです。 

 これを私たちは知らずに、あらゆる時に神様を祭ります。皆さまがこの目で、この体で、その神

とふれ合い、話し合う能力を持っているならば神と認めることです。私たちはそのような神とは即

座に自由自在に話し、彼らの実体をつかむことができるから真実を持っているのです。神は罰など

は与えないのです。 

 皆さまが、自分の可愛い子供たちや、兄弟たちが不幸になることを、親として望みますか、愛と

慈悲に満ちている神が人間を不幸にすることをしますか。 

 罰は皆さま自身が、神理を悟らずに、己の心に嘘の生活をした時に、嘘の行為をした時に、己自

身の心の曇りによって神の光をさえぎって、その結果が原因を作って行くのです。 

 そのようなことを考えた時に、病気をしても、すぐに医者へ行って注射をうてばすみやかに治っ

てしまうと思ってはいけません。その前に、まずじっくり自分はこのような病気になぜなったのか、

そのなった原因を追求していった時に、必ずその中には悪の根っ子があるはずです。それから医者

に見て貰っても遅くはありません。 

 病気も一つの反省のチャンスなのです。我々はこのようなことをよく知り、毎日毎日の生活に対

して、貧乏をしたからといって、自分の心まで貧乏にしたり、体が悪いからといって、自分の心ま

で欠陥車にしてはいけないのです。 
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 私たちの魂というものは、今世がすべてではないのです。永遠の生命の中に、私たちは転生輪廻

を繰り返し、あの世に帰り、この地球上に出る時に、皆さんの肉体という舟を頂き、またこの地上

界を去る時には、親から頂いた肉体は、地上界へ置いて帰らなければならないのです。 

 そしてまた新しい肉体を持って、永遠の転生輪廻を続け、この地上界においては、太陽の熱・光

のエネルギーで大自然の万物万生は育（はぐ）くまれ、皆さんの肉体を保存する事ができるのです。 

 一方においては、神の光はすべて万物平等に与えられて、慈悲と愛の中に、私たちは存在してい

るということを知ったならば、今の一秒一秒の人生に対する価値というものが判るでしょう。皆さ

まが何億、何千万年も転生輪廻して来て、自分自身が作った心の曇りを修正すること、これが私た

ちの地上界に生まれて来た目的なのです。 

 そして私たちが魂を磨くと共に、神の体である地上界を、万物の霊長である人間が心と心の調和

によって、平和なユートピアを作っていった時に、皆さまはこの地上界に、偉大なる卒業者として、

あの世で迎えられるのです。 

 私たちは、やがてあの世に帰り、自分自身の一生はすべて意識に記録されております。その記録

された、思ったこと、行ったことを、自分に嘘のつけない善なる己自身が裁くのです。 

 皆さまは、自分の心に嘘がつけないように、その善なる神の証（あかし）の己の心が、なして来

た己自身を裁くのです。その時に皆さま自身がなし終えなかったならば、執着となり、いったんは

地獄界に堕ちて神の子として、自覚するまで地獄で厳しい修行をするのです。 

 自分が神の子であると悟ったならば、皆さまの心の曇りは晴れて、あの世にも照されているとこ

ろの神の光を受けるのです。 

 このように、私たちが八正道を、中道の神理を通して、毎日毎日の生活をして、お互いに人々と

助け合った人生を歩んで行くことが大事だということです。 
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【般若心経の解説】 

1972 年 1 月 8 日 関西本部での講演 

 前回は、仏教という神理が、現代社会、現代物質文明の高度化された社会においても、我々が究

め得た物理学の法則によっても異論をさしはさむ余地のないような立派な科学的なものであるとい

う事を説明したはずであります。 

 神理というものは永遠であり、その神理は唯物的な思想や知識の中から得られるものではありま

せん。 

 二千五百有余年前において、あの中インドを中心に、乱れ切った人々の心に安らぎと調和を与え

るために、この地上界に生れ出たゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏が、四十五年間にわたって

説いた神理は、現代においても、我々の、また皆さん自身の心の中に内在されたテープ・レコーダ

ーの中に、すべて記録されています。 

 ところで、私たちはこの地球上という場に出て来ますと、善と悪のミックスされている厳しい修

行場であること、肉体という舟に乗ってしまうと私たちの意識はわずか一〇パーセントしか表面に

出ていないため、神理がわからなくなってしまいます。盲のような私たちの人生航路は、常に暗中

模索するが、それは万物の霊長として、神の子としての本性を悟るまでの大きな厳しい修行の過程

だといえます。 

 我々はその中において、自分の生れた環境あるいは教育、思想、また、この地上界において先祖

代々の肉体的な先祖を通して築き上げられたところの習慣、こういうものが大きく我々の悟りの前

に厳しく横たわっているといえましょう。したがって、その中から神の偉大な慈悲と、我々の善な

る心というものを悟り得る事は非常に至難なことになってきます。 

 我々は、この地上界に自分自身が生れるその環境というものを選んで出てきます。貧乏人に生れ

てくる者もあれば、金持、地位、名誉のある家庭に生れてくる者もあり、それらは皆、自分自身が

選んでくるのであります。 

 まず第一に、この地上界に出て来るときの人類は、経済、物質文明という環境、肉体的先祖とい

う環境、こういうものは修行の材料であって、これにとらわれてはいけないということを知ってい

ます。そのために、あの世の規準はあくまでも肉体舟に乗って本能を備えたまま、神の子としてい

かに自分自身が正しい中道の生活をし、地上界において人々と調和して帰るかにかかっているので

す。決して死んだときの地位や名誉、権力を持って、功一級だの、あるいはその他の色々な名誉を

持って帰る事が規準にはならないのであります。あくまでも皆さん自身の善なる心とその行為であ

ります。嘘のつけない善なる自分に忠実な実践努力の結果が、あの世に持ち帰る規準になっていく

のです。 

 どんなに大金持ちであっても、この世から去るときに、それは持って帰れません。またどんなに

大地主であっても、どんなに立派なお墓を作ってもあの世では通用しません。通用するのは、ただ

その人の心が真実に正しい中道の道を実践したかという事です。という事になると、あの世から出

て来るときには、自分が最も悟りよい場所を選んで来るという事に皆さんは気がつくはずでありま

す。 

 もし二千年前に、イエス・キリストが、イラクという当時の王族の子供に生れたらどうなったで

しょう。おそらくイエスたりといえども悟る事はできなかったでしょう。最も厳しい左官屋として

の不調和な生活環境に彼は出てきております。そこでまず疑問を持ちます。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166622.html
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 社会におけるところのあのユダヤ教徒の宗教教義が果して正しいものであるか。一週間に一回、

安息日には、仕事をしてはいけない、家庭の雑事も、仕事をも否定されるような、当時のユダヤ教

徒の教え、あるいは、また厳しい律法制度、果して神がこのような事を人間に教えたであろうか？ 

イエスは、当然、疑問を持ち始めます。 

 一方においては、ノルマという厳しい環境の中におけるイスラエルの現状、ユダヤ人のあわれな

生活環境、このようなものにも疑問をもって参ります。そういうあらゆる疑問を通して、まず同じ

人間に生れながらにして、なぜあのような厳しい階級があるんだろうか、そしてイエス自身は、神

という疑問の探究を続け、最後は悟りの境地に到達します。 

 過去におけるところの神理を説く多くの大天使たちはほとんど自分自身のもっとも悟りやすい環

境を選んで出生します。そのために大金持からは出ません。経済的にあまりにも環境に恵まれたと

ころに出てしまうと、人間は優雅な生活にどうしても溺れてしまうからです。“疑問と解答”疑問

の追究の結果が神理に到達していくからです。 

 インドの当時のゴーダマ・シッタルダーも、やはり同じように、出生の場所を選んでおります。

後の仏典などには非常に優雅な大国の王の子供のようにして扱われているけれども、それは大きな

まちがいです。そして四十五年間説かれたゴーダマ・シッタルダーの神理は大般若経というものに

まとめられたのであります。ナラジュルナ（龍樹）という僧侶が、それを更に取捨選択し、まとめ

て人々にわかりやすく書き上げました。般若心経は、こうした大般若経をもとに、中国の僧、玄奨

がまとめたものです。 

 この般若心経というのは、過日も説明いたしましたが、日本へ伝わって来てからは、いつのまに

か、仏壇や、神様の前で上げるものになってしまいました。また、清書（写経）して何回も書く事

によって悟り得るという馬鹿げたものになってしまいました。字は上手になりますが、しかしそれ

では悟れるものではないのです。その意味をよく知った生活をする事なのです。 

 皆さんは法華経を今迄学んできました。南無妙法蓮華経とお経を上げて参りました。あれはやは

り方便を通して人間はかくあるべきだ、人間の心はこういうものだ、これを説いたものなんです。

インドのゴーダマ・シッタルダーの時代は、決して南無妙法蓮華経も上げておりませんし、南無阿

弥陀仏も上げておりません。ただその意味をよく理解した生活をして、人間の価値、生れて来た目

的と使命、このようなものを教えたのに過ぎないのであります。決して経文を上げろという事はや

っていません。 

 だいいち、当時の多くの弟子たちは無学文盲です。文字など書けるような人は非常に少なかった。

クシャトリヤという武士階級の中において婆羅門をやっている人たちの多くは、一応は学問をして

おります。寺小屋のようなところで婆羅門を中心とした一つの経典を主体とした教えを学んでおり

ます。その当時の文字も、仏教でいう梵字というのがありますが、それとはまるっきり違います。

そのような事を考えたならば、般若心経を上げたり、書いたりする事が悟りへの道だとは思えない

はずです。 

 しかし、こういう般若心経というものを知る事によって、なるほど、仏教は科学であり、現代物

理学の最極微を極めた神理であるという事がわかるはずです。 

 『摩訶般若波羅蜜多心経。観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舎利

子』 

 棒読みするとまるっきりわからない。この前にも説明致しましたように、摩訶とは偉大、当時は

マハーといいました。マハー・パジャパテイー、また、皆さまの現在の会長様も、マハー・ナマと

いって偉大なるナマといわれた方です。ナマという名前でカピラ・ヴァーストのシュット・ダナー
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の四番目の弟さん、その弟さんの長男、その方をマハー・ナマといいました。その弟をアニルッタ

ーといいます。アニルッターといわれる方は、ゴーダマ・シッタルダーの十大弟子のアナリツ、こ

のアナリツの兄さんが今の中谷会長であります。それはそのうちに、皆さんの中から霊道者が大分

出てきておりますから証明されるでしょう。また別のところからそのような証明者が出て参ります。

これだけは否定できないのであります。とにかく、そのようにマハーというのは偉大という事です。 

 般若というのは智慧という事です。波羅蜜多という事は、到達する、という事です。そしてしか

も彼岸に到達する迄には、自分に内在されているところの潜在意識の偉大なる智慧、この智慧に到

達するいわば心の教え、心経はインド時代は、ストラーといっております。悟りへの道。 

 ところが中国人はなかなか頭がよく、うまく語呂と意を合わせています。摩訶般若波羅蜜多心経

の摩訶とは、また大いに不思議という意味もあり、摩訶不思議ともいいます、あの摩訶です。摩訶

般若の般若というのはほとんどの人は般若の面ぐらいしか思い出しませんが、当時のインドではこ

の偉大なる智慧を蜜多ともいいました。 

 というのは当時のインドでは、蜂蜜というものは非常に貴重なものでそう採れなかった。蜂蜜を

採るには、蜂蜜を探す鳥がおりまして、その鳥に赤い布を付けて飛ばし、蜂の巣をみつけて蜜を採

るのです。こうした事を商売にしていた人もいました。特に仏教々団の場合は、蜂蜜は高貴薬の様

なものでした。そのためによく薬王菩薩とか薬師如来が、左の手に壷を持っており、これも実は蜜

の壼、女王蜂の園から取り出して作られたところのローヤル・ゼリー、不老長寿の薬として持って

いたものです。 

 そのように蜜というものは、非常に高貴薬であるという事から、心の中の内在されている分野に

はそのような高貴薬のような偉大なものがあるんだよ。即ち偉大なる智慧、内在している偉大なる

智慧に到達する心の教え。このように摩訶般若波羅蜜多という意味は、つけられても結構だと思い

ます。 

 観自在菩薩、この観自在菩薩というのは、これも又、中国流に訳しております。漢字で読んで字

の通り、自在にものを見る菩薩。皆さまの中には菩薩といえば、ああ立派な偉い神様だと思ってい

るでしょう。菩薩というのはインドの当時は、サマナー、サロモン、アラハン、ボサター、その次

がプッターといって、それは悟りの段階を指すのです。 

 観世音菩薩像を見ますと必ずネックレスをはめたり、王冠を付けております。また文殊菩薩・マ

ンチュリァーも矢張り王冠をかむっております。このように王冠等飾りつけているうちは、執着が

あるという事なのです。そうすると未だ菩薩は悟り得ぬ段階なのです。そこで観自在菩薩といわれ

る者は、ゴーダマ・シッタルダーが今から二千五百有余年前のヴェダーとかウパニシャドという現

代の日本の仏典、教典と同じようなものがありまして、その中に書き込まれているものなのです。

自由自在に見る事の出来る菩薩、本当は如来を指しているのであり、これをアポロキティ・シュバ

ラーともいっております。 

 今、皆さまのうちに、私の神理を聞いた人々の中から、シュバラーに近い状態になる人が、出始

めております。私の講演が終ったのちに、その人たちの心に光を入れれば波羅蜜多の偉大なるその

智慧、潜在された、内在された過去に学んできたところの自分自身の体験が、今の肉体を持った人

を通して語り始めます。菩薩とは、ボサターをいうのですから、まだポサッとしているところがあ

る。だから菩薩といっても決してまだ立派なものではありません。 

 そこで観自在菩薩といわれるようになるには、神理に適うよう行ずるのですが、大抵は間違いを

犯してしまう場合が多いのです。行深というと行を深くするということになる。そこでハァ、行を

するというんだから、山の中へ入って滝にでも打たれ、厳しい肉体的な修行をする事によって悟り

得るんだなあーと。それには、この摩訶般若波羅蜜多を一生懸命に上げればよいんだなあーと、こ
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う思ってしまって金剛杖か何かを持って、観自在菩薩、行深般若波羅蜜多といって、厳しい肉体行

をしていく。 

その内に心がカラッポになったところへ、動物霊か何かが入ってくる。するとその人に入った動

物霊が出て、ついに神様が出て来たなんていう事になって稲荷大明神が一つ出来上る訳です。そう

いう事をよく考えると、この行深という意味が非常に重要な意味を持ってくるのです。 

 行深という事は、神理に適った毎日の生活、これを深く行う。そうすると智慧の波羅蜜多が涌現

されてくる。この波羅蜜多という内在された自分の心を涌現する、思い出すには、先ず中道の神理

に適した生活をしなかったならば、心の中に曇りが出てしまって神の光を遮ぎってしまいます。遮

ぎってしまうから、暗い心に閉ざされるからあの世とは通じません。あの世と通じないから凡人で

す。明日の事も目先きの事もわからなくなってしまいます。そこで自分の心の中が綺麗であれば光

が差し込んでまいります。そういう生活をする事が一番重要であり、深く行ずる事なのです。そこ

で般若波羅蜜多時、悟りに到達するために深く自分自身がそういう生活をした時に、観自在菩薩、

つまり自由自在に見る事が出来るのです。 

 五蘊皆空 度一切苦厄 舎利子――ここで苦厄というのは苦しみや災難、それはここでいう五蘊

という皆さまの目や耳や鼻や口、肉体の五官を通してそのような苦しみが出てくるのです。その苦

しみも実は、五官から生ずる六根のため神の光を遮ってしまうので、我々はそのような苦しみを作

ってしまうということを観自在菩薩はよくわかっております。 

 舎利子というのは、シャーリ・プトラー、これを日本でいうと舎利弗、インドの時代はシャーリ・

プトラーといっております。このシャーリ・プトラーという人は、ゴーダマ・シッタルダーの四十

二才の頃にデンドーナーというところへ尋ねてきたアサンジャーといわれる大波羅門の従兄弟です。

その友達にマハー・モンガラナー（大目蓮）という男がおりました。この人は理論的にも多くの神

理を説く事ができ、ゴーダマ・シッタルダーも重用しました。何れにせよシャリー・プトラーは九

十七、八才でこの世を去りました。 

 ここではシャリー・プトラーは弟子に対する一つの代名詞のようなものなので、舎利子とは諸々

の衆生よ、ということになり、偉大なる般若波羅蜜多という悟りの境地は、観自在菩薩という自由

自在に見る事の出来る境地であり、あの世もこの世もアポロキティ・シュバラーという方は、この

地上界とあの世、そして又未来、皆様の過去と現在と未来、これらのものを自由自在に見る事の出

来る悟られた方であるということを舎利子にいっているのです。 

また、苦しみ悲しみをつくる五官を通した六根にほんろうされてはならない、もともと六根とい

うものは実体のないものであり、これにとらわれるから不幸をつくるのであり、これから遠離しな

ければならない、わかったか舎利子よ、ということも合わせていっています。 

 次に、この皆空、一切は空であるという、空というのは、あの世の事をいっております。実在界

あの世、あの世というのは実際に、ものが実在する世界で、そのあの世からこの地上界に投映され

ている世界、あの世から映写機でいわば幕を透して此の三次元という世界に、宇宙というものが投

映されていて、しかも立体モーションピクチャーであの世から操つられている訳です。操つられて

皆さまは生活しているにもかかわらず、その操り人形が勝手な行動をしてしまうから、いろいろと

問題が出てきてしまう訳です。 

 五蘊という目や耳や鼻や舌を通して、皆さまは嫌な事を聞くと、つい頭にきてしまったり、感情

的になってしまったりして、自分で苦しみや災難を作ってしまうのです。そうなって参りますと私

たちは、その様な操つられている事に対して反省をする事によって、我々はなんでこのような苦し

みや災難が起るのかという事が、自分でよくわかるはずです。それもしないで自分の苦しみだけを

他人のせいにしたり、生活環境を妬んだり、恨んでしまったりするのです。またその操つられてい
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る者が、つい生命を持っているから自分勝手な方向へ行ってしまう。そこで、あちらの人は、どう

するんだろうといっている訳なんです。 

 実は皆さまも、毎日の生活の一秒一秒はあちらから皆見られているのです。それを知ったら全く

自由はないのです。それが肉体をもつ自分が、自由という事をはき違えてなお苦しみを作っていま

す。死ぬ時には、いずれそれを自分が裁かなければならないのです。一つ大きな目的を持って出て

来て、よし、今度こそは一つ悟って人々を救ってくるよといって、救うどころではなく自分をも救

われず、あの世へ帰ってしまう人が多いんです。そういう人は先ず地獄です。何百年間じっくり地

獄で味わってくる事です。それでは実際困ります。なぜならば、皆さまの魂の兄弟達が困るからで

す。魂の兄弟の内、一人でも地獄に落ちてしまうと、この地上界に皆さまの魂のグループ、即ち六

親眷族は生れてくる事が出来ないのです。そうすると自分一人のために多くの人に迷惑をかけると

いう事を知るべきです。 

 さて次に色不異空、空不異色と出て来ます。この場合の色というのは物質、我々の目に見えると

ころの物質、色、即ち色彩、赤、青、黄という色彩は何万色にも変る。その何万色もある我々の、

この地上界の万生万物は全て色彩をもっております。このように色とは万生万物を指します。 

 不異空という事は、異ならずという事、即ち色と空は異ならないのだ、同じだということです。

色は空に異ならず、空は又色に異ならずとこういう訳です。そうするとなんだか一寸もわからなく

なる。そこへもってきて更に又念を押す訳です。 

 色即是空 空即是色――しかしこれが重要なんです。この空という問題に、あるお坊さんは、こ

の空さえ解かればもう悟りだなんて言っているんです。冗談じゃない、空がわかっても悟れないん

です。空という事を知ったら実践しなければ駄目です。深く行わなければ駄目です。 

そこでこのように物質というものは、実在を通して、あの世を通して存在しているんだから、い

わばこの地上界は、実在界とは異ならない、同じだよ、変っていないんだ、しかも又、あの世実在

界は、この地上界とも異なってはいないんだよ、連続体だ、即ち同じ事を行なっているから、生れ

たり、滅したりすることはないと説明をしている訳です。そのために異ならないから、ここでダメ

押ししている訳ですね。この地上界はあの世だよ。あの世は即ちこの世だよ。当然同じ結果になる

はずです。ただ次元が違うだけなんです。「あ」と「こ」の違いだけで、「あ」と「こ」を外した

ならば一つになってしまいます。あの世もこの世も、そんなむつかしい世界ではなく一転びなので

すから、この理論というものは成り立つはずです。そこで仏教でいうところの“色心不二”という

事も又同じような姿を表わしております。物理学でもこれは証明出来ますね。 

 そこでこのようなところから、受想行識 亦復如是 舎利子――又舎利子が出ておりまずけれど

人に聞いたら、お釈迦様の骨の事をシャリっていうんだよ。このように答えているお坊さんがあり

ました。最近はシャリといったら米の飯の事を銀シャリといっとりますが、これもシャリには変り

ないでしょう。米は肉体を保存するための物ですから、米を主食とする人々にとっては大事な食糧

です。したがってお米は諸々の衆生にとって欠くことのできないものですね。 

シャリ・プトラーは人の名ですが、般若心経の中では“諸々の衆生よ”という事ですから、お米

をシャリという語源は、案外ここから出たかもわかりませんね。（笑） 

 受想行識――即ち皆さまの想念と行為というものは実はこの地上界という場に出てしまうと、空

即是色にもかかわらず、現象にとらわれ現象におぼれてしまって、常に堂々めぐりをくりかえして

しまう、おろかなものだとここではいっているのです。 

 色即是空、空即是色といっても、現代のお坊さんでも物理や、科学や、医学というものを通して、

自分が神理というものを実践してみないとこの問題は解けないのです。ここが分かれば、受想行識

も自然と理解されてくるわけです。そこで是諸法空相――このようにして一切の神理というものは、
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実在の実相を通し、神の意志に基づいて作られているものだよ、と言う事になりますね。そこで色

即是空というものは、私はよく声を大にして説明します。 

 皆さまの肉体は、地上界に適応した人生航路の乗り舟である。この舟に乗っている船頭さんが、

魂であり、意識であり、心なのです。その中心の心というものが又どのようになっているかという

と、我々の魂というものは、不生不滅である。生れず滅せずなのです。ですから垢もない、浄とい

うこともないのです。ですからその次に不増不減、増えず減らずとこうくる訳です。このようにす

べてを否定しているようにみえるけれども、実は大肯定なのです。心とはそのようなものなのです。 

 皆さまの魂というものは、あの世とこの世を転生輪廻してきております。太陽も今日の太陽と明

日の太陽は一つも変っていないのです。キリスト教の古い宗教の中には、地球は平面の板の様なも

のだと教えているようです。東の方から新しい太陽が出て、海の彼方に沈んで、又明日になると新

しい太陽が出てきて又沈むのだ。 

ところが文明が発達し、科学が発展するに従って、コペルニクスや、或いはガリレイたちは地動

説をとなえて、地球はこのように回わっているんだ、だから太陽は一つなんだと、いわゆる地球軌

道説をとなえた。この説を強く主張したこれらの弟子たちは、世をまどわすということで首を切ら

れて死んでおります。宗教というのは恐しいものです。 

 イエス様は、そんな事を教えなかった。途中の弟子たちが色々と考えなくてはならなかった。地

球は板のようなもので、地平線の彼方からポンと新しい太陽が出てきて、スーッとおっこちてしま

って、又明日になったら新しいのが出てくると考えていた。しかしなんと説明しようと太陽は一つ

で、今日も昨日も変っていない、同じ太陽である。 

 皆さんの魂も、ある時は中国に肉体を持って一生懸命に学んだ人や、あるいはエジプトで、又フ

ランスで、それぞれの国を転生輪廻してきて、今日、日本人として自分が日本の環境の中で肉体を

持って生活をしております。 

 その船頭さんである皆さんの魂は一つも変っていないのです。ですから魂は生れる事もなければ、

滅する事もないという事実は、皆さんもわかるはずです。エネルギー不滅の法則、質量不変の法則

というのがございます。これと同じように我々の魂も永遠である。当然垢も付く事もない、清らか

であり、増える事もなければ、減る事もないのです。 

 さて次に、空中、つまり実在界は、無色無受想行識だ。 

 皆さんの目で見ている五官というもの、あちらでは心の内面で見て参りますから問題は少ない。

この地上界についてもそれはいえるし、地上界的なものの考え方であってはいけませんというわけ

です。それ故にこのような物質的な光景というもの、我々のこの地上界における原子というものを

根本としたところのいわば物質的な光景はあの世にはない。実在界は光ですから当然こういう現象

はないはずであります。 

 しかし、この地上界と同様に、目や、耳や、鼻を通して見るような一つの想念と行為があれば、

あの世は心の世界ですから、思えば即座に現象化されていきます。特に地獄界などは、心の中で思

った事が即座に現象化されます。それだけに恐しい世界です。 

実在界においても又同じ、心で暗い想念を持つと即座に神の光はスーと消えていきますから反省

してしまいます。なぜ私は光が暗くなったのだろうか、反省していけばそこで直り、自分自身が神

の心に調和させる事によって、神の光がパーと入りますから元に復してしまいます。そのために人

と人との間に嘘がない、嘘をついても直ぐわかってしまいます。便利です。 
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 しかし、この地上界でそうなると不幸が来ると思う人があるでしょう。ところが不幸は本当はな

いのです。争いや斗争や、苦しみや、悲しみや、災難というものは、本来は起らないのです。心が

きれいな状態になってしまえば、そこが実在界となり、当然、眼、耳、鼻、舌、身、意という煩悩

というものも消えてしまいます。煩悩が消えるから、目で色々な色彩を見たり、耳で色々な事を聞

いたり、或は鼻を通して色々な臭いを感じたり、又舌で味をおぼえたり、身で感触をもったり、こ

のようなものにも影響がなくなります。それはあくまでも原子細胞というものを通して、今のこの

地上的なものの考え方で見るから間違いが出てくるのです。心の実相というものは関係ないんだ、

というわけです。 

 無眼界乃至無意識界 

 あの世は我々の肉体だけで見るような、そんなちっぽけなものではないんだ。広い広いもっと大

きな神の意識に基づいた光の光明に満ちた世界なんだ。それこそこの地上の想像を越えた世界であ

るといえます。それ故、無無明亦、それこそ無明の無い世界であり、明るいことを意味するが、無

無明尽だから、その明かるさの尽きるところがないという事になりますね。これは中国特有の言葉

であり、これはここの文句と合せるための、いわば語呂合せだったようです。生れず滅せずといっ

ても人間にはわからない。かえってしつこくいったらなおわからんと思うんですが、それを有難が

って拝んでいる方はなお有難い人という事になりましょうか。 

 次に出てくるのが、乃至無老死 亦無老死尽 

 年をとったり死ぬ事もないということですが、それはそうでしょう。あの世へ行って死ぬ訳はな

いんですから。前節で不生不滅、生れる事も、滅する事もないといっているのですから、我々があ

の世へ帰って死んじゃったといったら、おかしい事ですね。一回死んだら死ぬ訳がないんで、死と

いうものは肉体という形を見ているから、死んだの生れたのとみな言うんですが、魂は別に一寸も

痛くも痒くもないんです。 

 肉体という舟が、この地球上に沈没しちゃっても、その船頭さんは一つも変っていないのです。

だから我々は年をとる事もなげれば、死ぬ事もないはずです。ですから皆さんがあの世へ帰った時

には、この世で年をとっていっても、あの世へ帰ったら三十か四十才位の人が多いんですよ。 

 お年寄りの方に「おばあちゃん幾才になるの」と聞いたら「私は三十五才位だよ」なんてね。こ

の前の講演の時に東京でしたけれども、七十八才にもなった人に年はどの位いと聞いたら、「私は

まだ三十八、九才の気持です」 

 又隣りの旦那さん、どうですか、といったら六十才位なのに「私はまだ二十五才位の気持です」

と、これは皆さま自身ね、年をとっていても決して自分は人には負けない積りでいるんです。当然、

魂、船頭さんは若い気持でも、肉体がいう事をきかないから、しかたがないと思っているだけです、

そうですね。 

 このようにあの世へ行った時には今皆さんが思っている心の意識年令、これがあの世なんですよ。

イエス様でも、あちらへ行きますと若いですね。ちょっと計算していきますと、二千何百才になる

はずです。ところが事実は四十才代です。モーゼも同じです。観世音菩薩、弥勒菩薩も矢張り、三

十一才～三十五才位です。ですからあの世へ行ってみると皆若いんです。ただ色々な状態で年寄の

格好ならよいと思って生活している人もあります。 

 そういう事で、あの世は年をとって死ぬ事も、尽きる事もない、不生不滅だから当然の事です。

即ち、苦集滅道も生老病死もない。こうした意味で般若心経は、人間の生命という問題を解いてい

る訳です。般若心経で問題な点は、五蘊つまり、眼耳鼻舌身がすべての苦しみを作っていることで
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すが、では その苦しみから解放されるには、どうしたらよいのかというと、この中には書いてな

いのです。 

このため神、仏様の前で般若心経を毎日一生懸命上げたり、拝むことが即自分たちが救われるん

だと早合点してしまうのですが、こういうような人たちは、なんにもわかっていないという事にな

ります。この中にも何人かいますけれどね。まあ、このように我々の魂の永遠性というもの、この

地上界に出てくる苦しみというものは一切我々は、自分自身が作りだしている事を知るべきであり

ます。 

 ところで、人間はなぜこの地球上に生れてくるのでしょう。それは皆さま自身が転生輪廻をくり

返してきて、心に記録された不調和な面を自分自身がよく見つめて、“自分にはこのような欠点が

ある”ということを知り、それを八正道という中道の尺度を通してその欠点を直そうと決心をして

生れてくるのです。 

 それには先ず勇気と努力、そしてその欠点を超えてゆくにはどうするかという工夫をこらすこと

がなければ、心の修正は出来ません。即ちカルマ（業）の修正であります。このようにして我々は、

地球上の人類が本当に心と心が通い合った、神の子としてみな兄弟であるとの自覚が芽ばえてくる

のです。 

 ところがこの地上界に出てくると、その国の思想とか環境に振り回されるから、自分というもの

が解らなくなって来ます。井の中の蛙大海を知らずで、ついには神の子である事も忘れて、外国人

というと、かつて自分の生れた国の子孫たちにも拘らず、まるで赤の他人扱いをしてしまう。 

 皆さまの多くは、殆んど中国を経由して日本に生れております。中国の文化も皆さまの心の中の

意識のテープ・レコーダーには、輪廻転生の中に全部記録されております。それを日本は中国と戦

争をした。考えてみれば肉体の子孫と喧嘩をして来た事になるのです。あの世へ帰ったならば、あ

あ馬鹿々々しかった、なぜ争いなどやったんだと、そのように思うでしょう。 

 心というものは、永遠に転生輪廻し、あらゆる国々を経て来ているので、今生の僅か五・六十年

の体験などホンの小さなものなのです。皆さま自身の過去に体験されて来たところの偉大なる智慧

の宝庫が、潜在意識の九〇パーセントの中に記録されております。そうゆうものを涌現する道がこ

の般若心経の中に書かれております。 

 我々は心というものを本当に知ったならば、心は実在の世界に通じ、是故空中なのです。実在界

は光明に満ちた世界であり、神理を悟っている為に生老病死の苦しみというものが無いんだよとい

っております。ゴーダマ・シッタルダーもイエス・キリストも、あの世とこの世の「神理」を悟り、

此の肉体を持っていても、あの世へ自由に行く事が出来るようになったのです。だから肉体という

ものは、ただの途中の乗り舟にしか過ぎないという事で永遠の輪廻から解脱しているのです。神理

の境地というものを知っているために、もうすでに輪廻の苦しみから解脱しているという事です。 

 この地上界にあるもの、万生万物は総て輪廻を繰り返しております。譬え悟った人なりといえど

も、永遠の輪廻の中の過程にあるのですが、その輪廻の苦しみから解脱して、あの世もこの世も自

由自在に見る能力を持ってしまうために、現象界において、苦しみに見舞われる事もなく、生老病

死の原因を知っております。 

そこで宇宙は一つ、宇宙即我の心境であり、自分自身に足る事を知っているので所得の有無に左

右されることがない故に、悟られた方たちは般若波羅蜜多、内在されたる偉大なる智慧を悟ってい

るために、心の中は、空である。引っ掛りが無い、引っ掛りが無いから、自分の心の中にも、生活

の中にも、恐怖する事も何も無い。夢のような間違った考え方を総て遠く離している、遠離してい
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る。何時死んでもよい、一日一生という神理を自分自身が悟ってしまう。執着というものが何一つ

無い、涅槃の境地なのです。 

 過去、現在、未来におけるところの、それぞれ悟られた諸仏は、此のようなパラミタという内在

された九〇パーセントの潜在意識・偉大なる智慧を過去世で体験し己の心に記録している。すなわ

ち次に出てくる阿耨多羅三藐三菩提。これは一切のものから解脱して、神の心と調和されている最

終段階の悟りの境地をいいます。これをインドの言葉では、アーヌクタラー・サンミヤク・サンボ

デーというのです。 

 その境地は偉大な智慧の泉である大神呪であり、そうして光に満ち満ちた神の世界、大明呪であ

るというわけです。したがってもうここまでくると比較するものがない、これ以上のものは無い、

無等等呪である。このように我々は内在された偉大なる智慧を涌現して、アポロキティ・シュバラ

ーとなるが、それには般若波羅蜜多という神理に到達する道を理解し行うことです。 

 衆生よ、悟りの彼岸に到達しようという事で、羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆呵と

所謂、呪文を唱えれば幸福に成る、もうこの辺から当時の玄装三蔵も違って来たようです。こんな

ものではないのです。呪文を唱えなくともよいのです。このような神理を知って実践をする生活が

大事なのです。日蓮の南無妙法蓮華経を拝めば幸せになる、日蓮はそのような事は教えなかったけ

れども、後の者がそのような方向に持って行ってしまったのです。 

 人間という者は、色々解らないと、我流の知恵で自分たちの都合のよいように変えてしまったと

いえるでしょう。呪文の「ぎゃていぎゃてい･････云々」とは、インドの当時の言葉では、「カーテ

ィ、カーティ、パラーカーティ、パラサンカーティ、ボデースバハー」といっておりました。一切

衆生よ、迷いの岸から悟りの彼岸に到達して、仏の境地と調和されて、一切を成就しようと、この

ようになるのです。 

 人間は拝む事ではなく、その神理をよく知った日常生活をする事で、心が本当に神の心、仏の心

と調和された時には、本当の安らぎが出て来て、内在する過去、転生輪廻した皆さまの偉大な体験

された宝庫が、そして仏性が心の中にあるんだ、というのが般若心経です。 

 私は、般若心経というものは実は知らないんです。知らない人間が皆様の前で教えているのは、

私はあの世を通して教えを乞うているからです。そのために皆解ってしまいます。専門の方が聞け

ばなおよく解ると思います。 

 そこで私は、ここに心経（現在は心行といっています）というものを書きました。私自身、全く

仏教とか神様には縁の薄い男でしたが、自然科学の中から「神理」を三十数年間追い求めて来て、

最終的にはこの問題に到達致しました。 

 それまで私は、あの世を通して色々厳しい事を言われ、三日間で悟れというのです。昭和四十三

年七月十二日、三日目の最終日、「自分はもう死んでもよい、地位も名誉も金も、一切何もいらん

と、今まで苦しめた悪魔よ、出て来い、私は命も執着も捨てた」と、はら肚を決めました。 

その前の一週間というものは殆んど「お前は死んでも、地球上の果まで逃げても、宇宙の彼方へ行

っても、俺は掴えてやるぞ、死ぬなら死んで見ろ」と徹底的に叱責されていたのですが、こうして

自分自身が実在界（あの世）を通して光の天使から厳しく毎晩付いて回られて、苦しみ抜いた末、

遂に自分自身という者が、神の子であり、その使命を果さねばとの自覚を得たのであります。 

 その後、十月迄に神理を書けと指令がありましたが、私は電気屋です。電気の事なればよく解り

ますが、神と称するものや、お経というものは全くズブの素人です。それがいつの間にか自然と書

かされるようになりまして、ワン・ツー・スリー、又はフォアイシン・フォアイ・シンフォーと言

われる上段階の光の天使達が、常に私の所へ付きっぱなしです。ペンを持てば自然と手が動いてし
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まいます。そこで「大自然の波動と生命」という本を書きました。これを書きました時に、「中の

エキスをお前は作り出せ」と大自然の波動と生命の中の、生命論の内部を収縮したものが、この「心

行」なのです。 

 心行を書き終った時に、実在界（あの世）から光の天使たちが出て参りまして、読んで聞いても

らったところが、お前は四十二年間、本当に親不孝者だった、神を忘れ、自分の使命を忘れ、金儲

けからあらゆる悪い事をしておった、こんな野郎は見た事が無い、一緒にキャバレーや料理屋へも

度々行かせてもらったけれども、お前のような勝手な男はなかった。 

併し、親不孝な子供ほど、可愛いいもんだよ、四十二年間付き添ったけれども、こうやって悟っ

てしまえば、もう私たちには用はなくなった、淋しいものだ、といっていました。天上界の人たち

の親心というものは、この地上界よりもっと微妙なものです。 

光の指導霊たちは、そんな事でもう俺たちの手を借りなくとも、お前は一人歩き出来るだろう、

と。これが日本語で喋ってくれるのなら、もっと解るのですが、何しろヘブライ語か、イスラエル

語か解らない言葉でペラペラ喋べられるから、気分は半減しますけれども、しかし、矢張り私の心

に響いてくるものは同じです。 

そこで私の書いた心行をみて「そうだそうだ神理はこれ以外にないんだ、人間は間違っている、

神の子としての自覚をしてもらいたい。自分の心の中でよく消化し、消化した時には偉大なる内在

された智慧が、皆さまの過去世である転生輪廻を続けてきたところの、心の宝庫が開かれるんだ」

と言われたのであります。 

その時に始めて、ワン・ツー・スリーことモーゼだと本名を知らされたのです。どこかで聞いた

事のある人だと思ったら、パァーと姿が現れ二米以上の大男です。数百年前のエジプトの格好をし

ております。 

フォアイシン・フォアイ・シンフォーと云われる難しい名前の方は、かつて二千年前、イスラエ

ルの地において人々の心に偉大なる愛の道を説いたイエス・キリストの分身だと名乗りました。私

はその時に驚いてしまいました。まさかそんな偉い人が私の所なんか出て来る訳はない。ところが

いろいろな事を教えて貰いますから、これにはどうする事も出来ません。 

私一人なら私は否定して黙っておりますが、しかしいろいろと周囲の人たちが、私と同じように

他国語を喋り始め、又現象も出てまいりました。私はそのようなものは余り信じない男なんですが、

こうして既に皆さまの前で、神理を説いている間に、この中からも心の窓を開かれる人たちが出て

まいりました。これは否定出来ません。 

なぜそうなるのでしょう。皆さまも神の子であるからです。そうして心の窓が開かれた時には、

もっと偉大なる不滅の世界の存在があるという事を知らなくてはならないからです。同時に私たち

が多くの人々に偉大なる神の子としての道を説く時、その中から真に心の調和されている人たちは、

我々の神理は正しいのだと、自分の一〇パーセントの声でなく、過去世に学んだ神の子としての道

を悟った人たちが現れ立証を与えて行くからです。 

聖書の中にも、イエスの弟子たち、パウロを初めとして、十何人の弟子たち心の窓が開かれて、

今世で学ばなかった言葉や、当時の模様を彼等は語り出し、多くの人々にその道を説いたという事

がハッキリと記録されています。 

仏教の中の華厳経十地品の中にも、ゴーダマ・シッタルダーの出られた当時に、多くの人々の心

の窓が開かれて、あらゆる国々の言葉を喋り、私は何処で生れ、このような事をして、此処で死に、

そして又此処で生れて、このようにしているという事が、心の窓の開かれた人々によって語られた

ことが記録されております。今我々の現象は、この地球上において二千年ぶりに起っている現象で
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す。そのために今後も我々のグループの中から、心の窓が開き、その使命を自覚した人が沢山出て

来るでしょう。 

それはそれぞれが神の子として自覚に立っているために、実在界より皆さまが出て来る時には、

多くの人々を救済しよう、愛と慈悲の道を説いてこようと思い約束した人々が、類は類を呼び、友

は友を呼ぶ法則に従って集まって来るからです。 

すでに我々の周囲には更に又何十何百という教団が同じような方向に転回しつつあります。大阪

で最初の同じグループが転回しております。次々に関西、関東、或は九州方面へと、そして更に又、

一つ海を越えて沖縄、中華民国（台湾）、アメリカ、南米にも火の手が上り初めております。 

皆さまの心の中には正しいものと、そうでないものの記録が全部載っており、それを各人の一〇

パーセントの意識で、善なる意識で選択して行くのです。人間は思想とか、或は権力によって肉体

の行動は制約出来ても、人間の不変的な魂まで、押える事は出来ないのです。心は自由であり、誰

もが束縛する事の出来ない偉大なる生命です。 

そのような事を知った時に、現代の社会を修正する道は、混乱した世の中を救う道は、一人一人

の人間が魂の普遍的尊厳性を悟って、人間らしく生きる、これを自覚した時に世の中は平和になっ

て行くのです。 

アメリカはその軍事力と科学にものをいわせ南ベトナムの統一を電子計算機によって弾き出して

おりました。しかしあのコンピューターによってすら、南ベトナムの人々の心を掴む事は出来なか

ったはずです。人の心は暴力や金や地位の力や、又思想によってコントロールする事は出来ないの

です。善なる己の心が正しい道に導いて行った時に本当の平和が来るのです。そうゆう面を通して

般若心経の更に一歩前進させた神理である（心行）を書いたのであります。 
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【神理と科学】 

1972-1-9 関西本部講演会 

中国の玄奨三蔵が、大般若経の中からそのエキスを抽出し『般若心経』という小さくまと纏めた

経典があります。その般若心経の解説を通して、過去においての仏教というものが、現代の物理学

でも解けるということを、今日はもっと突込んで説明したいと思います。 

私たちはややもすると、仏教と科学とは全然違ったものだと思っております。また宗教家たちは

自然科学というものに対する研究がおろそかなために、仏教の真実の心を解くことなく、宗教と科

学は全く別なものであるがごとく説いて間違いを犯しているのであります。 

過去におけるところの哲学者と称する人たちのほとんど一〇〇パーセントが、自然科学を根本と

して説いておりますが、仏教でもハッキリと「色心不二」という表現をつかってこれを説いている

のであります。 

アリストテレスにしても、ソクラテスにしても、ターレスにしても、あるいはハーバード・スペ

ンサーにしても、それぞれの角度から神理というものは不変的なものであって、観念的なものでは

ないとしています。 

特に日本の場合の宗教は、外国から輸入されたものが非常に多いために、いつのまにか難しい哲

学的に書かれたものを、拝むことが信仰だというように変わってしまいました。「摩訶般若波羅蜜

多心経」という言葉があります。このマカとは、マハーと呼ばれている古代インドの言葉で、意味

は、特別とか、偉大ということであります。 

ゴーダマ・シッタルダーを育てた母親はマハー・パジャパティーと呼ばれております。中国の天

台智顗の説いたひとつの理論体系の中に「摩訶止観」という言葉があります。これにもマハーの摩

訶が入っております。偉大ということです。 

止観というのは止まって観る。すなわち自分自身の思ったことや行為、また生活、実践の中から

生じた黒い想念を反省して、神の光によって自分の心を美しくする。これを具体的に著わしたのが

法華経の根本になっている摩訶止観であります。 

「般若波羅蜜多心経」はインドのゴーダマ・シッタルダーの時代は、パラミター・ストラーとい

っています。 

みなさんは氷をご存知でしょう。氷というものはほとんど水の中に沈んでおります。「氷山の一

角」というように水面に出ているのはわずか一〇パーセントです。九〇パーセントは水の中に潜在

しています。一〇パーセントが表面に出ております。 

みなさん自身が人生航路に両親の縁によって頂いた肉体というものは、あくまでもこの地上界と

いう場に適応して地上界の万生万物、相互の作用によって肉体保存ができるのであります。しかし

皆さんの魂は、その肉体という舟に乗ってしまいますと、意識は一〇パーセントしか表面に出てい

ないのです。これが逆にあの世に帰りますと、この一〇パーセントは潜在してしまい九〇パーセン

トが表面に出て参ります。そのために実在界（あの世）に帰ってしまうと修行ができなくなります。 

なぜならば皆さん自身、自分の心がオープンになって、みな相手にわかってしまうからです。 

「私は今このように思いました」「私は今このように考えています」ということが、まったく嘘

をつくことができず表面に出ているのです。こんな状態で皆さんは修行できますか？ 自分自身の

したことを、思ったことを、うしろの方に全部がコンタクトされて、思っていることのすべてがう

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166682.html
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しろに出されたら、皆さんはオープンで歩けますか？ あの世はそのような世界です。思ったこと

が即座に出てまいります。 

 それだけに神の光というものは万生万物、太陽の光のようにまったく地位や名誉に関係なく、平

等に、愛と慈悲の光は与えられております。しかし、それはその人の心と比例したものが与えられ

ます。それゆえに私たちの心というものがすべての基準なのです。 

この地上界に出てくると、今何がないといっても自由です。ところが、今ここに一つ新しい計器

を持って来て、その人たちの思っていることが、パチパチとここへ出てきたら、皆さんはどのよう

になるでしょう。修行などできません。見えないからこそ修行ができるのです。 

しかし、心の窓が開いてしまうとそれがわかってしまいます。なぜならば、我々は肉体という舟

に乗ってしまうと、九〇パーセントは潜在意識になって、表面に出ている一〇パーセント、つまり

目や耳やあるいは五官をとおして人生々活をおくり、その中でまちがいであるか、正しいものであ

るかを、みずからの環境をとおして判断をしなければならないのです。 

ところが、潜在している九〇パーセントの中には、皆さんの何億年、何兆億万年も転生輪廻をし

て来たところの偉大なる智慧が、偉大なる皆さんの体験記録が、記憶されているので、その是非が

自ずとわかってくるということです。これをパラミターといいます。その心の教えが即ちパラミタ

ー（波羅蜜多）心経であります。 

それゆえに内在するところの、我々の九〇パーセントのテープ・レコーダーをひもとけば、私た

ちは何億万年前にこういう事をした、ああいうことした、そして、今肉体をもってこのような生活

をしているということが、誰にもわかるのです。 

人間はみな万物の霊長であり、地球上という場で、己自身の転生輪廻してきたところの、不調和

な分野を修正すると共に、自身が過去において学ばなかった新しい人生航路の智慧を学習しなけれ

ばならないのです。それと同時に、神の体であるこの地球上の環境に、人びとの心と心の調和のと

れた、平和なユートピアを作ることが本来人間に課せられた使命なのです。 

八正道は、皆さん自身が、神の子としての己を自覚し九〇パーセントの潜在意識をひもとくため

のひとつの道であり、感謝と報恩の行為という布施の心は、多くの人々の存在を知って、万生万物

の相互環境に対して、私たちは、自分だけに頼らずに、多くの人々に協力をし、お互に譲り合い助

け合い、心からの愛と慈悲の実践行動によってこそ、この地上界の環境が調和されるのです。 

ところが、人類は万物の霊長以下の動物達の斗争本能の姿を見て、そのまま生存本能だとし、争

い、斗争、などの不調和な行為をすることが、あたかも人間的であるように判断をしている学者や、

一般の人たちが大勢います。 

人間は、神の子として大調和という一つの大使命を持って出ているのであって、ケニヤの動物の

ような不調和な、斗争と破壊を繰り返すべきではありません。皆さんは「あの世」に帰った時に、

それを反省しても遅いのです。生きているうちに、私たちは偉大なる九〇パーセントの調和された

己自身の心の本性というものを悟らなくてはならないのです。 

般若心経というのは、インドから中国に渡って来たあの膨大な大般若経の経文を圧縮したもので

す。ここで「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時」、観自在菩薩とはいったい何だろう？ 自由にある

菩薩、自由に見る事ができる菩薩が般若波羅蜜多を深く行じた時に･････直訳するとこんなことにな

ります。皆さんわかるでしょうか？ 

経文を一生懸命にあげれば、幸福になるのだと思っている人がありますが、そうではありません。

「観自在菩薩」というのは、ゴーダマ・シッタルダーの時代には、「アボロキティ・シュバラー」



33 

 

と呼ばれ、自由自在に見ることのできる能力を持った悟られた方、ということです。このような方

は、潜在意識の九〇パーセントがひもとかれて、八正道を実践し、しかもまた人々に慈悲と愛を与

えてゆきます。 

太陽は迷える多くの人びとに、万生万物に、その熱・光のエネルギーを平等に与え、ガス会社や

電力会社のように集金には来ません。太陽はタダで我々人類にそれらを与えております。これが慈

悲であり、愛なのです。私たちはその愛や慈悲に感謝するだけではなく、報恩の実践をする行為が

必要なのです。感謝する心は、行為として実践した時にはじめて循環してくるのです。 

この大自然界に存在するところの万生万物は、一つとして同じところに止ることはできないので

す。すべてが転生輪廻を繰り返しております。我々は、自由自在にあらゆる状態を見ることができ

ます。我々はこの場所にいて、アメリカのワシントンで何が起っているかが、みなわかります。 

観自在菩薩というのは、そのように自由自在に皆さんの心の中から、あらゆる地獄・極楽、すべ

てを見通す能力をもった悟られた方、ということです。これはゴーダマ・シッタルダーの二千五百

有余年前の当時に、マノ・ホーテンとかあるいはテイラー・ウパニッシャードというのがあります

が、そういうむずかしい経文の中にも、アボロキティ・シュバラーという言葉がいっぱい出てまい

ります。ということは、すでに二千五百有余年以前においても人間自身の心の偉大性、神と人間と

いうような事柄が解明されていたということです。 

人間は、この世に生まれてしまうと、「肉体が絶対だ」「自分の産まれた両親が絶対だ」「家系

が絶対だ」と、このような無用のもの、無縁のもの、不縁のものがすべてだと思ってしまうために、

そういうものが基準となって、自己保存が強くなる。自我、我欲が強くなるから暗い想念をつくり、

神の光がさえぎられる。光がさえぎられるために、ラジオではないけれども、他所の音波が出てき

ても自分自身がわからなくなってしまいます。そのうちに動物霊か何かが、憑依して「神様だァ」

なんていうようになると、本当に神様になったような気になってしまい、僧上慢になる。そこにま

た新しい宗教が生まれてゆくのです。 

ところが必ず人間はこのパラミタの潜在意識の中に、正しい神理を知って、アノ世で、さらにそ

の前の世の中で修行をしてきているのです。その経験されたことが心の中に全部記憶されているか

ら、いろいろと疑問が起こってきます。しかし疑問、解答、疑問、解答がやがて不動の神理に到達

してゆくのです。 

ところがふつうは「おまえさんは一生懸命に念仏を上げていれば幸福になるんだョ」たまたま病

気でもすると、「あなたは念仏を上げないから病気になった」･････ 

上げれば上げる程ますます、おかしくなってしまうのです。皆さん自身が「なぜ？」とわいてく

る問題に気がついた時、そのような病気や、あるいは経済的な不調和、家庭の不調和は、原因があ

るから起こっているということに気がつくはずです。神仏を拝めばよい、拝み足りないから不幸に

なるのだ、という間違った考えから離れてゆくはずです。 

まず私たちはこの地上界において、一切の諸現象は縁というものによって成り立っていることを

知らなければなりません。縁無くして現象は起こりません。あらゆる森羅万象も縁によって起こっ

ています。 

まず地球を含めて、太陽や地球やあるいは月、この関係という物のすべてが縁によって動いてい

るのです。太陽から出ている熱・光のエネルギーがもとになり、水星・金星・地球・火星・木星・

土星・天王星・海王星・冥王星という九つの惑星を初めとして、三万数千個から成る小衛星集団が

一糸乱れずに循環を繰り返しているのであり、大宇宙そのものも、また同じ原理により循環してい

るのです。 
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あらゆる森羅万象は、人類の生存のできる最も調和された環境としてあります。しかし心ない人

間自身の作り出した不調和は、公害となって現われ、やがて人類は、公害によって滅亡するのでは

ないかと多くの人々が騒ぎ始めています。神から与えられたものは、人類の調和された環境を保障

していました。 

しかし我欲に基づいて心を失った特権階級、そのとりまきの人たちの作り出したものは、物質至

上主義に走ったために、現代のように化学スモッグといった、さまざまな公害による大気汚染、河

川の汚染、海の汚染というものになって自然というものを破壊しております。 

人間自身の心を失った姿は、自分自身の住む世界を破壊してゆくのです。我々は肉体保存のため

にも、そしてまた神の子として、地球上に修行を目的として出ている環境においても、肉体を健全

なものとして保護しなければならないのです。 

あらゆる現代社会の歪の根本になっている「心」という問題を、我々は本来学ばなければならな

いにもかかわらず、その道を説くべき宗教家が、ただ単にお経を上げることによって救われるとか、

また般若心経を読誦する、一万遍上げる、百万遍上げることによって人間は救われるのだ、という

間違った考えをしているのです。あるいは法華経を、ある特定の宗教家たちは、「南無妙法蓮華経」

の題目斗争によって人間は救われるのだという、本末転倒もはなはだしいといわねばなりません。 

真実は、「法華経」に説かれているその道を実践することに価値があるのです。 

法華経とは、ゴーダマ・シッタルダーが二千五百余年前に、多くの無学文盲の衆生に方便として

道を説いたものなのです。当時のベルベーナーにしても、マーハーベラにしても、あるいはカピラ

ヴァーストでも蓮の池が非常に多かったのです。そのハスの池と云うものは非常に汚ない、その池

に赤、白、黄のハスの花がいっぱいに咲いています。その例をとって「見なさい、あなたたちの肉

体というものはあの泥沼のごとく汚いものだ、体から出るものには何一つとしてきれいなものはな

い、その汚い肉体をもっていても、心が調和され、神理に適った生活をしていれば、泥沼の中でも

きれいな花が咲くように、仏の心に調和されてゆくのだ」ということを説いたのです。「南無妙法

蓮華経、南無妙法蓮華経･･････」と唱えることに価値があるのではないのです。 

たとえ、この地上界において不調和な環境の中にあっても、ハスの花のように心を清らかにし、

神理に調和された日々の生活をすることが、本当に神の子として己の潜在意識を紐解いて、神の子

としての自覚に至ることができるのだ、というふうに説いたのです。 

皆さまはまず自分自身は神の子、仏の子だ、真実に神の子としての尊厳を自覚せねばならない、

ということを知ったならば、不自然なものに手を合わすことはないのです。 

実在界（あの世）へ帰れば九〇パーセントの意識が表面に出て参ります。人間以下のモノを一生

懸命に信仰してきて、あの世に帰って「自分はどこそこの神様を一生懸命に拝んでいたが、あれは

動物だった」と思う人たちが多いのです。その時は遅いのです。一つ間違えば畜生界まで堕ちてし

まいます。『般若心経』一つを見ても決してそのようなことは説いていません。人間の心と大自然

の問題を説いているのです。 

般若心経の中に「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舎利子」とあ

ります。 

観自在菩薩といわれる方が、般若波羅蜜多すなわち、自分自身の心に内在するパラミタ、心を開

発する日々の生活を「行深」深く行ずるということは、人間らしく生活する、八正道を実践する、

この行をした時に初めて、自分自身の潜在された意識をも紐解いて、内在された偉大なる智慧を、

自分の体験を通して心の九〇パーセントの意識の中に記録されているものが出て来るのです。その

時に、「五蘊」というのは皆さまの肉体についている五官、眼耳鼻舌身から起こる煩悩のことであ
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ります。「皆空」の空ということをカラッポと説いている人がおりますが、とんでもないまちがい

です。 

実在界を指して空というのです。 

私たちはこの世界に広がる空間を「ソラ(空)」と呼びます。この空には水の蒸発したものがいっぱ

いあります。大気中の水蒸気は、H2O という酸素分子が一つ、水素分子の二つが結ばれたものです。

また氷も H2O です。更に水自身も H2O です。このように氷という固体、水という液体、水蒸気と

いう気体、こういった状態総てが熱という縁によって変化を起こします。 

冷えて零度以下になると氷に成り、熱して百度以上に成ると気体に変わってゆきます。気体にな

ると大気中を昇ってゆきますが、大気中の温度は千メートル上ることによって、五、六度ごと降下

してゆきます。一万メートルも上ったら、大変に冷たい環境になってゆきます。そして温度が下る

にしたがって水蒸気はごく細かい水滴となり、それが集まって、雨となって地上に降って参ります。 

皆さんがお勝手元などの仕事をしている時に、ドンドン湯気が立ちますが、その湯気は、ガラス

や金物に当って冷えて水滴になってポタポタと落ちて参ります。我々自身には見えなくなった気体

がまた冷却されて、水蒸気同志がくっつき合って水になって落ちてくるように、水は地上と大気中

とを循環しております。総て熱という縁によってこの現象が起きているのであります。 

皆さま自身は空の世界である実在界（あの世）において、両親という縁によって、この地上界に

肉体をもったのです。このように万生万物は縁というものがなくては起らないものです。ところが

この「くう(空)」という世界に対しては私たちは見えないから「ない」と思う。しかし私たちの目で

見える範囲は非常に狭いものです。目で見えない世界の方がはるかに多い。目で見ることはできな

くても在存することは否定できないでしょう。 

実在界という次元の異なった世界において、総てコントロールされているのです。これがあの世

です。皆さん自身がやがて帰らなくてはならない世界です。しかも私たちがこの地上に持っている、

財産や地位、名誉も、この世を去る時には持ち帰ることはできません。もし持ち帰るとしたならば

「執着」という大きな荷物になってしまうので間違いなく地獄に堕ちます。我々は執着を離れるこ

とです。足ることを知らなくてはいけないのです。 

人間は足ることを忘れがちで、百万残せば二百万を、一億残せば、また二億というふうに欲望が

発展して、その欲望の虜となって苦しみを作ってゆきます。そのようにして五蘊という肉体舟にま

つわる執着は、非常に苦しみや災難を作り出す。一切がこのような現象によって起るのだよ、「舎

利子、舎利子よ」は、「舎利子」とはゴーダマ・シッタルダーの弟子の中にシャーリー・プトラー

という人がいまして、非常によくゴーダマの神理を理解し、さらに多くの衆生に対して正法を説い

た弟子の一人です。そのシャーリー・プトラーは、当時においてはゴーダマの右腕のような人であ

ったために、弟子の代名詞のようになって、舎利子といっているので、これは諸々の衆生よ、比丘、

比丘尼よ、サロモン、サマナーたちよということです。 

そういたしますと、自由自在に過去・現在・未来の三世を見通すことのできる、悟られた方をア

ボロキティー・シュバラーといいますが、観自在菩薩すなわち悟られた方は、自分自身の心に内在

された過去・現在のパラミタ、偉大な九〇パーセントの潜在意識を開く一つの生活、正道を実践す

る生活を、深く行じた時に、我々の肉体の五蘊すなわち眼耳鼻舌身という、肉体舟に付属した五官

で総てを判断することによって、一切の苦しみや悲しみの原因を作り出していることをよく知るこ

とができるのだ、舎利子よ、よく解ったか、とこういうことになるのです。 
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ところがこの「くう(空)」という根本がわからないから、「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」というふうな説明になるのです。こんなことを言っても皆さまにわかる

でしょうか。 

ある宗教団体の方に、「空というものを知ったならば悟りだ」と言われました。大僧正と言われ

るような人です。大学の教授のその専門の方に「くう(空)とは何ですか」と聞いたところが「それが

解れば俺は大学教授なんかやってないよ」という返事でした。馬鹿みたいなものです。 

空というのは実在の世界、何でもある世界、実在する世界、意識の世界、この世にないものもあ

る世界です。現象界とはこの空気中の H2O の粒子がお互いに熱の縁によって、集中固体化され物質

となっている世界です。我々自身はあの世というこの地上界以外の、次元の異なった世界で、魂の

意識界を通して、両親の縁によって結ばれた肉体の舟に乗って来て、この地上界で苦しみや、悲し

みや、喜びの体験を通して、より魂を進化させて偉大な自分自身を作り上げてゆくものです。 

現在のこの世界は、三次元の世界です。立体の世界にいてこそ、私たちはこの様な立体の肉体を

もって、人生航路を歩んでおります。その中で五蘊（五官、六根）を通して我々はいろいろと、肉

体の船頭さんである魂によって目で見た現象を、正しく八正道を通し、中道の道をとおして自分自

身を眺め、人から言われたことに対しても、すぐに感情的にならずに、なぜあの方は私にこのよう

なひどいことを言うのか、まず自分自身の心の中で分析してみて、相手の心にもなり、自分自身の

立場を中立に保って判断をしていったならば決して感情的にはならないのです。 

感情的になると、その感情がふくらんで丸い心に歪が起きて来て、当然、神の光はさえぎられま

す。暗い想念ができるために苦しみや悲しみの原因を作ってゆくのです。「照見五蘊皆空 度一切

苦厄」であります。 

そこで「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」ということが出て参ります。 

空は色に異ならず、色は空に異ならず、色は即ち空であり、空は即ちこれ色である。と解ったよ

うな解らないような問題になって来るのですが、そこで皆さまは、お経というものはくどいなぁと

思います。 

というのは大体ゴーダマ・シッタルダーがインドの時代から、中道の道を説いている一つの教え

を通して、誰にでも解るように、懇切ていねいに説いていったのです。ところが書いてあることを

よく見ると、色と空というものが入れかわりに並んでおります。色・空・色・空・色・空とずっと

つながっているのです。色はすなわち空なり、空はすなわち色なり、そして色は空に異ならず、空

は色に異らず、異ならずということは同じだということです。このように重なっているということ

は輪廻しているという意味なのです。色と空とが輪廻していると言うことです。即ち生命の永遠を

説いているのです。 

皆さまが知っている「色心不二」ということ、これを心を空に置きかえてもよいのです。その色

と空との関係というものが、私たちはこの現象界（色）すなわち皆さまの目で見える世界、赤や青

や黄の光の三原色を通して色というものは無数に変わっています。この地上にある、この現象界に

あるところの万生万物はみな色彩を通して皆さまの目に映るのです。 

その色彩を通して皆さまに見える物も、実際は虹の七色の七〇〇〇オングストロームから、四〇

〇〇オングストロームの間の波長の光しか見えません。虹の七色の世界しか皆さまは見ることがで

きないのです。 

この四〇〇〇オングストローム以下の波長は電波とよばれます。皆さまは電波を見ることはでき

ません。しかしこの講堂の中にも電波は充満しています。また七〇〇〇オングストローム以上の波
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長は紫外線、Ｘ線、またガンマー線、デルター線に分けられます。こういった短い波長の光も皆さ

まは見ることができません。見えないからといって無いということにはならないはずです。 

そうなりますと、「色という世界は目に見える世界である、万生万物である」ということです。

空というのは、その物を作り出している世界、次元の異なった世界です。あの世、この世、あの世、

この世、というふうに輪廻している次元の違う「空の世界」と「色の世界」、これを皆さん自身が

輪廻しているわけです。 

それですから「そんな物があるものか」「空なんて世界があるものか」「肉体をもって死んだら

総て終わりなんだ」ということになりますと、現代の物理学を否定することになります。なぜなら

ば、色心不二を説いているところの根本法則の一つである、エネルギー不滅の法則にしても、質量

不変の法則にしても、立派に物理学によって立証されている不変的な法則であるからです。 

私たちはそのようなことを考えた時に、E = MC2 エルグ。エネルギーというものは仕事をなし得

る能力であり、そのエネルギーに対して質量というものと、光というものの二乗を掛けたならば、

これは仕事を成し得る能力であるということになる。 

つぎに「是色受想行識 亦復如是 舎利子」とあります。またこの如し、かくの如し、シャリー・

プトラーよ。 

すなわち皆さま自身の空即是色を通して見た、私たちの思うこと、行うこと、皆さまの心の中に

内在しているもの、心を通して行なうこと、こういうものもまた一切皆空だよ、実在を通してこそ

存在しているんだよ、シャリープトラーよ、解ったか、ということです。 

ところがこの通りに話してもお坊さんたちにはわかりません。お坊さんたちは物理や科学や自然

法則も知らない。医学も知らない。現在まで過去からいわれて来たものを学んで「あのお経をあげ

ていれば善いんだよ。そうすれば救われるんだよ」と言っている。 

お坊さんですら知らないのに、昨日まで百姓をしていて、ポックリと死んだ。お坊さんを呼んで

来てお経を上げてもらった。「お宅さんには般若心経を三回上げましたから････」と言われても、

亡くなった人は、死んで即座に仏様なぞにはなれません。地獄へ行くか、極楽へ行くか迷っている

人に、ちょっと待って下さいと、自分の戒名も知らないのに戒名を上げられて、自分が泡をくって

いる時に、「摩訶般若波羅蜜多心経」なんて言われますと、ビックリしてしまいます。 

亡くなった人が、いくら九〇パーセントの意識になったところで、死んだばかりなのにそんなに

すぐ解るはずはありません。それで「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時」と言っても解らないので

す。私たちはこういう神理を、心を通してはっきりと自分自身が学んで、心と行ないが調和されて

実践行動をしている時に、本当のものが解ってくるのです。 

次に「是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減」とあります。ここに来るとまた解り難くな

ってきます。 

法というのは神理・大自然の神理・正法です。神理正法と云うものは空相であり（空相というの

は心の中で瞑想することではないのです）実在を通しての神理であり、実相であります。それ故に、

生まれず滅せず、汚なからず清らかならず、そして増えず減らずということです。こうなると、こ

の問題をとけるお坊さんたちはよほど科学や物理を勉強していなければなりません。そうでなけれ

ばとけない神理です。 

 このように実在界を通した一つの実相というものは、生まれることもなく、滅することもなく、

そしてまた垢がついたりつかなかったりすることもない、増えることも減ることもないのである。

ということは転生輪廻を続けているということであります。我々があの世とこの世という世界を考
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え、転生輪廻を続けている生命であるという事実を知ったならば、魂と肉体というものは不二一体

であり、色心不二ということがとけてくるのです。 

ところで私たちのこの地上界での肉体というものは、約三十二種類からなるところの元素によっ

て構成されております。それが一つの細胞を作り、人体は約六十兆からなる細胞集団によってでき

あがっているのです。あの世は、空の世界は光です。すべては光子体によってできています。そう

いたしますと、この原子の次元よりも、あの世の次元の方が高次元であるということは否定できな

いはずです。 

私たちは魂という面から考えれば、この地球上にＡさんとＢさんの縁によって肉体をいただいて

出て参ります。そしてあの世に帰り、またこの地球上に出て来る時はＣさんとＤさんという人によ

って肉体を頂きます。あるいはもう一度ＡさんＢさんから貰うかもしれません。それは皆さまがＡ

さんＢさんに親不孝をしたなら、今度は自分が望んでも「あなたを子供にしたらまた酷い目にあう

から、もうご免だ」と断わられることもあるのです。 

皆さんの中にもあの世から生まれる時に断わられた人もいます。私も断られた一人です。私は貧

乏なところに生まれなければ悟ることができない、金持ちに生まれると転生輪廻におけるカルマが

あって優雅になってしまうから、なるべく疑問をもてるようなあまり金のないところへ生まれよう

として出て来ました、その結果はなかなか悟れませんでした。 

しかし金があったらなお悟れなかったと思います。このようにして私たちはこの地球上に出て来

て、また、あの世に帰ってゆくことを繰り返して進んで行くのですが、魂の乗り舟である肉体が違

っているだけです。ただ舟ばかりを見ているから、私たちは、有ったの無かったの、死んだの生ま

れたのと思いますが、魂から見れば肉体の乗り替えだけですから、当然生まれることもなく、滅す

ることもないはずです。それで先ほどの物理学の（ E = MC2 エルグ ）のエネルギー不滅の法則と

一致するのです。仏教はそれを証明しております。しかもまた、熱の粒子に対するところのプラン

ク常数と振動数の問題もピッタリと一致するのです。 

 物理・科学・そして宗教の神理（真理）は一つも変わっていません。万古不滅のものであり、

人間の知恵によって変えられるものではない、ということが解るはずです。 

皆さまがこの場所に来るまでには、それぞれ電車に乗りタクシーに乗り、あるいは自家用の乗物

によって来ているけれども、皆さま自身は乗物が変わっても自分は変わっていないように、私たち

はこの地球上とあの世とを区分するから、肉体の死が総ての終わりだと思ってしまうのです。こう

いうことをよく知って、万生万物におけるところの、エネルギー不滅の法則と同じように、また質

量不変の法則と同じように、皆さま自身の魂は永遠なのだということを知らなくてはいけません。 
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【インド仏教と現代仏教】 

1972-3-○ 盛岡市・国保会館 新春大講演会御講演要旨 

ここにはプロのお坊さんも何人か見えていられます。そういう方々の前で、インド仏教だの現代

仏教だのと厚かましいと思いますが、私自身は信仰というものに対しては今まで全く関係なく、科

学系統の人間であります。 

私自身が十歳の頃に死んでしまったというと大袈裟でございますが、一年の間に何十回も死んだ

り生きたりしまして、あの世へ行きました。肉体を出たり入ったりするもう一人の自分というもの

をなんとか知り、そのもう一人の自分の存在を証明したいということから、私の宗教的な探究が始

まりました。 

それから三十二年間、極微の世界から、さらに極大の世界を通して、物質世界というものは我々

の生命に対してどのように作用しているのであろうか、さらにまた、私達の肉体というものがどの

ようになっているのであろうか、ということを探究しているうちに、昭和四十三年の七月に私自身

の家庭の中に大きな霊的現象が起こってきたのであります。 

家の天井のあたりから全くわけのわからない、聞いたことなどもない言葉が聞こえてきたのです。

その結果、この地球以外に何かが存在していて、それが我々の五官に感じられ聞こえてくるのだ、

というようなことがはっきりしてまいりまして、一週間の間に八キロもやせてしまいました。 

私自身の心の中に、次元の違ったあの世から次々と指令が出てまいります。それが日本語ならば

すぐ通ずるのですが、ヘブライ語だとか、あるいは古代インド語だったのですから、最初はなかな

かわからないのです。高野山や比叡山延暦寺の偉いお坊さんにも聞いてみましたが、さっぱり解答

は得られませんでした。 

ある日突然、皆さんの家の中からいろいろ現象が出てきて、今思っていることがみな、他人にわ

かったらとしたら皆さんはどのようになるでしょうか。そうして、あの世の問題とこの世の問題に

ついて、今まで隠されていて分からなかった世界がわかってまいったのであります。そうして、皆

さん自身の肉体を支配している船頭さん、即ち、魂、この魂の中には、永遠に輪廻転生を繰り返し

てきた体験がすべて記録されていることがわかったのです。 

この私の記憶を紐解き、今から二千五百有余年前、私が学んだ仏教と現代仏教というものが、ど

のように違っているのか、ということを皆さんに説明いたしまして、人間は何の目的と使命を持っ

て生きているのかということを皆さんに悟っていただきたいと思うのであります。 

今から、二千五百年前、中インドにおいてゴータマ・シッタルダーは生まれました。しかし、ゴ

ータマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏がなぜ出家しなければならなかったかという原因を追及してみ

ますと、当時の世相も大きく影響しております。 

当時は非常な戦乱の世であり、いつ殺されるかわかりません。非常に混沌としておりました。そ

のような環境の中では常に死の恐怖心がつきまとっておりました。生まれて一週間後に母親は亡く

なっております。六歳の時、女官からそのことを聞き、今の母は義理の母であるということを知っ

てしまったのです。その結果、親に対する自分の気持ちが変わってしまいます。 

義理の母親に義理の弟ができます。ナンダといいます。成長し家督相続の問題に入れば、義理の

母親はやはり自分の生んだ子供に継がせたいと思うでしょう。そうなると父親と母親との間に争い

が生じます。続いて結婚をします。優雅な生活環境の中にも常に人生に対する苦しみが生じます。 
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当時のインド宗教にはすでに千五、六百年前から続いているバラモン教がありました。バラモン

教というものは非常に厳しい階級制度の上にあぐらをかいております。一番上がバラモンという僧

の階級、続いてクシャトリヤ（武士）、ベッシャー（農業、商工業）、さらにその下で働くシュド

ラー（奴隷階級）と、はっきり区分されております。 

ゴータマ・シッタルダーの生まれた釈迦族というのは、当時約百万人くらい、コーサラという国

の小さな属国で、現在の日本でいえば、茨城県くらいの広さです。そういうような小民族が戦乱の

世を生きてゆくということは非常にきびしいものなのです。 

当時のバラモン教の「ウパニシャード」というものがあります。これは宇宙の神理について書か

れてあり、また、「ベーダ」という、どのような神様を祀り、どのようなお供えと祈祷をするか、

人間はこのような道を歩まなければならないと、ちょうど、日本の神主さんと同じような勉強がこ

の中に記録されております。バラモン種はこのような階級制度の上に、彼らの生活が成り立ってお

ります。 

ゴータマ・シッタルダーはそのような宗教的環境の中で成長し、二十九歳になります。城から出

るとすれば厳しい人種差別による生活環境が待っております。ゴータマ・シッタルダー自身は、太

陽の下においては全ての人は平等である、たとえラージャン（王）であろうと、シュドラーであろ

うと、自然は同じように与えられてあるにも関わらず、なぜ人間社会だけがこのように不調和で、

階級的な差別があるのであろうかと、だんだん疑問がつのります。 

人生における「生老病死」の一切は苦しみである、この苦しみから解脱するにはどのようにすれ

ばよいか、ということで、ついに出家します。六年間探究に入り、きびしい肉体業をしたけれども

悟ることはできなかったのです、 

自分は死んでもよい。この場で死んでもよいから一週間、これまでの三十六間の人生の一つひと

つを反省してみようと座ります。そうした時に、心の曇りが晴れていって、自分自身の身体が大宇

宙大に広がってゆきます。 

現在、私達が持っている肉体は原子細胞、物質細胞によって成り立っています。しかし、皆さん

が仏像を見られますと、後光というものがあるでしょう。心というものが調和されますと、あの後

光というものが出るのです。その後光というものは、その人の心と行いが中道を通した安らぎの境

地に在り、心に曇りがなければ燦々と輝き、その人の心の中に神の光が入っております。その結果、

後光というものが大きく広がってゆきます。 

ゴータマ・シッタルダーは、その後光が大宇宙大になり、今まで目の前に見えていたガヤダナの

大きな山が自分の足のずっと下の方に小さく見えてしまいます。36 年間の間に心に巣食っていて苦

しみを生じていた煩悩、悩み、妬み、恨み、謗り、自己保存、自我我欲などの暗い想念が、八正道

を根底として反省していった時にさらっと晴れてなくなってしまいます。そのようにして、ゴータ

マ・シッタルダーは三十六歳にしてついに人間が生まれてきた目的と使命というものを悟り、その

後、四十五年間にわたって中インドを中心として、人々にその道を説いていったのであります。 

当時のインドの教えは決して他力本願の他力信仰ではなかったのです。人間はみな神の子です。

皆さん自身はこの地上界に生まれてくる前に、あの世において、皆さん自身が両親を決め、約束を

してこの世に出てきたのです。 

両親になって下さる人が先に出て、お父さんとお母さんの調和によって肉体舟がつくられること

になります。三ヶ月くらいになりますと約一〇センチほどになり、五体が形成されてゆきます。 



41 

 

あの世からこの地上界に生まれてくるのにはあの世の待機所があります。その待機所から子供と

なる魂はお母さんのお腹の中に入ってまいります。その時に、お母さんの意識と子供の意識の調和

が取れない場合に、つわりという現象が起こってまいります。 

十月十日経って出産、空気に触れるとともにあの世とは完全に絶縁されます。二日から一週間も

すると、子供は黙っていてもニコッと笑います。それは次元の違った世界より、同じ魂の兄弟やあ

るいはまた友達が、「いよいよ、お前はこの地球上の修業場で、親からいただいた肉体舟に乗って

人生航路を修業せねばならない、しっかりやりたまえ」といって、みんなが協力してお祝いに来て

いるのです。私はこの目で次元の違ったあの世の世界を見ることもできるのです。 

その時に、その子供の周辺には、日本人とは限りません、自分が転生輪廻してきたところの国々

で一緒であった魂の兄弟や、あるいはまたその友達がそばにおります。まだ写真技術はそこまで写

し得るようには進歩しておりませんが、やがて次元を越えたあの世の世界をはっきりと写し出せる

ように科学は発達し進歩してゆくでしょう。 

釈迦のインド時代は、当時の人々に分かりやすくその道を説いたものです。皆さんの中には「南

無妙法蓮華経」の題目を唱えて、「法華経」の信仰をしていられる人もあるでしょう。当時、イン

ドという所は非常に泥沼が多く、赤、黄、白、色々な蓮の花が咲き乱れておりました。ゴータマ・

シッタルダーが七十歳の頃、無学文盲の人々に対しては方便を使って、 

「諸々の衆生よ、あのどぶ沼をご覧なさい。あの中に美しい蓮の花が咲いているではないか。し

かし、蓮の花の下はどぶ沼だ、綺麗ではない。お前達の身体は、目を見れば目くそ、鼻をみれば鼻

くそなど、身体から出るものは一つとして綺麗なものはない。 

しかし、このように、両親の縁によっていただいたところの肉体舟はどぶ沼のように汚いもので

あっても、その船頭さんであるところの魂は、心は、あの蓮の花のようにきれいなものであり、神

様の生命なのである。 

その魂、その心で宇宙の神理を知って生活したならば、一切の執着から離れて安らぎの境地に到

達する事ができるのだよ」と説かれたのであります。 

人間がこの地上界に生まれてくる目的は、きびしい肉体舟の環境の中で、盲目の人生を歩み、何

万年、何億年と輪廻転生してきたところの自分の業、欠点を修正し、新たにこの地上界で、新しい

人生の学問を学び、より魂を豊かにするということが本来の使命であり、神の身体であるこの地球

という環境を、万物の霊長である人類が、お互いに心と心の調和のとれた、平和なユートピアを築

くというのが、本来の目的なのであります。 

インドから中国に渡った仏教は、いつのまにか難しく哲学化され、続いて日本に渡った仏教は、

五世紀から八世紀にかけて渡ってきたのですが、「他力本願」に変わってしまい、仏像をつくって

拝むようになりました。 

ゴータマ・シッタルダーのインドの時代、マガダ国のビンビ・サラーといわれる方がおりました。

その王子のアジャセ（アジャスター）は、いろいろな周囲の邪教を受け入れようとして父親を殺し、

続いて母親をも殺してしまいます。 

その母親が殺される前に、せめてブッダの説かれる正しい道を聞きたいといわれて、その念願が

果たされ、牢獄に繋がれているところにブッダが来られて、阿弥陀の浄土があることを教えたので

す。それが、いつのまにか人々の口伝えによって、阿弥陀浄土の存在を他力的に信仰するというこ

とになってしまったのです。 
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仏教は、皆さん自身も難しく、何が何だかわからないと思っていられると思います。現代の日本

の仏教を見ますと、古いお寺などはみな観光仏教になっております。歴史を持った仏像や絵を眺め

てその芸術的な判断をしております。それもよいでしょう。しかし、その中からは、人間の偉大な

る心の尊厳を悟り得ることはできないのです。 

さらにまた、仏教学者達は、中国から渡ってきたところの仏教というものを、字の意味の解釈の

ために心を痛め、自分自身が教えを学び、実行するということを忘れ去って学問仏教となっており、

一方においては葬式仏教となり、人が死ぬとお坊さんがお経をあげて、それで成仏するというよう

な習慣になってしまいました。このことは、釈迦が法を説かれる以前のインドのバラモンも同じよ

うに、学問的な、葬式祈祷的な宗教と化していて、ちょうど今日の日本仏教と同じようになってい

て少しも変わっていないのです。 

日進月歩する物質文明に人々の心は薄れ、人々は物や金の奴隷となり果て、人間の価値判断を誤

り、その結果が闘争と破壊となり、金さえあれば人間は幸せになるのだと思っております。そのよ

うな人々に、金さえ与えればそれで本当に心の安らぎが生まれるのでしょうか。人間というものは、

足ることを知らなければ、自分自身の欲望に限界はないのです。 

我々の一切の苦しみの原因は、皆さんの肉体の船頭さんである魂、心というものがつくり出して

いるのです。心というものなどわかる筈がない、人間の精神などというものはわからない、と多く

の人々は思っています。しかし、皆さんは一人ひとりの心に形のある事を知っているのです。重さ

もあります。丸い心、四角四面な心、三角な心、尖った心、歪な心、軽い心、重い心、長い心（気

が長い）、短い心（短気）など、そしてしかもまた、我々は親からもらったこの肉体舟はいつの日

にかこの地上界に置いてゆかなくてはなりません。 

我々が眠っている時には、どんなに立派な肉体であったところで、耳も聞こえないし、匂いも感

じないのです。しかるに、現代の医学者達は脳細胞がすべてを記憶するといっております。しかし、

目があって脳細胞があるのにどうして見えないのでしょうか。耳の穴は開いているのにどうして聞

こえないのでしょうか。そのことを今の医学では説明できないのです。 

人間には肉体舟をコントロールしているところの魂、心があります。その魂、心がすべてを知り

記憶しているのです。そのために、皆さんが生活が苦しかったり、家庭問題で悩んでいたり、病気

で痛んだりしていても、眠っている時には苦しくないし悩むこともなく、痛みも感じません。眠り

から覚めて、船頭さんである魂が肉体を支配し始めると、また悩み、苦しみ、痛みが出てくるので

す。 

私達のこの目で見たというものは絶対的なのでしょうか。耳で聞いたということも絶対的なので

しょうか。人間はともすれば自分中心に自分に都合のよいように考えてしまう傾向があります。自

分の心がどこにあるかということを正しく考えないで判断すると、大きな間違いを犯してしまうこ

とになります。 

我々は耳で聞いたら、心の中で果たして相手は自分に対してどのようなことをいっているのか、

忠実に第三者の立場に立って判断しなければなりません。ここに中道という道が必要になってくる

のです。 

その中道をないがしろにして、私達の多くは自尊心を傷つけられたといって反発し、そこに争い

が生じてくるのです。この地上界における万生万物は、すべて中道であり、調和であり、闘争と破

壊というものは一時の歪みにしか過ぎないのです。 

人類は長い歴史の中で、多くの闘争と破壊を繰り返して現在に至っております。しかも現在は、

ついに資本主義と共産主義の間で常に闘争をしております。太陽の光と熱はすべて平等であり、請
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求書はどこからも廻ってきません。東京電力でも関西電力でも、またガス会社でも、電気、ガスの

使用料金にはどんどん請求がまいります。しかし、太陽の莫大な光と熱はタダであります。この太

陽がなければ一切の生物の存在は不可能です。植物も澱粉や脂肪、蛋白質をつくることはできない

のです。 

感謝はただ「太陽さん、ありがとうございます」だけでは足りないのです。我々は神に生かされ

ており、人々だけでなく、動物、植物、鉱物とも相互関係にあり、人々が互いに愛の手を差し伸べ

て助け合い、自分の身体でできる人は身体で、経済力のある人はその金によって人々を救ってゆく

報恩の行為があって、初めて感謝ができたということになるのであります。 

よって、感謝と報恩は輪廻しているのです。この地球上における万生万物はすべてが輪廻転生を

繰り返しております。感謝も報恩という行為によってこそ輪廻して、その価値が現れてくるのです。 

真実の神というものは、偶像であったり、紙に書かれた神であったり、曼荼羅であってはならな

いのです。万生万物を生かしている大宇宙大生命のみが唯一の神であります。このようにして本当

の神理を知ったならば、神は皆さん自身の心の中にあるのです。 

間違った信仰は、深入りしていけばいくほど自分自身の心が段々と狭くなってゆきます。祈れば

祈るほど自分自身の心が安らぎを失ってゆきます。そうしてやめようとすると神が罰を当てるとい

います。神は絶対に罰を当てません。罰を当てるという宗教は邪教です。 

我々の心の世界というものは、無限に広いものです。仏教では一念三千といっております。この

広い心の中にも善があり悪があり、皆さんの思うことは自由自在であり、自己保存的な恨み、妬み、

謗り、怒りなどの心を持てば、私達の心の針は即座に次元の低い、暗い地獄に通じてしまうのです。

そのために、肉体的に不調和になり病気の原因になります。皆さん自身の病気の八〇％は、皆さん

の肉体舟の船頭さんである霊、心の漕ぎ方の悪かった人達が病気になっているのです。 

嫁と姑の間で争いをしていれば、お嫁さんは自分自身の立場というものを守ろうとして心の中に

どんどんいやなことを詰め込んでゆきます。そのうちに、あっちが痛い、こっちが痛いと身体に不

調和を来してまいります。やがてはその争っていたお姑さんがこの世を去れば、そのお姑さんの怨

みの想念の執着によって心には後光が出てまいりません。 

私達の心が調和されてくれば仏像の後光と同じように、この肉体から後光が出てまいります。こ

の中にも何人か出ている人がおります。しかし、恨み、妬み、謗り、自分さえよければよいなどと

いう人々は、自ら自分の光を失っているのです。それは、皆さん自身が、皆さん自身の今の一秒一

秒のものの考え方と生活のあり方によって、神の光を受けることもできれば、また、暗い曇りを自

分自身がつくって、あたかも太陽の光を雲が隠すように、我々の心からも曇りが出てくるのです。 

万生万物に平等に与えられている慈悲と愛との偉大なる神の光を遮っているのは、人ではなく自

分自身なのです。それゆえに、皆さんは自分の心というものがいかに重大であるかを知ることです。 

この世を去る時に持って帰るものは、皆さん自身の思ったこと、行ったことのすべてであり、そ

れらはすべて皆さんの心のテープレコーダーに記録されてゆくのです。自分のことしか考えずこの

地上界を去れば、そこには神の光はなく、大きなお荷物だけです。どんなに金があり財産があって

も、あの世へは持ってゆくことはできないのです。金や財産などに執着を持っていれば地獄界へ堕

ちてゆきます。 

そこで、皆さんが神の子であるという証は、自分で自分自身には嘘がつけないという事実です。

他人には嘘がつけても、自分では自分に嘘のつけない自分が、あの世へ行った時に自分の心を裁く

のです。 



44 

 

もし、皆さんがあの世などないといわれるならば、ないということを実証してみせて欲しいので

す。私達はあの世へ行って、皆さんの両親や、また、おじいさん、おばあさん、兄弟達とも自由自

在に話をすることができるのです。その証拠は、その人達が生きている時に何をし、何を思い、し

かもまた、二人だけでこっそり話したことまでわかってしまうことです。 

極微の世界というものを考えても、物質は目に見えないエネルギーによってできていることが発

見されております。電波のエネルギーも、光のエネルギーも、磁力のエネルギーも、私達は目で見

ることはできません。 

私達の考える智慧は、ラジオ、テレビ、無線機、コンピューターなど、あらゆるものを発明して

おります。それはすべて人間の心の中に内在されているものを物質化したに過ぎないのです。すべ

ての発明、発見は、一つのことに疑問を持ち、その疑問を追究して解答した結果、初めて新しいも

のが生まれてくるのです。また、新しい理論というものが生まれてきます。それは、人間がつくっ

たのではなく、もともと地上界に存在したもので、今までそういうものがあるということに気がつ

かなかったのが、そういうものがあるということに気づいただけに過ぎないのです。 

人間がいろいろな法則をつくり出すことなど絶対にできません。それと同じように、今から二千

五百年前にゴータマ・シッタルダーが説かれた仏教は今も厳然としてあるのです。しかし、永い間

にその時々の人間の知と意によって、自分の都合により変えられたものが多いのです。それを特定

の宗教家達は、法華経こそ絶対だ、あとのものは正しくないなどといっております。あるいは、日

蓮大上人こそ絶対だといっておりますが、絶対だという証拠は何もないのです。 

インドの時代に説かれた神理も、イエスの説いた神理も、厳然として皆さん自身の心のテープレ

コーダーには記録されているのです。それゆえに、間違ったものに対しては、それは不自然である

という疑問を生じてくるのです。 

我々はどうしても目に見えるこの世界だけのことで判断しがちです。それゆえに、肉体的先祖、

この先祖を一心に祈ることによって救われるのだと思ってしまうのです。それは大きな間違いであ

ります。 

皆さん自身が、この地上界に出る時に、舟の提供者として約束し、かつ育てて下さった親に対し

て、心から親孝行という報恩の行為が必要です。親の肉体から子供の肉体は生まれるのであります

けれども、子供の魂は親が与えたものではなく、親の魂と子供の魂は別々なのであります。 

我々には肉体の先祖と同時に魂の先祖があります。一番重要なのは、永遠に変わらない皆さん自

分自身の魂の先祖であり、その魂の偉大性を悟ることです。 

私達は自分自身の魂の勉強のために、自分で環境を選んで生まれてきます。あの世において考え

ます、もし自分が経済的に安定した環境に生まれたとすれば、優雅な生活をし、堕落した生活をし、

自分自身を迷わせてしまうと。 

そのために厳しい環境に出て自分を悟ろうとして、自分で貧乏な環境を選んで生まれてくるので

す。それゆえに、金、物、地位、名誉、そういうものは、あの世においては基準ではありません。

それだけに、我々はこのようなものに執着してはならないし、かりに肉体的に不調和な環境に生ま

れたとしても、心まで不調和にしてはならないのです。 

多くの人々は、貧乏すれば心まで貧乏にしてしまいます。我々はどんな環境に生まれても心を豊

かにし、また経済的に豊かな人々は、さらにその中においてより高い境地へと魂を磨くとともに、

人々に布施してやる心、愛の手をさし伸べてやる心、これが大事なのです。 
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皆さん自身の心のテープレコーダーは一年三百六十五日休むことなく、皆さん自身の意識がすべ

て記録されてゆきます。その結果、いつの日にかこの世を去る時、皆さんの善なる心がすべてを批

判してゆきます。 

我々の人生は、どんなに長生きしたところでわずか八十年から百年ですが、皆さんがこの地上界

に出てこられるまでには、長い長い年月を経て、自分自身が望んでこの日本という国を選んだので

す。いつの日にかあの世へ帰らなければなりません。わずか七、八十年や百年の人生で九仞の功を

一簣に虧
か

いてはならないと思います。 

私達はあくまでも、三歩進んで一歩下がっても、自分自身を八正道、正しく見、正しく思い、正

しく語るなど、その八正道を根本とし日々の生活をしたならば、必ずや自分自身が苦しみから解脱

して、より魂が浄化され、平和な環境が築き得ることができるのです。それゆえに私達は、現代仏

教の持っている旧来の陋習を破り、真実の正しい、普遍的な神理というものを心の糧として生活し

ていかなければならないのであります。 

今この中にも、インドの当時に生まれ、過去の言葉を思い出し、過去どこで生まれ、何をしてき

たか、長い転生輪廻の真実を、すでに自分の心のテープレコーダーを繙いた人達も出ております。

大阪で去年十一月、インドのゴータマ・シッタルダーの時代に、カピラ・バーストという城で生ま

れた女性が心の窓を開きました。その方はその当時の言葉で今、語ると思います。 

今、この方は、ちょうど今から二千五百年前の自分の心のテープレコーダーを繙いて、当時の自

分の生まれた場所、父親、そうしてその後において、比丘尼として仏教に帰依したということを思

い出していられます。その当時のことを日本語に訳して説明してもらいます。 

「私は、ブリマスバリチヤと申します。マハ―・ナーマンの娘として生まれました。ちょうどそ

の頃、私はお釈迦さまから仏教を教えていただきました。その頃、マイトレイヤーといわれる、後

に弥勒菩薩といわれる比丘尼の方からその道の導きを受けました」 

当時、仏教とはいっておりません。プターストラー（悟りへの道）といっておりました。プター

というのは“悟った人”、ストラーというのは“教え”です。その後、中国に渡って“仏教”とい

う名前に変わってしまいました。 

続いてこちらにいられる女性の方はやはりカピラにいられた方です。この方はクシャトリヤ、即

ち武士階級の方の娘さんで結婚はされませんでした。女官長といってカピラの城の中の女性の取り

締まりをやっていられた方です。マハ―・パジャパティーといわれる方の付添女官の取り締まりで

す。 

この方はイスラエルに生まれて、イエス様の時代に、一番最初に信仰を持たれた方です。 

さらにこちらの方は、インドの当時、バラモンをやっていられた方です。 

私達の心の扉は、自分自身の心と行いが正しく中道でなければ開けないし、後光も出ません。心

を暗くしたままであると心のダイヤルが地獄霊と合ってしまいます。そういたしますとそういう人

は増上慢になります。「おれは神だ」、「おれは如来だ」、「おれは菩薩だ」などといって出てま

いります。神様は目には見えない。そういう霊も目に見えないためにそのようなものを信仰して、

自分を失ってゆきます。 

この地上界で盲目の修業をしている人々に、神は決して厳しい要求などいたしません。いわんや、

お金を持ってこいなどとはいいません。そのような行者達が金を持ってこい、というならば、その

行者が金が欲しいのです。 
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祀った神様に灯明をあげ、お線香をあげ、「ちょっと待って下さい、神様に聞いてみます」とい

って、拝んで手が振れたり、飛び上がるのはホンモノではありません。ほとんど動物霊、狐や、狸

や、あるいは蛇達が、人々の心の中に憑依してそのような現象を出しているのです。そのような者

であっても、次元の違う世界から見ているために当たることがあります。それに惑わされてはいけ

ません。 

我々は、心というものを中心として真実の生活をした時に、人間はみな救われるのです。苦しみ、

悲しみから解脱する道は、正法神理である八正道というものを心の糧として、実践することです。

そうした時に初めてその結果が出てくるのです。それゆえに、神理というものをまず学ぶことです。

学んだならばそれを毎日の生活の中に活かすことです。その時に家庭の中から出てくるものは、平

和な調和されたムードです。 

一日一日を安らいだ、心の調和された生活をするのも、怒りと争いの中に暮らすのも、どちらも

同じ一生です。しかし、暗い心の争いのままで行けば、我々はより重い、己自身の苦しい修行の環

境があの世に待っているということを悟らなければなりません。 

我々は、全国にそれぞれ神理を伝えてゆかなければならないのです。そうして、神理を実践され

た方々が偉大な力を発揮してゆきます。好むと好まざるとにかかわらず、人間の生まれてきた目的

と使命がどんなに重大であるか、そのことをわかってゆかなければならないのです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・こうして話をしている時、その人は人間じゃないんです。こういうことを知らないで、多

くの人は間違った信仰をしているのです。あのような話をしている時、口はどんどん尖ってきます。

憑いているのは、真っ白な狐なんです。花園稲荷とか。伏見稲荷とか、稲荷信仰を一所懸命にやっ

ている人達が、私達の前に出ると、みんなあのようになってしまいます。今まで「神だ」、「稲荷

大明神だ」と威張っているけれども、その人に狐が憑依しているのですから。 

Ａ（憑依されている人） わたしの兄弟のことをいうなよ。何が悪い。 

（先生） そうですね。あのような時は本人の本当の心の状態ではないんです。全く違った者がし

ゃべっているんですから、本人は無意識の状態なのです。 

Ａ そうでなければ、正常になった時に恥ずかしくってね。 

（質問者） 先生にあの人が抱きついた時はどうなっているんですか。 

（先生） あれは、悪い事を見つけられた場合、普通の人間でも怒るか逃げるか、それともおべ

っかを使ってニヤニヤしてくるかするでしょう。もうこちらから動物霊だということを見破られて

おりますからね。普通の目では見えないからよいが、いやなもんですよ。彼らは動物ですが、彼ら

もやはり神の子だということを忘れてはいけません。地獄霊は人間で地獄界に堕ちた者達です。 

もう一つは、過日亡くなった義理のお父さんもいっしょについて来ていたのです。「救って下さ

い」ってね。宮城県の方でしたね。もう一つ、気の毒ですが、肉体先祖の執着が一族郎党について

いるのです。 

霊が憑くというのは、それと波長が合うという心をその人が持っている、その人にあるというこ

とです。“類は類を呼び”、“友は友を呼ぶ”。その法則にしたがって、そのような不調和な心を

持っているということです。心のきれいな人はそうはならないのです。不平不満がある、嫉みが強

い、欲心が強い場合など、心が暗くなるとそうなるんです。最初のうちはまともに話をするのです。

そのうちに、憑依霊ですから、もういつまでもごまかしがきかないのです。 
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心の窓が開いておりますと、簡単に見破ってしまいます。形でも見えますし、しゃべってもわか

ります。そのうちに彼らはこうやって、手の指をまるめて狐の姿を見せてしまいます。こちらが八

正道を守って、慈悲と愛の心を持っていれば大丈夫です。絶対に憑依されることはありません。心

がよくてもおとなし過ぎるということはよくありません。あまりおとなしくしていても駄目です。 

彼らは傲慢で増上慢ですから、こちらがおとなしくしているとかさにかかってきます。心にはっ

きり、「することはする」という強さがないといけません。それにあの人は、先祖が全部地獄に堕

ちているのです。あの方は国鉄に勤めていた方で足腰が立たなくなってしまいましたね。でも、帰

りは立って帰りましたね。私はあの人にはっきりいいました。 

「来年三月頃までに心を入れ替えなければ、あなたは死にますよ。だからもう余裕はありません

よ。心を入れ替えて、残りの人生で人々を救って帰ります、という根性を持たない限り、あなたは

助かりませんよ」 

あの人は関節だけ大きくなって、足は骨と皮だけになってしまうのですよ。医者はあの病気は分

からないです。あの人は、御嶽教というのをやっていたんです。 

ああいうのをやるとどうしてもそうなりますからね。自分では何もできないと思っているから、

ああいう神様、仏様というものに頼って他力信仰をする人ですね。本当の神理、本当の信仰がわか

らないから・・・。私がいつもいっておりますように、病気を追究することが大事なのです。 

なぜ今病気になったのか、どこに原因があるのか、その原因の追及を忘れたら、それができなか

ったら、なんにもならないのです。地獄霊は夜の十二時頃から朝の四時頃までがっちりついており

ますから眠らせません。そしておかしなことをいい出します。周囲の人がこれはおかしいぞと思う

と、地獄霊は離れて眠らせてしまいます。 

躁鬱病と憂鬱病とがあります。初めはだまり込んで、暗い所へずっと引っ込んで明るいところへ

は出られなくなるんです。それは地獄霊ですから。しかも夜しか出られません。躁鬱病の地獄霊が

来ると騒ぎ出す。今おとなしいと思っていてもすぐ変わってしまうのは一〇〇％地獄霊です。脳細

胞が完全に狂ったら、だまってじーっとしています。 

常に自分の心というものを調和させた、自分を第三者の立場において、はっきりとものを考える

ようにしてゆけば、そういうことには絶対になりません。躁鬱病、憂鬱病はどうしてそうなるかと

いうと、一歳から五歳くらいまでの間における家庭環境です。 

両親と子供の対話のない場合に起こります。もう一つは、愛情過多で過保護にしている場合があ

ります。あまり厳しすぎても、甘やかし過ぎてもいけません。極端から極端はダメです。何ごとに

も中道でないといけません。 

東京で、こういう人が来ました。元来が内気で表現力がない。相手に好きだともいえない。もた

もたしているうちに相手にふられてしまった。そうしてノイローゼになった。 

昔から日本では、儒教の道徳の「喜怒哀楽を色に表さず」を美徳だとしてきました。老いては子

に従え、嫁したら夫に従え、大和撫子の教育をしてきて、なんでも心の中に詰め込むことが美徳だ

とされてきました。大和撫子ほど地獄に堕ちています。 

（質問者） いいたいことをいえばよいのですか、押さえつけられた時には。 

（先生） すぐ反発して反動的にいうのはよくない。相手のいったことを、心に詰め込むのではな

く、一ぺん自分の心のフィルターに掛けて、八正道によって判断するのです。 
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相手のいうことが正しかったら自分が反省すればよい。そうでなかったら、すぐいい返すと争い

になるから穏やかに時を見ていう。いえば喧嘩になるからと、黙って歯ぎしりして我慢するのはよ

くないですね。それでは一〇〇％病気になってしまいます。 

（質問者）地獄に堕ちないようにするには、本当に仏様みたいにならなければいけないのですね。 

（先生）そういうことはありません。 

皆さん“仏”というのは、インドでプターというので、それは“悟った人”ということです。“悟

り”とはどういうことかといいますと、八正道ということを基準にして生活をして、心と行いが調

和されること、そうすると心の曇りがなくなります。 

曇りがなくなりますから自然と、この物質（原子）肉体と光子体とが“色心不二”となってくる。

するとそれがだんだん大きくなってくる。その大きくなったのを“宇宙即我”という。その“宇宙

即我”を表現したのが奈良の大仏です。そうなるためには、生まれた時から現在までの心のあり方

を反省して調和させることです。 

お父さん、お母さんに対してどういう心を持ってきたか、小学、中学、高校など、そして社会人

になってから、思ったこと、行ったことを八正道という“ものさし”で反省してみるのです。この

ことを中国では“止観”といいました。「摩訶止観」というのがありますね。 

なぜ反省しなければならないのかというと、私達は知らないうちに心に曇りをつくってしまいま

す。その曇りが神の子として偉大な魂を曇らせてしまいます。曇りとは執着です。自己保存、自我

我欲が一番いけないですね。 

（質問者）仕事をして儲けるのは、中道なのかな。 

（先生）仕事をして儲けるのは、大いに儲けるべきです。ただ、儲けた金をどう使うかということ

です。 

よく、金ができるといろいろな欲望にブレーキが効かなくなる人があります。心ができていない

と金を儲けると毒になります。金を儲けて経済状態がよくなるほど、心を豊かにしないといけませ

ん。そうして家庭を調和させることです。 

 金を儲けるとすぐ女をこしらえる人があります。夫婦というのはあの世で仕組まれているのです。

夫婦別れした筈の夫婦があの世へ帰った時、ご主人の方は地獄に堕ちて、奥さんが天上界で待って

いて、「なにさ、あなたは・・・」ということになります。人間は地上界に生まれてくると一ぺん

盲目になり、何もわかりません。 

それだけに夫婦というものはすごい絆によってつながれております。如来であろうが、菩薩であ

ろうが、地上界に出てくれば、ただの人間です、盲目になってしまいます。そうして普通の人と同

じように生活してゆくのですが、いろいろなことで悟ってゆくのです。だから、同じようなことを

していて悟る人もあれば悟らない人もある。それはその人の魂の段階です。悟るまでは盲目ですか

らいろいろと問題を起こします。 

これまで何回も輪廻転生してきて魂の段階の高い人は、これまでたくさんのことを勉強してきて

いますから、ある一つの問題にぶち当たると、「ああ、これはこういうことになるのだ」とすぐわ

かって、ポンポンポンと問題をつぎつぎに解決してゆきます。 

魂の段階の低い人というのは輪廻転生の回数が浅くて、要するに魂の勉強が充分にできていない

という人ですから、初めての問題にぶち当たると心の中になかなか回答が出て来ないのです。よい
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指導者が必要だというのはこういう時です。もしこういう時に間違った指導者にぶち当たると、ま

すます間違った方向に進む、ますます悩みは深くなるということになります。 

キリストが「その実を見て、その木の良否を知れ」といわれたのは、誰によって、どういう教え

によって人々は多く救われているか、救われていないかということです。信仰していてますます悩

みが深くなるというのは、その信仰が間違っているからです。 

夫婦は縁によってこの世に出てきます。 

（質問者） 嫌だというのもですか。 

（先生） そうです。絶対間違いはないのです。貴女はいろいろ悩みをお持ちになっていますね。

それも実は縁なのです。貴女はそれを通して修業しているのです。それは“業－カルマ”です。こ

の業は、反省して修正する事が大事です。 

赦すということも愛だということです。できてしまったことは仕方がないでしょう。この問題に

よってみんなが救われてゆきますようにと、みんなの幸せを祈って赦すことです。あまり執着を持

たんことです。そうすれば、あの世へ行っても、この人はよくわかっている人だなということにな

ります。 

心のきれいな人は、黄金色の後光が出ていますが、恋愛している人はピンク色の後光が出ていま

す。だからピンクムードというのです。怒ると真赤な後光が出ます。不動明王を見ると真っ赤でし

ょう。 

昨年なくなった三島由紀夫は大地獄、阿修羅界です。怒るということはそれだけ怖いのです。心

が歪になると.正しい判断ができなくなります。理性を失いがちになります。ものの判断を誤ってし

まう。 

恋愛というのも縁があってそうなるのです。過去世で夫婦であったとか、また、恋愛関係にあっ

たとか、そういう関係がなかったらならないのです。 

物理学で科学的親和力というのがあります。それと同じような親和力が人間にもあり、また、一

つの周期率というのがあります。全く同じです。 

末法の世の中になると、人間は心を失ってゆきますから、不調和な環境がいっぱい出てくるので

す。皆さんがこの地球上へ出てくる時は、皆さんがお父さん、お母さんを決めて出てくるのです。

ところが地上界へ出ると、お父さんも、お母さんも、子供の方も、あの世で約束したことを忘れて

しまうのです。 

肉体は、人生航路におけるただの乗り舟です。その乗り舟の目や耳や鼻や口やなどによって、自

分が悩みをつくってしまうのです。いつの日にか肉体舟はこの地上界に置いて、あの世へ帰ってゆ

くのです。現在はこのように生活しているけれども、ひとたび無常の風が吹けば、もうあの世です。 

あの世の体を“光子体”といいます。あの世へ帰るというのは、肉体舟は地上界において、光子

体として、魂は光子体を乗り物としてあの世へ帰るのです。 

今、皆さんは、肉体と光子体と一体として存在しているのです。この地上界とあの世という所は

連続体です。皆さんが飛行機に乗って東京へ行く。飛行機を降りる。乗った時の皆さんと、降りた

時の皆さんはちっとも変わっていません。それと同じように、肉体舟に乗っていた皆さんも、あの

世へ行った光子体の皆さんも同じものです。あの世はその人の心の通りの世界です。 
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皆さんは年をとっていられても、たとえ六十歳であろうが、八十歳であろうが、「わしはまだ若

い者には負けない。身体は年をとっているがまだ気は若い」と思っていられるでしよう。そう思っ

ていられる人は、あの世でも心の思っていた通りに若いのです。 

年をとったと思っている人はその心の通りにあの世でも年をとって腰も曲がっているんです。そ

れがあの世の年齢です。そのため、光の大天使とか天使といわれる人達もみんな若いです。モーゼ、

釈迦、キリストといわれる方々は大体が四十代の姿です。 

釈迦が死んであの世へ行ったのが八十歳です。女性の方はほとんど三十歳代です。弥勒菩薩にし

ても、観世音菩薩にしても、みんな三十歳くらいです。生きている人は肉体的に年をとっても、心

まで年をとってはいけません。 

（質問者） 私も、年はとっても、若い気がしているんですが。 

（先生） それでいいんです。その心があの世へ帰った時の光子体の姿になります。それですから、

腰が曲がっても、もうダメだと思ってはいけません。心の通りなんですから。魂の中心の心、これ

は永遠に変わらない。生まれることも死ぬこともないんです。 

ただ、今、地球という場に出てきているだけです。まあ、旅行しているみたいなものです。いつ

かは自分の家に帰らなければならないんです。あちらへ帰れば、皆さんの多くは収容所へ収容され

ます。大抵の人はしばらくは家に執着を持っておりますから。 

皆さん、お坊さんのあげるお経がわかりますか。お座なりのお経は全く効き目はありません。ま

して、いくらお布施を包むかなどと思っていたらマイナスです。神理を知らないで死んだら大変で

す。 

まず自分の肉体に執着を持ちます。死にたくない、なんとかならないか、などと思う。そうする

と死んだ時、固くなるのです。執着から離れて、もう仕方がない、と思っているような人は、地獄

へなど堕ちません。不調和な心を持って病気で死んでゆく人は、大抵、墓に執着を持っている。墓

の穴へ落ちて地縛霊となる。 

私達が墓へ行くと、墓から手や足を出して助けてくれといっております。地獄へ行く原因はこの

地球上でつくったのに、それを修正せずにあの世へ帰ったのです。そのために、最も深い無間地獄

へ堕ちてしまっている人も多いのです。東京の浅草の山谷クラスの地獄もあります。そこは日本人

ばかりでなく外国人もおります。 

教会へ行きたい、お寺へ行きたいと思っている人も多いですから、あの世には教会もあります。

しかし、十字架も聖像もありません。お寺もありますがご本尊というようなものはありません。そ

ういう所へみんなが集まっていろいろ話を聞いたりしています。 

天上界では大体三時間くらいしか仕事はしません。争いはありません。優雅です。段階によって

多少違いますが、あの世はこの世よりもっと精妙です。 

（質問者） 死にたくないのですが。 

（先生） だめです。執着です。そういう人が自縛霊になってしまうのです。死にたくないといっ

ても、どっち道、おさらばしなければどうしようもないでしょう。 

 

（質問者）死んだ人々にはどう話してやればいいのですか。 
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（先生）普通に話す通りに話せばよいのです。お経は中国なら通じますよ。あれは漢文、中国語で

すから。でも、もう今の中国でも通じない。お径が書かれた時代と今とでは読み方も違っています

から。 

「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時・・・」と棒読みにして皆さん意味がわかりますか。そういう

ものを拝むことが、あげることが、写経することが信心だと思っております。とんでもないことで

す。その意味を知って、それをわかりやすく説明してやることが大切です。 

今後、人間が増えれば増えるほど、わからない人が増えてきます。昨日と同じような憑依される

人も増えてきます。いつも平和な心を持つことが大事です。 

入院している人は、見舞いに来てくれた人に苦しい顔を見せるのはいけません。たとえ自分は苦

しくても、見舞いに来て下さった人に感謝して、「どうもありがとう」と笑うのも菩薩心の現われ

です。病院という所は執着の多い所です。そこでたくさんの人が亡くなっていますから。 

どんな厳しい環境にいても、心というものを大事にしなければいけません。ところが人間は、理

性が利かない、感情を爆発させる。そうすると自分を落とし込んでしまいます。自分がいけないな

と思ったら、勇気と努力をもって欠点を修正することです。この地上には地縛霊がいっぱいおりま

す。そういう中にいても、正しい道を心の糧として生活してゆくことです。 

人間はどうしても自分に甘過ぎます。自分に甘いからかえって苦しみをつくり出すのです。いわ

なければよいのに、いってしまう。やらなければよいのに、やってしまう。私達は一歩下がって、

自分を眺めてみることです。家族の者に問題が起こったら、第三者の立場で、それに対して自分が

どのように動いたかを反省してみる。それが正道に適っていなかったら引っ込める。そうすると、

心というものが、より浄化される。 

易、気学、姓名学などいろいろありますが、そんなものは人間に執着を生むだけです。神の身体

であるこの地球には悪い所は一つもありません。ただし、じめじめした所にはやはりきれいな花は

咲きません。蛆虫がわきます。そのように私達も自分自身の環境を反省して、太陽が燦々と照って

いるような明るい環境にしなければいけません。そういう暗い所に自縛霊が住むのです。 

「私達には今見えないけれども、もしここに住んでいる人がいるなら、よく聞いて下さい。ここ

はあなた達の住む所ではありません。あなた達はあの世で生活しなければならない人達です。どう

してそんな暗い所に住んでいるのですか、それがわかりますか。暖かい、日の当たる、慈悲と愛の

神の光に満たされた世界があるのです」と、このように、こんこんと神理を聞かせてやると、鬼門

というものもなくなります。 

どんな悪魔であろうが、どんな阿修羅界の者であろうが、畜生界の動物霊であっても、愛という

ものに対しては、絶対に勝つことはできません。原子爆弾よりも、人間の心から出る愛というもの

は強いのです。そういうことがわかったならば、易、気学、姓名学などといったものに翻弄されて

はなりません。心に神理を満たし、神理に適った生活をしていれば、憑いていた憑依霊も自ら離れ

てゆくのです。 

東京の場合など、方位学に関係なくどんどん家が建ってゆきます。姓名学といったって日本だけ

です。外国の人はどうするのですか。言葉が変わってしまったら丸っきりアウトです。もっと高い

次元に自分を置いた判断が大事です。 

そういうものに執着を持つとどうしても引っ掛ってしまいます。ちょっと病気をすると方位が悪

い、名前が悪いのではないか、と積極性が失われてきます。それですから、そういうものに心をく

だかない方がよいのです。 
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病気の原因に三つあります。 

一、肉体的、先天的に受け継がれた病気 

二、肉体の限界を心得ないために起こる病気 

三、心の不調和による病気、心の不調和によって憑依霊が憑いて病気になる場含 

憑依霊が憑いた場合は絶対に医者にはわかりません。病気の場合は、この三つを見分けることが

大事です。 

過日、自動車の運転中、血を吐いた人がありました。脳波、肝臓、胃腸の検査もやりましたが、

お医者さんは全くわからない。その奥さんはいつも私の話を聞きに来ていられる。ご主人は来てお

りません。そのお子さんの中学生が、夜になると寝小便をする。そのために修学旅行にも行けない。

いろいろ指導を受けてそのお子さんは治りました。 

それから一年くらい、その奥さんも聞きに来なかったのですが、先月、久しぶりにご主人といっ

しょにみえてそういうことだというのです。そこで、私は、幽門の下のところに小さな穴が開いて

おります、と教えてあげた。あなたは、夜寝る前に甘いものばかり食べているでしょう、と。そう

したところが、ご主人はかりん糖が好きなんだそうです。寝しなに本を見ながらかりん糖を食べて、

そのまま寝る。 

ご存じの通り、私達の胃の中は酸性です。甘いものを食べるともっと酸性が強くなります。寝て

いる時には胃も休みたいのです。そんな時に間食して十年、十五年、胃腸の壁は荒されてしまいま

す。その結果、そういう現象が出てくるのです。いかに心がわかっていても、肉体的に無茶なこと

をすれば病気になります。 

 一番怖いのは、神理を知らないで、憑依霊によってなっている病気です。その場合は憑いている

霊に懇々と教えてやれば治ります。心が神に通じ、治してあげようという慈悲の心で手を当てると、

手から神の光が出ます。手当てというのはそうすることです。 
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【人生と悟り】 

（1972 年 4 月 9 日 八起ビル GLA 三周年記念講演） 

正法流布のスタート時は、僅か二、三人であった。それが一月経ち二月経つにしたがって、人々

が増え、普遍的な心について一人一人が発見するようになった。 

人間がこの地上界に出生する以前は、次元の異なった世界に存在し、さらにそれ以前には現在と

同じように肉体生命を持って生活していたという事実を、皆さん自身の心の窓をひらいた時に、そ

れを知ることができる。 

このことは物質界を見ると非常にはっきりする。一枚の紙には表と裏がある。つまり陰陽二面性

を持っており、その陰陽二面性はそのまま調和につながり、一枚の紙を存在せしめている。私達の

肉体についても魂という普遍的な生命と同居し、生活しているのである。死は肉体と生命の分離で

あり、肉体は土となり魂は次元の異なる世界に帰っていく。紙は灰になり、土になり、エネルギー

として大気に戻っていく。 

仏教では色心不二ということをいっている。物理学は、質量と光の積は仕事を為し得る能力と説

明している。そのいわんとするところは共に同じである。 

私達の普遍的な生命は、実在界という四次元以降の世界よりこの地上界に自分自身が望んで両親

を選び、経済的に豊かな環境に生まれるのも、不調和な環境を選ぶにしても、それぞれが望んで出

てきているのである。出生の目的は、己の魂の向上であり、調和にあるのである。 

物質経済は生きるための一つの手段にすぎない。地位や経済の多寡によって人格が決まるもので

はさらさらないのである。ところが人間は、自分自身の智恵に溺れ、物質経済の奴隷と化し、争い

と闘争を生み出している。 

私達の魂は、この地上界に出生して来る時には殆どがあらゆる輪廻転生をくりかえし、神の子と

して、偉大なるまるく大きい豊かな心を所有していたのである。 

人間の五体は母親の胎内で約三カ月目ぐらいでほぼ形成される。各人の魂はその時分になると、

はじめてその胎児の中に入り、人生航路の肉体舟について確認をする。この頃は母親につわりとい

う現象が出る。つわりとは母親の意識と胎児の意識のズレが原因である。 

胎児への入魂は、各人が自ら選んだものである。かくて、十月十日、母親の腹の中で成長し、出

産と同時に、各人の魂は、実在界あの世と断絶する。出産はあの世からみると死である。 

乳児は一週間ぐらい経つと、教えないのに笑顔をみせる。これは実在界に在る魂の兄弟や友達が、

乳児の前途を祝福したり、はなむけの言葉に対する応答なのである。厳しい物質文明の奴隷と化さ

ぬよう、病める諸々の衆生を救う目的を果たすために、乳児の魂は笑顔をみせるのである。 

 私達が小学校を出て中学に、高校、大学に進み、社会人として巣立つ時には、社会のため己のた

めにと、希望をもって出ていくように、出産の場合も、百人が百人、こうした気概をもって出てく

るのである。ところが成長するにしたがい、自己保存が育っていって自我の虜になってしまう場合

が非常に多いのである。 

自我心の芽は、肉体舟の五官（眼、鼻、耳、舌、身）によって培養されていく。 

偉大なる仏智は次第に遠のき、闘争と破壊という不調和な環境をつくり出していく。人類の歴史

は調和の日々より、暗闘の歴史といってもいいのである。現代は資本主義と社会主義の二大思想が



54 

 

対立し、神の子としての本性は、いつの間にか、物質文明に集中され、武力は資本力に支配され、

労働者は団結してこれに立ち向かうという争いの場を生み出している。争いの根本は、全ての基準

が物質経済におかれ、人間信頼という出産時の約束を忘れ去ってしまったからにほかならない。 

しかしともあれ、私達の一切の苦しみの根源は、他人ではなく自らの肉体の船頭さんであるとこ

ろの魂、己自身の心なのである。喜怒哀楽を生み出すものは、すべて自身の心である。仏教やキリ

スト教は、このことを教えてきたのであるが、いつのまにか他力本願になってしまい、自分は楽し

て神に祈れば救われるという間違った方向に進んできたのである。 

各人の心をひもといた時には、ある時は偉大なる大王として多くの人々を支配し、ある時は最も

きびしい奴隷的な環境のなかで修行して帰られた人もある。 

円には始めもなければ終わりもないように、私たちの生命はあらゆる体験を積んで、現在地球上

という環境のなかで、その本性を悟るべく修行しているのである。 

 ものにはすべて原因と結果というものがある。苦しみや悲しみ、病気にしても、そこには必ず原

因があるものである。そこで、その結果を修正するには、まずその原因を追求し、原因を正道に戻

さなければならない。原因をそのままにしておいては、結果の好転は望むべくもないのである。い

びつな心が不調和な結果を生み出しているのだから、本来ある丸い大きい心にすべく、その原因を、

正道という物差しによって一つ一つチェックし、原因をつくらないようにすることである。 

今から二千五百有余年前に、正法神理が説かれている。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る。反省も懺悔も、ともに

同じである。仏教では反省を止観といっており、禅定も中道に照らした反省にあるのである。 

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だか

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ある。与えられているものを、自ら

の力によって慈愛の光をうけるのである。 

偶像崇拝や祈りによって心の安らぎがあると思う人があるとすれば、それは逃避的なものであっ

たり、自己満足、自己欺瞞である、といっても過言ではない。他力では決して人は救われることは

ないのである。 

次に大事なことは足ることを知った生活である。足ることを知らないがために争いが絶えないの

である。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だから、感謝の心も

生まれてくる。 

この自然界は、万生万物が相互に関係し、存在しながら生活している。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だし、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あり、感謝の心は行為によって人々に尽くすこと、

社会に還元することである。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

されてくるものである。 

 世の中には感謝感謝といいながら、行為という勇気に欠けている場合が多いが、報恩は勇気とい

う行為なしには実を結ぶことは少ないのである。 

形あるものは崩れ去っていく。全て無常である。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らない。一切の責任者は自分であって他人で

はない。自分自身がすべての根本である。それ故、人はあの世に帰っても個性を失うことはない。

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く。病気で苦しんでこの世を
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去り、その病気の原因を追求せずして肉体舟が破壊されあの世に帰った時には、その病気の状態で

あの世に堕ちていくのである。 

肉体はあくまで人生の乗り舟である。私たちの普遍的な肉体の船頭さんが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ある。その時の私たちは、平和な、そして

その人の心に比例した世界に昇っていくのである。 

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

らなくてはならない。それだけに、その毎日毎日が、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ある。 

ゴーダマ・シッタルダーは六年の苦行の末、三十有余年の過去を反省する。一週間の反省ののち、

一切の苦しみというものは自分自身がっくり出し、苦しみから開放されるには、苦しみの原因をつ

くらないようにすればよいことを発見していく。そうしてその後四十五年間、この神理を説き、そ

の神理は後に中国に渡り、日本に伝わった。 

現代は偶像を拝む他力にかわり、信仰は形骸と化している。葬式仏教、観光仏教、学問仏教が今

日の仏教の姿である。 

しかし、人間の心というものは、そうした形骸化されたものでは決してない。 

一秒一秒の生活、心の在り方が信仰であり、勇気をもって修正する己自身にすべてが託されてお

り、悟りの彼岸も、八正道という正道を行じるなかにあることを知らねばならない。 

出産時を思い、悔いのない一生を送られたい。 
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【心行の解説】 

1972-4-15 関西本部定例講演会 

『我今見聞し、正法に帰衣することを得たり』 

このように冒頭に出したのは、人間はすべからく神の子でありますから、正法神理を知った時に

は、現在ただ今から正法にそった生活をしますと宣言しているのです。 

 インドの時代ゴーダマ・シッタルダーは三宝（仏・法・僧）に帰依するという事を教えました。

当時、仏弟子になるには、先ず一週間は最低山中に這入って、人生の一切を反省し、心の中を清ら

かにして、体から後光（オーラー）が出て来なければ弟子としなかったのです。初めてそのような

心の境地に到達した人たちに、先ずプッターを信ずるか、私の教える神理・法を信じるか、お前は

プタストラー僧伽、即ち宗団に帰依するか、の三つを約束させたのであります。 

 人間はもともとその神理にそった生活をする事です。この意味から、まず「我今見聞し、正法に

帰依することを得たり」という事をワザワザ冒頭に書きとめたわけです。正法というものは普遍的

な神理であり、大自然の万物を含めて、永遠に変らない人間の心と行い
．．．．．．．

の在り方を説いたものであ

ります。 

 『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』 

 我々の住んでいる地球を含めて、大宇宙体というものは総て神の体の一部分である。しかも又万

生万物は大宇宙体というものがあるから存在しているのだという事であり、万生万物は総て相互関

係にあり、その作用によって転生輪廻しております。 

 水は蒸発して慈雨を降らし、植物はその水と、二酸化炭素を吸収して太陽の熱・光によって澱粉

や蛋白質や脂肪を作り、動物はそれらを自分の肉体保存のエネルギー源としております。こうして

全体が循環され調和しております。あらゆる万生万物は単独では存在しないのです。 

植物は酸素を吐き出し、そして我々人間は二酸化炭素を出しており、お互いに相互関係を持ちな

がら、万生万物は皆関連しあって生きているのです。人間がいかに万物の霊長であろうとも、植物

の作り出すところの澱粉や蛋白質を作る事は出来ません。他から吸収しなければなりません。その

ように皆相互関係によってこそ、本当に安定し平和なんだという事です。 

 そこでこの地上界の一切の物は転生輪廻を繰り返している、一つの所に止まっている事は出来な

い。どんなに固い金剛石であろうとも、風雨による風化作用でいつかは循環してしまいますし、又

どんな立派な家であろうとも、同じように風化作用を起して朽ちて行きます。皆さまの肉体も、ど

んなに美しい顔をしていようとも、どんなに頑丈な体であろうとも、何時の日かこの地上界の土に

変ってしまいます。そして皆さま自身の魂は、あの世へ行き、永遠の輪廻を繰り返しており、万生

万物総てそのようになっております。 

 『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』 

 大宇宙体というこの大自然界には意識がある、人間の心が不調和になれば、天変地変を起します。

暗い想念によって、その分野は神の光を遮ってしまうからです。 

又地球は生きております。地熱で温泉が湧いたりするのは、地球の内部がマグマと呼ばれる約二

萬度近い高温で、それは最も固い塩基性の物質が溶けあっているためなのです。そのために地球の

内部温度と表面温度の差によって電気変化が起こり、これが地軸磁力のＮとＳを決めております。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166561.html
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このように地球も生きており、大宇宙体・万生万物総てが生きている。この生きているものの中

に意識があるということで、皆さんの肉体を支配している皆さまの魂・意識のように大宇宙にも意

識があるということです。 

 そのような意識があればこそ、その意思にそって大自然というものが調和されているのだ。太

陽を中心として、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星、この九惑星を

初めとして、この外に数万個の小さな衛星群や流星となる微小な天体群などがあり、これらが一糸

乱れず、時間も一秒も遅れる事なく、整然として輪廻を繰り返しております。 

 春になれば若葉が、夏になればそれらが繁茂し、秋には刈り入れがあり、冬には冷却され、その

分野は殺菌されて、又次の春には新しい芽が生えて行くように、自然界の意識があればこそ、その

ような環境が完成されて行くのです。 

『万生万物は、広大無辺な大慈悲なり』 

我々自身が生存出来るという事は、外を見れば植物、太陽の熱・光のエネルギー、そして地球と

いう環境、あらゆるものをただ
．．

で与えられているからです。太陽の熱・光のエネルギーを皆さん計

算してみて下さい。その電気量と熱量は大変なものです。恐らく太陽が皆さまに請求書を出したな

ら、地球上の人は全員が破産してしまうでしょう。 

瓦斯、電力会社に使用料を支払わなければ、まあ二ヶ月も過ぎるとプッンと切られてしまいます。

おてんとうさま様は絶対そんな事はしませんね。これこそが神の愛であり、慈悲であるのです。 

 その愛と慈悲に我々は心から感謝することが必要です。その感謝する心をつい忘れてしまって、

お太陽
てんとう

さんと米の飯は付いて廻るというような考え方を持ってしまうのです。 

我々はそのような大自然の恵みに対して感謝する心は、行為となって人々に対して尽していく、

自分の心を豊かにしていく、そして又、この地上界に再び肉体を持って出てくる子孫たちに平和な

調和された社会を作るための環境を我々が作っていく、こうゆう事が報恩という行為なのです。感

謝する、その事に対する我々は行為が必要なのであります。 

『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』 

大宇宙体は意識そのものである。意識の当体である。そうしてその中心は心だ、神の心だという

事を、私はなぜこのように書いたかと申しますと、私があの世へ行きますと、この地球上と同じよ

うな太陽が出ているのです。私は初めてですから次元の違う人に、太陽が出ているといったところ

が、地球の太陽と、どこか違うところはないかと、このように私は云われまして、よく見れば先ず

植物で、全く地上界の黒ずんだ青さではありません。何時も春先の若芽のように生き生きして軟ら

かく調和されております。この世よりもっと真っ青な空には神の意識（太陽の一番もとの太陽）神

の心がゴールドカラー、金色の軟らかい光を放っております。そして向うの修養所では、イエス様

もモーゼ様たちも、自分の心に神の光を入れる時は、その太陽に向って祈っております。ハハーあ

れが神の意識かなァと思いました。 

あの世には第二太陽のような神の心が大宇宙を照しているのです。その光は万生万物、この地球

上の万生万物にも照らされております。ところが地獄界へ行ってしまうと、神の光は届いておりま

せん。なぜならば、そこに住む人々の心が不調和であり、独善的であり、自我我欲、自己保存、自

分の事しか考えない人々の多い場所であるために、彼等の想念は自らして曇りを作り神の光を遮っ

てしまうからです。 
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 この地球上にも神の光は照らされて、皆さまの心の中にも第二太陽とも言うべき神の意識・心が

光を放って、皆さまに平等に与えております。その平等に与えている光を、皆さま自身の心が調和

されていないと、想念の曇りを作って、光を遮って自らして苦しみの暗い曇りに包まれてしまいま

す。そのように「意識の中心は心なり」というのは、あの世にある神の本当の心、という事でこの

ように書いてあります。 

 そこで「慈悲と愛の塊り」だというのは、自然は我々になんの要求もしないという事です。 

 人間はその環境において、調和された日々の生活をするという事から、心が常に不二一体である。

この大宇宙は神の体であり、神の意識である、これが一体であるという事です。仏教の言葉では、

色心不二という事になるのです。色という物質、心というエネルギー、これが一体だという事です。

色というのは、赤、青、黄、の三原色が何萬色にも変化し、展開されております。皆さまの目に写

る物は総て色彩を持って映じます。「色」とは私たちの眼で確認できる万生万物のことをいってい

るのです。 

皆さんの肉体も色・物質です。此の物質は心と同居しています。そこでこの物質をＭグラムとし、

これに光の積を掛けたもの、エネルギーは質量と光の積の平方に等しい、仕事を為し得る能力が即

ちエネルギーである、色と心は不二一体だという事を仏教では説いております。そのためにエネル

ギーは不滅であり質量は不変だと、このようにハッキリと現代の物理学でも証明しています。

（E=MC2）  

『この大意識こそ、大宇宙大神霊・仏なるべし』 

この大宇宙体を支配しているところの意識・色心不二の、この分野こそ神である、神の心である

といっている訳であります。 

『神仏なるが故に、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』  

 この現象界、我々の住んでいる太陽系、太陽を中心として整然として、九惑星、更に三萬数千個

から成るところの衛星集団、このものを引き連れているけれども、この神の体の大宇宙体から見た

ならば、一つの小さな諸器官にしか過ぎない。地球はそれから見たならば、小さな細胞である。そ

うなれば皆さまは夜空を眺めた時に星が無数にありますが、その星も我々は銀河系宇宙しか見る事

が出来ません。銀河系宇宙の中の太陽系は、ホンノ小さな細胞の神経繊維にしか過ぎないものです。 

 『当体の細胞なるが故に、細胞に意識有り、斯くの如く万物総て生命にして、エネルギーの塊り

なることを悟るべし』 

 エネルギーというものは仕事を為し得る能力だ。万生万物は総てエネルギーだ、このように総て

神の体なんだということです。そのために私たちの住んでいるこの地球は、一つの細胞にしかすぎ

ません。その細胞の中に住んでいる人類はカビのようなものです。 

 皆さま自身の体は、約六十兆から成るところの細胞で、動、植、鉱物のエネルギーを吸収して維

持しております。吸収して出される唾液は小さなバイ菌（酵素）です。その唾液が胃の中に入って

撹拌されて皆さんの血や、肉や、骨になって行きます。このバイ菌から見たならば、恐らく胃の中

はデッカイ宇宙だと彼等は思っている事でしょう。 

 我々は地球という環境に出て来て、宇宙は広いなァと眺めて驚嘆しているように、皆さまの肉体

の中にいる血管細胞一つでも、恐らく彼等はビックリしているに違いありません。彼等も又生命を

持っているからです。このようにして我々自身もこの地球というものも、神の体の中の小さな細胞
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にしかすぎない、細胞なるが故に意識があると、斯くの如く万生万物は総て生命、エネルギーの塊

りであるという事です。 

 『大宇宙体は大神体なるが故に、この現象界の地球も神体なり。神体なるが故に、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、みな此処に集まれり』 

 そこでこの地球という場所も大神殿なのです。皆さまの体も神の子としての分身なのです。とこ

ろが人間はすぐに神に頼りたくなってしまって、ペーパーの紙、糸へんの紙や、或は形作った物を

おがむ等、他力本願だけが信仰のように大きな間違いを犯してしまいました。 

 人間本来、そのような目的で出ているのではありません。神の体であるこの地球上の調和を計る

ために、人類は肉体を持ってこの世に出ているのです。だから手を合せなくとも、心が綺麗ならば

即座にあの世も皆さまの神と称する人々と話をする事も出来るのです。不思議でもなんでもありま

せん。 

 イエス・キリストもゴーダマ・シッタルダーも、神社や仏閣は持ちません。自分の行く場所々々

によって、心の窓を開き、自由自在に実在界（あの世）の上段階の光の天使たちと話をしてきまし

た。 

 何れにせよ、我々はこの大神殿・地球上を肉体舟に乗って調和させるために、九〇パーセントの

潜在意識で自分の過去を全部密閉して、表面意識の一〇パーセントで、人生というものを、しっか

り自分自身を正しく見詰めた正道の生活をして行く修行場所としているのです。皆万生万物の修行

所である。諸々の諸霊が実在界を通して、又地球上の人類の魂も皆この地上界に集まっているので

す。 

 『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』 

 諸霊の輪廻は過去、現在、未来と転生輪廻を繰り返している。これは我々人間に対する使命と目

的を示したのであります。そこで私たちはこの現世において先ず魂の修行をする、しかも神の体で

ある地球上に人間の心と心の調和のとれた平和なユートピアを作る、此の二つの目的を持ち、それ

ぞれの部署により、与えられた環境によってベストを尽し、中道という根本原則を元とした生活行

為の中に魂というものは、どんどん進化浄化されて行きます。 

 『更に、宇宙体万生が、神意に適う、調和のとれた世界を建設せんがために、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』 

 我々は過去から現在、現在から未来へと、皆さまの魂は永遠であって一つも変っていない。般若

心経では、不生不滅、不増不減つまり、生れる事も滅する事も、増える事も減る事もないといって

いますが、ここでは、私たちの魂は永遠に自分自身を磨いて行くのだ、この地上は魂の修行所だと

いう事をいっており、これを皆さまが、悟らなくてはなりません。 

 過去世というのは、皆さまが転生輪廻してきた心の中に記録されている潜在意識のテープレコー

ダー、ビデオテープ。即ち前世で学び、体験されたもの、これを前世といっております。 

 『過去世は己が修行せし、前世、即ち、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・環境一切を含めて、エネルギーの魂りにして、

我ら等生命意識の修行所なり』 
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 （この世）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、（あの世）実在

界の表現体です。即ち大宇宙体を支配している神の意識の現われだといえるのです。 

 この地球上という場所は皆さまの魂の修行所なんだ。盲の人生の中で、貧乏人に生れても、神の

子として、自分がその環境の中から己自身を悟って人生の価値を、そして偉大なる心を豊かにして

あの世へ帰らなければならないのに、人間は貧乏に生れてしまうと、心まで貧しくなって人を恨ん

だり、自分の物足り無さを妬んだりして自分自身というものを失ってしまいます。あるいは又経済

的に豊かな環境に生れてしまえば、その中で優雅な生活をして人生を無駄に過してしまいます。 

 そのように人間というものは、金の高さや地位の高さで、あの世の生活が保障されているわけで

はないのです。皆さまがこの地球上での物質経済やあらゆる混乱した不調和な環境の中から、自ら

のカルマ（業）を修正して、中道を根底にした正しい日々の生活をしたならば、心の豊かな自分を

作り出す事が出来るのです。総ての規準はこれ以外にないわけです。 

 あの世では総理大臣であろうとも、その人が私利私欲、自我我欲の人生を送ったならば地獄へ真

っ逆さまに落ちて行きます。たとえ国家の元首なりといえども、神の子なのです。彼等は自分が望

み、その環境において修行をし、人の上に立つ人間はそれだけ己自身が謙虚で、多くの人々に愛と

慈悲の道を教えなければならないのに、その使命を果さず、己の私利私欲に走ってこの地上界を去

った時、彼等はその間違いを訂正するまで地獄界において反省を強いられます。蒔いた種は刈り取

らなければならないからです。 

 人間は貧乏であろうと、金持ちであろうと、地位があり一国の元首であろうと、皆総て平等に、

神の愛と慈悲の光は与えられているのです。それ故に、たとえ貧乏人に生れようとも、心まで貧し

い心を持ってはいけません。金は生きるための一つの道具にしかすぎないのです。その奴隷から己

自身を開放する事です。 

 『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』 

 我々は、物質経済の万能の唯物的人生観に陥りがちですが、その上に己自身の偉大なる魂を置き

替える事なのです。その時に心というものが、本当にその価値を示し、その偉大さが悟られていく

ものです。 

 まず私たちの心の段階というものは、実在界（あの世）、現象界（この世）を通しまして段階が

あります。心の段階というものは、光の量によって違って参ります。あの世では地獄界の暗い世界

から光明に満たされた金剛界まで、霊囲気の違った世界が作られています。この世で、どんな生活

をしたか――その自分自身の想念と行為の総決算が、自らふさわしい霊囲気に導くということです。 

 この地上界は善と悪とがミックスされております。悪というのは、人間が長い転生輪廻の中にお

いて、作り出した想念と行為、このものによって悪の世界を作っております。それは、この現象界

は、表面意識が一〇パーセント、潜在意識九〇パーセントと五官に頼る盲目の人生ですから、自己

中心的な考え方が支配するようになって、生かされている環境に心を向ける事を忘れ、大自然の恵

みに感謝することなく、自我の道を突っ走って行くのです。それですから、当然、光の量というも

のは、己の調和度によって、その質量が違いますから、その段階の落ち着く先が無数にあるといえ

るのであります。こういうように、皆さん自体の、毎日毎日の生活の無限大な心の中に、自由な心

の中に、皆さんの地獄、極楽の世界は厳然として、現在を基点に未来にわたって存在するのです。 
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 又、私たちの心というものは、丸く豊かで、片寄らない生活をしている人々の身体からは、柔ら

かい黄金色の光が出ています。更に神理を知った生活をして心が綺麗になると、段々後光（オーラ

ー）が大きく成って行きます。此の分野にも如来界、菩薩界、神界、霊界、と光の段階があります。 

 宇宙即我・即ちプッターという悟りの境地に到達した人たちは、後光が大きくなって、大宇宙の

姿になります。そう致しますと、地球や月も自分の手の中にあるのです。つまり悟った者は、心が

調和されているため、心にひっかかりがなく、一切の恐怖心もないから、光明のある、執着のない

究極の悟り、本当のアーヌクタラ・サンミヤク・サンボデーの境地・即ち涅槃の境地、宇宙即我の

境地になるのです。 

 この後光の強い程、調和されている。皆さんの肉体を通して一人一人に後光が出ております。暗

い想念で恨みばかりを持つ人たちは、自らして想念の曇りが出ているために、神の光を遮っており

ます。そこで一番大事な事は、自分の心と行い・思っている事と行う事を神理に照し合せた中道の

道、調和ある生活をしていると、皆さまの心の窓は開かれ、アボロキティー・シュバラー即ち観自

在という状態になって行くのであります。 

 観自在になると我々の原子細胞の肉体が、遥か小さく米粒位になってしまいます。もう一人の自

分の光子体はドンドン大きくなって地球は青かったと宇宙飛行士がいったように、本当に青く真下

に見えます。アメリカを見ようとすればすぐ見られます。どこでも構いません。自分が望んだ場所

ヘサッーと行って見て来ます。 

 なぜならば、宇宙は自分の体の中にあるからです。我々は神の子であり、それだけの力を誰も持

っているのです。そのようにして我々の心が調和されれば、段々後光は大きくなって行きます。こ

れがあなた方のあの世へ帰る時に、この光が強ければ高次元の世界へ、あの世はこの世より精妙で、

オートマチック・コントロールドアーです。自動です。自分から出ている光が無ければそのドアー

は開きません。だから心が綺麗な人はその光の場所に行きますが、暗い人はそれ以上、上の世界に

は行けません。しかし光の天使たちが一緒に付いて行けば、どの段階でも通じます。一方暗い地獄

界へ光の天使たちが行きますと、昼間のように明るくなってしまいます。その時に彼等は神だァ、

太陽だァといっております。彼等にはまばゆくて見えないんです。 

 私が講演中に、私から出ている光が見える人が何人かいるはずです。それは心が調和されている

人には見えるのです。次元の違った光であるからです。 

 ですから、皆さまは毎日の生活に神理に適った想念と行為の実践をして、物に煩わされず、心の

中で正しい判断をした生活をしておれば、誰も心は綺麗になり、神の光によって覆われます。今私

の話を聞いた人たちのテープレコーダー（意識）の中には、皆記憶されております。 

 やがて皆さまは、あの世へ帰る。その時に、善なる心は自分の心に嘘はつけないはずです。人に

は都合が悪ければ嘘をつきますが、あの世では嘘のつけない自分自身の心で自分を裁くのです。こ

の世では、地球上の人間としてのルール、その国としての法律の範囲内にそって、裁判官が裁きま

す。ところがあの世へ帰る時には、裁く事の出来るのは他人ではない、神の子の己の善なる心が、

自分を裁くのです。厳しいのです。情状酌量という事はありません。いわんや執行猶予何年なんて

いう事は絶対ありません。皆さまは自分で犯した罪を、自分のテープレコーダーを、全部チェック

して、皆さまは自分で裁くのです。 

 今私の話をしている神理正法は、皆さまの意識に記録されております。そのためにあの世へ帰っ

て、ひろげたら、その分野だけは違っております。その時に、「ああ彼奴の言ったのは本当だった」

「あの時にもっと真面目に聞いておれば良かった」と、殆んど人はそのように思うでしょう。 
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 私はなぜそれを自信を持って言えるかといいますと、我々は、あらゆる所へ行って神理の講演を

しますが、その時に聞いた人たちの中から、年をとって亡くなって行く人たちがあります。その人

たちの所へ私が行って見ますが、その分野がパッーと光っております。彼等はそこを通して反省し

ています。それですから、心の曇りは晴れて、神の光に覆われます。瞑想的反省は、神の光によっ

て覆われ、心の曇りが晴れてしまう事を発見したのです。そのために、正しい神理を知り、正しい

法を知り、心の中の歪が晴れていった時に、自らして神の光が出てくるからなのです。 

 このような事実は、まず地獄へ行ったか、天上界へ行ったかを調べればすぐ解ってしまいます。

その内に皆さまが、一年、二年、三年と神理を学ぶ過程に、この地上界を去って行く人たちがある

でしょう。その時に皆さまの中から心の窓が開かれて、あの世の通信を入れて話すような人たちが

何人か出てまいります。真剣に神理を聞いた人と、聞かない人の差がハッキリ出てまいります。 

 神理は聞く事により、行う事によって、その光が出てくるのです。いかに私の話を聞いたところ

で、皆さまが実践してこそ、この地上界においても価値が出てくるのです。実行をしなかったなら

ば、これは画餅にすぎません。ボタ餅は矢張り口に入れてこそ味が解るのです。その味は喰わずし

て思案する事は、真に愚かな事です。 

 そのように我々の心は不変的なものであり、心の世界は無限である。そうして実在界を通して心

の綺麗な人たちは、諸々の諸霊が善導して、光の天使たちが皆さまの心の中に調和と安らぎの道を

教えて行きます。そして本当の正しい道は、疑問を持っても、その疑問の解答は教えられ、しかも

又心に引っ掛りが無く丸く調和されて、己自身はより広い魂になって行くのです。 

 『光の天使、即ち諸如来、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

に委ねし処なり。光の天使は、慈悲と愛の魂りにして、あの世、此の世の諸霊を導かん。更に、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』 

 何とか菩薩、何とか如来、或は何とか大明神なんて言われると、もうすでに神様だァなんて思う

でしょうが、残念な事に彼等は神様ではありません。若し神だ！なんて名乗ってきたら動物霊です。

人間は盲で見えないので解りませんが、神だ！仏だ！菩薩だ！と言って出て来る連中は絶対に正し

いものではありません。 

 なぜならば、如来や菩薩たちが出て来る時は、絶対に盲の人生を歩んでいる人々に対して、脅迫

的な観念は与えません。安らぎと調和の言葉をもって、心に光を入れて行きます。だが、日本の神

様はよく霊媒を通して威張って出て来ます。「我こそは何とかの尊なり、信じざる者頭が高い」と

殿様のような態度を示します。そんなものではありません。盲の人生を、自分の可愛いい子供たち

が、この地球上で修行して、厳しい環境の中で苦しんでいる時に、なぜそのように、神は無慈悲な

言葉を使うのでしょうか。愛と慈悲に満ちた言葉で、皆さまの心の安らぎを与えて行くものです。 

 それ故に今後、我こそは稲荷大明神なり、我は何々と出て来る連中をよく見て下さい。まず、そ

の人の家庭、行動等を見る事です。これは可笑しい、と思ったらやめる事です、深入りしない事で

す。一番重要なのは、本当にそういう人たちであるならば、心は綺麗で、人を恨む事も無く、自分

というものをよく知り、家庭も円満で平和です。そうゆう事を確りみてから、正しい目で皆さまは

判断しなくてはいけません。 

 このように、諸天善神というものは、特に稲荷大明神とか、龍王と言われる連中があの世におり

ます。インドの当時は、ナガー・ラージャンと言っておりました。ナガー・ラージャンと言うのは

龍王の事です。ナガーとは動物ですが、動物といえども神の子、万物の霊長に進化するための過程

なのです。万物の霊長たる人類は、神の子として同じ形を持ちながら、闘争と破壊を繰り返し、動

物的本性というものを捨て去っておりません。 
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闘争的な破壊活動、争い、戦争、このようなものは、万物の霊長に進化する過程の動物のやる行

為なのです。こうゆう事を知ったならば、動物霊たちも矢張り同じように神の子なのです。ただ彼

等は神の子としての本性を知らないために不調和な行為をする。そうゆう動物霊たちを、仏教で言

う菩薩界につれて行くまで、神の子としての神理を教える使命を持った者たち、こういう者たちを

龍王といっております。 

 稲荷大明神というのは、そのような動物たちの指導者で神理を教える純然たる神の子人間です。

菩薩界まで進化する魂の浄化する過程において、彼等はその心を自分で身を持って体験して来なけ

ればならないのです。しかし菩薩界まで行く過程で、動物を支配する途中で失敗する者が多い。増

上慢になってしまうのです。神界の上段階の連中が、菩薩界に行く途中、例えば力士であれば、幕

内から小結になり、関脇になり、大関になって行く途中、矢張り相撲取りでも増上慢になりますと

平幕に落ち込んでしまいます。同じです。 

 あの世でも、つい動物たちがチヤホヤしたり、色々手伝いもしてくれます。現象界の盲の人間が、

商売繁盛を願い狐々さんを祭ります。いっ時は感謝もしますが、いつか忘れてしまいます。商売繁

盛に協力した動物たちに挨拶もしない。すると彼等はムクレてしまいます。「何だ商売が繁盛する

ように、一生懸命こっちは、してやったのに俺たちの事を忘れやがる」と必ず文句をいって来ます。 

 やがて動物霊たちは不調和な環境を支配しはじめます。家族に現象が出たりして家の中は混乱し

てまいります。そこで神と自称する所へ拝みにいくと、「貴方の家は稲荷大明神に供養が足りない

から崇っている」といわれ、こんどは一生懸命に、ちがった方法で、拝むようになる。その人たち

は、欲が所詮深いですから、又やり出すのです。やればやる程混乱して泥沼の中へ足を突っこんで

行く。そして最後は、死んだ時には動物界におちたり、人に憑依したり、自縛霊になっていきます。

そうゆうように非常に危険なものです。「触らぬ神に祟り無し」という諺があるように、一つ間違

えば宗教も阿片です。 

 一方、不動明王とか弁財天という諸天善神もおります。弁財天というのは決して皆さまが金持に

なるために協力するのではありません。真の弁財天というのは、中国の四世紀時代に出られた方で

す。それは財は財でも丸い方の財ではありません。皆さまの過去世においてある時は王様の体験を

し、又天文学を学んだ事もありましょう。あるいは貧賎の生活の中で人々から白い目で見られ厳し

い生活をして来た人もありましょう。そのような皆さま自身の内在された偉大なる智慧、心の中に

あらゆる体験を探り出す、このようなものを司り、協力する光の天使を弁財天というのです。 

 不動明王と言われる方は、善なる人々に近寄ろうとする次元の違った悪魔たち、又悪魔の憑いた

人々を、皆さまの周辺から護ってやろうという天使たちなのです。諸天善神とはそのような使命を

持っている人々です。 

 実在界を通して見れば、諸如来、諸菩薩は心の内面を教え、諸天善神と言うのは善なる心の人々

を擁護するために協力している光の天使です。 

 前にもふれたように光の天使が地獄界にまいりますと、地獄界はパァーツと昼間のように明るく

なります。地獄界の者たちは、神が来たあるいは太陽が出て来たとおどろきます。そういう現象を

縁として彼等は自分自身を悟ってゆくのです。 

 然し彼等はこの地球上において神の子としての使命を忘れ去ったために、その原因が結果となっ

て現われたのですから、あく迄もこの地球上という場所を縁としなければ彼等自身は悟れないので

す。地獄界に落ちた原因はこの地球上と云う場ですから、その故に皆さま自身は地獄に落ちている

人たちを救う力を持っているのです。修行はこの地上界であるからです。それ故に私たちはこの地

球という場所においてこそ、亡くなった先祖やあるいは地上界を去る時に執着を持って地獄界にい

る迷える人たちを、救う事が出来るのです。 
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 然し大事なことは自分自身が神理を悟らず、地獄界のような心で彼等にお経をあげたところで、

かえって皆さん自身が疲れるばかりでなく、心の不調和を呼ぶと同時に苦しみと悲しみを更に撤き

散らして行く事になるという事です。本当に先祖に供養しようと思えば、まず自分自身の心を清ら

かにして神理を実践し、そして先祖代々の諸霊に対して模範を示すような生活行為を実践し、神理

を教えていった時にこそ、本当に彼等は救われてゆくのです。 

 諸天善神は皆さま自身の心のそばにおります。魂の兄弟たちも又皆さんの調和と安らぎのために

協力をしております。それを受け取るのは皆さまの日々の生活行為いかんにあると言う事でありま

す。 

 『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

における我等は、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、人世航路

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、生れ出たることを悟るべし』 

 これは当然我々が生れて来た目的と使命というものを明記したものです。 

 『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』 

 皆さま自身は、ややもすると一人で居ると淋しいと思う。然し皆さまの心の中には次元を越えた

魂の兄弟たちや、あるいは自分の達成しようとして努力している目的に対して、実在界の光の天使

たちが常に皆さまの心の中に働きかけて協力しているという事を知るべきです。決して淋しいもの

ではありません。 

 むしろ実在界にいる人たちの方が、盲目で修行して己自身の心の窓を開いたならば、彼等自身が

いろいろの力を出す事が出来ます。その時私たちは偉大なる自分の心こそ、総てであるという事を

ハッキリと解ります。このように善導される我々の心は「己自身に忠実なることを知るべし」とい

うように、皆さまの心は人には嘘はつけても自分には嘘がつけないように、これこそ神の子たる絶

対なる証拠なのです。 

 やがて皆さまがこの地上界を去る時には、皆さま自身の為した想念と行為、思った事と行った事

の一切を、皆さま自身の善なる心が裁くのです。その時は厳しいのです。情状酌量というこの地上

界における裁判のようなことはありません。一切は自分の善なる心が厳しく己自身を裁くために酌

量の余地はありません。己の善なる心に人は嘘はつけないのです。その嘘のつけない己自身という

ものを、正直に毎日の生活の中に活かしたならば、この世の中はもっともっと調和されてゆくはず

です。 

 『然るに諸々の衆生は、己の肉体に意識、心が支配され』 

 という意味は皆さま自身の目で見たもの、耳で聞いたもの、それを肉体の舟だけで判断してしま

って、肉体の船頭さんである魂、そしてその中心である心に何の相談もしないで、つい私たちは五

官でとらえたものを即座に想念に作用し想念に作用したものが、自分に都合が悪いとすぐ感情にな

って出てしまったり、あるいは自分自身が学んで来た、いろいろな人生体験を通して判断して逃げ

ようとしたり、あるいは逆な言葉で返してしまう。 

 五官でとらえたものは即座に皆さまの想念に這入り、この中でじっくりと自分自身の本能や智性

や、感情や理性というもので、噛み砕いて皆さま自身がはっきりと判断出来るならば良いのですが、

自分に不利益な問題を第三者から聞かされると、我々の耳を通して想念が即座に感情となって、相

手を誹謗するような言葉になって出てくる事になります。そうなってしまうと心の中に噛み砕いて

正しく判断する事が出来なくなってしまいます。 
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 そこで我々はたとえ自分に不利益で誹謗された問題があっても、自分の心の中で第一に、「なぜ

私はそのような事を云われるのだろうか、相手はなぜ私にそのような事を聞かせるのだろうか？」

「なぜなぜ」とその問題を追求しなければいけません。 

 それを、あく迄も心の中で中道を通して、自分自身を第三者の立場に立ってしっかりと眺めた時

に、その原因があるなれば素直に「ああ私が悪かった。今後修正しますから」と言えば、心の中に

一杯詰め込まないで済むのです。それを私の立場が立たない、あるいは面子が立たないと自分流で

心にもない事をやってしまって、更に苦しみを大きくしてしまうのです。 

 人間は素直に成らねばなりません。我々は聞いた事、見た事を心の中で感情を入れずにしっかり

と正しく判断した時に、人間は皆必ず正しい判断が出来るのです。それを自分の心の中で分解もせ

ずに、一概に判断してしまって、心にヒズミを作ってしまう事は、その人は毒を喰った事になるの

です。それは自身の想念が曇を発して神の光を遮ってしまうのです。そこで八正道の中において「正

しく見、正しく語る」というのは、あくまでも中道という大調和を根底にされた神理を中心に、己

自身を判断しなければならないのです。 

 『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』 

 末法の世の中になりますと心の規準というものがなくなります。では正しい判断をするのにはど

のような物差しによって計れば良いか、それは八正道なのです。心を丸くするには八正道以外には

ありません。常に正しく見て、自分の心のどこにヒズミが出ているかという事がはっきりと解って

来れば、生活の中で間違った事は行われません。少くとも私の話を二回～三回聞いている人たちは、

物事に対して即座に理性が働きます。現象が起れば、これは善い事であろうか、悪い事だろうかと

いうブレーキが掛ります。しかし神理を知らない人たちはこのブレーキすら持合せがないのです。

皆さまが日々のテレビのドラマを見ても物の見方が変って来たはずです。それが当然なのです。日々

の中に我々は心の普遍的なことを知り、常に安らぎと調和という習慣を、己の心の中に作っていっ

た時、皆さまはより調和された光の世界に心は進化してゆくのです。 

 『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』 

 というのも人間は死ぬのが恐い、そして年を取るのも、病気をするのも総て苦しみだ。しかし人

間はその苦しみがあるだけに修行が出来る。そしてその苦しみから解脱出来るのです。私はその苦

しみを解脱する道を説いているのです。 

 苦しみを解脱する道は、己自身が足る事を知った正道の道を行じて心が浄化されてゆけば、皆さ

ま自身はあの世に帰る自分の道ですら行って見る事が出来るのです。そうなれば現在持っている肉

体は、人生航路を渡ってゆくためのただの乗り舟であって、あの世に帰る時には又新しい肉体を持

って、あの世へ帰る自分の生活環境を見届けて来る事も出来るのです。そういう事がハッキリと判

れば死ぬという事もこわくはありません。 

 恐い原因は執着があるから恐いのです。その執着というものを我々は生活行為の中から、一つ一

つ取除いていった時に、皆さまはより広い大きい心に進化してゆくのです。そこで生老病死の苦し

みの原因は総て自分が作り出している。「その原因は煩悩なり」と書いております。 

 前述したように煩悩は眼、耳、鼻、舌、身、意の六根が総てである。この六根の調和は常に己の

心に問う事であります。すなわち、 

 『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。己の心に問う事は、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』 
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 皆さま自身が自分の為した想念と行為というものを、しっかりと八正道の物差しで反省した時に、

反省によって心の曇を晴らすことが出来るのです。これが禅定です。朝から夕方迄何をして来たか、

人を恨まなかったか、自分の都合だけを考えなかったか、主人に対してぞんざいな口をきかなかっ

たか、このように一つ一つを正しく反省した時に、皆さまの心の引掛りは無くなって行きます。心

の曇がなくなりますから神の光によって覆われます。 

 我々の心は一念三千、自在に変化をしますが、常に正道という状態に己の心を戻すこと。摩訶止

観と言って中国の天台智顗というお坊さんが発見をして居ります。止観というのは、己自身の心を

止って見る、これは反省ということです。 

 人間はこの地上界に出てしまえば僅か一〇パーセントの表面意識で修行をしているために間違い

を犯すのです。しかし「過ちを改むるに憚ること勿れ」、間違いを犯すから修行が出来るのです。

一歩下ってその間違いの原因をしっかりと究明して、二度と間違いを犯さないように生活すること

が大事なのです。私たちは孤独ではないんだ、魂の兄弟たちがいるんだ、即ち 

 『己自身は孤独にあらず、意識の中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、更に反省は、己の守護・指導霊の導きを受けることを知るべし』 

 皆さまにはそれぞれ守護霊がいるんですから、皆さまの心が更に調和されてくれば、守護霊自身

が姿を見せる事があります。それは日本人である場合も又外人である場合もありますが、守護霊は

必ず皆さまのために協力しているのです。守護霊というのは皆さまの魂の兄弟たち、あるいは又皆

さまに関係のある友達がいろいろと協力してくれます。私の守護霊の何人かは、指導霊として人々

についている場合があります。また仕事の内容によって守護霊、指導霊は違って参ります。この様

に皆さまは守護、指導霊の導きを受けているのです。   

 『六根あるが故に、己が悟れば、菩提と化すことを悟るべし』 

 と言う事は、我々は煩悩を縁として、その苦しみから解脱することが出来るのです。 

 この菩提というのは、たまたま、ゴーダマ・シッタルダーが大きいピパラーという大木を背景と

して、その場所でもし悟れなければこのまま死んでしまおうと、一切の執着を断ち切って、一週間

目についに宇宙即我、色心不二という己自身の神理を悟ります。そのために悟りの意味を菩提樹と

いう木になぞらへて、中国においては菩提と化すと言ったのです。眼耳鼻舌身意という六根より生

ずる煩悩が菩提と化すことが出来るのだという事です。 

 ややもするとこのために私たちは間違いを犯す。しかしこの間違いを二度と犯してはならないと

いう事です。私が言っているのはこの意味です。 

 『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』 

 神仏の大慈悲に感謝する。所謂太陽の熱・光のエネルギーを無償で神が与えている。その結果が

地球上の樹木や草花を咲かせ、又我々の生活環境のためにその物を与えております。このような慈

悲と愛に対し、ただ有難う御座居ますでは困ります。ただ感謝だけでは一方通行です。報恩という

行為が必要なのです。 

 報恩という行為は、人のため、社会のため、人類のために、経済力のある人は経済を以て、体力

のある人は労力を以て、あるいは私の家を使って下さい、米が沢山あるから米を使って下さいと、

このように自分の出来得るものを以て気の毒な人たちに愛の手を差しのべる、これが感謝と共にな

すべき報恩の行為なのです。それを私たちは忘れているのです。 
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 インドの当時ゴーダマ・シッタルダーは善き友を持てと教えました。善き友というと殆んどの人

は、自分の都合の良い時だけ協力してくれる人を善き友だと思って居ります。これを善き友と思っ

たらとんでもない事です。善き友というのは、お互い苦しい時に助け合い、相手が苦しい時にはそ

のために協力を惜しまず、心と心とが結びついた、このような人たちが本当の善き友なのです。や

やもすると私たちの善き友と言えば一方通行の善き友であります。そのようなものでなく、お互い

のために、調和と安らぎのために、又平和な心を作るために、このような環境が必要なのです。 

 『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』 

 我々は肉体先祖を通じてこの地上界の環境に舟を頂いた。それに感謝する心は親孝行の行為にな

ってくるのは当然の事です。最近自分の主義主張のために親の言う事も聞かず、自殺をした例があ

りましたが、このような事は一番の親不孝者です。 

 我々はそういう事であってはなりません。両親に対し育ててもらった事に、ただ有難とう御座い

ますではなく、経済的にも、精神的にも又肉体的にも、いろいろな角度から親孝行をしなくてはな

らないはずです。若し親不孝ばかりしていて、この地上界を去って、今度「お父さんになって下さ

い」と頼んだ時「あの時大分、親不孝をしたからお前なんかの親にはなってやらないよ」と断わら

れます。そういう事を考えたら余り親不孝をしない方が良いと思います。 

 『肉体保存のエネルギー源は、万生を含め、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』 

 皆さま自身肉体保存が可能なのは、動物、植物、鉱物というエネルギーがあるから出来るのです。

そのエネルギーに対して感謝する心を忘れてはならない。その理由は、たとえ米粒一つにしても、

彼等は命を投げ出して人類の血や肉や、骨と成る事に彼等自身の修行を持っているのです。それ故

に動、植、鉱、というエネルギーに対して感謝することとは、粗末にするなということです。それ

をあり余っているから、これぐらいはいいだろうと無駄にする。感謝する心があるならば、そのも

のを粗末にしないようにすることが第一だということです。 

 『日々の生活のなかにおいて、己の魂を修行すべし。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』 

 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

仏の加護をうけ、魂の修行をかさねてゆくべきでしょう。 

 『己の肉体が苦しめば、心悩乱し、我身楽なれば、情欲に愛着す。苦楽は共に、正道成就の根本

に非ず、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』 

 肉体と精神というものは、通常は不離一体です。それ故に、肉体が痛むということは、肉体に密

着している光子体が痛むということであります。肉体と光子体は神経繊維によってつながっており

ます。神経の通らない肉体は、単なる「モノ」にすぎないのです。戦場や交通事故によって、腕や

足の神経組織が寸断されたりした場合、その腕なり足は、外傷を受けても、痛くもかゆくもありま

せんから、やがて腐って役に立たなくなってしまいます。また、足や腕を切断して義足や義手をは
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めていながら、その義足や義手の部分がムズかゆいことがあります。これは肉体はなくなっても、

光子体の足なり手なりの部分は切断されていないということなのです。 

 人間には、このように光子体という、もう一つのボデーを持った意識体というものがあって、そ

の意識体が肉体を動かしているのであります。このように人間は肉体と精神とを切離して考えるこ

とは不可能であります。肉体的な苦痛は精神的苦痛につながってきます。それは肉体の苦痛が光子

体の苦痛であるからで、肉体の健康な時は光子体の健康を意味しているのであります。 

たとえば、ある仕事をなし遂げるために、肉体を酷使して、毎日夜の二時、三時まで仕事に精を

出したとしましょう。気持が張りつめている間はあまり疲労は感じないでしょう。しかし肉体には

個人差はあっても、その肉体を維持する最低の条件があります。こういうことを続けていると、そ

の人は病気という結果をうみ出してゆきます。肉体には運動と休息というものが必要なのです。も

ちろん精神も一緒であります。こうした原理・原則を無視して、心が先走って肉体を酷使すれば、

弾性の限界をはみ出し病気という結果を招いてしまうのです。 

 また反対に、肉体保存にばかり、意をそそいで、精神活動をおろそかにしてゆくと、精神の進化

はおくれて、肉体も退化してゆくのです。運動もせずに、暖衣飽食をしていると、肉体に抵抗力が

なくなり、ちょっとした風邪をひいても、大病を誘発するようなことになります。 

 適度の精神運動と適度の肉体運動は、健全な精神と肉体を保ってゆく上に、必要欠くべからざる

ものであります。 

 また人は環境によって、物の見方も、性格、心の持ち方もかわってまいります。経済的に非常に

苦しかったり、逆に非常にめぐまれた環境の中にあると、人間はどうしても自己を発見するという

ことがむづかしいものであります。金がたくさんあるとつい好き勝手なことをし、反対に貧乏をし

て明日のパンにも事欠くような状態であると、人のことなど構っておれなくなってしまうのです。 

 ここで中道というものが大事なことになってくるのです。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。 

 『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。斯くの如き、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』 

 中道の道を歩むために、では具体的にどうずればよいのか、それには中道の目的を適える八正道

しかないのであります。 

 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、

そして基礎的な部分を占めています。煩悩という迷いが生ずるのは、見たり、聞いたり、話したり

することが多いからおこるのであります。私は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。  

 「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、義務と責任を果す

ことです。 
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 「正しく生活する」とは日常の生活のことです。現在の環境、立場、そして生きていられる、そ

のこと自体に感謝することです。物一つ求めるにも、多くの人々の労苦があり、助けがあり、太陽

や水の自然の恵みという保護があるのです。正しく生きるには、まず六根に左右されない自分をつ

くってゆくことです。それには自分の短所、長所を正しく見つめ、短所を修正し、長所を伸ばして

ゆくことです。 

 「正しく道に精進する」とは、主として人と人との関係であります。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下に結ばれているのですから、我欲にもとづいた自己主張を

せずに、愛・調和ということを目標に、毎日の生活を送ることであります。 

 「念」の正しい在り方は、中道に適った調和を目的としたものでなければなりません。念という

ものは、たいてい自己の欲望をもととしたものが多いのです。それゆえに、欲望は際限なく発展し

てゆくものですから、やがては人と人との調和を欠くことになってきます。欲望はこれでよいとい

うキリがありませんから、常に足ることを知った生活、祈る心を忘れないことが必要なのでありま

す。 

 最後に「正定」ですが、これは反省です。これまでに述べた七つの規範というものに照らしてみ

て、今日一日の自分の想念と行為に、行き過ぎた点はなかったか、また気遅れがして善事が出来な

かったというようなことはなかったか、このようなことをふりかえって見て、正しくないことがあ

ったら明日からそれを改めるということです。 

 反省の重要な点は、ただ単に、ああ悪かった、ああよかった、で終ってしまうのではなく、悪か

った点は明日からは、それを二度三度繰り返すことなく改めてゆくことであります。反省は行為に

移してこそはじめて意義をもつものです。意義とは、精神と肉体がまず健全になり、家庭の調和、

職場の調和、そして社会の調和につながってゆくことを意味するのであります。正定の基本はまず

反省にあることを肝に銘じて下さい。 

 このようにして、人間の日常生活も、こうした正しい法というものに乗った生活こそ大事なので

す。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。 

 正しき行為は、正しい結果として、その人の人生、健康環境を整えてくれます。大自然の運行が、

これを如実に示しております。狂いのない自然の運行があればこそ、私たち人間は、この地上で生

活をしてゆくことが出来るのであります。 

 神仏は存在しております。存在しないと見るのは、心を正しく見ることの出来ない人の言うこと

なのです。心を素直に、正しく見ることができて、その心で想念と行為を正すように努めるならば、

神仏は誰彼の区別なく、その前に現われます。神仏は決して沈黙を守っているのではありません。

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あります。 

 三昧の境涯は、人が心をとり戻した時、すなわち、神仏の心と己の心が調和された時に、心の安

らぎという、無限のひびきをもってつつんでくれるのであります。 

 正法は誰のためでもなく、それは、皆さま自身のためのものであるということを、よく理解して、

日常の生活の中に実践をしていただきたいのであります。 
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【般若心経 解説】 

ＧＬＡ誌１９７２年８月号 ～ １９７３年１０月号 掲載 

序文 

 一般に伝えられ、難解といわれている「般若心経」について解説してみたいと思う。般若心経は

文字にして全文二百七十六文字からなる。文字こそ少ないが、そのいっている神理は人間の悟りを

説いている。 

 「悟り」とはどういうもので「悟る」と人間はどうなるかを、二百七十六文字で語っている。悟

りの状態を言葉で表わそうとすると、どうしても無理がでる。受け取る人によって違ってくる。そ

れだけに般若心経の解説は、これまでも結構行われてきたようだが、その真意を伝えているものは

少ないようだ。 

 般若心経を書いた人は中国唐時代の僧、玄奘（げんしょう）である。六世紀の頃、インドに渡り、

霊場、仏典を求めて各地を行脚した。かくして、今から二千三百年ほど前に、梵語によって書き遺

された仏陀の教え大般若経を漢訳し、要約したのが「般若心経」である。それだけに、神理を伝え

ている。 

 ただ漢文は表現がオーバーで、ややもすると事実を誇張する傾向があるようだ。いずれにせよ、

この経文は、人間の悟りを説いたものであり、数ある経文の中でも、ひときわ際立っているといえ

よう。 

摩訶般若波羅蜜多心経 

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舎利子 

色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舎利子 

是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 

無色声香味触法 無眼界 乃至無意識界 無無明 亦無無明尽 乃至無老死 亦無老死尽 

無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故 菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 

無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃 三世諸仏 依般若波羅蜜多故 

得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪 

能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪 即説呪日 

羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶 

般若心経 

摩訶般若波羅蜜多心経（まかはんにゃはらみたしんぎょう） 

 摩訶（まか）とは、古代インド語のマーハーの音訳である。マーハーとは、偉大なとか、大いな

るの尊称の意味に使われている。仏弟子である目連（もくれん）のことをモンガラナーといったが、

天眼（てんがん）が優れていることと、同一の姓が多かったため、大目連、つまりマーハー・モン

ガラナーと尊称していわれた。またゴーダマ・シタルダーの義母を弟子たちはマーハー・パジャパ

ティーと呼んでいた。 

 般若（はんにゃ）とは、仏智のことである。魂の転生輪廻の過程において体験し、学んで得たい

わば智慧の極点であって、その極点が意識の中に記録されているのである。 

 人の一生は五十年、百年ではない。何億、何十億もの人生経験を経て、現在ある。その経験から

学び取った智慧が意識のなかに収まっている。それ故に、無為徒食（むいとしょく）した者に、そ

うした意識が収まるわけがない。最善をつくし、その一生を努力と奉仕のなかにあった者の善知識

が記録されているのである。 
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 医学を学ばないで医術を施すことはできないのと同じように、意識の記録は、現象界で学んだこ

と、経験して得た人生の正道が収められているのである。もちろん、それだけではない。私たちの

人生は、この世だけではなく、実はあの世もある。あの世でも修行があるのである。あの世の修行

は長い。千年、二千年である。ただこの現象界の利点は、玉石混淆（ぎょくせきこんこう）の世界

だけに、数多くのことを、同時的に学び得ることができる。したがってあの世の十年は、この世の

一年で足りよう。何れにせよ、そうした人生経験から得た知識、善知識が意識のなかに記録されて

いる。人生の記録だから正道に反した想念と行為についても記録される。それだけに、それが業（か

るま）となって同じところを行きつ戻りつする魂も出てくるわけだ。 

 人間の意識には表面意識と潜在意識がある。過去世の記録は潜在意識のなかにかくされている。

偉大な発明発見が、最善の努力を重ねているうちに、思わぬ結果となって生まれてくる。新しいア

イデア、あるいは人生の危機を回避できた発想というものは、ほとんどが、潜在意識の作用による

ものである。般若の智慧は、こうしたものも含めて、いわば最高最智の智慧であり、その仏智は、

正道を悟ることによって、潜在意識と表面意識が調和されたときに生じてくるものである。般若の

智慧については後で詳述する。 

 次に、波羅蜜多（はらみった）であるが、これはバラモン教典のパラミターがその原語である。

パラ（波羅）とは到着するという意味であり、ミター（蜜多）とは、この場合智慧ともいい、通常

は彼岸という風に解釈している。 

 二千五百有余年前のインド、それも中インドでは蜂蜜は貴重品であった。蜂蜜は栄養価も高く、

容易に口にすることができなかった。そのため仏陀は説法の際に、蜂蜜を例にとって、波羅蜜多の

説明をしたのである。すなわち、智慧とは蜜の一杯つまった最も栄養価の高い至上のものであり、

これを得るには正道にそった生活行為しかないということを説いたのである。 

 このように彼岸は智慧の宝庫を指しているわけです。「彼岸」がある以上「此岸」がある。此岸

とは業生の世界であり、彼岸とは業生を解脱した悟りの境涯をいう。 

 ところで、バラモンの経典はイグヴェダー、ウパニシャドを中心として成り立っている。バラモ

ン教は長い歴史を持っており、その発生は約四千余年の昔にさかのぼる。バラモンの教えはエジプ

トから伝わり、インドで教典化された。一万二千年前のアトランテス時代のアガシャーより伝えら

れて、のちエジプトで神理が説かれたのは今から約四千二百年ほど前にさかのぼる。クレオ・パロ

ーターやアモンという人々が説いたものである。モーゼより以前である。バラモン教典の中身はそ

れだけに神理が書かれており、観自在菩薩についても触れている。本来、バラモン教は、クレオ・

パローターが説いたその神理を教典としているのだから、教典そのものには過ちが少ないが、月日

が経つにしたがって形骸化され、階級制度がバラモン教を支配するようになってしまった。仏教が

二千五百有余年後の今日、哲学となり、学問になった。僧侶の世界はいつしか階級制度が取られ、

檀家や寺院を維持するための職業と化している。 

 しかし、仏典の中身は、この般若心経にしても仏陀の説法が説かれているのであり、間違いは少

ないのである。ただ、古代インド語が漢文になり、その漢文も音訳が多いために、漢字の意味と事

実との間がかなりの隔たりがあって、ますますその真意が解らなくなってしまったことは否定でき

ない。ともかく、こういうように、バラモンの教典そのものは、神理を説いているが、今日の仏教

と同様な経過を辿（たど）っていったのである。 

 心経（しんぎょう）とは、文字通り、心の経である。経とは梵語のストラーを翻訳したもの。そ

の意味は心の核、つまり核心ということになろうが、心という言葉ほど掴（つか）み難く、それで

いて今日、これほど簡単に使われているものも少ないようである。吾人はよく心の調和を口にする

が、それだけに現世の人間関係は不調和であり、それを願う気持ちが大きいといえる。しかしなが

ら、心の実体、実相というものを知らずして、それを願うことは不可能ではないだろうか。 
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 では、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。 

 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。 

 霊媒者は世界各地に散在している。霊媒とは、あの世の霊が霊媒者の意識と肉体を借りて、もの

を語ったり、物品を移動したり、念写をしたりする人のことである。物理的には到底考えられない

ことが、霊媒を通すと、それができるのである。その状況は奇術か手品に似ている。ところが奇術

や手品は、チャンとした仕掛けがある。その仕掛けを覚えれば誰にでもできる。が、霊媒現象はそ

うはいかないのだ。万事、あちらまかせだからである。 

 しかし、そうした非物理的（この世から見た場合に）なことが可能であるという事実は、三次元

以外の次元のちがった世界が存在し、その世界からの働きがあるからできるということがいえるの

である。霊媒者の背後には、必ず、一人ないしは数人の霊人が立っている。次元の低い霊媒者には、

動物霊が姿を見せている。そうして、こうした背後の霊が、灰皿を空中に浮かしたり、本人が語れ

ないようなことを語ったり、念写を実現させている。現実にまったく無いものを生み出す物質化現

象については、霊媒者の意識が高くないとできないものだ。 

 物質化現象は、ある意味では物品移動に相違いないが、他の天体の物質を、地球の物質に変え、

現わすことだってできるのであり、こうしたことは低次元の霊にはできないことだ。物品移動は、

家のなかである物を、Ａ点からＢ点に移動させる、家の中から百メートル離れたある地点に移動さ

せることである。こういうことは動物霊でもよくやるのである。何れにしても、こうしたことは、

三次元的物の見方では考えられないことであろう。 

 しかし、こうした実験は、アメリカ、イギリス、フランス、インド、日本でも、霊媒と称する人

を通して行われている。問題は、こうしたことができても、その客観的説明になると、現在の科学

ではまだそれは不可能に近く、霊媒者という特殊（本来そうではないが）な人でないとできないと

ころにあるようだ。しかし、だからといって、あの世に霊が存在しないといい切れるものではない

のである。 

 アインシュタインの相対性原理以前の宇宙像は、宇宙は二つの異なった要素、つまり物質とエネ

ルギーをいれる容器であるというものであった。ところがアインシュタインは、質量とエネルギー

は同等であり、物質はエネルギーの集中したものであるとみたのである。 
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 物質が質量を持たずに光速で走っていれば、それを幅射とか、エネルギーと呼ぶことができよう

し、反対にエネルギーが凝結して別の形をとれば、これを物質と呼べるようになったのである。こ

の理論によって、光、熱、音、運動などについても同様にエネルギーと呼ばれるようになった。物

質とエネルギーはこのように同一の要素からできているが、同時に、エネルギーそのものは永遠に

して不滅なのである。 

 よく引き合いに出すが、水の性質がこれを最もよく物語っている。氷も、水も、ともに物質であ

り、前者は固体として、後者は液体として人間の視覚にはっきりとらえられる。ところが熱粒子に

あたためられると、氷や水はやがて、気体となって蒸発してしまう。目に見えなくなってしまう。

しかし蒸発した水が無くなったかというとそうではなく、天空高く舞い上がった目に見えない水滴

は、天空で冷やされ、雨や雪となって落ちてくる。つまり、地球上の水の質量は、こうした循環を

繰り返しながらも、決して、減ることも、増えることもないのである。 

一切の物質は、このように時にはエネルギーとして空中に存在し、そうして、さまざまな条件の

組み合わせによって、動、植、鉱の物質として生まれ変わっている。こうみてくると、物質とエネ

ルギーは形を変えた不滅の連続体としてとらえることができるであろう。連続体とはつながってい

ることを意味している。アインシュタインは、天空に広がる大宇宙を、時間と空間とからなる四次

元の世界として、これをながめている。 

 物質の実像は、四次元にあって、はじめて、実在性を伴うとしている。たしかに、大宇宙を三次

元の主観的な空間としてとらえるだけでは、明滅する星の距離も判らず、客観的な実在性も伴って

は来ない。ただ、空間に、物が、在る、ということにすぎない。そこで、これに一つの次元の時間

を加えることによって銀河系は、はじめて、その全貌を現わすことができよう。すなわち、秒速五

万六千キロの早さで、無限の彼方に遠ざかる巨大な星雲、五億光年も離れた島宇宙のきらめきをキ

ャッチする望遠鏡にしても、時間という測定単位が加わることによって、宇宙の生命、星雲の実体

というものが認識されてこよう。 

物が運動するとは、時の経過を意味している。時間のない運動はあり得ない訳である。その意味

では、時間は、物体が点から点に移る連続体として、これをとらえることもできよう。 

 私たちの肉体と意識についても、さきほどの物質とエネルギーとしてみることができるし、人間

がこの地上に存在するということは、そのこと自体、そのまま、四次元の世界を形成しているとい

うことがいえる。過去、未来という時の流れのない人間がもしあるとすれば、それは死した化石に

すぎないといえるだろう。 

 何れにせよ、私たちが、現在、肉体を持って、地上に存在するということは、存在する以前に自

分があったであろうし、肉体は死しても、エネルギーは不滅の法則通り、自分自身は、なおも存在

し続けるものである。 

 人間以外の他の物質が、エネルギーにとってかわって時間の流れにそって、永遠に生き続けると

いうのに、人間だけが、「死して灰（なんにもなくなる）になる」ということはあり得ないではな

いか。人の存在はそのまま四次元を形成し得ることは、実は、重大な意味を持っている。 

 四次元がある以上は、五次、六次元もあるわけであり、そうした連続体の中に、人は呼吸し続け

ている。この点については、後でまた詳述したい。 

 ここで述べたいことは、肉体と意識、肉体と魂が次元を異にしながらも、同時に存続し、肉体が

大気に還元される（死ぬ）時には、人の魂はその肉体から抜け出し、なおも生き続けているという

ことである。 
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 現代の科学が、人間の死後の生活や魂の存在を認めようとしているのに、その一方では科学がこ

れを否定してくれると思われているところに、問題がある。科学者は科学する心を広めれば広める

ほど、生命の驚異に畏敬の念をいだく。これを逆にいえば科学を学ばない人ほど、生命を軽んじる

ようである。魂の存在は、以上の簡単な説明でも容易に理解されると思う。 

 魂は、肉体舟を操るところの、己の意識である。個性を持った意識である。したがって、その魂

は千差万別であり、成仏する魂もあれば、迷える魂も出てくるわけである。そうして、その魂を魂

として機能化させているものが心なのである。 

 心は、魂の中心にあって、魂を永遠に生かし続けているものである。心経とは、その心の教えな

のである。 

観自在菩薩（かんじざいぼさつ） 行深般若波羅蜜多時（ぎょうじんはんにゃはらみつたじ） 

照見五蘊皆空（しょうけんごうんかいくう） 度一切苦厄（どいっさいくやく） 

舎利子（しゃりし） 

 この意味は、一般の立場からみると、その行（生活行為）が深まっていくと、五蘊（色、受、想、

行、識）は皆空なり、と観ぜられ、一切の苦厄から離れることができる。即ち、波羅蜜多（彼岸）

の般若（無限の智慧）、観自在菩薩の境涯に至ることができる、ということになる。 

 観自在という言葉は、ヴェダーやウパニシャドの経典に「アポロキティ・シュバラー」として載

っており、その意味は、過去、現在、未来の三世を自在に見ることのできる超能力のことである。

ところで、ここでいっている観自在菩薩は、仏陀を脳裏に描きながら、仏陀を指していっているの

である。 

 このため、その解釈は、大分違ってくるのである。仏陀が、般若の智慧をもって行じる（法話）

時は、五蘊（五官六根）に迷う衆生は、その迷いからさめ光明世界（皆空）に、第一歩（度一切苦

厄）を印することができた、ということになるのである。 

 さて、行深般若波羅蜜多について考えてみよう。いったい般若の智慧は、どうすれば得られるか、

深く行ずるといって、何をどう行ずればよいのか、と誰しも疑問をもたれるであろう。ふつう「行」

というと、厳しい肉体行を考えてしまう。 

 二千五百余年前のインドでも、肉体をいじめることによって、悟れると考えられた。バラモンも、

ヨガも、拝火教にしても、必ず、厳しい肉体行がついて回った。釈迦の弟子のなかにも、色情の心

を絶つために、肉体の一部を切り落とした者もいたほどであった。しかし、肉体の一部を切り落と

しても、その想念が色情に包まれていれば、意味がない。肉体は、悟りの大事な因子であり、これ

が損なわれれば精神も不健康になってくる。 

 肉体と精神というものは、現象界にある間は、不可分の関係にあって、どちらも大事にしなけれ

ばならない。もちろん、正道を知って、自分の意思なり肉体を試す意味での肉体行は、決して悪い

ことではない。しかし、正道を知らずして、肉体遠離の考えだけで、悟れると思ったら、大間違い

である。行者の末路が尋常でないのも、正道を知らずして空観のみを求めるために、魔に侵される

からである。 

 「行」とは、生活である。調和をめざした生活行為を「行」というのである。大自然は調和され

ている。そうして永遠の調和をめざして、春夏秋冬の「行」を行じている。正道は、こうした大自

然の「行」を教典として成り立っており、生活行為を離れては「行」は存在しないのである。 

 弦の音は、強くしめれば糸は切れ 弦の音は、弱くては音色が悪い 

 弦の音は、中ほどに締めて音色がよい 弦の音に合わせて踊れ 踊れや踊れ 
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この唄を耳にしたとき、ゴーダマ・シッタルダー（仏陀）は、過去六年の肉体行に決別した。中

道こそ、人の道であり、自然に即した生き方である、と悟ったのである。 

 この唄をきいてから、ゴーダマは生臭い牛乳も口にした。これをみた五人のクシャトリヤは、ゴ

ーダマは「行」を捨てたといって離れてゆく。しかしゴーダマは、その信ずるところにしたがって、

その後は、栄養になるものは、何でも口にした。そうして、骨と皮とになった肉体の回復をはかっ

ていった。 

 中道とは、調和であり、右にも、左にも偏しない想念と行為である。すなわち、正しい想念行為

（八正道）が、弦の音色をよくすることを知ったのである。 

 このように中道の精神は、肉体と精神、あの世とこの世についてもいえるのであり、五官六根に

執着した肉体保存のみの考え方では、人間は悟れないのである。勿論、あの世については、普通は

分からない。しかし、肉体と精神というものが個々バラバラには存在していないし、両者のバラン

スのとれた状態が、もっとも気分を爽快にし、能率を高めるとは、誰しも経験するところであり、

そうしたバランスのとれた状態を続けることによって、やがて、その奥にかくされた、あの世とこ

の世の関係というものが、明らかにされてくるのである。 

 観自在の心は、こうした正道に適った生活、反省による日常生活のバランスと執着を絶つことが

大きな前提としていることを、ここではいっているのである。 

 ここで執着について考えてみると、大抵の人は、執着を絶てば、人間は生きていけない、と思っ

ているようだ。ところが、生きる、ということと、執着とは、次元の異なった想念なのである。執

着とは、とらわれであり、生きるとは、調和なのである。 

 とらわれとは、これは俺のものだ、俺はこれこれのことをした、あの子は私のものだ、金が全て

だ、地位が高ければ肩身が広い、といった想念である。こうした想念が自分を支配してしまうと、

その自由な心を自分がしばってしまい、苦しみが始まる。腹を痛めた子が側にいないと悲しいし、

地位が低いと肩身が狭く感じてくる。 

 自分の心を大きくし、安らぎのあるものにするには、こうした執着を絶たねば、いつになっても

心の重荷はとれないし、悟ることはできないのである。 

 では、生きるためにはどうすればいいか。 

 この地上の目的は調和にある。万生万物を調和させるために、人間は、この世に生を得ている。

大自然は、その生命を維持するために、我々人間に、必要なものを与えている。これは俺のものだ、

ここからここまでは俺の地所だと肩意地を張るから、争いが生じてくる。足ることを知らないから

なのである。生きるに必要なものは、神は平等に与えているのだから、その心にしたがった生活を

送れば、何の不足も、不満も生じてはこないはずである。執着を持たなくとも、人間は立派に生き

て行けるのである。建設もできるのである。建設と執着は別物である。この点を混同すると、執着

がないと生きてゆけない、という想念に支配されてしまう。 

 このように心を軽くするには、まず、その一つひとつの執着の根を外してゆくことである。とら

われをなくして行くことが大事である。そうすると、中道の心が次第に明瞭になって来、観自在心

に到達することができるのである。 

 照見五蘊皆空 度一切苦厄の五蘊とは、色、受、想、行、識の五つをいっているのであり、その

根源は、五官六根であるところの、眼、耳、鼻、舌、身、意である。 
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 まず色とは、現象世界のこの世であり、受とは、それを受け入れる感覚、想とは、その感覚にも

とづいた想念、行とは、それの想念行為、識とは、そうした想念行為から生まれた業想念、考え方

を指す。 

 こうした想念と行為というものは、とりもなおさず五官六根から生まれるのである。五官六根が

なければ、五蘊の発生する余地がない。したがって五官六根こそ問題であり、生老病死の苦悩も、

ここから出てくるわけである。 

 肉体は人生行路の大事な舟であり、五官がなければ現象界での生活はできない。問題は、これに

意（想念）が加わり、その意は、色、受、想、行、識というものを形作るために、煩悩にふりまわ

されてしまう。 

 五官六根の浄化は、これまでいろいろな面から繰り返し述べているように、中道を根本とした生

活、つまり想念と行為の中道化、それは八正道にもとづく実践と反省によって進められてくるわけ

である。 

 ここで「舎利子」という言葉が出てくる。舎利子とは釈迦の弟子シャリー・プトラーのことであ

る。観自在心について釈迦が、その弟子の舎利仏に、五蘊を含めて、その意味を説明しているが、

舎利仏が舎利子に変化したのは、舎利仏は仏弟子の代表格であり、さらにここでは「諸々の衆生よ」

という意味も込めているため、舎利子となったのである。 

色不異空（しきふいくう）  空不異色（くうふいしき） 

色即是空（しきそくぜくう） 空即是色（くうそくぜしき） 

 色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ち是れ空なり、空は即ち是れ色なり、と読む。 

 この詩句はあまりにも有名であり、色即是空に至っては、仏教の中心テーマのように受けとられ

ている。 

 さて、色とか空とはいったい何をいっているのだろう。今日ではすでに、さまざまな解釈がなさ

れているが、空については十人十色であり、その実相を衝いているものは，甚だ少ないようである。 

 空の実相を知るには、正法を実践するしかない。実践とは正道に適った自らの生活行為である。

そうしてそうした中から、空の実相が認識されてくる。先の行深般若波羅蜜多時である。深く行ず

ることである。したがって仏教は自力である。神の子として、目覚めた自力である。自力というと、

自我を通した生活行為を連想しがちだが、そうではない。業生の自分から、神仏の子として脱皮し

てゆく実践行為を指すのである。 

 今日、仏教は、他力本願になっている。だが仏教は、他力については一言も触れていない。もし

他力について書いてある仏典があるとすれば、途中で書き替えられたものである。それは正道でな

い、ということを改めて断言したい。 

 空とは何か。空とは、物質にあってはエネルギーの世界であり、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、分散を繰り返し、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
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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訳である。 

 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。この点が大いに違うのである。 

 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。半永久的とは必要

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、必要なら何時までも残すこと

ができるからである。では何故、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

れるであろう。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受けて、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。 
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 これをもう少し詰めて説明すると、あの世は心の世界、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。 

 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、この世の世界と全く同じであるが、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。その三十七億余の中から、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過ぎているし、第一現象的に見て、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たとす

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、生きることは出来ない。 

 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、その能力を好き勝手に使っている為に起こって

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。 

 空の実相を知った時には、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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 色不異空、空不異色、これを直訳すると、現象界は実在界の投映であり、実在界があって現象界

があるのだ、ということになる。さらにもっと突っ込んでいくと物質はエネルギーであり、エネル

ギーは物質である、ということになってくる。 

 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。 

 こうみてくると、現象界と実在界の姿がはっきりしてこよう。そうして、色と空の関係が、もと

もと別ものではなく、同時的に成立している、という意味が釈然としてきたと思う。色は空に異な

らず、空は色に異ならずとは、こうした意味がこめられているのである。 

 色即是空、空即是色、これの解釈は通常文字にとらわれる場合が多い。あると思えばない、ない

と思えばある、といってみたり、色即是空は、往相（悟りに向かう）空即是色は還相（人々を救う）

と説明している人もいる。本当の意味は、転生輪廻なのである。あの世とこの世の循環を、色と空、

空と色という表現で、ここでは説明し、そうしてこう表現することによって、魂の転生輪廻の永遠

性をうたっているのである。 

 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。 

 所が、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、生まれた時と同じように、

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（ごびゅう）は「あの世がわからない」所にあるようだ。人は生

まれると同時に、あの世と断絶し、通信が途絶えてしまうからである。お先真っ暗の人生を、それ

こそ手探りで歩いているようなものだからだ。しかし、怒ったり、ねたんだり、悲しんだりすると

気分を悪くし、人にも害を与え、反対に陽気や笑い、助けあったり、励まし合うことの喜びは、ど

んな場合でも気持ちがいい。その事実を私たちは日常の中で経験しながらも、自然に振り廻されて

しまうものだが、しかしそうした愛に生きた時の喜びを発見し、認識するならば、あの世があろう

となかろうと、現実の自分とその周囲を光明に化することができるはず。 
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 悲しみを取り除き、喜びを分かち与える慈悲の心、助け合う愛の心というものは、人間は、皆持

っている。そうして、そうした生き方を、誰しも望んでいる。しかし、現実は、そうできない。気

持ちよい生活、平和な世界を希求しながらも、それから遠のいてゆく。これは、自我がそうさせ、

執着が次第に広がって行くために、本来の目的から人は離れていってしまうのだ。ウソつきが得を

し、正直者はバカを見る、ということを鵜呑みにした結果ではあるまいか。 

 己の心にウソはつけぬ。大自然の条理を知って神の心に近づこうと努力するものに対しては、神

は、色即是空の生命の扉をひらいてくれよう。なぜなら、神は、自ら助ける者を、決して放ってお

くようなことはしないからである。 

 人は色即是空の認識を得る前に、大抵は根負けし、肉体世界に妥協してしまう。妥協の上にあぐ

らをかいて、ああでもない、こうでもないと逃げをうつ。人生はますます解からなくなり、迷路に

はまりこんで行くのだ。 

 まず人は、怒ったり、ねたんだりすることよりも、陽気に笑い、助け合う愛の心を、しっかりと

抱いて、そうして、その心を持続するならば、「あの世がわからない」という迷信に陥るようなこ

とはあるまい。 

 アメリカのある新聞社が、「あなたは、あの世を信ずるか」について世論調査をした。結果は、

調査の八割までが、あの世を信ずる、と答えていた。答えた人八割があの世を見た訳ではない。信

仰が生活のなかに溶け込み、日曜になると、教会にいって話を聞かないと一日が終わらない気持ち

が、そうした回答となったのであろう。聖書が教える愛の心を教会で教えられ、愛の心を持ち続け

ることは人間として当然であり、そうしなければならないと考えているからである。 

日本人について世論調査をしたら、どんな結果がでよう。あの世があると答える人は一割あるか

ないかであろう。ともあれ、私たちの住む世界は、立体の世界である。人が地上に存在することは、

そのまま、あの世につながった存在者として、存在するのである。ただ、あの世がわからないため

に、そう思えないだけの話である。 

 ところで私たちの生きている世界は一応三次元の世界である。 

 一次元とは、Ａ点からＢ点を結ぶ線、つまり、海面と思えばよい。 

 二次元とは、海面を航行する船である。船は前後、左右に動くので、一次元より自由である。 

 三次元とは、空中に浮かぶ飛行機と思えばいいし、飛行機は、二次元、一次元の姿を自由に見る

ことができる。 

 つまり三次元は立体の世界であり、大宇宙の空間と明滅する星の姿は、そのまま三次元の世界を

形成している。 

 物質の世界は、三次元までを限度とし、それ以上については、認識ができない。ところでアイン

シュタインは、三次元の空間のほかに、時間という一次元を加えた。そうして、そうすることによ

って三次元の実相をとらえることができると考えた。 

 アインシュタインは、時間を四次元に位置づけしている。つまり、物の実態というものは、時の

流れを把握することによって、はじめて、意味づけが出来るというのだ。三次元の立体像を単に主

観的にとらえるだけでは、実在性は伴って来ない。実在性は客観的把握を前提とするという訳であ

る。 

空中に飛行機が飛んでいる。つまり三次元のみの思考ではその飛行機が、いったい何の目的でど

こへ、どう飛んで行くのか、また離陸した飛行場はどこなのかについての認識がむずかしい。しか
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し、こうした状況を、時間という運動の経過を通して調べることによって、空中を飛んでいる飛行

機の目的なり、動機がはっきりしてくるというのだ。 

 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、これを捉えようとしても、捉えることは出来ない。つまり、物

の価値づけ、実在性は把握出来ない。 

 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、そうした繰り返しを続けて来て

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。 
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 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、神の意思を受け継いで、慈悲と愛の広く高い心の広がりを持つ。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。 

 さて私たちの住む世界は三次元の世界であるが、四次元以降多次元の世界が、感覚的に分からな

いとしても、前述の説明で概略理解されたと思う。そうして、四次元以降の意識界の働きが、どの

ようなものであり、そうしてその意識が、私たちの生活にどう働いているかも、ほぼ納得出来たと

思われる。 

ところが人によっては、それでも四次元以降の世界はない、三次元で十分だ、四次元は飛躍だと

いう人もいる。しかし飛躍であるかないか経験がないのに、どうしてないといえるだろう。経験の

ない人が多くいて、経験がある人が少ないから否定する、というのはおかしい。私達の眼で見える

範囲は、約７～４オングストロームまでである。赤外線、紫外線、Ｘ線、γ線、電波については確

認することができない。しかし確認できなくとも、実在していることには間違いないのである。 

 色即是空、空即是色 ――― 。 

 つまり私たちの魂（意識）は、現象界に肉体をまとって生きている間は、主に三次元的感覚（１

０％の意識）で生活しているが、肉体が滅びれば、魂だけが肉体から抜けて、あの世で生活する。

四次元以降多次元の意識を持って。そうして再び、この現象界に現れ、生活する。この事実は、否

定しようがしまいが、あることに変わりのないものだ。 

万生万物は全て、転生輪廻の法から逸脱できない。何故かというと、生命と物質は、そのように

作られているからである。地球が太陽の周囲を循環することによって、春夏秋冬の季節をつくり、

生命が健やかに育つように出来上がっている。原子の世界も、核の周囲を陰外電子が循環すること

によって、原子全体を維持している。この理法を崩せといっても崩せない。この点については、ま

た順を追って説明するが、色即是空、空即是色は、転生輪廻の実相をいっていることを理解して欲

しい。 

受想行識（じゅそうぎょうしき） 亦復如是（やくぶにょぜ） 舎利子（しゃりし） 

 これを直訳すると「行為は心の反映であり、心は行為に影響される。つまり、色即是空、空即是

色と同じ意義を持っている。舎利子よ」ということになる。 

 心の世界である意識界は次元の異なる四次以降の世であり、総てのものの根本である空の世界、

実在界である。一方、現象界である色の世界は、実在界の投映には違いない。しかし現象界の動き

は、実在界に影響を与えるのである。実在界の地獄は、既述したように、現象界の人々の想念と行

為がつくり出したものである。この様に、心と行為、意識と肉体というものは、常に相関関係にあ

って、個々バラバラに独立したものではない。 

また私達の肉体は現象界に適応した心の乗り舟であり、それは子孫を保存させるために、神が人

間に代々にわたって本能という機能を与えたものである。その本能は、人間が肉体を持った時に、

付与されるのである。私達は、意識と肉体を持って生活している。いうなれば、あの世とこの世、

実在界と現象界を合わせ持って生活していることになる。 

 仏教でいう色心不二とは、この実相を悟った状態をいうのである。調和された姿を色心不二とい

う。ここでの項は、心と肉体というものは、相互に関係し合っているのだ、といっているのである。 
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是諸法空相（ぜしょほうくうそう） 不生不滅（ふしょうふめつ） 

不垢不浄（ふくふじょう） 不増不減（ふぞうふげん） 

 是諸法空相の諸法をそのままうけとると、法は沢山の数を成していると考えがちである。そうし

て、その場合の法とは何を意味するか、と思うでしょう。 

 法は本来一つしかない。それは中道という調和の心である。ただ、この地上世界は動、植、鉱の

三種の形態から成っており、また天台宗を開いた天台智顗は地・水・火・風・空から出来ていると

もいっており、姿、形がさまざまである。そのさまざまな物質は、それぞれの体質にしたがって転

生輪廻しているため、個々の体質をみていると、法はいくつもあると見えてくる。だから、諸法

は･･････という名称になったのである。 

 しかし、さまざまの物質がその体質にしたがって維持されているにしても、転生輪廻という法の

体質と、その法を支えている中道の心は少しも変わってはいない。生命も物質も、中道の調和から

外れると、バランスを失い、不調和を来たす。破壊である。したがってここでいう空相とは、諸法

の中にかくされている中道の神理（タルマー）をいっているのであり、諸法は空相によって支えら

れると解釈する。 

 次の不生不滅――のくだりについては、その中道の心は、「生れず滅せず、垢つかず、浄らかで

なく、増えることも、減ることもない」と、なってくる。 

 さあ、こうなると、中道の意味が解らなくなってくる。 

 中道とは大自然の心である。 

 人間の魂は、この世を終えれば、あの世に帰る。生死の境を、さまようこともない。本来、その

ように出来ている。物質についても、その物質が分裂しても、粒子エネルギーは、この大宇宙に存

在し、形はなくとも、無になることはない。いわんや、増えたり、減ったりすることも、勿論ない。

このように、あらゆる生命、エネルギーは、生き通しのものである。垢もつかない。不浄でもない。

地上世界を見ていると、死んだり、生きたりで大変忙しい。 

 親子兄弟でも、性格も考えも違っている。同じ精子と卵子の結合物であるのだから、親に似てい

い筈だが、違う。何故だろう。 

 それは生き通しの、魂が違うからである。懐妊すると、食べ物が変ってくる。今まで甘いものが

好きだった人が、すっぱいものを口にする。そうかと思うと、妊婦の性格まで違ってくる。気持が

荒々しくなったから、お腹の子は、さぞ男の子だろうと思っていたら、案の定、男子が生れた――。 

 こうした現象は、お腹の子の魂が違うから、妊婦の趣向や性格まで複雑にしてくる。懐妊すると

二重人格者にしてしまう。一つの躰に、二つの魂が同居するから、いたしかたがない。腹を痛めた

我が子と思うと、親は、自分の思う通りに子が動いてくれないと面白くない。例えば、白といえば

黒という場合すら出てくる。 

 しかし、魂が違うのだから、いくら腹を痛めても、子は自由にならない。自由思想が氾濫する現

代では親子の断絶、相剋がいっそう激しさを加えている。当り前といえば当り前だが、しかし、親

子の約束、人間としての条理を外した末法の考え方がそうさせるもので、魂が違っても、そういう

ものではないのである。ただ、ここでは、親子といえども、魂は違う。いわんや兄弟姉妹において

は、なお更違うということを知って欲しい。 
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 魂は違っても、肉体遺伝はある。たとえば胃腸が弱い、胸が悪い、心臓病にかかりやすい、とい

う体質を受けたとすると、そうした病気に、その子がかかりやすい。もちろん、心の調和をはかっ

ていれば、肉体遺伝は克服して行く。 

 メンデルの遺伝の法則は、魂については全然無関係である。肉体的には避けられぬ因子のあるこ

とは前に述べた通りであり、細胞学の面でもその事実が発見されつつある。現代人もそうであるよ

うに、多くの人々は遠い昔から、肉体先祖と魂を、一緒くたに見てきた習慣から中々抜け切れない。

その理由は、死後が不明な事と、生れてくる前の状況が皆目見当がつかないからである。進化論が

幅をきかすのも、無理はないのである。 

 しかし、先にもふれた通り、親子の魂の相違というものは、昔も今も変らない。自由放任の現代

思想がそうさせたものでは決してないのである。もっとも、遺伝学的に、学者の家系は学者が多く、

浮浪者や酒のみの家系は犯罪者、自殺者が出る、という傾向は確かにあろう。しかしこれらは体質

遺伝というより、魂の転生輪廻における業が、そうさせてしまう場合が多いのである。 

 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訳にはゆかない。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（カルマ）にひかれたためである。過去世で酒で失敗し、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飲めるような環

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、互いに、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、他にくらがえする訳に

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、現象界に引きず

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
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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、肉体遺伝は避けられないが、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、親が酒飲みだから、子も酒飲みというのは、類似の業がそれをさせるのであ

る。魂と肉体を、一緒くたに見ることは皮相（ひそう）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、世襲が社会組織の中核を為してきたのも、致し方がない。 

 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。 

是故空中無色（ぜこくうちゅうむしき） 無受想行識（むじゅそうぎょうしき）  

無眼耳鼻舌身意（むげんじびぜっしんい） 無色声香昧触法（むしきしょうこうみしょくほう）  

無眼界（むげんかい） 乃至無意識界（ないしむいしきかい） 

 これは「これの故に空（実在界）の世界は、色もなし、想行識を受けることもない。眼耳鼻舌身

意もない。色も声も香も味も感触も、肉体的現象の法もない。眼で見える境界もない」と、いうこ

とになる。 

 空中の電波、空気、紫外線、赤外線などは目で確めることが出来ない。ただ、碧（あお）い空の

みが映る。が、大気中にはあらゆる物質を構成するところの分子、元素が分散されている。そして

全ての物質は仕事をなし得る能力、エネルギーを含んでいるのだが、これとて見ることができない。

五官で感知する範囲は大したことでないことを知るべきだ。 

 五官に意を加えたものを六根という。通常その意は、五官を通して働いているが、五官を離して

働くようになると、五官で感知出来ない世界を覗くことができる。これを心眼という。心眼が開く

と、次元の異なる空の実在界を見ることが出来、現象界と形態が違うことを知る。 

 たとえば、この世は平面的だ。あの世は段階的にできている。段階的とは心に応じた世界をつく

っているのである。自分より意識の低い所は見えても高い世界を見ることが出来ない。この世は、

意識が高い低いにかかわらず、誰とでも会える。それ故、平面的なのだ。 

 この点をもう少しみていくと、あの世は、ビルの生活と思えばよい。一階、二階、三階、四階と、

それぞれの階層をつくり、一階から二階に行くには階段を上らないと上には行けない。エレベータ

ーは全然ないのである。階段の一段一段は、修行を意味する。心のひろがりが広がることによって

上に進むのである。各階層は、それぞれに応じた地域社会をつくっている。丁度この地上の下町、

山の手というように、いわば類をもって集まっているのである。このようにあの世は、それぞれの

心の世界をつくっている。眼耳鼻舌身の五官と、それにもとづく意が働く、この世とはまるで違う。

そうした意味で「是故空中無色」という言葉になってくる。 

「･････無意識界」というのは、五官の働く意識を越えているということで、意識界が無いという

ことではない。 

 現代人は多忙である。その多忙さは物質的過剰欲求によって生じているが、これは肉体が絶対と

いう考え方が強いからである。世の混乱は、不変的な魂、そうしてその魂の中心である心を忘れる

ことによってつくり出される。 
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無無明（むむみょう） 亦無無明尽（やくむむみょうじん）  

乃至無老死（ないしむろうし） 亦無老死尽（やくむろうしじん） 

無苦集滅道（むくしゅうめつどう） 無智亦無得（むちやくむとく）  

以無所得故（いむしょとくこ） 菩提薩埵（ぼだいさった） 

依般若波羅蜜多故（えはんにゃはらみったこ）  

心無罣礙（しんむけいげ） 無罣礙故（むけいげこ） 無有恐怖（むうくふ） 

遠離一切転倒夢想（おんりいっさいてんどうむそう） 究竟涅槃（くきょうねはん） 

 無無明とは、無明がないということで、迷いのない世界。亦無無明尽は、無明のない光に満ちた、

そうしてその光が尽きることのない世界を、ここでは強調している。 

 あの世は波動の細かい世界である。この世のように荒くない。 

 この世は、人間の意識を含めて、１０％の波動で成り立っている。動物も鉱物も植物も、すべて

１０％の波動で現象界が出来上がっている。だから、回転が遅い。思うこと、考えることの結果が、

一定の時間をかけないと出てこない。それがまた現象界の救いになっている。 

 しかし人はその為に、心を見失う原因にもなっている。この世は一見して、悪が栄え、善が日陰

に縮こまっているようにみえる。正直者がバカを見、悪徳がのさばっている。 

悪とは人のモノを盗む、人を殺める、人が困っていても見て見ぬふりをするなどであるが、その

根本は、自己保存、自我我欲から生じてくる。 

 悪の根源は自己保存である。 

 人のことを構っていれば食べていけない、ということから、人は次第に、欲望の渦中にはまりこ

んでゆく。労使の闘争、物質至上の思想が幅をきかし、不安と競争が生活をエンジョイすると錯覚

してしまう。こうして自己保存の悪は、人々の心をむしばみ、自己保存が文明の支柱のように見え

てくるから不思議である。しかし、こうした人々が、この世では栄えているように見えても、あの

世に行けば地獄である。この世は波動が荒いため、自己保存の悪はスグにはハネ返ってこないから

だ。 

 怒りや、ねたみ、心配事が重なると、血の循環を悪くし、食欲が減退する。感情が肉体に及ぼす

影響は極めて早いが、知的な悪の反作用には時間がかかる。男より、女に病人が多いのは、感情に

心が奪われるからといってもいいが、知的な悪は、十年、二十年の長期を経て、ジワジワと自分に

返ってくる。だから、こうした例は在世中に結果を見ずに終る場合が多いので、悪人志願が後を絶

たないといってもいいかも知れない。 

 秀吉という男は草履（ぞうり）取りから、位人臣（くらいじんしん）を極めた。今日、秀吉の魅

力は大分半減したようだが、それでも出世主義は男の生甲斐になっている。秀吉は謀略の名人で、

敵対する者は、ことごとく殺し、我が世の春を謳歌する。しかし、その反動は死の数年前から現わ

れ、彼は自分の悪を清算出来ず、あの世に帰った。 

人のうらみ、ねたみもあって、彼は地獄で、今でも苦しみ、暗い世界でまだ号令をかけている。

ところが号令をかけると、在世中、憎しみをいだいて死んでいった多くの人々の呪いの顔が彼の眼

前に現われ、彼を苦しめる。彼の謀略は、地獄では通じないのである。謀略の想念がスグ様自分に

ハネ返って来て、謀略で倒された人々の怨念が、彼の身と心を八つ裂きにするからだ。八つ裂きに

されても、彼は死ぬことは出来ない。息を吹き返し、我にかえると、また彼は号令をかける。また

八つ裂きに合う。こうした繰り返しの中で、身も心も細る生活を続けている。 



87 

 

 現象界では謀略によって、天下人になっても、あの世に帰れば、一転して地獄である。その地獄

も、自分の想念と行為の清算のみでなく、人々の怨念がプラスされる。 

 一方、歴史の上では悪の代名詞のようにみられてきた明智光秀は、神界にあって、自適の生活を

送っている。殺された信長も、秀吉同様今以って地獄にあるのに、殺した光秀が神界に在るとは、

誰しも解せぬであろう。殺された信長は権力の盲者であり、殺戮（さつりく）に快感を覚える精神

異常者であった。殺した光秀は平和主義者であり、このため信長を討つことに随分と迷う。しかし

世の混乱のモトは信長にあり、逆臣（ぎゃくしん）の汚名を着せられても信長打倒に意を決し、本

能寺を襲う。勿論、こう決心するには、秀吉の奸計（かんけい・よくない計画。わるだくみ）が裏

で働いていた。彼は、信長に光秀謀反（むほん）を伝え、光秀には信長打倒を促（うな）がしてい

る。光秀はこれに感づいてはいたが、敢えて信長打倒に踏み切ったのである。本能寺の変を知った

時の秀吉の喜びようは大変であった。彼はこの時、天下人の夢を我がものにしたのである。謀略に

よって、戦国の覇者になっても、落ち行く先が地獄では間尺に合うまい。栄誉栄華の期間は短かく、

地獄が何百年も続いては、どう転んでも計算が合わないからである。 

 このように、この世に悪が栄えても、そうした悪は続くものではないし、悪を犯した人々の行き

先は、この世で結果をみなくてもあの世で清算させられることを知って欲しいものである。執着を

離れたあの世の世界は、光明のつきることのない平和な楽土である。田園の緑は太陽の光を浴びて

生々と育ち、人々の生活は、自由に、明るく、伸び伸びとしている。食生活に心を煩わされること

もなく、仕事に追いまくられることもない。信頼と友情によって人々は結ばれ、科学者は科学を、

絵画きは絵を、建築家は建築の仕事に、一心を傾ける。人によっては守護霊となって、現世に修行

する魂の兄弟を守り導く者もいる。また指導霊になって、そうした魂の努力に応援をする人もある。

あの世にあって、あの世の諸霊を、より向上させるため、正法にもとづいた政治、経済、教育、科

学などを教える人もいるが、安らぎと慈愛の生活は、そのまま光明となって、いつまでも続いてい

く。光明の毎日が、尽きることがないのである。 

 こういうと、人によっては、喜怒哀楽、善悪混合の変化のない世界はつまらぬ、という人がいる

かも知れない。ところが、こうした世界でも、ちゃんと感情があり、変化があるのだ。感情や状況

の変化は、地上のそれとは違った次元で存在し、あきたり、退屈するなど全然ないのである。もっ

とも、あきたり、退屈するような人々は、こうした世界に住することはできないが。 

 さて次に無老死とは、年老いて死ぬことがない、亦無老死尽とは、老いることも、死ぬこともな

い、ということである。 

 秀吉が死ぬことが出来ないのは、あの世というものは、実在の世界であり、心の世界でもあるの

で、苦しみの責めを受けても、死ぬことが出来ないのである。思うこと、考えることがスグ様現わ

れ、そのことが何時までも続くのである。だから地獄に堕ちると大変だ。 

 謀略策士の心が変らぬ限り、そうして、人々を泣かせた怨念が晴れるまで、秀吉の苦しみは続く。

苦しみの連続だから反省ができない。誰しもそうであろう。ひどい腹痛や頭痛の際に、どうしてこ

うなったかと、反省できるだろうか。反省できる心の持主なら、そうした事態に見舞われることは、

まず少ないだろうが。 

 天上界の無老死、亦無老死尽も、これと同じで、調和された世界では、そうした状況の中で、老

いることも、死ぬこともないのである。働きやすい年齢が、半永久的に続き、仕事も、能率も上が

るのである。 

 無老死、亦無老死尽は、主に天上界についていっているが、しかし前にも触れたように、地獄に

堕ちた魂についても、その苦しみは果てしなく続く。これはあの世の世界が、実在の世界であり、

思うこと、行なうことが、そのままスグ様現われ、しかもこの世と違って、全てが消えて無くなら
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ないように出来ているからである。この世は、肉体的に苦痛であれば、麻酔によって、その苦痛か

ら逃れることも出来るが、あの世は、心のままの世界をつくっているので、その心を変えない限り、

苦痛から解放されることがない。老いた気持が心を支配していれば、何百年経っても老人である。

光子体の肉体は若さを取り戻すことは出来ない。ともかく、あの世は「心のまま」の世界をつくっ

ているが、この世は、心と肉体の三次元の世界であり、無老死、亦無老死尽は、あの世の姿を端的

に述べていることを知って欲しい。 

 無苦集滅道は、文字通り、あの世の天上界は、生死の苦しみから解脱する正しい道を悟っている

ため、常に神の意識と通じ、調和されていて、迷いは無いのである。迷いのあるのは、あの世の地

獄と現世の肉体を持った人間である。よくよく心しなければならない。 

 無智亦無得（むちやくむとく） 以無所得故（いむしょとくこ） 

 天上界にあっては、才能によって得る所得、つまりは、地位や名誉や財産というものは、一切無

い。神の子としての自覚と責任しかない。その自覚や責任も、無理無理そうするのではなく、当然

のこととして現われてくるのである。 

 自然法爾（じねんほうに）という言葉がある。この意味は、法のままに生きる、ということであ

り、神の意識が、その心に同通されて、無理なく行える心と行為を指すのである。あの世、天上界

もこれと同じであり、すべてが自然にそって生かされ、生きている。あの世の経済について大分類

すると、大体、三段階ぐらいに分けられよう。 

 第一段階は、純然たるバーター制である。欲しいものがあれば、自分の持物を相手に渡し、その

相手方から求めるものを得る。 

 第二段階は、この世の流通機構と、やや似ており、物々交換の媒体として貨幣（この世とは異な

るが）が使われている。第一段階より、経済組織が複雑であり、この世的にいう文明は、現世より

進んでいる。 

 第三段階は、物々交換も貨幣も使われず、必要なものは何時でも得られる世界である。この世界

は、いうなれば天使が住んでいる階層であり、心と物とが忽然と溶け合っている。 

 無智亦無得という世界は、この中の第三段階を指し、したがって、智による所得を必要としない

のである。地上でも、衣、食、住が十分であり、満たされておれば、金銭の欲望は起きてこないだ

ろう。それと同じという意味ではないが、必要なものは何時でも得られるので、金銭的媒体物、あ

るいは物々交換の必要に迫られることがないのである。 

 ここで、第一、第二の世界が、それぞれ物や金を対象としているので、この世の金が使えないだ

ろうか、と思う向きもあろうが、次元が違うので勿論役立たない。「冥土の沙汰も金次第」という

が、これはもともと貧に対する苦悩から出た言葉なので、問題にならない。 

 実在界は、全て心の調和度にかかっている。調和度とは、神の心に適った心の状態をいうのであ

る。神が地上の人類に望まれることは、右のような第三段階の世界の心に、人々の心が同通される

ことであり、五官六根に左右されない、正道に適った生活である。 

菩提薩埵（ぼだいさった） 依般若波羅蜜多故（えはんにゃはらみったこ）  

心無罣礙（しんむけいげ） 無罣礙故（むけいげこ） 無有恐怖（むうくふ）  

遠離一切顛倒夢想（おんりいっさいてんどうむそう） 究竟涅槃（くぎょうねはん） 
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 無罣礙とは、心にとらわれがない、ひっかかりがない、わだかまりがない、ということだ。だか

ら恐怖の念がない。正道に反した、逆さまの物の見方、考え方がないから、神の心に通じ、もっと

も偉大なる悟りに達している。それを菩提薩埵という。 

 一切の諸現象は心から生ずる。丸く大きな豊かな心を有しておれば、恐れも、慢心も起きない。

とらわれが多く、肉体の自分が自分であると思うから、苦しみ、悲しみがついてまわる。夢をみて

いてはいけないのだ。我々は白昼夢を見ている。腕をツネれば痛いし蚊にさされればかゆいので、

つい肉体の全部が自分であると思ってしまう。しかし、本当は、肉体の自分以外に、もう一人の自

分がいて、その自分が肉体と一緒に生活しているのである。無情の現世をみると、誰しもが薄々感

じられるのではあるまいか。 

 無罣礙の心は、何も人間だけではない。導体に電気を流すと、その導体に抵抗が多いと電気のエ

ネルギーは熱エネルギーに変わってしまう。電気の役を果たすことが出来ない。血管にコレステロ

ールがたまると、血行が思うようにゆかず、血管が破裂したり、血液の流通をとめてしまう。万事

がそのように出来ているのだ。 

 自然は、私達人間に、神理を教えている。その神理を一つ一つ悟る必要があろう。 

 究竟涅槃とは、表面的な解釈は釈迦の入滅を指している。つまり、不生不滅の状況を「涅槃」と

いっている。 

 現世からみると、入滅（実在界に帰る）は、永遠への回帰に違いはないが、本当は肉体を持ちな

がら私達の魂は永遠の中にあるのである。ただ現世は、肉体と共に魂があるために、極めて不安定

な、そうして有限の迷いの多い、それのように思ってしまうだけである。 

 釈迦は三十六歳で「宇宙即我」を悟った。悟ったとは人間の魂は不生不滅であり、死ぬことも、

生きることも区別できない、そして、大宇宙と倶（とも）にあるということを知った。この時点で、

釈迦は、涅槃の境涯をつかんでいたのである。四十余年後の肉体的な死が涅槃というのではない。

ただし、三十六歳で大いなる悟りに達し、その後、その悟りの内容が次第に幅広く、深く、濃密に

なって、入滅の瞬間に人間としての全きを得たといえる。 

 従って、この意味からすれば、釈迦の入滅は、人類が待ち望みながらも、容易に果し得なかった

最高の悟りに達したといえなくはない。しかし普通の解釈は、肉体の迷いから、永遠の生命に帰ら

れ、二度とこの世に生れることがないと考えられている。生命の転生輪廻を黙殺する。解らないた

めである。同時に、不安定な現世に対する人々の希望が、そう解釈し、そう解釈させて欲しい、と

願うからでもあろう。何れにしても涅槃の解釈は、頭では割り切れない。物理的現象のみでは誤っ

た方向にゆきやすい。心の問題は、心を本当に理解しないと間違いを犯そう。 

 話しは変るが、大抵の人はもう二度とこの世に生れたくないと思っているだろう。あるいはそう

思うことがあるだろう。これは、あの世の生活とこの世の生活に大きなズレがあるためであるし、

１０％の表面意識の自我にもとづく我侭（わがまま）な心がそうした想念を生み出しているからで

ある。したがって、魂の転生輪廻と聞いて、人によってはウンザリしている者もあろう。ところが

あの世にいる魂のグループ、つまり魂の兄弟達は、そうは思っていないのだ。むしろ自分のためと

して、現世におるその兄弟を守り、無事に修行を終える事を願っている。 

 魂の前進は、現世に出て、はじめて可能だからである。あの世の修行は、先が見通せるだけ修行

にならない。原因と結果が解ってしまうからだ。現世はそれが解らない。解らないから価値があり、

魂の前進は人間である以上、避けることの出来ない天命といってもいい。 

三世諸仏（さんぜしょぶつ） 依般若波羅蜜多故（えはんにゃはらみったこ） 

得阿耨多羅三藐三菩提（とくあのくたらさんみゃくさんぼだい） 
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故知般若波羅蜜多（こちはんにゃはらみった） 

是大神呪（ぜだいしんしゅ） 是大明呪（ぜだいみょうしゅ） 

是無上呪（ぜむじょうしゅ） 是無等等呪（ぜむとうどうしゅ） 

能除一切苦（のうじょいっさいく） 真実不虚（しんじつふこ） 

故説般若波羅蜜多呪（こせつはんにゃはらみったしゅ） 

即説呪曰（そくせつしゅわく）掲諦掲諦（ぎゃていぎゃてい） 

波羅掲諦（はらぎゃてい） 波羅僧掲諦（はらそうぎゃてい） 

菩提薩婆呵（ぼうじそわか） 般若心経（はんにゃしんぎょう） 

 本誌の解説も今回で十二回を数える。もう一、二回で終えるが、本誌の読者はこれまでの解説で、

大体おわかり戴いたと思う。あとは、これを生活の上に生かして行くかどうかによって、本当に理

解されるか、頭の遊戯に終るかの分れ目になろう。 

 さて、最後の解説に入るが、これを直訳すると次のようになる。 

「三世の諸仏は、般若波羅蜜多に依るが故に阿耨多羅三藐三菩提を得ることができた。それ故、般

若波羅蜜多は是れ大神呪なり。是れ大明呪なり。是れ無上呪なり。是れ無等等呪なり。よく一切の

苦しみを除き、うつろなることのない真実のもの般若心経の神理を説くことにしよう。即ち呪を説

いて曰く。掲諦掲諦 波羅掲諦 波羅僧掲諦 菩提薩婆呵 般若心経」 

 まず三世の諸仏だが、これは過去、現在、未来を通して悟られた、あるいは悟られる人びと、仏

を指している。 

 阿耨多羅三藐三菩提を古代インド語で発音すると、アーヌクターラーサンミヤクサンボデイーと

なる。漢字はこの発音に当て字したものである。この意味は、光明に満ちた金剛界あるいは無色界

という光一色の世界、色のない世界、欲望のない世界、慈悲と愛の世界、如来の住する大天使の心

の境地をいっているのである。 

 ボディーとは悟りの意で、ゴーダマが背にし瞑想に耽ったピパラの大木をとって「悟りの樹」、

つまり悟り、菩提ということになる。 

 サンミヤクサンボデイーの三は、三という数はどこまていっても割り切れない数、無限大を意味

する。三千世界、一念三千という言葉もある通り、昔の中国では三を取って、その大きさを表わし

た。三菩提とは、それゆえに「大きな悟り」「偉大なる悟り」ということになる。 

 その偉大なる悟りを、是れ大神呪 是れ大明呪 是れ無上呪 是れ無等等呪 と賛美している。

中国の表現は、見ようによってはオーバーだが、しかし釈迦の悟りはそれほど大きなものといって

いるのである。大明呪とは、偉大な智慧をいっている。仏智である。 

 ここで知識と智慧について考えてみよう。 

 普通はこの両者を混同しがちである。ところが、中身が違う。どう違うかというと、平たくいえ

ば、知識とは今世で学んだものだが、智慧とは、過去世に蓄積された人生経験である。学者は智慧

者かというと、そうではない。 

 学者に政治や実業をやらせたら、おそらく失敗するだろう。大きな組織の中で動いている時はい

いが、一朝コトがあると判断を誤る。政治や実業というものは、理屈通りにゆかない場合が多いか

らだ。 
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 知識は私達の狭い日常生活における経験をある程度補ってはくれる。が、役立たぬことの方が多

い。大学で学んだ知識、新聞や本で得たことを実生活に応用しようとすると、間違いや人との意志

の疎通を欠くことがしばしばだ。私達の個人個人の一生における生活経験というものは非常に狭い。 

 サラリーマンは、家と会社の間を往復し、商人は商売の筋道は解っても、人の商売の善し悪し、

苦労は解らない。家庭の主婦は、家の中のことは解るが、外で働く夫のさまざまな経験は、想像は

出来てもその範囲を越えることが出来ない。 

 しかし何れにしても、実生活で私達がアテに出来て頼りになるものといえば、狭いながらも人生

で経験した事柄であろう。経験ほど確かなものはないし間違いも少ない。智慧というものは、そう

した経験して得たもの、過去世で蓄積したものが、私達の心の中に内在されているものである。そ

うして、その内在された生きた経験が心の窓を開くと、流れ出てくるのである。 

 智慧は知識の範囲を超越している。私達の過去世は、王であったり、医者であったり、武士であ

ったり、坊主であったり、農夫であったり、科学者であったり、文学者であったり、政治家であっ

たりしたこともある。そうした人生の生々流転の経験が、心の窓をひらくことによって、現世にお

ける狭い経験を補ってくれる。 

 問題にぶつかった時、何をどうずれば良いか。それは智識では得られない示唆に富んだ指示が得

られる。その人の過去世がバラエティであればある程、あらゆる諸問題に対して、解決を与えてく

れる。今世の経験が、仮りに商人であったとする。商売はあきずに商いすることだといった、つい

この間までのやり方では、今日では落伍するかも知れない。目先をきかし、政治や全体の問題に常

に関心を払ってゆかなければ損をする。そうした時に、その人の過去世が政治や経済家として生き

た経験があれば、その経験が、その人を導いてくれるだろう。 

 要するに智慧というものは知識ではない。生きた経験の集積なのだ。そうした経験が、折りにふ

れ、縁に触れ、閃いてくるのである。人によってはもっと具体的に流れてこよう。 

 では過去世で未経験の者はどうか。経験のない者は、いつの世でも泣いて暮さなければならない

かというと、そうではない。経験のない場合は、経験のある人が、その人を指導してくれる。つま

り、指導霊がその人の背後にいて指示を与えてくれるのだ。指導霊がつくには、それだけの努力と

一念が必要だ。何もしないで、天から湧いてくることを願っていては、何も教えてはくれない。与

えられた環境、立場に対して、精一杯努力するところから教えられる。また心の窓を開く、開かな

いについても、開いたから何んでも分かる、開かないから不明というものでもない。問題は、現実

を怠たらず、努めるところに、智慧の泉を紐解くきっかけをつくるのである。 

 よく悪知恵が働くというのがある。秀吉などはその最たる者だ。こういう場合は、悪魔が背後に

いて、それを教える。蛇とか悪魔というのは、自分のことしか考えない。しかし才覚は働く。蛇に

もいろいろあり、悪魔もさまざまである。病気をさせあの世に引き取るもの。殺人を犯すもの。人

をおどし喜ぶもの、人を拝（おがま）せ得々とするもの。才覚を働かし、威張りたがるもの。その

種類は千差万別だ。 

 本来の智慧はこうではない。正道に適った智慧なのである。人の心を豊にし、周囲を明るくし、

互いに扶け合い、笑い合って、調和という神の意思に励む中から生れる。したがって暗さがない。

明朗そのものだ。仏智の智慧は、過去世の経験された調和の集積であり、神の心に同通した全能の

智慧である。 

 釈迦は、三十六歳で悟った。悟ることによって、現象の奥に隠された一切の道理を知った。そう

して、よどみなくあふれる智慧によって、多くの衆生を導いていった。三十六年間の経験だけでは



92 

 

こうは行かない。偉大なる悟りを得、心の窓を開き、過去世の集積された経験と全能の智慧が、正

法流布の大事業を完成させたのである。 

 是無上呪（ぜむじょうしゅ）とは、これ以上のものはないというのであり、是無等等呪（ぜむと

うどうしゅ）は、釈迦の悟りは他と比較するものがない、という意味である。 

 次に、能除一切苦 真実不虚（のうじょいっさいく しんじつふこ）とは、生老病死という一切

の苦しみから解き放たれ、それは中身のある真実なものなのだ、とここではいっている。 

 釈迦の悟りは、余人は近づけない。経験しないものは分からない。分からないだけに、第三者は

つい疑ってかかる。そこで般若心経は、その境地を、至る所で繰り返し述べている。本物はこっち

だ。迷ってはいけない。釈迦の悟りとはこうだよと、その半分近くの文字は、悟りの中身をさまざ

まな角度から述べているのである。 

 羯諦（ぎゃてい）とは古代インド語でガーテというが、この意味は「岸」ということである。釈

迦は、ガンガー（ガンジス）の河を背にして、よく説法をした。また、説法の中に、人間の苦悩と

悟りを、河をはさんだ両岸をたとえて話した。 

 中インドから北にかけて、文明が栄えた。古代でも哲学、文学、技術、科学の分野が進み、東西

両文明に影響を与えている。ことに冶金、天文、医学、数学などの諸分野は、世界的水準に達して

おり、五世紀頃には代数が発達して、ゼロ、負数、二次方程式などが考案され、十五世紀には微分、

累乗級数展開などが考案され、西洋文明に大きな影響を与えたのである。また舞踏や音楽なども、

その一つであろう。ところが当時のインドは、カースト制度が厳しく、こうした文明に参画できる

者は、ほんの少数の人々であったのである。 

 このため、大部分の人は無学文盲であり、ゴーダマ・ブッタ（仏陀）は自然の状況をとらえて、

説法していったのであった。またブッタ・ストラー（悟りへの道）は、大自然の法が目的であり、

「自然と人間」との関係を明らかにするのが根本なので、学問に関係なく、誰にも理解できた。 

 しかしもともと学問そのものも、「自然と人間」を知る手だてとして盛んになってきたものであ

り、芸術や文学も、自然や人間を、いかに客観的にその真実を表現するかにあるのであり、したが

って学問があろうとなかろうと、人間であれば、ブッタ・ストラーは理解できるものであった。 

 現在のインドは六月から十月が雨期に当たり、十一月から五月が乾期になる。三月から五月はい

わゆるモンスーン気候といわれ、暑熱の時期に入るようだ。当時も、雨期ともなれば、ガンガー河

は満水となり、対岸に渡ることができなくなる。人が住み、平地の多いこちらの岸は、雨期が半ば

過ぎになると食べ物が少なくなり、食糧難に陥ってくる。対岸である彼岸は緑が多く、マンゴの実

や他の果物が沢山なっているが、河が増水しているためそれを取りに行くことができない。ブッタ

は、それを例えて、こちらの岸を苦界と呼び、対岸である彼（か）の岸を悟りの境涯として説いた。 

 また河の水は深いところは静かに流れ、浅瀬は流れが激しく、ざわざわしている。人の心も、五

官にとらわれると雑音が激しく、落ち着きがなくなる。深い心、つまり潜在意識に同通している人

の心は、守護・指導霊の導きがあるので、諸現象の動きに惑わされることなく、平静であると説い

た。 

 クシナガラの地で、八十余年の生涯を閉じようとするブッタの下に、シュバリダというバラモン

教出身の最後の弟子がみえる。その時ブッタはこういった。 

 「グリグドラクターの修行場は天変地異によって大きな亀裂を生じ、幾日も幾日も豪雨に見舞わ

れた。その裂け目に雨水が流れ込み、河となった。片方の岸は広々と開けていたが、一方の岸は峻

厳（しゅんげん）な山にさえぎられ、逃げ場を失った動物達が右往左往していた。一匹の巨象が広々
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とした向こう岸に渡ろうとあたりを見まわしていた。巨象はしばらくたたずんでいたが、遂に裂け

目に我が巨体を滑らせ、己の体を橋代わりにして、小さな動物達を救った。巨象は力尽きて、自ら

の巨体は裂け目の底に沈んでいった。いま、自分は四十五年の間、迷える衆生にいろいろと悟りの

道を説いてきたが、さらにこの老体を足場として悟りの彼岸へ導いてやりたい」、言い終わるとブ

ッタは静かに瞼を閉じた。ブッタは、最後の瞬間まで自然の中で生活し、人びとに慈悲を説いたの

である。 

 神の心は慈悲である。慈悲の心は衆生済度の心しかないのである。 

 私たちは、地球という大神殿、つまり神の体のなかで生活している。地上という大地も、水も、

空気も、陽の光も、私たちに生きるに必要な環境を、神は無償で提供している。この事実を知らな

くてはなるまい。この事実を悟らなくてはいけないのだ。 

 私達が欲望に振り廻される時は、公害、戦争という苦界に落ち込んでいこう。そしてなお目覚め

なければ、天変地異となって、大地は怒り、人々に反省を促そう。本当は大地が怒るのではない。

人びとの自我が、大地に震動を与えるのである。想念は、ものを生み出すことを忘れてはいけない。 

私達は神の慈悲によって生活ができ、その慈悲に感謝しなければならない。感謝の心を忘れ、報

恩という奉仕の心をおろそかにするために、さまざまな苦悩が生じるのである。誰も彼もが、仏の

慈愛一筋の心になることは難しかろう。しかし愛の心なら、誰しも理解できよう。愛も神の光であ

る。助け合い、補い合い、許す心が愛なのだ。 

 地上の生活は分業である。文明が進むほどに分業専門化が盛んになり、分業が盛んになると、い

よいよ一人では生きられない。食べ物一つとっても、多くの人達のリレー作業によって、初めて食

卓に上る。金さえ出せば何でも食べられる。という考えがはびこると、今、全世界の関心事となっ

ている食糧と人口のバランスが崩れていこう。 

 愛の出発は、男と女からはじまろう。男は生産的、能動的な仕事に、女は消費的な家庭を築いて

いく。もしも、一方にウエイトがかかり、男でなくては、または女でなくてはという考えが強くな

れば、人類は百年と続くまい。男と女が、それぞれの特質を生かし、助け合い補い合っているから、

人類は滅びることがないのだ。 

 神は一夫一婦を望み、その中で調和という心の安らぎを求めるよう意思されている。家庭は社会

の原型であり、人間生活はそうした家庭から育まれる。 

 愛は、まず、男女の助け合う感情からはじまり、家庭に、隣人に、社会に、人類に、発展してい

くものである。男と女が、立場が逆さまになり、女が生産的な仕事に就いていくと、社会は混乱し

てこよう。男と女では、転生輪廻の生活経験がまるで違っており、一時期の、ものの考え方で、経

験の乏しい者が経験を必要とする仕事につくことは、もともと無理があるからだ。またこうした考

え方が生ずるのも、ものの見方が五官や自我に根ざしているために起こって来るといえるようだ。 

 神の意志は調和である。中道という安らぎを人類に求めている。もしもアダムだけが存在し、エ

バがいないとすれば、調和という助け合う愛の行為は成就できまい。 

 調和は、個性を持った複数の関係が生じた時からはじまるのである。また一切の生物は、そうし

た複数の中で育ち、環境を調和していくものだ。神が与えてくれた自然という慈悲の環境は、私共

に愛の助け合いを促している。 

 神の慈悲に対して、私共がそれに応えることを愛というのである。愛の行為は誰にでも出来よう。

何故なら愛の環境の下で私達は育ち、生きて来たからである。 



94 

 

 愛は地上という横の光ならば、慈悲は神の無償の縦の光である。人びとの心が、縦と横の十字に

交わるときに、永遠の悦びを知ることが出来よう。 

羯諦羯諦（ぎゃていぎゃてい） 波羅羯諦（はらぎゃてい）  

波羅僧羯諦（はらそうぎゃてい） 菩提薩婆訶（ぼじそわか） 般若心経（はんにゃしんぎょう） 

 「岸だ、岸だ、向こうの岸に到達するのだ。仏弟子達が向こうの岸へ到達し、悟りに達すれば、

すべてが調和され成就する。調和の姿こそ般若心経なのだ」 

 仏弟子というと特殊な階級を意味するが、本来は、地球人類を指している。特殊な修行をし、行

を積まなければならないというものでは本来ない。行を積むという意識は、人間が長い転生輪廻の

過程において積み重ねた業があるために、神の子の自分を忘れた考えから生ずるそれが言わしめる

のである。 

 彼岸とは、神の子のふるさとである。そのふるさとを忘れているのである。 

 正法は誰のためでもない、皆自分のためにあるのだ。 

 仏教というと堅苦しく、難しいもののように聞こえるし、実際に中国を経て来た経文を見ると、

確かに何が書いてあるのか解らない。解らない筈である。そのほとんどは梵語が漢字の当て字にな

ってしまったため、文字の解釈を追及すると何をいっているのか、迷路にはまり込んでしまうから

である。 

 しかし、仏教とは釈迦の説いた教えであり、それはまた自然の成り立ち、理法をいっているので

あり、求める心さえあるならば、どんな人でも理解できるものである。 

 肉体人間は欲が深く、つい目先のことにとらわれるために、本来自分のためにある仏教、正法を

理解しようとせず、これから離れていってしまう。 

 喜怒哀楽は人間だから当たり前、人間だから病気もする、人間だから悪いこともする、聖人ばか

りになったらこの世は味も素っ気もない、という見方をする人がいるが、いったい人間とは何か、

である。こういう考えでは動物になってしまう。動物は本能のままに生かされているので、それな

りの生き方が与えられ、コントロールされているが、人間は考える能力を持ち、自由意志が与えら

れているために、こうした生き方をすると、ズルズルと動物以下になり下がってしまう。 

 一つの家庭で悩みがない、という人は比較的少ないのではあるまいか。経済的に恵まれている家

庭は子どもがいないとか、夫婦間がバラバラとか、子供がグレて手を焼くとか。一見平和に見える

家庭でも、ひと度その家の中に入ると、いうにいわれぬ問題をかかえているようだ。しかしそれも

人生、あれも人生ということで、その場その場でツギハギし、見て見ぬ振りをして、その日その日

を送っているのが大半の人びとのようである。人間は生活の歯車が曲りなりにも回転している時は、

なかなか正法に入りずらく、縁にふれてもおざなりになってくるようだ。しかしひと度、生活の歯

車が土台から揺れ動くと、こんどは血眼になって慌てふためく。 

 なぜだろう。欲が深いのだ。もともと･･････。欲の深さは、何でも手にいれたいというのもあれ

ば、現状に甘んじ、自己陶酔に陥るのも同じことである。自己陶酔、自己満足、現状に甘んじると

いうのは、偽我（ぎが）が強いからそうなるのである。 

 偽我とは、本来の自分でない自分である。 

 本来の自分は善我であり、それは神の子の自分である。 
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 神の子の自分に立ち帰れば、正法の絶対性と中道の神理については、否も応もなく、これを生か

した生活をしなければ、その反した分量だけ苦しみを味わう、ということを知るはずである。悟り

の彼岸は誰のためでもないのだ。みんな自分のためである。 

 自分を悟れば、この地上界は慈悲と愛によって成り立っており、調和の姿は神の姿でもあるので、

愛、慈悲の行為を顕現（けんげん）してゆかねばならないということが自覚されてくる。そうして、

己の幸せを他に及ぼして行くというのが正法なのだ。 

 ゴーダマ・シッタルダーは、それを説いた。 

 当時の仏陀は、主に慈悲を説いた。慈悲とは仏の心だ。慈悲は至高の大宇宙の心である。 

 本当の慈悲の心を理解できる者は、ホンの少数の限られた人達だったようである。ただし当時は、

心の中はともかくとして、形の上にそれを表わそうとすれば比較的容易に行えたようである。イン

ドの人たちは布施心も強く、野や山は食べ物が豊富にあったので、サロモンとしての修行も容易で

あったし、欲望に打ち克ち、人びとに救いの手を差しのべることもできた。しかし、自己を宇宙に

拡大し、神の心となって、人々の心の中に仏を呼び起こすことのできた人はプッタしかいなかった。 

 プッタは、今まさに涅槃に入らんとする時、弟子の阿難に答えてこう言った。「私がこの世を去

ったとしても、私を思えば、私はその人の心の中で生きている」と･･････。 

 神と仏は、この大宇宙に、そして人びとの心の中に、生き通しの大光明であり、絶対にして唯一

つの大生命であり、言葉を変えれば、それは慈悲そのものであったのである。 

 慈悲は、法であり、大自然であり、万生万物に調和を与える神の大生命であった。 

 釈迦滅後、五百年の後に、イスラエルにイエス・キリストが愛を説いた。人びとは釈迦が説いた

慈悲の心を本当に理解することが出来なかったからといえよう。これを理解できる者は、釈迦在世

の時代でも僅かだったし、時が経つにしたがって、次第に形骸化されてきたからでもあった。 

 イエスは愛を説いた。イスラエルという地は愛を説かねばならぬ土地柄でもあった。インドと違

い、砂漠が多く、緑が少ない。支配者と被支配者が雑居し、被支配民族は、その日暮しの生活であ

った。貧しい多くの人たちは、明日に希望もなく、救世主を待ち望んでいたのである。そうした環

境の中で人々を救うには、相互扶助の愛を説かねばならなかった。地上に人類が増え、限られた土

地で多くの人間が生きていくには、相互に扶け合う、人類はみな兄弟という愛の行為しかないので

ある。 

 愛の教えは今日、全世界に伝わり「聖書」は、かくれた永遠のベスト・セラーになっているのも、

もとはといえば愛の行為は人間的行為に帰着するからであった。 

 愛の心、愛の行為ならば、誰でもできよう。この地上界は、いろいろな魂を持った集団社会であ

る。男女の別、能力の別、体力の別･･････。すべてが相対的であり、さまざまである。そうしたさ

まざまな魂が、共に同じ場で修行し、調和という神の意思を顕現（けんげん）してゆくには、扶け

合い、補い合う協調協力の相互関係を欠くことはできない。自分さえ良ければよいとするエゴイズ

ムは、地上界の人間を含めた、与えられた慈悲の環境を破壊するものであるからだ。 

 釈迦が遺した仏教が今日、東洋の限られた人々にしか伝わらず、イエスが説いたキリスト教が全

世界に広まったのも、慈悲の心は神に直結し、近寄り難いし、愛はもともと地上の光であり、横に

広がる性質を持っているからである。 

 慈悲も愛も、ともに神の光であることには変わりはない。 



96 

 

 しかし肉体をまとった人間にとって、どちらが親近感を覚えるかといえば、愛であろう。 

 慈悲といい、愛といっても、その本質を知って、その通りに生きている人は少ないといえよう。

人がこれを実行しようとすれば、恵み与えることの出来る自分を、まずつくらなければなるまい。

慈悲は神仏の心だとして、盲目的にこれを為そうとすると、自分が苦しくなり、周囲に波紋を起こ

すことさえ出てくる。 

 さきにもふれたように、年老いた巨象は多くの小動物を天変地異による洪水から救うために、自

らその巨体を岩の裂け目にすべらし、橋代わりとなって小動物を対岸に渡らせる。渡り終えると巨

象は力尽き、裂け目深く沈んでいった。巨象のこうした行為は慈悲の心を知り、自分を悟っていた

から出来たのである。巨象以外の他の小動物がこうしたことをしたいと思えば、あたらその生命を

裂け目に落とし、その悲鳴に、かえって混乱を巻き起こしたに違いない。 

 この地上界は、相互作用の働きによって成り立っている。植物は動物のために、動物は植物に。

草食動物は肉食動物に身を供養し、肉食動物は植物が枯れないように、絶えず死と隣り合わせに生

きている。人間だけが植物や動物、あるいは鉱物資源を勝手放題に使ったり、食べ散らかしていい

というものではない。自然界の循環は、全てに渡って適用され、それは他を生かすことによって成

り立っている。しかし動物、植物の自然界は、巨象のように法を悟って為されているわけではない。

このため、相互作用のバランスを、しばしば失い、植物も動物も絶滅寸前に追い込まれることすら

あるのである。 

 人間は万物の霊長なので、こうした不調和な状態にならないよう、慈悲の心、そして愛を持って、

調和の範を示してゆかなければならないのである。 

それには神理を知った想念と、自覚された行為が自然に出来るように、反省と中道の生活を送る

ように努めなければなるまい。こうすることによって、やがて巨象のような慈悲の心が広がり、多

くの人々を生かす自分に到達できるのだ。 

 愛の本質も慈悲の心と変らない。愛も人々を生かす行為であるからだ。助け合い、補い合い、許

し合う寛容の心は神の心だ。自分にあるものを他に与え、人びとの喜びを喜びとする調和にある。 

 仏の慈悲、神の愛を求める人は少なくない。仏教は経文をあげ、キリスト教は祈りがすべてと考

えられている。ところが仏教もキリスト教も、自ら助ける者に与えられるのだ。 

 今日、あらゆる宗教が他力に変貌し、偶像崇拝という神仏と人間を切り離した信仰が広まったが

ために、神仏は、人々に救いの『めぐみ』も『心の安らぎ』も与えることが出来ないでいる。他力

信仰が勢力を張り出してくると、偽りの神が人々に憑き、ますます混乱した信仰形態をつくり出し

てゆく。 

 仏教もキリスト教も、もともと一つなのだが、全世界に分布されている仏教、キリスト教の教え

（分派）は何千何万に及んでいよう。新興宗教といわれる宗団の経典は、大抵は仏教、キリスト教

の教えを食いちぎり、他のものと混ぜ合わせ、もっともらしくつくり変えている。それでは真の安

らぎも、救いも与えられようがない。 

 神理は自力である。神の子の自力に生きている者に、神仏は慈悲と愛を与えて下さる。 

 自分が中道に適ってくると、神仏は、その者に智慧を与え、霊力を与え、奇蹟を与えてくれよう。

そうして他の縁遠き者をも、救える慈悲、愛の行為が自然に行えるようにして下さるのだ。 

 般若の境涯は、五体の人間では考えられないような、想像を越えた悦びの世界である。 
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 巨象の行為が自然に行えたのも、その魂は三次元を越えて、安らぎの境地に、常に住していたか

ら出来たのであった。 

 転生輪廻の繋縛（けいばく）から解脱し、大宇宙に生き通しの自分を発見し、人びとに慈悲と愛

の光を与えることのできた人を仏といい、如来ともいい、神の使者ともいうのである。般若心経は、

それを語り、仏智の偉大さ、悦びを述べている。 

 本稿で般若心経の解説を一応終えることにする。 

【あとがき】 

 十五回にわたって、さまざまな角度から解説を試みて来たが、般若心経は全文二百七十六文字か

ら成り、経文の中でも短い方に属していよう。しかし、その書かれている内容は、悟りの中身であ

り、悟りとはこういうものだと説明している。その説明の仕方はそれこそ、これでもか、これでも

かと、くどいように説明している。これは漢文の性質上そうならざるを得ないのであろう。 

 例えば ･･･ 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舎利子 是諸法空相 と書いて、そのあ

と不生不滅からはじまって、以無所得故まで。ここは是諸法空相の説明といっていい。したがって、

是諸法空相で終わってもこれらの説明は導き出せるものだ。 

 もっとも諸法空相については主観的体験なり、あの世の説明ができない場合は、空相を「無」と

見てしまい、すべては無いと考えてしまう。そうでなくとも、不生不滅などの説明があっても色即

是空の空を「無い」としてしまう人もあるのだから、人の『意』が加わると、とんでもない方向に

解釈が進んでしまう。 

 同じ中国から伝わった仏教用語でも「諸法無我」（しょほうむが）「諸行無常」（しょぎょうむ

じょう）「寂滅為楽」（じゃくめついらく）は、僅か十二文字にすぎないが、これらの言葉は深遠

な神理を端的に表現しており、漢文でなければ、こううまくは、まとまらないと思われる。 

 私は仏教のことは全くの素人であり、解釈の仕方も仏教哲学を学ばれた方々とは違うかもしれな

い。しかし文字も知らない当時の人たちに説いたプッタ・ストラー（神理）は、主に方便をもって

したが、衆生が理解できないようなものは一つもなかった。そうした意味で、私は私なりに、解説

を進めてきたわけである。もし私の解釈に異議のおありの方があれば、そのお説をお聞かせ願いた

いものである。 

 般若心経は「般若波羅蜜多」の内容、つまり悟りの中身を述べているが、ではどうすればそれに

到達できるのか、ということについては触れていない。書かれた動機が般若の内容にあったようだ

が、やはり目的に至る手段も書いて欲しかった。そうすれば般若心経の中身は一段と光彩を放ち、

解釈も在来のものとは大分違ってきたと思う。在来のものは、文字にとらわれ、解説者の意によっ

て進められる。心の問題は、頭では理解できないものだ。何故かといえば、心は次元の異なる世界

に属し、その世界を体験し、心と肉体の相関関係を理解しなければわからないからである。 

 解説はそうした意味で、悟りの中身以外に、手段についても折に触れ加筆してきたが、般若心経

の文面だけでは、こうした解釈は出てこないであろう。 

 日本に到来した経文の数は非常に多いと思うが、何れまた機会をみて、これ以外の経文について

も解説をしてみたいと考えている。 

- 完 - 
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【中道について】 

1972-9-1 関西本部講演会 

 人間の正しい規準は中道という自然の条理にあります。ところが殆どの人は、この条理が分から

ないために、真実を知らずに苦悩の中にあえいでいます。 

 本来、信仰とは、己の心の調和をはかり、心の曇りを取除くことです。 

 心の調和は、中道という自然の条理を生活の中に活かすことによって得られるもので、神の光は

そうした努力に比例して与えられて来るものです。 

 ところがどうでしょう。現代の信仰は、その殆どが他力となり、人は労せずして神の光にすがろ

うとしています。 

 人間は生かされていると同時に、生きている生命体です。労せずして神の光を得ようとしても、

それは人間の本性が許さないし、神の光も与えられるわけはないのです。 

 例えば観音力についていうと、中国の天台といわれる方が、病める人々を救った林蒋という人の

功績を称えて、いわゆる観音経の中に褒めて書いたものが始まりです。 

 それが何時の間にか日本に伝わって来た時には、観音様を拝めば救われるんだと変ってしまい、

他力信仰が生れてしまった。 

 観音力のことを観自在菩薩ともいいます。観自在とは文字通り、過去・現在・未来を見通すこと

の出来る悟られた方という意味です。 

 インドの当時、心の悟りの段階を、最初はシャーミー、サマナー、次はサロモン、アラハン、ボ

サター、プッタと分けていました。その中のボサター（菩薩）でもある段階にゆくと、自由自在に

あらゆる諸現象を見る事の出来る悟られた方々がいるので、普通はその観自在という事が解せない

ために、観音菩薩を拝む事が信仰だと思い込んでしまったのです。 

 観世音菩薩の観音力は、まず自分自身の心が調和されて、中道に生活行為が一致していなかった

ならばこれを理解する事は出来ないでしょう。 

 過日高野山の研修会でもお話ししましたが、実際人間という者は、肉体を持って此の地上界へ出

ますと魂の修行を忘れ、不調和な諸現象を自らが作り、自らが苦しみの奴隷の虜になり、その心を

魔にゆだねてしまう。その魔に打ち勝つ事が出来ないから、不動明王、大黒天等の諸天善神が、全

部協力して悟れるように導いてくれるのが密教だという風に、なっているようです。ところが密教

は本当の仏教ではないのです。 

 密教はもともとバラモン、ヨギストラー等がミックスされて中国に渡り、それから日本に来る間

に仏教と一緒になってしまったのです。真言宗では真言を唱えれば良いのだという。あるいは、○

○と呼ぶ事によって救われるというのが真言宗のようです。自分の心を真黒にして行いもせずにい

くら唱文しても救われるはずはありません。 

しかしあの世へ通じることは通じますよ。あの世へ私たちが、例えば、「マイトレーヤー」といっ

たら向うからフワーと来ます。来るけれどもその人に能力が無かったら何にもならないでしょう。

例えば私たちが今強盗あるいは暴力団に囲まれたとします。お巡りさんを呼んだところで、お巡り

さんが来てくれなければどうにもならない訳です。これと同じで真言という言葉で救われると思っ

たらとんでもない事です。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166131.html
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 密教を秘密の教えといってますが仏教には秘密なんかありません。仏教の般若心経の中に蜜多と

いう言葉が出て来ますが、この蜜多と密教の密とは大違いなのです。ですから文字の上からも密教

は仏教ではないのです。 

 仏教の出発点は 

 人間は何故生まれ 

 なぜ老化するか 

 なぜ病気になるか                                  

 なぜ死んで行くのか 

 つまり一切の苦しみの原因は所謂、生老病死であり、この四つの苦しみから、まず越えることか

らはじまっているのです。生れなければ五体を持たないから五欲煩悩に心が支配されない。生れる

から苦しみが生ずるのだし、更に生れたから年もとる。生れなければ病気もないだろうし、無常の

風がひと吹き吹けば、この肉体は地上界へおいて行かなければならない。ところが此の肉体がいつ

の間にか仏教でも肉体こそ己なりと成ってしまったのです。 

 皆さまがもし我々の神理を伝導する場合は、人間とは色心不二なんだよと、此の色心不二という

事を良く説明してやる事が大事ではないでしょうか。 

 人間は眠ってしまったならば体は自由にならない。いかに頑丈な角力取りでも、馬場・猪木のよ

うなプロレスの人でも、どうにもならないのです。そうすると我々は肉体のほかに、心――魂があ

って、肉体と魂は別々であり、目ざめている時は両者は、不二一体だが、眠っている時に魂だけが

分離して次元の違った世界にいっているということを伝えることですね。 

 色の世界は現世です。次元の違った世界という事になりますと眠った時は全く意識は次元の違っ

た世界にいきますから、普通の人は見る事が出来ません。見る事は出来ないが存在している事は否

定出来ません。色は物質、なぜ色は物質かというと、私たちの目で見るところの赤青黄、此の三原

色は、混合の仕方によって何万色にも変ります。私は何時もいいますように何万色にも変るところ

の我々の目に写る一切の現象は総べて色彩を持っております。それによって区分が出来る訳です。 

 けれどもそれも実際は七色の虹しか見る事が出来ないのです。よく私たちは虹の両極端を見る時、

紫色と赤色を両極端に狭んでこの中に七色の虹があるのです。これ以外のものは私たちのこの目で

見る事は出来ません。然し赤外線や紫外線の存在を何人も否定することは出来ないでしょう。之を

図解で説明しますと、このようになります。 

 もし私たちの目がＸ線であったとしたら、恐らく此の色彩は見えません。全部骸骨です。此のよ

うに私たちの目という物は非常に不確定なのです。そこで我々は次元を越えてものを考えた時に、

この現象界三次元以外にも別の世界があるという事に気がつくはずです。これが私の説いているあ

の世です。つまり意識・魂の世界です。次元の違った四次元以降の世界です。 

 こうした次元のちがった世界は、我々が諸現象を通して、その生命現象を一つ一つ追いかけてい

っても理解することが出来ます。この地上界にはまず動的生命があります。更に又準動的生命、不

動的生命があります。動的生命というのは動物です。不動的生命とは植物です。地上は動物・植物・

鉱物に分かれておりますけれども、これらのものは総べてがエネルギーが内在し、仕事を為し得る

能力を持っております。 

 エネルギー、つまり仕事を為し得る能力はこの物質の質量と光の積に求められます。この点につ

いては、これまで何度かお話したので省略しますが、ともかく、三次元を投影する四次元以降多次

元の世界には動・植・鉱のエネルギーの世界があり、生命が躍動しております。次元を越えた世界

だからあの世へ行けば此の地上界の植物とは違って次元の違ったエネルギーいわば成長するエネル
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ギーが非常に生き生きと安らぎのある色彩を、私が画が下手なので書く事が出来ないのが残念です

が、もっております。 

 あの世、天上界とはそのような所です。ところが逆に地獄界といったら、此の地上界でいえば何

時も薄暮のような環境で冷たい世界が多く、植物自身もその色彩を整えることが出来ません。黒く

よどんで植物も無気味な色彩をしています。 

 又、土もエネルギーの世界ですから、その物にも仕事を為し得る能力を持っていますから地獄の

土は死んだようになって、生命を育む力を失っています。これは物質的次元と生命の次元の差とい

えます。 

 今我々は此のような肉体を持って、魂と同居して色心不二と云う環境の中に生かされてます。肉

体という舟は物質的で固体的な非常に不安定な物なのです。ところがあの世へ行くともっと調和さ

れた光という光子体を持っていますから非常に柔軟で安定しています。 

 此の地球上は矢張り物質界である以上、原子と云う細胞、原子から構成された細胞集団によって

出来ているために非常に固体的で不安定なのです。あの世とは、安定された非常に柔軟な自由な世

界であり、そうしてそれぞれが動的生命といえようし、色心不二の中の特に心の分野の世界が存在

しています。 

 此の空界は、それぞれが魂を磨くと共に自分自身が此の環境で大調和をする。この事が本来の使

命なのです。なぜかというと、この世は不安定な世界であるから、あの世の安定した世界を顕現す

ることにあるからです。あの世では植物も話しかけているような、我々にそうゆう感じを与えてく

れます。 

 此の間の高野山の深い山の谷底のような所が、どうも地獄界を見た感じがします。昨日でしたが、

Ｋ氏に地獄霊を入れると、Ｋ氏がガタガタと震え始めました。それを私たちは地獄霊が憑いてる、

憑依現象というのです。Ｋ氏の体に調和さしたところがそのような現象が起ってしまいます。これ

は当然な事なのです。こうした現象は五官だけでは分からない。我々の五官というものはそれ自体

が非常に不確定不安定なものだからです。 

 我々は常に肉体の船頭さんである心に、八正道という中道のフィルターを付けて正しく判断をす

る事、その時に人間は苦しみから自分自身が解脱出来るのです。 

 苦しみ悲しみは自分自身の心と行いのあり方が作っています。それを修正した時に、皆さまが弥

勒菩薩どうぞ御協力下さいといった時は協力します。即座に耳元で、お前そのようなあり方ではい

けませんよ、こうすべきですよという事まで教えてくれます。 

 私は、講演中あらゆる質問を受けます。質問をうけても答えることが出来ます。なぜ出来るのか、

指導霊や守護霊が協力してくれるから、私は皆さまに話せるのです。私たちは原稿などありません。

何処へ行っても、身軽に講演をしています。ところが相手は医学者は医学の専問の分野で、質問を

してきます。科学者は科学の分野で突込んでまいります。 

 私は万能ではないから、こうした質問には答えられるはずはありません。科学者にはその専門の

指導霊が私にポンと這入って来ます。これは皆さまの中からも心の目を開く人たちが出て参ります

が、その人たちは、今皆さまの普通の目で見れば高橋信次というイメージしかありませんけれども、

私の意識を支配する光がポンポン飛び交うのが解ってきます。更に前進すれば、その当時の姿をし

た、その物ズバリの人と交替してるのが解ります。だから兎も角私たちの意識はいかに重要なもの

であるか、肉体に抵抗があるとこれは出来ませんよ。 
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 それ故に本当に守護霊があるかないかを自分が知りはじめてきた時には、本当に驚きです。今迄

そのように頭では学問的に勉強し知っていたけれども、実際にそうゆう体験をすると身にしみて分

かります。そうして心をきれいにしなければいけないということを発見すると思います。それまで

は、気がつかないから、いろいろと修行の行の字を間違えてしまって、人間はいろいろのところに、

暗中模索し自分を見失なってしまうのです。 

 それだけに又宗教は阿片だという事ですね。ですから私は話せず聞えず見えないなら、拝む対象

物に手を合せるなというのです。 

ただし神理は普遍的であるから、その神理をどこからでも突込んで見て成程という自信を持った

時に、それこそ神理は光となって我々の心の中に大調和を与えて行きます。それですから我々のグ

ループの中に、心をきれいにして実践をしている人たちの窓が開かれているという事は、素晴しい

ことです。 

 もう既に皆さまの中から現実に霊道の開かれている方たちが沢山おります。これは皆さまだって

例え喋れなくとも、霊感という感能は持っているのです。 

 感能――それはその人の正しい中道の道を行じた、中道を通して一心に自分の目的に対して勇気

と努力と智慧を集中させた時、始めて此の現象が正しく出てくる訳なのです。 

 勇気と努力と智慧、目的に対して、例えば一つの新しい問題を研究しそれに対して一生懸命に、

自分の智慧を学んで努力して、自分が決断を持って実践行動をした時に、必ず皆さまに霊感が備わ

ります。此の場合には過去に学んでいる人たち、我々のように電気科学専門にやっていますと、私

は過去ではやってませんから、指導霊が次元の違った世界から教えてくれます。此の指導霊はこの

努力に比例した世界から来ます。ボンヤリしてればボンヤリした程度です。だから一つの問題でも、

ポンと突込まれると五つから七つぐらいの答が出てまいります。その中の最もそのものに調和され

た方向に我々はその解答を選びます。これは総べて指導霊が協力してくれるからです。 

 私は此の地上界に生れてよりお経を学んだ事はありません。その場合協力してくれるのは、指導

霊と私の過去世を通した守護霊が協力してくれます。これは皆さまだって同じなのです。それが皆

さまが自分の心の窓が開けば、アア此の人か、光なんてものではない、その物ズバリで出て参りま

す。生きている時のその侭の姿で教えてくれます。 

 ここに高野山の研修会での事を二・三お話します。 

 一体此処はどこだろう？ と私が思いますと、ハイハイとお坊様が出て来ます。そしてデンシン

ボウで御座居ますという。さらにたずねて貴方は誰ですかと聞きますと熊谷直実で御座居ますとい

う。それではお寺が有るのかなあと聞くと其処に熊谷寺がありますと解る訳ですネ。 

 弘法大師も当時の事を語ってくれます。だから本当に歴史には正しい面もあるけれども、後世の

人たちが大分書き加えている事がはっきりするのです。 

 当時の弘法大師、空海が中国に行った模様を私は聞きました。 

 それによると、四隻の舟を纜（ともづな）で一番先端には最澄が乗船し、藤原一族も中国大使と

して乗船した。そのうち筑紫から出て間もなく大風が吹き、纜が切れて仕舞い、四隻の船はバラバ

ラになってしまった。最澄の方は帰ってから解ったのですが、揚子江の下流上海という所へ着き、

私たちは今でいう台湾海峡からアモイの近く、福建省へ流されましたという。このように当時の模

様をくわしく教えてくれます。そうすると私は本当か嘘か今度はいろいろと調べ始めます。たまた

ま弘法様の所ですから彼等の金剛峯寺へ行って伝記物の本を買って来ると大分嘘がある。第一船団
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に空海が乗船と書いてある。それならと比叡山延暦寺を調べると、第一船団には最澄だと書いてあ

る。 

 その当時最澄は三十七才だと云っております。このように歴史はいろいろと坊主たちの、自分の

都合の良いように作成したのです。 

 弘法大師が本当に神理を悟って、中国から帰って来たとしたら、恐らく先程の密教なんてものは

作らなかったでしょう。 

 更にまた山を探し求めた時に、二匹の白黒の犬が出てきて先導し現在の高野山に、自分の修行所

を求めたと書いてあります。その時に猟師を地の神と祭ったことも、これは既に弘法は悟ってない

証拠です。しかし弘法自身、高野山にいて修行をし心の窓は開かれていたと自身はいいました。 

 弘法自身一生女性関係はなかったのですか？と聞きましたら、私も所詮は男性でございます

云々･･･何時の間にか年代が過ぎると雲の上の天上人に周囲が神格化してしまう。奥の院には弘法様

の骨を祭ってあるとか、その奥の院へ入って行くと、私の目の前に真黒い玉がグルグルと飛んでる

のが見えます。四、五人のお坊さんがおりましたけれど気が付かない。弘法様に後で奥の院には貴

方様のお骨を拝ましてるようだが、一体これはどういう事ですか、ときくと、自分の亡き後の骨を

拝めとは一言もいっておりません、という返事がかえってくる。 

 人間はそのような物に執着を持たしてしまっている。末法ともなれば此のようになるものですと、

こちらは歴史上の事実を追求しますから歴史と現実がどのように間違っているか解ってしまうわけ

です。 

 人間は尊敬の余り自分の宗祖をどうしても大事にしたいものです。正しく物を見てない証拠なの

です。しかし高野山が当時の権力と結びついて仏教を中心に弘法様の名前が世の中に広まって行き

ました。 

 修行の課程で霊視が利きますから、病気が解かります。その病気を癒してる間に当時ライ病が流

行したそうです。その結果が自分もライ病になり手が全部潰れたともいわれる。だから四十代から

殆んど堂に籠って外出しなかったといっておりました。 

 それで本当に私に出て来たのは弘法であるかないか、テストをしなければなりません。顔形を見

て弘法さんと解っても、人は信じません。 

 たまたま高野山で寺院を持ち当時衆務総長Ｋ氏が三年前に死去しました。その方の奥様が私の講

演を聞きにまいり面接致しました。見たところ御主人が横に来ております。背は一米七十四・五糎

位で丸々と太った一見浅黒いお坊様、私は奥様に此の事を話しますと、私の主人ですという。 

 その時、Ｋ氏は、「私は精神的に非常に宗派の見苦しい環境の中で苦しみました。私は心筋硬塞

で一夜の内にあの世へ帰りました。今は執着がありませんが、ただ自分の妻をかえりみるいとまが

なかった･･････。万が一私が死んだ後お坊様たちの宿泊所でもよい、よい生活環境を作ろうという

約束をしたが、それを果たす事なくお前に苦労かけて申訳ないという。お前には色々苦労ばかりか

けて多くのお客様に接待するだけで、青春も老後の幸福も与えなかった、本当に申訳ない。お前に

は見えないだろうが何時でも側にいて協力するから、うらまんでほしい。気の強い女（おなご）で

あったが、もう少し体の方にも気をつけて医者にも見て貰ってほしい」云々･･････。 

 ところが偶然にそのＫ氏は衆務総長時代に私の縁生の舟を読んでいたそうです。不思議な事です。

「先生の御本を読まして戴きました。先生はそうゆう事から通して、御存知でございましょう。高

野山内部の事も･･････妻にもいろいろと御教導下さい」 
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 又夫婦二人だけの話しも喋って仕舞ったのです。サァ奥様信じざるを得ません。全部ですから、

これで始めてアアそうかと矢張り前へ出て来たのも、弘法大師には間違いないと私は信じました。

又、弘法様が、貴方様の説いてる心、私の寺の中にあります。ぜひそれらを見て欲しいといって皆

さまと一緒にいろいろの国宝を一パイ陳列してある宝物殿へ這入って行きました。 

 心を中心に書いてあります。だから何でこれだけの物が書いてありながら、人はこの心を調和す

る道に実践しなかったのだろう。弘法死後どうなったのですかと聞いたところ、いや私が亡くなっ

て百二年目、すでに僧兵を作って私の神理にないものが這入って来たのです。そのために最後は、

あの中は阿修羅界に変ってしまいました。滅後二百年でこのような現象が出るとは思いませんでし

た。 

 このように弘法さんは当時の事をいろいろと、すでに天上界へ上っておりますから解ります。そ

の張本人は誰ですかと聞いたところ、現代の名前で何とかいう宗祖だそうです。この人が鎖鎌を持

って権力と組んで、最後は四十三才で殺されたようですが、一つの分派活動を起して、混乱に導い

て仏教を段々変えてしまったのです。 

 だから日蓮が、真言亡国といった意味がよく解ります。 

 このようにあの世を通して我々はいろいろと説明を聞いてる中に、現在我々の今の心のあり方、

生活のあり方、これがいかに重大だという事が益々、身に泌みて考えざるを得ない。我々がこのよ

うにして本当に、普遍的な魂、その中心である心を知ったならば、私が皆さまにいろいろお話しを

しますこの言葉が言霊となって、皆さまの心の中に皆記録されます。テープレコーダのある人はテ

ープに残され、ごまかせないのです。そうゆう意味からして、皆さまの場合、自信を持って、あら

ゆる角度から皆さまなりに理解して指導して頂きたいと思うのです。自分自身が悟ってからという

事はなかなか大変です。あらゆる角度から批判し、理解を深め、成る程と自分の生活の糧とすると

共に、人々の心に植え付けて行くことではないでしょうか。 

 人間は一生懸命に一つの根本的な物を追求し探究し実践して行きますと、必ずいろいろな苦しみ

から超越出来得るものです。ただ我々は今自分が本当に悟ろうと一つの自覚が自分自身に生れたな

らば、執着を取る事です。この執着とは生と死についてですが、死を恐れないで捨ててしまう事が

大切です。 

 生きるためへの生活環境、経済、それがいろいろと精神面に出て悩み苦しみます。人間の欲望に

は際限がない。欲望解脱には、足る事を知った生活、八正道を通しての感謝の生活、一秒一秒に最

善のベストを尽す事に、勇気と努力と智慧以外何ものもないという事です。此処で初めて報恩行為

が執着解脱となる立証を各自が生活の中に密着させねばなりません。 

 ゴーダマ・シッタルダーが五人の弟子と六年余りの修行半ばで、一口の牛乳の一件で別離する事

になり、悟りとは自分が悟るのである、友ではない。カピラを抜け出したあの時の気持ち、光を求

めた心が再び戻って来たのである。否、むしろもう死んでも良い。悟るまでは死ねぬと、共に苦し

み共に扶け合って来た五人の仲間と別れた時迄抱いていた、それすらも捨てる気持ちになり、中道

という、いわば片寄りのない心の物差しで三十六年間を一つ一つチェックして、悪い事は深く反省

し、執着解脱によって心の悟りを得たのです。私たちも自分の心の分野を良く見て下さい。 

 家庭の引っ掛り、つまり執着、肉体的・経済的な執着、心より勇気を持って自分に足る事を知り

報恩と感謝を、そして不平という自己保存を捨てて、その道に精進して下さい。そうすれば本当の

悟りの境地に到達します。 

 例えば聞く事も悟りの一つ。仕事をしてその中から覚えるのも悟りの一つ。悟りには大小があり

ます。人生は一生を通じて悟りへの挑戦です。自分自身がアラハンの境地に成る事が大切です。ア
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ラハン、五百羅漢、これをアラハンといいます。非常に便利なのです。次元の違った所と話が出来

ます。ただし自分の心と行いが常に正道に適った生活に努力しなければ交信は出来ません。自分が

努力をしてこの分野が解らんから教えて下さいといいますと、必ずヒントを与えてくれます。だか

ら非常に便利なのです。しかし心が綺麗でなければ駄目です。 

 商売上の取引・肉体的な欠陥の理由又は精神的な問題、人を導く事についても、速やかに現象が

出ます。不思議でもなんでもないのです。私一人だったら脳細胞は狂ってる、おかしいといわれて

も仕方がないが、しかし今多くの人々が、全く同じ現象を、同じように見て話せるのですから否定

出来ません。だから特定な霊的な現象が出たから、その人が偉いのではなく、そのような現象を通

して、皆さまに自信を持って貰う事が大事なのです。この自信が必ず自分自身の勉強にもなり進歩

をも早めるからです。 

 神理は一人一人の心のあり方に、鍵がある事を知り、私たちは相許し、相励まし、感謝し合い、

正しい心を持って、正しく生きる。人生は短いが故に大切にしなければならない。 
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【実在界と現象界】 

1972-9-9 関西本部講演会 

 青年部の皆さま、しばらく振りで皆さまの前でお話をする事を嬉しく思います。私たちは皆さま

の若さと言うものを非常に期待しております。そして、やがてこのような集会が、二年、三年、四

年経ちますと、全国的に起って来るようになると思います。 

 青春と言うものは、お金を出しても買えないものなのです。皆様自身は、若さという自然から与

えられたものの中で、人生というものを確りとつかみ得たならば、一定の年頃になって、真黒な心

の時に聞くよりかは、遥かに心に浸透し易いのです。 

 皆さまが、年が若いから、子供だからといいましても、守護霊は全部大人なのです。 

 それ故に、ＧＬＡのグループでは、将来を担う小学生や中学生が年を取った人々にその道を説く

人々がいっぱい出てまいります。それには、やはり八正道を実践する以外にはありません。 

 我々は、自分自身の欠点というものにはなかなか気が付きません。それは心の規準というものを

持っていないからです。 

 心の規準というものは、正しいという片寄りのない生活行為なのです。左右両極端の物の考え方

は、何れにしても苦しみを作り出して行き、同時に自分の心の中にスモッグを作り出してしまいま

す。 

 スモッグを作ってしまえば、大阪や東京の空のようにオキシダントとか窒素酸化物が、人体に悪

い影響を与え、自然を破壊しつつあると同じように、心のスモッグも、又心のひずみを作り、苦し

みを作ります。 

 恰も太陽の熱・光のエネルギーが、平等に与えられているように、私たちの心の中にも、又大自

然を通しても、神の偉大なる慈愛の光は平等に与えられております。にもかかわらず、それを心の

スモッグが遮ってしまうのです。 

 本来は、丸く、豊かな、広い心であったものが、いろいろとひずみを作り、自分自身の心という

ものが解らなくなってしまったのです。 

 生命というものが永遠の転生輪廻を繰り返しており、今皆さまが自分に与えられたその環境の中

で、新しい人生の学習を目的として今生活をしているのだ、という事を自覚しなければならないの

です。 

 そこで今日は実在界と現象界というもの、これがどのような関連を持っているのかという事を説

明してみたいと思います。 

 実在界（あの世）という場所は、此の地上界即ち三次元立体の世界を投映している、もとの世界

であります。この実在界こそ、やがて皆さま自身が帰らなくてはならない本当の世界なのです。 

 此の地上界に出る以前、皆さまはあらゆる国々を転生輪廻し続けて来て実在界に帰ります。 

 私は何回か禅定の状態で、そのまま実在界、あの世に行って来ました。心が調和されてまいりま

すと、光子体の方が大きく、広くなって行き、同時に此の地上界の肉体は自分の前に出てまいりま

す。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166176.html
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 そのもう一人の光の肉体が、次元を越えて行く途中にドームがあります。そのドームは光に満た

されており、そこから外れてしまうと暗い世界です。真暗な所にスポット・ライトを照らされてい

る光景を想像してみて下さい。そのスポット・ライトの真中を上昇して行ける人は、間違いなく八

正道を実践している人たちなのです。 

 正道を外れている人たちは、そのスポット・ライトのドームの中に入ってはおりません。人間は

誰も眠っている時は、肉体から離れております。意識というもう一人の自分が肉体から離れている

のです。その結果、皆さまは肉体が絶対だと思っているはずなのに、鼻の穴も、耳の穴も開いてい

るけれども、側で喋っていても聞けませんし、あるいはにおいも嗅げません。 

 そうすると私たちの肉体には、それ以外に何物かがあるという事に気が付くはずです。 

 肉体から離れたもう一人の自分が、そのドームの中を物凄いスピードで上って行くと、耳元で風

を切って行く音がピューピューしてきます。禅定のままですから、途中迄は隣り近辺で亡くなられ

た人たちが白い着物を着て、ついてまいります。あるいは、事故で亡くなった人たちが、傷を受け

たままの状態で上ってまいります。 

 勿論そのような人たちは、ドームの真中の光の中心を通る事は出来ません。いくらか暗がりの所

です。段々上って行く内に、後からついて来ている人たちは、自分の心に比例した暗い世界ヘドン

ドン落ちて行き、そこで彼等は生活の場を求めて行きます。 

 心の美しい人たちは、その心に比例した光の世界へ行くのです。そのようにして、ドームから抜

け出しますと、途中月や星がドンドン眼下に見えます。 

 それを抜け出した世界には、スモッグも雲もなく本当に真青な空です。その空に地球上と同じよ

うな太陽が光っております。 

 地球上の太陽は非常に眩しくて見にくいですが、あの世にある第二太陽ともいうべきものは、や

すらぎのある光を出しております。 

 実はこれが大宇宙体を支配している神の意識なのです。そしてそれは勿論太陽にも与えているし、

此の地上界あるいは大宇宙体総てに平等に与えられている神の光の根元なのです。 

 此のようにしてドームの中から抜け出した世界は若葉色で、自然というものが非常に美しく、そ

の場所に降り立ちますと、丁度芝生のようなものがスロープの利いた丘から遙か目も届かない所ま

で、ずっと敷き詰められております。 

 足を降した途端に、芝生は恰も私たちの足を包んでくれるがごとく生きております。 

 森の木立ちも非常に美しく、此の地上界の緑色とは遥かに違って、これも又、我々の心に調和と

安らぎを与えるようなものです。 

 恰も枝は我々を迎え入れるがごとく、自然の中に我々は溶け込んで行きます。 

 そのスロープの利いた所をずっと行きますと、古代のエジプトのスタイルをしたような頭の上に

後光の出ている人たち、あるいは古代インド人のような格好をした人たち、中国の坊さんのような

人たち、こういう格好をした人たちが、私の行った場合に何人かおられました。 

 非常にたどたどしい日本語で歓迎をしてくれました。その時に、ＧＬＡの会員以外の外国人も来

ておりました。これは勿論此の地球上に肉体を持っている人です。ＧＬＡの内部からは、四、五人

の方が来ておりました。 
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 心で思えば、相手に通じてしまうのです。日本語であろうが、どこの言葉であろうが、意思は即

座に相手に通じてしまいます。 

 こうして迎え入れてくれまして、その時に「諸君はよく心を調和して下さい。地上という投影さ

れた現象の世界は、心というものが失われているために調和が出来ず、私たちは直接送信する事が

非常に難しいのです。君たちの世界で、二次元の表面に写し出されている映画に、君たちは話掛け

る事が出来ないのと同じように、三次元の世界も不調和な心の状態の人々が多ければ、貴方たちに

通信する事が出来ないのです」という事をいろいろ教わると共に、指をさされたスロープの利いた、

芝生のようなものが敷き詰められた丘の、遥か遥か遠い世界が、君たちの地球上、地上界なのだ、

という事を聞きました。 

 こうして我々はあの世とこの世、即ち三次元の世界と四次元以降多次元の世界とは、そのような

次元を越えるドームによって繋がれているという事が解ったのです。 

 それが一回なら偶然ともいえるでしょう。あるいは夢を見ていたといわれても仕方がありません。

ところが行った人たちの中から翌朝、「実は昨晩、天上界のこういう所へ行きまして、こういう話

を聞きました。本当に有りがとうございました」という電話が間違いなくかかってきました。何人

か行った中で連絡の来なかった人々は、途中で眠ってしまったのです。夢ではないか、と思ってい

たのでしょう。 

 眠ってしまいますと、我々の意識というものは九〇パーセント潜在しているために、なかなか記

憶に残らないのです。一〇パーセントで行って見ますから、私たちは、はっきりと確認してまいり

ます。 

 そこに此の地上界と実在界というものの境界がはっきりしている訳です。しかも又、我々はいつ

でも実在界にも、あるいは実在界の中の地獄界、天上界にも行く事が出来ます。 

 特に現代のような末法の世界になってしまいますと、心にスモッグが多いために、地獄に落ちる

人々が多いのです。 

 こうして実在界において、「君たちはこの地上界という場に出る時は、必ず悟って神の子として

の道を、迷える衆生に説いて来るという約束をしてきたのです。しかしこの地上界という場に出て

しまうと、仏教を学ぶ者もいつの間にか他力信仰に変り、お題目を唱えたり、神様を拝めば救われ

るのだ、との永い歴史の中の習慣、思想というものの中に、君たちは自分自身をつかみ得なかった

のです」という事をいわれました。 

 こうして、次元の違ったあの世、実在界は皆さんが生活していた世界なのです。 

 ところが、人間というものは「住めば都」、自分自身の今いる所から離れたくない、死にたくな

い、というふうに、肉体を持ってしまうと矢張り執着を持ってしまいます。 

 しかし、好むと好まざるとに関わらず、何時の日か私たちの肉体は滅びてしまいます。 

 皆さまの殆どは此の地上界に出る前には、天上界という場所において、お父さんやお母さんにな

る人たちと「今度はお父さんになって頂きたい」、「今度は貴方にお母さんになって頂きたい」と

約束をします。チャンとした役所のような所で登録し、そしてこの世に出生してくるわけです。 

 このようにして、地上界に出て来る時期というものは、はっきりと解るのです。ところが我々は

死ぬことは、はっきりと解りません。何時死ぬのかも解りません。しかしあの世から此の地上界へ

出る時は、死と同じ事なのです。 



108 

 

 少なからず八十年や九十年は、神様の身体の中の一部分の小さな細胞である地球という場で、修

行しなければなりません。その時は、あの世から見れば死んだと同じ事です。 

 心がきれいであの世と通信が出来れば別です。解ってしまいますから。また行って見る事も出来

ます。 

 しかし、皆さまの多くは天上界においてそう言う約束をしたのですが、中にはお父さんから、あ

るいはお母さんから「お前は、前に出た時に親不幸をして非常に困ったから、もうお前との親子の

関係は勘弁してくれ、どうか違う人に頼んでくれないか」といって、キャンセルを喰う人もあるの

です。 

 まあ皆様方も余り親に迷惑ばかりかけて、あの世に帰って「もう一回お母さんになって下さい」

といった所で、「もう嫌です」と断わられる可能性もあるのです。 

 皆さまが地上界に出て来る前は、必ず修養所という所で、出て来る機会をちゃんと待っておりま

す。しかも又どのような環境であろうとも、それは自分が望んで出て来るのです。したがって精子

と卵子が丁度調和される時期についてもあの世では解っております。 

 そうして、その準備体制が出来るのですが、皆さまの殆どは、正直のところ喜んで出て来る人は

少ないのです。なぜならば、此の地上界をちゃんと立体モーション・ピクチュアーという映画でそ

のままに見ておりますから、「あーあ、あそこへ出たら私は悟れるかしら、大丈夫かなあ、又へま

をやって帰るのかしら」と心配します。そしてあの世の友達は「何々さん、確りやって下さい。今

度帰って来る時に地獄じゃ困りますよ」という事でお互いにいたわり合う場合があるのです。 

 あの世からは、総て見通しですから、それだけに自分というものを悟れるかどうか解らなくなっ

てしまうのです。 

 そうしている内にお母さんのお腹に入り、体内に入った子供は成長して行きます。受胎後三ヶ月

ぐらいで大体七センチ～十センチ位に成長し、その辺から初めてこの地上界のお母さんのお腹の中

に入って支配し初めます。そうなると、殆どのお母さんが気分的におかしくなって来ます。あるい

は食べ物が変ってしまう人があります。 

 まあ差し当り私の所へ来た人で「私は妊娠をしたら、何かすっぱい物がおいしくて、魚なんかを

真黒に焼いた物がおいしいのです。一体どういう事なんでしょうか」といわれるので、お子さんを

調べた所が、なる程アメリカのインディアンか何かの古い過去世の人で、そういう意識を持ってい

て、お母さんの身体を支配しますから、同じような事をはじめます。まあ、酸っぱい物を欲しくな

るというのは恐らく日本人の過去世の人が多いと思います。梅干か何かをいっぱい食べた人でしょ

う。まあそれはどうか解りませんがね。 

 このようにして、お母さんのお腹の中に入って支配している時は、まだ大人なんです。段々成長

するに従って、お母さんの意識と自分の意識が調和されてまいります。気分が悪くなったり、おか

しくなる事はないのです。 

 こうして十月十日、太陽暦で行くと約九ヶ月日に初めて空気に触れると同時に、あの世とこの世

のお別れです。空気に触れて、一声泣いたらもう過去世においてこういう事があった、ああいう事

があったという事が忘れるようになっており、それは潜在してしまうのです。一〇〇パーセント潜

在してしまいます。ただ、本能の一部分が肉体を保存するためにひらいており、お母さんのおっぱ

いをしゃぶります。 
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 それと後は、泣く事です。一週間経ち、二週間経ち、やがて子供の寝顔を見ますと、黙ってにこ

にこ笑っている事があります。此の場合は、実在界の友だちや魂の兄弟たちが「いよいよお前出た

なあー、確りやれよ」と祝福している時なのです。 

 お子さんの意識を見ますと、心はちゃーんと丸く、広く、豊かで光っております。 

 このようにして成長を続けて、自我が芽生えてまいります。人の持っている物を欲しくなります。

又兄弟喧嘩もします。気に入らないと泣いて脅かします。 

 そうしている内に、潜在意識の一〇〇パーセントから段々一〇パーセントが表面に出てまいりま

す。最初は可愛かったが、だんだんという事を聞かないで、本当に頭の一つ位引っぱたきたくなる

ようになりますが、そうなって来ますと、丸い心というものが段々歪になって来ます。その当時は

四才位、子供は何でも覚えようとしております。その覚えるという事は、心の中の智性をどんどん

磨いて表面意識が出てまいります。 

 六才、七才、八才位になりますと、大方のものが出てまいります。そうなりますと、自分自身が

此の地上界へ生れて来た目的とか信念はそっちの方へ行ってしまいます。 

 いわんや、さきに生れたはずのお父さんやお母さんですら何も解らなくなって「まあ、いつの間

にかこういう事になってしまったんだよ」という事になる人たちが多いのです。 

 皆さまだって同じだと思います。そうして、人生の意義というものが解りませんから、その中で

いろいろとある者は悩み、自分が望んで貧乏人に出て「今度こそ、確りやって悟って来ます」とい

って来たにも拘らず「お金が無い親はだらしが無い」といって、自分自身の事を棚に上げてしまい

ます。あるいは、お金のある人たちは何でも自分の希望通りに適うと思って、わがまま三昧をして

行きます。 

 ある者は、お父さんやお母さんが貧乏したり、或は学校を出なかったから、せめて子供だけには

学校を出してやりたい、そして可愛い子にしてやりたい、という事で「可愛子ちゃん」にしてしま

い、いざ本番になったら、相手の言う事を一つも聞かなくなってしまいます。 

 そうして私たちが学生時代に角帽を被っていたのが、最近は鉄棒を振うようになったという事は、

一体どう言う訳でしょう。 

 これは人間が本当の心を忘れてしまったからです。人間があの世にいる時に、自分が生れたら何

を為すべきか、という約束を思い出せば恐らくそんな事は出来ないのです。 

 こうして人生を通して、中学一、二年の頃から心の中に歪を作り、感情と本能だけが芽生えてし

まって、隣の女の子や男の子が気になってまいります。十七、八才位になりますと、ブレーキがか

からなくなってしまいます。いうなればハート型の心になってしまいます。そうすると、あばたも

えくぼで親のいう事など聞きません。もっともっとと、やはり縁に基いて、その縁の中に各々のあ

る縁を、まあ好い縁が得られれば良いが、悪い縁を選んで失敗する人たちがあるわけです。 

 こうして人生のある時は苦しみ、ある時は喜び、心に歪を作ってしまいますから、次元の違った

世界からいかに通信しても解りません。魂の兄弟たちも魂消（たまげ）てしまい、その内に病気を

させます。あちらから操る気になってしまうのです。 

 最近は皆お医者さんへ行って注射を一本打って治してしまいます。「これは仕様が無いなあー」

とあの世の連中はあきれ返ってしまう訳です。 

 あるいは、いろいろ現象を起します。夜寝ている最中いろいろと磨くんですが、気がつきません。 
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 生きている人間は何も解らないですから、まず病気とか怪我とか、小さいお子さんたちがいろい

ろ不調和な病気にかかるとか、肉体的な条件が悪いとか、こういう問題が我々の周辺に起きて来た

時には、実は実在界、あの世からのその者たちに対する警告なのです。 

 そこで、自分が身体が悪くなったら、どうしてこのような病気をしたんだろう、なぜだろうとそ

の原因をよく反省して見ることが大事なのです。 

 その原因は必ず、自分さえよければ良い、即ち自己保存、欲望、人の悪口ばかり言う、不平不満、

怒り、嫉み、闘争、親の言う事を何でも反発して聞かない、自分の自我しか通さない、こういう心

の状態が繰り返されている内に、実は心が曇ってまいりますから、神の光は入らなくなってしまう

のです。 

 その結果が、病気という現象になってまいります。そこで自分が止まって、自分自身の思ってい

る事と、行っている事を、片寄りの無い正しい心で判断をして、間違いがあったならば、その間違

いを素直に「神様、私が間違っていました。もう二度とこういう事はしません。許して下さい」と、

心から謝れば即座に現象が出る事になっているのです。 

 ところが、現代は末法の時代です。特に日本の場合は地獄霊が多い。うようよしております。不

幸が重なると人は神信心に走りがちですが、そういう心の人々は、地獄霊が入りやすい状態をつく

っています。お医者さんへ行っても治りません。そして宗教に帰依して泥沼の中へ足をつっ込んで

自分が解らなくなってしまいます。 

 そこで宗教は阿片だと言うのです。阿片なら禁断症状を押し進めて三ヵ月から六ヵ月位入院させ

れば治ってしまいます。ところが、宗教は目に見えない世界だけに、非常に危険なものです。 

 それ故に私たちはその原因を八正道という正しい規準によって自分自身を反省して、間違いをど

んどん修正する事が大切です。 

 それには、勇気と努力が必要です。 

 得てして人間というものは、他人との競争、例えばオリンピックのように、何でも勝たなければ

ならない、といって相対の中で自分を見失うものです。競技の場合は訓練をすれば相手に勝つ事は

そんなに難しい事ではありません。最も難しいのは、皆さま自身の心の欠点を修正し、それに打ち

勝つ事です。それには常日頃、八正道という片寄りの無い生活を続ける事です。 

 その結果、己自身の欠点を打ち破る事ができ、当然心の窓が開かれて、私は不幸だ、不幸だと思

っている人が、何だ、人生とはこういうものか、という事に気が付いて解ってくるのです。 

 我々はこのようにして人生を通し、苦しみや悲しみも又我々自身が悟るための一つの機会を与え

られている時なのです。 

 我々はあの世に帰る時には、お金の価値、財産の価値、こういうものは何にもなりません。いか

に豊かな、広い、丸い心を作り出して人生を有意義に送ったかという事が規準なのです。 

 それ故に、まず足る事を知る事が大切です。足る事を忘れてしまうと、自分自身は貧しい人間に

なってしまい、益々苦しみを作って行きます。毎日の生活を通して、より豊かな心をつくる事、例

えば人の嫌がる事を自分自身が率先して実行するのです。人が見ているから恥しいとか、こういう

事を言ったら笑われないだろうか、という事はすでに自己保存なのです。自分が可愛いからです。 

 大自然の太陽のエネルギーは総てに平等です。決して光熱費を要求しません。これに対して我々

は感謝する心を表現し、実践してその恩に報いる事が大事なはずです。 
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 自然が我々に光熱費を要求しない代りに、世界人類のために我々は貢献しなければならないので

す。 

 我々の肉体はいつの日か滅びてやがて土に変り、ある物は空中に戻ってしまいます。しかし魂は

永遠なのです。皆さまの肉体と光子体（光の肉体）は同居し、それに永遠に変らない魂・意識が乗

っております。これが肉体舟の船頭さんなのです。 

 あの世へ帰る時にはその心の調和度が、即ち神の光の量に比例するために、皆さま自身がその行

為と心の調和度に比例した世界に行く事になるのです。 

 こう言う事を知ったならば、今皆さまは魂の修行をしている最中なのです。永遠の転生輪廻を繰

り返している今はその時なのです。 

 我々は死が総ての終りではないのです。今という時間、こういう時に皆さまが心の中に確りと、

人生はこういうものかと勉強をする人たちはどんどん学問をし、仕事をしている人たちは働く場所

に感謝してその恩を行為に示して、不平不満をいう事なく一生懸命にやった時には、皆さまの心の

中には実在界の光の天使たちがより豊かな智慧を与えるのです。 

 理屈ではなく、皆さまが勇気を持ってそのものを実践する事です。その時に皆さまは自らして偉

大なる神の智慧が芽生えて、皆さまの心の中の潜在されている九〇パーセントの意識の紐が解かれ

て、あらゆる国々を転生輪廻し続けて来た皆さまの智慧が、皆さまの口を通し、あるいは態度とし

て出て来るのです。この事実は、皆さまの周囲にも現われ初めているように、皆さまはそのような

生活行為が大事です。 

 二次元と三次元が連続体のように、我々の今住んでいる世界とそれを投映している四次元以降の

世界とは連続体なのです。いつでも行く事が出来ます。ただそれが肉体を滅して行くか、肉体を持

ったまま行くかに過ぎないのです。 

 それ故に皆さまは自分自身を確りと見つめて、心をきれいにし、魂を高め、今迄の体験の中から

間違いがあったならば、素直に自分自身の間違いを修正し、広い、豊かな、慈愛の心を皆さまが作

り出す事なのです。 

 このようにして毎日の生活の中に正道を活かしたならば、人生の一年は実在界における百年にも

匹敵します。 

 それにはまず我々自身の五体、五官を通して、目で見たものだけを絶対だと思ってはなりません。

正しい中道の規準の上に立って見る事です。聞く事も又同じです。隣の誰さんがこういう事を言っ

た、ああ言う事をいったから機嫌を悪くした。よし仕返しをしてやろう。こういう心が芽生えた時

にはすでに心は不調和になり、暗い曇りによって覆われて苦しみがやってまいります。 

 相手を恨めば又自分に返って来るという事を知らねばなりません。言われたならば、なぜ自分は

そのような事をいわれるのか、と一歩下って自分自身を見つめ直す事が大切です。 

 人間の言葉というものは、言霊といって相手の心を刺す事も出来るのです。 

 言葉一つも正しく語る事なのです。正しく語るという事は、片寄りのない中道を根本として語る

事です。 

 相手にこのような事を言えば、相手はこのような現象を起し、感情的になるであろう、という事

が解ったならば、遠回しにあるいは時間をかけてから除々に教えてやる事が大事なのです。 
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 こうして我々は八正道というものを、日々の生活の中にあせらず、リラックスしてやる事です。

皆さまは聖人になるために生れたのではなく、神の子として自分自身の為すべき最低のものを取得

したならば、年令が過ぎるに従って偉大なる人々に変って行きます。 

 聖人というのは、人間の人生の体験を通して、その結果その人の為し遂げた業績に対して、聖人

と言うのです。 

 皆さまは、最も人間らしく若さを失わないで、一つ一つ、一歩一歩心をより豊かにする日々の生

活を送っていただきたいのであります。 

 今日の講演はこれぐらいで失礼します。 
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【色心不二】 

1972-10-01 盛岡市国保会館講演会 

 “色心不二”という言葉を皆さんは知っているでしょう。この“色心不二”という言葉が非常に

哲学化されてわからなくなってしまっているのが現状です。その結果、信仰というものが日常生活

とは、かけ離れたものになっております。だからマルクスは「宗教は阿片なり」といったのです。

まさにその通りです。現代社会の人々の信仰は、神社仏閣にお詣りして偶像を拝み、祝詞やお経を

あげることだというふうになっております。 

我々は、他力信仰によって救われるものではないのです。ある宗教団体は、お守りとしてペンダ

ントを首からぶら下げていれば、神から救われるのだという。あるいは交通安全と称していろいろ

なお守りをぶら下げている。果たしてそういうもので人間が救われるでしょうか。 

まず、皆さん、あの地上を覆っているスモッグをごらんなさい。東京の空はたいへんです。人間

の物質文明が公害をつくっております。しかし、自然は台風という大きな恵みによってスモッグを

きれいに吹き払ってくれます。河川や湖沼の公害も大雨によってきれいに洗い流して浄めてくれま

す。 

一方でどんどん公害をつくり出していながら、公害がなくなりますようにと析っていても公害は

なくなりません。公害をなくするためには、公害は人間がつくっているのですから、人間が公害を

つくらないようにすればよいのです。公害をなくするのは自分がしなければなくならないのですか

ら、それは自力です。自然界における公害とともに、人々の心の中にも公害が起こっております。 

(途中、一部中断)  

毎晚、星空を眺めながら、果たして自分はこのままで悟ることができるのだろうか、と悩みます。

城から派遣されたコースタニヤ達もいつのまにか同じような修行者となり、武将としての姿はすべ

て影と消え、汚い服のままで山中の修行に入ってゆくけれども、彼らもまた悟ることはできません。 

人間の煩悩、目、耳、鼻、舌、身、意という肉体舟の付属品を調和させるために、肉体行をしよ

うと思ってしたが、できない。一メートル六〇センチある身体が、いつのまにか骨と皮だらけ、食

物はほとんどゴマと麻の実です。このままでいったら肉体が死んでしまう。肉体が死んでこれが果

たして修行であろうか。ゴーダマ・シッタルダーは、心の中でそのように思い始めます。 

朝早く起きて、前を流れるネランジャラ河の岸辺に一人で出てゆきますと、霧の彼方の中から、

美しい天女のような女性の声が聞こえてまいります。耳を澄まして聞いておりますと、 

弦の音は 強く締めれば 切れてしまい 

弦の音は 弱くては 音色が悪い 

弦の音は 中程に締めて 音色が良い 

弦に合わせて 踊れよ 踊れ 

歌に合わせて 踊れよ 踊れ 

このような民謡が聞こえてきます。シッタルダーは足を止めて、じっくりとその意味を吟味して

まいります。 

“弦の音は中程に締めて音色が良い”シッタルダーは、力ピラの城において、優雅な生活を送っ

ていた時、踊り子や歌姫達の弦を借りて弾いたことがあります。強く締めれば確かに切れ、弱く締

めれば音色が悪い、弦の音は、やはり調和させない限り、心にも安らぎもない、不調和な音が出て

くる、ということを思い出します。 
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そうだ、それこそ真実のものである。中程に締めることだ。偏ったものの考え方が自分自身の苦

しみをつくっている。今、自分がしているこのきびしい肉体行も偏りであり、一方において、城の

中で、春は春の館、夏は夏の館で、美しい女性達に囲まれた優雅な生活も、これまた堕落の極端な

生活であった。今、自分自身の心を考え直さなければならない、と気づくのです。 

ネランジャラ川の岸から前の方には、正覚山といっている、当時の名前はガヤ・ダナという山が

あります。霧の彼方から閗こえてくるその女性のそばに忍び足で寄って行きますと、一人の娘が牛

の乳を搾りながら歌っております。チュダリヤ・チュダータといわれる十七歳の乙女です。 

こうして彼はついに人生の修行に対するものの考え方を捨ててしまい、その場で、やせ衰えた身

体を丈夫な身体にしょうと、乙女のさし出す一杯の牛乳をおいしくいただいてしまいます。 

いつのまにか山を下って来たコースタニヤ達がその姿を見てしまいます。普段からゴ―ダマ・シ

ッタルダーの生活態度を見て疑問を持ち、いつの日にか別れようと思っていた彼らは、ついにそれ

をきっかけとして、 

「今までは王子として扱っていたが、ゴーダマ、あなたは今日からは王子でもクシャトリヤでも

ない。あなたは堕落した。あなたとは生活するわけにゆかない。我々は我々の修行方法によって生

活し悟ります。今日限りお別れしましょう」 

といい、マハ―・ナーマンを始めとして、さっさとその場を立ち去り、ネランジャラの川を北の

方へ下って行きます。残されたゴーダマ・シッタルダーは、さて悟るきっかけが掴めたと思って、

去って行く五人の後ろ姿を見送ります。 

偏らない中道の道、それを心のものさしとして、今夜から一週間の間に、たとえ食べ物がなくな

ろうとも、その場で死のうともかまわない、人生を反省して禅定三昧に入ろう、ということになり

ます。 

当時のインドの修行場というのは、ハイエナやあるいは大きい猛獣達がおります。それゆえに、

彼らの方はなるべく大きな木や岩をバックにして場所を選ぶのが常であります。ゴーダマ・シッタ

ルダーは、わずかなマンゴー、あるいはゴマ、水、そのような物を自分の膝元に置いて、ウルベラ

の地内の森にある大きなピハラという木の根元に坐ります。 

偏りのない心、中道の心というものを一歩一歩確かめるために、牛まれた時から三十六年間、一

つひとつの反省にかかり、間違っていた点を一つひとつ、心から梵天即ち帝釈天・インドラーに謝

ります。 

こうして一週間目、ついに心の中の曇りが晴れて、自分自身の心を生まれてきた時の丸い豊かな

広い心のままに、完全に、きれいに、美しくしてしまいました。その一週間目の朝方になりますと、

いつも空に見上げる暁の明星が、自分の遥か足の下から出ている姿を見てびっくりしてしまうので

す。前に見えていたガヤ・ダナの山も、小さく自分の下に見えます。自分のもう一つの身体も、芥

子粒のように小さく見え、ピハラの木も足元の方に見えます。ついに彼は自分自身の心が“宇宙即

我”の境地に到達します。 

皆さんが仏象など見られると、仏像の後ろに後光というものが出ているでしょう。この後光とい

うのは、この肉体の支配者であるところの心、魂、精神が調和されてまいりますと、また、神理と

いうものを知った日々の生活、偏りのない、中道の心と行ないというものを実践してゆきますと、

心にスモッグがないために、自然と、神の光によって覆われてゆきます。この後光が、大宇宙大に

展開されてゆきます。この時に、初めて白分自身の心というものの広大さを悟ります。 
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つづいて、心というものの偉大性というものを悟り、人間の生老病死という苦しみの原因は、一

切の偏った生活の中にあるのだ、人間は、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく感じ、正し

く生活をしなければならないという“八正道”を初めて悟ってゆきます。こうして“八正道”とい

う、心のものさしを通して宇宙即我の境地に到達します。 

人々にこのような話をしたところで誰が信じようか、このままもう自分は悟ったのであるから死

んでしまおうと、ゴーダマ・シッタルダーは死の準備をいたします。ところが、十日目の夜、目の

前に光輝いているバフラマンがなっております。この方はアモンといわれる方です。 

「ゴーダマ・シッタルダーよ、そなたは、今まで苦しみ、そうしてその境地まで到達した。病め

る大衆を導いて、この道を説かねばならない。お前はこの正しい道によって人々を救わなければな

らないのだ。死んではならん」といわれます。 

そばにはまた、もう一人の梵天が立っております。「死のうとしたところで、宇宙のどこに逃げ

ても、私達はお前を見つけるであろう。たとえ死んでも、お前をこの地上界へ追い返してやるであ

ろう。お前は、自分自身の悟り得た神理の道を人々の心に説かねばならぬのだ。お前はその約束を

してこの地上界に生まれてきたのではないのか」 

こんこんと梵天から要請されて、ゴーダマ・シッタルダーの心はついに、「よし、人々に説かね

ばならぬ。誰から説いたらよいであろうか」と決まります。その時、頭の中に浮んだのは、アヌブ

リヤの森の東側におりましたアララ・カラマといわれる仙人です。この仙人の下には約三百人の弟

子達がおりますから、早々にアヌプリヤに行って、その人達に道を説こうと、心に決めます。 

ところが、自分自身の意識がぬけ出してアヌプリヤの森を見た時に、アララ・カラマ仙人は当時

百二十歳、すでに一週間前にこの世を去ってしまっていることを悟ってしまいます。 

こういう境地になることを日本では“観自在菩薩”インドの言葉で“アポロキティシュバラー”

といいます。“アポロキティシュバラー”とは、『ヴェーダ』、『ウパニシャード』のバラモンの

経典に出てくる言葉です。 

こうして、ついに、ゴーダマ・シッタルダーは魂が自由自在に自分の肉体からぬけ出して、あら

ゆるところを見る能力を持ってしまいました。 

かつて師と称していたアララ・カラマ仙人はすでに亡くなってしまっている。さて誰から教えた

らよいであろうかと、ゴーダマ・シッタルダーは考え始めます 

「そうだ、力ビラから供について来たコースタニヤ達にこの道を説こう。彼らは一体どこにいる

だろうか？」心の中にあるテープレコーダーが開かれていますから、スィッチを入れてしまえば、

即座にコースタニヤ達がどこにいるかわかってしまいます。次元を越えて高い所から見ます。 

皆さんが住んでいるこの世界は三次元世界、Ｘ軸、Ｙ軸とＺ軸を結んだ主体空間の世界、三次元

であります。二次元世界というのは、皆さんがテレビや映画で見る、Ｘ軸、Ｙ軸を結んだ平面の世

界であります。平面の世界は三次元世界から投影して、皆さんはスクリーンを見ることはできるが、

スクリーンの中の人と話をすることはできません。この三次元世界を投影しているところの四次元

以上の世界から見ますと全部わかつてしまいます。 

よく見てみると、彼らは、ネランジャラの川を北の方にずっと下って、そうしてガンガーを遡り、

当時の距離で四十四ヨジャナー（一ヨジャナーというのは、太陽が西に沈んで、翌朝太陽が出るま

でに歩く距離）のパラナッシーの都のミガダヤという所にいるのがわかります。 
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ゴーダマ・シッタルダーは、四十四ヨジャナーかかって、当時のカッシー国へ向います。カッシ

ー国というのは当時、現在もそうですが、絹織物の盛んな国で、その国の首都のパラナッシーは宗

教と芸術、そして商人の町です。その郊外にミガダヤという修行場があります。 

そこは猛獣のいない、水のある、非常に鹿の多い所で、そこで修行者は禅定三味、ある者はきび

しい肉体行をしております。ゴーダマ・シッタルダーは何日かかかってそこへ行きます。力ビラか

ら供についてきたコースタニヤ達の考えていることはみなわかってしまいます。 

ゴーダマ・シッタルダーの姿を遠くからコースタニヤは、「ついにゴ―ダマが来たぞ、彼は一人

で修行するのが恐いのだ。俺達の所へ仲間入りしようとして来たのだ、お前達は話をしてはならん、

今までのように足をすすいでもならん」といいました。このように話をしていることが遠くにいて

も全部わかってしまいます。 

そばに寄って行つてもコースタニヤは知らん顔です。しかし、ゴーダマ・シッタルダーはそばに

行って、お前達は私とともに修行し、あのウルヴェラの地から、このようにして、このような場所

に寝泊まりし、何日かかってこのイシナバタ、即ち仙人の部落、当時でいいますと、ミガダヤに着

いたということを彼らに説明します。 

そして、「しかも、お前達は今、私に対してこのような心を持ち、このようなことをみんなと相

談した。愚かな事だ、お前達は今まで、私と六年間肉体業をやった。そのままの延長ではないか。

人間は、目や耳や鼻や口などの煩悩を滅却するために、そのようなきびしい肉体行をやっても悟り

得るものではない。私はそなた達と別れてから、わずか一週間の間で、宇宙即我、色心不二、アポ

ロキティシュパラーの境地に到達することができたのだ。まずそれには、お前達は心の中から直さ

ねばならないであろう。いかに肉体舟の行をしてみても、その船頭さんである心というものがしっ

かりと、中道に則った生活をしない限り、悟り得ることはできないのだ」といいます。 

このようにいわれますと、ついにコースタニヤ達はびっくりしてしまいます。 

人間には、生まれてきたという原因により、年をとり、病気をし、死んでゆくという苦しみが生

ずる。その“生老病死”という苦しみをなくする方法は、まず、自分自身の心を、八正道という、

正道を実践することによって悟り得るのだ。 

こんこんとその神理を説き明かしたところが、ついにコースタニヤは心の窓を開いてしまいます。

彼は阿羅漢という境地に達します。 

皆さんは五羅漢とか、五百羅漢という言葉を聞いているでしょう。羅漢というのは、“アラハン”

というのです。 

心の窓が開かれておりますから、どこどこの国に生まれ、過去このような生活をし、このように

輪廻転生を繰り返し、そうして今、ゴーダマ・シッタルダーの弟子になったというようなことが、

みなわかってしまいます。これはどうすることもできません。 

ゴーダマ・シッタルダー滅後五百年、即ち今から二千年前、イスラエルの地に、イエス・キリス

トが生まれております。彼、インマニエルは、十歳の時に実在界へまいりまして、「お前は、あの

病める大衆を救わなくてはならない」といわれます。 

紀元一年にイエスは生まれたといわれていますが、それは大きな問違いです。彼は紀元前三十二

年に肉体を持っております。 
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イエスは実在界から帰って来て、自分の家の前の川の流れを見た。そこには魚をすくって商いを

している人々があった。あの世でいわれた通り、「よし、自分は人を漁る人となろう」と、道を説

いていったのです。 

彼は少し強引に神理を説いているうちに、心の中に間違いのある人達には、そのことを徹底的に

追及し、「あなたは私の話を聞く気根がない、出て行きなさい」ということをやります。そのため

にイエスに反感を持つ人も多少出てきたのです。 

イエス・キリストは、三十何歳死んだと言うことになっておりますが、これも間違いです。彼は

五十四歳でこの地を去る時に、弟子たちにそれぞれ、場所を変えて教えてゆきます。 

キリストは磔刑になって三日後に復活して弟子達の前に姿を現し、それから五十日目に、ついに

弟子達は過去の言葉を悟り始めます。『聖書』の中には、聖霊に満たされたと書かれてあります。 

ゴーダマ・シッタルダーが死ぬ時、アナンが、「ブッダの遺骸はどのように処理したらいいでし

ょうか」と聞きます。 

「私の死体にかまってはならぬ、死体はウパシカ・ウパサカ、在家の者達に委せればよい。お前

達、比丘、比丘尼達は、私が四十五年間説いた生老病死の根本、八正道というものを、人々の心の

中に植えつけねばならぬ。病める人々に、神理の種を植えなければならないのだ」と、説きます。 

そうして、次のようにいいます。 

「私の生まれたルンビニーの園、あるいは悟ったウルヴェラの地、あるいはベルべーナー即ち竹

林精舎、あるいはジェタべーナー即ち祇園精舍、あるいはマハーベーナー即ち大園、このような場

所は、お前達の心の中に、私が説いたことを思い出させるであろう。 

私は死んでも、お前達の心の中に常にあるのだ。私が四十五年間説いた法、即ちタルマ、神理と

いうものは、お前達の心の中にあるであろう。それを師とせよ。 

同時に己自身の善なる心を師とし、正しい普遍的な神理を己の心と行ないに活かした時に、お前

達は悟りの境地に到達するのだ。その道を人々の心に説かなければならない」 

こうしてこの世を去ります。 

ところが、それから二千五百有余年、現在は比丘、比丘尼の道をはずれて仏教も商売化し、まじ

めに修行する者はいなくなっています。 

日本は八世紀において、法然、親鸞、日蓮が出てきて、念仏や題目を唱えれば救われるとか、い

つの間にか他力本願に変わってきております。そうして罰まで与える仏教になってしまいました。

仏教というものは、そんな軽薄なものではありません。 

人間自身、心というものを知った生活行為、己れ自身の思う心と行なう行為、偏りのない中道を

通して、己れ自身を悟らなければならない。そういう道をはずれてしまって他力本願となり、先祖

供養をすれば救われる、あるいは、どこどこの神様を拝めば救われる、弁財天を拝めば金が貯まる、

と全く馬鹿気たことをいっております。 

我々はいかに財産があろうと、地位があろうと、何があろうと、この世を去る時はあの世へ持ち

帰ることはできません。所有するものは何もないのです。自分の肉体ですら、皆さんはあの世へ持

ち帰ることはできないのです。 
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“もの”はあくまでも我々がこの地上界で生活するための資材にしか過ぎないのです。持って帰

ることができるのは、心の調和されたもう一つの光子体なのです。それを忘れ去った現代社会の思

想は、資本主義と共産主義というものを、いつの間にかつくり出してしまいました。 

経済の力によって人間を支配することができる自由の中で、団結という美名の下で、お互いの闘

争と破壊の中で文明は発展してゆくのだといい、心を失ってしまった宗教はもうすでに化石化して

おります。 

人間の生命は永遠であり、普遍的かつ不変的なものは、己れ自身の心以外にはないのです。皆さ

んの心は、肉体とともに“色心不二”になっているのです。 

“色”とは、皆さんの目に見えるものです。我々の目には、七色の虹の世界しか見えません。“色”

というのは物質です。物質というものを物理学的に定義しますと、体積と質量を有し、空間を持っ

ているものです。そうして仕事を成し得る能力です。 

さて、この仕事を成し得る能力というものを皆さんは目で見ることができるでしょうか。皆さん

は、自分自身の肉体では、自分自身の魂、意識という高次元のものは見ることができないように、

仕事を成し得る能力というものは目で見ることはできないが、あるのです。目で見ることのできる

物質“色”と、目に見えないが存在する“心”とは一体となって存在するということを、“色心不

二”というのです。 

一グラムの物質の持つエネルギーは、七四六ワット、一馬力のモーターを三千八百年間も回転さ

せることができます。大変なエネルギーです。そこで質量不変の法則、エネルギー不滅の法則とい

うものがあるのです。こうなりますと、もうすでに二千五百年前、物質と心とエネルギーは不二一

体であるという、現代科学が発見したという法則を知っていたということです。 

科学者は物質だけを追って、心はないといっていますが、物質と心、エネルギーは一体として存

在しているのです。神理は自然が教えていてくれるのです。 

太陽のエネルギーをご覧なさい。一秒間に二百万トン（石炭）からなるエネルギーを、この地球

にタダで与えております。東京都全体を三千ルックスの明るさにするためには、富士山の頂上に一

〇〇ワットの電球を二十兆個も点灯しなければならない。それを太陽はタダで与えているのです。

これこそ、私達は感謝する心を持たなければならないでしょう。ただ、「太陽さん、ありがとうご

ざいます」だけではいけないのです。感謝も輪廻しなければいけないのです。 

この地上界における万生万物は、すべて輪廻を繰り返しております。原因と結果、作用と反作用、

我々は感謝に対して報恩という行為が必要なのです。報恩と言う行為によって、お互いに人と人と

が助け合ってゆき、自然を大事にし、毎日毎日の偏らない中道の生活行為の中で，我々は“生老病

死”の一切の苦しみを超越することができるのです。 

科学者も、本当は人間の心のあり方を教えるべきなのです。「科学、科学」といっていますが、

電気の根源を説明できる人がこの世界中にいるでしょうか。「電気とは何ぞや」といって答えられ

る人はいないのです。まだ科学はウスッペラなもので、メツキのようなものです。 

我々は次元を越えて、皆さん自身の心の奥底にあるところの偉大なるパラミタ（波羅密多、悟り）

を湧現させる道を知らなくてはなりません。偉大なるパラミタとは、もっとも不安定な、きびしい、

一寸先は闇のこの人生航路の中において、皆さんの心の中に内在されたところの光明の偉大なる智

慧を湧現することなのです。 

人生のわずか七十年や八十年というものは、ほんの線香花火のようなものです。永遠の生命であ

る我々が今生で体験し得るものは、ほんのわずかなものなのです。何万、何千万の輪廻転生の中で
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体験されたものが、皆さんの心のテープレコ―ダ―の中に内在されているのです。肉体を持つと、

心の九〇％は潜在します。表面に出ているのはわずか一〇％です。この 一〇％の現在意識（表面意

識）で、人生を手さぐりで歩いているのが、今の皆さんの姿なのです。 

しかし、心を悟ると、皆さんの心の中は、ある時はアトランティスに、ある時はムー大陸に、あ

る時はルミジヤに、そして今、この地上界の輪廻転生の中にあるという、皆さんの心、意識の中に

記録されていたことがわかるのです。他人事ではないのです。皆さんこそ偉大なる神の子なのです。

万物の霊長なのです。 

お互いに神の子である万物の霊長がものを考え、つくり出し、あるいは思想や教育や、人間同士

が争う、人種が争う。そういうことのすべてを、やがて皆さんは、この地上界を去る時に善なる己

れの心が裁く時がまいります。 

皆さんは、人生とは偉大なる修行の場であり、自分自身、生まれた時よりも一層豊かな、広い、

大きな心をつくり出すために生まれてきたということを知ったならば、一秒一秒の心のあり方と行

ないというものが、いかに大事であるか、わかる筈です。 

「心には形はない」といった人達もおりますが、残念なことに心には形があるのです。皆さんが

感謝した時、また、悲しい時、胸に込み上げてくるものは、皆さん自身の心の感情の領域なのです。

心は本来、丸い、広い、豊かなものでありますが、その心の中に歪みをつくってしまった時に、人

間は偏見と誤りを犯してしまうのです。 

皆さんがこの地上界に生まれて出てくる時は、次元を越えたあの世の世界から、丸く豊かに、風

船玉のような柔軟な広い心で、肉体を持って出てきたのです。帰る時は、多くの人は歪みをいっぱ

いつくって、執着という重い荷物を持って、自分自身を地獄に落とさなければならないのです。末

法の世になると、正しいという基準が分からなくなるのです。人間は、より高い霊域の、神の子と

しての自党に目覚めなければならないのです。 

すでにここに、心の窓の開かれた人達がおります。この人々の心にスィッチを入れてみましょう。

ちょっとその当時の言葉で聞いてみましょう。 

（高橋信次先生、古代マガダ語で話をされる。その後、日本語で解説をされる） 

こちらの方は、二千五百八、九十年前、インドの地、パラナッシーという都のカパリー村に生ま

れていた方です。 

皆さんは阿閃如来といわれる方を知っているでしょう。その当時の名はババリーといいました。

その大バラモンの親戚の方です。 

ベルべーナーといわれる竹林精舎から北東にある、グリドラクター（霊鷲山）といわれる山があ

ります、その山に十七人の人々とともに、ゴーダマ・シッタルダーの説く神理を聞きに来た人です。

ウパシバと呼んでおります。 

どうもありがとう。 

こちらの方は、エジプトという所で生まれ、続いてインドに生まれ、さらに中国に生まれ輪廻転

生を思い出したのです。林正さんです。 

「私は、今から四千年前に、エジプトで生まれ、クレオパローターといわれるファラオ（王）の

下で神官をしておりました。 
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私達は広大なエジプトの地で、多くの人々に、太陽のような心を持ち、偉大なる自然の恵みに感

謝しよう、太陽はすべてにおいて、神の心の現われであり、人間は、あの丸く、温かい太陽のよう

な心を持たなくてはならない、人は全て平等である、ファラオの下で神を信じ、この地上界に平和

な世界をつくらなくてはならない、と説いていました。 

その頃の大衆は、現代の人々より、はるかに心は調和されておりました。それは、日々の生活の

中において、お互いにファラオを信じ、神を信じ、お互いに噓をつくことなく、調和された世界を

つくらなければならないということを知っておりました」 

この方は、ラワンといわれる神官でした。ラワンさんは、人々に道を説く指導者でした。クレオ

といわれるファラオは、人々は神の子であることを説き、平和なユートピアをつくっており、その

神の子の道を大衆に説いたのは、このラワンといわれる方でした。 

どうもありがとう。 

やがてエジプトのナイル渓谷のある所に、アトランティス以前の神理が隠されている一つのピラ

ミッドが発見されます。そのピラミッドをつくった人達が、今生まれ変わってきているのです。そ

の人達は当時のことを知っております。そのようなことで、エジプトにも私達のグループが出てお

ります。その人達は動かし難いものを発見するでしょう。 

ピラミッドは、もうすでに崩れているそうです。その基礎の中に、私達の当時のものが隠されて

おります。やがて、それが一般公開される時がくるでしょう。 

これは神権政治といいまして、当時の入々は、みんな、心が清らかで、実在界、あの世のことも

知っており、世界人類はみんな兄弟だということを知って、平和でユートピアであった。その事実

は、すべてピラミッドの中に記録されてある、といっております。 

こうして私達の生命は、インドに生まれ、中国に生まれ、輪廻転生を繰り返しております。 

イスラエルに生まれ、直接キリストの教えを聞いた人達も生まれ変わってきております。その当

時の人々も、現在の人々と同じように、心は失われ、人間は何のために生まれてきたのか、何のた

めに生きているのが、全くわからなくなって、人を平気で殺すことが行なわれていたのであります。

それでキリストは、“愛”の大切さを説かれたのです。 

人問は眠っている時に、耳の穴も鼻の穴もあいているのに、なぜわからないのでしようか。それ

は、心というものが肉体から離れているからです。心というものが肉体から離れている時に、なぜ、

脳細胞は活動しないのでしょうか。 

科学者は、物理、化学、医学、あらゆる道を追究してきましたが、まだ、心、あの世のことはな

んにも知らないのです。頭だけで、人間の知恵で、それを否定したところで、神理というものは自

分自身が実践しない限り、わからないのです。 

皆さんは、このようにして、神の子として永遠の生命の過程の中で、きびしい環境の中で、盲目

の人生を歩んでいるのだということを知ることです。そして、より豊かな、広い、生まれてきた時

よりもはるかに大きな広い心をつくり出すために生きているのだ、ということを知った時に、自分

自身の心の平和を取り戻すのです。 

 

 



121 

 

【転生輪廻について】 

1972-10-8 関西本部講演会 

今日は、転生輪廻についてお話をしてみたいと思います。 

まず皆さまは、このような大自然界の目に映るもの全てについて考えてみてください。 

太陽は東から昇って西へ沈んで行きます。 

今日という日は太陽が西に沈んで暮れてゆき、又明日の朝に太陽は東から昇って来ます。輪廻で

す。春夏秋冬、四季も又輪廻しております。 

最も極微な世界の原子も、核を中心に陰外電子が太陽系と全く変りない変化を起しながら輪廻を

しております。 

皆さまの身体も又同じです。口から、動物、植物、鉱物のエネルギーを吸収し、身体の血や肉や

骨になって繁殖されて行きます。血液も心臓から動脈を通してやはり輪廻しております。 

このように輪廻していないものはありません。しかも又、万生万物はいっ時としてその場所を保

持する事は出来ません。 

今皆さまは、この一つ所のこの場所で私の話を聞いているかのごとく思っておりますが、地球も

又実は太陽の回りを自転公転しながら輪廻を続けているのです。 

輪廻と申しましても、物質ばかりではありません。皆さま自身の肉体、この肉体を支配している

意識、或は魂というものも輪廻を繰り返しているのです。 

 今迄、あの世という問題に関しては、行った事がないから解らないと人々は言います。それは、

この地上界という最も現象的、固体的に不安定な場所に私たちが生れてしまいますと、約九〇パー

セントの意識というものが潜在してしまうからなのです。 

生まれて来る時には、一〇〇パーセント潜在しておりますが、成長するにつれて生れたその環境

や教育、思想、習慣などを通して、自分自身の自我というものが芽生えてまいります。芽生え切っ

ても殆どの人々は、一〇パーセントしか表面に意識は出てまいりません。 

それ故に、多くの人々は他力的信仰という長い歴史の中に、旧来の陋習を破る事なく、信仰とい

うものはお経を上げて仏壇や神社の前で祈る事であり、それによって人間は救われる、という盲目

の信仰に変ってしまいました。やはり心の一〇パーセントの表面意識なるが故に、長い歴史の中に

神理というものが失われてしまったからです。 

我々のこの地球上という場は、あく迄も皆さまの転生輪廻の過程において作り出したところのカ

ルマ、即ち生活行為の中で悪い点は改めてより豊かな心を作るのだ、という事が皆さまの生れて来

た本来の目的の一つなのです。 

皆さまは、我々が住んでいるこの三次元の世界だけが全てだと思っておりますが、三次元の中に

も二次元の世界があるはずです。二次元の平面の世界に写し出されている映像は、三次元から投影

されているはずです。映写機によって投影された幕に写っている映像に対して、果して皆さまは語

りかける事が出来るでしょうか。 

という事になれば、我々は三次元を投影している四次元以降の世界というものを誰が否定出来る

でしょう。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166078.html
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これを私は、意識界といっております。それも現実に、我々は一〇パーセントの表面意識で、正

しいという片寄りのない心の物指しを通して生活をしている中に、私たちの肉体からもう一人の自

分がぬけ出して行く姿を、自由に観察する事が出来るのです。 

皆さまは、意識というものが輪廻転生をし続けており、肉体というものはあく迄もこの地上界に

適応した物であり、ただ人生航路の乗り舟にしか過ぎないという事を悟らなくてはなりません。人

生航路の乗り舟も、実は我々が次元の違ったあの世、実在界において、役所のようなところで、お

父さんになる人たち、お母さんになる人たちとお互いに約束して頂いたものなのです。 

その当時（実在界）においては、皆兄弟であり、友だちであります。それは、過去何億何萬兆年

転生輪廻を繰り返して来た中に、それぞれの縁によって作られているのです。特に縁の深い人たち

は、両親、兄弟という環境を作ります。 

例えば、大阪の方たちが外地に移住したとしますと、「わては大阪や」といわれると自然と大阪

の人たちはそのグループを作ります。あるいは又、東京方面の人たちがいると又そのような人たち

が集まってまいります。「類は類を呼ぶ」といいます。あの世でも同じです。しかしあの世という

次元の越えた世界には国境はありません。 

低段階の世界においては、「日本国だ」「中国だ」という国がありますが、上段階になるに従っ

て次元が高くなるに従って、という事は、調和された世界に上るに従って、世界国家というものに

なっております。 

太陽系グループというのがあります。これは、アガシャー系グループとも申しまして、ゴータマ・

シッタルダー（釈迦牟尼仏）、イエス・キリスト、モーゼの三人を中心としたグループです。 

 勿論、他の天体にもグループがあります。 

 私たちアガシャー系グループの中には、夜、あるいは禅定中に、自分のこの肉体から抜け出して

次元の越えた世界に行って自由自在に見て来る事の出来る人々がおります。 

 私たちも自由に行きます。勿論この地上界の何処なりとも、我々は見て、そして聞いて、その状

態を知ってくる事も出来ます。これは決して私たちの独占物ではありません。人間は皆神の子であ

り、その力は誰も持っているのです。ただし、自分自身の生活行為というものを正さないで、徒ら

に他力信仰というものに頼ってしまうと、お経でもあげていなければ調和する事もダイヤルを合わ

す事も出来なくなってしまいます。たとえダイヤルが合ったとしても、その人の心に比例した世界

が展開されて行きます。 

そうするとどうなるでしょう。「吾こそは稲荷大明神なり」、「吾こそは龍王なり」と、そうい

われると「神の声を聞いた」という事になりかねません。 

あるいは又、「私は先祖何代前である。子孫の者たちの不遇な生活は、そのような環境にあるワ

シが浮ばれないからだ」といわれると、盲目の人は解らないから、「へへえー」といっておがみ始

めます。このようにして、そこに一つの新興宗教が出来上るのです。 

我々は、見えず、聞えず、話せないなら、そんなものを信じたらとんでもない事になります。お

経を上げて救われるものではないのです。お経の内容を良く自分自身の心の糧として生活し、自分

自身の心のスモッグを取る以外にないのです。スモッグがなければ、太陽が今日のようにさんさん

と熱光のエネルギーを与えているように、神の偉大なる慈愛の光も次元を越えたあの世を通して、

此の地上界にも到達しているのです。神はいつでも人類に全て平等に慈愛の光を与えているにもか

かわらず、それを受け取らないのはその人々の心と行いの不調和にあるのです。心の公害にかかっ

ているのです。それを私たちは次元の越えた世界から眺めておりますと、全部解ってしまいます。 
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例えば、あの世から見ますと、皆さまの現在の姿がそのまま投影して見る事が出来ます。嘘はつ

けません。人間は自分の心に嘘がつけないという事は、神の子としての証なのです。 

嘘をつくという事は、もうすでに自分自身に都合が悪いからです。怒るという心も又同じです。

自己保存です。自我我欲です。 

大自然界を眺めて下さい。万生万物全てが相互関係を保って調和されているではありませんか。

その姿一つを見ても、我々の自己保存が、自我我欲が、その調和をさまたげる事は明白です。 

現代社会における多くの歪は、その社会を調和し、うるおいを与える正しい法則が失われてしま

ったからなのです。即ち、心の物差しがなくなってしまったからなのです。このように人心の混乱

した時を末法といいます。 

その結果、現代社会の不調和な諸現象を御覧なさい。日本においてもアメリカにおいても、物質

経済を中心に自由主義を謳歌していますが、その根本にあるものは金権資本主義で、金さえあれば

人はどうでもということです。逆に共産主義の世界、マルクス主義の世界は独裁政治です。自分自

身が都合の良い天国の座を占めるためには、今日の友は明日の人民の裏切り者です。団結という美

名のもとに、闘争と破壊を繰り返しております。このようなものが、果して神理でしょうか。 

そうではありません。なぜ実在界、あの世においてこんなマルクス主義を発展させねばならなか

ったかという事を皆さまにご説明しましょう。 

人類がこの地上界に出た当時は、皆平等な調和された社会だったのです。我々は二億年前、他の

天体から此の地球上という場を仏国土にするために出てまいりました。その当時は約六千萬人で完

全なユートピアでした。しかしその間に地球は多くの天変地変を体験して来ております。出て来た

当時の人類というものは、皆神の子、仏の子という自覚を持っておりました。我々は何処にいって

も、次元を越えた世界を総て知る事が出来たのです。 

しかし、子孫が増えるに従って地獄を構成して行きます。それが結果的に自己保存を作り出して、

自分自身のグループを作って他から他を排撃するようになって行きます。そこに、争いというもの

が作り出され、心に曇りが生じてしまったために、偉大なる神の光を閉ざしてしまったのです。こ

うして、ムー大陸、あるいはアトランティス大陸にしても、この地球上は幾度かの大きな天変地変

を体験して来ました。 

しかしそのような人類の文明の進化に従って、豪族という一つの種族は武将を産み、武将は何時

の間にか自分自身の力を確立するために酷しい封建社会を作り、インドのごときは、きびしいカー

スト制度、日本においては、士農工商、各々が自分の立場を守るための階級制度を作って行ったの

です。 

 そして武力の時代においては、武力によって住民を指導、支配する事が出来ますが、これはあく

迄人間の肉体の活動範囲しか制約する事が出来ないのです。心まで支配する事が出来ないために、

日本においては、一向一揆などが起こりますが、こうした権力に対する反抗も武力によって成敗さ

れてしまうから、皆途中で砕けてしまいます。 

こうして丁度千七百九十八年、オーギュスト・コントという人を実在界から出します。彼はナポ

レオンの全盛時代において、酷しい社会制度の中で九五パーセントから成る底辺の階級が常に犠牲

になっているのを見て、果してこれで良いのだろうか、と疑問を持ちます。そして、初めてここで

社会実証哲学というものを発表します。 
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この人は技術家です。電気工学を修業した方で、世の中の矛盾というものをつきとめます。更に

続いて千八百二十年には、ハーバード・スペンサーという人をイギリスに出します。彼も又、社会

有機体説というものを作り、社会の矛盾を突いてゆきます。 

 こうして、カール・マルクスも又光の天使として出て来たのです。僅か五パーセントの貴族や僧

侶、あるいの権力者によって、九五パーセントの人々が奴隷になっている。こういう社会を修正す

るために、実在界ではこういう手を打たなければならなかったのです。 

 人々の、大衆というものの調和、人類は皆兄弟だ、という事を自覚させるためだったのです。だ

から、マルクスだって決して神はいけないとはいっておりません。後の人がそれを神格化していつ

の間にか闘争と破壊が武器のようになっているけれども、権力や武力によって人間の心は支配出来

ないという事です。 

 現代社会における思想、即ち資本主義も社会主義も共産主義も心を完全に失ってしまい、物質と

経済の奴隷への道を歩んでいるのです。その結果が、今日の混乱した社会であり、しかも又心は当

然失われているから、益々混乱に拍車をかけているのです。これも各々が、そのような環境を人間

のカルマによって作り出してしまったからです。 

こうして我々は転生輪廻の過程の中に、ようやくこの地上界は地球国家という兆しが生れて来る

のです。今から百八十一年後（2153 年）になりますと、此の地上界は一つの大きな転換期を迎え

て、人類は平和な共存をせざるを得ない調和された環境が作り出されて行きます。今我々はその基

盤をきづく目的と使命をもっているのです。 

人間というものは、あの世からこの地上界に出て来る時には誰も皆神の子として、広く、豊かな、

丸い、大きな心で生れてきたのであります。あの世では、銭の勘定なんて全く関係ありません。日

本の一萬円札を持って行ってもあの世では通用しません。いわんや、ドルを持っていっても、ドル

にもなりません（どうにもなりません）。そして、人間の地位や名誉や経済、家柄も同じく、あの

世では一つも通用しません。金持に生れたからといって、その人が特別にあの世から金・銀・銅を

持って来たのならいざ知らず、同じ「きん」でも違うはずです。人間は真裸で生れて来ているので

す。死ぬ時も同じです。 

我々は、丸い心の環境の中に、何時の間にか自己保存というものが育って来て、心の中にひずみ

を作り人生に疑問を持ち始めます。その結果、神様があるのではなかろうか、ひとつ他力でもやっ

てみようか、あるいは拝んでみようか、という所へ到達します。それは総て、皆さまが神の子とし

て悟るための一つの環境なのです。 

そういう環境を我々は無駄にして、おかしな信仰に盲信し、自分を益々泥沼の中へ突っこんでし

まうのです。信仰というものは、そんなものではありません。 

 皆さまは、その丸い心を更に豊かにすると共に、神の身体である大宇宙の中の細胞の、ほんの小

さな部分にしか過ぎないこの地球という場を、万物の霊長として、心と心の調和のとれた平和なユ

ートピアにするという事が、生れて来た目的と使命である事を知らなければなりません。 

それを歴史はいつの間にか先祖代々、これは俺の国だ、これは俺の土地だ、といって勝手に占拠

してしまいました。占拠した所であの世に帰る時は何も持っては行けないのです。それどころか、

もしそれに執着を持ってしまえば、その場所は地獄界です。 

よく世の中に墓相というものがあって、お墓を作る時こういうお墓が良いんだとか、お墓の石塔

の頭が欠けていると先祖がこうで、残されている者はこうなるんだ、とかいろいろな事をいう人が

おります。ところが、実は（金）もあるのです。なぜならば、執着を持っている人たちはその場所

を地獄界とするからです。長い歴史の中の習慣というものは恐ろしいものです。あの世へ帰っても、
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正しいという心の規準がないために、そういう世界で生活して地獄界を展開しております。我々は

度々お墓へ行きますと、地獄に落ちた霊たちが墓を持ったまま、「救って下さい」と手を出してい

る者や、首から上を出している者や、足を半分出している者たちがたくさんいるのを見て来ます。 

それは皆自分自身の心の執着を持って、この世に対する去り難い心がそのような世界を展開して

いるのです。大体が、お寺とか、神社とか、仏閣に執着を持って死んで行った人は、間違いなく地

獄界です。 

本来は、次元の違った調和された世界に帰るのが本当の姿でありますのに、恨み、妬み、謗り、

自分さえ良ければよい、あるいは自己保存、自我我欲という不調和な想念と行為によって、自らの

手で偉大なる神の光を遮り、広く、豊かな、丸い、大きな心をいびつにし、多くの苦しみを作って

しまうからです。 

あの世の世界は、その人の心に比例した光の世界です。下の方の低次元の人々は、上の光の世界

に行く事は出来ません。まず、イエス・キリストやモーゼたちが地獄界へ行ったら太陽と同じです。

光で輝いて見ることが出来ません。皆さまの中にも心の窓が開かれている人たちが出てまいります

と、その姿をはっきりと確認する事が出来ます。 

あの世とこの世は「ア」と「コ」の違いで裏表です。遠いようで近いものです。何時でも行ける

世界です。我々はこうして次元の違った世界から、各々の深い縁によって、お父さん、お母さんを

選んで出て来ているのに、親不孝をし、不調和な諸現象を作って苦しんでいる人たちがいっぱいお

ります。 

そして、金持、貧乏人、こういうものは実はあの世では関係ありません。貧乏の中に生れた人た

ちは「よし、私は今度は最も厳しい貧乏人の中に生れて、その中で自分自身を悟って多くの人々を

救って来よう」、そう思って出て来ている人たちがほとんどなのです。ところが生れてしまうと、

親を恨んだり、世間を恨んだりして自分自身の心まで貧しくしてしまいます。こういう姿であって

はならないのです。 

反対に経済的環境に恵まれた人たちは、自分自身を優雅に装い、そして人々に対しても優越感を

持って自分自身を誇張します。実はこれが苦しみなのです。ですから、過去世において王様だの貴

族の生活をして地獄に落ち込んだ連中は、絶対に貧乏人に生れて来ます。今度は酷しい環境の中で

自分自身を悟ろうとして出てくるのですが、又その苦しみの中で失敗してしまいます。 

ですから人間の作った制度の中の地位や名誉があるから、その人が偉いのではありません。本当

の人格とは、経済をはじめ全ての執着から離れて、人々のために心から尽せる、豊かな、丸い、広

い心の人たちこそ、真の偉大なる人格者です。 

我々はこういう事をしっかり考えたならば、人それぞれ自らの環境の中で、自分自身がより広い、

より豊かな心を持って人々のために尽し、そして自分自身常に驕る事なく執着から離れた日々の生

活をした時に、人間は皆神の子だという事を発見するのです。それは決してお経などをよんで悟れ

るものではないのです。 

皆さまは、果して経文というものの成立ちを知っているでしょうか。いわんや、この中には念仏

宗をやっている人たちもおります。あるいは南無妙法蓮華経を拝んでいる人たちもおります。何と

か宗とかいう、ドンツクドンツク太鼓をたたいている人たちもおります。己の心を忘れ、神の子と

しての自覚を忘れて他力を求める。そういう人たちは憑依されてしまいます。皆さまの心はごまか

せないのです。 

殆どが、身体の状態を見れば、即座にその人々の心の状態が解るのです。皆さまのそれぞれの意

識の中には、テープレコーダーと同じように、転生輪廻の全てを記録している九〇パーセントの偉
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大なる智慧があるのです。この九〇パーセントの中には、今迄の体験された人生航路の全てが記録

されております。 

これをあの世へ帰って、皆さまは自分自身の嘘のつけない善なる心で裁くのです。みせかけだけ

で形だけでやっている人たちは、それは全て偽善である事を知らねばなりません。みせかけなどは

どうでも良いのです。人が見ていようが、見ていまいが、真実自分自身に正しい片寄りのない心の

物差しを持って生活し、人のために尽す行為、これを実践した人たちは執着はなく、そして心とい

うものは丸く、広く、豊かなものなのです。我々は外見にとらわれてはならないという事なのです。 

皆さまは己自身、心からして真実なものをよく知らなくてはなりません。人間の大脳皮質という

ものは、物を記憶する装置ではないのです。その理由は、皆さまが眠ってしまった時には鼻の穴も

立派に開いております。蓄脳症の人は別です。耳の穴もちゃんと開いております。しかし、眠って

しまったらどこが記憶しているのですか。 

ある脳外科の先生は「人間の脳細胞の中には皆引き出しが入っておって、その中に総て記憶され

ておるんだ」といっておりました。そしてその先生に私は聞きました。「その引出しはどのように

出来ているんですか」と。すると「それは良く解らない。想像ですがね･････」 その想像を一般大

衆が信じてしまうのです。とんでもない話です。 

皆さま自身の肉体は、客観的にとらえ得た記憶装置にしか過ぎないのです。 

まず皆さま自身の五官を通して感じ得たもの、例えば眼で見たものは、視覚神経を通して大脳皮

質の神経繊維に脳波という電気的振動が起ります。その電気的振動が皆さまの肉体舟の船頭さんで

ある意識、もう一人の自分に記録されて行くのです。これは総てキャッチしております。それが皆

さまの転生輪廻の総てを記録しているのです。 

九〇パーセントの意識、これをインドの当時は「パニヤー・パラミター」といっておりました。

「内在された偉大な智慧」ともいいますが、これを紐解くにはどのようにしたらよいか、それを私

が説いているのです。 

霊感を呼ぶのではないのです。 

自分自身の思う事と行う事が調和された真実の片寄りのない生活行為の中にこそ、それを紐解く

事が出来るのです。此の時に皆さまが転生輪廻を繰り返して来た偉大なテープレコーダーのスイッ

チを、あるいはビデオテープのスイッチを、皆さま自身が入れる事が出来るのです。こうなります

と、我々は自分の今思っている事と行っている事、その姿こそ過去からの自分の姿だという事を悟

るのです。真の信心というものは、己の心の善なる道を信じ行う事なのです。 

それを特に日本においては、今から百年程前仏教と神道に分けてしまい、そして神道は国家の守

護を受けて日本を神国にしてしまいました。昨日の方の質問ではありませんが、日本は神国であり、

その神国に神の道を説く人々が出るのだ、という事を言っておりました。 

残念な事に、日本ばかり太陽が照っているのではありません。地球全てが神国です。人類は皆兄

弟なのです。黄色人種、白色、黒色の違いも、彼等の自然の環境に適応した場所を神は与えたので

す。舟は変っても、乗っている各々の人格は変っていないのです。 

このように、普遍的な意識というものは、又眠っている時に次元を越えてあの世に行ってる場合

もあります。あるいは過去世は、かつて何処何処で生れ、このような環境だったという事で行って

る場所もあります。それに我々が心を調和してあの世に行く場合、途中迄ついて来る人たちもあり

ます。あるいは、夢という現象になって現われている場合もあります。それですから眼が覚めてみ

ると、あっちも、こっちも途切れ途切れの所しか解らなくなってしまいます。 
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それが今の一〇パーセントのこの眼で、この耳で、見て聞いて来る能力が出来るようになった時

に我々はもはや次元の違った世界、あの世というものの存在を否定する事が出来ないのであります。 

今迄、頭の中や口先で、本に書いてあるものだけを見て、それを信じておりました。しかし我々

は今、この時からそれを卒業しなければなりません。まず正しい片寄りの無い神理、八正道の根本

というものを、己自身の心の物差しとして生活する事が第一なのです。その行が積み重ねられた時

に、皆さまは初めて己自身を悟り得るのです。 

我々は先祖を拝めば救われると思っておりますが、先日の人は一生懸命に白龍という龍神を拝め

ば救われるといい乍ら、自分の身体はがたがたです。ある大きな会社の社長です。こういうような

人たちも盲なのです。先祖を拝んで救われるものではないのです。皆さまは、この辺から大きな間

違いを犯しております。先祖は肉体の舟の提供者です。こちらから頼んでそれを頂いたのです。そ

の肉体先祖に感謝し一番供養になる事は、己自身が健康である事です。 

舟を頂いたのです。魂まで頂いたのではないのです。本当に親が魂までくれたとしたら、お父さ

んの思っている事も、子供の思っている事も、お互いにちゃんと解らなければならないはずです。

解らないというのは、そこに問題があるのです。 

肉体を頂いた事に対する感謝の心で、親孝行する事は当然の道です。それも出来ないような人々

がたくさんおります。先祖を拝む前に一番大切な事は、健康でありそして心が豊かであり、家庭の

中がいつも、オホホ、アハハと笑える生活の出来る環境を作る事です。その時、おのずから皆さま

の家庭の中には曇りがないために、神の光によって満たされ、平和な、調和された環境が作り出さ

れて来るのです。 

それを拝み屋に聞くと「お前の家の先祖の四代前がそのようにして、このようになった。この人

が浮ばれていないから二十一日間一心に祈れば救われる」といいます。冗談じゃありません。地獄

に落ちる責任は、他人事でなく己自身の想念と行為にあったのです。心です。心の曇りがあるから、

自分自身地獄に落ちて行くのです。 

こういう先祖に対して、わけの解らぬ南無阿弥陀仏を唱えたところで、あるいは南無妙法蓮華経

を唱えたところで救われると思いますか。とんでもない事です。 

そもそも「南無妙法蓮華経」とは、今から二千五百有余年前、ヒマラヤの地において、ゴーダマ・

シッタルダーの説かれた神理の一片にしか過ぎないのです。 

彼は七十代の時に『諸々の比丘、比丘尼たちよ、このハスの池を御覧なさい。あの泥沼の中から

美しい花が咲くではないか。お前たちの身体は一体どうだ。眼から眼糞、あるいは鼻糞、耳糞、身

体から出るものは何一つとしてきれいな物はないであろう。 

 この汚い肉体は、あの泥沼とひとつも変ってはいないのだ。あの美しいハスの花も又あの泥沼の

中から咲いているのだ。諸々の比丘、比丘尼たちよ、そなたたちもこのような汚ない無常なる肉体

というものに執着を持ってはならん。その肉体の船頭さんである心が、真に正しい片寄りのない中

道の物差しを持って生活したならば、自らしてあのやすらぎのあるハスの花と同じように調和され

て行くのだ』という事を説きました。 

これが、二千五百有余年過ぎますと、「南無妙法蓮華経」と、日蓮は余分に「南無」までくっつ

けてしまいました。「南無阿弥陀仏」を拝み、又「南無妙法蓮華経」をつき合わすれば人間は救わ

れるというのもあります。ナンセンスです。それによって救われるのではないのです。 

我々は、この汚い自分自身の肉体であうとも、神理を通した正しい片寄りのない法というものを

心の物差しとして生活をした時に、本当のあの美しい仏の境地に到達するという道を教えたもので

す。 
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このためには「止観」、止まって見る事が大事です。 

我々人間は一〇パーセントの表面意識で人生航路を歩んで行くために、多くの間違いを犯してし

まいます。間違いは、間遣いであってよいのです。「過ちは改まるに憚る事なかれ」です。 

自分自身の心を、片寄りのない正しい心の物差しでみつめ、間違いがあったならば素直にその間

違いを訂正して、「神よ、私の罪を許して下さい。ここを間違いました。原因はこれこれこういう

訳です。今度は絶対にこの間違いは犯しません」という反省、即ち止まって見ることが必要なので

す。止まって反省した時に、皆さま自身の心の曇りは晴れて行くのです。 

それを、人々はいろいろと病気をしたり、経済的に不調和になると、ワラをもつかむ気持ちにな

って「どこかで拝んで貰えば救われる」とか、「どこかの宗教に入れば救われる」となる。これは

とんでもない事です。なぜならば、そのような原因がどこにあったか、という事を追求する事が一

番重要であるからです。 

「なぜ、病気になったのか」、「なぜ、経済的に不調和になったのか」、その原因はどこにあっ

たのか。その根っ子を取らない限り、又同じ間違いを犯してしまいます。他力によって人間は救わ

れないという事です。自力の中にこそ、はじめて他力が得られるのです。 

それ故に大事なのは、人間として為さねばならない最低の行い「八正道」を実践する事なのです。 

例えば、正しく見るという事は、片寄って見るな、という事です。自分だけを中心にして見ては

いけないという事なのです。万生万物は相互関係にあってこそ安定しているのです。自分を中心に

するより、まず相手の気持になってみる事です。それから自分自身の行動に移すことです。 

正しく聞くという事も同じです。 

他人様から色々酷しく中傷を受ければ、すぐに人間は「カーッ」となって、心の中の感情の分野

に大きなイビツを作り、理性を失ってしまって自己保存になってしまいます。それ故に、そういう

場合には、なぜそのような事をいわれるのか、自分のどこにその原因があるのか、という事をしっ

かりと見極めてから正しく行動を取る事が大事です。 

世の中には「悪い事を聞いたら、ただ耐え忍んで、口惜しいけどじっと我慢をしてるのが賢明だ」

という人々が多いようです。殊に、嫁と姑の中によくあります。顔でニッコリ笑って、心の中では

「このクソババー、早く死んでくれれば良いのに」と思っております。そのような家庭は必ず病気

の原因を作ります。 

我慢する前に、自分自身の心の中に、例えば見たり、聞いたりしたことを、片寄らない八正道と

いう中道の物差しで正しく判断して、余分なものは詰め込まないことが大切です。 

 不必要なものを、右から左へ出して行くことです。そして機嫌の好い時にお互いに話合うのです。

相手が感情的になられている時には、まず、一旦受け止めてその意見をよく聞き、自分は感情を出

さず正しく相手の気持になって判断したならば、「ああ、気の毒な人だ。神よ、どうぞこの方に光

をお与え下さい、やすらぎをお与え下さい」と、心の中で相手のために祈ってやることです。 

人間の心というものは一念三千です。無限に広いものなのです。終りもなければ、始まりもない

のです。この心の中の針は、皆さんの眼や耳や鼻や口という五官を通して三六〇度自由に動いてお

ります。 

恨みの心を思えば、即座に恨みの世界へ針は通じ、心は暗い世界に行きます。病気、あるいはあ

らゆる精神的悩みという場合には、その人の心の針の修正が必要な一つのチャンスを与えられてい
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るということです。その時にこそ、なぜ、どうして、とその原因を追求して悪の根っ子を取り去る

ことが大切なのです。 

それを何時の間にか仏教は「お経を上げさえずれば救われるんだ」という風に変ってしまいまし

た。とんでもない話です。インドの当時は、そんな事をひとつも教えていなかったはずです。 

特に日本の場合は変ってしまいました。お坊さんたちは檀家の上に胡座をかいて生活し、仏教は

観光仏教、葬式仏教に変り、何も解らなくなってしまいました。あの世でも行って、エンマ様か何

かにあって、力を得てくれば考える事も変るけれども、末法の心ですからとうていそんな所へ行け

ません。 

本来仏教というものは「プター・ストラー」といい、「悟りへの道の教え」なのです。いわば「パ

ラ・ミタ」という「内在された偉大な智慧」に到達する道なのです。決して、お経をあげよ、拝め

なんてことはいっていないのです。 

大体お経というものは、ゴーダマ・シッタルダーが四十五年間説いた「人々を救済する道」を、

ゴーダマ・シッタルダーの死後九十日目、マガダ国の東北東にあるベル・ベーナーという竹林精舎

の裏の洞窟の中で、マーハー・カシャパーといわれるナーランダから来た仏弟子を中心として、約

四百数十人の人たちが、それぞれの四十五年間に説かれたものを、お互いに「私はこのようなこと

を聞きました」、「私はこのように聞きました」という事を暗記して、あのインドの各地に散らば

って行ったのです。 

それを、紀元前二世紀アショカ王の時代に、口から伝えられたものを一部のバラモンから来られ

たグループが、文字に残されたのです。これが中国に渡って非常に哲学化され、語句だけを知った

だけでも、大変な難しい問題になって来ました。 

今私のいってる「一念三千」というのも、こういう難かしいものに合わしたものです。三千とい

うのは、割り切れない無限に広い、という意味で、仏典では「三千大千世界」といっております。

無限に広い大宇宙の事を、こういう言葉で表わしておったのです。そのように難しく説かれてしま

うから、心のあり方を知る前に、その語句の意味を知る事だけでも大変だったのです。 

よく観自在菩薩と経文の中にありますが、実はこれはインドの当時のバラモンのウパニシャード

といわれた中に書かれている文字なのです。アボロキティ・シュバラーといっています。 

シュバラーというのは、悟ったという意味です。バラモン教の一つの言葉です。アボロキティ・

シュバラー、ボサターというのは、あらゆる過去、現在、未来の総てを見通す事の出来る悟られた

方をいうのです。 

ところが日本の般若心経の解説を見ると、わざわざ観自在菩薩を観音様だといってます。冗談じ

ゃありません。観音様というのは、あの世におりますが、アボロキティ・シュバラーは決して観音

様ばかりではありません。読んで字の如く、ゴーンという鐘の波動やお経の波動に乗って、過去、

現在、未来を自由に見て来る事を観音力といい、こういう能力のある悟られた方を観音様といった

のです。 

それをいつの間にか偶像崇拝になって、一生懸命に拝んでおれば、人間は欲望にきりがありませ

んから、一念三千の心の暗い方向へ行ってしまいますと、動物霊たちが「私は観世音菩薩だ」なん

て威張って出て来ます。あの世の光の天使たちが、人間を通して威張って出て来たら、一〇〇パー

セントこんなのはインチキです。 

菩薩だとか如来といわれる光の上段階の指導霊たちは、そのように正しい心と調和されておる人

たち以外には出て来ません。いわんや龍王などと威張って出て来るのは動物霊に決っているのです。 
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 皆さまの中からもすでに心の窓が開かれている人たちがいますが、そういう人たちは即座にそれ

を見抜いてしまいます。皆さまもやがてそのような力を次々と持つようになります。日本ばかりで

はありません。ＧＬＡという名前に拘らず、正しい片寄りのない中道の道を実践した光の天使たち

の心の窓は、全世界に次々と開いて行くのです。 

その時に人々は、現代社会の歪を各々が直さなければならないということに気がつくのです。そ

して決して他力ではなく自力で実践してこそ、偉大なる神の光は与えられるのだということを知り

ます。 

神様をいくら拝んでも無駄です。拝む前に自分の心の曇りを払う事が一番重要なのです。その時

に初めて、皆さまの心は偉大なる神の光によって満たされ、皆さまの魂の兄弟たちがあの世から協

力してくれます。 

この地上界に出て、最も不調和な環境の中で悩み、苦しんで自分を悟りあの世へ行きますと、こ

れは大変なことです。 

調和された人々の心の窓が開かれますと、天上界のこのグループにはその分野がピカッーと明る

くなります。そのために、今度は何処何処で悟った人が出て今こういうようにやっている、という

事が次々とあの世では解ってしまうのです。そうすると大変です。イエス様の系統のグループの人

たちは、すぐパーティというのをやります。 

そして指導霊たちは急がしく動き初め、神なる偉大な智慧を与えその人に協力するのです。その

ために奇蹟が起るのは当然のことで、奇蹟でもなんでもないのです。動物霊などが拝んで病気を治

すなんて事とは全然ちがいます。もっともっといろいろな奇蹟が起ってまいります。それも総て自

分の力ではないのです。次元を越えた世界から、偉大な光の天使たちの協力があればこそ出来るの

です。それは善なる己の心の向上に比例した世界から、我々の口を通し或は又霊的な現象を通して、

皆さまの前に我々の人生の偉大なる価値を教えて行くのです。 

しかし何時迄も悟らない人たち―――自我我欲、自己保存に明け暮れて、自分の本能に自分自身

を埋没している人たち―――の場合には、あの世から見ている皆さまの魂の兄弟たちは大変です。

あの世で一生懸命に操っているのが、肉体を持っている者が勝手に意識を持ってとんでもない所へ

行ってしまいますから、アラアラという間に見失ってしまって暗い曇りに覆われて、不調和な地獄

霊に支配されてしまいます。 

我々の住んでいるこの酷しい現象界というものは、地獄と極楽がミックスされております。この

ミックスされてる世界だけに、私たちは善なる魂、片寄りのない正しい判断の心と行いが大事なの

です。 

こうして皆様は転生輪廻の過程において、今最も厳しい地球上の環境の中で修行の過程にあるの

です。転生輪廻の永遠の生命として、皆さんは今あるのです。今自分自身が置かれている場所が、

自分の魂をより豊かにする環境であるということです。それを確りと知ったならば、この世から去

る前に一切の執着から離れて、次元の違った実在の世界に帰ることです。 

神や仏を信ずる事なく、自我我欲、自己保存に明け暮れて此の地上界を去った人たちは、そのま

ま真暗な世界へストンと落ち込んでしまいます。それが百年、二百年、三百年です。そして争いば

かりしてこの地上界を去った連中は、阿修羅界という同じような類の最も酷しい地獄界において修

行させられます。その場所でも彼等は「なぜ人間はこのような争いばかりしなければならないのか」

という善なる神の心が芽生えて来た時に、彼等の心に神の光が入り、やがて彼等は自覚をするので

す。自分の今置かれている環境は、地獄界である。自分が現象界においてなしたその行為によって
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地獄に落ちたんだと気付き、その罪の償いを彼等はします。そうすれば自ら又神の心を甦らせて光

明に満たされるから、彼等はその場所を去って又新しい光の世界へ進化して行くのです。 

皆さまは全て天上界の上段階から、丸い、豊かな心を持って肉体を持った人たちです。決して地

獄界から人間は生れる事が出来ないのです。誰もが、仏教的に云えば幽界、霊界、神界、菩薩界、

如来界という、いわば次元を越えて四次元、五次元、六次元、七次元の高次元から、皆神の子とし

ての自覚を持って生れて来たのです。 

 そして、自分の生れた環境の中にベストを尽し、片寄りのない人生を送って多くの人々を救って

来ますという約束を、皆さんは果さなければならないのです。この時に皆さまの心は豊かに、そし

て皆さまの魂の兄弟は皆さまに調和とやすらぎの道を与えてくれるのです。こういう事実を、私た

ちは転生輪廻の過程に記憶しているのです。 

私は一萬二千年前、アトランティス帝国に生れました。その当時の社会情勢というものも全て知

っております。当時の言葉も知っております。そして、その後私はアフリカのナイル帝国に逃れて

まいりました。アトランティスが陥没した時です。ナイル帝国の一端のピラミッドが、やがて我々

の手によって発見されます。その中には、我々の残したものが発見されます。そして、その当時の

人たちも今此の中に何人か出ております。 

東京にも、またアメリカにも、エジプトにも出ているのです。我々はその人たちと交信をしてお

ります。 

 皆さまは、信じると信じざるとにかかわらず、人間の生命は永遠の中に、今も又その環境を克服

し、より豊かな心を作るための修行の過程だということを認識すべきです。 
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【道について】 

1972-12-10 関西本部定例講演会 

本日の講演は「道」という題で説明したいと思います。 

私たちが生活する環境の中においても、道というものにはいろいろとあります。 

まず、自動車をみますと、これには道路交通法というのがありまして、ルールをちゃんと作って

あります。 

一方において、空の方にもルールがありますが、最近は航空機事故が非常に多くなっております。

鉄道もまた同じです。これにもルールがちゃんと存在しております。 

かつて私が（戦時中）飛行機に乗っていたときは、航法というのがありまして、気流とかいろい

ろな気象条件というものを規準として、飛行機の通る道をちゃんと明示してあります。 

 それにもそれぞれの厳しいルールがあります。 

しかし、私たちの人生におけるところの心というものに対する道というものが、いつの間にかわ

からなくなってきております。それが「末法」という時代です。 

人間の心の内というものは、人間の知恵によって変えることが出来ません。 

道路交通法にしても、あるいは空を飛ぶ航法にしても、この法というものはある程度自然という

ものを規準にしますが、人間の知恵が作り出すものです。 

しかし、私たちがこの地球上に生まれてきて成すべき道というものは、人間の知恵が作り出すも

のではありません。先ほども T 弁護士が説明しておりましたように、調和された大自然が人間の在

り方を教えているんです。 

しからば、人間の道とはいったい何でしょう。 

インドの時代に、ゴーダマ・シッタルダー（お釈迦様）は「生老病死」という、人間の生まれて

きたこと、病気をする、年をとる、死ぬ、というこの四つの問題は苦しみである。その苦しみを除

く道、それにはどうしたらいいのだろうかと追求し、三十六年間かかって悟り得た道が「八正道」

という道だったのです。それが先ほども T 弁護士が言われた、調和への道なのです。 

そもそも、今から二千五百有余年前におけるところの仏教というものは、プター・ストラーと言

いまして、「悟りへの道」ということです。 

しかし、二千五百有余年後の現代におけるところの日本の宗教というものは、全てが他力本願で

す。正しい人の道というものは、他力によって得られるものではありません。 

人間の心と行いというものがどういうものであるか、あくまでも人生におけるところの苦しみと

いうものは、自分自身の思うことと行うことが、正しいルールに適っていないときに苦しみが起こ

るのです。 

プター・ストラー、悟りへの道というものは、即ち、我々自身が、この地上界に生まれてきたと

ころの目的と使命というものが、どういうものであるかということを悟る道なのです。 
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しかし、我々はこの地上界に生まれてしまいますと、本来１００パーセントの心というものが９

０パーセントは潜在してしまいます。そのため、次元を超えた世界、あの世という本当の世界、実

在の世界を忘れてしまいがちなのです。 

心が曇れば曇るほど、次元を超えた世界というものが曇ってしまいます。あたかも人類の作り出

した物質文明が、公害を作って太陽を阻止しているのと同じです。 

我々はまず、間違った道というものは、人間自身の知恵が、人間の「我」が作り出してしまった

ということを知らなくてはいけません。 

仏教も二千五百有余年の間に、いつの間にか一生懸命お経をあげれば救われると、あるいはまた、

神社仏閣にお参りすれば救われる、病気になるとつい頼りたくなるとなってしまいました。 

まずこのような不調和な結果に対しては、必ず原因があるはずです。その原因がどこにあるかと

いうことを悟ることなく、結果だけで目先真っ暗なのが現代社会の人々です。 

現代社会におけるところのあらゆる精神的な面を通しての混乱も、物質的な文明というものの奴

隷になりさがっているところに原因があるのです。 

私たちは、この地上界に生まれてきた時は全く裸です。どんなに経済的に恵まれている場所に生

まれようとも、その方は決してお金や財産を持ってきていないのです。また、この地上界を去ると

きにも、いかに皆さんに財産があり地位があろうとも、それを持って帰ることは出来ません。 

そこで、我々自身にとっては次元の違った世界、あの世という世界こそ実在の世界であり、我々

は、あの世とこの世、即ち、色即是空、実在と現象の世界を輪廻転生しているということです。我々

はその「道」を歩んでいるのです。そして今もまた、皆さんは自分自身のあらゆる環境を通して、

人生の新しい学習を続けているのです。 

人間の心というものが調和されてまいりますと、やがて我々は次元を超えた世界を、自由に見る

こと、聞くこと、話すことが出来るようになってきます。 

それは、般若心経の中にあります「パニャー・パラ・ミター」と言って、内在された偉大な智慧

に到達することなのです。 

この境地に到達した人をラカンと言っていますが、インドのゴーダマ・シッタルダーの時代は、

当時の言葉ではアラハン（阿羅漢）と言っております。 

人間は本来、そのようなアラハンの境地になることができるのです。 

生まれてきた時は、皆さんは本来、豊かな丸い心だったのです。 

その心の中には、神から与えられているところの本能という領域、感情という領域、さらに知性

という領域、理性という領域、さらにその中心には想念という領域があり、皆さん自身の五感五体

を通して感じ得るいっさいの諸現象は、心を通して現象化されていくのです。 

それは、皆さんの目で見ることは非常に難しいことです。 

しかし、あの世という次元の違った世界は厳然として存在し、それぞれがみな肉体を持っている

のです。 
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それは、現代のようなこの地上界に適応したところの物質的な原子細胞によって構成されてはお

りません。 

あの世からでてくる時には、それぞれが長い転生輪廻の中で、自分自身の魂をより調和した豊か

な丸い広い心を持っていたのです。 

私たちは、神の体であるこの地上界という場所にまず出てまいります。 

先に、次元の違った世界でお互いに親になる人、子どもになる人と、それぞれが約束して登録さ

れます。両親になる人が先に出ていき、一定の年頃になり結婚をして結ばれていきます。そのこと

は次元を超えた世界から皆さんはすべて承知の上で出てきているのです。 

あの世では、金持ち貧乏人というものは関係ありません。 

あの世から見ていると、その人がいかに人生を豊かに広く丸い心で生きているかということがわ

かるのです。 

あたかも、皆さんが二次元の X 軸 Y 軸を結んだところの映像を眺めて、それぞれの状態を支配し

干渉するように、次元の違った世界からは、この三次元のすべて見通す能力を持っています。 

そういう世界から、実は皆さんの誰もが出てきているのです。 

それだけに、この末法の世の中、厳しい人生を皆さんは自覚して出てきているのです。 

子どもになる約束をした人は、お母さんのお腹の中に入ります。 

約三ヶ月目ぐらいになりますと、次元を超えた世界から支配にかかりますから、お母さんの意識

と自分（子ども）の意識との間にずれが出てきます。 

しばらくすると完全に調和されます。 

その結果がある人にとっては「つわり」の現象となり、食べ物の好みが変わってしまうのです。

それは、子どもの意識の影響によりなされているからです。 

子どもは、十月十日経って空気（出産）にふれます。 

皆さん、水の中に氷を入れてみてください。上から落としますと、瞬間は百パーセント沈んでし

まいますが、徐々にまた上に上がってきます。 

氷というものの密度は約九十二パーセント程度ですので、計算して水を百としますと、だいたい

十パーセントしか表面に出ません。 

それと同じように、神の体であるところのこの地上界という場に出てしまうと、皆さんの魂自身

も、自然界の万象万物と同じ現象（法則）が起こってくるのです。 

そのために、空気にふれて「オギャー」と泣くと同時に、十パーセントしか表に出てきません。

残り全部が潜在してしまいます。 

そして、徐々に本能の領域というものが芽生えてきます。その結果、黙っていても（教えなくと

も）母親のオッパイ（母乳）を吸うようになります。 
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一週間経ち、二週間目ぐらいになりますと、小さい子どもは、周りに誰もいないのに「ニコニコ」

と一人で笑っていることがあります。 

それは次元の違った世界の魂の兄弟たちが、そばに来ていろいろと話をしているからなのです。 

 「お前、今度はしっかりやれよ」 

 「わかっております。がんばります」 

 彼らは祝福されているのです。 

心の眼で見える人たちには、光の天使、あるいはその魂の兄弟たちが、その子どものそばにいる

ところをはっきりと確認することが出来ます。 

こうして成長し、だんだんと自我が芽生えるようになってきます。 

 自己保存が強くなるにしたがって、生まれた環境、教育、思想、習慣、こういうものを通して子

ども自身の性格は形成されていきます。 

同時に、その子どもは、転生輪廻の過程において潜在されているところの九十パーセントの意識

にも徐々に影響されて性格が生まれてきます。 

こうして、五歳、六歳、・・・・、大きくなるにしたがって、少しずつ子どもの人格というもの

は形成されていくのです。 

我々は、習慣からくるところの肉体先祖というものが、絶対だという間違った考え方をいつの間

にか身につけてしまいました。 

親は子どものためと思って一生懸命に教育もし、自分の出来なかったことを託そうとする。その

心は良いが、期待が大きすぎて、いつの間にか子どもは親の言うことを聞かなくなってしまいます。

実は、地上界（この世）に生まれ出てくるために肉体の舟の約束はしても、魂までは親子ではない

ということを知らなくてはいけません。 

しかし、我々はこの地上界（この世）に生まれてきた以上、自然というこの環境の中にあって、

万象万物相互の関係によってこそ肉体を保存し、子孫を保存することが出来るのです。 

太陽の熱、光は、金持ち、貧しい人、地位、名誉等に全く関係なく、皆さんに平等にそそがれて

います。神の光（エネルギー）もまた、すべてに平等に与えられているのです。が、心の中で思う

こと、行うこと、これが神の道である中道とは違う片寄った道を歩んだときに、その人の心の中に

歪みが出来、自らして心の中にスモッグを作り出し、神の光（エネルギー）をさえぎってしまうの

です。そこに苦しみが出来てきます。 

人間の心というものは、一念三千、三百六十度の丸には、始めもなければ終りもないように、心

の針というものは、その人の心の状態によって違ってきます。その心の状態が、すべてその人の苦

楽というものを形成しているのです。 

我々は、すべて自然の恵まれた環境の中に育っています。その自然の恵みに対する感謝の心を行

為として、人々に尽くす道を、また自然は教えてくれているのです。 

同時に、両親は私たちを産んで育ててくれました。それに対する感謝の心は、神の子として、お

互いに親孝行するということは人間として当然の道なのですが、それがわからなくなってしまった

のが現在です。 
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自然界は、すべて人間の在り方を教えているにもかかわらず、ただ祈れば救われると、人間の脳

細胞まで狂わせてしまった。宗教はアヘンと化してしまったのです。 

思想というものは恐ろしいものです。あの世（実在界）では、決して曼荼羅や仏像などは祀って

はおりません。 

初期のイエス・キリストの時代においても、あるいはその前のゴーダマ・シッタルダー（釈迦）

が神理を説いた当時にも、依然として旧来からの古い一つの宗教環境がありました。 

ゴーダマ・シッタルダーの当時には、ヴェダーやウパニッシャド、すなわち、バラモンを中心と

して多くの宗派が乱立しています。そして、バフラマン（梵天）、インドラー（帝釈天）など、そ

のようなものを神とあがめ、偶像崇拝が非常に盛んでした。 

また、ヨギ・ストラーと言いまして、山中に入り、肉体的荒行をしたり、自分の雑念を無くそう

として禅定をし、神に到達したというような間違った道を踏んだ人たちが非常に多いのです。 

しかし、そんな時代においてゴーダマ・シッタルダーは、人間の生きていく上において、正しく

語ること、聞くこと、そして、自分自身が正しく見ること、正しく仕事をすること、という片寄ら

ない八正道の道を人間が実行したときに、心の曇りが晴れていくと説いたのです。 

その晴れた状態で、自分自身の日々の生活を積み重ねていけば、心の中は精妙になり、自由に次

元を超えた世界と交渉を持つことができます。 

逆に、禅定三昧とか言って肉体行だけで煩悩を滅しようとするが、心の中では何を考えているか

わからない。こういう状態で禅定しますと心の針は一念三千ですから、どちらに向いてしまうかわ

かりません。不調和な世界に通じてしまいます。 

現代、問題となっているスモッグも、太陽の熱が強くなれば当然そこには光化学スモッグという

ような、一つの新しい現象が起こってきます。と、同じように、禅定だけで人間は救われるもので

はなく、調和されるものでもありません。 

一秒一秒の正しい中道に基づいた生活を行い、これが積み重ねられた時に人々の心というものの

窓が開かれていくのです。当然のことながら、アラハンの境地にもなっていきます。そして、アボ

ロキティ・シュバラーと言われる観自在菩薩の境地にもなっていくのです。 

その観自在菩薩と称する境地も、実は永遠の転生輪廻を繰り返してきている今までの積み重ねら

れたところのキャパシティ（容量・受容力・能力）によって違ってくるのです。 

過去において、でたらめ三昧をやって地獄に堕ち、地獄界において自分自身神の子としての自覚

を得て天上界へ行きます。その天上界で、五百年、千年、自分自身というものの心の状態を反省し、

神の子としての道に到達して修行をします。けれども、そういう状態が繰り返されている人々は、

なかなかアボロキティ・シュバラーの境地になることは出来ません。 

こうして我々自身は、仏教を通してもキリスト教を通しても、一番根本にあるのは偶像崇拝では

ないということを知らなければなりません。 

大事なのは、人間自身の肉体と共にある光子体になっているところの人生行路の乗り舟の船頭さ

んである、すなわち魂、その中心である心というものの在り方を教えているのです。 
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インド時代のゴーダマ・シッタルダーは、二十九歳の時に家庭を捨て、六年間も山中に入って苦

しい修行をし、人生というものを悟っていきます。そして、慈悲という偉大なるものを説きました。

しかし、愛ということを説かなかったのです。 

その後、約二十数年遅れて、ベンシャラーという男が出まして（出生）、愛という道を説いてい

きます。皆さんがよくご存知の大日如来です。 

さらにそれでも足りなくて、一世紀にガレリア地方に生まれたイエス・キリストという男が、愛

という道を説いていきます。 

愛と慈悲は十文字です。 

慈悲というものは大自然を通して大きく広がり、愛というものは横に広がるところの、調和され

たものでなければならないのです。 

こうして、イエスにしても釈迦にしても、人間の心と行いというものの在り方の規準、その道を

説いていったのです。 

しかし我々は、そういうことがいつの間にかわからなくなって、一生懸命にお経を唱えることに

専念してしまったのです。 

この地上界というのは、地獄と天国がミックスされた世界ですから、そうすることによって違う

ところから霊的な現象が出てきます。次元を超えた世界からは自由にこの地上界を見ることも出来

ますし、来ることも出来るのです。 

全然わからないから、これが良いと思えば一生懸命に拝み、どこどこの神々で、霊験あらたかだ

といえば崇拝してしまいます。 

我々の心というものが、正しい道を知っていないために盲目になり、それが、狐か狸か何かわか

らないにもかかわらず、そういうものが信心の対象になり現象が出てきます。そこにまた一つの新

興宗教が出来上がってきます。 

動物霊であっても少しぐらいの病気なら治すことが出来ます。しかし、本来心という問題に対す

ることに、彼らは触れることは出来ないのです。イエスや釈迦のように、人間自身の普遍的な正し

い神理という道を説いてはおりません。 

自分自身の心というものはわかりませんから、一生懸命に手を合わせて拝んでいるうちに、神の

お告げだと言って出てまいります。そうすると、皆さんは盲目になっているのですから、神様が降

りてきたと思うのです。しかし、残念なことに、その人自身が神と全く同じ状態の心と行いを実践

していない限り、降りてくるはずがありません。 

私のところで作っているコンピュータというものは、あらゆる計算を通してデーターが出てきま

す。そのコンピュータ自身も、最初に与えた計算だけは確実にやります。人間のように、勝手に自

分で考えたり感情を持ったりしていませんから、スイッチさえ入れればきちんと計算してくれます。

このように、機械と人間の違いというものはそこにあるのです。 

しかし、人間自身にも心の調和の状態によるレベルがあります。 

皆さんは仏像を知っているでしょう。おそらく心の眼を開いた人たちがああいう物を造っている

はずです。 
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菩薩という仏像を見ると、たいてい頭のところに後光が出ています。如来になりますとその後光

がさらに大きくなります。これは、その人の心の状態、調和の状態に光が比例しているのです。 

皆さんの肉体の後ろに出ているところの光はそれぞれ誰からも出ているのです。ただ、恨み、妬

み、そしり、怒り、こういう心を常に持っている人たちは、その光を消してしまっています。 

心が調和されてきて、常日頃、思うことと行うことが正しい神の道に適った生活をしている人た

ちには、ちゃんとその後光が出ています。その光の量も、自分の心の調和された状態に応じて違っ

ています。 

当時（インドの時代）は、一週間山中に入って、自分の心というものを見定めて初めてゴーダマ・

シッタルダーの前で、『あなたは、まず私を信じますか』『あなたは、私の説く法を信じますか』

そして、『私の集団、すなわちサンガー（教団）に帰依しますか』という三つの約束をして、弟子

入りを許されたものです。 

 一人ひとりの心というものは、調和されていれば後光が出ていますから、すぐに入門する資格が

与えられます。 

 しかし、現代社会では違います。心が不調和でも、お金を持っているか、或いは調子のいい人た

ちのように表面だけを飾っていてもいいのです。 

ところが、ＧＬＡではそれは通りません。相手の心の状態、光をすべて見通す人たちが、何人も

何人も出ているのですから、ごまかせないのです。口先だけで上手いことを言ったところで、これ

はだめです。 

人間には、それぞれ魂の乗り舟である原子肉体の後ろには、ちゃんと光子体というものがついて

います。この光子体は、自分の心が調和されていれば（黄金の）光が出ていますし、調和されてい

ないと光は消えます。 

現象界（この世）から実在界（あの世）へ行く時、すなわち死を迎えた時、離れていく光子体の

肉体が、暗いか或いは光に満たされているかによって、地獄、極楽が決まってしまうのです。質量

が重ければ、地獄です。質量が軽ければ、天上界です。 

その世界を仏教では金剛界と言っています。それは光の世界です。こういう世界に行く人たちは、

仏像に出ているのと同じように後光に満たされています。まず、八正道という、正しい人間の心と

行いというものの道を極めている人たちなのです。 

 そういう人たちは、生きていながら次元を超えた世界に行って見てくることができます。それは、

光子体と原子体の肉体を結んでいる霊子線というものがあるからです。 

 皆さんの心は、光子体の中に入っています。ですから、夜、眠ってしまった時には、光子体が肉

体（原子体）から離れている場合が多いですから、どんなに立派に鼻の穴が開いていても耳の穴が

開いていても、見ることも嗅ぐことも聞くことも出来なくなってしまいます。人生行路の乗り舟か

ら、船頭さんが降りているからなのです。 

 生きている間は、この舟と皆さんの光子体の舟とは、ちゃんと霊子線でつながっています。この

霊子線の光が、あの世に帰る道なのです。 

 片寄らない中道の道を、心と行いを通して実践している人たちの道（霊子線）は光に包まれます。

それは、光のドームのようなところで、その中をものすごいスピードで駆け巡っていきますと、次

元の違った世界へ到達いたします。 
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 神を信じない人たち、自分自身がでたらめ三昧で、人の道を行わない人たちは、そのまま地獄界、

真っ暗の中へ堕ちていきます。 

 この地上界というところは、そういう人たちが非常に多いのです。その結果が、社会の混乱であ

り、人々の意識に悪い影響を及ぼします。これがまた、病気という現象になってくるのです。 

 皆さんは、わからないでいるけれども、この地上界は、地獄と極楽がミックスされている世界な

のです。そのために、心がきれいならば、その人たちは光の保護を受けていますから、バチが当た

ったり、憑依されることはありません。 

 うらみやねたみ、そしりや、家の中が不調和で、わけもわからないものを一生懸命拝んで、違う

ものを拝めば邪宗だと決めつけるような人たちの心は、阿修羅界という世界に通じています。そう

いう人たちには、心に安らぎがありません。 

 本当に信心深い人たちというのは、お経をあげたり、そのような場所へお参りするものではなく、

片寄らない中道の道を、一秒一秒怠りなく生活をしている人たちのことをいうのです。中道の道を

歩んでいる人たちは、常に光明に満たされ、その時に初めて他力の力を得ることができるのです。

実在界を通して、あの世の偉大な力を皆さんは受けることができるのです。 

 それゆえに、正道という片寄らない中道の道を自分の心の物差しとして、間違いがあったならば

素直に反省をして、それを修正してより自分自身を謙虚に、人に対して慈愛の心を持った生活行為

を積み重ねてゆく、自分の欠点を修正する勇気が必要です。 

 自分自身の欠点は、自分にうそをつけない善なる心が一番よくわかっているのです。 

 皆さん自身の生命は、転生輪廻の中で、ある時にはナザレの丘においてイエス・キリストの道を

学んだ人もいるのです。あるいはまた、ゴーダマ・シッタルダー（釈迦）のラジャグリハの郊外に

おいて、その道を聞いた人たちも皆さんの心の中に潜在されている意識の中には記録されているの

です。 

 それをひもといた時に、我々は物質文明の奴隷ではなく、物質文明は人類のためにあるんだとい

うことに気がつくのです。そして、より平和な調和された人類の道を自らして切り開いていかなけ

ればならないのです。 

 我々は、このようにして平和な安らぎのある魂というものをより豊かにつくり上げていくのです。 

 今、皆さんは物質文明という最も厳しい社会の中で自分をしっかりと見つめる時がきているので

す。 

 我々の作り出したコンピュータよりはるかに精度の高い巧妙な皆さんの意識は、次元を超えた世

界を自由に行き来することができるのです。イエスにしても、釈迦にしてもその能力を持っておら

れたのです。 

 今、我々の中にも、そのような体験をした、さまざまな人たちが出てきています。 

 人間は永遠の生命であり、生まれることも滅することもないのです。 

 皆さんはただ、死とか生とか言うけれども、これは肉体という舟だけを通して、その形だけを追

いかけているのです。重要なのは、その舟に乗っている船頭さんというものに、皆さんが目を、そ

して心を向けた時に、我々の生命の妙（たえ）なるものを知っていくのです。 
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 我々の科学は、やがてこのような事実を多くの人々が現象化し、信じざるを得ない時が来るので

す。現代科学は、まだメッキのようなものなのです。 

 現代医学が最高峰だとしても、医学そのものもほんのまだ初歩的なものにしか過ぎないのです。

ノイローゼの原因一つにしても、まだ医学者たちは、人間の脳細胞はモノを記憶する装置であると

いうことを言っているうちは遥か彼方のことです。 

 人間自身のすべての記憶されているところの装置は、皆さん自身の肉体の船頭さんであるところ

の魂が、すべて記憶しているのです。どんなに悲しいことがあろうと、苦しいことがあろうと、眠

っている時には、皆さんは全く何もわからないのです。眠りから覚めて、肉体の全てを魂が支配し

た時に、また苦しみや悲しみが出てくるのです。その全ては皆さんの心がつくり出しているのです。 

 その心というものをしっかりと見極め、まず自分の心のどこに歪があるのかということを見極め

て、たとえ、夜寝る時に十分でも、十五分でもいいから、自分の心の中に、感情の領域がふくらん

で理性を失っているか、本能の側から見て感情がふくらんで心の中に歪をつくっていないか、ある

いは、学問的に自分の知性だけを過信して、自分自身の心に歪をつくっていないか、こういうもの

を一つひとつチェックしてみてください。 

 自分の心で「行い」と「思っていること」が、本当に正しい道を歩んでいるか、ということを皆

さんが知っていたならば、そこからはずれた場合、必ず、間違っている分野を修正する道へと進む

ことが出来るのです。 

 反省は、我々の思ったことと、行ったことを一つひとつ心の中でチェックし、不調和な分野を修

正していくところの、神から与えられている正しい道なのです。 

 人間の間違いは、目を開けているだけではわからないのです。 

 そのために、色々な不調和な諸現象を作り出します。それは、修行の場として神から我々に対し

て、反省の機会を与えられているのです。 

 “間違いは改むるに、憚ることなかれ”です。素直に認めて謝ればいいのです。 

 個人相談に来る人たちは、病院へ行っても治らない、霊的な現象に支配されている人が多いです。 

 私のところのビルの下は病院です。その病院で治らない人がよく上がってきます。 

 この前も、浅草で、昔から楽器を売っている店があります。そこの方が、十何年も半身が全く動

かないのです。医者に診てもらっても原因がわからない。そこで、店の従業員の紹介で、私のとこ

ろへ訪ねてきました。 

 みたところ、その左半身のところに、ご婦人の方が「ビタッ」と憑いているのです。「アラッ、

これはおかしい」と思いました。 

 そこで、その憑いているご婦人に色々聞いたところ、ご主人のことを非常に恨んでいるのです。

あの世（実在界）へ行っても恨んでいるのは地獄霊です。さしあたり、動物霊か何かは「さっそく

拝んで供養し、祀りなさい」と言うでしょう。冗談ではありません。 

 彼らの住む世界は、この地球上ではないのです。 

 皆さんの肉体先祖の住むのもこの地球上ではないのです。 
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 それを人間は、お墓に執着を持たせたり、あるいは、形を作ったものに対しても執着を持たせて

しまう。 

 彼らの住む世界はこの地球上ではないのです。あの世なのです。 

 そこで私は、そのご夫人に対して「あなた自身は、いつまでもこの者に憑いてはいけません。十

数年も主人の側にいるが、あなたのすむ世界とは違うのです。なぜ、執着を持ってこのように苦し

んでいるのか知っているのですか・・・」 

 こんこんと教えると、約十分ぐらいの間に、ご婦人は肉体から離れてしまいました。その瞬間に

体は治ってしまいました。 

 こういうものは、お医者さんではわからないものです。注射や針、お灸をしたところで、地獄霊

は熱くも痛くもないのです。死んでいるのですから。そういうことを知らないで、我々はややもす

ると、次元を超えた世界をないがしろにします。 

 先祖に対する供養ということは、まず皆さんが健康であることです。そうして、心がきれいで、

家の中に、常に明るく平和な環境をつくることが、先祖に対する一番の供養です。 

 立派なお墓を造ることによって先祖は供養できるものではありません。人生航路のただの舟（肉

体）の置き場です。我々はそのようなものに執着を持ってはいけません。 

 お墓や石塔に執着を持っているとしたら、百パーセント地獄だということを知らなくてはならな

いのです。 

 お墓（死ぬこと）に入っても、そこから首やあるいは手を出している地獄霊たちを私たちはいっ

ぱい知っています。 

 執着を持たせてしまうことが大きな間違いなのです。 

 それには、まず皆さんの先祖に、この地上界に執着を持たないように、こんこんと神理を説くこ

とです。 

 もし、お墓やお寺、あるいは仏壇に執着を持っているとしたなら、これは間違いなく地獄です。

これらは決して祀るものではありません。 

 心が不調和になれば、地獄霊たちがまた邪魔をして憑依します。皆さんは、それが見えないから

病院に通ったり、拝み屋と称される方に会いに行ったりします。そして「あなたの家の先祖を供養

しなさい。一生懸命に何日か拝みなさい」と言われます。 

 しかし、地獄に堕ちるような人たちにいくら難しいお経を唱えたところで、わかるはずがありま

せん。「経文とは、本当はこういうものだ」と、お経の意味をよく解説することです。 

 「あなたたちはいつまでも人に憑いていてはいけません。私たちはこのように健康で平和な生活

をしていますから、どうぞあなたたちの住む世界へ帰ってください」と、こんこんと教えてやるこ

とが一番大切です。 

 ですから、大きな墓に入っている人が必ずしも天上界へ行っているかというと、とんでもない話

です。この地上界を占有している執着だけを残しています。そういうことでは本来困るのです。 
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 皆さんは、家庭の中に色々な不調和が起こった時には、まず、家庭の中のあらゆる現象を見てみ

ることです。 

 私のところにいる従業員の中に、ある教団に入っていて「ヘビ」を一生懸命拝んでいる人がいま

す。彼は成績優秀で学校を卒業し、就職しましたがノイローゼになってしまいました。一生懸命拝

んでいますが、心の中が不調和ですからそこに憑かれてしまいます。憑かれてしまうとノイローゼ

になって当然です。 

 そういう人たちの側には必ずと言っていいほど大きなヘビが憑いています。ヘビが憑くとヘビの

臭いまでします。キツネが憑くと顔の相がキツネ顔になってくるものなのです。 

 不調和になって一年近く経って私のところに来ました。今、私のところに勤めながら、心の勉強

をしています。 

 人間は、わからないからそういうものを信仰してしまうのです。 

 一時、外から見れば商売繁盛、結構うまくやっていくのですが、内に入れば、家の中がガタガタ

と崩れ、調和されなくなります。ヘビだのキツネだのという動物霊は、そういうことをやるのです。 

 （霊が）見えて、聞こえて、話せたらよいのですが、見えず、聞こえず、話せないのに、そのよ

うな者たち（憑依霊）に近づけば、かえって災いに遭います。「触らぬ神に祟りなし」です。 

 それだけに、心というものは恐ろしいもので、正しい道を自分が歩んでいなかったならば、本当

に我々はとんでもない間違いを犯してしまいます。 

 肉体の人生行路の、いわば道路交通法やあるいは航法という飛行機の飛行よりか、もっと皆さん

の心の方がはるかに重大だということを知らなくてはいけません。 

 その方法は、偏らない中道の判断をした日々の生活がとても大切です。そういうようにしていっ

たならば、地獄に堕ちる人たちはいないのです。 

 お経を唱え、いくら一生懸命に拝んでも無駄だということをよく知ってください。 

 観音経というものは、六世紀の時代に天台智顗というお坊さんが、観音力の偉大なる力を褒め称

えた経文に過ぎないのです。 

 何のためにお経を唱えなければいけないのですか・・・。 

 動物霊は人のマネをします。地獄霊も同じです。 

 正しい道は、あくまでも皆さんの自分の心にウソのつけない善なる心です。これは、偏らない中

道の道なのです。 

 それを実践した時に、やがて皆さんの心の窓は開かれて、今までの人生に、そして偉大なる神の

光を自らが得る道を、皆さんは探し求めることができるのです。 
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【般若波羅密多への道】 

1973-1-4 新春大講演会御講演要旨 於：東商ホール 

 私は十歳の頃から霊的な体験が起こり、爾来三十二年の間、心と物質について追及してきた。そ

の結果、ようやく、問題の核心に触れ、人の魂が転生輪廻の過程をふんで、永遠に生き続けること

を悟った。心の窓を開いた同志は東京ばかりでなく、関西方面においても同様な結果となって現わ

れている。 

心の窓というものが、何故開かれるか。転生輪廻の内容は、今日の演題である般若波羅密多への

道である。 

般若波羅密多とは、本来、今から二千五百有余年前の印度の言葉であるパニャー・パラミタがそ

の語源である。中国に渡って当て字となり、日本に来て般若波羅密多となったのである。文字の上

からこれを解釈しようとしても、正しい解釈は出てこない。十人十色の解説が生じるのも無理はな

いのである。 

般若とは偉大なる智慧である。智識と知慧は別物。波羅とは行くということであり、到達すると

いう意味である。密多とは内在された、智慧の宝庫を指している。 

般若波羅密多を得るにはどうすれば良いか。通常は理解に迷ってしまう。それというのも仏教と

いう歴史の中で作り出された学問、哲学という知と意によって、その解釈が塗り替えられてしまっ

たからである。 

般若心経は学問からでは理解できない。なぜかというと、般若心経は、心の在り方と行ない方、

そうして空の実在の世界と色の世界を通して解いているからである。私達は、まず自分自身が行じ、

正しい心の物差しを通して、その行ないを正して行くものである。偉大な知慧は、そうした心と行

ないによって生れるものであり、般若波羅密多への境地は、こうした過程のなかから作り出される

ものである。 

ところが般若心経の中には、般若波羅密多への道が説かれていない。周知のように「観自在菩薩 

行深般若波羅密多時」という言葉が最初に出てくるが、これを棒読みで「観自在菩薩が深く般若波

羅密多を行じた時」ということになると、その意味が全くわからないものになってくる。 

人生の目的は、般若波羅密多であり、これこそ私達にとって重大な意味を持つものでなければな

らない 

私にとって、仏教・キリスト教は全く無関係であり、学んだことがない。しかし八正道という大

自然を尺度とした心の物差しを通して、日々の生活をして来た時には、自らして心の窓が開かれ、

テープ・レコードされた自分の転生輪廻の過程がひも解かれてくるのであった。 

私は最初、なぜ私の家庭や周囲のみに、こうした現象が起こるのであろうかと、疑問に思った。 

しかし、その後、こうした現象の輪が広がることによって、多くの人々の心の中に魂の永遠不滅

を証明する転生輪廻と、その神理の種が蒔かれることを知った。また、学ばないのに偉大な智慧に

到達出来るのは、心の窓がひらかれ、過去世を思い出すことによって、過去世に学んだその智慧が

表われることでもあった。心の窓は、八正道にもとづく実践によって開かれ、そうした人達が数多

く出て来ている。 

もっとも我々のグループの中には、キリスト教、仏教を学んで来た人もいる。それらの人々の知

識と、心の窓をひらいた人々の転生輪廻の事実が、全く符号していることは、魂の永遠性を証明す

る好個の資料になっている。霊道現証は、聖書の中の使徒行伝第二章と華厳教十地品に記録されて
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おり、その記録がまったく事実であり、現実にも起こっているのである。「私は、何時どこで生れ、

兄弟が何人いて、そこで正法を学んだ。その時の同志、先輩、友人が、現在ここにいる。誰と誰が

その人達です」と、はっきり実証される。そうしてその実証を裏付けるいくつかの参考となる現実

的事実も指摘される。 

転生輪廻は、魂の永遠性を証明する現証の一つであるが、八正道を学ぶことによって、般若波羅

密多、つまり内在された偉大な智慧をひもとくカギとなるのである。 

私達がこの地上界に生まれてくる前、どこにいたか。次元を越えた俗にいうあの世といわれる実

在界、空の世界から、両親を縁にして生れて来たのである。生れてくる時には、生れてくる環境、

自分の将来というものを考えて出てくる。しかし、この世の経済、地位、名誉というものは、あの

世では無関係であり、自分の魂の進化にとって、どの環境が一番適しているかを考えて出てくるわ

けである。 

 あの世の世界は人の心が表面に出て来ているので、お互い嘘をつくことがない。だいいち、すべ

てにおいて調和されており、相手の考え、思うことが分ってしまう。ところが地上界に出てくると、

神の子としての自覚を失い、環境にふり回わされ、動物以下になり下がってしまう。人類の長い歴

史は、こうしたことが原因となって、地獄界をつくって来た。つまり地獄の心を持った人間があの

世に帰り、地獄界をつくっていったのである。この地上界は、このため、天国と地獄がミックスさ

れた世界となり、その中で自分自身を修行するという状況をつくり出している。 

人間の心の針は、三百六十度の無限の方向に向うように出来ている。自由な心を持っている。そ

の自由な心が、うらみ、ねたみ、そしり、いかりというような自己保存、自我我欲、自分さえ良け

ればいいという想念にとらわれてくると、私達の心は、もっとも不安定な地獄界に通じてしまう。

同時に、自由な心が自由でなくなってくるのである。地上界の混乱は、こうしたことが原因となっ

て生み出されてくる。 

物質文明は、人間の生活の知恵かつくり出したもの。その生活の知恵に、自分自身が束縛され、

物質文明の奴隷になっているのが現実の姿である。よく考えて欲しい。人は生れてくる時に、札束

など持ってはこない。死ぬ時も、持っていけない。この世からあの世に出る時は、人生において体

験した行為と想念しか持参出来ないのである。 

私達は、この肉体という舟に乗ると、わずかの一○％の表面意識で人生を経験する宿命を負って

いる。それは、自分の魂を磨くためだからである。地上界は学習の場である。あの世で学んだこと

を自分で自分をテストする貴重な場所がこの世である。 

神の子の自分が、自分が選んだ環境に対して、どこまで振り回されないで済んでいけるか、それ

をテストするのがこの世なのである。ところが、大半の人達は煩悩に苫しみ、自分を失っていく。 

皆さんはこの会場に来るまでに、ある者は新幹線に乗り、ある者は電車に、自動車に乗りついで

来られたが、しかし乗り物の電車、自動車は変っても皆さん白身は少しも変らないように、皆さん

の魂と肉体舟についても同様なのである。つまり、ある時には中国に生れ、あるいは印度に、エジ

プトに生れ、そうして現在日本に生れている。そして、より良い自分の心をつくるための学習をし

ている。 

こういうことを皆さんが真剣に考えられていったならば、神の子としての自覚も当然に沸き上が

ってくると思う。大自然界を眺めると万生万物は、それぞれ相互扶助の下に安定した姿を示してい

る。人間だけが、万物の霊長にも拘わらずその相互関係を破壊しつつある。自分の首を自分がしば

っている。 
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物質文明に翻弄されると、心の中にスモッグが生じ、次元を越えた光の世界からの光が通らなく

なる。つまり、自我我欲の狭い心は光の道を閉ざすことになる。病気や事故、不幸な原因というも

のは、こうした自己保存にあることを知らなくてはならない。 

般若彼羅密多への道は、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る。肉

体想念にとらわれない自分を確立し、八正道にもとづいた自然の条理を、生活行為の中に生かすこ

とによって、ひらかれて行くものである。 

私は、そのことを三十二年の歳月を経て、はじめて、悟ったのである。 

ＧＬＡが発足してすでに四年目の新春を迎えたが、一人でも多くの方が、般若の心を、悟られる

ことを祈るものである。 
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【心の内に内在された英知】 

1973-04-01  GLA4 周年記念講演 忍岡中学校講堂 

冷たい北風も止み、暖かい南風とともに、大地は、非常に、黒土とともに陽炎があがり、大地の

中から、新芽が出てまいりました。そして、桜の花は、今を盛りとしております。サクランボは、

やがて、実を結び、葉桜となって行くでしょう。我々の人生も、また同じように青春は一時にして、

我々の人生は無常なものです。 

我々は、物に溺れ、たとえ、人生が７０年たりといえども、長い、長い転生輪廻からしたならば、

一瞬の線香花火のようなものであります。 

しかし、私達は、この地球上という場に出てしまいますと、生まれた環境や教育や思想や習慣や、

また自分自身が体験した知識の中から本当の自分を忘れてしまいます。その結果ついに物に溺れ、

本質、価値観というものの自分自身の道を忘れてしまうものなのです。 

皆さんは、はたして人生というものが何だろうか。人間の幸せ、一体何なのでしょうか。人間の

苦しみ、この苦しみから、人間は逃れるためにはどうしたらいいのでしょうか。お金でしょうか。

自分の欲望が満たされることによって、本当にその欲望を満たして幸せになれるのでしょうか。こ

れは疑問だと思います。 

しかし桜の花は一瞬にして私達の目の前から 消え去って行くように、皆さんはやがて老いて、好

むと好まざるにかかわらずこの世を去って行くのです。他人事のように思っているけれども、やが

て 我々はいつの日かこの地上界を去らなくてはならないのです。ということは、この地球上に生ま

れてきた以上は何かの目的と使命があるはずです。 

人生の目的と使命というものは、本来、皆さん自身の心の中に全て記憶されているのです。皆さ

ん自身の心の中に記憶されているところの体験が、我々は生まれてきた瞬間にほとんどの人々は潜

在してしまったために忘れているだけなのです。 

皆さんの心の中のスモッグ、そのスモッグとは皆さんが自分自身の心の中で、思ったこと行った

こと。恨んだり、妬んだり、そしったり、怒ったり、 そのような自己を中心とした心のあり方。こ

れによってスモッグを作り、自分の本当の自分を忘れてしまったために、自分の心の中の記憶を蘇

らせることができないのです。そのスモッグを取り除いたならば皆さんは永遠の生命として人生の

目的と使命というものを知ることができるのです。 

しかし、私達はあまりにも文明という虚飾の中に本当の自分を忘れ去ってしまったために、やや

もすると、肉体船の五官煩悩という物質経済や、 地位や名誉という虚像に迷わされてしまっている

のです。 

今皆様から地位と名誉とお金 、このようなものを差っ引いて残されたものは一体何が残るでしょ

う。それが今の自分自身です。 

この世を去るときにいかに財産があろうとも、 地位があろうとも、名誉があろうとも何も持って

帰ることはできません。それを差っ引いた姿そのものが自分の姿なのです。 

我々はその自分自身の姿をもう一度振り返って見たときに人生の目的と使命というものが分かっ

てくるのです。我々はこの地球上の生活ばかりが人生ではありません。盲目の人間は人生はこの世

限りだと錯覚を起こしているのです。永遠の生命として心のスモッグを除いたときに皆さんの心の

中には永遠の転生輪廻が記録されているのです。 
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それゆえに私達の知識はビデオテープや、あるいはテープレコーダーを発明しました。今私の講

演したものを皆さんはまた家に帰ってビデオやテープによって聞くことができます。 

それと同じように皆さんの心の中には同じように全てのことが記憶されておるのです。その偉大

なる心の智慧を人間は誰も持っているのです。 

しかし物として持っているのではありません。しかしそれは実在なのです。物として持っている

ものは永遠のものではありません。心の中に存在しているものは永遠なのです。形ある物は崩れま

す。 心にあるものは永遠なのです。 

今我々がこの地球上という場に肉体を持っております。しかしその以前もかつて肉体を持ったこ

とがあるのです。しかしその証拠はと言えば皆さん自身の心のテープレコーダーを紐解いたときに、

やはりそのテープレコーダーの中に永遠の生命としての過去を持っているからです。そしてやがて

いつの日かこの地上界を去り永遠の生命として我々はまた、あの世に帰りこの地上界か、また他の

天体に永遠の転生を繰り返しているのが万物の霊長としての生命なのです。 

しかし我々は神の子としてその使命を果たさなかったならば、我々の魂の進化の度合いによって

この地上界は地獄と極楽の接点にあります。この地上界にありながらして恨みや妬みやそしりや怒

りの心のままでおれば、そのまま地獄の世界の生活が連続して行きます。そのまま人類はいつの日

か神の造らなかった地獄の世界を造り出してしまったのです。人々の心の中に相互不信の自己保存

の不調和な世界を造り出してしまったのです。それがこの地上界にまで混乱と混迷を造り出してし

まいました。 

しかし、神の創りだしたところの普遍的な神理は全て調和されておったのです。自然界をご覧な

さい。動物も植物も鉱物も全てがお互いに相互関係の中に安定しております。 決して不調和にはな

っておりません。 

植物は鉱物の力を借り動物の力を借りて成長しております。 動物は逆にまた植物や鉱物の力を借

りて調和されております。しかもまた太陽のエネルギーを吸収して動物も植物も調和されておりま

す。万物の霊長である人類はその慈悲の下に生存が可能なはずです。 

ところがその万物の霊長が自分さえ良ければいいという自己保存が許されていいはずがありませ

ん。ところが自己保存の最も強いのが万物の霊長です。それでいいでしょうか。相助け合い補い合

うところの相互の協力が本当の神の子の道のはずです。お互いに愛し合う姿が、助け合う姿が本当

の道のはずです。人間はもう一度冷静に神の子としての道に、我々は考え直さなければならない時

が来てるはずです。 

宗教は一体どうでしょう。宗教は他力本願化し、偶像を崇拝し、祈れば救われるようになってお

ります。信仰は祈ることによって救われるものではありません。なぜならば神は、すべてのものを

人間に与えてあります。動物、植物、鉱物、人間の生きる環境すべて神は与えてあります。それな

のに何が欲しいのでしょう。  

人間は神が与えている慈悲に対し愛という行為をすることを神は望んでいるのです。ところが行

為がないのです。親は無所得のままに子供を愛によって育てています。ところが、最近の子供は生

んだのだから育てるのは当然だ 、憲法で決まっているではないか。育てるのは当然だと言っていま

す。 

そうではありません。天上の世界において親子というものも、すべてが約束によって決められて

いるのです。生んでもらったことに対する感謝の心は、無所得のままの愛によって育てられている

のです。 
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それに対して愛の行為は報恩という自分自身が親孝行という行為がないことによって、道は開か

れないのです。そのようなことを言えば日教組は反動だといいます。ナンセンスです。 

感謝と報恩は輪廻しているのです。輪廻は科学ばかりが輪廻ではありません。人間の道はすべて

原因があれば結果、作用があれば反作用です。こうして愛の道も、慈悲、愛のように行為がない所

に道はないのです。 

現代の宗教の一方通行、間違った信仰は偶像を崇拝させて、そしてまた罰があたると言います。

自分が無所得のままに育てている子供が、その子供に、なぜ親が不幸にさせますか。盲目の人生を

歩んでいるところの子供に、なぜ親が不幸にさせるでしょうか。皆さんそんな神を信じてはいけま

せん。 

神は盲目の人生を歩んでいる人間に罰など与えないのです。もし罰があたったとしたならば、そ

の人の思っていることと行っていることが偏った考え方、偏った生活、ここに罰があったのです。 自

らして造り出したのです。そのような人々は、正しい中道の道を逸脱したために自らして、造り出

したのです。  

神が罰をあてたのではないのです。そのために信仰というものも触らぬ神に祟りなしです。むし

ろ間違った信仰はしないことです。真の信仰は己自身に嘘のつけない善我なる心を信ずることです。 

皆さんは、自分の心に嘘はつけません。己の嘘のつけない善我なる心を信ずることです。 

神は己の善我なる心の中にあるのです。人には嘘をつけます。それは偽りの我です。その偽りの

我に苦悩が生ずるのです。 

自己さえ良ければいいという自己保存の心が苦悩を作って行くのです。これがすべての混乱を作

りだしていくのです。 

真の信仰は、己の善我なる心。人間の心の中には偽我と、偽りの我と善我なる心があります。そ

の善我なる心こそ人間誰をも持っているのです。この善我なる心は勇気と智恵と努力と実行力が必

要です。それに目覚めたときに、人々の心の道は開かれて行くのです。 

現代のキリスト教にしても仏教にしても、 仏典の奴隷や、あるいは聖書の奴隷になってはいけな

いのです。むしろ皆さん自身の長い転生輪廻の心の中に記憶されているところのテープレコーダー

の中には真実が記録されております。 

仏典やあるいはまた聖書の中には、途中の権力や人々の知や意によって書き加えられた間違いが

一杯あります。皆さんの心を、そのスモッグを取り除いたときに、皆さんの内なる心の中から真実

なる仏典と聖書が蘇ってくるのです。そのスモッグの取り除き方を私は説いているのです。真実の

師は己の善我なる心の中にあるのです。真実の主は己の心のスモッグを除いた善我なる心の中にあ

るのです。 

神は金によって買えるものではありません。いわんや、曼陀羅や偶像の中にあるのではありませ

ん。いわんや、お守りの中にあるのではありません。内なる皆さんの心の中にあるのです。神社や

仏閣や教会の中にあるのではありません。皆さんの内なる心の中にあるのです。一番身近の皆さん

の心の中にあるのです。それを信ずることです。それが本当の信心です。 

眼を閉じてご覧なさい。嘘のつけない自分の心は内なる神に通じているのです。難しくはないの

です。 
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そして自分の心を生まれて現在まで思ったこと行ったことを一つ一つ嘘のつけない自分の心で全

部チェックしてご覧なさい。年をとるにしたがって多くなります。 その間違いを修正してご覧なさ

い、正直に。その結果、それがすべてオープンになったとき、 皆さんは自分を知ります。 

東京のスモッグも大阪のスモッグも人間が作っているのです。 南無妙法蓮華経では取れません。 

自分自身が、出さないようにすればいいのです。その時皆さんの心のスモッグは除かれます。除か

れれば黙っておっても神の光によって満たされて行くのです。満たされたときに皆さんは偉大なる

自らして内なる神の声を聞くことができるのです。 

山の中に入って滝に打たれ、耳元でいかに神の声を聞いたからと言い、これが神だと錯覚しても

ナンセンスです。もし神の声を聞いたとしたならば、その人が真に神と同じ心の状態であるかない

かは、己が一番良く知っているはずです。 

並四級という昔ラジオがありました。これはおそらくＮＨＫや文化放送や周波数の非常に低いラ

ジオ電波しかキャッチできません。それで遠くの短波を入れようとしても無理です。ところがオー

ルウェーブになりますと、地球の裏まで聞こえます。最近のダイオードを使いますと電源を入れれ

ばすぐに地球の裏まで聞こえてきます。そのように心の綺麗な人達はあの世の信号がすぐにキャッ

チができます。 

ちょっと待っててください。神様拝んでから。一つ般若心経拝んでから。神様の前へいって蝋燭

付けてから、拝んでからやってみましょう。そんなんナンセンスです。皆さん、そんなものを信じ

てはいけません。 

神は己の心の中にあるのです。 

まず、皆さんの心の中にある道は、偏らない中道の道です。 

合掌ということを皆さんしているでしょう。真の信仰という合掌ということは手を合わせます。

合掌というのは自分の身体の極端。両極端を離れ中道ということ。自分のものの考え方、行い、こ

ういう両極端を捨てて中道へ戻すということ、これを合掌といいます。 

いくら形だけ合掌しても思っていること、行っていることを中道に戻さなかったならば合掌には

なりません。合掌しながら人を恨み妬みそしり怒りしておったら、これは糞くらえです。そういう

ことは止めることです。  

また、人を中傷してはいけません。 中傷するなら、まず自分自身がよく反省してみることです。 人

を中傷する前に自分をよく正してみることです。 

さらにまた、皆さんは塩を上げて清めると言います。塩も同じです。塩もよく分析してみてくだ

さい。NaCl といっています。NaCl というのは、塩化ナトリウムと HCl 塩酸です。これは両方結び

ついて、ちょうど両極端のものを取り払って、ちょうど、中和すると NaCl という塩化ナトリウム

になる。調和です。 

水をあげる。神様が水が欲しいはずがないんです。これもやはり調和です。人間の身体も、また、

水がなければなりません。H2O です。極端なものの水素と酸素。これが調和すると、最も安定した

水になります。自然は、そのように教えており、人間の身体になくてはならないもの。この地球の

組成も、また、同じようになっております。 

すべて、このように、神に上げるというものは、水、塩、合掌。一つ見ても中道、中和。自然に、

我々にそのように教えています。科学的に分析しても、全く非の打ち所はありません。偏ってはい

けない、ということを教えているのです。 
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そうすると常に我々は、善意な第三者の立場に立って、自分を見よということです。皆さん自身

は自分が主役になってはいかんということ。常に自分を善意な第三者に立って自分を見よというこ

とです。そうしていれば、間違いはないのです。 

人から言うことを聞く。自分の悪口を言われて即座にカーッと頭に来たら、もう毒を食っている

のです。もうその人は心にスモッグを作っているのです。いくら神様拝んだって無駄です。いわん

や日本の神様の中には相手を恨む神様までいます。祈ろうとしてね。ナンセンスです。 

人を祈らば穴二つ。作用があれば反作用は、倍になって返って来ます。皆さん、そのようなもの

を信じてはいけません。 自らを苦しめることになるのです。 

真の信仰というものはそのようなものではありません。真に己自身を救うことのできるものは慈

愛、慈悲と愛以外にはないのです。そして、いかなる魔から己自身を救うことのできるものも、人

に慈愛を施す以外に己を救う道がないということです。 

そして我々は今こうやって、地球号という宇宙船の中に 38 億の人間が一緒に住んでおります。

しかし地球号の中に住んでいる人類は皆兄弟なのです。人類はすべて兄弟なのです。たとえ皮膚の

色が違おうとも人類は皆一つ神の子です。皆兄弟です。 

国境も長い歴史の中に人間のエゴが作り出してしまったのです。すべて神の身体です。 

そして我々はこの地球という環境を、万物の霊長である神の子が地球という環境を通し、盲目の

中からより豊かな魂、心を作ると同時に、この地球の環境を人間の心と心の調和のとれたユートピ

アを造り、始めて我々の使命が終わるのです。 

闘争と破壊のない、人間同士が信頼し愛し合えるところの調和のとれたユートピアができるとい

うのが、人類に課せられたところの大きな使命なのです。いうなれば、80 兆 70 兆からなるところ

の、皆さんの肉体細胞の、一つ一つの調和を図る。 

一つの皆さんは唾液にしかすぎないのです。この地球から見たならば皆さんは自分の食べ物を消

化するツバキにしか過ぎないのです。唾液のようなものです。その唾液が勝手なことをしたらどう

いうことになります。 

そのように、万物の霊長である人類がお互いに、人種の偏見を持ち闘争と破壊をしたならば、や

はり混乱を引き起こしていくのです。そして、やがて不調和をきたせば、その分野は自らして自滅

をして行きます。 

過去人類は７回の大きな天変地変を繰り返して来ております。今から数億年前人類は地球から数

億光年離れたベーター星といわれる小宇宙からこの地球という惑星に、神から与えられて降りてき

たものです。そして、その当時は緑に包まれたユートピア、調和されておりました。 

しかし子孫ができ我が生ずると同時に、だんだんとユートピアは崩れ去り、天上の世界と交渉を、

コンタクトができなくなってしまいました。そして何億年か過ぎて、いくたびかの光の大指導霊の

下に、犠牲が出、今はようやくそれぞれの最終ユートピアへの道を歩んできております。そして地

球一つ一つから出ている光の線は、天上界にすべてコンタクトされております。皆さん一人一人か

らもみんな心の光は次元を越えて全部コンタクトされております。 

そして地獄界も最初の頃はありませんでした。年とともに闘争と破壊の歴史は繰り返され、地獄

界は、今は超満員です。そして人間は、栄耀栄華にひたり人間の本質を忘れ、物に溺れ、情欲に溺

れ、混乱と混迷の中に、人生の目的と使命を忘れ去っているのです。 
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しかし、人間は、今、立ち上がるときです。そうでないと大変なことになります。自滅します。

それ以外に、道はないのです。しかし、地球がユートピアにならないと皆さんの使命は、何回もま

た地球上の転生を繰り返して行かなければならないという羽目になります。 

しかし、やがてこの中にも、また外国からも心の窓の開く人達がどんどんと出てまいります。そ

して、その人達の中から、過去におけるところの体験を目覚めてまいります。その人達の中から火

の手が上がって来ます。 

あと 5 年経ちます。そういう人達はやがて自分の心の窓を開き自覚し始めます。私たちはまだ外

に出て講演を始め 4 年と 6 ヶ月です。 こうして大講演会が始まったのはほんのまだ僅かです。あ

と 5 年経ちますとあらゆる所で大きな現象が起こり始めます。そしてまさか自分がと思っている人

達が、スモッグを除いたとき、心の中のあらゆる現象が起こり始めます。信じようと信じざるに関

わらず自分の過去におけるテープレコーダーが紐解かれたときにどうしょうもなくなります。 

今生限りだと思っていたらとんでもない。時間と空間は不確定です。過去現在未来は一点です。 永

遠の生命として、我々は 2 千年 3 千年先の意識が 紐解かれてくるのです。 

こうして、人間の生命の実体がもっと解明されて行きます。 

そして、お経をあげる、お経を書くことがあたかもお坊さんや、あるいはそれが道のごとく思っ

ている人達はナンセンスです。そうではなくそれを行うことに意義のあることを皆自覚し始めます。

本当の信心は自らの豊かな心を作ることだということに気が付いて行きます。 

そしてお互いに人間同士、皆神の子だということに自覚して行くのです。永遠の生命として、今、

生かされているのだという己の魂の偉大性を自らの魂が自覚し始めるのです。そして、今の生きて

いる価値を知っていくのです。 

皆さんは皆偉大なる魂なのです。あらゆる長い転生の中に、それぞれの体験を踏んできていると

ころの魂達なのです。それは、皆さんの魂の体験がすべて心の中に記憶されていることが私には分

かります。そのように永遠の転生を自らして紐解き始めて行くのです。 

今までの人生を振り返って、その間違いを修正したときに自らの価値を知っていくのです。それ

には惰性から自分の軌道を修正することです。勇気が要ります。その軌道を修正するための勇気が

要るのです。それ以外に道はありません。 

生ぬるいことでは脱皮できません。勇気を持って自分の軌道を修正することです。正しい方向に。

そのためには、まず、自分自身が人の言うことを正しく聞いているだろうかということです。 

何でも、自分の都合主義に聞いているだろうか。自分を中心に聞いているだろうか。これでは駄

目です。相手の気持ちになって聞いているかということです。善意な第三者の立場に立って聞いて

いるかということです。 

そのためにはまず善意な第三者。従業員なら自分が従業員の立場になって聞いているかというこ

とです。経営者なら経営者として従業員の立場に。従業員はまた経営者の立場に立って自分自身が

体験を踏んで見るか。あるいは妻は夫の、夫は妻の立場に立ち、それぞれ自分自身が立場をそれぞ

れ変えて、善意な第三者の立場に角度を変えて。 

物を見るにしてもまた同じです。眼は不確定なものです。やはり、正しく見ることが大事です。

それとよく私たちの心の中で思うこと、思うことぐらい自由にしたらいいだろうと言うけれども、 

思うということはすべて皆さんの心に記録されておるのです。思うということは、心に一寸、狂い

無く記録されております。 
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皆さんが、この地上界を去る時に、やがて好むと好まざるに関わらず自分自身のテープレコーダ

ーをひっくり返して見るようになります。その思ったことはすべて自分が検討します。検討しない

人達は、ストレートで地獄へ行きます。何百年か後にそれを思い出します。そして自分の思ったこ

とは全くすべて、忘れていようが思い出させられます。 

それゆえに、思うということも、正しく思わなければいけません。思うぐらい自由だろう、人に

解らないだろうと言うけれども、思うことを、やはり正しく思わなければいけないということです。

思うことから行為が始まるからです。思うことから正さなければいけないのです。それゆえに思念

という思い念ずるということも、正しく思念しなければいけないというのです。 

こうして、我々は、まず善意な第三者の立場に立って自分を振り返ってよく反省してみること。 

皆さんは、１日を通して、少なくとも１時間ぐらいはしっかりと、自分自身を振り返ってみるこ

と。朝から寝るまで、今日自分のしたこと思ったこと振り返って自分を見ることです。正しいこと

をしたならば、明日もしよう。間違っていることなら、勇気を持ってこれを修正することです。少

なくとも、1 月間、皆さんがそれをやってみてください。その結果、皆さんの心の中は晴れ渡って

行きます。 

それができないために、肉体的な不調和というものも、案外皆さんの目に見えない所から不調和

な地獄の霊達にコンタクトされて肉体的な不調和をきたしたり、精神的な問題の不調和は、全部、

悪霊が来ているということを 知らなければいけません。 

精神的な問題は、99.99％は悪霊です。地獄霊が来ているのです。私たちにはこの目で見えるの

です。それゆえに、それは自らの心が作り出しているということを知らなくてはいけません。それ

ゆえに、この中にも、そのようなものに侵されている気の毒な人達もいます。心がフワフワし、自

分が不安定で、どうしようもならない人も来ております。その人達は、親を恨み、自分を呪ってい

る人もいます。哀れです。 

人に転嫁するのではありません。自らの生活行為の中から作り出してしまった性格なのです。こ

うして自分の心がいかに大事であるか。人のせいではない。今、苦しんでいるのは他人ではなく自

分だということに気が付かなければいけないのです。 

今、病気をし、悲しんでいる、苦しんでいるのは他人ではないのです。自分だということに気が

付きなさい。それ以外に、自分が気が付かなかったなら救われないのです。我々は、病気であろう

が、苦しみであろうが、悲しみであろうが、その悲しみの根は、どこにあるのか。それは、自分が

苦しんでいるのです。他人ではないのです。その原因があるから、苦しんでいるのです。その根を

絶ち除くことなのです。その根を除かない限り、人間は、苦しみから解放できないのです。我々は

その道を説いているのです。 

原因があるからこそ、結果があるのです。その根を除くことです。道は、その根を除いたときに、

開かれて行くのです。 

こうして心の中の道は、いずれにしても他人ではなく自分。なぜならば肉体の支配者は己自身の

心の帝王であるということです。己自身の肉体の支配者は他人ではなく己自身の心の帝王であると

いうことです。他人ではありません。 

それゆえに己は己自身だ。己の魂は己の魂の責任において、小宇宙の支配者であるということで

す。他人は、入り込むことはできないのです。人の心の中に他人は入り込むことはできないのです。

もし入り込んだとしたならばこれは入り込まれた人が悪いのです。 
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そこで、間違った宗教家達、間違った指導者達、思想家達。この罪は許されないのです。間違っ

た思想や間違った宗教家達が、人々に間違ったことを教えたならば、その罪は大変な罪に及びます。

その罪は自らして償わなければなりません。 

人間の心の中に間違った思想を説いて、間違ったことを、恐怖心を与えたならば、その罪は無限

地獄にも匹敵してゆくのです。天知る、地知る、人知る。やがて、自分に降りかかって来るものな

のです。 

それゆえに、皆さん自身の心の管理は、他人ではなく自分だということを知りなさい。自分の心

の王国の帝王は己自身だということ。その帝王が苦しんでいるならば、その帝王の苦しみは、その

根を取り除くための、その根を、その原因を追求し、根を取り除く、自分自身の責任においてやる

のだということです。 

こうして、我々は、この世をやがて去って、ややもすると、ある仏教家の話によると、ちょうど

大海の中に入って生命は一つになっちゃうんだ。なんていうようなことを言っておりますけども、

そんな馬鹿なことはありません。大海の中に行っても、ナイル川から、あるいはまた、ガンジス川

から流れた水は、この H2O の個性は一つも失っておりません。それぞれみんな経歴を持っておりま

す。 

人間の生命も宇宙意識の中に一体になっても、みんな個性を持っております。皆さんも、この地

上界を去っても永遠の個性を持っております。どこで何をし、こういう体験をし、そして、また、

どこどこでこういう体験をし、というみんな個性を持っています。決して、別物ではありません。

故事来歴は、全部持っております。全部忘れ去ることはありません。ただし、この地上界を、不調

和な生活をして、道を外して無意識状態でこの地上界を去った場合は分かりません。 

50 年、100 年ぐらいは、そういう体験を踏んでいる生命はあります。しかし、地獄に落ちて、

やがて、100 年か 200 年、この地上界の時間ですが、自分に自覚して、「ああ、地獄に落ちてた

んだ」 

厳しい体験を踏んで、やがて、天上界へ行って「馬鹿なことをしたもんだ」「よーし、今度はま

じめ 

にやろう」なんてうまいことを言って、天上界へ行って「今度こそ地獄へ落ちまい」て、また、

うまいこと言って、地上界へ出てきて、また、間違っちゃうのも出てくるわけです。 

ですから、この地上界へ出てくると、めくら同然、盲目同然。なぜならば、この地上界という場

は、次元が違うのです。 

皆さん自身の肉体も、実は、光の集中された物なのです。最も不安定な、光の集中された固体化

された物なのです。振動数の粗悪な、この地球という物質的な世界は、神の体なのです。それゆえ

に、こういう場に出るということは、どうしても、神の体は、肉体を持って出なければ、調和でき

ないのです。二元性のものなのです。どうしても出なきゃならないのです。 

それゆえに、我々は、この地球上という場、地球ばかりじゃありません。他の天体もあります。

そうして、一定の周期を通し我々はこういう場に出てこなければならない。いわば神の子としての

宿命なのです。そうして、我々は、この場に出てしまうと、意識の世界からこの地球という場に出

てしまうと、いったんは、全部潜在してしまいます。 

ちょうど、水から、（図を指し示し）皆さんは、水をご覧なさい。この水。氷を、上からストン

と落とします。あの世から、この地上界に生まれて、お母さんの腹の中に入ります。ちょうど、次

元の違ったとこから、皆さんの意識が、物質的な肉体に入ってくる瞬間は、いったんは潜在して、
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空気に触れて、十月十日経って触れると、同時に、ドカーンと、いったんは全部潜在してしまいま

す。 

成長するに従って、徐々に表面に出てくるのは、１０％ぐらい。氷の水と同じです。 

皆さんの意識、今、「出た出た」といっても、１０％ぐらいしか出ていないのです。ですから、

盲目手探りです。心の窓を開いてりゃ別問題です。表面がはっきりと出てきたところで、大したこ

とないんです。 

ですから、皆さんは天上界におる、この中にも、いっぱい天上界から来ている人達がいます。ま

た、地獄霊もいっぱい来ています。この中には。天上界から来ている皆さんの場合は、みんな分か

っています。地獄界の人達というのは、これは、もう暗中模索です。このように、このほとんどが、

潜在してしまいますから、ゼロから出発なんです。 

そこで、皆さんの内、その全部潜在意識の内、１００％潜在して表面に出てくる。最初、赤ちゃ

んは、一番最初に本能の領域が出てきます。本能の領域が出てきまして、本能的に、お母さんのオ

ッパイをしゃぶります。 

そしてそのうちに泣きわめいて感情が出るようになります。理性が一番最後です。ちょっと経っ

た頃、知性が出るようになります。想念が作用するようになって。そして出てきたところで僅か 10％

です。 

こうして、人間の心の作用というのは、非常に、肉体を持ってしまうと、全くボンクラになって

しまうわけです。たとえ、如来であろうが、たとえば、イエスキリストが生まれたって同じです。

ボンクラです。あの世から見ておれば、みんなそれが分かります。盲目同然。手探りで悟って行く

のです。 

インドのゴーダマ・シッタルダ釈迦牟尼仏が、生まれても同じです。やはり、同じように、ゴー

ダマ・シッタルダが 29 歳で悩み苦しみ、家族を捨て、山の中に入って 6 年間も苦しみ悩み、その

結果、最後は、始めて生老病死、その苦しみから解脱するためには、どうしたらいいだろう。結局、

彼はついにチュダリア・チュダータといわれる方から 

 弦の音は強く締めれば切れてしまう 

 弦の音は弱くては音色が悪い 

 弦の音は中程締めて音色が良い 

 弦に合わせて歌えや歌え 

 弦に合わせて踊れや踊れ 

この民謡を聞いて、悟ってしまったわけです。 

自分が、城の中におって、優雅な生活をしておった。あの生活でも悟れなかった。山中において、

厳しい生活、厳しい肉体行、これでも悟れなかった。あの弦と同じように、あの弦の締め具合によ

って、調和された音色というもの、自分の修行、自分の心のあり方。そうだ。自分自身の人生を通

し 36 年間の思ったこと行ったこと、この一つ一つのものの考え方、行ったことを、あの弦と同じ

ように、考え方を修正しない限りこりゃ悟れない。 

そこで八正道というものをインドのお釈迦様は知ったわけです。それを知って修正した結果、心

のスモッグを除いたわけです。 

それが、正しく聞き、正しく見、正しく語り、正しく思い、正しく念じ、 そして、正しく反省し、

振り返って自分を見、正しく自分が仕事をし、正しく禅定をし、こうして八正道というものが解っ

ていったわけです。 



155 

 

お釈迦様ですら、肉体を持てば、36 年間もかかって、はじめて悟って行くわけです。それが、い

つの間にかゴーダマ・ブッタの悟られた道も 2 千 5 百有余年、海を渡って、日本へ来たら、お経を

あげればいいんだ。南無阿弥陀仏拝めば救われるんだ。仏像拝めば救われるんだ。馬鹿みたいなも

のになりました。 

最近は、お坊さんもお経を上げて、「引導渡す」と言っていながら「あの世なんか無いんだよ」

なんて言っているんですから、ナンセンスです。もう、そのようになってしまったわけですね。 

ですから、皆さん、本当に、皆さん自身は自分の善我なる嘘のつけない心を信ずることです。そ

の通りの勇気ある生活をしたら道は開かれて行くということです。それ以外に、自分を救う道はあ

りません。善我なる嘘のつけない自分の心は、善意なる第三者の立場で、自分の思うことと行うこ

とを勇気を持って実行せよ、ということです。 

そんな難しい哲学用語の中にあるのではありません。 それを、実行してみることです。 

どうも、長い時間ありがとうございました。 
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【魔に負けるな】 

1973 年 4 月 1 日 GLA4 周年記念講演要旨 

昭和四三年三月、霊的な現象が私の家に起こってから早や四年になる。神理の法灯はようやく全

国各地で火の手を挙げてきたようである。 

人間は神の子としてこの地上界に目的と使命を持って生まれて来たことは誰の心にも内在されて

おり、不調和な現代社会にもまれながらも、心の琴線に触れるならば、当然、そうした自覚がよみ

がえってくるものである。 

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。神社や仏

閣の前に行って、一生懸命お経を上げれば人間は救われるという馬鹿げたものに変ってしまった。

ことに中国に渡ってからそうなった。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

れたということが言えよう。 

仏教が中国に渡ったのは二世紀ごろであり、そうして五世紀になって広がった。天台宗を開いた

天台智顗という人は法華経を南岳慧師のところで学んだ。南岳慧師は毎晩夢の中でミロク菩薩から

指令を受けて法華経を伝授されていく。そうしてその伝授されたものを陳少年、後の天台智顗は、

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、三七歳の時、天台山というところに移

り、法華経を説いていく。当時の経文の声魂（こえだま）を通して、その心を調和しようとした。

つまり韻声（いんせい）という法を採用した。 

八世紀になると最澄が中国に留学し、天台山で八ヶ月ばかり学び、比叡山延暦寺に天台宗を開い

た。同年代に空海が一緒に中国に渡ったが、支那海で台風に会い、艫綱（ともづな）が切れたため

別のところに漂流し、ウータイシャンといわれる五台山で勉強する。二年近くいて密教を日本に持

ってきて高野山でそれを説いた。しかし密教は仏教ではない。仏教は誰にも理解してもらう広く明

るいものである。 

密教の源流はヨギ（ヨガ）であり、己一個の自覚を求めようとするいわば隠者の教えといえよう。

中国から日本に伝わってくる過程を像法時代といい、仏陀の教えに知と意が加わった。このためさ

まざまな教えが仏教化され、儒教以外のものは、皆仏教にされてしまった。 

正法の時代は、実在の世界（あの世）から光の天使がかつて説いてきたその神理を再び元に戻す

ために、塵を払うために来る時代である。いわば末法という時代でもある。 

イエス・キリストがそうであった。モーゼの十戒はすでに千年余りも経て、モーゼの精神は知と

意に変り、心の基準を失った。十戒は悪い因習を持ったものに変っている。イエスはその精神をよ

みがえらすために地上界に出たが、反対にその抵抗を受けて、神理を説くことが出来ず、年若くし

て、この世を去らざるを得なかった。モーゼの十戒はイエス・キリストが実在界でモーゼの協力者

として示した教えだったのである。 

実在界から来るところの光の天使たちは、あらゆる危険を冒して、かつて自分が説いてきたもの

の塵を払いに地上に生まれてくるが、かえってそれに災いされてしまう場合が多いのである。イン

ド時代のゴーダマの説いたブッダ・ストラー（正法）もまた同じであった。 

今から約四千二百年程前にエジプトで説いたその神理がインドに渡り、バラモンの経典に変って

いた。ウパニシャド、ヴェーダーがそれで、やはり哲学、学問に変っていた。 

ゴーダマ・シッタルダーは、そうして古い因習を破るために使命を持って実在界から地上に生ま

れた。こうした光の大指導霊は、古い因習に受け継がれている環境には決して出てこない。なぜな
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らその因習に引きずられ同じ間違いを犯してしまうからである。あくまで第三者の立場に立ってそ

の中から人生に対する疑問を見出し、やがてパラミタ（仏智）を思い出し、衆生を導いていかなけ

ればならないからだ。 

正法が出るときは、文証、理証、現証の三つを持って出てくる。そうして、迷っている衆生に、

人間としての目的と使命を悟らしていくのである。 

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つ。邪魔をする。正法が流布される

と、彼らの地上界における、いわば生活の場を失うからである。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するのである。自分さえ良ければ

よい、ハタはどうでも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

で現れている。物資の独占、企業本位、労使間の闘争、怠惰、等々。私たちは魔王の跳梁に負けて

はならない。 

ゴーダマが己を悟る寸前にパピアス・マラーが眼前に現れた。ゴーダマの心を撹乱し、迷わすた

めであった。もしゴーダマが悟り、人間神の子であることを知ってしまうと、ゴーダマの縁につな

がる人々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

くなってくるからだ。魔はその後も、ゴーダマの教団内で暗躍を重ねる。弟子達の心の中に入り込

み、手を変え、品を変えて、揺さぶりつづけた。 

イエスのときもそうであった。十字架はユダの反逆によったが、しかしそれ以前から、さまざま

な妨害がイエスの身辺に起こり、常に薄氷を踏む毎日であった。 

モーゼの場合も外部からの直接攻撃が終わったと思うと、今度は内部から動揺が起こり、神を信

ずる人々の心を撹乱させている。 

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

出来ない。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。 

彼らにとって正法は大敵なのである。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のだ。 

人間を含めた物質界は、光と形の両面を保ちながら維持されている。これは物賀界の宿命といっ

ても良いだろう。このため人の心も光と影が投影されるように仕組まれ、一念三千の心はどこへで

も通じるように出来ている。 

このことを別な言い方をすれば、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だ。

そのために、天使のような清い心の持ち主が、一夜にして悪魔の支配下におかれることだってある

のである。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。 

魔の誘惑はなにげない会話の中から入り込む。「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。奥さんが可愛そうです」人からいわれて、それまで何とも感じていなかったその人は、

そうかな、働きすぎかな、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

見方を変えてくる。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くる。 

魔は、自分の心にある。したがって内から外に、外から内にむかって、常に揺れ動くものだ。指

導者が誤った方向に動くと、多くの人々は迷い苦しみ、魔の支配下に置かれてしまう。 
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魔に打ち勝つにはどうすればよいか。それは中道の心しかないのである．中道の心は大自然が教

えている。太陽の熱光に強弱はない。空気に増減がない。一日は昼夜の別があって、決して一方に

片寄ることがない。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。 

正法の目的は中道であり、私達の心も肉体も、片寄らない、中道が必要なのだ。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らない。自己の立場を捨て、客観的に見る目を養う

ことが大事だ。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、魔の支配下に置かれ

てしまう。 

どんな場合でも、自然が教える正法を尺度として、正しい見方、判断、思いを忘れてはならない。

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だ。 
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【諸法無我 (宇宙の心理）】 

1973-5-13 関西本部講演会 

諸法無我という仏教の言葉がありますが、この意味は、こういうことです。 

まず、この大宇宙は不変的な「法」、つまり正しい秩序にもとづいて、永久運動をつづけていま

す。たとえば、地球は太陽の周囲を三百六十五日と四分の一という時間をかけて正確に動いていま

す。また、地上の水は高きより低きに流れるのも同じ理屈です。つまり、こうした自然の秩序とい

うものは、永遠に変えることの出来ない法にもとづいているわけです。 

そうして、さまざまな秩序、つまり、諸法は、すべて神の意という統一された心を中心に成り立

っているので、これを無我という言葉で表現したのです。無我というと、自分がない、あるいは他

力的な意味合いに受け取られるようですが、この無我は、万生万物を生かしつづける慈愛をいうの

であり、人間の恣意が入りこむ余地のないものなので、こうした表現になったわけです。 

もし仮に、宇宙の秩序に人間の表面的な感情、本能、知識などが入って変えられるとしたら、大

宇宙の整然とした秩序は破壊されてしまう。宇宙の秩序はそうしたもので変えることの出来ないも

の、不変的なものであり、そこで、諸法は無我であるというわけです。 

 人間がこの境地に立った時、真に、安らぎある自分を発見し、諸法無我を体験することができる

ものです。 

 さて、そこで私たちがこの地上界に生れてきた目的と使命は、諸法無我の通り、左右に片寄らな

い中道の真理、大自然の姿がそれを教えてくれています。決して難しい経文や或は、祈りの中にあ

るのではありません。 

人間はこの地上界に出てしまうと意識というものは僅かに一〇パーセントしか表面に出ておりま

せん。皆さまの転生輪廻をくり返してきたところの偉大なる智慧は九〇パーセント潜在され、それ

はちょうどテープ・レコーダーやビデオテープと同じように全部意識の中に記録されています。 

 私たちは長い歴史を通して、現在の神信仰、仏の信仰という形が一般に習慣づけられてきました。 

 その神とは一体、なんでしょうか。ほとんどの人々は人間の作り出した糸偏の紙や、偶像を作っ

て祈ることが、あたかも信仰しているがごとく錯覚しております。こういうものは神ではありませ

ん。 

真の神というものは我々の住んでいるこの地球上の一切の諸現象を支配しているところの根本の

ものが神であります。 

まず星空を眺めた時に、頭上にはあらゆる自然が展開されております。我々の住んでいるところ

の太陽系、この地球という環境を含めてぼう大な恒星や惑星、衛星を通して一定のリズムをもって

循環を繰り返しております。 

また、太陽の熱・光のエネルギーにより、大海、湖沼、河川等々七一パーセントからなる地球水

圏から、その水分は蒸発して雲となり、雨となる円運動を常にくり返しております。それは万生万

物を育くむ慈雨となり、ある時には大地の汚れたものを洗い流して美しくしたり、中道をはずれた

私たち人間の生活の知恵で作り出したスモッグ、この公害も綺麗に流してくれます。 

そうした自然の莫大なる熱・光のエネルギーというものが、神の心の現れとして、すべて無償で

万生万物に与えているのです。この大宇宙、太陽系を含めて銀河系宇宙、他の天体も、すべて、こ

れが神の体の一部分であるということです。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91165957.html
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人間はこの地球上に住んでいるわけですが、この地球というものも、大宇宙から見たならば、顕

微鏡で見てもわからないような存在です。その中に住んでいる人間はそれこそカビかバイ菌のよう

なものです。その人間が争いと闘争をくり返して、神の体の中を混乱させているのが現状です。 

私たちはこの地球上という場に出てしまうと、みな盲になってしまいます。皆さまもこの地球上

という三次元的な世界に住んでいるつもりですが、眠っている時は、ほとんどの人々が次元の越え

た世界で生活しているわけです。それが眠ってしまうと、わからなくなるというのは、肉体から抜

け出した私たちの意識は九〇パーセントになってしまい、今まで苦しみ、悲しみなどの諸現象を通

して自分が体験した事も、実はみな忘れるようになっているのです。 

肉体にもどれば、又今までの苦しみが戻ってまいります。そこで、我々は神の体の中にあるとこ

ろの神の子だということを自覚せねばならないのです。私たちは万物の霊長として神の子としての

一切の権限を与えられ、この地球上の支配を依頼されている本当の自分自身というものを忘れ去っ

て、長い歴史の中に習慣づけられた他力本願によって、神と対話出来ぬようになってしまったので

す。 

公害問題にしても、人間がよりよい生活をしょうと研究努力したはずのものが、その物質文明に

眩惑されて、人間の本当の目的と使命を忘れ去って私利私欲に走るからであります。この大自然を

毒する公害もさることながら、それ以上に一番恐ろしいのは人間の心の中に作っている公害です。

この公害が即ち神の子としての本性を失い、人生の目的と使命を忘れ去ってしまった時から、人間

の心は外に向けて物質文明の奴隷になり下ってしまいました。なぜなら現代社会における労使の争

いにしても、家庭の不調和にしても、親子の断絶、学生と先生の不調和にしても、すべてが人間の

心不在というところに起因するのです。 

我々は物質文明のための人間ではなく、物質文明をいかに駆使して、より豊かな心と、より調和

された環境を作るかということに人間の目的と使命があるのです。その努力が人生というものに対

する偉大なる価値を悟って、皆さん一人一人が偉大なる神の子だということを知って行くのです。 

先ず自然を見て下さい。自然の摂理というものは、人間の知恵によって変えられないものです。

その自然の摂理、法則というものを我々の生活の中に導入して自分自身の豊かな心を作り上げてゆ

くこと、それには先ず正しいという人間の心の規準が必要です。その規準を失ってしまった時から、

混乱した社会が訪れてくるのです。 

スモッグのかかった大自然はあらゆる公害を生んでおります。それと同じように自分の心に曇り

を作った時から、偉大なる神の慈愛の光を自ら遮ってしまったのです。それが苦しみという大きな

お荷物なのです。 

皆さまは次元のちがった四次元以降の世界より、みな神の子として光明に満たされた豊かな丸い

心を持って両親を選び、そして新しい此の地上界における学習を、よりよく学んでこようとして出

て来たのです。 

皆さまはあの世からこの修行場に降りた時に皆さまの魂の兄弟や、光の天使たちに、今度は確り

やってきます、地上界を眺めて見ると多くの人々はみな心を失い、間違った信仰に自分自身を没入

している、これではいけない、私たちが出たらより多くの病める人たちを救い、平和なユートピア

をつくろう、と、百人が百人全部が約束してきているのです。 

しかしお父さん、お母さんが先に出ている苦しみを皆さまは誰もが知っているのです。お父さん、

お母さんの調和によって、先ずこの地上界を渡っていくための、新しい縁生の舟、肉体舟を与えら

れてお母さんのお腹の中に皆さまの魂が入った時から、だんだんと次元の違った世界から隔離され

てゆきます。 
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最も不安定な個体的なこの地上界という場に十月十日（とつきとおか）たって生まれると同時に

皆さまの意識は一〇〇パーセント潜在してしまい、その潜在された意識の中から除々に除々に本能

が芽生え欲望が出て参ります。生まれた環境や教育、思想については、そうした中で自分を磨いて

行くと言って、自分が望んで出てきたのです。 

あの世では人間のつくり出した経済、地位、名誉等の欲望は一切持っておりませんが、しかし私

たちは自分の生まれた環境に左右され、貧乏をしてしまうと、あらゆる面で自分の心まで貧しくし

てしまいます。反対に恵まれた環境の人々は変な優越感を持ってまいります。家柄とか地位とか財

産というものに溺れてしまいます。金持三代続かずという諺を知っているでしょう。その実例も沢

山ご存知のはずです。 

人間の欲望が呼び込んだ苦しみのお荷物を持った時から、心というものを失ってしまうのです。 

栄枯衰盛は世のならいという言葉もあります。その栄枯衰盛もすべて心の有り方が原因です。欲

望、自我々欲がこうじると自分自身の思想をも狂わしてしまうのです。 

このようにして自ら選んだその環境を通して、自分が今世においてまた新しく学習をするのです。

その新しい学習により自分の心を豊かにするためにやらなければならないのだと、いうことを知ら

ないのです。 

我々はいかに経済的に恵まれていても、地位、名誉があろうとも、この地上界を去る時には誰も

一銭もあの世に持って帰ることは出来ないのです。若し意識の中に、それらの執着をもって帰った

としたならば、やがて皆さまは再び地獄界に、そして地獄から上ったところの修養所という場で、

自らを裁かなければなりません。人生におけるところの一切の想念と行為、諸現象を皆さまの心の

中のテープ・レコーダー、ビデオデープに記録されているものがそのまま現象化されます。その現

象化されたものを、自らの嘘のつけない善なる心が裁くのです。自分自身を自分が裁くからきびし

いのです。 

この地上界においては人間のつくり出した法によって裁く場合には、情状酌量という言葉がある

けれども、皆さまの善なる心はきびしいのです。ちょっとの狂いも許しません。そのために修養所

から少し離れたところには、仏像だの、曼陀羅だの、十字架等、色々の物が捨ててあります。これ

はこの地上界において体験してきたところの執着を、自分が裁き、善我なる悟りへの反省を重ねた

結果、捨てられたものです。 

想念は物をつくり出すということを皆さまは知っているはずです。その想念を持ち続けてゆくの

です。ある者は間違った宗教を通し、ある者は禅によって悟れるのだと思って心を無にした時に、

我々の心は一念三千、悪にも、善にも通じますから、この地上界の転生輪迴の過程において、正道

をふみはずした人たちが展開している地獄界というところがあります。その地獄界に住んでこの地

上界に執着を持った霊達が、同じような心の人々に憑依するのです。 

文明が発達して心が失われるに従い、知と感情だけがふくらんでしまった多くの人々に憑依して

ゆきます。その結果が学生諸君の中にノイローゼ、うつ病が多くなっているというのもそこに原因

があります。また、一部に闘争と破壊を旗印に、それに翻弄される人たちも地獄界即ち阿修羅界の

迷える霊に支配されているのです。 

皆さまの目は現在この様な諸現象を見ていますが、存在していても見えないものも沢山あります。

それが心の目を開いた時に、一人一人の心に同じような同通された者が常に同居していることを確

認できるはずです。 

迷える霊は憑依霊となり、ある者を怒らせたり、不調和にさせたりして、その人の本性を失わし

めてしまうのです。それだけに混乱した社会が展開されればされるほど、地獄界は騒ぎ立ててきま
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す。その結果が天上界にも影響して参ります。すでに人間が心不在となり、闘争と破壊の中に、人

生の目的と使命を忘れた人々が多くなるに従って末法と化してゆきます。つまり、諸法無我の神の

心の現れである法という神理が、人々の心から失われてゆくのです。 

比叡山延暦寺では、法灯を絶やすべからずといって、人間のつくった灯明を千年も千五百年も燃

し続けておりますが、そんなものは法灯でもなんでもありません。真の法灯というものは、皆さん

の心の中を光明に満たす法灯でなければならないのです。それが宇宙の神理、諸法無我の神理なの

です。 

大自然は神の心の現れであり、すべてが調和されています。たとえば、植物は太陽の熱・光によ

って、まず水を吸収し、二酸化炭素も吸収して光合成し、澱粉や蛋白質や、あるいは脂肪や糖分を

作っております。 

私たちはその野菜や植物から血や肉や骨になる成分をとって肉体を維持しております。一方にお

いては二酸化炭素や肥料を植物に与え、植物の成長を助けています。すべて、大自然はみな相互関

係をもっており、動物、植物、鉱物、それぞれが相関の中に安定しているのです。しかし、太陽の

熱・光のエネルギーが少しでも狂ったらどうゆうことになるでしょう。地球のＮとＳという地軸が

僅か狂っただけでも大変なことになります。夏と冬の差どころの騒ぎではありません。 

我々は自然に万生万物が相互関係の中に安定しているのだということを考えたならば、人間が肉

体を持って自分の心の調和を計れば、皆さま一人々々の心は無限大に広がり、宇宙大になってゆき

ます。心の曇りを取除き心が調和された時に宇宙即我、皆さまの心は拡大され、大宇宙を飲み込む

だけの偉大なる力を持っている万物の霊長であり、長い転生輪廻の中に体験されたるところの偉大

な智慧の所有者であることを自覚するのです。 

そういうことが解ってまいりますと、我々は神と同根なのです。宇宙即我、一人々々が神の子で

あり、神の心と通じる魂だということがわかるのです。そして一人一人が個性を持っておりますが、

その個性が間違った方向に展開してゆくと人間は物質文明の奴隷になり下り、闘争と破壊を繰り返

してゆくのです。 

しかし神は我々に反省というチャンスを与えております。万物の霊長は本来、闘争と破壊という

ことは許されるものではないのです。なのに我々はそのような不調和な心が出てまいります。そこ

にまた、この地上界は盲の中から、より豊かな自分を悟る絶好の環境なんだ、ということになるの

です。 

私たちがこの地球上という場、最も不安定な固体的な環境の中で、盲目の人生を通してあらゆる

体験された事を、より自分自身の心を豊かにする糧として、より飛躍するための自分を作ってゆか

なければならないのです。 

皆さまの心はそれはそれは大変なものです。どんな智識も、あらゆる体験も、永い何十億萬年に

亘る転生輪廻のすべての記録を誰もが持っているのです。心の曇りを晴らしてみて下さい。皆さん

が体験されたるところの一切の諸現象はすべて記録されているという事実、只そのスイッチの入れ

方がわからないために、苦しくなると、歴史的につながっている習慣的な信仰などに走り、手を合

せてみたり、一生懸命におがんでいる内に憑依されてしまったり、滝に打たれて肉体煩悩を滅する

ためだと、間違った方向に進んでしまうのです。 

いかに立派な舟をつくり、立派な装飾をしたところで、それだけでは決して安全航海への基礎に

はならないということを皆さまは知っているでしょう。人間の肉体も人生航路の只の乗り舟なので

す。その舟についている眼や耳、鼻、口、これはたゞ最低の生活が出来る上に必要なものだけしか
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与えられておらないのです。その肉体五官で正しくものを見る、片寄らない正しい見解を持つこと

が実は大切なことなのです。我々自身の心が光明に満されていなければいけません。 

一番重要なことは片寄らないということです。正法という片寄らない中道の道を、自分の心の柱

として生活をしたならば、必ず皆さまも光明の道が開かれてきます。片寄った物の考え方を持って

人を恨んだり、妬んだり、謗ったり、そして怒る心、愚痴をこぼす心、心はすべて自分中心の考え

方であり、それが不調和な現象を起すのです。目には見えないけれど、それは大きな毒を自分自ら

が食べているということです。また、人から怒られると自分も怒る心をもち反発心をもった時、そ

の人は相手から毒を食べさせられたということです。 

たとえ相手にどのようなことがあろうとも、一旦、自分の心に受けとめて、なぜ、どうしてか、

とそのいわれる原因をしっかり受けとめて、判断出来るような正しい心の物差し（八正道）をもつ

ことが大事なのです。 

人間の眼で見る視覚の範囲というものは、ほんの小さい世界なのです。皆さまがどんなに立派な

眼をしておったところで二・○以上にはなりません。それでも足りなくなると人間はもう一つ眼鏡

をつけて見るようになります。それでも人間の目というものは不確定であります。私が今話をして

いるこのマイクの声も電気エネルギーから磁力のエネルギーにかえて振動されたものが、また受信

器を通じ声となって出てまいります。この中には電波が一杯満ちております。その電波ですら見る

ことは出来ません。 

紫外線、赤外線、ガンマー線、デルター線、Ｘ線も、これも見ることは出来ないが、しかし存在

しています。目に見えない世界の方が多いということを皆さまは知らなくてはいけません。我々が

生活行為の中に、物質的なものだけをとらえて欲望に走る、つまり、足ることを忘れ去った人生航

路というものは、本当の神の子としての心の偉大性を悟っていないからです。そうゆう人々は自ら

をして苦しみの原因と結果を輪廻させているのです。 

そういうことが理解出来る様になれば、心は調和されてきます。なお、勇気をもって自分の欠点

を修正していく人たちは正しく一切を見る、聞く、語ることが出来てくる人たちです。そういう人

こそ、過去、現在、未来を通して見ることの出来る心眼の開いた人たちなのです。 

私たちは人生航路におけるあらゆる苦しみを土台とし、反省の糧として、その苦しみの原因がど

こにあったかということを追求することが大事なのです。えてして人間は苦境に出会うと救いを求

めて神仏にすがるようになります。ある者は曼陀羅を、ある者は巷の神々というように拝めばよく

なるだろうというような間違いをしてしまいます。もし曼陀羅や偶像が絶対に必要なものであると

したならば、皆さまが生れてきた時に神は与えているはずです。 

重要な事は自分の生活態度が片寄っているか、いないか、しっかり見つめる勇気をもつことなの

です。片寄らない中道の道を心の柱として生活する以外にありません。人間は欲望というものをも

てば尽きることはないものです。 

自分をより経済的に安定させようとその欲望に振りまわされ、苦しみを作ってゆきます。病気も

同じ、生活環境の苦しみも、家庭の混乱も又同じ、その混乱になる原因があるから作用を起し、反

作用という苦しみが起きてくるのです。その原因をしっかり見抜いたならば、その原因の根っ子を

取らない限り、又大きな反作用が生活の中に襲ってまいります。原因と結果というものは輪廻して

いるからです。物理学でいえば作用反作用の法則です。人の悪口をいえばそうゆう心が自分に反作

用となって帰ってまいります。 

そこで反省するのに重要なことは、自分の思ったこと、行ったことがどこに歪をつくり、どこに

片寄りが出来たかということを見つめ直すことなのです。その時に自分の欠点もよく解り、二度と
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同じ間違いを犯かさないということになってゆきます。そうした日々の生活をして行く内に心が調

和されてまいりますと、肉体を持ったままで次元の違った、やがて帰らなければならない世界に通

じるようになってきます。そう致しますと、光の天使たちが多くいるあの世に何時でも行って見る

ことが出来ます。勿論望めば地獄にも行って見ることが出来ます。皆さまの肉親の人々が天上界に

いるか、地獄界にいるかも解るようになってまいります。 

我々はこのように人間の次元の越えた意識の世界というものがわからないため、人間は死後の世

界があるか、と問えば、ほとんどの人はないだろうと答えそうです。若し死後の世界即ち次元の違

った世界がないとしたならば、我々は果してどのようなことになるでしょうか。この地上界を含め

て万生万物はすべて転生輪廻し、いっ時として、その場所に止まることの出来ないのが、自然の法

則であり神理です。 

人間の魂が肉体と共に終ると思ったら、とんでもないことです。皆さんがもしそうゆうような間

違いを犯しているなら、先ず自分自身が私の説いている神理を少なくとも一週間、二週間、三週間

と実践してみることです。守護霊にあの世の存在が信じられない、曇った心を磨いて下さいと頼む

のもいいでしょう。その結果が初めて次元を越えた世界から現象が出てまいります。 

 現代のお坊さんですら「あの世がありますか」と尋ねたら「そんな所はないでしょう」とあいま

いな返事をする。それなのに死人に引導をわたしているのだから死人もとまどっていることでしょ

う。 

物理学でいう等速度運動というのを皆さまは知っているでしょう。電車に乗っていて急ブレーキ

を掛けられれば、その方向に転んで行きます。この世からあの世に行く場合も、これとちょうど同

じです。死んで即座に仏になれるような人たちは未法の世となればおりません。ほとんど地獄へ行

ってしまいます。 

神を信ずることなく、己自身も信ずることの出来ない人間が何で救われるでしょうか。私たちは

自分の心をしっかりと持って生活をしておれば、あの世へ行っても魂がフラフラしないのです。皆

さまは光子体という新しい肉体と今も同居しているのです。それが心の調和によって後光（オーラ

ー）となって出てまいります。それは心にスモッグがないために神の光は新しい肉体、現在の肉体

に光明を与えます。 

それが怒りの心になれば、その光は逆に焔のように燃えた赤い後光に変ります。我々の心という

ものが調和されるに従って光明に満たされて行きます。あの世に帰る時にはこの原子肉体と訣別し

ますが、全く同じ光子体の肉体をもって四次元以降の世界へ帰って行きます。 

肉体が病み病院へ入院し、不調和の根本も解らずに死にたくない、死にたくないといってこの世

を去る人たちは、この地上界に執着をもってしまいますので、連続体であるこの地上界の生きてい

る人々や家族に憑依してしまいます。それがあらゆる肉体現象、精神的現象となって現れてくるの

です。 

皆さまが真に自分の心を知ったならば、この点がはっきり解るようになるのです。それは一切の

執着から離れることです。人間は苦しみや悲しみの原因である荷物を降すことに抵抗を感ずるでし

ょう。でも苦しみから解脱する早道は執着から離れることです。荷物を早く降せば心が軽くなり安

らぎを得ることが出来ます。執着が欲望をつくっていくのです。といって現代社会は経済が優先し

ている以上そのようには行きません。物質経済社会である以上、我々はその中で足ることを知り、

自分の心に曇りをつくらないような生活行為が大事なのです。 

そういう事が解からないから、現代社会は労使の争いにしても尽きることがないのです。毎年毎

年時期が来ると物価値上げ反対、運賃値上げ反対といいながら給料値上げ賛成といっております。

その矛盾を何と説くのでしょうか。これは政治も悪ければ、人間も悪いのです。お互いに話し合い、
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争いを前提にしてやるのでなく、労使共互いに感謝と報恩の心で接し協力しあったならば、必ず善

い環境がおのずと出来てまいります。 

大体、資本主義も共産主義もよくないのです。すべてその思想の原点はお金即ち経済と物質です。

人間の心がどこにあるでしょうか。心不在、心の尊厳性を無視したところにたえず争いが生じるの

です。 

我々はいかに経済的に恵まれたとしても、心の中にある悩みは解消することが出来ません。人間

の心は無限に広く、仏教でいう一念三千であります。まず、この地上界という環境に対する感謝の

心が大切です。そして感謝の心が湧いたならば報恩という行為がともなわなければなりません。 

自然が私たちに教えているように、万生万物は相互関係の中に生かし生かされていることを知っ

たならば、人を愛する事も慈悲を与える事も、すべて自分の心をより丸く豊かにする早道だという

ことが理解出来るはずです。そうして、段々と調和の輪を広げていったならば、闘争はこの地上界

から消えて行きます。決して資本主義でも、マルクス主義でも、この世の中は調和することは出来

ないのです。武力、権力によって人間の行動範囲を制約する事が出来ても、人間の心は本来誰も神

の子であり、自由なのです。だからその心まで束縛することは出来ません。 

人間の肉体は滅することは出来ても、その魂まで滅ぼすことは出来ないのです、問題になるのは、

間違った宗教、間違った思想というものは心を狂わし、自分をも見失ってしまうものです。 

 皆さま一人一人は偉大なる神の子として、偉大なる智慧を誰もが持っているのです。それを涌現

した時に人間はこの地上界の大調和という環境を作らなければならないという結論に達してゆくの

です。 

今私たちのグループの中からは色々とあらゆる転生輪廻の過程を思い出し、そして習わなかった

国の言葉で、当時はこうゆう生活をした、そして人間はこのようにして生れ、このように死んでい

った。そして、今自分が望み、日本人として生れてきた。そうゆう体験を話せる人たちが多く出て

おります。これは生命の不変を証明する、何人も否定することの出来ない事実なのです。 

我々、特に日本人は先祖崇拝ということから、先祖を大事に一生懸命拝んでおります。これも悪

いことではありませんが、しかし重要な事は、まず先祖から貰った肉体です。この肉体が健康であ

ること、そして家庭の中が明るく、いつもオホホ、アハハと笑って暮せる環境を作ることが本当の

先祖に対する供養なのです。 

皆さんの父母が、健康で平和な生活を営んでいるならば、あの子は本当に親孝行だ、親に心配も

かけないでよく育ってくれた、と思っているはずです。おじいさん、おばあさんもおそらく孫に対

しては同じようにいうでしょう。何で先祖が罰など当てたりするでしょうか。 

我々の先祖に対する供養は、あくまでも健康と平和な環境をつくり、明るい光明に満たされた家

庭を、社会をつくることにあります。決してお経を上げることが、供養でもなければ、信仰でもな

いのです。お経の意味をよく理解し、そのお経の中に書かれていることを生活行為の中に生かすこ

とです。思うこと、行うことの大事さを教えているはずです。 

それをお坊さんを呼んできて亡なった人たちにお経を上げてもらったところで、その亡くなった

人たちが経文の意味をよく知って生活をしているならば、別にお経もいらないのです。自分の力で

自由にあの世へ帰ることが出来ます。 

亡くなった人たちの中には自分は一体どうゆうことになるのかと迷っている者もあります。自分

の肉体からもう一人の自分が抜け出して泡をくっている時に、いくらお経を上げても無駄なことで
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す。生前中に貴方は何をしたか。その間違いを教え反省をさせてあげる方がはるかに功徳がありま

す。 

いわんや難しい「観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時」と教えたところで、本当は何も解りません。

その経文、教えの意味をよく理解させる事です。本来、死はあの世に帰る卒業式です。しめっぽい

ものではないのです。皆さまの心の眼を開けばチャンと前へ出てきて挨拶をします。着ている着物

からすべてが皆さまの眼に見えます。不思議でもなんでもないのです。 

皆さまは三次元的な盲の目で見ているから見えないのです。心の眼を開いて下さい。それには正

しい神理を自分の心の柱として生活することです。心の柱こそ皆さまの師であり、その柱は大自然

界が教えている諸法無我の神理なのです。それを皆さまは勇気をもって実践して下さい。実践のな

いところに前進と調和はないのです。思うことは即行うことです。その思うことも片寄った間違っ

た方向にいってしまえば、その行為も又違った方向に進んで行きます。 

 想念というものは物を作りだす能力をもっております。思うことはエネルギーです。喋る言葉も

又言魂となって人々の心に響いていきます。行即光です。皆さま自身が生れてくる時、神と約束を

してきた本来の目的と使命にめざめ、正しい神理に立脚した勇気ある実践は必ず皆さまの心に、神

の光明を与えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

【釈迦の生誕から仏教の変遷】 

1973-6-10 関西本部講演会 

私は十才の時に原因不明の病気になりまして、夜の八時になるときまって、呼吸困難になり、意

識が不明になりました。 

一回、二回、三回位は夢中でほとんど解りませんでしたが、四回、五回と回を重ねるに従って、

自分自身の骸（むくろ）を見ているもう一人の自分を発見したのです。 

私はこのような体験を幾度か経験しているうちに、科学する心を覚えました。 

すなわち肉体は自分だと思っていましたが、肉体を離れた自分は苦しみのない自由自在な自分で

ありましたので、これは一体どうしたわけかと考えたわけです。 

そういう体験を通して約半年近くは、ほとんど夜になりますとそのような現象が起こります。医

者に見てもらっても原因不明で解りません。 

そのために私の頭はお灸と針でゴツゴツになってしまいました。 

私は鎮守の森にあります権現様に十才の子供ではあったが、毎朝早く、また夜、通いまして一心

に自分の病気を直してもらいたいと、約六年間続けたのです。 

 しかしそのような神との対話を求めて、一心に信仰的な行為を致しましたが、神は、一度も私に

話しかけてくれたことはありませんでした。 

 こうしているうちに肉体の方はどうにか快復しましたが、もう一人の自分は、もう肉体から離れ

ることはなくなりました。 

 このような謎が私の人生を大きく変えてしまったのです。かくてもう一人の自分を探し求めると

ともに、極微の世界、素粒子の分野を探究することによってこの問題を解決して見ようと考え、物

理学を学んだのであります。 

 物質というものはプロトン（陽子）・ニュープロトン（中性子）とエレクトロン（電子）の構成

による一つの原子があります。 

 水素原子は電子が一つ、ヘリウム原子は電子が二つ、リチウム原子は電子が三つ、こういう極微

の世界の構成というものが次第に解るに従って物質とエネルギーというものの実体が解って参りま

す。 

私たちが目にとらえうる物質はすべて仕事をなしうる能力、すなわちエネルギーをもっている。

ガソリンはガソリンとして、石炭は石炭としてのエネルギーというものの存在を私たちは現在科学

的にも実証できる段階にあります。 

 そうなりますと、物質と仕事をなしうる能力、エネルギーの存在は、仏教的に申しますと色心不

二ということになりましょう。 

 肉体（物質）と魂（エネルギー）は共存していますが、魂を見ることが出来ない。しかし不二一

体であるということが解りかけてきたのです。 

 続いて私は極微の世界以外に、この極微の世界の延長されたものが、大宇宙体を作っているとい

うことに、その研究の道が開かれてゆきました。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91167010.html
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 私たちの住んでいる太陽系は、水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星並びに

地球という九惑星以外に、三萬数千個からなるアステロイド小衛星ベルト集団を引き連れており、

一秒間に二十キロの早さで銀河系宇宙の中を飛んでいるという事実です。 

 極微の原子核においても、極大の宇宙においても、その組合せというものは、一つも違っていな

いということに気づいたのです。 

 しかし、いかに物質的な極微の世界や極大の世界を探究したとしても、しょせんは人間自身の肉

体と魂というものまで解らなかったのです。 

 しかし一方において、私は事業という経済環境を確立しなければなりませんでした。弱電機器事

業の外、いろいろな事業もやっていますが、そういう経済的基盤を背景にして、もう一人の自分を

発見しよう、そうしてこのもう一人の自分を発見することによって、神、仏という存在がはっきり

と自分自身に納得でさるような現象が起こるであろうとの予測のもとに、あらゆる分野にわたって

研究追求して参りました。 

 ところがもう一人の自分を発見する昭和四十三年の七月以前にさまざまな霊的な現象が起きてい

ました。 

 たとえば、「私は十五年も結婚しているけれども子供ができないのはなぜだろうか」という質問

をされれば、私が持った一枚の紙に即座に、生年月日・子供の姿までもズバリと写し出されてくる

のであります。あるいはまた自分が予言したことはすべて一致する。 

 しかし私一人がいかにそのような超能力を持とうとも多くの人々によってそれが客観的に証明さ

れない限り、私は信じません。 

 そのような霊的体験を積むに従って、四十三年の七月、たまたま家の中に大きな霊的現象が起き

てきたのです。それは全く日本語と異なった言葉で現象がでてくるのです。 

 ドイツ語や英語は学校で習っているから私にはある程度解ります。けれども全く解らない言葉で

語られる霊的現象が起こり始めました。 

 私の義弟は理科系の出身でありますけれども、神仏というものは全然信じていません。 

 全然信じていない義弟に、霊的現象が起こり始めました。ヘブライ語をまじえ外国語訛りの日本

語で、私の子供の頃からのいろいろな諸現象を彼の口を通して語り、私自身の心をすっかり占領し

てしまいました。 

 たまたま浅草に八起ビルという貸ビルを私が作っている時に、東京都の交通局との交渉をもって

いました。 

 当然お役人と事業上の問題で打合わせがあります。夜は夜で料理屋に行って打合わせをする。一

日の私の生活は本当に目のまわるような状況です。 

 ところが、そうした毎日の私の想念と行為にたいして、その霊はことごとく私の後についている

ように、何もかも知っており、そればかりか、私の心の奥底までほり下げて厳しく指摘してくるの

です。私はわずか一週間の間に八キロもやせてしまいました。 

 三十数年間探究し続けてきたところのあの世、霊的なもう一人の自分というものが、こんな厳し

いものであったのか、こんなにもあの世というものは恐ろしいものなのか、私は本当にわからなく

なってしまいました。 
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自分の心を一つ一つ監視され、今やった行為を次々と指摘されていったらどのようになりますか、

気の弱い人だったら狂ってしまうでしょう。自己保存の思いは思ってもいけないといわれるのです。 

 しかも厳しく、それが日本語で喋るならまだしも、外国語訛りの難しい解らない日本語で語るの

です。そのうちに、そうした状況の中で私は三日間で悟れといわれたのです。 

 悟れといっても悟る意味さえ解りません。私は本当に困ってしまった、しかし今さら放り出すわ

けにはゆかない。やめるわけにはゆかない。 

そこで高野山の奥の院から、上野東叡山寛永寺に、そうして千葉の中山寺奥の院にも行き、とも

かくここぞというところへまいりまして、現在起こっている現象を説明してまわったのですが、正

しくそれを判断してくれる人はいませんでした。 

 私は本当に困惑してしまいました。私をして一週間も苦しめた者は何者だろう。悪魔ではなかろ

うか。有名な僧侶に会っても何一つ解答が得られない。 

 三日目の夜、私は一切を諦めた。地位も、名誉も、財産も、そして生命もいらない。私を苦しめ

た者は悪魔に違いない。悪魔ならその悪魔を善にかえてやろう。私は生命を投げ出し、悪魔と対決

したのです。 

 「悪魔よ、私の前に出てきなさい。悪魔であるならば、あなたたちを善に変えてやろう。それに

よって、私の生命が欲しいというのであればあげてもよい」 

 私がこう決意し、思った瞬間に、今まであれほどきびしいことをいっていた霊はガラリとその態

度を変え、「今晩はお祝いだ、お前自身のために一週間の苦しみを和げよう」とコロッと変わって

しまいました。 

 私は脳細胞を犯されたのではないだろうかと、東京大学の医学部の神経科に行って見て貰いまし

た。異常がないばかりか最も正常だといわれました。 

 こういう体験を通してそれ以後は弟の霊的現象はピシャッと止まってしまいました。今は全然出

ません。 

 九月にはいってから、私の会社に手伝いに来ていた妹に光を与えた瞬間に過去世を思い出してし

まいました。そうしてあらゆる諸現象を見通し、さまざまなものが見えるようになってしまいまし

た。 

 続いて十月に入り、私の家内がまた同じように解るようになってしまいました。すべて心の中を

見通されてしまいます。 

 しかし人間というものは、執着を離れてしまえば丸い心になってしまいます。そのために自分の

心というものに対して誰に監視されていても、もう晴れやかな丸い大きい心になっていますから心

配ありません。 

 そのような体験を通して事業をやっていましたから、やがて多くの人々が私の家に出入りするよ

うになってきました。 

 三度の飯より神様の話をしていた方が好きな私のことですから、お客さんであろうが何であろう

が、神様の話をしてしまいます。仏教もキリスト教も何も知らない全く我流の話でした。 
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 そのうちにだんだん私自身の心の中にある転生輪廻を繰り返して来た心のテープレコーダーがひ

もとかれてきました。 

 人間の生命が不滅であるということもだんだん解るに従って、私の家を訪ねてくる人たちも、次々

と心の窓が開かれてゆきます。同時に皆さまの肉体舟の船頭さんである皆さま自身の魂がどのよう

な転生輪廻をして来ているか、過去・現在・未来の霊的な諸現象を見る能力を得ていったのです。 

 そこでそのような心のテープレコーダーをひもといて、仏教がどのような変遷を経てきたかとい

うことを皆さまに説明したいと思います。 

 今から二千五百余年前、インドのカピラというところに、ゴーダマ・シッ夕ルダーといわれる方

が生まれます。それより以前約二千年前にクレオ・パローターといわれる道を説く人がエジプトに

出ています。 

 実在界あの世において、この地上界に出る光の天使たちの選考が始まった結果、クレオ・パロー

ターの過去世を持つその天使がカピラという場所を自分自身が選び出生することになりました。 

 インドを選んだ大きな理由は、自分自身を悟るにはもっともつごうがよい場所であり、伝道の環

境が整っているからでした。カピラ・ヴァーストという環境は、まずコーサラという大国の属国で、

小さい砦のような城市で、共和制体をとっている国であります。 

 そのためにいつ敵から襲われるかわからない。そしてまたシュット・ダーナー王、マヤ妃という

両親の間に子供がありません。 

 母親は同じシャキャ族のコリヤ族というロッシニー河をはさんでデヴァダバ・ヴァーストという

城市の娘であります。 

 このような二組、これはもちろん当時日本の戦国時代と同じように、非常に政略結婚というもの

がインドでもはやっておりました。 

 そういう環境をまず選んで生まれると同時に一週間目にして母親をあの世に引き取ることになっ

ております。 

 ややもすると私たちは死というものについて非常に恐怖心を抱くものですが、あの世から見れば、

決して死は恐ろしいものではないのです。 

 こういう環境の下においてゴーダマ・シッタルダーの義理の母親、マハー・パジャパティーには

ナンダという子供ができてしまいます。これもあの世で計算してあります。 

 そうして人生に対する無常を感じる環境というものを選定してくるのです。このように環境は極

めて不安定な状態です。 

 武力もたいしてないし、大きな国が攻めてくればカピラなど一発でやられてしまいます。それか

ら食事にしても毒味をする人がいます。敵のスパイが潜んでいるからです。 

 このような不安定な場所にあっても人間というものは、慣れてしまえば不思議なもので、そうい

う環境の中においても育ってゆくものです。 

 しかし自分の生活環境の中から人間というものはなぜ生まれ、年をとり、病気をし、死んでゆく

のかという疑問が心の中からドンドン涌き出て参ります。 
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 一方またカピラ城の生活は優雅であり、春は春の館、冬は冬の館で、いつも取り巻きには美しい

女たちが何人も仕えています。 

 しかし生活が優雅であればあるほどシッタルダーは無常を感じていきます。一歩城を出れば酷し

いカースト制度というものによって生活環境は、城の中とは百八十度異なっています。 

 ここでも生活の矛盾につきあたります。同じ人間でありながら、生まれながらにしてこのような

差別はなぜあるのだろう。ゴーダマ・シッタルダーは考え始め、疑問は疑問を生んで自分自身で解

決することができなくなってゆきます。 

 しかし父親のシュット・ダーナー王はなんとか自分の跡取りを安心させたいとして、やはり義理

の母親の里であるところのデヴァダバ・ヴァーストからヤショダラという娘を嫁に迎えます。 

 十七才の時です。当時の王侯貴族というものは一夫一婦でなく、一夫多妻でありました。とうぜ

ん女同士の軋轢が生じて参ります。悩みは更に自分自身の作り出したものによって膨れあがってゆ

きます。 

 二十九才のおり、シッタルダーは、遂に家を飛び出す決心をしてしまいます。城を飛び出し人間

の苦しみというものをどのように解決していけばよいのか、一子ラフラをどうすればよいか。 

 ラフラ出生の際には父親のシュット・ダーナー王から二人の子なのだから二人で相談して決めよ

といわれ、ラフラと命名した。 

 もちろんそう命名したのはシッタルダーであります。出家を妨害するという意味で、ラフラとつ

けた。 

 ラフラとは障害物ということです。ラとは石、フラとは橋、当時は吊橋が多く、橋の上に石が置

いてあっては危なくて渡れない。いつ吊り糸が切れるかわからないからであります。 

 このようにして家庭的には不調和なゴーダマ・シッタルダーでありましたが、ある夜、遂に自分

自身の生老病死という苦しみの問題を解決するために出家し、その後約六年余り中インドを中心に

して修行をするのであります。 

 しかし肉体的な酷しい修行によって悟ることができないということを三十六才の時、ネランジャ

ラの河のほとりに一人のチュダリヤ・チュダーターという牧場の娘が乳をしぼりながら「弦の音は

強く締めれば切れてしまう、弦の音は弱くては音色が悪い、弦の音は中程にしめて音色が良い」と

いう民謡をうたっているのを聞いてしまいます。 

 その歌をきいて人間というものは城の中にいて優雅な生活をしていてもためだ、悟れない。逆に

滝や断食など酷しい肉体修行によっても悟ることができないということを初めて悟るのでした。 

 その結果、ウルヴェラという村のピパラー（菩提樹）の大木のある丘に上って、己が悟るまでは

ここから一歩も動かぬと堅い決意をします。 

 いうなれば死を決して中道の物差しをもって、誕生から三十六年間の地上での生活行為の一つ一

つを反省し、自分の心というものが常に丸く、大きく、広い心であったか、人を恨み・妬み・誹り

自分のことしか考えなかった過去の心を修正していったのです。 

 瞑想をはじめて一週間目です。瞑想していると眼前にある正覚山、そこから昇る明けの明星が自

分の足の下に見えてきた。体は宇宙の姿になってしまって自分の肉体は遙か下方に小さく見えてい

ます。 
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 自己の中に宇宙があり、宇宙は即ち我であるということを発見するのです。同時に生老病死の原

因、苦しみの原因というものはどこにあって、その原因をとり除くには自分自身の心と行ないにあ

るということを悟っていくのです。 

 二十一日間、ウルヴェラにおいて自分自身の過去を反省しつつこのような神理を諸々の衆生に話

したところで解るものではない、このまま死んでしまおうと決心をした時に、バフラマン（梵天）

が出て参ります。 

 梵天の名はモーゼやクラリオ（イエス・キリストの分身）といわれる光の天使たちです。 

 「ゴーダマ、その方
ほう

は今までこのような苦しみの中から今悟りを開くことができた。この苦しみ

の原因を追求し、この神理を諸々の衆生に教えなくてはならない。お前がたとえ命を絶とうとも、

そして地球の、宇宙のどこの隅に逃げようとも、あの世にこようとも、お前を即座に帰してやる。

それはお前自身が生まれる前に約束してきたからだ」 

 梵天からきびしくいわれる前に、ゴーダマの心の中にいろいろと誘惑や悪魔が出てきて、「ゴー

ダマよ、そのような神理を説いたところで人を救うことはできない。お前はそんなことをやるより

か、自分の国に帰って優雅な生活をした方が幸せだ」といって、ゴーダマの悟りを邪魔します。 

こういう諸現象は私にも起こりました。 

 『お前は事業家として力をつけていけば月に何十億という金が入ってくる。よけいなことを考え

ず事業だけしておればよいではないか。 

 お前はあの世があるなんてうまいことを説いているが、あの世なんか無いよ。そんなことをやめ

て、もっと優雅な生活をやったらどうだ』と私にささやきます。 

 そんなとき私は「お前はどこから来ているのだ、お前はあの世の者だろう」といったら「解っち

ゃ話にならない」といって帰ってしまいました。インド時代のゴーダマ・シッタルダーの周辺にも

こういう問題が起こって参ります。 

 さてこのような経過をたどって、ではいったいいかにして人々に説いていけばよいのか、ゴーダ

マは悩みます。けれども心の窓が開かれてしまいますから、今説かねばならない人々が身近にいる

ことを知ってしまいます。 

 ことに悟りを開くまで、カピラから苦楽をともにしてきたコースタニヤ、バッティーヤー、マハ

ー・ナーマン、アサジなど五人の人たちがいます。 

 ネランジャラ河の周辺でゴーダマ・シッタルダーが口にした牛乳の一件でゴーダマ様は修行を捨

てた、あのような者と一緒にいてもしようがない、私たちは別のところで修行しようと、去ってい

った人たちが思い出されます。 

 心の目にハッキリとその人たちがイシナパタにある川の流れている小高いところにいることが解

ります。 

 守護霊に聞けばパラナッシーのミガダヤというところにいることがハッキリと解ってしまいます。

中インド、ラジャグリハから西南の方向に向かって約三百キロメートル入ったところにウルヴェラ

というところがございます。 

 そこから四百キロメートルはなれているところです。心の中でチャンと判ってしまいますからネ

ランジャラ河をどんどん下っていきます。サラタプトラからさらに西方へ入ってきますとパラナッ
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シーという都があります。そのはずれに彼らが修行所として定めたイシナパタといって仙人たちが

いっぱい修行しているところがあります。 

 ここは現代の仏教と同じように、釈迦の前世クレオ・パロータが説いたバラモンの経典であるヴ

ェーダーやウパニッシャドという神理が存在しているのです。 

 すでに二千年前、インドにおいてこのような道がハッキリと説かれたのでありますが、時代とと

もに哲学化されてきたものであります。 

 ゴーダマ・シッタルダーは小さい時からそのようなバラモンの先生について神理というものを学

んでおります。ある程度のことは解っております。 

 バラモンはまず十二才頃までは、日本でいえば寺子屋のようなところでヴェーダーという神理を

教えられます。 

 そうして十二才から二十五、六才・三十才頃までの間に家庭に入ります。さらにまた三十才、四

十才を過ぎまして自分の子どもが一定の年になりますと彼らは再び山の中に入り修行をします。 

 このような人々をサマナーと呼んでいます。続いてサマナーを卒業し遊行の旅にでる人たちをサ

ロモンといっております。 

 修行者ということです。このようにミガダヤというところにはバラモンを含めてあらゆる宗教家

の人たちの修行所として多くの仙人たちが集っております。 

 その場所をゴーダマ・シッタルダーはそくざに解ってしまい、彼らに会う前にコースタニヤの心

の中を読んでしまいます。 

 「ゴーダマが来た、あの男が来ても、もう既に王子でも師匠でもない。我々には関係がない。た

とえ来ても足を濯
すす

ぐではないぞ、アサジ解ったか」 

 このようなことをいっていますが、みな、心の中にピンピン響いて参ります。 

 ゴーダマの姿を見ても見ぬふりして彼らはボソボソ話をしています。四十四、五日もかかってパ

ラナッシーの都を去り、ようやくミガダヤについた朝、彼らはゴーダマが来たということでさっそ

く予定の行動をしておりますが筒抜けです。解ってしまいます。 

 だからゴーダマ・シッタルダーはそれにかまわず彼らに近寄り「お前たちは今このように修行を

しているけれどもそれはむだなことだ。そんなことをしていたら、私がかつて肉体的に不調和をき

たして死んでしまおうと思った、あの時のように痩せおとろえた姿になってしまう。きびしい肉体

行はやめるがよい」 

 懇々と話をすると、いちばんかたくなな心を持っていたコースタニヤが以前の師弟の関係の時と

同じように足を濯ぎ始め「シッタルダー様、あなたは顔色が前とはだいぶ異なっております」とい

ってゴーダマの足下にひれ伏してしまいます。 

 「そのとおり、私は四十数日前に、ウルベラにおいてついに悟りを聞きブッタになることを得た。

お前たちの心はすみずみまで解ることができるのだ」といいます。彼らはブッタの最初の弟子にな

っていきます。 

 コースタニヤはカピラ・ヴァーストでクシャトリアといいまして武士階級であり、彼はサムライ

大将だったのです。他の四人よりは剛直な面が強かった。 
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 しかしブッタの言葉に素直になり師弟の関係を結んでいくのです。五人はいずれもクシャトリア

であり、弓や槍をよくつかい、みな体の丈夫な人たちであり、シュット・ダーナ王（シッタルダー

の父親）の命によってゴーダマ・シッタルダーを守るために出ている人たちです。 

 しかも彼らは六年も出家同様の生活をし、生老病死の問題について、悩んできていますから、ブ

ッタの言葉に真剣にならざるを得なかったのです。 

 ブッタはいいました。四つの苦しみから解放される道は中道の道しかない。つまり八正道の実践

行為の中においてこそお前たちも悟ることができるのだ。 

 といって教えている間に、コースタニヤがまず自分自身がクレオ・パロータの時代において今、

眼の前に立っているゴータマ・シッタルダーの前世においても共に同じ神理を聞いたということが

解ってしまいます。 

 心のテープ・レコーダーの窓が開かれたのです。続いてマハー・ナーマンも心の窓を開いてしま

います。バッテイヤも開いて五人の人たちがついにアラハンという一つの境地に到達してしまった

のです。 

 現在の私たちのグループの中にもこの神理を聞いて、自ら心の窓を開き、あらゆる諸現象を自分

自身が見出す力を持った人たちがだいぶ出ています。昨目も堺の講演におきましてわずか二回しか

聞かない学校の先生が心の窓を開いて、中国の時代の言葉を語り始めました。 

 この中にもいるのです。皆さん自身が心というものを知り、己自身が一切の執着をはなれて調和

された日々の生活をしている時に、皆さん自身の心のテープ・レコーダーは神の光によっておのず

とひもとかれていくということであります。 

 インドの当時も心の窓をひらいた人たちは多くの人々に道を説いていきます。六番目の弟子にヤ

サというのがいます。 

 パラナッシーの大金持の一人息子で、女性問題で悩みガンガーの河に身投げをしようとする時に

ゴーダマ・シッタルダーが通りかかります。 

 「お前は今死のうとしているけれども、そんなに若い身空で死ぬなどもってのほか、自殺は神が

与えた大事な生命を粗末に扱うものでもっとも恐ろしい行為である。自殺すれば長い期間、暗黒地

獄に堕ち苦しまねばならぬ。心を静め、なぜ死のうとするのか、よく考えてみよ･･･」。 

 このようなことを懇々と説いた結果、ヤサはゴーダマ・シッタルダーの神理にふれ、やがてアラ

ハンとして立派に立ち直っていきます。 

 ヤサの周辺の人たちもゴーダマの弟子になっていきます。人間という者は不思議なもので、自分

が育ったところや修行した場所というものは懐かしいものです。 

 ブッタはここにしばらく滞在すると、出家して最初の修行地であるマガダ国のラジャグリハに向

かいます。 

 ここの郊外にラジャグリハの王であるビンビサラという方がおります。年も同じです。 

 出家して間もなく、ここに立寄るとビンビサラはこういいます。 

 「あなたも知っていると思うが、今の私はウルベラ・カシャパーといわれる立派な師について道

にはげんでいる。よかったらそのカシャパーに紹介してもよいが」 
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 しかしゴーダマは彼に会っても大した結果は得られないと思い、今日まで一度も会っていなかっ

たのです。 

 しかし今度はそのカシャパーに会い、彼の修行の誤りを指摘し、過去世において神理を説いたこ

とを理解してもらおうと思います。 

 カシャパーはガヤ・ダナというところで修行し、拝火教をやっております。木を井桁
い げ た

にくんで一

心に祈りを捧げ、火の神を祈っております。その時たまたまお祭りの日だったのです。 

 ゴーダマ・シッタルダーは一人で托鉢の碗をもちながら山を登ってゆきます。泊る場所がないた

めに洞穴の中でねます。 

 彼らはゴータマ・シッタルダーという人間は知らないけれども、どうもこの野郎は臭い野郎だ。

顔を見てもふつうの修行者とはどうもちがう。 

 当時のインドの行者の人たちは特にウパニッシャウドという学問を習っており、ヘ理屈がうまい

のです。 

 そこでこれはバラモンの相当研究した人ではないかとみています。ウルヴェラ・カシャパーはビ

ンビサラ王から聞いていますから、なるべく遠ざかろうとします。ところがお祭も終わった次の日、

ブッタはウルヴェラ・カシャパーの心の中をみな読んでしまいます。 

 「カシャパーよ、あなたの心はこのように燃えている火であって、これでは正しく物を見ること

はできない。あなたたちの組織もまた同じように燃えている。宇宙の仏というものは大自然を育て

生かしているものであって火のように燃えるものではない。 

 人間の心が燃えていては正しい判断ができないばかりか、自然の心を知ることさえできない」と

説きます。彼はブッタの説法にはじめて目がさめ、九百七十人近くの弟子と共にゴーダマ・シッタ

ルダーに帰依してしまいます。 

 昨日、大阪で心を開いた方は当時のナンディヤ・カシャパーという二番目の弟です。 

 このナンディヤ・カシャパーとクナンダ・カシャパー、この人たちも帰依しますが、兄貴の姿が

見えないので、山賊に殺されたのではないだろうかと心配します。 

 川から流れてきた祭壇を見て、ウルヴェラ・カシャパーは殺されたのだと判断しますが、村の人

たちに聞くと修行者といっしょに山を下り、ラジャグリハの方へ行かれると言っていたとききます。 

 二人は兄貴に会い、事情をきき、兄弟三人とも帰依してしまいます。ビンビサラの親戚のガラン

ダといわれる方はベル・ヴェナーというちょうどラジャグリハの南、約二キロメートルばかり行っ

た山の間に竹の林がありますが、その竹の林に法座を設けた建物を作ります。 

 これがベル・ヴェナー、日本語で申しますと、竹林精舎といいます。こうしてブッタの教団は次

第に大きくなってゆきます。そうして神理のあり方、人の道、人間は心なりというその神理を説い

て執着の苦しみから人々を解放していきます。 

 四十五年間、中インドを中心にしてあらゆる国々にブッタの神理が広まっていきます。やがてク

シナガラの地においてゴーダマ・シッタルダーは八十一才、この世を去ろうとする時にブッタの陰

のように慕い、身の回りを世話してきた秘書のアーナンダが問います。 

 「ゴーダマ様、あなたさまがこの世を去ってしまったら、私たちはどのように道を説いたらよい

でしょう」 
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 「アーナンダよ、お前はそのようなことをいうのではない、お前たちは四十五年間、わしと共に

悟りへの道、ブッタ・ストラーの神理を学んだはずだ。お前の心の中にわしのこの神理があるとい

うことを知りなさい。私を思えばお前たちの心の中に私はいるのだ。人間というものはいつどのよ

うになるかも知れないが、しかしお前たちは、自分自身の心の偉大さを知るために、道を怠っては

ならない」 

 またブッタは永遠の輪廻転生を説くのです。 

 「西の方へ太陽が沈めば暗くなってしまうが、また明日になれば同じ太陽が東から出て明るくな

るように、わしもまたそのようになろう。 

 やがて後の五百歳後（二千五百年後？）においてその道を説く時は、ジャブ・ドーバー（日本）

ケントマテイー（都）の国に出るのだ。その時には今このように汚ない足を濯ぐことなく、道も美

くしく、道路の周辺には立派な建物ができており、それはルビーやダイヤモンドで作られているこ

とであろう。 

 この時にそのジャブ・ドーバーの都では、既に仏教（ブッタ・ストラー）は形式化され末法の時

代になっているであろう」と多くの弟子たちに教えます。 

 たまたま、亡くなるしばらく前に一人の年老いた老人（シュバリダ）が参ります。 

 この方は今、心の窓を開いて本日ここに来ていますが、当時私たちはマガダ語という言葉をしゃ

べっていました、この方は当時は百十七才近くの老齢でございます。 

 自分自身が足もこのようにやせおとろえて、すでに相当な年齢のために杖をついて参ります。 

しかしゴーダマ・シッタルダーはその時に、この方の前世シュバリダが何を考えているか解りま

す。 

 「最後の弟子が来た、アーナンダ、わしの枕辺につれてくるがよかろう」 

 その時、シュバリダはこのように問うてきます。 

「ゴーダマ様、本当の神理はどのようなものか、インドには多くの修行者がいて、我こそは本物

だ、我こそはブッタといっているけれども、神理というものはどのようなものか教えて欲しい」 

 シュバリダはあらゆるところの門をたたき、百十七才になるまでその神理を本物であるかないか

を探し求めて、死の直前にブッタに会うことができたのです。 

 その時にゴータマ・シッタルダーは真に人間自身の生老病死の苦しみの原因を断ち、八正道の実

践を生活行為の中に生かしているものこそ、真の正道者であるということを説いたのであります。 

 そのとき彼はついに、自分の考えていることと同じであると悟ったのです。 

 「ゴーダマ様のニイルヴァナ、涅槃に入るところを私は見るに忍びません。一足お先に失礼しま

す」といって百十七才の老齢をそのままパタンとそこに倒れてこの世を去ってしまいました。 

 このシュバリダという人は、長い年月バラモンやあらゆる宗教を学んできておりますために、当

時本当の悟りへの境地ということは知らなかったそうです。 

 彼はついに百十七才、最後の土壇場において神理を己自身が知って息をひきとってゆきます。 

 そのために続いてこの方は中国に、二世紀に生まれて神理を説きました。 
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 （Ｉ氏が過去を語る） 

 『･････この大河の氾濫にあい私は両親にはぐれました。そして出家をし、仏の道を探究したので

ございます。そして広い中国をすみからすみまでいろいろと旅を致しました。 

そして阿弥陀浄土、今の言葉でいいますと西方浄土に、人々はこの世を終えた後、善いことをし

た人はそこに生まれ変わり、悪いことをした人は地獄という光のない世界に行かなければならない、

人々はたとえどのように環境が苦しかろうと、どのように辛らかろうと、心は常に明るい希望をも

って生きてゆかなければ、ということを人々に説いたのでございます。テンシンと当時の名前を申

します･････』 

 このように人間の生命というものは、あらゆる国々を転生輪廻し続けています。 

 四十五年間にわたってブッタが説かれた神理は中国に渡りだんだんと仏教というものが儒教の影

響をうけて非常に哲学化されてゆきます。インドの当時に説いたその神理は、方便というものを通

して説明したのです。 

 皆さまは南無妙法蓮華経を唱えている。 

 その根本も、最初は天台山において天台智顗が、法蓮華僧伽
ほうれんげんさんがん

呪
じゅ

として説いたのです。 

 法とは仏の心、仏の意志、神理、蓮華とは汚ない泥沼の中においても美しい蓮の花が咲くように、

人間の肉体というものは、目を見れば目糞、鼻からは鼻糞、耳糞、汗、一つとしてきれいなものは

出ない。 

 しかし心というものは宇宙の神理を知って日々の生活をしていたならば、あの美しい蓮の花と同

じように、安らぎの境涯を送ることができるのだ、このように説いたのが法華経の根本です。 

 特に天台山においてはゴーダマ・シッタルダーの分身、陳
ちん

という少年が十七才、また同じような

運命にさらされます。 

 戦
いくさ

に敗れて父親や母親や兄弟たちとバラバラにされ十七才の時に、陳少年は当時の蓬
ほう

莢山
らいさん

という

ところにおられた南岳慧思
な ん が く え し

という僧侶の下で修行するようになります。 

 南岳慧思といわれる僧侶は法華経を学び、それも夜ねむっている時に弥靭
み ろ く

菩薩
ぼ さ つ

が枕辺にきて、そ

の神理を説いていきます。陳少年は後の天台智顗という人です。 

 約二十年間慧思の下で修行をし、陳少年の兄が天台山というところは非常に見晴しもよいし、お

まえは一つ天台山へ引越して来ないか、といわれ、天台山に入り、仏教の道を説いていきます。 

 天台智顗は、人の心は一念三千であり、本来誰しも広く大きな心を持っているが、一念の思うこ

と考えることによって、善にも悪にもつながり、悪を思えば小さくなってしまう。大きな豊かな心

を持つためには止観
し か ん

によって、心の針を正さなければならないということを説きます。 

 摩訶止
ま か し

観
かん

はこうして生まれ、そうして人間のあり方ということを次々説いてゆきますが、次第に

哲学化され解らなくなって参ります。 

 その当時天台山の僧侶でありました方がここに二人おられます。 
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 その方にちょっと当時の模様をきいて見ましょう。 

 （ＮＧが、まずチベットの経文の一節を唱え、続いて当時の模様を語る） 

 「私は高橋武様の過去世であるチコータとは朋友でございます。共にチベットにおいてラマ教を

学びましたが、中国の天台山に陳様と申される高僧のおられることを知り、共に入国し法華経を学

びました。今私が唱えました経文はチベットにおいて唱えた経文です。それでは法華経に帰依して

からの経文を唱えさせていただきます」 

 （経文を唱える） 

 これが五世紀から六世紀にかけての法華経です。 

 つづいて八世紀に日本からは比叡山延暦寺を作りました伝教大師最澄が留学され天台山において

その神理を学び日本に持って参ります。 

 このようにして比叡山延暦寺で説かれたその神理は妙法蓮華経と日本的に変えられてゆきます。 

つづいて十三世紀に入って日蓮はさらに南無という言葉をつけ南無妙法蓮華経という形に変わっ

てゆきます。 

 こうしてだんだんと他力本願に変わり、お経はあげることに功徳があるという間違った考え方に

なっていったのです。 

 私たちはお経の意味も、またインドの時代に説いたその神理というものも人間というものの偉大

さ、神の子として仏の子としての偉大なる己自身の心を悟るということ、その中に己自身が神の子

として偉大なる仏智をひもとき転生輪廻の永遠の生命を悟って、人間らしい調和された世界を作る

というのが本来の仏教の根本的な意味です。 

 私たちはこのようなことを知った時、皆さまの心の中には神の子として偉大なるあらゆる国々を

転生輪廻して来たところの仏智というものが存在しているのです。 

 その仏智は皆さま自身の潜在されているところの九○パーセントの意識の中にかくされており、

それを具現し永遠の生命の中の今の修行に自覚を持たれることが大事なのです。それにはまず人間

は足ることを知ることです。 

 私たちの現代社会は人間の作り出したるところの物質文明の奴隷に変わっております。お互いに

歴史の中に作りあげられた資本主義、社会主義においてもその根本は、物質経済であり、相争いな

がら文明社会が発達するという不調和な理論を生んでしまいました。 

 いかに、皆さま自身に財産があろうとも、地位があろうとも、この世を去る時には皆さまは、自

分の愛する妻も子供もすべて置いていかなければならないのです。 

 金ももっていくことはできません。物質文明経済というものはただの生活の知恵であり、魂修行

の手段にしかすぎないことを自覚しなければならないのです。 

 足ることを知り、与えられた環境の中で正しく仕事をし、一心不乱に実践行為しつつ、一日一日

の心の中に、恨み、妬み、謗りの心がなかったか、あるいは心の中に思わなかったか、あるいは行

動をしなかったか、一つ一つ皆さま自身の心の調和度というものを、布団の上でも好いから静かに

反省し、心というものを磨いていってご覧なさい。 
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 皆さまの心は怒り、謗り、妬み、自己保存、自分の立場ばかり考えていると、一念三千といって、

悪の一念の心は悪の世界に通じ、広い心をますます小さく狭いものにしてゆきます。 

 私たちは恨めば恨む世界に、あるいは慈悲を与えれば慈悲の世界に通ずることを知るべきです。 

一念三千の心を常に平和と安らぎの人々に対して慈悲を与え、愛を与える生活をするならば皆さま

の心の針は常に光の世界に通じ真の安らぎある皆さま自身をつくりあげていきます。 

 病気や色々な悩み、苦しみこのような心をもっている時は地獄の世界に通じ、心は不安と動揺を

くりかえすことになります。このように一念三千の心を神理にそって常に調和された日々の生活を

し、光の世界に常に心の針を向けた行ないをする時に、皆さま自身の心の中には神の光が燦然と入

ってきます。 

 太陽の熱・光のエネルギーは地位、名誉、経済、学識全く関係なく総べて平等に与えられている

のです。神の光も万生万物にみな平等に与えられているのです。 

 この神の偉大なる慈悲と愛の光を受けとめないのは、皆さま自身の心の中の恨み、妬み、謗り、

自己保存という暗い想念が曇りを作ってしまうからです。 

 この曇りを皆さま自身は作らないことです。 

 皆さまはそのことをよく知り常に自分自身を正道の道を通して日々の生活をし、夫婦は円満に、

調和された日々の生活をすることが人類に課せられた目的であり、使命です。神の体であるこの地

球上という場は大宇宙体の中の小さな細胞にしかすぎません。 

 この細胞こそ大神殿であり大仏殿だということです。皆さん自身の心の中に、偉大なる大仏殿、

大神殿が存在しているのです。 

 このように偉大なる大神殿の下に我々は、先ず人と人との心がお互いに嘘のない生活をし、お互

いに助け合う日々の生活環境をつくることによって、私たちはこの神の体である地球上も、人間の

心と心の調和によった平和な仏国土、ユートピアを築きあげていくことができるのです。 

 そのようなことを皆さまが知り、共に皆さま自身が永遠の生命の中に転生輪廻を繰り返してきた

ところの皆さま自身の業というものを、修正しなければなりません。皆さまは過去を知りたいとい

うならば、それは皆さまの今考えていることと行なっている今の姿が皆さまの過去、現在を集約し

た姿と思ってください。 

 そのようなことを皆さまが知ったならば、我々は今このような縁により、皆さま自身、心の中に

偉大なる光の息吹きが、そしてこの地上界に平和な、争いと闘争をなくしたところの万物の霊長、

神の子としての真の道を実践してゆかなければいけない、ということを気づくのです。 

 このように真の仏教というものは皆さま自身の心の中に、かつては中国に生き、ある者はまたイ

スラエルの地において受けたイエス・キリストの神理が、皆さまの意識の中に記録されています。

また私たちはこの地上界に生まれてくるには決して地獄から来たのではないということです。 

 皆さまは丸く大きいひかり輝いた偉大なる神の使徒として、この地上界に肉体をもっているので

す。それも皆さま自身はあの世において自分の両親を自分で選び、そしてしかもあの世において登

録されて、皆さまはお父さん、お母さんの精子と卵子と調和された時に、初めてあの世に通信され

皆さまの意識が入ってくるのです。三ヶ月位たちますと大低十センチメートル位の大きさになり五

体というものが形成されて参ります。 
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 その時にあの世から皆さま自身の意識が丸い大きなすべてを悟りきった生命でお母さんの腹の中

に入ってくるのです。 

 そのために三ヵ月目位になりますと、お母さんと子どもの意識が調和されないために、ツワリと

いう現象が出て参ります。もしこの中でツワリで困っている人があれば即座に直してあげます。 

これは子どもの意識とお母さんの意識が調和されないためなのです。このようにして十月十日た

ち生まれてくる子どもというものは、親の教育、思想、環境そのものによってだんだんと育ってい

くうちに、偉大なる智慧、偉大なる神の力を失って、人間は苦しみと悲しみを作ってゆくのです。 

 この地球上の善と悪の作り出された環境の中に、皆さまは修行してゆかなければならないのです。 

 その中から皆さまの心の中を自ら紐解き、神理の胎動に気づいた時に、今、自分自身の現在が大

事だ、今の一秒一秒の積み重ねの中に皆さまの偉大なる仏智が、偉大なる神の智慧が、具現してく

るということになるのです。 

 このように私たちは漸く三十数年間、極微の世界から極大の世界を学び、学ばなかった仏教の神

理、学ばなかった国の言葉が次々と出てくるのであります。 

 皆さまも人間として生まれた真の目的と使命というものを果たして、この世を優等生で卒業して

いただきたいと思うのであります。たとえ貧乏人に生まれようとも、それは皆さま自身があの世で

選択してきたからなのです。 

 金があり、環境がよければ、生活におぼれ地獄に堕ちてしまうために、そうした環境を選んでき

たのです。 

 自ら悟れる環境を選んできたことを知って欲しい。貧乏だからといって決して皆さまは悲観する

ことはないのです。 

 皆さま一人一人の心は神の子として偉大なる智慧と偉大なる愛と偉大なる慈悲をもっているとい

うことを皆さまは知らなくてはいけません。 

 それだけに今を大事にお互いに手をとり合い、争いと闘争の現代社会を皆さま自身の偉大なる力

によって修正し、仏国土ユートピアを作ってゆかなければならないのです。 

 最後に皆さまのご要請があれば私たちは自分一人でもここへ来て皆さまに心の偉大さを、そして

皆さま自身の仏性を目覚めさせて行きます。私たちはあらゆる教団からそのような要請をうけてお

り、いつでもどこへでも行きます。 

 そして人間はみな神の子仏の子だ、人間はみな兄弟だということを私たちは説かなければならな

いのです。 

 皆さまの中にもそのような力をもつ人がこの中にだいぶおります。インドの当時は二万余人のア

ラハンがおりました。 

 そしてその神理を説きました。我々の今のグループは約百五十数人の人たちが心の窓を開いてお

ります。 

 皆さまも真に自分自身の心に目覚め嘘のない生活と、自分の心に嘘がつけない、嘘のない生活を

築いた時に、皆さまの心の窓は開かれてゆきます。 
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 その時に皆さまの心の目は開かれ皆さまの目を通して現象を見ることもできるのです。あるいは

また語ることもできます。あるいは相手の病気もすべて癒すこともできるようになります。 

 それは皆さま自身の行ないと心が神理にそったものでなければその道は開かれないということで

す。 
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【講師幹部研修でのご講話】 

【1973-7-13 八起ビルに於いて】 

 私達が神理を広めて行くのに、一番重要なことは、「自分をつくらなけばいけない」ということ

です。自分をつくるほど難しいことはありません。人に色々と言うことは案外楽です。 

 末法という時代になりますと、人間は本当の心の状態を忘れてしまいますから、心の柱がなくな

ってしまう。自分自身の中にそれを求めなければいけないということを忘れてしまって、遠くの方

へ神仏を求めて行くわけです。 

 ところが神仏は、皆さんの心の中にあるのです。遠い世界でもなければ、インドの時十万億土の

西の方だといったというように伝えられていますが、そうではないのです。 

 イエス様は、「あの世とこの世は「あ」と「こ」の違いで、一ころびだよ」といっていられるよ

うに「いま、ここ」にあるのです。 

 全ての諸現象には原因と結果があります。多くの人は結果だけを見て原因を見ることをしません。 

 ある電気会社の社長の息子さんが、６月１７日に交通事故を起こしました。もう一ヶ月意識不明

のままです。高校３年生です。霊視すると、本人の霊は肉体に戻りたいと真っ赤な炎の中でいって

います。だが戻ることができないのです。頭をやられているので頭をコントロールできないのです。 

 ７５０ｃｃという４気筒の大きなバイクで、スピードを出していたために、ぶつかった時にくる

くると廻って飛んで頭をぶつけた。６０キロでぶつかった時の衝撃は、８階建のビルの屋上から飛

んだと同じ衝撃であるから、１００キロとなると相当なものです。この場合も原因は両親にありま

す。両親が余り甘やかし過ぎている。 

 人間は本来、病気とか、経済的、家庭的な苦しみを通して一つの道を求める場合が多いのですが、

しかし正法というものは、そういう人ばかりを相手にしていてはいけないのです。病気でもない、

経済的に困っている訳ではない、第一線でバリバリ働いているという人達が本当は知ってほしいの

です。 

 苦しみを縁として道を求めるということもいいことですが、どうしてそうなったか原因を反省し

ようとはしないで、結果だけを求めようという考え方では困るんです。苦しみがなくても、そうい

う人に神理を知らせるということが大事だと思います。 

 たいていの宗教というものは、「あなたは何年前から入信したのか」ということを問題にします

が、心のあり方というものは、時間的に古い新しいはないのです。わかってしまったら即座に知っ

てしまうのです。それが現実には「園頭さん」という方でした。生長の家の大幹部だった人ですが

真理に触れて、即座に現証が出てしまいました。こういうように私の所に来たのが古いとか新しい

とかということは問題ではないのです。 

 それだけに正法というものについたならば、自分が実行してみるということが大事だと思います。

自分というものはどうしても甘くなり易いものですが、自分にきびしさを持って欲しいのです。そ

ういう意味からいっても園頭さんのように、荒削りではあっても、自分を見つめてブルドーザーで、

自分の人生航路の凹凸を直してあの人は来たのです。その位の熱意があなた方に欲しいのです。そ

うしてあの人は心の偉大性を発見したのです。そうしないと自分の心の偉大性は発見できないので

す。 

 アニルッタという人がありました。この人はアナン達と一緒にカピラから来た人で、現在は三橋

さんといって７０才ですが、カピラから来られた時は２０代でした。人生というものは楽しいもの
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だということを悟ったのはよいのですが、仏陀の説法を聞きながら居眠りをしたことを注意され、

この眼があるから眠るのであると、それに負けてはならぬと、眠らないことをやったために逆に眼

が見えなくなりました。 

 眼というものは、ねむってこそ栄養になるのです。 

 先日、高田馬場の観音寺で講演した時に、煮えたぎった湯が子供にかかって、その子供の眼が見

えなくなったという人がありました。これはその母親が、「見たくない」という想念を持っていた

からです。想念というものは、ものをつくり出してしまうのです。 

 アニルッタさんは眼は見えなくなったが、そのために一切の執着がなくなったために、逆に心の

眼が開いてしまいました。あの世もこの世も見えるようになりました。盲目であってもどこへでも

行けるようになりました。 

 学問は人生を生きるための知識を与えるもので、生活を豊かにする手段である。智慧は心に内在

されているもので、その内在されたものを湧現させる力である。両方とも必要なものであるが、心

のあり方、道というものがわかったら、素直に歩む以外にない筈である。そのためには、己に負け

ない自分をつくることです。 

 それにはどうするかというと、インドでは、アートマンといっている「我」があります。これに

は「善なる我」と「偽りの我」とがあります。これを選別するのが正道を物差しとした反省です。 

 大きく一まとめにして反省しようとするよりも、小さいことでも一つ一つ反省して心を丸く豊に

つくり上げて行くことが大事です。皆さんの心の中のスモッグを晴らすにはこれ以外にはありませ

ん。 

 反省的瞑想は、正しい心の物差しを知らないでやっては何にもならないのです。心の物差しを持

って善我であるか偽我であるかをはっきり見極めることです。 

 

「反」というのは「ふりかえって、かえり見る」ということであり、「省」とは「少な目にかえり

見る」ということで、一ぺんにどかっとかえり見るということではなくて、少しづつ少しづつ、じ

っくりと省見ることです。これ以外、心のスモッグを晴らす道はないのです。このスモッグがかか

るから苦しみとなるのです。 

 万生万物の相互関係という環境を忘れ去って、足ることを忘れた欲望を持ち、自分さえ都合がよ

ければよいという考えを持ったことが、人類最初の犠牲者が出て、これではいけないということに

なったのです。 

 自然の中に我々は共存しているんだということがわかったら、そこに出てくるものは調和しかあ

りませんが、現在の人はそれがわからなくなってきている。そのために斗争と破壊、自然破壊もそ

こから起こってきているわけです。 

 現代社会のあらゆる思想はみな斗争の段階です。斗争と破壊というものは、万物の霊長である人

類は卒業してきたのです。ところが肉体を持ってしまうと永い歴史の中で人類がつくり出した不調

和というものが、いつの間にか我々の生活の中に習い性となって斗争と破壊をつくり出してしまっ

た。 

 その意味からして我々は正道という偏らない道、中道という道でしっかり自分自身の心を照らし

て、心の曇りを晴らさなければいけないのです。 
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 もう私の話だけを聞いている時ではなく、重要なことは如何に実行するかということです。その

実行が正道に叶っていれば、誰でも結論を出すことができるのです。 

 私の下に早く来た人達は、一日も早く自分をつくることです。年を取っているから、若いからと

か、私のところに早く来たから遅くきたからということは問題ではないのです。 

 あせってはいけません。とにかくやることです。たとえば今、自分が不調和であったとしたら、

その不調和の原因がどこにあるかをはっきり見抜くだけの力を持つことです。そうすれば第三者を

指導することもラクになります。 

 相手を誹謗し混乱させる心は、常に自分が幸せでありたいという我、偽りの我があるのです。こ

の偽りの我が自分自身を大きく暗くしてしまいます。 

 正法という正しい道を知っている人達は、第三者から入ることを八正道というフィルターにかけ

て見ることが大事です。 

 京都の田中さんは、東京に本部のある教団の責任者でした。その教団の実体を正しくフィルター

にかけて見なかったために、相手からいわれた言葉をそのまま受け入れて動物霊を見てしまった。

人間というものは、言葉でころっと参るものです。その結果あらゆる試練を受けました。そうして

トラック２台分の祭ってあった道具を運び出して捨て、祭ってあった所を取りはずし、畳も何枚か

替えました。 

 私がそこへ行って見た所、そこには私も初めて見る竜がその下に居ました。表面で私に見せてい

るのは十一面観音、竜樹観音という姿です。この竜がそこに来る人達に、あのブラインドよりはも

う少し明るいですが鈍い光を与えていたようです。ゴールドカラーの後光とは全く程遠い光ですが、

それでも素人の人達はそれを見て感心しているわけです。 

 私はそれを見破る力を持っていますから、「お前達は、竜神だの、千手観音だのといって人間を

狂わすのではない」といって光を当てたのです。彼も私を見てしまいました。そうして取り払った

のです。 

 背中は大きな松の木の肌みたいで大きなこけらがついていました。そのため田中さんは一週間デ

ーンと倒れて意識不明になったのです。そういうことになるのは類は類を呼ぶということになるの

です。 

 求めもとめていつの間にか偶像を祭るようになると、耳元で「われは○○なるぞ」といわれると

それで信じてしまうのです。 

 今日個人指導に来た青年も、「先生、私の所に観世音菩薩が現れて、即座に悟れ、観世音菩薩の

絵を描いてそれを人々に弘めよ、というのです」といっていましたが、そういわれると人間はすぐ

信じてしまうのです。 

 ある拝み屋に行ってその話しをしたら、「あなたは観世音菩薩の化身で、人を救う使命を持って

いる人だ」といわれたというのです。そうして昨年１１月夫婦喧嘩して別れたというのです。 

 そのように、動物霊、地獄霊が傍に憑いている人達は、言うこととやることと、裏腹な行為をす

るのです。 

 「君は、自分が本当に観世音菩薩の化身だと思っているのか、観世音菩薩がお前のようにいつも

イライラしていると思うか、君はいつもトサカに来ているじゃないか」といってやったのです。 
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 正しい道（法）を知っていないと、目に見えない世界からいわれると、すぐ信じてしまうという

ことは新興宗教の中には多いのです。そういう所では偶像を祭って拝ませてしまう。指導者にとっ

て拝ませてしまうほどラクなことはない。動物霊などの霊気に当てられて脳細胞を狂わせてしまい

ますから、正しい判断力がなくなって盲信狂信してゆきます。 

 中道の心は盲信狂信ではなく、正しいものの見解で、思うこと、行うことの、生活行為の積み重

ねにあるのです。間違った信仰はその苦しみがどこから生じたか、その苦しみの原因を勇気をもっ

て直視させることをせず、その苦しみから逃れようとして逃避的な祈りをさせます。 

 我々の基準は、宇宙の神理にあるということです。この法は心の法です。心の法は行いの法です。

人を指導する上からは、この法に照らして見るということが一番よいのです。 

 相手に疑問を抱かせることが大事なのです。なぜかというと、疑問は必ず解答を求めます。疑問

－解答－疑問－解答の繰り返しによって、最後にはもはやどうしても疑うことのできない、信ずる

より外はない絶対的な神理が残ります。ですから私は、講演の時に「信じなさい」といったことは

ありません。ただし、瀕死の状態でもうこの世を去ろうとしている人達には信じなさいといいます。

その結果奇跡が起こることもあります。 

 昨日は、林家木久蔵という人が来ました。丁度、山形から来ていた若い女性があって、少し後光

が出ていたものですから光を入れたら、最初は中国語で、後はインドの言葉で語りだして木久蔵さ

んはしばらくそれを見ていました。 

彼は札幌の飛行場で待っている間に、売店で「心の発見・現証編」を買って、飛行機の中で、家

へ帰って読んで、色々本を買って読んだけれども、心がこんなに感動した本はないというのです。

他の本も全部読んだと。 

 彼が今まで考えてきたことと同じだというのです。正法を知った以上、人々にも伝えたいという

のです。何しろ本に書いてあることと同じことを今目の前で見たわけで、さらに感銘を深めたので

す。 

 差し当たり身近な人からやりますといっていましたが、私の師匠の林家正蔵という人は、今丁度

テレビで幽霊をやっているんですが、幽霊の話をしている時に師匠の家に行くとゾクッとする。師

匠が幽霊が見える。「ああ師匠にはいつでも幽霊が憑いているんだな、だから顔色が悪いし、少し

おかしいんだな」と思うのです。 

 林家三平というもう一人の師匠は、一生懸命お稲荷さん信仰をしている。朝晩ローソクをつけて

やっているそうです。本に書いてある通りなんです。と、それでまず奥さん方に読ませてから師匠

の方に手を打とうと思いますと。 

 このように、自分が疑問に思っていることを追求して、自分自身、正法を実践すれば、それが一

番大事なことで必ず体験を得ます。その体験を皆の前で発表すると、それはまた自分の自信にも通

じて行きます。 

 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。 
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 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。 

 手当てというのは最近は給料等のことだと思っていますが、人間は自分自身を治し、相手を治す

その力を、誰でも持っているのです。常の私達はそれを活用することです。 

 奇跡は皆さんが起こすのではなくてあの世の協力を得ているのですから、皆さんには出来なくて

もあっちはできるんです。その準備は、正道を実行して行くことです。出来る条件をこちらで整え

て置けば、後はあの世で協力してくれるんですから自信を持つことが大事ですね。 

 病気を治すのでも、本当に治るかしら、これは良くありません。自分の心をあくまでも調和して

やれば必ず結果が出ます。なぜならば、次元の違った光の世界から協力してくれるからです。 

 愛の心で相手の痛みを良くしてやろうと手を伸ばした時は、その手は霊視すると黄金色になって

います。 

 慈悲の心を満たすには実践することです。そうすれば自信が出来ます。 

 我慢には抑圧があって争いに発展する種子がある。だから忍辱でないといけません。忍辱とは、

どんな辱めを受けてもそれを心の中に入れずに、心はいつも安らかにして置くことです。例えば相

手から言われたことが事実であって自分が反省すべきことであれば、それを素直に反省して、言い

にくいことを良く言ってもらったことに感謝し、事実でなければ憎むことなく、そういった相手を

許して、そのことを心の中に入れないことです。 

 我慢という場合は必ず自己中心的で、忍辱という場合は耐え忍ぶ心であって、自分の心の中は冷

静で第三者の立場で見ますから毒を食べません。心の中の毒、心の中の曇りをつくらないのです。 

 腹が痛い、切り傷が痛い、貧乏している、こういう時は相手がなく自分一人のことですから我慢

しなければいけません。我慢する、辛抱するということは良いことです。しかし相手がある場合は

忍辱でないといけません。相手から言われた、何故言われたか、自分の心の中であらゆる角度から

考えて、自分に言われるようなことはないということがわかったら、心の中に入れないこと、その
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ことに執着せずさらりと流すこと。そして相手を気の毒な人だ、人を落とし入れようとしている憐

れな人だとそう思うことです。 

 そして、もし自分に欠点があったら、素直に自分の欠点を認めることです。自分を裸にして反省

することです。ところが、我慢の方は、今は言われるままに我慢しといて、いつかこの仇を取って

やろうと思う。これは困ります。心の中に曇りをつくりますね。 

 肉体だけの中毒、不調和、風邪をひいた、食あたりした、転んで怪我をした等は、心まで毒しま

せんが、心を毒することが一番怖いことだと言うことを知って下さい。 

 肉体の毒はこの世限りですが、心の毒はあの世まで持ち越します。そのことからしても我慢と忍

辱の差というものを知って置くことは大事なことです。 

 だから地獄霊が憑いている人でも、地獄霊を祓えばよいという霊能中心の考えを捨てて、「あな

たのそういう心が地獄霊を招くんですよ、あなたの心の中に慈悲と愛の心があるならば、それを実

践して見なさい」、こうやって生活の中に正法を実践させることが大事なんです。そうすれば地獄

霊も憑けなくなります。心の曇りがなくなって光明に満たされるからなんで、野狐など憑けなくな

ります。そのように教えることですね。 

 まあ一回で取ることは出来ないでしょうが、何回も何回もそうして実践しているうちに完全に憑

けなくなるのです。憑いている人に正法の話をすると、「そんなこと、言われんでも知っている。

当たり前のことじゃないか」と、開き直る場合があります。「おれ、もう帰るよ」と、帰る人もい

ます。それは正法の効き目があったのであって、効き目がなかったのではないから、何べんでも同

じことを繰り返しているうちに段々良くなって行くのです。 

 こっちがしっかり正法というものを実践して智慧と為していたら、「ああ、これはこういうこと

だな」と直感的にわかるようになるし、現証も出てくるから彼らを説得し易くなるのです。 

 だから指導者として大事なことは、 

１．正法をよく理解すること。 

２．理解したら実践してみること。 

３．実践すると必ず結果が出る。 

 そうするとこういう心になった時に天上界からも協力があるんだなということもわかってきて、

人をどのように指導すればよいか自然にひとりでわかってくる。 

 正法を知って生活している人々の家は、あの世から見ますと光に包まれていますから、地獄霊が

近寄れません。心の暗い、憑かれている人がそういう家に入ると、地獄霊は光が大の苦手ですから、

憑いていられなくなって離れてしまいます。地獄霊は暗い家はすぐわかるから、すーっとその家に

入ってしまうのです。 

 私の家に、私の傍に来ただけで身体が軽くなった、病気が治ったというのはそういう現証です。

だけど、心から変わらないと、私の傍にいた時は身体が軽くても、私の傍を離れて暫くするとまた

地獄霊が舞い戻ってくるから、また身体が重くなるということになる。 

 どんな泥沼の中にでも蓮華の花は咲くんです。どんな地獄霊がいようが、そこに住んでいる人が

正法を知って実践していると、そこは光に満たされてくるんです。ノイローゼや病人のいる家は、

光を閉ざして暗くなっています。ということは、地球上の全ての家から光が出るようになれば、地

球自体が後光に包まれることになります。今は後光でなしにスモッグが余計に出ています。 
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 日本に住んでいる人が、みな混乱を撒き散らすことになると、日本沈没です。アトランテスです。

それは、神の体の一部が調和されない為に、神の体全体の調和がとれなくなれば、外にどういう手

段をもってしても調和がとれないとなれば、切開してとる以外に方法がないからです。我々の肉体

が不調和になって、ほかの方法では仕方がないとなると、手術して切り取ることになるのと同じで

す。ですから万物の霊長である人間が、先ず自分の住んでいる所から光明化するということが大事

なんだということです。 

 天変地変というものも、正法を遵法しようとする人がいる所には起こりません。 

 日本列島は危険な状態になっています。駒ヶ岳、木曽、桜島、三原山、阿蘇等が時々爆発してい

るのは、実際は浜松附近から遠州灘、関東にかける地震のエネルギーを、ああいう形で分散し発散

させて日本沈没を防いでいるのです。 

 地球は、今発熱している状態になっています。それは、そこに住んでいる人々の心が不調和であ

るからです。地球の内部にはマントルがあって、何万度何千度というマグマが対流しています。そ

れを海洋の水や、雨が地中にしみ込んで冷やしています。その水が地熱で温められて温泉となるの

です。この地核の中からのエネルギーが表面に近く噴出してきて、ある程度たまると爆発する。し

かし地球のエネルギーは、太陽から比べたら問題になりません。何万分の一です。最近、富士火山

系の温泉の温度が少し高くなっているのもそのためです。 

 この八起ビルをつくる時に予告されています。たとえ、どんな地震があっても倒れないように３

階の所に十字架が入れてあり、強度を強くしてあります。しかし、関東を直撃する地震は起こりま

せん。 

 大正１２年の関東大震災は、当時の人々の心が遊弱に流れていたために、それに対する警告でも

あったわけです。先月、キリストが私の所へ来て、「これじゃいけないから、関東に地震を起こさ

ないと仕方がない、日本人は目覚めない」というので、「今、関東を直撃したら最低３００万人は

死ぬ。それでは余りにもむごい、一時、その関東を直撃するエネルギーを除けてくれ」といって、

地下に貯まっていたエネルギーを伊豆半島から遠州灘よりに移動させて、それでも余ったエネルギ

ーがあるので、それを日本列島全体に拡散して死火山からも排出させるということになって駒ケ岳

も爆発させたのです。しかし、いずれ地震と爆発が起こって、ある宗教団体の大本堂が壊滅するこ

とになっています。 

 地球表面の温度差によって電気が発生します。それが地球を回転させるエネルギーです。回転す

ることによってＮとＳの磁極が出来る。その磁極が、そこに住んでいる人々の心によって位置が変

わって行きます。現在でも磁針は真北を指していません。偏差しています。 

 エジプト、アトランテス、ギリシャ、インド、アンデスと、この地帯が昔は春夏秋冬が一番はっ

きりしていたので、人が住みやすく文化が発達したのです。食料もよくできました。今はこの時と

比べると地軸が傾斜して磁針が偏差しその地方の気候が変化し、日本列島が位置する線が春夏秋冬

がはっきりするようになってきた。 

 極端に暑い所、極端に寒い所は住むのに不便であるから人も集まらないし、そういう所へは光の

天使は出ないのです。やはり気候も中道の所でないと如来や光の天使は出て行かないのです。 

 地軸がだんだん変わって行きます。 

 私が何故このことを自信を持っていえるかというと、昭和４２年（1967 年）１１月２３日の夜、

あの世で講演しました。金剛界で一時間半講演した時に、ワンツースリー即ちモーゼが、「お前、

ここをポンと押せば地震が起こるんだよ、お前が地上界へ帰った瞬間に、震度３の地震を起こすか

ら心配するなよ」といわれたのです。そうして、私の意識が肉体に帰ったのが丁度一時間半、その
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時間に震度３の地震がありました。震源地は利根川の下流、まさかワンツースリー・モーゼが起こ

したとしたら、あいつ、気違いではないか、といわれると思うのですが、それでもよいのです。僕

はそういうことを知っているんですから。 

 現代の科学者達は、特に地震の問題については自信がないんです。地震計そのものも一番最初は

私がつくったんです。長野県の地下を掘って、私が設計した地震計が全部入れてあります。新幹線

のモーターにも地震計が接続してあって、震度２になったらモーターが止まるように設計してあり

ます。 

 近似値というもの程、不確実なものはないので、地震学会の予告はあれは自信がないのです。し

かし、次元の違ったあの世からの指令は正確です。 

 「日本沈没」という本がベストセラーになりました。あの方（小松左京氏）はテレビへ出て、「あ

れを信じられたら困るんです。あれは私が創造した虚構ですから」と断っていましたが、ああいう

ものをすぐ信じて心を動揺させる人が多いことになると大変だと思います。 

 まあ、そういうことで、話を元に戻しますが、大事なのは、「心」と「行い」にあるということ

です。 
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【班別研修会でのご講話】 

1973-8/2～5 長野県（志賀高原：熊の湯）夏季研修会 

（園頭先生注：この熊の湯研修会の参加者は約７００名であった。 

この７００名の中の約半数３００人が生長の家関係者であった。現在会員であるという人が約１０

０名で、残り２００名は、一旦は生長の家の会員になったが疑問を持ってやめたという人達で、現

在も会員であるというある人が私の所に来られて、高橋信次先生の教えと、生長の家の教えは似た

所もあるし、どこがどのように違うのか、はっきりわからない人があるので、その点をはっきりさ

せてほしいという申し出があり、それで研修２日目の朝食後の１時間の休みを利用して説明をする

ということにして、生長の家に関係のあった人は講堂に集まって下さいと発表したら、約３００名

が集まられたのであった。 

 この時の自主研修は１班を１００名位に分けて７班が編成され、それぞれ担当の講師がおり、高

橋先生は各班を廻られながら全体を指導されるという形になっていた。その時、田口氏が所属して

いられた班へ来られてお話をされたものである。 

 であるから、このお話は熊の湯の研修参加者全員が聞いた訳ではない。このお話の中には、今後

世界がどうなって行くかという重大な予言があり、間違った信仰をしている人達への警告となるも

のもあるから、このお話の趣旨をよく理解して頂きたいと思う） 

【本文】 

 皆さんは、あの世などというと、そんな馬鹿な、と言うでしょうが、丁度、昭和４４年３月、イ

エス様から色々な事を予告されました。その時、天上界へ行ったんですが、天上界へ行きますとね、

日本の国などテレビで見るよりはっきりと全体が見下ろせるんです。 

 そうすると、私達のグループが何処へ出ているか、みんなわかってしまうんです。実在界あの世

で約束して出て来ているんですからね。 

 我々は、日本に出ることになった。ところが肉体を持ってしまうと、生まれる時にいっぺん実在

界あの世のこと、前世のことは、潜在意識の記憶の深い所に隠されることになっているため、思い

出せないのです。それは成長するにつれて思い出してゆかなければならないのですが、生まれた環

境、教育、思想、習慣と、そういうもののために自分がわからなくなってしまうのが、多くの人の

人生なのです。 

 光の天使達はしかしそれでは困るんです。ところが壁が厚いのです。疑問を持って何かを求めて

いるんですが、その求めているのが一体なんであるのか、自分でわからずに、「あれもいいよ」「こ

れもいいよ」「そうかな」と、ついそういうものを求めてしまうんです。それを私が天上界から見

ると、仲間がいるのがわかるんです。 

 昭和４４年２月の東京の講演会の時に、やがて私達の仲間が関西からグループになって現れるで

あろうと予言したのですね。そうして６月に、２人がスパイに来たのも知っていたわけです。 

 ８月に研修会をするといったら、またこの２人が来た。この２人の先生は何も言わないんです。

いつ言うかと待っていたけど言わないので、言わないなら言わしてしまえと言わせてしまったんで

す。 

私はその人達の指導霊、守護霊と話をするから、皆わかります。その守護霊は、僕のインド時代

の仲間であり、天台山時代の仲間でもあり、さらに比叡山時代の仲間であり、本当の仲間もいいと

ころなのであることを、みな僕に言っているんです。肉体を持つと、それがわからなくなってしま

うのです。 
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 私は既に２人の守護霊から聞いていますから、守護霊が言ったままをいった。「あなた達は今は

こういうことをやっている。あなたたちが思っていることはこういうことである」と。それで後に

なって、言った、言わないということになってはまずいから、私が今から言うことをテープに入れ

なさいといって入れさせた。 

 「あなた達の会長という人はこういう人で、メガネをかけて、背はこういう高さで、顔をこうい

う顔をして、そうしてこういうことを思っている。このテープを黙って会長に聞かせなさい」 

 この時の講演で金粉が出た。汗がみんな金になる。話す言葉がみんな金になって口から飛び出す。

あの金をまとめて買ったら大変な金額になる。 

 （園頭先生注：その後、高橋先生の講演の時、しばしば金粉が出た。昭和４８～４９年にかけて、

福岡、佐賀、鹿児島、宮崎の講演の時に金粉が出て、高橋先生の顔も手のひらもみんな黄金色にな

ってしまった。私はそれを見た時に、なぜ釈尊像を黄金仏とするかがわかった。） 

 私は科学者ですからね。こんなことがあるのかと最初は私もびっくりしたのです。もって帰って

はいかんといったのですが、持って帰った人がありました。私の手から顔から金粉が出る。口の中

からいっぱい出る。誰かが「あ、光った」といった。とたんにその金を拾って持って帰ろうと壇上

に何人かの人が殺到した。結局その金は消えましたね。 

 私は、私達の仲間が来ると、皆知っていたのです。マーハー・ナーマン、カピラバーストのクシ

ャトリア（武士）、ラージャン（王様）だったと、私は彼を知っていた。 

 お前が説く神理は、太平洋岸にずっと伸びて行くであろうということを天上界から聞いていた。

だから現在は皆太平洋岸です。岩手、仙台、水戸、それから千葉、東京、神奈川、全部太平洋岸で

すね。 

私の本が出てから日本海沿岸からも来るようになった。今度もアナン（阿灘）という人がどこか

ら出てくるか、それから九州からシャーリープトラー（舎利佛）が出てくると、みな分かってしま

っていたからです。 

 私をごまかすことは出来ないのです。現在の宗教なんて関係ないのです。現在の宗教に関係のな

い所からもいっぱい出てきます。 

 あの世から出て来る時に、シャーリープトラー即ちウパテッサは、私は九州からやりますと、ア

ナンは、私は京都へ出ます。京都という所は宗教的に厳しい所で神理が歪められているが、私はこ

こに出ますといって、皆でているのです。 

 日本ばかりではありませんよ。外国へも、朝鮮にも出ています。それがやがて火の手を挙げる訳

ですね。 

 私は、インチキな予言はしません。インチキな予言までして喰わなくても、喰うだけは職業は持

っているんですから。金儲けするならどんなにでも金儲けできますよ。この人はいくら金を持って

いるか、みなわかりますから、金持ちの所へ行って、病気になってもらって「医者じゃ治らん」と

いってパッと治してやったらいいでしょう。 

 今、私は電気関係の会社をやっていますが、材料を買うにしても、ダイオード買うにしても何千

万という金が動きますよ。金儲けだけやるつもりなら、金持ちの所へ行ってパッと病気を治してや

って、でもそんな馬鹿なことやりたくないです。 

 物質化現象したり、手品師の真似事みたいなことをしたり、あんな真似事みたいなことしたって、

しょうがないですよ。だけど信じてもらうためには、しなかったら誰が信じますか。 
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 私が最初関西に行った時、手強いのがあったんですよ。「この人治りますか」、ドンパーの人ね。

パッとやったら出て来ましたよ。若い女の子でしたね。それもね、盲目で井戸にはまって自殺した

女ですよ。それが鬼婆になって、口が耳元まで裂けているのがわかるのですよ。それをパッと目を

あけてやった。とたんに威張りだして「お前の力じゃないんだ」「ああそうか。じゃ、また盲目に

してしまえ」、私等は自由自在ですからね。寒くしようとどうしようと、盲目にしようと自由自在

なのです。 

 あの世のね、それだけの権限を私達は与えられているのですよ。 

 最後は「出ます」といって今は治ってしまった。いざりが、こうやって歩いていた人が、パッと

治ってしまった人もいる。 

 こんな人もいました。お父さんの霊が出て来てね。それが憑依していてね、地獄に堕ちているん

ですよ。その霊が憑依しているものだから、足を火傷したけど熱くも痛くもない。お医者さんに見

てもらったけど、お医者さんは表面だけしか分からない。僕等はこの目で見えるんですからね。そ

んなのをいっぱい治してやって、「これはほんまや」ということになる。なかなかむつかしいです

よ。今までにないことが起こっているんですから。 

 だから私の学生仲間は、「あいつ、なぜあんな真似するんだろう」と、最初は疑っていました。

我々の仲間というのは、大抵、工学博士とか理学博士というのがおりますからね。こっち（頭）で

判断する。しかし僕の言った通りになるのですから、信じざるを得ないのです。そういう連中も、

最近ようよう、これは並大抵じゃないと信じ出しましたね。 

 僕は大学は電気科ですし、幼年学校、士官学校を出て、大学では電気を専門に学んできました。

だから、私がしゃべっているのではなくて、天上界、あっちの人から教えてもらっているんです。

勉強もせず、原稿も持たずに何時間でも講演する、そんなこと普通できますか。 

 ○○商店の若いお婿さん、○○駅の傍に大きな楽器店があるんですよ。そこの娘婿さんが首が曲

がらないのですよ。私の所に尋ねて来ましてね。１０年も曲がらないんです。医者に見てもらって

もダメ、車を運転する時はこうなんです。手の方もダメなんです。昭和７年から１０年くらいの人

なんです。僕の所へ入って来たら、その人の横に居るんです。 

 「貴女だーれ」と聞いたら、そのご主人はそんなこと知らないですよ。言わないのです。そこで

私がそのご主人に、「あなた、女の人を困らせたことあるの」と聞いたら、「ない」というのです。

「ちえ子と言ってるよ。ちえ子って誰」と聞いたら、１０年前に亡くなった奥さんだったのです。 

それで僕は奥さんに、「あなたのご主人は、あなたが亡くなったので、新しい奥さんをもらって平

和に暮らしているではないか。それなのに、あなたは死んで、まだ、ご主人に未練を持っていて、

それで憑いていてどうするの」と、こんなことを話したのです。 

「私は行きたくない」というから「行きたくないなら、私がしっかりと教えてあげるから、まず

離れなさい」と。それで懇々と教えて、彼女を連れて行ってもらったのです。その時に、私の守護

霊、不空三蔵に助けてもらい、連れて行ってもらったのです。そうしたら、首が治ったのです。 

 「そうでしたね」 

『そうです。治りました』 

 １０年も医者に通って治らないのが治ったんです。だから、私がやっているんじゃないのです。

私は教えを受けているのです。だから、光を入れるのも自分ではないといっているのもそれなんで

す。 
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 そうしたら何で増上慢になれますか。僕がやっているなら、威張れるのですが、僕、なんにも力

がないんですから。こと、神さまのこととなると素人なのですから。それを教えてもらうのだから。

だから私は、これは自分だけの力ではない、次元の異なった世界の協力者によって動かされている

んだから、だから、自分の力じゃないんだから、やるならば、そういうことが受けられる自分自身

を作るということが大事です。 

 心を常にきれいに、そして、謙虚な心を持って、いつでも受けられる自分にしなければならない。

こうして私は、自分をつくっている。ですから、関西本部のことも前からわかっていた。今後のこ

ともわかっています。恐らく、理論的にも現証的にも、我々にかなう人はおりません。はっきり言

って。 

【 質問 】 

 地球の動きは実在界（天上界）から見れば決まった方向へ動いているのですか。 

【 答え 】 

 そうです。もう決まっているのですよ。皆さま自身も神なのですよ。その神である自分が、人間

というよりは動物に成り下がっているんですよ。人間はみな神の子なのです。あの世へ帰るとみな

同根なのです。同根であって一人一人の個性は誰も持っているんです。ですから、あの世は時間と

空間がないのですから、即座に何でも出来る。 

 今度は、あの世を物理学で説き始めた。「心の原点」、心を物理学的面から、誰でもわかるよう

に書いてある。方程式ですね。あの世とこの世は次元の差があってつくられる。 

 我々はあの世から見れば、テレビの中のスターです。人生劇場の中のね。盲目で何をやっている

のか知らんですがね。Ａさんを調べようとしたら簡単ですよ。上から覗いてみると、みんなわかる

んですよ。考えていることも、やっていることも。 

 ある会員さんの関係で電話が来た。私の主人はどうなっているんでしょうか。宮島○○といって

も、全国に何人も居ますからね。住所、氏名、生年月日これだけ聞く。それで私は言いました。「宮

島という人の行った経路を教えて下さい｣と。それがテレビのように映るんです。どこへ行ってどこ

へ行ったか。ああバッカスという飲み屋へ行ったな。ここでこういう男と逢ってこういうことを接

渉している。それから連れ出されて、山の用水池の一軒屋から２メートル位の所で、ノミで殺され

ている。そう言う事を予言して、そうして奥さんに、明朝早く警察へ行きなさい。その通り警察に

報告した。余り詳しいと犯人だというかも知れないしね。だけど３日目に捕まったんですよ。 

 近鉄の爆発事故がありましたね。あの問題もそうです。あれは、ＲＧというグループで関西を調

べてもダメ、東京の中央大学の学生です。県警本部長が御礼に来たのです。ところが、天上界から

怒られたのです。「お前、そんな犯罪調査のお先棒を担ぐようなことをやっていると、都会の悪い

奴がおったら、そいつ等から殺されるぞ」と。 

 それで３億円事件の犯人も僕は知っていますがね。そんなことを新聞に出されたらことです。そ

いつ等から僕が付け狙われて殺されてしまいますよ。「お前は神理さえ説けばいいんだ」と注意さ

れたものですから。だから今でも警察関係から頼まれるんですが、一切お断りしているんです。 

 まあ、そういうように、次元を超えた世界から教えられますから、わかる訳ですね。 

【 質問 】 

 霊能者という人達は、ホンモノとはいえないのですか。 
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【 答え 】 

 いえません。狐が教えている人が多い。皆さん、重要なことは、その人達が、心に正しい基準を

持って毎日それを実行しているかです。これだけです。 

それがなくて霊感があったらウソです。危険です。それは必ず動物霊か地獄霊が支配しております。

だから、そういう人の言葉を一つ一つ分析して吟味してみることです。 

言うことと、やることが一致しているか、これですね。それを見ることが先です。外見だけ見た

のではダメです。 

 ホンモノというのは、先ほども言ったようにその人自身、心と行いの尺度、物差しを持っており

ます。物差しを持って生活しております。 

【 質問 】 

 新興宗教の教祖さんは、殆んどが動物霊が支配しているんですか。 

【 答え 】 

 それは私は言えません。皆さんが、私が説いている基準で見てください。そうすればわかります。 

【 質問 】 

 今までのことからして、私は先生が教祖さんに納まった方が、この教えを広めやすいと思うので

すが、だが先生がお仕事を持ちながらやっていられる所にかえって魅力を持っているんです。だか

ら今後とも･････････。 

【 答え 】 

 釈迦の時代は山の中に入ればマンゴであろうが、パパイヤであろうが、果物がいっぱいありまし

たから、まず餓死する等ということはなかったのです。今は金が無ければ食べてゆけません。だか

ら天上界からイエス様が言われるのです。「私達の頃は、羊の尻を追いながら道を説いたものだよ。

荒れ果てた地をさまようようにして道を説いた。お前達は幸せだよ。飛行機などというものもある

し、外に乗り物もあるし、俺達は５０里、１００里の道を歩いた。君達は、ひとっ飛びだ。それだ

け幸せだよ。しかし、心の無い人たちが多いから大変だなあ」と、そう言われました。 

【 質問 】 

 私の考えでは、先生が新興宗教の教祖に納まられた方がお金がじゃんじゃん入ってくるし、お金

の心配ということをなさらなくても、でも、先生にはお考えがおありと思うのですが。 

【 答え 】 

 僕は一生懸命働いて、金は別の所で集めます。戦後新興宗教がたくましく発展しましたが、それ

らの教祖は全部力がないから、一歩踏み込んで質問されたら返答できませんね。 

 正法というのは、文証、理証、現証３つ揃えて、人間が疑問を持ってもよいように、ちゃんと解

答が出来るようになっています。新興宗教の教祖達は、その場で質問させるということをしません

ね。答える力がないからです。 

【 某氏 】 

 それは質問することは前もって書かしておいて、それに対してこうだというのです。私はこの前、

７月の大阪講演の時に、これで質問終わりという時に、あなたは、精神面でも肉体面でも、これま

でのことを反省しなさい。２７、８歳の時のことをよく思い出しなさい、といわれた時にわかりま

した。普通の宗教の指導者は前もって書かせていっているが、何も持たずにあれだけ言われました

ので、びっくりしましたね。 
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【 先生 】 

 そんなことは簡単なことですよ。私はすぐわかりますから、別にその人が黙っていたって構わな

いのです。ただ、あゝ言わないと相手が納得しないのです。それでまだ相手がこちらを信用しない

というなら、その相手が、これは誰も知っていない、知られては困ると思っている秘密をこちらか

ら言ってしまいます。絶対に私の前に嘘などつけないのです。それでもまだ嘘を言ったらひっくり

返ります。 

 僕等は、この人、おかしなものが憑いていると肩を叩くでしょう。今日だって、行者の霊が憑い

ていたご婦人がカーッとなったら、グッーと倒れてしまいましたね。それともう一人、浜松から来

た人、いくら偉そうなことを言っても、見えて、聞こえて、話せなかったらいけない、危険です。 

 相手がいくらうまい事を言っても、相手の心、意識を見ます。後光を見ます。それでもダメなら

「守護霊、お前話せ」といいます。八百万の神と日本の神道でいっているのは、この守護霊のこと

をいったのです。 

 守護霊でも指導霊でも、「君達はどうしてこの者をしっかり守護、指導しないのか、そんなこと

でどうするんだ」と言います。当然のことです。何もわからずに人生の修行をやっているのに、い

い加減なことを天上界の連中にやられたのでは困ります。 

【 質問 】 

 地球はこれから、段々よくなって行くのでしょうか。 

【 答え 】 

 良くなって行かなかったら困ります。しかし、もうちょっとの間は悪くなりますよ。今から色々

な面で、我々が、また、我々と同じような神理を持っている人達が立ち上がらない限りダメなんで

す。 

 ですから、そういう人達、心ある人達が地球上に、人類はどんどん増えています。 

 １/３が霊界以上、１/３が幽界クラスの人達、１/３は他の天体から初めてこの地球上に魂の修行

に出てくる人達、それは心の広さ、光の段階でわかります。 

特別の使命を持った光の天使は、霊界以上の１/３の中の１割くらいです。その中には学者あり、経

営者あり、あらゆる人達がいます。そういう人達は、必ず、色々な宗教に頭を突っ込んで疑問を持

ちます。これで良いだろうかと、どうも違うなと捨てる人達。 

 それは何故かというと、その人が過去世で正法を学んだことが、その人の心のテープレコーダー

に記録されているから、それでその人は潜在意識で、正しい宗教はどうなければならないかを、ち

ゃんと知っているからです。 

 人が上手い事を言う。じゃ一つやってみようか。ペンダントが３万円、３万円は大金で、金は惜

しいが、まあボーナスが入ったから３万円位いいだろう。そうすると教祖は、７カラットのダイヤ

モンドをぶら下げている。きんきら金の恰好でね。 

自分の心から光が出ないから金襴緞子を着て、格好で光を出している。そうするとそれに目が眩

んで馬鹿者はヘイーということになるのです。 

 まあ、それを信ずるのもいいでしょう。そういう人はそういう心の段階でしかないのですから。 
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 みなさん、ここで考えなければならないのは、モーゼ、釈迦、イエスといった人達はきんきら金

の服は着ていませんでした。如来の着ているものはみな、質素なものです。決して装飾品をつけて

いませんよ。如来の仏像を見たらわかるでしょう。 

【 某氏 】 

 先生の説明を聞いて、成る程と思います。今まで気が付きませんでした。 

【 先生 】 

 だから、きんきら金の服や着物などつけている人は、自分の力のない人なんです。そういう人が

説くのを宗教だといっているが、そういう人間を、おっ立てる馬鹿者が一人でもいれば、そういう

宗教は成り立つということになります。ところがそういうものは必ず反作用を起こします。 

 結局、そういう宗教は問題が起こって、精神的にも肉体的にも、がっちりやられるということに

なります。 

 ところが、執着のない人達は、一切、飾りなどしません。普通の飾り気のない質素な服装をして

います。心にダイアモンドを持つということ、それが大事なのです。 

 格好で脅かすようなのはね、人間以下の動物のやること、蝶なんかでもね、雌、雄ちがいますよ。

光の天使、心を説く人が、そういう格好をしていたらおかしいんです。あれも飾りたい、これも飾

りたい、飾りたいという執着を持っているのは、ホンモノではないんです。 

 如来というのは、上上段階光の大指導霊、なんにも飾っていませんよ、質素です。だから、女は

ね、上上段階光の大指導霊にはなれないんです。化粧はする、イアリングをつける、ネックレスを

つける、まあ仏教的にいうと菩薩位の所まで。 

 でも、地球上で菩薩というと、偉いですよ、大変な、大変な、永い永い輪廻転生の体験を経なけ

ればなれません。それは輪廻転生の過程によって、雪だるま式に、小さい時からだんだん大きくな

ってゆく、心の広さですから。 

 だから、菩薩になろうとするならば、今生でなければ来世、来世でなければ再来世と、こうして

より豊かな自分の魂を磨いてゆくことなのです。こうして菩薩の境地というのが生まれてくるので

すね。 

 だから菩薩というのは、インドの言葉でボサターといい、悟りの段階をいうのです。よく、どこ

そこに大菩薩がいられるといいますが、冗談じゃありませんよ。菩薩が出てくるには、菩薩と同じ

だけの心を持った人でなければ出ないんですよ。それを皆さんは、知っておかなければならない。 

 並四級のラジオでは、外国の電波は入りません。壊れたラジオをポンと叩くと、調子の加減でガ

ァーと鳴るということがあるでしょう。調子はずれのガァーガァーいう雑音、まあ地獄霊がかかっ

てくるのは、安物の壊れかかったラジオみたいなものですよ。ところが、オール・ウェーブ（超短

波）クラスになると、ダイヤルを回すとちゃんと選局されて、地球の裏側の電波まで入ってきます。

それと同じですよ。 

 心の段階、人間の心の段階なのです。だから、そういうような段階を自分が作り上げて行くので

すから、心の広さ、そこで私が書いている「心行」の中には、「心の段階は、光の量の区域なり」

と書いたのです。 

 光の量の区域というのは、後光の出ている量によって決まるのだから、心の段階が上になると後

光の量が広くなるのです。 
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 動物霊は菩薩に化けるのがうまいです。有名な菩薩に化けますね。どういう菩薩の姿を見せたら

信ずるか、人の心をよく知っていますからね。 

 富士山の頂上で拝んでいるうちに出てくるのは１００％狐です。よく、私は霊感があるといって

出てくる人がありますね、他流試合を申込んでくるのもあります。そんなのは僕はへっちゃらです。 

 東京でも、教祖をやっている大西という人、高橋信次君、なんてね。僕は６階にいるんですが、

その大西という人が受付に来た。相手は新興宗教の金持ちで、私みたいなみすぼらしい格好はして

いません。３階の私の所へ案内して来た。 

 「高橋信次さんは、どこにおりますか」 

 私は前にいるのに、私を小使いかなんかだと思ったんですね。本人を目の前にしてそういうので

す。 

 「お座り下さい」というと、「あなたですか」 

 高橋信次という人は、相当年を取った、格好のよい、髭でも生やした男かと思っていたんでしょ

う。それが丸っきりどこかの会社の課長にも及ばない、係長みたいな格好をして出て行くものです

から。 

 私の所へ来ましてね。 

 私はそういう時には黙っているんです。向こうから話をさせた方が話が早い。そうしたら、 

【 大西 】 

 あなたは釈迦だと自称しているが、釈迦が生まれてくるはずがない。 

【 先生 】 

 はあ、釈迦ですね。僕はね、自分から釈迦だといったことはない。だが、人の口には戸が立てら

れませんからね。それが本当であるかないかは、あなたがわかるなら立証できるはずだ。あなたは

教祖だといって、多くの人を迷わせている。 

【 大西 】 

 迷わせていません。 

【 先生 】 

 その証拠に、私が誰であるか、あなたはわからない。わからないということは、人にもわからせ

られないということだ。意味がわかりますか。 

大体、あなたは、自分の住んでいる場所が変わっているのはどういう訳か。あなたは自分の本妻

は四国において、今ここにいるかあちゃんは一体、何者なのか。神さまを説く人がなんですか、そ

んなことはないとは言わせませんよ。 

【 大西 】 

 そんなことがわかるんですか。 

【 先生 】 

 そんなエッチな宗教家ってありますか、出直して来なさい。あなたは心のことは何もわかってい

ない。頭でわかっても一つも行いが出来ていない。出直しなさい。 
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 そういうのが教祖で、それが神学博士だなんて、そういうのに騙されて、金持って来い、何持っ

て来い。あなた、金をそんなに何するんだ。怪しい事をやって、そんなもの信仰的でも何でもない。

あなたは私をわかっていない。ビシッとやってやったんです。 

 中には挑発に来るのもいるんですよ、まあ大抵ダメですね。一気にひっくり返ってしまいます。

それだけの力が僕にはあるんです。人間には、根本の正しい道を実行させることが大事です。我々

は争うことを目的としているんじゃない。争う必要はないんです。それで、今後そういう人達は、

みなバンザイしてダメになりますね。 

【 某氏 】 

 これまで私達は、そういうことが正しいと思っておりましたから、言われることがなるほど、な

るほどと良くわかります。 

【 先生 】 

 私は皆さんに、信じろと言ったことはないんですよ。どうしてだろう、なぜと疑問を持てといっ

ています。疑問を追及してゆくと最後は神理に到達するからです。 

 だから、私は、ずーっと講演をして来ているけれども、最初から素直に信ずるな、疑問を持て、

持ったらもう一度質問をしろ、そうして最後に到達するのは神理なんだからといっているんです。 

 だから、わかったような顔をする必要はないんです。こっちは３２年かかって、やっとわかった

んだから、それを１回聞いてわかったなんて、そんな１回でわかるという頭のいい人はこの地球上

にはおりません。 

 イエス様が言われたんです。お前は疑問を持てというからいかん、「信じろ」と何故言わないの

か。イエス様と僕とはちょっと考えが違うんです。そうするとイエス様は、それでは困るんだ、中

途半端になってしまって、信じろと言え、というんです。 

 私は聖書を読んだことはない。病気の場合はね、本当はね、信じさせた方が奇跡が起こるんです。

疑問を持っている人よりもね、拒否反応を持っていないほうが速いんです。相手が受ける心、信ず

る心があれば奇跡が起こるのが速いんです。 

 私が疑問を持てというのは、どんな疑問にも答えられる力を私がもっているから言うのです。力

のない者がポコポコやるのが一般の宗教ですね。信仰が足りない、拝み方が足りない、あいつはこ

うだ、とそういう。そういう言い方が一番ラクな方法です。何があっても、信心が足りない、もっ

とお経を上げろと言って置けばいいのですからね。 

【 某氏 】 

 今までの経験上、その通りです。 

【 先生 】 

 だからね、それじゃいけない。私達はあくまでも疑問を持つ、回答を得る。そうして自分が理解

したら即実行する。実行しないで屁理屈言うのが一番いけない。 

 正法は実践、体験を得て、そうして実際にわかってくるのです。 

 だから、いくら頭でわかっていても、僕の話でも聞いている時はわかっている、これでは何にも

ならん。この中にも、色々宗教をやった人がいますけれども、いくらやってもダメですよ。 

 お水上げたり、お茶を上げたり、お花を上げたり、いつの間にか、心に足枷を嵌められてしまう

んです。そうすると、後は罰が恐いから、まあ、そういうことです。 
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 あなたは、そこのところ踏ん切りつけて捨てたんですからね、偉いですよ。そのように出来る人

は救われるんです。 

 それには、自分が心をしっかり持って、間違いがないかな、自分の心はこれでいいかなと、やっ

ていなければ、せっかくの正しい信仰も分解しますよ。そういうことをやると、心のあり方がしっ

かりわかってくる。 

 私が説いているのは、「心」です。 

 今までに、口で「心」と言う人はあったけれども、心にも形があるんだといったのは、私が初め

てです。 

 心には、感情、知性、理性、本能と、それを行動化するかどうかという意志の働きの領域がある

といったのは、外に聞いたことはないでしょう。一人一人こうやって見ていると、この歪つなのは、

このフワフワしているのは、これはイライラしているなと、心に形があるのがわかって来た。 

 生まれたばかりの子どもはね、実にきれいで、まん丸い、それが大きくなるに従って歪が出てく

るんですね。 

 ああ、人間の心はこうなんだな。この中はなんだ、どうして、と追求していった。そうしたら、

「パスカルの原理を勉強しろ、パスカルの原理を勉強しろ」と、天上界から教えられた。 

 「作用・反作用の法則」ですね。 

 丸い心の中に、これだけ歪が出来ていれば、それだけその結果が出るではないか。なるほど、そ

うするとその中に感情があるんだよ。一体、心はどうなっているか。 

 ハート型に見える人がいる。この人馬鹿にピンク色に光っているな。昔から心をハート型に書い

ている。これは一体なんだ。あなたはいくつ。すると守護霊が、「この人は恋愛中なんです」と教

えてくれる。どんな人ですかと聞くと、その姿を見せてくれる。「あれ、あなたは恋愛しているの、

こういう女の人だろう」と、みなわかってしまう。 

 そういうことから、恋愛している人々の心を、なぜハート型に書くかがわかってきたんです。恋

愛している人の心は、実際にハート型になっているんです。恋愛すると、感情がふくらんで、本能

がふくらむ、そして理性を失いやすくなる。講演中にこうやって、若い人達を見ていると、ムード

が違う。恋をしている人にはピンク色の後光が出ている。 

 そう見ているうちに、心には、知性、感情、理性、本能の領域があり、その中心に我々の霊、神

の子の意識があることがわかった。 

 我々が耳で聞く、すると大脳皮質の神経繊維に電気振動が起こる。大脳皮質の中は、視覚、聴覚、

味覚、嗅覚等、全部分野が決まっている。そこに電気がピカッと赤くついて電気振動が起こる。人

間の脳から出る神経繊維の電気振動が、肉体の船頭である、我々の意識、霊に伝わってゆく。それ

によって意識、心が思う。思ったことが今度は別な振動となって脳に帰ってくる。 

 そこで私は、肉体と霊、意識、心は別だということがわかってきた。 

 それで、心はそういう仕組みになっているから、心は丸くして置かなければならない。そして、

心というものが、どんなに重大であり、これが私達の永遠の生命であったということを知り、肉体

はタダの船なんだな、ということがわかったのです。それでまた、これは本当かな、と思ってあっ

ち（天上界）へ行って聞くわけです。 
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 するとイエス・キリストを名乗る人が何人もいるんです。髭をこう生やした人、それから、少し

面長な人とね。声も違うし、アクセントも違うんです。 

 それで、本体と分身の関係がわかってきた。 

 それから、「細胞を学べ、細胞を学べ、五体の形成はどうなっているかを学べ」といわれた。 

 だから、なぜ、どうして、と突っ込んで結論が出てきた。 

 だが、一般の人は突っ込めないんですね。こういうことを僕は１０歳から４２歳まで、そんなこ

とばかりやってきた。 

 そういう所から、稲刈機械というのも、僕の発明です。会社をやりながら長野の田舎で田んぼを

つくっていた。腰が痛くてね。それなら立って刈ればいい。定量にするにはどうするか、束ねるに

はどうするか、と考えた。 

 レナウンのスポーツシャツ、これもゴルフをやっていてね、シャツが上に上ってしまうんですよ。

そのたびにシャツをズボンの下に隠す、面倒くさいでしょう。それで家に帰って切ってみてね、脇

下に三角の布を入れればいいと考えついた。便所の臭み止めの「無臭元」があるでしょう。あれも

私の発明です。 

 全て疑問から出たものです。 

 それで私が、昭和４３年７月１２日に、自分自身が何者であるかがわかった以降は、ドイツ語で

アインシュタインが出てくるのです。鼻の長いのが出てきて、むつかしい数学を解く。俺は一体な

んでこんなことをしなければならないのかな、と思ったりした。僕の本の中に、相対性理論が出て

きたり、次元の差という説明があるのは、アインシュタインから教えられたのです。 

 アインシュタインが、自分の法則には手落ちがある。振動、ブランク常数というもの、人間の脳

波の振動も、波動という一つの現象となって伝わってくる。そうすると、それにおける、仕事を為

しえる能力というものは目に見えないが、エネルギーが起こる。みな、そうやって教えられたもの

です。 

 文学的才能ゼロの男が、２０日間で原稿用紙４６０枚、「餓鬼道」改題「愛は憎しみを越えて」

を書いたのも、みなそうやってです。 

 人間は、本当に偏らない中道以外にないのだということ。どんなに、お経を上げても、お経を上

げるのが上手くても、それでは救われないよと。「南無阿弥陀仏、なむあみだぶ」冗談じゃありま

せんよ。それでみな地獄へ行っているんですから。 

 大体、坊主は生きている人を救うのが本来の役目でしょう。それを香典の額などといったのでは

たまったもんじゃないですよ。坊さんは生きている人間を救い、亡くなった人達には、人間はかく

あるべきであって、あなた達は、この辺が間違っていなかったかと、教えてやるのが坊さんです。

坊さんが、どんどん、病院に出入りするようにならなかったらダメ。 

 今、死なんとする時に、「あなたは今から、この地上を去るのです。心をきれいにして行きなさ

い」と言うのが当然のこと。それを死んでからお経を上げるなんて馬鹿気たことで、これは今まで

の宗教の大きな間違いである。 
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 「人間の心は、こういうものだ。あなたは、どういう生き方をしてきたか、病気にどうしてなっ

たのか、あなたはこういうことがあったんだ、それをよく反省しなさい」、こうやって教えてやれ

ば、死んでも地獄へ堕ちないんです。 

 今まで、あの世へ帰ってすぐ、「やるだけやったぞ」という人はいませんね。 

 最近では外人であります。ヘレンケラー（三重苦の聖者：見えず、聞こえず、話せない）、「や

るだけやりました」といって天上界へ帰ってきました。 

 それから、シュバイツアー、エジプトで治療に従事した。この人達は菩薩界の人達ですからね。

こういう人達は使命を持って出られた人です。 

 日本では、例えば総理大臣であっても、「私はやってきました」という人はおりませんね。 

 私の所へね、東急の専務が訪ねてきた。「私の親分と話をしたい」と。後藤慶太かと思った。当

然でしょう。東急の専務ですから。ところが違ったのです。その親分という人の意識を僕の体に入

れた。ドカンと体が重くなった。声が出ない。その内に少し声が出るようになった。「マサヤン、

お前さん、良く訪ねて来てくれた」、僕の声じゃないんです。池田勇人総理大臣です。「日本を救

った、日本を救った」と言っていますが、地獄界です。その前の総理大臣（編者注；岸信介）も地

獄です。 

 私は、そういうのを実際に地獄界へ行って見てきているから、地位や名誉は関係ないといってい

るんです。ですから、講演の中で、貧乏に生まれても、心まで貧しくしてはいけないと教えている

のです。貧乏人だから、といっても恥ずかしくないんだよ。いくら地位が高くっても、大臣でも地

獄にいるんだから、大臣だってただの人間だからといっているんです。 

 それは、自分がその環境を望んで約束して出てくるのですから、いくら金を持っているかとか、

地位は関係ないんだ。 

 地位が上の人ほど地獄にいますね。欲望で一生を過ごすから。あんな水呑み百姓が、というひと

が天上界へ行っているんですから。 

 大久保彦左衛門ね、びっくりしましたね。菩薩界できれいな光を出している。僕の所へ来まして

ね、「大久保彦左衛門め、にてござります」 

 日本で有名な坊さんで、菩薩界へ行ってる人は少ないですね。 

 日蓮さんもね。永いこと自分から地獄界におった人ですよ。菩薩界に入らなかった。自分の蒔い

た種が、その後、多くの大衆を狂わせてしまったという責任を負ってね。あの人は、あの世では知

らない人はいませんね。あまりにも有名で、謙虚なんです。今の創価学会のやっているようなもの

ではないんですよ。 

 心のきれいな人達は、例え貧乏でも立派な人がたくさんいる。だから、金額の多寡や地位が人間

の値打ちを決めるんじゃないんです。その人の、思っていること、行っていること、それがどんな

に調和されているか、どんなに片寄らないものの考え方、行為をしているか、それがどんなに大事

かということがわかったのです。 

 そうなってきたら、地位も何もいらなくなるのは当然です。 
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【 某氏 】 

 私の場合は、６０歳を過ぎてしばらく、２～３ケ月前、神理にふれたんですが、ありがたいです。

やがて、霊界、神界へと昇ってこの神理を行ずることが出来るのですか。 

【 先生 】 

 出来る。 

 それはね、この地上界の１年は、あの世の１００年に匹敵できるんです。ですから、この地上界

で学んだことが優先されるんです。私の神理の話を聞いた人は、ただ１回であっても、意識にちゃ

んと記録されています。あの世へ帰った時、そこだけが光りが出ているんです。悪いことをした所

は、暗くなって赤字で書かれております。 

 それはいずれ自分が裁くのです。こういうことを聞いた、ああいうことを聞いた、ああやればよ

かったのだ、間違っていた、こんな執着捨ててしまえと、神理を聞いていると簡単に捨てられます。

そこなんですよ。 

【 某氏 】 

 今世でダメなら来世で、来世でダメならまた次の世で、という気持ちですね。 

【 先生 】 

 しかし、この地上へ出てこれるかどうか疑問ですよ。沢山の霊が地上へ出て霊の勉強をしたいと

待っているんですから。 

 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。分身の方はフィリッピンに出ていられます。科学に周期律というのがありますね。こ

の物質の周期律と同じに霊の周期律もあるのです。我々の生命も、やがてはあの世へ帰ります。 
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 イエス様は、あれだけやられたのですから、「やるだけやった」といって天上界へ帰られたので

す。十字架にかけられた時は、自分の霊は、自分の肉体が十字架に掛けられたのを見ていられたん

ですからね。その時は、イエス・キリストとはいいません。イマニエルといっていました。 

私はこの方の指導霊をやっていたんです。だから、その時のことも私にはみなわかるのです。私

が肉体を持った時は、イエス様が指導霊をされる。イエス様が肉体を持たれると、私が指導霊をす

る。イエス様は厳しいといっても西洋的なところがあって非常に親切です。 

 ところが、私がイエス様の指導霊をやる時は厳しいのです。だから僕は言われましたよ。お前は

自分には甘くて俺には厳しいと。イエス様が、ある弟さんの病気を治してやった。その姉さんを好

きになった。 

 「イエス、そんなこと、やっちゃいけない」と。お前、わしには恋愛もさせなかったじゃないか、

その割りにお前は甘いじゃないか、と言われたものです。 

 今まで、イエスやモーゼ達が、私に予言したことは一つも違っておりません。私はコンピュータ

ーをつくっているんですからね。いい加減なことは信じません。だから私は自分にも厳しい。自分

でやっていることはこれでいいのか、あんなことを言ったが、その科学的根拠は、どうして、どう

して、と突っ込んで行く。 

【 某氏 】 

 私、先生のお話をうけたまわって感ずることは、私は３０数年、色々な遍歴をして来たんです。

このような人生の教えにふれて、本当に反省をして心を調和させなければいけないと、決意しかけ

ているんですが、過去にダラダラ怠けた信仰をしていたわけですから、感情的に、神理正法の厳し

さに対する拒絶反応的な、そういうものがあらわれることが･･････。 

【 先生 】 

 それはあなたの心です。これしかないんだと思ったら、その欠点を勇気をもって改め、自分がよ

り豊かな自分をつくるにはどうすればいいか、そのための最大の努力をする。ああいうことがあっ

た、こういうことがあった、一つ一つ正法に照らして反省をする。 

 あなたは家庭というものを非常に粗末にしてきた。自分では一生懸命にやってきたつもりでしょ

うが、家庭を粗末にして、変なものを求めてきた。その辺から自分を振り返って、それに、変な所

でがめついところがあるから、わかりますね。 

 過去を捨てるということは、瞑想的な反省をして、これは出来たと、一つ一つ行為しているかど

うかを反省することです。 

 皆さんの心のテープレコーダーには、○年○月○日、こういうことをやった、こういう時にはこ

ういうこともやった、女遊びをしたなど、みんな、書いてあるんですよ。 

 ここの所はこのように修正しました、ということが日本人は日本語で書き込まれる。英語好きで

英語でメモするという人は英語で、フランス語でやる人はフランス語でというように書いてある。 

 出来たことはしようがない。それをどう修正するかが大事で、修正されるとその部分の霧が晴れ

ていく。 

 あなたはすぐカッカッして、肝臓も余り良くないですよ。 
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 これは一体どうなんだ。わしが悪いんだ。じゃあこれをこのように直さなければならんと、パッ

とやっておけばよいのです。わかりますね。私はそんなつもりではなかった、私はこうであった。

しかし、もう二度とそのような迷惑はかけませんとね。 

 あなたは、本を読んでいないから、もっと読んでくださいよ。読めば後光が出てくる人だから、

はい、そういうことです。 

   － おわり － 

※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、イエスは１８１年後（即ち、西暦 2,152 年になりますが、今回のこの講演は

73 年 8 月で、180 年後は 2,153 年になる。しかし、この講演で 180 年後と言っておられるのは、

凡そという意味かもしれません）アメリカのシカゴに生まれる。高橋先生は７１６年後（今回のこ

の講演では、760 年後と仰っておられます）に再び生まれると話されている。 
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【正法と業】 

1973-8-2～5 志賀高原熊ノ湯研修会 

 奈良の大仏、鎌倉の大仏はどうして作られたかというと、大仏の製作者が仏の姿を夢で見るとか、

あの世の天使に教えられ、仏の心は宇宙大に広がっている、ということを知って、ああした仏像を

手がけるようになったと言える。 

 人の心というものが調和されてくると、もう一人の自分、つまり、肉体という原子細胞と一緒に

生活している光子体が大きくなっていく。後光（いわゆるオーラとは異質のもの）というのは、光

子体のことであり、この分野が心の調和に比例して拡大されていくのである。 

 正法を知って生活している人々の後光は、まず頭の周辺がボーッと明るく出てくる。仏像の多く

は頭部の背後に丸く円を描いた姿で作られているが、ああいうようになってくる。 

 さらに調和が進み、心と生活が正法に適ってくると、後光の範囲は頭部だけではなく、体全体に

広がるようになる。 

 後光の姿はこれで終わりかというとそうではなく、過去、現在の転生輪廻を知り、その転生の過

程の中で神理を知った生活をし、広い心で多くの人々を救ってきた人の後光は、もっと大きくなっ

てくる。 

 さらに生命の転生輪廻の事実を知り、生と死を解脱した光の大指導霊の後光は宇宙大の大きさに

なっている。 

 光の天使、菩薩、如来の後光は、こうした心の広さが光子体に反映し、光子体が拡大されていく

わけである。心の広さは、心に曇りがあるかないか、そうして転生輪廻の過程の中で正法神理を実

践してきたかどうか、現在の調和度はどうか、こうしたものがミックスされて現われてくるもので

ある。 

 宇宙即我の心の境地になった人を如来と呼んでいる。 

 如来というのは中国で作られた言葉である。文字通り、来るが如し、ということであり、大自然

の神理、人間の心、法というものについて詳（つまび）らかにし、人間の生活の在り方を説き来る

人たちをいうのである。 

 また「悟り」という言葉もある。これも中国から来ている。 

 この語は実にうまく出来ており、「りっしんべん」は心であり、吾は自分を指す。二つが組み合わ

さって悟ると読むが、悟りとは我が心を知ることである。 

 心を本当に理解できると、人間は不生不滅、不垢不浄を知り、生死を超えることができてくる。 

 さて、仏教も正法として説かれた時代は短く、僅か千年ぐらいであったろう。いろいろな言葉に

訳されるにしたがって形骸化され、日本に来た時分にはいつの間にやら、他力本願になってしまっ

た。 

 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（カルマ）が深いから貧乏し

ている」「前世で悪いことをしたから病気をする」という説明が返ってくるようだ。 
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 そこで私はききたいのだが、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、生まれたときも裸なら、死ぬときも裸である。金が有る無しは、人間のこの世における

知恵が生み出したもので、前世の業とは関係がないといえよう。 

 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ある。業が深

い浅いではない。 

 前世の業は、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出来ない。地獄の霊

がこの世に（赤ちゃんとして肉体を持って）出ようと思っても、それはできない相談である。悪事

や業というものは、まずあの世でみっちりそれを修正し、そうして、その修正した事柄を現世で修

正できたかどうか自らが試していくのである。 

 そのため、仮に前世で貧乏をして（その貧乏により）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る。反対に裕福な家庭に生まれ、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いく者もある。 

 これは業というより、業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あ

る。 

また、人間の価値というものも、金持ち、貧乏ということで決められるものでもないのである。

金が有る無いの条件は、己の心がそうした条件に振り回されず、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過ぎない。 

 病気の原因は前世の業というより、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、

後天的なものである。先天的な障害者や子供の病気は両親の不調和から起きると言えよう。 

意識に記憶された業はあの世で１００パーセント修正されるかというと、そういうわけにはいか

ない。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６０パーセント、ある人は８０パ

ーセント、９５パーセント修正できた人も出てくる。したがって、修正の度合いによって、この世

では過去世、前世の業に強く引かれる者と、そうでない人もあると言える。この意味では前世の業

と言えるかも知れない。 

 しかし、前世の業がそのまま結果となって出てくれば、人類はもうとうの昔に滅び去っている。

何となれば悪を犯さぬ者は一人もいないからである。 

 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たちに愛の手をさしのべることが大事であると言えよう。 

 今日の人々の心は、足ることを知らぬ欲望に振り回され、自分を失っていると言える。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、つまりは神の子の自

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できよう。 

 足ることは我慢ではない、あきらめでもない。神の子の己を自覚した想念と行為を意味するのだ。

与えられた環境、仕事に対しては全力を挙げてこれに当たる。それは欲望に燃えてそうするのでは

なく、調和に役立つために当たるのである。 

 商人は利を求めるが、利を求めるなとは正法は決して言っていない。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、不幸な人たちに愛

の手を差し出すか。 
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足ることの知らない人たちは自分が中心であり、人のことなど構わない。大気汚染や河川の汚れ

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、今日ここから脱皮しようにも身動きできないというのが現状である。自分だけのことを考えれ

ば、やがてその因果は自分にはね返ってくる。 

 足ることの生活環境は、仏国土という相互扶助、愛に満ちた世界なのだ。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よう。 

 仏教の言葉に諸法無我（しょほうむが）というのがある。諸法とは、大宇宙、小宇宙（たとえば

人体）を動かし、秩序を保っているところの神理のこと。一切のものはすべて循環という法の下（も

と）にある。循環という秩序である。 

無我とは、これは意思が無いというのではなく、自分勝手の自分ではなく、公平無私な中道とい

うことなのだ。法に欲望や自分があったら法にならない。法とは公平無私な規範であり、万物を生

かす秩序である。太陽の熱・光に好き嫌いの感情があったらどうなるだろう。一切の生物は生きて

はいけない。 

諸法無我――つまり、森羅万象は中道に沿って生かされ生きているのである。私たちの心も諸法

無我に沿って生きなければならない。中道から外れれば、外れた分だけ苦しまねばならない。五官

六根（が全てだと思いそれに）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ある。 

意思のない法、秩序というものはないのである。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ある。 

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

大に広げた心であるのだ。 

 心の安らぎは、こうした中道に向かった反省と修正した行為によって、自然に培われていくもの

である。 
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【東京本部職員を叱られる】 

１９７３-８-１６ 東京本部 

（高橋信次先生は、本部が先生に金魚のフンのようについてくるばかりで率先して勉強しないの

で、「試験をします」と命ぜられますと、試験をされることに異議をとなえる人達が出てきて、それ

を諌められる叱責のテープ筆録です） 

試験をするということに対して、皆さん自体の問題点について、皆さんの意見というものを聞き

ました結果が、非常に、こういう一つのきっかけになっちゃって、私達は揉（も）み合い、その結

果に於いて、非常に良かったというのは、関西の考え方です。 

 それですから、いま私の説いているのは、本当に権威あるものなのです。私はいい加減に説いて

はおりません。その権威あるものを、皆さんが、受けるか、受けないかは、皆さん自身です。私は

いい加減なことは説いておらんのです。それは皆さんが、死んでから後悔するようじゃ、困ると思

います。 

 私は、あれだけの汗と、あれだけの努力と、実在界を通して説いておる言葉です。それだけに、

その権威あるものだったら、試験であろうが、何であろうが、実践しておったならば、出来るのが

当然のことです。そういうことを棚上げして自己保存することは、すでに自分自身が正法というも

のに対する権威を疑っているんです。 

 我々は、創価学会や、或は、大学や一般の試験とは違います。それだけのことが当然だからです。

私達は、試験をやるというのも、私の判断でやったのでありません。実在界から指令を受けている

のです。 

 我々はそのような、ちっぽけなことで、心の機能を狂わすようじゃ、正法を聞く資格はありませ

ん。それだけの権威を、皆さんは持っているのです。その権威を、自分自身がそれだけの結果を出

すことは、当然なことです。まだ私の話しを聞かないで、地方に、或は外国にいる人達のことを、

皆さん、考えて下さい。甘ったれております！（語気を強められ） 

 真実なものであるならば、これは神が私に指令を与えているのです。そのくらいのことは、皆さ

んが自覚をもって、自分自身のものとして解決していくのは当然であり、また支部の責任者ならば、

このくらいは当然なことです。 

 私はそれだけの威厳を持ち、それだけの理論を持ち、それは私自身の努力ばっかりから出てくる

ものではありません。実在界を通して、私は一つ一つチェックしているのです。それだけに偽善で

あってはならないのです。自己保存であってはならないのです。 

 私は真剣勝負です。そういうことで、例え試験をすることによって、混乱の起こるようなＧＬＡ

なら、やめてしまった方がいいですね。私は、ついて来るものだけを連れていきます。そういうち

っぽけなことよりかは、皆さん自身が、何故、神理に対する自信と、実践による結果を、皆さん自

身が選ばないのですか。私はそうだと思います。 

 その結果が皆さん自身に跳ね返って来る神理なのです。我々はそんな権威のないものではありま

せん。それはやがて皆さんの前へ、その真実が現象化されます。試験を受ける、受けない、ナンセ

ンスです。 

 私達は、その試験だけを通してではなく、権威あるものを、権威あるものとして、皆さんの血や

肉や骨に、そして自分自身を完成するものなのです。そういうことを知らないで。 
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 皆さんの心の窓を開けば、それだけの結果が分かるのです。そういう事を一つ、知って欲しいと

思いますね。 

 私らは、いい加減なことをやっておりません。その辺の新興宗教とは違うのです。自分達は命を

投げ出してやっているんです。そのものを自分自身が実践したならば、当然そこから出てくる結果

は、肉体まで供養しようとして、我々はやっているのです。 

 聞く皆さんが、それだけの根性が無くて、何が出来ますか！ 私は皆さんより、自分を厳しく自

分を眺めております。それだけの私には、説いている神理に権威があるからです。 

 皆さんは、それにも、自覚の上に立つことが大事じゃないでしょうか。いい加減なことなら、止

めた方がいいですね。私らは、命懸けの人達に、その道を説きます。そしてそれを、迷える人々に、

その真実のものを、私は教えます。それが本当じゃないのですか。 

 それだけに本部の皆さんが、試験、うんぬんということに対して心を動かすようでは、話しにな

りません。 

 私は、釈迦如来として言うのです！（語気が強く） 

 皆さん自身が、自分自身を悟ることです。自分に甘すぎる。 

 自分に嘘を言い、自分自身を、自分自身に権威を持ちなさい。私は皆さんに、初めてこのことを

言います。 

 ヤクアツワーリス フォアティェ レアワ カポテーワラ ティーポタラ ティーエセア。 

 皆さん自身です。それは皆さん自身なのです。実行した結果、出てくるのです。それは、甘いの

です。自分に厳しさを持つことです。 

 一人でも、私は自分をしっかりと見詰めてきました。それだけの自信を持っている人は、この中

に何人いますか。自分をしっかりと見詰めてきている人が何人いますか。それをやって欲しいので

す。そうすれば、自から、皆さん自身が自覚と責任と自信を持つことが出来るのです。違いますか。 

 私達は生ぬるいこと、やっているのではありません。ここにいる高橋弁護士だって、忙しい中を、

何んとか間に合わせて、やっているんです。命懸けなんです。皆さんはまた人々の指導をする上に

おいて、やることが皆さん自身の課せられた使命ではないでしょうか。 

 私は、東京の皆さんの遅れているのを残念に思います。余りにも膝元にいながら、甘ったれてお

ります。関西や、或は過日は山形の人達だけが、関西に求めて、支部を作ろう。行くところ行くと

ころへ私達の神理を、彼らは耳そば立てて、そして実践してきております。 

 それが大事じゃないでしょうか。私は、真実の一人の人間がおれば、それでいいのです。私の説

いているものは、私自身じゃありません。それだけのことを皆さんは知って欲しいと思います。 

 私はそれだけの責任を持っております。それが道ではないでしょうか。その為に皆さんが、例え

どのような状態があろうとも、自分がその実践体験をおいているものであるならば、正道というも

のを、しっかりとフィルターにかけて、始めてそこから出てくるものは、真実じゃないでしょうか。

それをひとつ皆さんは実践して欲しいと思います。 

 私は自分自身というものを通して、実在界からも色々と言われております。厳しさを、それだけ

自分自身を見詰める為には、皆さん以上に厳しいです。誰が何と言おうが、皆さんは自分自身にも
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っと責任を持ち、そしてそんなちっぽけな、そんな小さな東大や、或は創価学会の試験とは違いま

す。真実なものです。そのものを皆さんが知って欲しい、それ以外にありません。 

 それだけに皆さん自身が、その結果を出さなければ、自分自身がその責任を取らなきゃならんの

です。 

 私らは試験の成績うんぬんを言っているのじゃないのです。試験なんか分からなくたって、私の

眼は節穴ではありません。一つ一つ、その人達の心と行いを、例え書けなくとも、私には解るので

す。皆さんは、それだけ位のことを、知って欲しいんです。 

 相手が、例え書けなくても、努力している人間、現実に動いている人間、解るんです。それは、

例え人を導かなくとも、ここにいる新井さんだって、そうです。自分は思うように書けない。しか

し一生懸命にやっているんです。皆さんは、それを知って欲しいと思います。 

 いかにうまいことを書いたところで、私はこの者を認めません。それだけのことは解るのです。

少なからず指導者として、皆さんがやっていく上に於いて、もっと自分自身を磨いて欲しいと思い

ます。 

 その結果は、今の質問や考え方が愚問であるということです。それだけの権威を欲しい。いずれ

は、五年、十年経てば分かってくることです。 

 それは勇気です。努力です。そして自分自身を完成していく道は、今、私の説いているもの以上

にないということです。その権威を皆さんは知って、直して欲しいと思います。終わりです。 

 みな一斉に、「どうもありがとうございます。」、と。 
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【心の調和】 

1973-11-11 関西本部講演会 

 現代に生きる私たちは、肉体の五官のみを頼りにして、肝心要の肉体舟の船頭さんである魂と、

その中心である心というものが分らなくなっています。 

 私たちは、その五官をもとにして、生まれた環境や教育や思想や習慣に影響され、大切な心の指

針を見失っています。その結果、両極端な物の考え方をしてしまい、家庭や職場の中が不調和とな

っています。 

 この盲目の人生の中では、己れ自身に嘘のつけない善なる心をもとに生きることが大切です。し

かし、肉体をもってしまうと、自分だけという自己中心的な考えになってしまい、 万生万物がすべ

て相互関係の中に安定しているという自然界の姿を無視してしまいます。その結果、自分の心に苦

しみを作ってしまうのです。 

また、この地上界におけるすべての諸現象は因果関係の中にあります。それを、ともすると自分

の苦しいことを他人のせいにしてしまいます。苦しみが生ずるには生ずるだけの原因が自分のなか

にあるのです。そのことを知るなら、ひとのせいにするということは非常に愚かしいことだと言わ

なくてはなりません。 

 現代のように人間の心が常に荒み、人を信ずることなく闘争と争いを繰り返し、 混乱した心の状

態をこれからも作り出してゆくならば、真に人びとの心に安らぎというものは生まれてはこないで

しょう。 

 私たちが、真の安らぎを得たいと願うならば、この世の価値観を形作っている物質と経済につい

て問い直してみる必要があると思います。即ち、文明だけが人類の為にあるのか、そしてまた人類

は物質文明の発展の為に存在しているのか、ということを考え直さなければならないでしょう。 

 神はすべて必要なものは私たちに与えてくださっています。 

 もしお金が人間にとって必要不可欠なものならば、生まれてくるときに持ってきた筈です。しか

し、人は裸で生まれ、裸であの世に帰るのです。私たちの肉体はあくまでも人生航路の乗り舟であ

り、その船頭さんである心には偉大なる知恵が内蔵されています。その知恵をひもとき、煩悩即菩

提となったとき安らぎに至るでしょう。 

 かつては人間の生活環境を平和で調和されたものとするために考えだされたものが、いつしか混

乱を呼び、それによってひきおこされた物質文明の歪みが新たに公害を生んできたのです。 

 太陽の熱・光のエネルギーや、大自然の春夏秋冬に見られる調和された姿は、神が私たちに与え

てくださった偉大なる贈り物なのです。私たちはそのことに対して感謝の心を持たなければなりま

せん。そして、太陽や大自然から学んだものをもとにして、人間同志がお互いに愛の思いで協力し

あったなら、公害を出すこともなく、調和のとれた世界を建設することができるでしょう。 

 そのためには、一人一人が他力本願ではなく、自ら心にスモッグを作らないような環境を作る努

力が必要です。己れ自身の思うこと行なうことを中道という偏らない心で顧み、修正したとき、ス

モッグは晴れ、私たちは神の光によって生かされ、必然的に偉大なる他力の力を得ることができる

のです。 

 私たちは自力により、偏らない心で正しく相手の言うことを聞き、見、そして語り、思うことが

大切です。思うということは、ひとつの物を作り出す能力を持っています。ですから、思うという

ことだけでも正しく思わなければいけません。 
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 自分の心の中に、相手を恨み、妬み、誹り、怒る心を持っていたなら、思いを通して現象化され

ていくことを知らなければならないでしょう。私たちの思ったこと、行なったことの一つ一つをよ

く反省し、豊かな心を作ってゆくこと。それには先ず自分の欠点というものを見究め、その欠点を

修正する以外に方法はないのです。 

 私たちは、生まれてきたときは誰もが丸い豊かな広い心を持っていました。しかし煩悩があるた

めに、苦しみ、悲しみ、心の中にひずみを作ってきてしまったのです。そのひずみを勇気と知恵と

努力によって修正し、常に自分の心が丸く豊かで、動揺しない自分の本性というものを作ることが

大事になってきます。こうして私たちは一日一日の積み重ねによって、生まれてきたときの心より

更に広い豊かな心を、煩悩のある中で作ってゆくのが人生の大きな目的なのです。 

 同時に、この地球は大宇宙体の中の小さな細胞にしかすぎません。この細胞を、私たち一人一人

が心と心を合わせることによって調和し、大宇宙をも調和するというのが人生の大きな目的なので

す。  

 私たちの肉体には、胃腸の中に入ってきた動物性のものや植物性、鉱物性の食物を分解していく

役目をもった酵素というものがあります。地球という環境に住む私たち人間も、大宇宙という身体

から見れば、酵素と同じように極微のものであると同時に、身体を調和させる役目を担ったものな

のです。その極微の世界に住むもの同志が、自己中心の考えから争いや闘争を行なうというのは、

非常に愚かしいことと言えるでしょう。 

 私たちが、眼耳鼻舌身という五官煩悩を持ちながら悟るには、どうすればいいのか。 

 神は私たちに反省という慈悲を与えてくださっています。振り返りみることです。自分がいまや

っていることは良いことかどうかを考え、間違いがあったならば改めることです。ものの判断が自

分中心になっているから、相手を憎らしく思い、恨めしくもなるのです。  

 基準を偏らない心、中道に置くことです。 

 家庭の中においても、夫から言われたことに対して妻がおもしろくないと感情的になったり、ま

た逆に夫が感情的になったりしていますと、家庭は不調和になってしまいます。まずお互いが相手

の心になり、相手が何を言っているのか、何を思っているのかを考え、心の中で補いあって生活を

してゆくときに、小さな社会である家庭というものが調和されてゆきます。嫁姑の問題でも同じで

す。 

 そのように私たちが煩悩を菩提としてゆくような生活行為をしたならば、その結果は確実に出て

まいります。それゆえに私たちは、まず豊かな丸い心を作ることなのです。それには、自己を中心

とするのではなく、たとえ相手が間違ったことを言っていたにしても、自らの心を見つめ心を調和

してから、その人の間違いについて話しあうことが大切です。 

 相手が感情的になったならば、一歩下って相手の心の中に調和を与えてくれるよう祈るだけの心

の広さが必要です。 

 私たちはよく我慢というものをします。我慢というのはよくありません。我慢する心の裏には必

ず次に攻撃に出る準備ができているからです。我慢するのではなく忍辱することです。忍辱という

のは、たとえどんな恥かしめを受けても、それに耐えて、己の心の中に毒を食わないことです。 

 たとえば、第三者から大衆の前で恥をかかされ歪みを作ったとします。するとそれは相手に言わ

れたことで心に毒を食べたことになります。毒を食べて、自分に反撃するだけの力がなければ、我

慢をしようとすることになります。我慢をしようという心は、次に反撃に移る機会をうかがってい

るものなのです。 
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 そこで、相手からどのようなことを言われても、耐え忍んで、「よし、相手がそこまで言うのな

ら、私は絶対その毒を食べないぞ」と心に決め、言われたことを心に入れず、脇において置く位の

心の広さが大事になってきます。 

 私たちはまず余裕を持つことです。焦ることはありません。相手の言ったことを、八正道という

フィルターにかけ、それを通して正しく物を判断することが大切なのです。煩悩を菩提とする為に

は、私たちの見たり聞いたり思ったりすることの一切合切を八正道というフィルターにかけて、 自

分自身の心を広く豊かに作ってゆくことが大事です。 

 太陽は無所得で私たちに熱と光を与えてくれています。すべての自然環境もまた、私たちに生活

のできる場を与えてくれています。それにもかかわらず、太陽も自然も決して請求書を出すような

ことはしません。最近は電力会社で、一割節電とか二割節電ということを言っています。そうなる

と必然的に私たちの所にも負担がかかってきます。物価も値上りします。 

 物価が上昇すると買い占めということがよくおこりますが、それはその環境に住む人たちの心が

足ることを忘れ去っているためにおこるのです。買い占めをやるような人びとは、やがてこの地上

を去るときに精算をさせられます。私たちは、金がすべてではなく足ることを知ることが大切なの

です。  

 真の調和された世界というものは、まず心が完成され、人生の目的と使命を知り、健康で、さら

にまた、衣食住という三つのものが調和されない限り、完成されてはゆかないのです。 

 現代の宗教の中には、宗教と科学は別ものである。人間は神様に一生懸命祈れば救われるのだ、

と説いているものもあるようですが、このような考えはいずれ訂正されてゆくでしょう。宗教と科

学は本来不二一体のものなのです。 

 人類は地上界での長い年月を通して、物質経済社会という一つの業を作ってしまいました。私た

ちはその環境の中で、どのようにして調和された社会を建設していったら良いのでしょう。それは

決して闘争や破壊の中から生まれるものではないのです。 

 もし闘争や破壊の中から権力を握ったとしても、やがてその者たちは反作用を受けます。暴力に

よって滅んでゆくのです。原因と結果は自然の法則であり、神の心だからです。私たちはそのよう

にして、調和された豊かな心を持って、思いやりに溢れた社会というものを作り出してゆかねばな

りません。 

 現代のようにインフレーションやデフレーションといった問題がおこるのは、人間自身の業が作

り出した不調和によるのです。それが現象となって現われるところに現代の経済機構の特徴があり

ます。真の経済機構というものは、そのようなものではありません。 

 お互いにすべて平等であり、調和と安らぎのある社会経済機構というものを、私たち自身が、己

自身を反省し、 相互関係の中で正しい生き方を考えていく中から作り上げていかなければならない

のです。 

 私たちは現実の諸事象の中から人間の本来のあり方を探り出すことが大切です。そして、それに

は自己保存を捨て、あたかも太陽の如く偉大なる光明を満たすように、そして、 それに対する実践、

行動というものが大事になってきます。 

 一人一人の心を調和し、足ることを知り、多くの人びととともに調和された環境を作ってゆくこ

とです。これが大事です。 
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 たとえ小さな種子であっても、やがて多くの人びとの心の中に、光明となり調和となって広がっ

てゆきます。私たちは完全に調和された世界の完成へ向って進んでゆくものたちなのです。 

 いま、私たちは資本主義と社会主義といった両極端な環境の中で、厳しい試練に直面しています。

それも長い歴史の中に作り出した結果なのです。 

しかし、やがて人類はこの地上界を真のユートピアに創り上げてゆくことでしょう。それにはま

ず勇気が必要です。勇気と知恵を持ち、溢れ出る情熱をもって進んで行きたいものと思います。 

（昭和 48 年 11 月 11 日） 
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【魂と転生輪廻】 

1973-12-9 関西本部講演 

【前講】 園頭広周 

 皆さん、皆さんは自分がこの世に生まれてから今日の日までのことをよく思い起こしてみてくだ

さい。 

 私達はそれぞれに、時を違え、場所を違えて生まれ、ある時は喜び、ある時は悲しみ、ある時は

果たして自分の人生はこのままでよいのであろうかと悩み、一人ひとりいろいろな人生を辿って、

今ここに高橋信次先生に帰依することができたわけです。 

昭和四十八年という年もまもなく終ります。そして、昭和四十九年の新しい年を迎えます。十月

のここの関西本部の講演が終りまして、東京へお帰りになる先生を新大阪駅までお見送りしました

時、「園頭さん、鉄は熱いうちに打てということがあるから、九州の研修会を十二月にしましょう」

とおっしゃっていただきまして、最初、四、五、六日に計画しようと思っておりましたら、先生の

方から「五、六、七日にしなさい」といわれまして、その通りにいたしました。 

当初の予定通りに四日からとしていたらご承知のように国鉄の全面ストで集まっていただくこと

はできなかったのでありますが、先生から、「五日からにしなさい」といわれまして、お陰で無事、

九州で初めての研修会をすることができました。 

参加者は、いろいろな宗教遍歴をされた人、それになんらかの憑依霊に取り憑かれている人ばか

りでした。 

二日目の夜の高橋先生のご講話により、参加された方々は、すべて人間は神の子であること、自

分が運命の主人公で進行係であり、自分の足で立たなければならないこと、その“神の子”の自覚

を得させるのが研修会であることを自覚され、すべて憑依されていた人も憑依は去り、光輝く神の

子として新生して下さいました。 

熊本の吉岡さんという方は稲荷信仰をしていて、さらに蛇を祀っていて、いろいろな憑依現象に

悩まされていられたのですが、二日目の夜の高橋先生のご講話により、完全に憑依霊は離れてしま

い、心がきれいになり、後光が出ているのを先生が見られまして、「吉岡さん、あなたに、私のイ

ンドの時の姿をお見せしましょう」といわれました。先生が光を出され、手をかざされますと、吉

岡さんは「ああまぶしい」と、感激の涙で打ち伏せてしまわれました。 

思いますのに、今から千五百年前へ朝鮮半島を通って、仏教はまずこの博多の地に上陸、ここか

ら大和の方へ伝えられてゆきます。 

蘇我氏一族が仏教を信仰し、聖徳夫子が仏教の信仰をすすめられます。ところが、インドからシ

ルクロードを通って中国を経て日本に到達するまで、すでに千年を経過し、その間、仏教はいろい

ろに歪められ、あるいは、お釈迦様がお説きにならなかったものが勝手に付け加えられ、あるいは、

お釈迦様がお説きになられるそれ以前にありましたインドのバラモンの教えが、仏教の名によって

伝えられたりして、いろいろに歪められ、本当のお釈迦様の教えがわからなくなったのです。 

中には、お釈迦様は実在の人ではなく、架空の伝説上の方であると思っていた人もあったのであ

りまして、今、そのお釈迦様であられた方が高橋信次という名を持って、私達の前に現われて法を

お説き下さったのであります 

福岡の研修会に参加されました方々は、それこそ千載一遇の機会に会い得たその喜びを持って、

正法流布を誓って帰られたのであります。 
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昨日、九州から帰られました林正支部長さんが、来年四月、宮崎で研修会をやってもらいたいと

いう話と、鹿児島の方でも講演会をしてもらいたいという話を持って帰って来られました。今、九

州に火の手が上がりつつあります。 

私はこれまでいろいろな宗教遍歴をして、やっと正法にめぐり会うことができました。それで研

修会が終りました時に、私は先生に申し上げました。「先生、私は人生最良の正月を迎えさせてい

ただきます」、涙とともに、そう申し上げました。皆さんも恐らく私と同じような気持ちを持って

いらっしゃると思います。 

先生こそは、真にこの地球上の人類を救済くださる正師、聖師でいられます。 

私は先月の十三日、「自分は釈迦、キリスト以上である」といい、信者もそう信じていたある宗

教団体（生長の家）の教祖の先生に、「高橋信次先生に帰依して正しく法を説いて下さい」という

手紙を出しました。それは、その教祖の先生にこれ以上間違ったことを説かれないように、また、

多くの信者を迷わさせることのないようにという私の愛の心からでした。 

 如来即ち上々段階光の大指導霊という方が備えていられる三つの条件があります。 

第一、自己及び他人の、過去、現在、未来を透視することができる。即ち三世を見通す力を持つ。 

第二、その方が人に光を入れられると、その人の潜在意識が繙かれて、その人が自分の過去世を

知ることができる。 

第三、如来、メシヤ、上々段階の光の大指導霊は、単独では出世されない。必ず手足となって働

く弟子達とともにこの世に出られる。 

もし、高橋先生以外に、「自分は釈迦の生まれ変わりである」といわれる方があったら、その方

は、今の自分の弟子は過去世では誰々であったかをいうことができなければならない。それができ

ないと嘘だということになります。釈尊には十大弟子が、キリストには十二使徒がありました。 

皆さんは、もし、人が崖から落ちるという時に、その人を引き止めるということはされないでし

ょうか。もし、地獄に堕ちるという人があったら、その人を救おうとは思われないでしょうか。人

が悪をなそうとする時に、その人が、それは悪であるということを意識していると否とにかかわら

ず、その人に悪を犯させまいとすることは“善”であります。 

一つは宗教団体の教祖という人が間違ったことを説くと、たくさんの信者がその嘘を信じて地獄

へ行くことになります。それを知っていて、いわないということは、よいことではありません。そ

ういう人に真実のことを知らせて反省を促すことが私の使命だと思っております。私はインドの時

もそういうことをやってきました。 

九州の人達は今、立ち上がりました。新しい年を迎えますと、九州はなお一層、正法の灯が燃え

るでしょう。 

今年の最後の先生のお話を、しっかりと魂の底で聞いて、新しい年を迎えようではありませんか。

そうして、一日も早く、「先生、ご安心下さい」といえるようになりたいものです。 

 

【本講】 

 今年も、この講演会で終りになります。 
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皆さんは、我々一人ひとりが個の生命として、喜びも悲しみも、苦しみも楽しみも、すべてが魂

の学習であり、自分自身が選んだ場所、環境で、より豊かな自分自身をつくるのだということが、

おわかりになったと思います。 

本日は、魂の転生ということについてお話してみようと思います。 

私達の肉体というものは、この地上の現象界で魂の勉強をしてゆくために適応したものとして、

神様がつくって下さったのであります。 

皆さんはこの地上にどこから来たかというと、誰しもが調和された、光明に満たされた神の世界、

天上界から来たのであります。皆さんが天上界にいる時は、すべては神の意識に目覚め、調和され

た善なる心でした。 

しかし、我々はこの地球上に出てくると、ほとんどが偉大なる神の子としての自覚を忘れ去り、

わずか一〇％の表面意識で目の前のあらゆる諸現象に惑わされながら死んでゆきます。 

そうして、この地球上という場を縁として、思うことと行なうことの正しい基準を失い、自分の

心に刻み込んだところのあらゆる不調和な想念を持ったまま、地獄界という偽りの世界へ帰ってゆ

く人もあります。 

私達の生命は、誰しもがこの地上界に出てくる時は、調和された安らぎのある丸い豊かな心であ

りました。それがこの地球という場に出て、環境、教育、思想、習慣を通して、調和された法灯の

光は消え失せて、人々の心は、いつしか地球上の環境の中でつくり出したあらゆる諸現象に惑わさ

れてしまいます。 

けれど、その中には、全魂を注ぎ、正しい道を実践して、やがてこの世を去る時には、真っ直ぐ

に光の世界へ帰ってゆく人もおります。 

しかし調和されずして、自分の心が神の子としての意識であることを忘れ去ったとしても、たと

え地獄に堕ちても、万物の霊長である人間は、やがて神の子としての己自身の本性を悟り、天上界

に帰ってゆくことになるのであります。 

この地球上に、人間として生まれる人は、みんな神の子なのです。 

過日、イエス・キリストといわれる方が、私の前にまいりました。その時に、「イエス様、神の

愛とは何ですか」と聞きましたところ、「そなた達の肉体は神の心の現れであり、肉体そのものが

神の愛の表現である。ということを知ることである」といわれました。 

皆さんがこの地球上に出てくる時は、それぞれ修養所において、もっともきびしい盲目の人生の

中で偉大なる神の子としての自覚に目覚めるという約束をして出てきたが、この地上界の環境は、

両親の調和・不調和によってその生活環境が違って、変わってまいりますが、つい、物質的、経斉

的環境により、正しい自分としての見方を失ってまいります。 

私達は、天上界においては、すべてのものを見通す能力を持っておりました。もののけじめもは

っきりわかっておりました。しかし、この地上界に出てまいりますと、九〇％の意識は潜在してし

まい、一〇％の意識だけが表に出ます。 
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この大宇宙は、この地球も神の体であり、その神体の一部分である地球という場を調和させ、そ

のような環境において、よりよい豊かな己自身をつくるというのが、皆さん自身に課された本当の

使命なのです。 

われわれが天上界から持ってきたものは、神の子としての豊かな智慧なのです。その他に何も持

ってきておりません。神の子としての豊かな智慧を、誰しもが皆さんは持ってまいりました。 

しかし、私達はこの地上界という場に出てしまいますと、永く人類がつくり出した歴史的な環境

の中で、物質的、経済的な面により、自分の本当の姿というものを忘れてしまいます。 

本来この地球上のものは何一つとして、たとえ皆さんの肉体であっても、これは自分のものでは

ないのです。肉体というものが、本当に自分のものであったとしたら、皆さんは死にたくないと思

っていられるのですから、病気して死ぬこともない筈です。 

我々が本当に持ち続けてゆくものは、即ちこの肉体舟の船頭さんである魂以外にないのです。私

達の肉体は、この地球上に置いて帰らなければならないのが神理です。 

我々は両親を縁として自ら望み、この地球上という場に出てきたのです。たまたま出たその環境

が貧しい環境ですと、つい自分の心まで貧しくなります。 

いろいろな宗教団体では、貧乏したり病気になったりすると、あなたは前世が悪かったから、あ

るいは先祖が浮かばれていないから、あなたはそういう因縁を持っているのだ、一所懸命にお詣り

して因縁切りをしなさい、先祖供養をしなさい、そうしたら救われる、などといいます。 

仏教の如きに至っては、よい高い戒名をつければ救われると、百万、二百万、三百万、と冥土の

沙汰も金次第というような愚かしいことが、現実に行われているではありませんか 

この地球上がなぜ混乱しているか、それは目の前にある一切のものが絶対だと思って、本来の人

間の心の基準というものが分からなくなったからです。 

イエス様は人間の身体こそ偉大なる神の愛の賜物であるといわれました。なぜなら、お前達はそ

の身体を使って、自分のやりたいことを自由にやり、自分のつくりたいものを自由につくることが

できるであろう。それは地球上という環境に適して神様がそのように肉体をつくつて下さつたから

である。これこそ真実の愛の表現だ、といわれたのです。 

しからば慈悲とはなんだろう。 

自然界におけるところの万生万物は、相互関係の中で安定している。動物も植物も鉱物も単体で

は存在ができない。太陽も光と熱とを無償で提供していてくれて、一切私達に請求書を出さない。

水も空気もタダです。このような神の心の現われた姿こそ慈悲の姿です。慈悲の姿はこのようにし

て無所得の姿として現わされております。 

さて我々は、このような慈悲の、心に対して何をなすべきか。それに対して感謝するという、心

が必要になってまいります。感謝は報恩という行為によって報いなければなりません。 

我々はややもすると、自分の都合のよい時だけ口で「ありがとうございました」といい、実践す

るということになるとどうしてもないがしろにしてしまいます。 

神の偉大なる慈悲は、我々の生活できる一切の環境を無限に私達に与えられてあります。神は我々

にすべてのものを与えて下さっているのであります。好むと好まざるとにかかわらず、たとえ経済
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的に恵まれていようといまいと、調和していようと不調和であろうと、いつの日にか我々はあの世

へ帰ることになるのです。 

人間の心の基準というものがわからなくなったその時から、人々は目の前にある一切の現象その

ものが絶対だと思うようになって、この地球上は混乱したものとなってしまいました。 

神はその偉大なる慈悲によって、我々が生活できる一切の環境を提供して下さっています。神は

我々のためにすべてのものを与えていられます。 

しかし、私達はそのような神の慈悲を忘れ、自分自身の自我我欲、自己保存、あらゆる煩悩によ

って神の子としての自覚を失い、私達はこの地球上にスモッグをつくってしまっています。 

我々の一人ひとりの心のあり方が、正しい基準を失って生活した時に、一人ひとりの心から出る

スモッグは一つの家を曇らせ、一つの町を曇らせ、一つの国を、そして地球全体を曇らせてしまい

ます。そうして我々は、神の偉大なる慈悲の光を自ら遮ってしまうのです。その結果、この地球上

においては天災地変という姿になって現われてきます。 

肉体舟の船頭さんである皆さんの心の不調和、毎日毎日の生活の不調和な行為が、皆さんの肉体

的な不調和な現象となって現われてくる。 

ところが現代医学では唯物的に考えて、心の原因を全く考えません。こうして私達は自ら生まれ

てきたその環境の中で盲目の人生を送っております。 

一方において、宗教家は自分自身の私腹を肥やすために多くの大衆を惑わせております。他力本

願という間違った方向に私達の現代社会は進んでおります。他力本願によっては人間は救われませ

ん。 

神はすべての慈悲と光を私達に与えているのです。しかし、私達は自分で心のスモッグをつくり

出して神の慈悲と光を覆い、自分で病気、不幸、悩みをつくり出してしまっています。 

だから、自分でつくり出したスモッグは自分で取り払った時に、神の慈悲と光に満たされるので

す。そういうことを忘れてしまって、ただ一方的に神から、より自分自身の心の安らぎを、そして

経済的な繁栄と安定を、さらに、自分の欲望を満たしたいとする祈りに変わっておりますが、それ

は正しいものではありません。 

しかし、すでに私達の肉体先祖は、神社仏閣、そして自分の家の神棚、仏壇、こういう所を祈る

対象物としてつくるというカルマをつくってしまっています。それを一気に変えようとするのは非

常に危険なことでしょう。峰の巣を突ついたようになってしまうでしょう。 

お経を唱えても、唱える前まで夫婦喧嘩をしている。あるいは仕事のことでイライラしながら念

仏や題目を唱える。神棚の前で柏手を打ちます。打ったすぐ後から、また心を不調和にして、さら

に家庭を混乱させ不調和にするというような矛盾したことを現代宗教は許しております。 

まず我々は、自分自身の思うこと、行なうこと、この二つの基準というものを正さずして、ひと

りよがりの自己保存的な、自分さえよければよいというものの考え方によって、いかに他力的な信

仰をしていることか。そういう他力的な信仰をしたところで人問は救われないのです。 

この中の皆さんは、あらゆる宗教をやってきた人もいるでしょう。そういうものはやればやるほ

ど疑問が出てまいります。疑問が出てくると、そういう宗教の指導者達は、そのような疑問を持つ

のは信心が足りないからだ、一所懸命に祈りなさい、一所懸命に題目をあげなさいと教えた筈です。 
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また、罰が当たるという脅迫によって自分分自身を迷わせ、そのような泥沼の中であえいできた

人もいるでしょう。しかし、神は本当に罰を当てるのでしようか。 

地位、名誉、金持ち、貧乏の差別なく、太陽はすべての人々に平等に熱と光のエネルギーをタダ

で与えております。これが神の心の現われであることを知るならば、なんでかわいい神の子である

私達に神が罰を与えて不幸にするでしょうか。 

わずか一〇％の表面（現在）意識で盲目の人生を送り、最も不安定な固体的中心であるこの地球

という場に出ている人々に、神は罰などは与えないのです。罰はその人の思うこと、行なうことの

原因と結果の関係において、その人に現われてくるので、偏らない中道ということによって生活し

ている人々には、決して不幸などくる筈がありません。 

皆さんが、自分の心の中に神の慈悲の光を受けようとするためには、自分自身の欠点を修正し、

偽りの心を修正し、常に善なる心で、自分一人だけが存在しているのではない、相手もいるのだと

いうことを考えて、相手の心になってものごとを正しく判断して実践してゆくということが大事な

のです。 

戦後、人々は調和して経済を復興させてきましたが、経済大国となり安穏な生活をしているうち

に、やがて人間の心は腐敗し、品性と教養を教えるべき学校、宗教界はいつのまにか破壊され、闘

争と自我我欲の阿修羅界の姿を呈しているではありませんか。 

ある外国人がいいました。「日本には三つの砲台がある」と。その砲台とは、国を亡ぼす砲台で

あると。 

一、言いたい放題、 

二、したい放題、 

三、やりたい放題 

という、民主主義、自由主義の根本を逸脱した、無秩序の阿修羅の様相を呈していると。 

我々自分自身というものは、足ることを忘れた時から、言いたい放題、したい放題、やりたい放

題という現象が起こるのです。そういう人々は間違いなく地獄に行きます。そうしてそういう人々

は、神の子としての自覚を持ち、豊かな丸い心になるまでは、何百年も自業自得として、そういう

場所で魂の修正を強いられるのです。 

神の子として己自身が道をはずしたら、その報いは自らして裁くのです。皆さんが転生輪廻の過

程の中で体験されたすべてのものは、すべて皆さん自身の心の中に記録され、記憶されているので

す。 

この心の中には、本来善なる心がいっぱいあるのです。その善なる心をいかに育て、地獄界にあ

る神の心を否定する偽りの心をいかに調和させ、その不調和の原因がどこにあるかを追究し、それ

を修正した時に皆さんの心は進化し、より豊かになってゆくのです。 

それ故に、今、経済的、精神的に苦しんでいる人々は、あせってはなりません。しっかりと自分

自身を見つめて、自分の思うこと、行なうことのどこかに欠点はないか、八正道という中道の道を

逸脱していないか、その原因はどこにあるのか、その根はどこにあるのか。皆さんが苦しい環境に

置かれた時には、とどまって自分をじっくり振り返ってみることです。そうしてその原因、根を断

ち切ることです。それには勇気がいります。智慧がいります。努力がいります。 
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経済的に苦しかったら、なぜ、どうして、とその原因を追究してゆくと、必ずそこには欠陥があ

るものです。それを多くの人々は、なぜと自問自答することもなく、反省することもなく、ただ目

先のことに翻弄されて、自分自身を見失ってしまっているのです。 

肉体的な不調和の原因もまた然りです。心の面と身体の面の不調和、アンバランス。肉体的には、

過労、食事の不調和、心の面では自己保存、自我我欲、怒り、妬み、憎しみ、謗り、自分さえよけ

ればよいという自分本位の考え方、一つひとつ、自分の思ったこと、行なったこと、自分という者

が一人この地上界にいるのではないということを考え、よく自分を見ることです。 

皆さんが生まれてくる時に、守護霊という皆さんの魂の兄弟達が協力して見ているのです。この

三次元の地上界に出てくるとそれが見えなくなります。しかし、心のスモッグを晴らして光明に満

たされたならば、皆さんの魂の兄弟達、光の天使達が皆さんのために協力してくれているのがわか

るようになります。 

守護霊や指導霊達は、善なる心で一切神の子としての自覚を持っており、皆さんがこの地上界で

苦しんでいる姿を天上界から見た時は、あたかもテレビの映像に映っている気の毒なヒロインがい

くら涙をながして悲しんでいても、皆さんが手を出すこともできずオロオロ泣いているのと同じよ

うに、天上界から皆さんの心の状態、行動する姿を見て涙を流す以外にないのです。 

しかし、いったん己自身の心が目覚め、調和された生活行為を積み重ねてゆく時には、守護霊、

指導霊は皆さんのために惜しみなく偉大なる慈悲と光を与え、協力してくれるのです。そのような

時、まず我々が心を明るく開いた時に、他力の協力を得ることができるのです。しかし、人間は永

い歴史の中で余りにもたくさんの神をつくり出してしまいました。 

神というものは、人間の手でつくり出したものではなく、またつくり出せるわけもありませんが、

この大宇宙をつくり支配しているところの意識であります。人間が祀ってきた神はみな不自然なも

のです。なぜならば、この宇宙そのもの、地球そのものが神の体であり大神殿であり、天上界から

出てくる光の大指導や光の天使達は、決して神を祀れとは教えておりません。 

もしそういうことを教えている者があるとしたら、かつて地上界に生活をしたことのある魂達が、

自分が体験した地上界にいろいろな神々が祀ってあるのを見て、自分が地獄に落ち、そのような心

を持っている地上界の人々に憑依して、あれを祀れ、これを祀れ、何代前の先祖が地獄に落ちてい

るから祀って拝め、そして自分のふところに金を入れてくれればそれによって成仏させてやるとか

と、うまいことをいいます。 

人間というものは、己れ自身神の子であり、個生命であり、自分自身が自覚しない限り救われる

ことはないのです。そのような祀られたものは絶対的なものではないということです。 

我々は神がつくられた大神殿である宇宙、そして地球の中にいるところの神の子であり、皆さん

一人ひとりが偉大なる神の子なのです。偉大なる力を持っているのです。そのことを自覚したなら

ば、遠くまで出掛けて行ってあちこちと拝む必要はなく、自分というものの心の偉大性を知って生

活することの方が、はるかに豊かな心になることができるのです。 

こうして我々は、この地球という場においてきびしい盲目の中にあっても、八正道という正しい

道を行じて生活し、「心行」に書いておいたように自然界はすべてが相互関係にあるという事実を

すなおに知り、かつ実践して生活したならば、人間は誰しもが光明に満たされた善なる心の世界、

天国に帰ることができます。 

私達の心は一念三千といって無限に広いものなのです。無限にいろいろに変化します。怨み、嫉

み、謗りなど、こういう心の状態にある時は、皆さんの心を直接地獄霊達が狙っています。彼らに
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憑依されてしまいますと、ノイローゼ、気狂いになってしまいます。肉体舟の船頭さんは一人なの

ですが、二人も入ってくるのです。 

そうすると、自分の本当の心以外の地獄の心がスパッと支配するために、自分の心がいつもイラ

イラしたり、すぐ怒りっぽくなったり、他人を誹謗したくなったりと、そういう心がめばえてくる

のです。そうして欲が出てきて足ることを忘れた心になってきます。そうなりますと自分一人にな

ってじっと考え込むようになります。隣の人がたまには外に出て散歩でもしたらどうですかといっ

ても、自分一人で暗い所でじっとしております。 

世間の人々はそういう人を、あの人はおとなしいよい人だと思っているでしょう。それは危険な

ことです。なぜならば、行動そのものはおとなしくても、心の中にはどのような現象が起こってい

るか、多くの人はわからないからです。 

心の中で思うこと自体が正しい基準を逸脱しているためにそのように腑抜けの状態になっている

のです。しかし、いつまでも腑抜けの状態ではいられません。やがて本来の己れ自身の心に不満が

生じてきて、いつまでもこのような状態であってはいけないと思うようになる。 

その思いが正しい方向に向けばよいのであるが、家の者や友達などが話をすることに対して感情

的になる。そうするとおとなしい地獄霊がパッと放り出されて魔王が支配します。 

今までおとなしかったのが急にしゃべり始めます。そして自分自身をコントロールできなくなっ

てしまい完全に地獄霊に支配されてしまいます。ここで人格が変わります。それでも地獄霊は二十

四時間憑いていることはできません。なぜなら、他人様の舟に乗っているのですから、地獄霊もや

はり不安定で憑いたり離れたりするからです。 

こういう時は、よく不動明王とか、悪霊を祓う使命を持った光の天使が巡回してくる時です。そ

のような人を治すことのできるのは、慈悲と愛以外にないのです。 

そもそも、そのような精神状態になるのは両親の教育状態にあるのです。親は親として自分自身

のことしか考えず、子供との対話がなく、愛情がないのではないがその愛情が間違っていて、自分

の都合だけで子供を愛して子供の心を無視してしまう。 

現代社会の仕組みはいつのまにか知識だけで処理するようになり、教師達は知識を切り売りする

だけで真の愛情はなく、生徒達は教えられた知識が不消化で不調和な環境をつくっている。まさに

末法といわざるを得ない。宗教家は宗教家で、思想家は思想家でお互いに主張を繰り返すだけで人

間性というものを忘れている人が多い。 

例えば、創価学会のように、「南無妙法蓮華経」を唱えれば救われるんだといい、政治をよくす

るのだといって公明党をつくっているが、宗教心に訴えることなく唯物論をふり廻している。我々

はそのようなものに騙されてはなりません。身体はたとえ毒を食べてもこの世限りです。心に毒を

食べれば永遠の転生の中で苦しみを持ち続けるのです。 

我々は天上界に生まれるために善なる心を持ち、善なる行為をするのではないのです。 

そうすることは万物の霊長である神の子として当然のことで、八正道を実践することは最低の悟

りの道なのです。 

こうして私達は、心というものでこの地球上に正しい神理によるユートピアをつくらなくてはな

らないのです。そのためには現代社会における真の幸せというものは、心の調和、肉体的な健康、

さらに衣食住の経済的な基盤を調和しない限り得られないのです。 
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私達はこのようにして、現代社会の人類がつくり出したカルマの一つである不調和を調和させな

ければなりません。この三つの内の一つが欠けても不調和を来します。 

我々がこうして毎日の生活の中で一所懸命に正しく仕事をしろというのは、その経済を支えるた

めの一つの大きな道だからです。 

皆さんは、こうすればよい、こうすれば人に迷惑をかけるということは知っています。しかし自

分に都合が悪くなると自分自身に固執します。例えば、電車に乗っている、前に年寄りが立った、

席を譲るチャンスを逸するとバッが悪くなって、席を譲る方がよいのだが、と思いつつ譲らずに後

味の悪い思いをしてしまう。 

人が見ていようと見ていまいと、ほめられようとほめられまいと、そんなことに関係なく、よい

ことはどしどしする。こうして私達は一歩一歩豊かな広い心をつくってゆくことが、人生の大きな

目的なのです。 

生まれてくる時は誰しもが、がんばってくるよ、気の毒な人達を救ってくるよ、といって出てく

るのですが、生まれてしまうとそんなことは忘れてしまって、そうして死んであの世へ帰って、「あ

あ、しまった」という人がほとんどなのです。 

我々は、自分達がこの地上界を去る時に「ああ、しまった」という心を持たないように、そのた

めには一日一日を反省して、悔いのない生活を送ることです。それには、正しく見、正しく聞き、

正しく語り、正しく自分に与えられた生活環境を守り、正しく仕事をする、自分を振り返ってよく

見る、とどまって自分自身をしつかり見届ける、そして間違いがあったら修正する。そういう生活

をする人こそが、本当の信心深い人達なのです。 

どうか皆さんも勇気を持って自分というものの心を見、そして自分をより豊かにし、一人ひとり

が心の曇りを晴らして後光が出るように生活することが、本当の幸せへの道なのです。 

我々は他力本願によって、元日に神社にお詣りに行くことが信心ではないのです。心をきれいに

して、一所懸命に今年も生きます、神よ、私のために協力して下さい、それに報いる努力をします、

そういってお詣りするならまだいいが、今年も一年、商売繁昌させて下さい、健康にしてください

と、そういうことなら拝まない方がよい。 

まあ、よいことといえば、体のために外のよい空気を吸うことぐらいでしょう。しかし、そうい

うことでは心の面においての進歩はないのです。信仰というものはそういうものではありません。

一秒一秒の思うこと、行なうことが、いつも自分の心の中で、感情も知性も理性も本能も、そして

想念も、円満でかつ調和されている姿であることなのです。 

そのためには人から直接悪口をいわれても自分が毒を食べないように、そしてそれを正しく分析

するだけの心の余裕が必要なのです。それがすぐ頭にきてしまってはダメなのです。最近は頭にく

る前にほとんど胃腸にきてしまう人がいる。我々はそのように、心の動きが内臓の不調和もつくり

出すということを知っています。 

このようにして正しく生きる、己れ自身をしつかり見定める中道の道、これ以外に人間が救われ

る道はないのです。社会党、共産党の人々は、右か左かはっきりしろと、こういっております。そ

もそも資本主義も社会・共産主義も、すべて根本は唯物主義、唯物論であり、人間の偉大なる普遍

的な魂、その中心にある心の本性というものをわかっている人は全くありません。 

彼らはすべて党利党略で動いているだけで、理想も何もないのです。我々はそのような人々を相

手にせず、神の子としての同じ自覚を持っている人々が手を取り合って、心と肉体と経済の三つが
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調和されたユートピアをつくるために立ち上がらなければならないのです。私達はその使命を持っ

ているのです。 

私達は毎日をそのような調和された心を持って、やるだけのことをやってこの世を去りたいもの

です。悔いのある人生を我々は送ってはなりません。棺桶に足を入れた時に、しまったといっても、

もう遅いのです。今、健在のうちに私達はより豊かな己自身をつくり、そして神の国をつくろうで

はありませんか。 

―質疑応答― 

（質問） 法華経の真意はなんですか。私は創価学会に籍を置いている者ですが、毎日「南無妙

法蓮華経」を唱え、三百人くらいを指導していますが、これを機会に会員達にこの話を語りたいの

です。どう対処したらいいでしょうか。 

（先生） 仏教というものは今から二千五百年前、インドの地において、ゴーダマ・シッタルダ

ーが、人生の生老病死という問題、生まれてくれば病気をし、年をとり死んでゆく、この苦しみか

ら解脱するにはどうすればよいかを説いたことにより始まります。 

八正道という道を心のものさしとして、日々の生活をすることによって生老病死の苦しみから解

脱することができるのだ。当時のベッシャー（商工業者）やシュドラー（農奴、奴隷）といわれる

奴隷階級の人々は、ほとんどが無学文盲であり、その人達にむずかしい哲学的な話をしたところで

わかりません。そのような人々の気根に合わせて説法いたしました。 

「もろもろの比丘、比丘尼達よ、もろもろの衆生よ、あの泥沼の中にも美しい蓮の華が咲いてい

る。そして美しく自然を飾っている。しかし、あの蓮の華も根元は汚い泥沼に埋まっている。 

比丘、比丘尼達よ、もろもろの衆生よ、そなた達の体を見よ。 

そなた達の体から生ずるものは、疲れれば目から目やにが出る、鼻くそ、耳くそ、汗、大小便、

あの泥沼よりも汚いものをそなた達の肉体は持っているのである。 

そのような肉体に執着を持って、自らして苦しみの人生を送っているのが、もろもろの衆生の姿

である。 

しかし、そのような肉体舟に乗っているそなた達の魂は、神の子の魂であり、神の心の現われで

ある神理、宇宙の法を知っている。 

その心をものさしとして生活したならば、あの蓮の華のようにきれいな、調和された安らぎの境

地になり、生死の苦しみから解脱することができるのだ」 

このように説いたものがマンデアディッシャ（中国）に渡り、当時のむずかしい哲学的な言葉に

変えられ、五世紀に日本に入り、しかもそれは奈良朝時代の貴族仏教となり、つづいて八世紀に日

本から最澄、空海が中国に渡り、それぞれに仏教を持ち込んできました。 

そうして比叡山延暦寺において最澄の説いた天台仏教も「妙法蓮華経」と変わりました。日蓮は

さらにこれに「南無」をつけて、「南無妙法蓮華経」と呼びました。 

先程も説明しましたように、この“法”というのは、宇宙の神理、神の心を教えたものです。し

かし、すでに中国において「妙法蓮華経」となって日本に伝わり、日蓮は、法然、親鷲が「南無阿

弥陀仏」を唱えさせていたので、それに倣って「南無妙法蓮華経」といわせたのです。 
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これはインドの言葉では「ナーモアミーダボー」といい、「ナーモアミーダボー」というのは「仏

に帰依します」ということです。南がないのではない。当て字で書いたのです。 

「ナーモ」とは帰依するということです。「仏に帰依し奉る」ということになります。「南無妙

法蓮華経」というのは、「妙法蓮華経に帰依する」ということです。仏に帰依するということは宇

宙の神理に帰依することです。 

我々はいつの間にか仏教というものを、人間の知識で学問的に解釈してしまいました。我々が知

識を通して学んだものは、実践することによって初めて智慧に変わるのです。智慧とは皆さん自身

の心の中に内在されている“パニャパラミタ”です。 

“パニャパラミタ”というのは、皆さん自身の魂が、永遠の転生輪廻を繰り返したところから得

た偉大なる宝です。 

皆さんは、魂の修行場としてのこの地上界であらゆる体験をした、即ち何十回、何百回、何千回

の転生を繰り返している魂なのです。ある時は王として多くの大衆を支配し、ある時は奈落の底で

厳しい人生を体験し、すべてが魂の学習として、豊かな広い心を作るための人生の修業で、その体

験された宝物の宝庫は、すべて皆さん一人ひとりの心の中に全部持っているのです。 

それを開くことのできるのは他人ではなく自分自身なのです。しかし、欲望と執着に毒された人々

の心は、いつの間にか動物霊や地獄霊達の食い物にされ、「南無妙法蓮華経」を唱えれば救われる

んだ、曼陀羅を拝みなさいといい、自分達の集団以外の者をすベて邪宗だという。まことに人間と

いうものは愚かなものです。 

本当の信心というものは、ただいたずらに祈ることではなく、自分の心を光明に満たして自分の

頭から後光が出るようになり、その結果、人間が救われてゆくものをいうのです。今あなたが信仰

していられるのは、先祖供養という名の下に動物霊の食い物になっている化石化した宗教です。そ

ういうものによって本当の人間になる悟りを得ることはできません。あなたもそのためにいろいろ

と疑問を持ち、これでいいだろうかといろいろ迷った筈です。 

しかし勇気が必要です。たとえ泥沼のような肉体であっても、そのような肉体を通して悟ってゆ

かなければならないのです。そのためには、まず“法”をしっかり知ることです。そして自分自身

の仏智を開くための自分の生活が大事です。自分が八正道を通して、正しく見、正しく語り、正し

く思い、正しく念じ、正しく反省してゆくことです。 

そして、自分を完成していった時に、目の前に出てくるのは、大自然の中にある神の子としての

自分の尊厳な姿です。そういう自分に目覚めたならば、「南無妙法蓮華経」の根本がわかってくる

筈です。 

五官を通して出てくる煩悩、その煩悩を滅却するための八正道の実践、その実践は、“法”を中

心とする。その“法”というものが心の一切のエネルギーの根本である。それを“色心不二”とい

っているので、それを自覚してその人達に教えることです。 

そこでつぎにあなたが一所懸命にやっていられる先祖供養について説明しましょう。まずあなた

に質問することがあります。 

『あなたはお子さんがありますね。そのお子さんが幸せになることを望みますか』 

「はい」 

『望みますね。そのお子さんが病気をしたり、困った時に、あなたは愛の手をさし伸べますか』 

「はい」 

『差し伸べますね。あなたのおじいさんは孫が幸せになるのを見て喜びますか、悲しみますか』 
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「喜びます」 

『それなら上のおじいさんはどうでしょうか』 

「喜びます」 

我々は永い歴史の中で、肉体先祖というものを自分の家に祀り、お墓やお寺に霊魂が宿るのだと

思ってきた。その間違った考え方を修正しなければならないのです。 

我々の肉体というものは、人生の航路のただの乗り舟で、この乗り物は自然の中に崩壊し、土に

変わり、空気に変わり、してしまいます。我々はそのようなものに執着してはならないのです。 

けれども、永い歴史の中で亡くなった人達は、一つの執着を持って、死んだその場所に生活をし

ております。即ち地縛霊となっております。しかし、そういう人は、急に先祖供養をやめてしまう

と反作用は大きくなります。 

皆さんの親は皆さんの幸せを願ってきたでしよう。それならば皆さんが幸せになることが親、先

祖に対する真の供養になるのです。それをただいたずらに、人間がつくり出した題目や戒名を唱え

ることによって亡くなった人を供養できるというのは、とんでもない間違いです。 

その前に、まず、最小の単位である社会、即ち自分の家庭を、夫婦お互いに嘘をつくことなく、

お互いにいたわり合い、手を取り合って調和された家庭をつくることです。親子は対話し合い、お

互いにオホホ、アハハと笑って調和された家庭をつくり上げてゆくことが大事ではないのでしよう

か。 

こうなりますと先祖供養というものは、お仏壇を拝んで念仏や題目を唱えることではなく、まず

今生きている人々が、生活の中において調和することが大事だということにあるのです。 

（質問） 金をあげれば救われますか。ある教団では、寄付する金額によってその人のあの世の

地位が決められると申しますが。 

（先生） そういうことによって人間の気持ちをくすぐるのは、すでに動物霊や地獄霊達の仕業

です。正しい心で、豊かな、そして調和を人々に与える行為、それが本当の神の子の真実の現われ

です。巷の宗教はほとんど金額によって地位を与え、地位を安泰にするという愚かな道を歩み、そ

して彼らは、怒ること、嫉むこと、謗ることなどを当然のこととして日々の生活をしております。 

表面だけ手を合わせて、外へ出るとお互いに信頼することなく牽制し合うというようなことが本

当の信心でしょうか。 

我々はそのような化石化されたものから脱皮して、真の己自身を発見することです。疑問が出た

らすなおに自分で解決し、わからなかったらわかる人に聞いて、そうして自分を正すことが必要で

す。 

人間はそれぞれが転生輪廻の過程で、私の話を、ある時はインドで、ある時にはアンデスで、あ

る時には中国で、ある時はエジプトで、ある時にはアトランティスで、またムーで、皆さんはほと

んど聞いています。 

今、私の語っていることが事実であるかないかは皆さんの善なる心が理解するのです。 

皆さんは誰もがそういう心を持ち合わせているのです。偉大なる魂である神の子の皆さんは、そ

れが正しいものであるかないかの判断くらいは、自分で一番よくわかる筈です。あらゆる宗教をか

じってきた人ならそれくらいはわかる筈です。 
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いくら先祖供養したとしても心は安らかになりません。個人指導をして、あなたの考え方、行な

いのここに原因があるのだ、この原因を除かない限りよくならないのだと導いてゆくうちに、心に

安らぎを生じてゆきます。 

なぜならば、過去において自分達が学んだ真実のものに心が洗われてゆくからです。そうすると

あなたがなんとかしようと思っている勇気ある心、これはあなたの心の中に大きく光ってゆくでし

ょう。 

そのためにはすべて自分の心を神に捧げて人を救ってゆく道を開きなさい。その時にあなたの心

は「よかった」と思うでしょう。 

決して仏壇に手を合わせることではなくて、常日頃、一秒一秒の心、思うこと行なうことが、も

し正しい基準を逸脱したならば、そこに苦しみが生じ、それこそ先祖を悲しませることになり、先

祖に対する冒涜となるでしょう。亡くなった人々を救う道は、家の中を明るく光明に満たすことで

す。おわかりですか。 

（質問） 処女懐妊について、キリストは処女懐妊といいますが、本当でしょうか。 

（先生） 『聖書』の中に、イエス.キリストは処女懐妊によって生まれたと書かれてあります。 

残念なことにヨセフというお父さんがありました。この地上界において処女懐妊ということはあ

り得ません。いわんやインドにおいて、生まれてすぐ七歩あるいて「天上天下唯我独尊」といった

というのは、後世の人々のでっち上げです。 

（質問） 供養塔を建てるのはよいのですか。供養塔の意義について教えて下さい。 

（先生） 従業員の供養塔というようなものは、その人の業績を褒め讚えるならわからないこと

もありませんが、その場所に執着を持たせるようなことがあっては困ります。 

よく戦災で人が亡くなった跡とか、工事現場で亡くなった人のためにとか、いろいろな塔を建て

て供養していますが、よくありません。仏舎利塔というようなものもよくないのです。人間はあの

世が見えないために、つい形の上で拝もうとします。 

我々はこの地上界そのものが大神殿であり、大仏殿であるということを知らなければいけません。

皆さんが心の窓を開いて禅定をしていると、この地球を自分の手に乗っけているような姿を見るこ

とがあります。 

奈良の大仏さんというのも、人間の心があのように広く豊かであることを教える方法としてつく

ったのが、いつのまにか途中から拝むようになってしまったのです。 

大宇宙が神の体であり、皆さんはその神の子であって、本来人間はあのように光明に満たされた

偉大な大きな豊かな心を持ったものであり、そのような大きな豊かな心をつくれと教えるためであ

ったものが、いつのまにか拝む対象にされてしまったのです。 

ですから仏舎利塔というようなものもつくる必要はないのです。そんなものをつくって人が集ま

るようになると、救われたいと思っている地獄霊がいっぱい集まってまいります。心の不調和な人

がそういう募所に行きますと憑依されてしまいます。 

過日、講演に行きました。瀬戸内海の海の見える新しい家に泊めてもらいました。夜中にパタパ

タおかしな音がする。布団の上に坐り直して、ここにいるのなら姿を現わしなさいといったら、源

平の昔、そこは平家の占拠した跡で、亡霊がいっぱい出てきました。 
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あなた達は何百年もこのような地上界に執着して地獄に身を落とし、魔王となってこの地上界の

人々に迷感をかけるようなことをしてはいけません、あなた達の仲間は何回も輪廻転生を繰り返し

ているのだ、いつまでも地獄界に執着を持ってはいけない、とよく教えてやったら出てこなくなり

ました。 

彼らは源平の犠牲者だったのです。供養塔を建てると彼らはそこを棲み家だと思ってしまうので

す。それが我々にはわからないのです。 

墓を建てると名前が残る。地上界でかつてこのような者がいたという記念碑ならよいけれども、

そこを棲み家として執着している霊がいたら困ります。墓の頭が欠けたり、傾いたりすると、そこ

に執着している霊が居心地が悪いので子孫になんとかしてくれと頼んでくる。そうすると家の中に

災いが起こる。誰か病気になったりする。原因がわからないので拝み屋に行く。先祖が浮かばれて

いない、祀りなさいということになって泥沼に足を取られたようになる。 

そこで我々は、そのような霊によく教えてやらなければいけない。 

「あなた達はいつまでもこのような所に執着されては困ります。あなた達は生きていられる時に

自己保存、自我我欲、自分のしたい放題のことをして死んだ筈だ。あなた達にも嘘のつけない善な

る心があるでしょう。その善なる心によってあなた達が人生に犯した罪、亡くなってから犯した罪、

その一つひとつを反省して、間違ったことがあったら心から神に詫びなさい」 

 このように教えてやればよくわかってくれるのです。 

ですから我々は、その人が死んでからそのようなものを建てないで、生きている間に反省して悟

ってもらって地獄に行かないようにしてあげるのがよいのです。 

（質問） 曼荼羅や仏像を拝む人はどうなるのですか。仏像を拝むことが信仰だと思い、特に創

価学会では曼荼羅を拝ませていますが、そういう人はどうなりますか。 

（先生） そういう人達はいったん地獄へ落ちます。死ぬと大きな収容所があります。 

そこで人生において、なしたこと、行なったこと、思ったことの一つひとつを、ちょうどビデオ

を映すように、皆さんの心に記録されているビデオテープが、立体モーション・ピクチャーとして

三次元世界と同じように映し出されます。 

一切ごまかしはできません。生まれてから死ぬまですべてが出てきます。それを自分で見て、ど

こで間違ったかということを反省し修正させられます。 

阿弥陀如来、釈迦如来、大日如来、不動明王、あるいはイエス・キリスト像など、こういうもの

を対象として、祈っていれば救われると思っていた人は、みんなその場で反省されられます。仏像

なども芸術作品として置くならいいのです。 

あの世には、拝むことが信心だと思っていた人が、その拝む対象としていた仏像などを捨てる廃

品回収所みたいな所があります。何かを祀ってきた人々は、みんなそこへ捨ててから行くべき所へ

行くんです。みんな、曼陀羅も捨ててゆきます。 

皆さん、考えてみて下さい。墓を建てないと救われないという。無縁仏だなんだといって塔を建

てる。こういう状態で後千年もしたら日本中は墓だらけになります。 

最近アメリカでは、焼いた骨を飛行幾から海の上に撒くということを始めました。我々は自分の

肉体に執着を持ったらダメです。昔のインドはほとんど鳥葬です。コンドルが来てきれいに食べて
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くれます。あるいは火葬してガンジス川に流します。日本人ほど死骸に執着を持っている民族はあ

りません。またそれを美徳のように思っているのですからやり切れません。 

昨日まで百姓していた人が死んだ。お葬式に坊さんを呼びます。坊さんが来ないと葬式にならな

い。浮かばれない霊がそのへんをチョロチョロしている。坊さんを呼んできても坊さんも盲目です。

お経の意味もよく知らない。ただしあげることは上手である。「お経はありがたいのであります」

とうまいことをいう。お経をあげながら、お布施はいくら入っているかな、なんていうようなこと

を考えている。 

葬式というのは人生の厳粛な一つの儀式です。その儀式を現代のお坊さん達は、あの世があるの

かないのか、魂があるのかないのか、死んだら終りだよといいながら引導を渡すというから、これ

はどういう矛盾ですか。即座に亡くなった人の姿を見、天上界へ連れてゆくだけの力のある人達こ

そ、本当に引導を渡すことのできる人達です。 

それを、あの本に引導の渡し方はこうするんだと書いてあった、などとやっていて引導を渡せる

筈がありません。日本人は死んだらみんなお坊さんを呼んで葬式します。お坊さんに引導を渡す力

があるのだったら浮かばれないで出てくる地獄霊など全くいない筈です。それが多いということは

どういうことですか。 

本来供養塔も墓も建てる必要はないのです。供養塔を建ててある所へ行って亡くなった人達を供

養してやることがよくあります。 

東京の池上の本門寺に行ったことがあります。明治三十七、八年の日露戦争で亡くなった看護婦

さん達の供養塔があります。そこへ行くと、看護婦さん達が、「火砲のひびき遠ざかる・・・」と

歌って出てゆく姿が見えます。彼女達にこんこんと神理を教えました。 

「あなた達、すでに戦争は終ったのです。国のために犠牲になられたあなた達に同情はしますが、

あなた達は争いと闘争の渦の中に巻き込まれて亡くなられたのです。こういうものを人間がつくっ

たけれども、こういう所に執着してはならないのです」 

そういって人生の目的と使命、人間の生きる道を懇々と教えてやりました。そうして初めて迷え

る霊達は悟ってゆきました。 

そういう意味で本来、仏像とか、供養塔とかというものは信じてはいけないということです。 

（質問） ノストラダムスの予言について-一九九九年の X 日についてお聞きしたいのです。 

（先生） あなたに逆に質問します。あなたは自分の家にこれから帰るんですね。家がなかった

ら困るでしょう。我々はあの世へ行ったらまたこの世に帰ってくるんです。その時、この世、この

地球がなかったら困るのです。 

だから、ノストラダムスがいっているように、この地球がなくなることはないのです。しかし、

天変地変は起こります。 

人間は余りにも文化文明が発達して人間としての心を失い、心を魔王に売ってしまって神の子と

しての道を逸脱してしまいました。その結果、一人ひとりの心がスモッグに覆われてしまいました。 

現在のような不調和な文明をこのままつづけていったら地球はどんどん暖まってきます。その理

由はスモッグが地球を覆うからです。どんどん暖まってゆくうちに地球自身の温度が五度くらい上

がります。五度も上がってしまうと北極、南極の氷が融け始めます。その兆候がすでに出始めてお

ります。 
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人間の欲望だけを中心とした文明は大きな公害をつくり、人体にも悪影響を与えています。 

アトランティス帝国が沈没したように、また洪水があってノアの箱舟の再現となるかもしれませ

ん。間違った宗教によって黒い想念がつくられた場所は手術されてゆきます。 

過日、天上界から東京に大地震を起こすといってきたのです。十二月一日～五日までということ

でした。そんなことをされたら三、四百万人が死ぬといいました。そんなことをされてはたまりま

せんから、我々はそのために桜島を始めとして太平洋沿岸の爆発地帯、富士火山脈地帯のエネルギ

ーの分散を頼んでおります。東京とか大阪とか、大密集地帯に地震を起こされたらたまったもので

はありません。 

現今のような、心を失ってしまった闘争と破壊の渦の中で、正しい人々を多くの人々が犠牲にし

てしまえば、その時には天変地変が起こります。 

ローマの官憲が、イエス・キリストの弟子達を捕え、神理の法灯が消えようとした時、ベスビオ

ス火山の大噴火によってローマは一瞬にして吹き飛んでしまいました。今世においてもまた同じよ

うな現象が起こります。 

もし、真実の道を説いている我々を殺すというようなことをしたならば、三か月以内に日本は沈

没してしまいます。そのようなことは当然です。 

私は昭和四十三年十一月二十三日、午前一時から二時半まで、金剛界といわれる太陽神殿の大広

場で、多くの如来、菩薩達に講演をしました。司会はモーゼがしました。 

「物質と生命」という題です。 

その時にこの地上界へ帰ったら地震がしました。震度三です。あの世から起こされた地震です。

箱根の山がどんどん温度が上がるというのは、そうして地下からの熱を冷やしつつあるのです。で

すから地震というものも、あの世では様子を見ながらやっているんです。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。 

科学の日進月歩も、人々が物事を追求しょうとする一念力が神に通じ、そして偉大なる指導霊の

協力を得た時に、新しい物がつぎつぎとつくり出されてゆきます。その時には今のような公害もな

くなってゆくでしょう。 

これから日本の太平洋岸に新しいエネルギーが大きく噴出するでしょう。その結果、日本の燃料

関係は非常に調和されてきます。ガソリンは斜陽化するでしょう。そして新しいエネルギーが開発

されるでしょう。アメリカでも新しい燃料の実験がされるでしょう。 
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今のように闘争と破壊を繰り返し、神の子としての白覚を失ってゆけば、神の子であることを自

覚するまで天変地変も起こるでしょう。まだ場所は未定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

「心の本質、宇宙即我」 

1974-1-12  関西本部 

Ⅰ・挨拶 園頭広周先生 

おめでとうございます。昨年は正法の神理に帰依させて戴きまして、高橋信次先生の御指導のも

と、そして関西本部長さんを始めとされまして、関西本部の皆さんに、いろいろありがたい厚いご

援助頂きまして、私の生涯、最良の最良の正月を迎えさして戴きました。心から厚くお礼申し上げ

ます。 

昨年１２月初めに行われました、九州に於ける第 1 回特別研修会の模様は、１２月の講演会の時

に申し上げましたが、更に多分、ＧＬＡ誌の１～２月号になると思いますが、詳細が載せられるこ

とになっておりますので、よくご覧になって頂きたいと思いますが、その研修会によって点ぜられ

た正法の灯は、今、燎原の火の如く九州に燃え上がらんとしております。 

その研修会の席で、宮崎の世話をしておられます〇〇さんから、ぜひ宮崎で春の頃、研修会を開

いて頂きたいというお願いを出されました。更に鹿児島の世話をなさっておられます、白石という

お医者さんが、先生、ぜひ鹿児島にも早くおいでくださいというお願いをされました。その願いを

入れて戴きまして、今月の 27 日、鹿児島市で、第 1 回の高橋先生の講演会が行われることになり

ました。 

今、鹿児島市では、鹿児島市のＰＴＡ、そのほか西日本新聞社が、主宰しています政経懇和会、

そのほか心霊同好会、人間学者、その他のいろいろな団体が、全部、協賛で先生を盛大にお迎えし

ようということで、今、一生懸命運動中であります。 

更に 4 月 10～11 日には宮崎の青島で、再び九州の第 2 回の研修会が開かれることになってお

ります。そういう動きに連れまして、福岡の方でも早く支部を結成して、組織的な活動を始めなけ

ればならないということで、この 20 日に関西本部から、中村事務局長と増田組織部長先生に来て

頂きまして、いよいよ支部としての正式な活動を始める、その準備の協議会が行われることになっ

ております。 

福岡でも、福岡 1 県を 1 ヵ所に集めるのは、なかなか範囲が広いので、北九州と久留米の 3 ヵ所

で毎月、集まりをすることにしました。更にお隣の佐賀県もありますし、また熊本でも既に支部結

成の動きが出ていますし、更に年末、熊本県の生長の家の有力な方が、生長の家に矛盾を感じてき

た、是非、高橋先生のお話を聞きたいということで、最も活動力を持っていられる方が 1 人は風邪

で来られませんでしたので、本当は 3 名こられるのが 2 名こられまして、そして先生のことをお聞

きしてお帰りになりました。 

1 月 27 日の鹿児島市の講演が終わりますと、翌日は個人指導をお願い申し上げるわけでござい

ますが、色々と東京から来て戴いて、そして個人指導までして戴いて、先生もお疲れでありましょ

うから、ぜひ一日、〇〇の方へご招待申し上げたいということで、28 日の夜は指宿の観光ホテルに

鹿児島市の方が宿をとって下さっております。その指宿市の生長の家の初代会長さんから、年末、

手紙がまいりまして、私も生長の家に矛盾を感じまして、今、活動を停止しております。先生は、

ＧＬＡに行ってらっしゃるということでありますが、ぜひ私も高橋先生のご指導を仰ぎたいとそう

思っております、という手紙を戴きました。 

そして次から次へと点じられた灯は、恐らく今年 1 年の間に九州全土を覆い尽くして、そうして

全日本に対して大きな正法運動の火を点ずることになるのではないか、またそうしなければならな

い。そうして 1 人でもそこに正法を求める人があれば、そこに行って、5 人でも 10 人でも集まっ

て戴いて、そこで話をし、また隣の村に求める人があれば、またそこに行って、そして正法の話を
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し、そのようにして私は今年 1 年、着実に努力を続けながら正法の灯を点じていきたい。それが私

の年頭の決意であります。 

そういう運動が出来ますことも、高橋信次先生のご指導を得て、そして関西本部長さんの、あり

がたい色んなご支援を戴くことが出来てこそ、出来ることでありまして今年 1 年、また皆様にも大

いなるご鞭撻、ご援助を戴きますことを、お願い申し述べまして、年頭の挨拶とさして戴きます。 

ありがとうございました。（拍手） 

 

Ⅱ・宇宙即我の体験 関 芳郎氏 

 皆様おめでとうございます。このＧＬＡ関西本部が発足しまして、今年で 3 度目の春を迎えまし

た。その 3 度目の春、その当時から縁に触れて正法神理を日々の実践の基準となさって生きていら

っしゃる方や、また新しくその後この関西本部に縁あってお集まり下さった方、それぞれの本当の

皆様のお心の中に宿っている本当のもの、その自分をより高めていこうとするお心に忠実に生きて

下さい。 

 先程、井上支部長さんが皆さんにおっしゃいました。皆様、本当にそのご自分の素直な心、それ

に忠実に生きて下さい。それが正法の本当の出発点です。皆様のその心こそ、本当に執われない心

こそ大切なものなのです。 

ここにおいでになったきっかけは、「いや、義理のあるあの人に頼まれたから仕方なしに」、ま

た「何となく」、「あそこにちょっと話を聞いてみよう」という気持ちを持たれた方、その動機は

様々であると思います。 

 そのいずれのどんな動機にあるにせよ、ここにこうしてお集まりになって、そして互いに寄り集

まり、正法神理のお話を聞く機会を得ているこの事実を、しっかりと皆様のお心に問うて戴きたい

のであります。ご自分のお心に振りかえって見て下さい。その時、皆様の本当のお心は、「ああ、

ここに来て、こうしてよかったんだ、こうして聞いている、そのことが素晴らしいことなんだ。そ

の聞いたことを少しでも役に立てるように生きて下さい」、と心の中でそのように語っている声を

皆様はお聞きになることができるのではないでしょうか。 

皆様が高橋信次先生のお教えを、この宇宙の本当の法則というものを、皆様のお心の中に、その

ように発見なさることが大切なのであります。高橋信次先生がお話になっているそのことは、それ

ぞれの皆様の心の中の奥底に既にあるのです。 

 皆様は今、新しく初めてこの正法神理を心に植え付けられるのではありません。皆様それぞれは、

もう既に皆様の心の中に記憶しているはずであります。それを思い出してください。 

 皆様のお心の中には、既に人間はどのようにして生きるべきなのか、人間の本当の心はどんなも

のなのか、その日々の生活を生きるということはどんなことなのか、それは皆様が既にご承知のは

ずです。それをただこの世に生まれてきて、この肉体に宿ってしまうと、肉体に囚われた日々の生

活の中で、それを忘れてしまい、もうそのような記憶が既に遠のいてしまって、思い出すことも殆

どなく過ぎてしまい、それが暗闇の中の苦しみと悩みの日々であります。 

 皆様の心の中に宿っている本当の善なる己というものをお見つけになり、その本当のご自分とい

うものを、しっかりと絶えず絶えず掴んでいられるということが、非常に大切なのです。様々な先

生方がお話になられます。そのお言葉の一つ一つが皆様に、本当にご自分というもの知って戴きた

い、そのことなのです。皆様は誰もが食物によって自分が支えられ生きているのではなくて、本当

は自分が立とうと努力することが大切なのです。 
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 皆様が立とうと努力された時、本当に周りの者が、皆様のどんなに素晴らしい支えになっている

かが解ります。自分が立とうと努力もしないで、ただ支えのみを求めていても、支えはありません。

常に引っ繰り返り、その引っ繰り返った苦しみにまた、ブツブツ不平を言い、文句を言い、泣き苦

しんでいる、そのような状態から離れて下さい。 

 機関誌ＧＬＡ誌の 1 月号に記載されておりますが、10 月 3 日の朝、私は 3 ヵ月前、本当にこの

宇宙は私なんだなあということを実感致しました。それは私達の住んでいるこの地球が本当にこれ

くらいの大きさに見えるのです。パアッと見えまして、これが地球かなと思って、スーッと目を下

げましたら南極がありました。あれ北極はと思ったら、北極はありました。そしてこちらは太陽が

右で、左の方から射しておりますので、左手の方がその影になって、かげっております。ことに中

国大陸とかは、ずーっとあります。日本があります。そして右手にアメリカ大陸が光に照らされて

燦々と輝いております。 

 最も美しく見えましたのが太平洋でした。太平洋は右手から波が太陽の光を受けて、こちら側が

光っています。そしてこちらが影になっています。その一つ一つの波がくっきりと見えます。それ

は丁度、自分の手のひらをこうして見ているのと同じなのです。あぁ、手の平のここに線が走って

いるように、ああここが少し光って、こっちが陰って、こっちが光ってと、そのような本当に自分

の手の平をまの当たりに、こうして近々と見るように、こんなに小さく見える地球も、そんなにく

っきりと最後まで見えるという不思議な体験を致しました。 

 そしてその時、地球を眺めている私は、それは小さい私ではなくて、地球も自分も一部というこ

とでした。そうしますとその時、全てのものが自分の心の中にあるんだなということを知ったので

す。それは頭では、自分の心は神に通じている、自分の心は実在界、天上界を通じ、そして神に通

じている、頭でわかっておりました。しかしそれを本当に自分の心の中にしっかりと発見できたの

は、その 3 ヵ月前のその体験でした。 

 そして本当に皆様の一人一人が一つの何の何がしという個体に宿っていて、その何の何がしか、

何のなんで、何の何子さん、それに囚われている限りではその状況になれません。 

 しかし皆様は、その何の何子さんというその執着を離れることが出来た時は、大きな宇宙神とい

うものを皆様の心の中に発見されることでありましょう。そのことも、何か特別に修行とか、そう

した一般的な荒行というものに行い得た現象ではありません。それは高橋信次先生のお説きになる

正法を信じ、それを自分の心の中にいれ、少しでも実践しようと努力し、一日一日を歩んできた結

果だと思います。 

 正しく見る、正しく思う、正しく語る、正しく仕事をする、正しく生活をする、正しく念ずる、

正しく定に入る、八の正しい道、この八つの正しい道、一つ欠けても満足ではありません。 

 正しく見ることは、ただ肉体のドングリまなこを開いて見るということでは決してありません。

いかにしてじぶんの周りの世界が調和あるように見るかという事です。見る主体は皆様一人一人な

のです。調和あるように見えないから、あいつが悪いんだと思うのでは、正しく見てはいません。 

 正しく見る主体である皆様が正しく見る為には、見る主体である皆様が調和を持たなければいけ

ません。調和のある目で周りを見れば、周りが調和として見られます。どんな事件が皆様を襲いま

しょうとも、その事件を皆様の心の栄養となさる時は、それは悩み、苦しみの材料ではなく、皆様

の心の調和を更に強める為の素晴らしい素材であり、素晴らしい食事なのです。皆様の一切の周り

の素晴らしい食事としてください。そして皆様の周りが本当に、どんな事も素晴らしい食事とする

ことが出来たら、それは本当に正しく見ることが出来たと言っていいのだと思います。 
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 正しく見るとは、正しく外界を受けることです。正しく思うということは、外界の様々な現象と

調和を持って心の中に貯えることではないかと思います。そして正しく語るということは、その外

界に対して、心の中に貯えた調和の思いを発散することです。肉体を通じて発散すること、これが

正しく語るということではないかと思います。発散、正しく調和を周りに与えるように言葉を使う。

調和した一つ一つの動作をしていれば、それはまた調和を持って返ってきます。 

 正しく見る、正しく思う、正しく語る、その循環を毎日の仕事の中に活かし、そしてまたその生

活の場を超えて、より大きな社会的な場で、その教えを身をもって実証さすことです。 

 この五体に限界があって、体を持って運びえない遠い所のあの人、あの哀れなあの人、そこへも

調和を与えてください。私は見舞いに行けませんが、あの人の体に、あの人の心の安らぎがありま

すように、皆様は念ずる事によって調和をこの３次元の地にもたらす事が出来るのです。 

 そしてその７つの事が正しく行われて、いま常に 1 秒 1 秒、今という時を本当に調和していくの

です。自分の心の調和、不動の安らぎを持っているかどうかを常にご自分の心を見つめて下さい。

一切のものにふれるたびに、直ぐにその人、あの人、この事件、あいつめ、こいつめ、と思って目

を外に向けている限り、そのような調和ある輪廻を生むことは出来ません。 

 しかし自分の心に、常にあのことに触れ、この人に会い、この事件に遭遇して、自分の心を“今、

こうかな？”と見つめて下さい。そして揺るぎがあるなら、その揺るぎの原因を見つめて訂正して

下さい。その方法は高橋信次先生がお説きになっております。そして更に皆様のご理解を深めるた

めの様々なご説明を下さっております。 

 その一つ一つのご説明、お話を無理することなく、無駄にしないということは、それを毎日の日

常の生活で活かして戴くということです。 

 では皆様、今年 1 年、更に日々をこのように八正道を実践し、皆様の心を高めて、そしてこの社

会の皆様が在る環境の中で、皆様が本当に生きていて素晴らしい、周りからも思われるような人に

なってほしいと思います。 

 

Ⅲ・花の精の言葉   高橋一栄氏 

 おめでとうございます。もう古い方は何遍も自分を愛するという方法は、どんな方法かと言うこ

とを聞いているし、多分実行しておるのではないかと思っております。 

 新しい方は、一体自分を愛するということは、どんなことなのかというと、今まで皆さんが話し

て下さったから、自分をきっちと知ることである、自分を確立することなんだという事を話に伺い

ました。 

 けれども去年 1 年を見ましたら、色々な皆様の諸問題を聞いてみますと、本当に自分を知ってい

ないなということを痛感いたします。 

 先生、体が痛くなりました、どうしたらいいでしょう。うまく仕事がいかないんです、どうした

らいいでしょう。そのような質問だけが返ってきます。私達は、どうしたらそれを直すことが出来

るのかということを教えていたはずです。けれども皆様は直ぐ頼りたがります。それは本当に自分

を知らないからです。 

 先生、胃が悪いんです。もうあなたの胃は悪いですよ。食事に気をつけなさいよとということを

前々から、その方に伝えてあっても、今日も九州から胃潰瘍らしいんですけど、どうしたらいいで

しょう。入院したらいいでしょうか、悪いでしょうかという電話が入りました。その方には、既に 1
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年半前に、あなたの生活は非常に悪です。自分の体の中身も知らないで暴飲暴食していたら、本当

に自分自身を失ってしまいますよという事を、もう一年半前に伝えてあります。けれども一年半た

った今、どうしたらいいでしょうかというお話を受けます。 

 私達は自分の肉体は親から貰ったもの、丈夫な人、あまり丈夫でない方、それぞれの遺伝があり

ます。けれども本当に自分自身を知っていたら、自分をどのようにしたら健康を維持できるであろ

うかという事を、しっかりと皆様は考えている訳です。けれども胃腸が悪いのに、お酒を飲む、い

や消化の悪いものを食べる、神経を返って使い過ぎる。本当に使わなければいけない所を使わない

で、ぐじぐじとした神経を使う。そして血圧の高い人は、くだらない事にぐちぐちと、目に入るも

の一つ一つをぐちぐちと言う。言うから心に障る、心に曇りが起きるから血圧が上がる。そのよう

に自分自身が自分を苦しめているのです。 

 本当は自分が自分以外に人が知るわけは無いのです。自分の神経がどれほど緊張しているのか、

どれほど自分の神経が病んでいるのか、過保護にしているのか、皆、自分が知っているはずです。

けれども皆さんは、意外に自分自身というものを知らない人が多いのです。 

 本当に自分を愛するなら、自分が今やろうとする事を、きちっとやるべきです。今、胃の悪い人

が不消化の物を食べたら悪いという事は、頭の中だけで解っているから、行動に移すことが出来な

いのです。お酒を飲んでいけない人が、まあちょっと、まあちょっとのルーズさが自分の体を本当

に最後には崩してしまう。そのようなことを見ていると、皆様は自分を本当に愛していると思って

いる人々が、却って過保護にし、自分を堕落させているということを痛感します。 

 こうしなければいけないという事が解っていながら、それをなさずにその時を逸してしまって、

後になってどうしたらいいであろうかと相談にきた時には、本当に遅くなっていて、ああ可哀想に

と思う以外に仕方がない時があります。 

 そのように皆様、今という時をしっかりと考え、自分自身がこうしなければいけないと思った時

には、自分自身をしっかり見つめ、その方の行動に直ぐに移して戴くことです。私は肩が張ります。

肩が張るにはその原因があるはずです。その原因が分っていながら、“それは分かるんです、けれ

ども…”と言ってそれを直すことを知らず、そういう方が非常に多く見受けられます。 

 私達は親から貰ったこの五体を、生命のある限り持っていなければ、この地上界で修行すること

は出来ません。いくら太陽が無所得で光をくれても、私達の肉体を維持する私本人が自分自身をし

っかりと管理しなくて、誰が私自身を管理してくれるでしょうか。 

 自分の心を人に売ってしまっているような人、人の人生を歩んでいる自分、一体これは、自分を

愛していると言えましょうか。 

 あの人がこう言ったから私はやっちゃった。あの人がこう言わなければ、私はこちらの道を進ん

だのに、そういう声をよく聞きます。 

 あの人はＧＬＡの人だから大丈夫だと思った。そのようなことをよく聞きます。ＧＬＡの人であ

っても、それぞれの諸段階を経て、自分がよくなろうと努力している過程の人間であるという事を、

まず始めに知ってほしいと思います。ＧＬＡの人は全てみんないい人なんだ。みんな人々はそれぞ

れ良い点を持ち、良い特徴を一人一人見たら、とっても良い人が多いのです。全て皆さん、ここに

いる人々は 1 対 1 で話したら、いい人がとても多いのです。 

 けれども集団になった時に調和が出来なくなる人、集団になった時、一人で勝手にその輪から外

れてしまう人、自己主張をする人、そのような人々が出てきます。一体どこで、それは脱線してい

るのでしょか。 
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 それは自分というものを、しっかりと知らないから、自分の目の前にあるものを避けて通ってい

るからです。自分の目の前に来た夫々の諸事項をしっかりと見つめる目、そのような目、そしてそ

れを思う心、そういうものをしっかりと持っておられる方は、いつ何が来ようとも、これはこのよ

うにすればよいのだ、じゃ今からこのようにしよう。こうすればこの事態はすぐに解決することが

出来るのだ。じゃこのようにしよう。 

 思いと行動が一緒になるから解決が速いのです。憂いている人に限り、あれはどうしよう、これ

はどうしよう、誰かしてくれないかしら、人待ち顔でいるから、段々と遅くなってそれを逸してし

まう人が多いのです。 

 私達はこの太陽が与えてくれる素晴らしい無償のもの、これを見た時に、私達が親から貰ったこ

の五体、全て愛なのです。この五体は皆様が全てお持ちの肉体は、私達全て愛の形なのです。 

 それは私が去年の 12 月の第 1 土曜日の時に、クリスマスって一体、何だろうな、そのように思

いました。その時、イエス様がポッとおいでになりまして、クリスマスというものは形じゃないん

だよ、あなた自身だよといわれました。私とクリスマスと、どういう関係があるんだろうなと思い

ました。その時に色々なことを教えて戴きました。 

 その中で、愛とは私達肉体の全てだよと言われました。私達肉体の全ては愛の形なのです。あな

たの右腕の支えが、そして自分の足で歩む事、みんなとの調和が、自分自身の優しい言葉が、そし

て無償で出来る私達の肉体が、全てが愛なんだよ。そんなに形作るものではないんだよ。太陽が無

償で私達に素晴らしい慈悲をかけていてくれるのと同じように、神は私達に五体という、愛の全て

を造って下されたのです。それを使うか、使わないかは、あなた達自身にあるだよ。そう言われま

した。 

 ああクリスマス、私達自身はこんなに素晴らしい愛の形を持っているのに、何で出し惜しみをし

ていたのだろう。塵が落ちていたのを足でポンと蹴って、気にしながら通り過ぎて行った自分、な

んて愚かな自分であったのかな、そのように思います。 

 私達に生命があるのと同じように、草や木にも生命があるのです。去年１年かかりまして、ある

商売の方が、花の精を、先生出して下さいとそう言われましたので、色々花の精とお話しました。 

 これがその時の花の精の話を要約したものですが、この方は自分自身の商売を、先生正法とどう

結び付けたらいいか、考えました。そして、私は服を作る仕事をし、花の浴衣を作りたいと思いま

す。その花にはそれぞれ精があるんだという事を先生は前に言われましたので、一度、花と対話し

て下さいと言うことで、ここにある何点かの花と対話しました。 

 その時に、私は素晴らしいことを感じました。私達よりも花の方が、よっぽど素晴らしい心を持

っている。私達が勝手に踏んでしまっている草木にも、それぞれ素晴らしい心を持っているんだ。

私は罪を作ったことがないと言われる方は、そのような草や木の素晴らしい心を踏み付けた事がな

いのですか？ 私は反省することがないと言っている方に、自然に感謝したことがありますかと問

いかけてみたいのです。 

 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３０

cm 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
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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



239 

 

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。 
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 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。 

 

Ⅳ・心の本質、宇宙即我   高橋信次先生 

 おめでとうございます。ようよう私達も全国的に人々の心に、普遍的な法灯を点ずる機会がまい

りました。しかしあまりにも永い歴史の中に、しかもまた我々の生活の中に食い入っている現代宗

教というものと、必ずや我々の正しい神理というものに対して賛同は得られません。 

 勿論この中にも約 70～80 人近くの人は、初めて聞く人達もおりますし、その上に否定的な人達

もおります。 

 皆さんは信仰というものに対しては、お経をあげる、或いは祝詞（のりと）をあげる、賛美歌を

歌う、我々の信仰対象としてあるものは、曼茶羅や或いは仏像、その他の偶像、特に地方地方にあ

る神社仏閣、そういうものを一生懸命に拝むこと、これが信仰深い、このように我々は今までは思

っておりました。 

 しかし神の実態、祀られているそのものの実態というものを殆ど確認することが出来ぬまま、神

様というものは遠いところにある、我々の望みを全てかなえてくれるんだ。しかし、やればやる程、

疑問を持ってくる。 

所がその疑問を自らして回答得ずして、貧乏したり病気をすると、やぁこれはもっと拝まなくて

はいけないのだ。或いは人伝えに私達の信仰しているこれをやれば治るよ。このようなものを、こ

うして祀れば治るよ。或いは拝屋さんの所へ行きます。 

 先祖三代前の方が、三代前と言うとバレてしまうから、大抵五～七代前と言っておけば分りませ

ん。まあ七代くらい前の先祖があなたの所に憑いている。その為には先祖を供養しなければ、あな

たの家は救われない。まぁおおかた、そんな所で騙されてしまいます。 

 或いはまた病気を治す為には 50 万円を積みなさい、あなたの家の生活だったら 50 万円くらい

は大丈夫だ、それを教団に喜捨する事によってあなたは救われるんだ。ある者はまた、あなたの家

の財産を全部あげなさい。あげたときには救われるでしょう。すぐ人間というものは、ドタン場に

くると溺れる者は藁（わら）をも掴む。遂に段々と泥沼の中に入って目覚めた時には、もうあの世

行きという事になります。神はそのようなことを一つも約束しません。 

 我々は他力本願によって救われる道はないのです。何故なら、私達がこの地上界に肉体を持って

出てくる。そして我々が全て生活できる環境そのものは、神は全て用意し、我々に無償で提供して
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あるからです。まず我々はこの地球上という場に肉体を持ってしまうと、そのように盲目化してし

まうのです。 

 私達がこうして講演に、関西にも三年、東京方面にも五年近くやっております。うん、また同じ

話をしだしたな。 

 所が昔から信仰している人達、例えばひとつ般若心経をとってみても、毎朝毎晩、観自在菩薩行

深般若波羅蜜多、あげております。ある者はまた、1 万遍とあげております。 

 これを日本語に翻訳したら、どういうことになる。「爾時世尊 従三昧安詳而起 告舎利弗」、

「その時、世尊釈迦牟尼仏は立ち上がって、そして舎利弗に告げました」。同じことを、同じこと

を言っております。 

 更にまた念仏の如きは、南無阿弥陀仏、ナムアミダブ ナムアミダブ…、やることなすこと、も

のを一つ取っても ナムアミダブ ナムアミダブ…。南無阿弥陀仏ということは、一体、皆さん、

どういう事ですか。 

これはインドの言葉です。ナーモアーミダーボと言うことです。ナーモというのは仏に帰依する

という事です。直訳してしまったら、“私は仏様に帰依します、私は仏様に帰依します…”「あい

つパーじゃないか」、それを何となく外国の言葉と日本の言葉でミックスしちゃって南無阿弥陀仏

と言ったら、あたかも立派なように思えます。 

 更にまた南無妙法蓮華経、日蓮はご丁寧に南無までつけた南無阿弥陀仏と法蓮華経をくっつけれ

ば、もっとよくなる。 

 南無阿弥陀仏、その上をとって南無妙法蓮華経、これも 1 万遍あげれば人間は救われるんだとい

うんです。その中で救われた方がおりますか。世界中でそんな人は一人もおりません、錯覚を起こ

しているだけです。 

 法蓮華に帰依する。法とは宇宙の神理。 

我々の肉体というものは、あの泥沼の中より汚いものである。目を見れば目糞、鼻糞、耳糞、体

から出る一切のものは泥沼よりか汚いものだ。あの泥沼の中ですら美しい蓮の華が咲くのではない

か。あの泥の中に咲いてる蓮の花は美しく調和している。穢れがない美しいものだ。我々の心もま

た、例え汚い肉体舟の中にあっても、宇宙の神理を己の心の物差しとして生活をしたならば、あの

蓮の華と同じように安らぎのある調和された境地に到達するのである。 

 本来はそのようなものを簡略してしまいまして、中国から日本にくる間に“妙法蓮華経”と変わ

ってしまいました。法蓮華経、それをしかもご丁寧に曼茶羅までさげて拝むようになってしまいま

した。 

皆さん、曼茶羅というものはデコレーション（decoration）ならよろしいです。飾りものならい

いでしょう。しかしそういうものが拝む対象ではないのです。南無妙法蓮華経、南無阿弥陀仏の神

理を、即、生活の中に活かした時に、始めて仏教と言えるのです。 

 現代仏教は、殆どそのように他力化し、そういうものを拝むことが信心という間違った方向に進

んでいる姿は、もう既に末法であり、それ故に現在、社会の経済問題を一つ見てもそうです。去年

の九月から十二月頃の間に於いては、日本に大騒ぎを起こして、石油、石油、石油危機、エネルギ

ー危機と言っているけれど、実際は 7300 万リットル、これだけのものが入っているのです。一昨

年の 12 月の状態と調査すると、約 22％多く輸入されて入っております。今年の 1 月から 2 月の

間に於いても、予定が 5600 万リットル、それが 7600 万リットル入っているのです。 
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 所が、足りない、足りないと言うと人間はみんなその気になってしまうのです。ここに我々は、

人間が本当に足りることを知り、消費者が真剣に自分の生活を擁護するならば、そのような物価値

上げはしないのです。みんな我々は心を失い、目先の欲望だけに囚われて、本当の自分を忘れてい

るのです。トイレット・ペーパーにしてもしかり。実質的に去年よりか増えているものが、足らな

くなることは、これいかに。 

 ところが大企業の方面をみて、去年の 9 月期を見てごらんなさい。480 億近くの利益をあげてい

るのは日本製鉄、ところが鋼材は足りません、どういう訳です。電力会社も 400 億、300 億と儲

けていても、電力料を値上げしたいと言っております。 

 これは人間が本当に、我々日本人が真剣に考えるべき問題です。こうして人間自身が、ただ儲け

よう儲けようとする欲望、これが結局は自分の首を締めてしまうのです。今年の 3 月、4 月、5 月

の間に、またゼネストが始まります。お互いにインフレーションに対し、給料値上げを要求する、

首をしめることは当然なことです。 

 現代社会を本当に救いうるものは物質ではありません。経済ではありません。その証拠には現在、

田中内閣の総理大臣が南東アジアへ行っております。日本で面倒見たはずの南東アジアから総スカ

ンを喰っているのは、これいかに。 

 アメリカが日本をここまで育ててくれた。経済力によって南東アジアを育てた。所が総スカンを

喰っているのは、どういう訳でしょうでしょうか。 

人間の心の本質を知らないからです。日本人は経済の力を持って南方に行く。タイ国あたりに企

業を作ると、自分の日本国民という優越感にかられて、その国の人々との対話がない。独りよがり、

自分さえよければいいというエコノミックアニマル（economic animal）、当然なことです。 

 こうして文明の上に胡座（あぐら）をかいている所のアメリカも、日本人も、外国から批判され

る原因も、やはり肝心要（かんじんかなめ）な人間としての心の本質にあるのです。我々は特に戦

後に於いて、人間としての正しい生き方の道を教えているところはありません。身を修める修身と

いうものの教えもありません。 

 人生とは何んぞや。人間は何の為に生まれ、年を取り、病気をするのか、こういう重大問題も解

らなくなっております。解らない人達が求める宗教は、むしろ阿片です。人間性を失っていきます。 

そこでまず我々は、神というものはどういうものだろうか。人間はどうしなければいけないのか。

あらゆる角度から検討してみましょう。 

 まず我々の住んでいる地球という場、その地球というものも 71％は水圏…大洋・湖沼…水です。

表面に出ている陸地というものは僅かの２９％足らずです。その中に 30 数億の人間がひしめいて

おります。 

自然は全て調和されるように出来ております。その調和されるべき自然を破壊しているのは、人

間全ての欲望です。正しくものを見ることが出来ない。それによって公害を撒き散らしている事実、

我々はこの結果が、日本沈没だとか、最近それに予言書が出ております。それも解釈の仕方によっ

て 180 度違うような予言書がベストセラーになり、人間はそれだけ心の淋しさを、危険を察知して

いるからああいうものが売れるんです。 

 我々は他人事ではありません。先程、関先生が宇宙は自分だと言いました。その通りです。仏教

の言葉の中に宇宙即我という言葉があります。この宇宙即我というのも、皆さん自身が偏らない中

道の道を実践して、自分自身の心の中にある所の偽りの偽我と、本来持ち合せている所の善なる真

我──神の子として己に嘘のつけない善なる心、この二つのものが共存し、偽りの我を無くすため
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には八正道という本当の仏教の根本原則を実践し、心の物差しとして生活したときに、始めて自分

自身というものが、光子体ということが解ります。 

 皆さんの肉体と共存している光子体を図解しますと、このようになります。この光子体はこの肉

体と丁度調和しているのです。これは離して書いてありますけれど、一体になっております。これ

は、お父さん、お母さんから貰った、この地上界の原子細胞によって精成された肉体舟です。今の

眼で見える所の肉体であります。この肉体舟とこの光子体は共存しているのです。 

 物質に対してエネルギー、この物質に対するエネルギーという問題は、私達の物理学上において

も説明されており、実証されております。物質というものは、宇宙空間に体積と質量を有するもの

を物質と言っております。この物質は我々の見える光の速度、即ち光というのは 299,774km／

sec（約三十万キロ）という物凄いスピードです。光の速度は地球の周りを 1 秒間に 7 回り半しま

す。その 7回り半した光の速度を 2乗したものと、物質の質量との積は仕事をなしうる能力である、

エネルギーといっております。 

    E＝MC2 （E：ｴﾈﾙｷﾞｰ M：質量 C：光速） 

 このエネルギーの次元というのは、我々は現代、エネルギー危機、エネルギー危機といっている

が、エネルギーを目で見た人はいないんです。物質は目で確認できても、エネルギーは目で見る事

が出来ません。 

 こうして次元の違った世界というものは、我々の住んでいるこの三次元の世界に対して、三次元

を包んでいるところの四次元以降の世界の存在という事なので、四次元以降の世界と三次元の世界

が共存しているという事実は、皆さんが日常生活の中で、テレビジョンや映画館のスクリーンに映

し出されている映像を思い出したらよく分かります。 

 映像は二次元の世界です。二次元の世界に映し出されているものは、三次元の世界から投影され

ているものです。その投影しているものに対して、我々はその映画のスクリーンに対して、どんな

に可哀想な映像が映っていても、私達はそれに加勢することが出来ません。同じように、我々は次

元の違った世界との関連も同じようなことが言えるはずです。 

 物質の世界、エネルギーの世界が違うように、我々自身は、仏教では、“色即是空 空即是色”

という言葉を知っているでしょう。天台智顗（てんだいちぎ）という中国のお坊さんは、“色心不

二”といっております。色心不二というのは、心の世界と皆さんの肉体は一体であって別でない。

かように二つのものが常にこうして調和して、我々の今があるのです。 

 我々は、こうして宇宙体というものは、我々のこの三次元の世界そのものが宇宙体であり、神の

体であり、その神の体の現れであります。 

 先程、肉体は愛の表現であり、愛そのものの姿こそ肉体だと言っておりました。その通りです。

我々のこの原子細胞から成るこの肉体も、実はもう一つのエネルギーとも言うべき、生命の本質と

も言うべき光子体に包まれて、皆さんの肉体は今、同体になって存在しているのです。 

 親から貰った肉体は、いつの日かこの地球上へ、そして我々は自分の肉体から抜け出して、その

肉体から出ている霊子線ともいうべき、光のドームの中をやがて帰っていくのが、こちらの肉体な

のです、光子体。ですから皆さんはいつでも、あの世に行く準備が整っているのです。いつでも死

ぬことが出来るのです。我々は死んでしまえば、肉体がなくなるから、全ては無いのだと錯覚を起

こしているだけです。皆さんの心の窓が開いたら、この事実がはっきりと解ってまいります。 
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 我々は、心の美しい正道を心の物差しとして生活している人達は、自分の肉体から光子体が抜け

出していきます。しかもまた、この光子体は抜け出さずとも、このもう一人の自分は、でかくなっ

ていきます。そのときに地球が手の中に入ってしまうわけです。 

 皆さんは孫悟空の話を聞いたことがあるでしょう。天竺（てんじく）に経典を取りに行った時に

孫悟空は活躍します。彼は、世界で自分があらゆる戦力を持っていると思いましたが、彼が増長慢

になった時、世界の隅まで行ってきたと思ったら、観音様の手の中にしか居なかったということを

知っているでしょう。これも同じなんです。人間みな神の子であり、そして神と同体であり、神と

同じ肉体を持っているのです。 

 しかもその中で、個々の生命としての特徴を持ち、個性を持っております。そして我々は地球と

いうこの環境に適応した肉体を持って今、生きているのです。 

 そして今、物質的に恵まれた生活をしていようと、或いは経済的に非常に厳しい環境に生活して

いる人達も、それぞれ皆さんに今、皆さんの魂の、即ち原子細胞の肉体の支配者である光子体の中

心にあるところの皆さんの心、皆さんの魂を豊かにする為の学習の場なのです。その体験を通して、

より豊かな自分自身を造っていくことが大事なのであり、決して私達は他力的な法蓮華経、南無妙

法蓮華経や、或いはまた南無阿弥陀仏をあげることによって、その人の心が豊かになるのではない

のです。 

 大事なことは、皆さん自身の心の中の、思うこと、行うこと、これを自分が偏らない中道の道を

根底とした生活行為の中に、豊かな広い心を作り出すことが出来るのです。 

 まずそこで、我々は、先ほど申し上げました物質経済、そのものに翻弄されてしまうのでしょう。

まず皆さんがこの地上界に出てきた時に、お金を持ってきた人がおるでしょうか、曼陀羅を持って

きた人があるだろうか、偶像を持ってきた人があるでしょうか。 

 持ってきた人は誰もありません。我々は裸だったんです。そうしてまた、色々な対象物、信仰の

偶像を持った人達も死ぬ時に持って帰れるでしょうか。持って帰ることは出来ません。但し意識で

持って帰った人達は、あの世において、自分自身がなぜ持ってきたのかという、大きな執着、苦し

みを持ってあの世へ行きます。 

 我々は皆さん、三途の川というのを聞いたことがあるでしょう。あの世にはあります。これはこ

の地上界で体験してきた所の、大きな執着を捨てて流していく場所なのです。そのために執着を捨

てて向こうの彼岸へと、これをお彼岸と言っているのです。 

 こちらの岸からあちらの岸へ、我々は自分の大きな荷物を捨てて行きます。それは皆さんの現在

生活している中で、その執着というものが、どういうものであるか、それは皆さんは今、皆さんの、

あの世から帰って来いという帰還命令、即ち、死を宣告された時、皆さんは今、何を考えるでしょ

う。 

 皆さんが死という自分自身が大きな転換に直面している時の皆さんの心、思っていること、為し

ている問題を真剣に考えてみて下さい。 

 この中で、今すぐ死ねるという覚悟のある人達がありますか。残念なことに一人もおりません。

但しその状態になって、ああ私は何もいらぬ、捨て去る人は大分おります。心の綺麗な人達からは、

一人一人がちゃんと後光が出ております。しかも生と死という大きな問題にぶつかった時に、今、

自分の心がどうであるか、皆さん一回想像してみたらいかがですか。 
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人間の死というものは、いつ襲って来るかも分かりません。人間は毎日毎日が、一日一生の心構

えが必要なのです。そして明日があるなら、よりまた今日より豊かな自分自身を造るための生活行

為が大事なのです。 

 八正道という心の物差しを持って、このような生活をしている人達こそ、本当の信心深い人達な

のです。あらゆる宗教を体験し、その中で、疑問、疑問、疑問だらけの中から、その泥沼の中から

抜け出した人達は、必ず私の説いているものを真実だと認めるでしょう。 

 我々はこうして、人間の普遍的な偉大な神の子としての自覚を訴えているのです。それは自力な

のです。当然、自力によって自分自身の心というものが満たされ、感情も知性も理性も本能も、全

てが円満調和されている状態になりますと、執着がなくなります。 

執着がなくなれば、より以上に物質も経済も、あらゆる面が調和されたユートピアが完成されて

いくのでしょう。それが普遍的な人間の心という本質が分からない為に、欲望だけが表面に出る。

これが闘争と破壊であり、あらゆる物質不安定の根底になっているのです。 

 人間が普遍的な偉大なる神の子としての自覚、豊かな円い心を自分自身が造る以外に、現代社会

の人間の本当の調和はありえません。それは神がするのではなく、皆さん神の子である己自身が、

五感を通し、煩悩即善提としての自分を完成させる以外に、地球上、仏国土は完成されないのです。

“まやかしもの”ではないのです。 

 今、私の説いている神理は、既にこの地上界始まった時から同じことを言っているのです。遠く

１万年前、私達はアトランティスにおいて多くの人々と共にユートピアを造ったように、更にまた

エジプトに、或いはインカに、そしてまた中国に、インドに…、人間の真の心の道というものは普

遍であり、新しいとか古いとかいうものが神理ではないのです。永遠に変わらないものが人間の心

の物差しでなくてはなりません。 

 こうして自分の豊かな心になるに従って、私達は自ずから我々の心の中から作り出した所のスモ

ッグが消えていきます。消えていきますから、こちらの光の肉体は大きく膨れ上がっていくのです。

この時に“宇宙即我”という境地になっていきます。 

 皆さんが心を落ちつけるためには、まず自分の心の中に偽りがあるかないか。自分の感情に乱れ

がないか、乱れたとしたならば、どこに原因があるのか。本能の面に於ける欲望が大きくデフォメ

ーション（変形；deformation）を起こし、膨らんできた。何故だ、その原因はどこにあるのか、

その根っ子を取って、自分自身が成長していく。 

 病気をした。病気をしたら、その原因はどこにあったか、自分の生活の中で暴飲暴食、或いは肉

体的な過労、或いは精神的な面、このような病気の原因を追求していって、始めてこういう馬鹿な

事をしたから肉体の調和が崩れたのだ。この肉体の調和を崩す原因は何処にあったのかという事を、

皆さんが発見しない限り、皆さん自身の魂は進化しないのです。人任せでは困ります。自分自身な

のです。悪くなれば、悪くなった原因がある筈です。その原因の根っ子を取り除かない限り、皆さ

んは前進をしないのです。 

 永い歴史の中に人類は、そのように一つの物に固定化された他力本願という、冥土の沙汰も金次

第式な間違った方向に、人間の肝心要な心を教える道が狂ってしまったのです。神は我々の遠い、

祀られた神社仏閣にあるのではなく、皆さん自身の心の中にあるのです。しかし皆さんは偉大なる

万物の霊長としての、豊かな自分自身を持っているのです。 

 こうして我々は、心というものの豊かさは、即、皆さんの後ろの後光が大きくなっていくから、

始めて宇宙即我、自分自身は神の子供だということを自覚するようになります。そして皆さんが、

もう一人の自分が抜け出していく時には、これはこれは、大変なものを見る事が出来ます。 
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 我々は今こうして、心を調和して抜け出していきますと、飛行機に乗れば飛行機代がかかります

が、お金は一銭もいりません。そうしてあらゆる所を見て来ます。皆さんが、早く真剣に、自分と

いうものの執着を勇気を持って取り除き、正しい毎日の生活を実践していったら、お金をかけない

で自由に世界旅行が出来ます。世界旅行ばかりでなく、あの世へ行って見てくることが出来ます。 

 このようにして、我々はただ決して新しいものを今、説いているのではなく、皆さん一人一人の

心の中に、永い転生輪廻の中で、この体験を、この記憶を、皆さんは誰も持っているのです。 

 しかし我々の肉体の先祖を通して作り出してきたところの神社仏閣、こういうものを否定しては

いけません。何故ならば我々の先祖は、そのようなものが正しいんだと思ってきた。そしてそのま

ま、あの世へ帰った人達は、その環境で生活しているからです。もう私は神理を聞いたから、もう

お寺も神社も行かん、もうお墓へも・・・、あれはただの人生航路の乗り舟が廃品になっているの

だから、もうあんな所へ行く必要がない、それは危険なことです。 

 何故ならば、我々は知らないでいること、生命が永遠である為に、この地上界で体験してきた事

を等速度運動をしながら、その場所にいる人達がいるからです。何故なら、我々がお墓に行ってみ

ます。立派な石塔が建っております。それはそれはもう、1000 万円近くかかるようなお墓の中に

住んでいる住人が、その場所が天上界だと思ったらとんでもない。冷たい石牢のような地獄界です。

最近は何か新しいのが増えまして、色々と子孫が繁栄する為には、立派なお墓を作れば繁栄するん

だといって、だいぶ儲けて、あっちこっちビルを作っている石屋さんもいます。  

 まあ人間というものはそういうもので、自分ということになると、そういうものに騙されてしま

って、商売に手助けをするのです。それが哀れな、法を知らない人間の行為です。 

皆さんが心の眼を開いて古いお墓に行ったら、必ず手を出して、助けてくれ！ ある者は、もう

どうにもならないで救ってくれと言っている連中の非常に多いのを見ます。ですからお墓などに行

って、心の汚い人達が憑かれてしまって、憑依されてくる人達も多いのも、その為です。 

 日本のようにお盆なんていうことになると、亡くなった先祖が来るんだ、わざわざ家の門の所で

かがり灯をし、先祖の皆さん、どうぞいらっしゃって下さいと言って、お呼びしたのはいいけれど、

帰るのはいやだよ、もう地獄は厳しくて、その家がよくて、その家の嫁さんにくっついてしまって、

お盆の時から体がガタンとまいってしまう人達が日本全土には一杯おります。先祖を祀って何で具

合が悪くなるんだ。このように、本当の心の眼が開いてない為に、そういうものに憑かれてしまう

のです。 

 本来お盆というものは、そういうものではなく、やがて三月になれば、お彼岸というものも日本

にあります。お彼岸というものも、本来は人間自身の心というものを知った生活行為、そして執着

をとり、苦しみの世界から調和された、悟りの安らぎの彼岸に行くというのが本当の道なのにも拘

わらず、我々は先祖を供養することが、そうだと思っているのです。 

 先祖供養の前に、まず自分自身をつくることです。自分を完成することです。そうしてそれが分

かったならば、先祖の皆さん、お墓に執着を持ってはいけません。私達は今日はお参りにまいりま

したが、皆さん、もしこの中で生活をしているとしたならば、皆さんの肉体は、あくまでもただの

舟、その壊れた舟に、これは俺の肉体だと思っているから執着を持つのです。一切そういう心を捨

てて下さいね。 

 何でそういう場所で生活をしているかというと、あなたが生きている時に、この地球上に於いて、

自分のねぐらはこの場所だ、ここに大きなカルト(cult；崇拝、信仰、この場合はお墓)を作ったけれ

ども、これは違うんです。 
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 皆さんがそうしてやって、我々がまた実行したら、今から五百年、千年経ったら、日本はお墓ば

かりになってしまう。寝るところはなくなります。まあ最近はお骨のアパートも出来まして、高い

ビルの中に何号何部屋、ちゃんと決まっております。まあそのようにしなければ、食っていかなき

ゃならない御商売の方もおります。そんなものが本当の道じゃありません。 

 われわれの肉体というものは、本当は、この原子細胞は、この地球という場で約三十二種類から

なる元素、その合成により細胞が構成され、約六十兆からなる細胞集団によって五体が形成されて

おります。 

 こういう五体は、この地球という神様の体の中の一部分を分けて貰ったんだ、だから地上界を卒

業したとき自然に返して行けばいいものを、人間はそのように、自分の子孫、自分のいわば“ねぐ

ら”をといって、そういうものに執着を持ってしまう。ですから我々はそういう間違いを教えてや

る。 

 また仏壇には、先祖代々の位牌があります。ところが位牌とは不思議なもので、亡くなってから、

○○院、○○大居士とかつけている。 

 あの世へ行って自分の戒名を言っている人は一人もいません。生きている時の名前を言います。

これも奇怪な事です。またこれを書く事によって生活が成り立つんじゃ仕方がありません。まあ協

力してやる以外にありません。 

 戒名が、いいとか、悪いとか、それより生きている時に、いかに正しく生きたかということが大

事なのです。死ぬときの自分の心の在り方がだいじなのです。 

 こうして我々は、他力本願の永い歴史の中に作り上げられた所の宗教は、本当の人間の道を忘れ

去って、歴史という、伝統という、不自然なものを作り出してしまっているのです。我々は旧来の

陋習を破って、本当の人間の姿を発見しなければならない時に、今、来ているのです。 

 皆さん、我々がこの事実を知って、偉大なる神の子としての実践する以外は、地球はやがて、か

つてのアトランティスと同じような、大きな天変地変を起こしていくのです。 

 我々はこの地球上という神の体の細胞の一つを調和する、ユートピアを造るという、人々の心、

神の子としての万物の霊長として、一人一人の心の調和を計ったユートピアを造るのは大きな使命

の一つです。 

 神様の体を調和する為には、皆さんの肉体の細胞一つが不調和を起こしても、大騒ぎになるでし

ょう。神の体であるこの地球という大宇宙体の中の小さな細胞の中で、我々万物の霊長である人種

は、その場を修行の場とし、神の体を大調和することが本当の人生の目的なのです。 

 それを我々は、ちっぽけな地球という魂の修行場に、こつこつお墓を作っている、おかしい事な

のです。そうして皆さんが、その執着を持って帰りますね。そうすると皆さんの場合、殆ど修養所

に行きます。即ち三次元の地獄界、三次元、四次元につながる地獄界から天上界に上がる途中の所

に、幽界という段階があります。 

 その幽界という段階では、この世から帰って天上界へ入る入り口に修養所があって、みんなこう

いう建物がありまして、その場所で、人生のこと、色々反省して、 曼陀羅を拝んでいた人達、な

ぜ俺達はこんな曼陀羅を拝んだのだろう。拝んで何を得たのだろう。神の子として、これが本当な

のだろうか。 

 或いは大きな仏像を祀って、そしてその仏像を拝んでいた人達は、この仏像が本当に自分たちの

ものであったのであろうか。これを反省します。そうして彼らは、自分の家に持っていたものを、
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そのまま、あの世へ意識の中へ持っていて、その愚かさを知った時に、彼らはその執着を捨てる場

所があります。廃品回収所です。自動車が乗り捨てになって、よく捨ててありますね。まあ最近は

ビルを作る為の、その使い物にならない廃車を全部鉄骨にして生産するそうですね。何か 1,500 ト

ン作るようです。 

 こういうように、あの世では、これが無いから捨て場所がある。私達がこの地上界から、ずーっ

と抜け出して、あの世へ行って、修養所から出て行った所に、物凄くそういう仏像や偶像の捨て場

所があったのです。ああ、これは何だろうと思ったら、この地球上の人達が意識の中に、死ぬ時に、

仏像と一緒にいれば何かと安泰だろうと思っていたら、とんでもない。安泰でなくて、反省して、

反省して、ああこんなものを持ってきていかん、捨て場所だったんですね。そういう所があります。 

 まあ皆さんが、もう少し前進して執着を離していけば、そういう場所を見てきます。皆さんの眼

で、体で見えてきます。そうなってくると、へぇーっ、仏像なんて物は、という事になるんです。 

 ところがどうです。最近はあるお坊さんなどは、薬師如来を祀る為に 15 億円の、昔の仏像を保

管する為、15 億円の銭をかけて、そして大殿堂を作っていますね。本当に薬師如来が作ってほしい

のは、そんなものではなく、多くの大衆に調和された環境、気の毒な人達に愛の手を差し伸べてや

る事、これが薬師如来の本当の心じゃないでしょうか。 

 それを大衆から集められた不浄な金で、彼らは浄財と言っていますが、彼らからみれば不浄な金

です。そういうもので、大殿堂を作って立派な家に入れて、何が嬉しいんですか。それならば、生

きている人間がその中に入って、即ち、いわば家の無い人達がその中で生活した方が、よっぽどい

いと思います。そのように改造する、その方が功徳があるんです。 

 こうして我々は、今、21 世紀に入ろうとしているのに、まだそういうものに執着を持っているん

だから、おかしい事です。 

 その信者の一党が、私の本を読んで、おまえは非国民だ、こういう本を出して公害を撒き散らし

ては困るという内容証明が来ました。僕はその中で、本当はして貰いたいなあと思ったんですが、

ああ、こういう人は気の毒なんだ。まあ旧来の陋習を破れず、薬師如来という仏像がその人を幸せ

にしてくれるんだと思っているから、黙っています。まあ心として、芸術作品としてあるなら、当

時の芸術を鑑賞する意味で、大いに結構です。ところが、それを拝む対象、御本尊とはナンセンス

です。僕は言いたい。その薬師如来が口をきいたら信じなさい。恐らく彼ら、口をきかないでしょ

う。黙りっぱなしです。  

 そこで奈良の大仏さんなんて、なんであんな、でっかいもの作ったんだと皆さん、思うでしょう。

それも実は、皆さん自身の心が、真に仏法に帰依し、その生活を実践した時には、“宇宙即我”の

大きな姿、大きな心の姿の表現を仏像として、あのような奈良の大仏を作ったんです。あれは拝む

のではないのです。あれを見て、自分の心の広さを、皆さんは造る一つのヘッドギヤ（head-gear；

被りもの）となすべきです。 

 それを我々は、でっかいものを造ったなあ。これを潰したら、どれくらいだ。あすこには何百貫

て書いてありますね。金（Ａｕ）がどれだけ入っているか。途中で燃えちゃった（大火）。神様の

体が燃える訳はないんです。所が人間の作ったもんだから燃えちゃう。溶けちゃう。まあ補修した

から、後ろの方が大分、新しくなっている。そこで拝観料貰って、のうのうとね、優雅な生活をし

ているお坊さんもいるんです。まあそういう人は、あっちへ行って、ゆっくりと考えて貰います。

そういうものが、本当の信仰ではないのです。 
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 要は、皆さんはああいうものを通して、なるほど、宇宙即我の姿だ。しかし、あんな小さいもん

じゃないんですよ。地球を包むんですよ。ところが東大寺の中に入っておりますね。途中から顔を

出して途中から顔を出して拝ませているんだから、これまたナンセンスです。 

 しかし造った一番の、その根底にあるのは、あのように広い心を持ちなさいって造ったのが本質

のようです。それを永い歴史は、いつの間にか、小さいものを作ってやる。だから最近は、新しい

何とか、なんていう宗教団体にいたっては、お金持ちになる為に、大黒さんのを、こうやって持っ

ている。大黒さんを祀って、一生懸命に拝めば金持ちになる。またそれを信じている馬鹿がいるん

だから、尚困っちゃいます。  

 打出の小槌を打つには、それだけ一生懸命働くことです。正しい仕事をやることです。そうすれ

ば銭は、ちゃんと入るんです。 

 宝くじを当てようとするんですね。ですから皆さんは、大黒天というのは、一体どういうもので

すか。皆さんの金儲けを手伝った人だと思いますか。あの世には、大黒天と呼ばれる人がいますよ。

またこの地上界にも一杯出てきております。 

 大黒天と言われる人達は、神理、法灯を、神理を説く如来、菩薩、こういうような光の天使達に

協力し、経済援助する人達です。インドの当時のビンビサラー、そしてその親戚に当たる所のガラ

ンダ、或いはアナタピンガー、即ちスダチィー、こういうような人達は、これを大黒天といったん

です。 

 中国へ行ってから、最近は大黒天ばかりでなく、弁財天というのも出ています。そうして弁天宗

という組織を持っているのもあります。弁天様が出てきて、色々と金儲けの話をしてくれる。そう

すると大阪辺りでは、金儲けの方がうまいですから、そういう金儲けだったらといって、弁天宗派

というのが、大きな一つの建物を作っております。残念な事に弁天様というのは金儲けの協力をす

る人ではないんです。 

 皆さんの心中には、仏智という偉大なる転生輪廻の過程に於いて、体験したところの偉大なる智

慧、偉大なる宝庫が、皆さんは誰も持っているのです。その転生輪廻の中に体験された、皆さんの

心の中に記憶されている、内蔵されている偉大なる智慧、その財宝を紐解くことの出来る人達、そ

のような人達を弁財天というのです。 

 ところが宝物を持っているのが弁財天、あの世では絶対に、この地球上のお金は使い物にはなら

ないのです。日本に 1 万円は、あの世へ持っていっても、使い物にはならんのです。この地球上だ

って、そうじゃありませんか。これまで、1 ドル 300 円が最近 275 円になっちゃったですね。  

 神理というものは、一つも、そんなに変わるものじゃないんです。人間の作った、欲望で作り出

した経済は変わるんです。インフレなんて言っていますね。まあそれに便乗して、うんと儲ける人

もいます。ただ儲けた金を人々の為に尽してくれればいいが、自分の懐だけに入れて、そして自分

さえよければいいという人も一杯います。まあそういう人はやがて苦しみとなって自分に跳ね返っ

て来るんです、苦しみとなって。 

 ですから皆さんは、お金は足ることを知らなきゃいけない。といって無いと困るんです。人間の

現代社会に於いて、本当に幸せだと言えるのは、まず肝心要な心を知ることです。心、そして皆さ

んの心の舟である所の、魂の舟である肉体です。これが健康でなけりゃ、いけない。 

 ところが永い歴史の中で人類が作り出した現在の経済機構、資本主義にしても、社会主義にして

も、またその根本にあるのは物質経済です。この物質経済も、また無ければ今は食っていけないん

です。 
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 インドの時代の、お釈迦様のように、山の中に入れば、食べ物が、マンゴとかリンゴとか、或い

はパパイヤとかリューガンとか霊芝とか、色々食べ物がある時代は、まあ今日は働かなくてもいい、

そこにあるマンゴを一つ食べようや、夕方こっちにあるリンゴを二つ食べればいいや。駄目だった

ら乞食（こつじき）に行けば、何とか食えるよ。 

 だが日本では乞食に行ったって、相手にしてくれません。恐らく、お米一粒でも食えません。こ

ちらから行っても、このように布施する心も無くなってしまいましたね。 

 所が逆に、ずうーっと南方の方に行きます。カンボジアからタイ国方面に行きますと、布施する

人達が一杯います。まだインド時代の名残が残り、漫然として伝わっています。日本では最近、そ

ういうものも見られなくなりましたね。だからやはり経済というものを、作っていかなければいけ

ない。経済も自分さえよければいいのではなく、人々の為になる、そういう環境というものを造り

出さなければならないのです。 

 こうして現代の社会の本当に幸せになる道というのは、魂を浄化し、健康であって、経済的に安

定している環境、この三つの柱を造らない限り、ユートピアは出来ません。そのユートピアの、特

に物質経済に関しては、本当の心というものを知った人達でなければ出来ないのです。自分さえよ

ければいいんだという利己主義、儲け主義的な考え方、こういうことは結局は、自分たちお互いに

首を締めてしまうのです。 

 トイレット・ペーパーを買いあさった、あの千里のご婦人達が、いつの間にか、ざあーっと全国

に広がって、自分たちで値上げしたではありませんか。アメリカ人だったら、その辺はまだ利口で

す。不買同盟ね、買わないんです。皆さんが買わないから吐き出すんです。 

 ところが日本人は、自分さえよければいいというから、最近はハワイ辺りまで旅行してトイレッ

トペーパーを買いあさっている。そして飛行機に乗って取って来たというから、これもまた話しに

なりません。 

 で、そこに私は最初に言った、日本人は最初に道徳心というモラルの面がゼロだという事です。

そういう道が分からない所に経済が発達したから、そういう、ものの奴隷になってしまったのです。

皆さんは、自分自身なのです。それをよく知って生活すること、これ以外にないんです。 

 私達は色々と、このように講演に行くようになります。また現象も出すようになります。直接、

我々の声を通して皆さんが聞ける内は、いいのです。もう既にあの世へ帰った連中は、次々とあの

世の状態を報告に来ているのです、ＧＬＡの会員で、皆さん自身が、そのような体験をやがてしな

ければならない人達も出てきているはずです。 

 その時には、しかっりと生命の永遠性を、自分自身で知って生活する、これ以外にありません。

それには一切の執着を捨ててしまうことです。これは死んだなと思ったら、自分のもう重荷を捨て

てしまうことです。そうして思い残すことがあって、自分の子孫の前に出て、何とか助けてくれと

言うようになったら、これ話しになりません。 

 そうなれば、お坊さんも本当はいらないんです。死ぬときにお坊さんが来て、お経を唱げること

が道じゃないんです。生きている内に、お経の意味を理解して生活していれば、黙っていて、明日

の朝、いってみよう（あの世へ）、みんな元気でな。スウーッと行けるようになるんです。 

 ところが皆さん、笑っていますけれども、あの世から出てくる時には、いや今度は大変だぞ、本

当は出たくないんだけれど、出なきゃ仕様がないんだ。出て来て、肉体を持って生まれたその環境

でぬくぬく育っている内に、いやーっ、この地球上がいいやなんて。あれが死んだ、これが死んだ、

ああ可哀想に…。 
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 まあ人間というものは、住めば都ですから不思議なもんです。しかし我々は、どうすることも出

来ないのは、あの世へ帰ることなのです。それがその時に慌てないで、毎日の生活を、毎日が極楽

のような調和されたユートピア仏国土の中から、皆さんは生活してゆけば、亡くなった時に、ああ

よかったな、思う存分やってきた。 

 ところが皆さんは、全部出て来る時には、気の毒な人達に愛の手を差し伸べてくるよ、うまいこ

と言ってみんな出てきたんです。そういう人達がみんな忘れてしまって、トイレットペーパーまで

買いあさってしまって、人生というものは、そんなものではありません。 

 そういう事に惑わされないで、皆さん一人一人がじっくりと、正しく見、正しく聞き、正しく語

り、正しく念じ、正しく仕事をした、正道というものを通して皆さんが生活をしておったならば、

あのような問題は起こらないんです。そして東京方面は“あげよう（地名？）”といって、丁度千

里と同じような大きな団地がある。その団地で騒ぎ始めたら、東京方面までダーッと物価値上げし

てしまった。買占め始めた訳です。集団意識というものも、本当の心がないから、ああいう事にな

るのです。 

 そうして自分達が、どんどん吊り上げちゃって、跳ね返って来るのは大衆です。まあ、馬鹿みた

いなもんですね。我々もその犠牲者です。  

 ですからＧＬＡの場合は、今度は関西では正月を実験台として、よそよりか、うんと安く生鮮食

料品というものを、みんなが買いました。これはユートピアへの一歩です。お互いに儲けようじゃ

なくて、お互いによければいいじゃないか。ＧＬＡというのは、そのように、心、魂と肉体と経済

というものの、この三つの大調和を図っていく我々のグループです。 

 やがてこれが千万人になったら、どういう事になるでしょう。なります。その時にはコンピュー

ターを幾つか設置しておいて、何処どこの生産地では、どういうようになって、消費者はどのよう

になって、そしてグループはこのように動く、物価なんか高くなりません。これが本当の神理なの

です。我々は政府がやらなきゃ自分達がやる以外にないんです。 

 皆さんがそれで衣食住という経済の面が調和されてくればいいではありませんか。そうして精神

的な面も調和され、今までの仏教というのは、拝ましておればいいんですが、我々は人の拝んでい

る間に、一生懸命やるんです。皆んなが安定した生活、環境、心の豊かな生活環境、これを築いて

いくのが、本当の今度の道なのです。 

 お互いに儲けようじゃないかではなくて、みんながよければいいじゃないか、正法を信ずる者は

そのように、魂、心と肉体と経済というものの三つの調和を図ってゆくグループにしなければいけ

ないのです。しかし、いっぺんに世の中というものは変わらないのですから、仏像を拝みだい者は

拝ませておけばよい。その間に我々は、みんなが安定した生活環境．心の豊かな生活環境をつくっ

てゆけばよいのです。 

今から二千年前のイエス・キリスト、二千五百年前の釈迦、この人達は、まだ当時の人達に、心

だけ、愛だけ、仏の道だけを説いていればよかったのです。 

我々の使命は、今度はその仏の道、愛を実践してゆく道を示すことです。そして、資本主義の間違

い、共産・社会主義の間違い、こういうものはすべてが唯物論であり、物質経済尊重の思想であり、

人間の偉大なる心の尊厳さを忘れている。そのために、主義に忠実な者ほど闘争と破壊を生み出し

ている。 

しかし、だんだんと自然に基盤ができてゆきます。永い転生輪廻の中で、偉大なる体験をした人々

の心によって、行動が起こされるようになってゆくでしょう。それは闘争と破壊を捨てた、権力の
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ない人々の調和された心がつくり出すものです。その時は、あの世の天上界にいるところの皆さん

の魂の兄弟達も祝福を送るのです。 

過去においても、現在においても、一所懸命に神の正しい道を守った人達は、大きな光の自分に

なっております。それと皆さん一人ひとりが体験してゆかなければならないのです。転生輪廻の過

程において、今生において、今度はこれくらいの心の広さにしよう、自分は幽界の少し上位の所で

よいとか、だんだんと心の広さを学んで神の子の自分を完成させてゆくのです。 

 だからそれは、七十年や八十年の一回きりの人生で完成されるのではありません。永い永い何千

万年も永遠の生命として我々は転生輪廻を重ね、その中で偉大なる自分というものをつくってゆく

のです。 

神理を知ったならば、まず実践することです。物質にはエネルギーがあるように、我々の肉体に

は魂がある。神理は光明に満たされている。その光を得るには実践以外にないのです。我々は知ら

ず知らずのうちに、永い一生の生活の中で歪みをつくってしまってきています。これからはその歪

みをつくらないようにしてゆくことです。 

皆さんの人生体験は、縁生によって行なわれてゆくのです。今こちらにも縁生を通してきている

人達がいます。これは不思議でもなんでもないのです。私の所にいる若い社員の中に、今年の正月

二日に心の窓を開き、自分はかつてカピラ・バーストにいて、お釈迦様が出家された後で荷物を持

って行ったということを思い出している青年もおります。その当時の言葉で、涙を流して話をしま

した。 

皆さんも、あらゆる転生を通して、縁にふれ、過去世において神理を聞いている人達もいっぱい

いるのです。不思議でもなんでもありません。皆さんが心の窓を開いた時に、その事実を自覚し、

そのことを自分の口を通してしゃべり出すのです。 

そのような人達に語ってもらいましょう。 

【現証…………元、アサンジャー門下にあったサロモン】 

神よ、当体に光をお与え下さい。心に安らぎをお与え下さい。 

私達はこの地上界に両親を縁として肉体舟をいただき、己れの魂を磨き、神の体であるこの地球

上に、人々の心と心の調和のとれた平和なユートピアを築かんがために、この地上界へ出てまいり

ました。 

しかるに、私達は、生まれた環境、教育、思想、習慣の中で、ある時は人を怨み、嫉み、謗り、

怒り、多くの罪を犯してまいりました。 

神よ、我らの罪をお許し下さい。当体の心の中に調和と安らぎをお与え下さい。 

『レウエスパラテイレエスレセパラガボルダラセリエ……』 

「リヤ、ダボラガボレデイレセリイストージャブドーバー」 

『ジャブドーバーエソラインジプデレゴータマ・ブッダシイドベレ 

あなたは私を知っておりますか。貴方は日本語で語れませんか』 

「私はまだあまり日本語知りません。少ししか出てききせん」 
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 『今、貴方のそばにご婦人が来ていますが、あなたは知っていますか』 

（ヤサといわれていた人のそばに立っている婦人の霊に向かって） 

『あなたはどなたですか』 

 「マイトレーヤーです」 

『あなたはこの人を知っていますか』 

「オー、ウパティッサ ダスッア ベアジャブドーバー」（ウパティッサ様、あなたも日本に 

生まれてきていられたんですか） 

  (立っている男性に向かって) 

『ちょうどインドの時、私達の出ていた当時、アサンジャーといわれる修行者がありました。そ

の方のお弟子さんで、後にシヤリープトラーといわれた方です。あなたはかつてアサンジャーの弟

子でしたね。この壇上におられる方達はこのシャーリープトラーをよく知っていられる人達です』 

（以下略） 

こうして人間というものは永い転生の歴史を通して今あるのです。皆さん、この方達は、こうし

て今、初めて逢った人達です。 

インドの当時、ナーランダという所にアサンジャーといわれるバラモンの指導者がおりました。

アサンジャーの説は、ああいえばこういう、こういえばああいうというもので、のらりくらりして

掴まえどころがないので「鰻論」とも「懐疑論」ともいわれています。 

その弟子の中の最長老であった方が、お経の中に出てきているので皆さんがよく知っていられる

舎利仏といわれる方。この方はウパティッサといっておりました。ウパティッサの家はバラモンの

貴族で、お母さんは相当立派な方でした。釈迦に帰依した時に、お母さんの名前を取って名乗りな

さいといわれて、シャリープトラーと呼ぶようになったのです。 

こうして人間というものは、永い転生の歴史を通して今があるのです。ですから、ふしぎでもな

んでもありません。昨日まで他人だと思っていたら、こうして会ってみると、ああ、同じ仲間じゃ

ないかということを知り、人類はみんな兄弟だということがわかってゆくのです。いわんや、親子、

夫婦、兄弟というものは非常に縁の深い人達によって結ばれているのです。 

そういう縁によって結ばれた人達が、別れるだの、なんだのといっていることは非常に愚かしい

ことです。あの世へ行ってから後悔しないように、我々は“今”という時を大事にすることです。 

【現証：カピラ・バーストの仲間達】 

『こちらにいられる方は、私がカピラ・バーストにいた当時をよく知っている釈迦族の一人です。

リベラガボラリエゲセリエスパー。名前はなんといいますか』 

「私の名はウッパでございます」 

『こちらの方は、ゴーダマ・シッタルダーがカピラを出家する時、馬を牽いていっしょに出られ

たチェンダといわれる方です』 
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「こちらの方は私達の王様でマハー・ナーマン様（中谷義雄氏）です。ブッダが七十歳の時、当

時のコーサラの国王（パセナデーの王子）が、釈迦族を滅ぼしに来ました。 

 私達はそれを非常に悲しく思いました。このマハー・ナーマン様は、釈迦族百万を救うために、

敵の王様に、『私がこの池に潜るので、浮かび上がって出てくるまでカピラ城を攻撃しないように』

と申し出られて自ら池に入り、自分の髪の毛を蓮の根に結えつけて出てこられなかったのです。 

 その間にカピラ城の者達は逃れました。その後に私はブッダに帰依いたしました。こうして今生

で、今またこうしてお会いできるのは不思議です」 

『こちらにカピラ城で、食事の毒味をしていられた女の方がいられます』 

こういう人達の後ろにみんなインド・スタイルの服装をしていられる方達が立っていられます。

私は七百八十年後に、また肉体を持ってきます。その時にここにいる人達は、私達はあの日本でこ

ういうことを聞きました、ああいうことを教わりました。そして、こういうことをやりました、と

いうことをいうようになるのです。こういうことは、皆さんの心のテープレコーダーに全部記録さ

れてゆくのです。 

このつぎ肉体を持った時に、いや、私は鹿児島で聞きました、いや、私は大阪で聞きましたとい

うことになるのです。 

いっしょに法を聞いた仲間というものは、何回か話を聞いているうちに、親しく接触しているう

ちに、なんとなく過去世の思い出が甦ってきて、なつかしくなり、何かしらわけもなくこみ上げて

くるのです。 

それを今度、七百八十年後に私達と会った時に、それを体験するのです。あの世へ帰ると、なか

なかあの世では会う機会は少ないのです。それはあの世は人数が多いからです。この地上界は、ど

んなに多くても九十億の人間しか住めないのです。だから、この地上界に生まれてきた縁を大事に

大事にしなければならないのです。 

その当時、ゴーダマ・シッタルダーがカピラを飛び出した後、父親であったシユットダーナーが

亡くなり、その後をこのマハー・ナーマンという方が国王となり、釈迦族を指導してこられたので

す。当時の釈迦族は約百万人です。百万人といえば今ではそう多い人数とは思えませんが、当時と

してはたいへんな人数です。 

皆さんが外国へ行くと日本人の顔をしている人を見ると懐かしくなってきて「あなたはお国はど

ちらですか」、「大阪です」といったりして喜ぶでしょう。 

それと同じように、インドの当時から二千五百年ぶりで会うと、初めて会った人でも初めてのよ

うな気がせず、どこかで会ったような気がして、お互いに話しているうちにむしように仲よくなっ

てしまう。同じなんです。 

このようにして実は全部そのことは心の中に記録されているのです。ですから思い出してくると、

こみ上げてくるのです。 

正常な第三者が見たら、「あいつ、狂ったんじゃないか、パアになったんじゃないか」と思うで

しょう。そう思うのは自由ですが、地球上で開かなければあの世へ行ってから開くのですが、その

時は遅いのです。 

魂が感動して泣きます。そうしてまた泣くたびに心はきれいに涙で洗われてゆきます。そうする

と、心はちょうど、でこぼこの地面をブルトーザーでならしたようになめらかになり、それから大

きな石を、そして小さな石を篩にかけ、だんだんメッシュを細かくして心の挨を取り除いてゆくの

です。それが反省です。 
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心の窓を開く時には、どうしてもやはり過去世でも親しい人達がいると思い切って大きな声で泣

いてしまいます。 

我々は正しいという心の基準を持って生活しなければいけないのです。不平不満、ぐち、そうい

うものは思ってもいけないのです。不平不満を持ったら、その原因はどこにあるのかな、考え違い

をしているのではないのかななどと考えて、いつも心をきれいにしておくことです。 

皆さんは、そのような生活を自分で実践してみて下さい。実践しなければ皆さんが損するのです。

私は別に痛くも痒くもないのです。私達はそういうことを体験している人達をどんどん引っ張って

ゆきます。また、多くの人に人間の偉大性を教えてゆきます。 

皆さんの場合、今年はまず、実践第一。行なって行なって、その中から自分自身で解答を得るよ

うに。どうしてもわからないことがあったら、一体どうしてだろうと、またこういう場で質問する

ようにして下さい。 
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【前進のための基礎づくり】 

1974-1-12  関西本部 新春ご講話 

こうして我々は、毎日の生活というものを、八正道というものによって、常に正しく毎日毎日を

生きて行くことが大事なのです。それには自分に勇気を持つことですね。そして奉仕する心、人々

のために、皆の為に奉仕する心、奉仕ということは、また布施です。布施するということは、人の

為に良かれとして成す行為です。それを勇気を持って実行することです。 

道路を歩いていて、欠けたビンがあれば、後から来る人や子供達がもし、つまずいて怪我をした

らどうなるだろうか。そのビンを勇気を持って片づけて、危なくない所へ持って行く。電車の中が

汚れている、ああこんなに汚れているのはよくないな。さっと拾って、新聞紙やあるいは、紙切れ

を拾って綺麗にさせて頂く心。 

あるいはまた、ＧＬＡの活動を人々にこの道をお話ししてあげよう、よし今日は一つ仕事の合間

を見てやってやろう、こういう行為、そしてまた、よし、今年は一つ、老人ホームでも、可哀そう

な親のない子供たちのホームヘでも行って奉仕させて頂こう。お金が私達無いから、よし、身体で

一つ、子供たちの物でも縫ってあげよう。など、こういう布施の心。 

お天とう様は、ただ地上界に、万象万物平等に、熱光のエネルギーを与えて下さってもただです。

決して我々に請求をされません。そういう無所得な心で皆さんもやって見てください。その時に、

それが積み重なっていった時に、皆さんは本当の自分を作ることが出来るのです。 

今、私達が天上界に行く条件としては、一切の執着を捨てられる人です。全ての執着を捨てられ

る人です。今我々自身と共に本当にＧＬＡの神理を伝えて行く友、同志は全てのものを捨てられる

ところの勇気ある人達です。自分の命でも望みがあれば捨てられる人です。そして、一切のものを

離せる人です。そういう人々が今年来年と我々は作らなければなりません。それは他人事ではあり

ません。皆さん自身です。 

そして自分の一切の執着、生死を滅却する自分になったときに、皆さんは偉大なる神の声を、偉

大なる神を皆さんは自分で見ることが出来るのです。それには八正道、私の説いている神理以外に

はありません。私はやがて自分について来る者は来い、多くの人々を救う上において、そのような

宣言をする時が来ます。その時に何人ついて来れるでしょうか。大抵尻込みをするでしょう。 

イエスの当時も生きているうちはおりませんでした。イエス・キリストが亡くなってから一二人

の使徒達がイエスの本当の愛の道を世界の失われた人々の心に法灯を灯して行きました。 

インドの時代のゴーダマ・シッタルダーのグループの中にもまた、同じような人達がおりました。 

我々は、来年あたり、私と共に来れる人はという時に、一体、何人出るでしょうか。皆さんはそ

れを出来ると思う人達は一つ今年一杯、自分自身を完全に造り出して、正しく自分を完成していく

ことです。一切の執着を絶ってその時に皆さんは、本当の偉大なる神の子として、己自身を発見す

るのです。それを一つやってみたいと思います。 

私自身も人ごとではないのです。自分を作らなければなりません。皆さんが十やれば、私は二十

も三十もやらなければならないのです。それだけに厳しいのです。しかし、私達は、それをやらな

ければならないのです。 

そしてまた、ＧＬＡの会員ばかりではありません。他からも私の側に来る人がおります。そして、

共に命を投げ出して、人々のために尽す、それをやる人たちが出てきます。これは日本人ばかりで

はありません。外国にも出てきます。皆さんも既に、二年有半聞いております。果して皆さんの中
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から出て来るでしょうか。私達にはそれが分かるのです。誰か、が。それだけに皆さんは、自分を

完成して欲しいのです。 

あの世へ行ってから、「ああ、あの時やればよかった」では遅いのです。失敗してから、「ああ、

こうすればよかった」ということは遅いのです。私達には、失敗は許されないのです。そういう意

味で今年一年はしっかりと自分を作って欲しいのです。生半可なものは、これは困ります。少なか

らず、一人一人から後光の出ているような自分、後光が出ているような毎日の生活をして欲しいと

思います。 

 私の講演はこのくらいで失礼いたします。 
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【お経について】 

1974-2 関西本部講演会 

今日は、お経というものについて話してみたいと思います。 

 私達は永い歴史の中で、お経というものは、お坊さん達や私達がお寺でお仏壇の前であげるもの

だ、先祖供養のためにあげるものだ、お経をあげるのが信仰が深いのだ、というように多くの人は

考えてきました。他力本願の信仰からいえば、その方がよろしいようにも思われます。 

 お経というものは、今から二千五百年前、ゴーダマ・シッタルダーが四十五年間、もろもろのサ

ロモン（比丘）、サマナー（比丘尼）、衆生達に説いた一つひとつの言葉であり、神理である。そ

れが後にお経になってしまったのです。それを後の坊さん達が、お経はあげるものだといってしま

ったために、今のようになってきたのです。 

 お経を見ますと、はじめに必ず「如是我聞」とあります。これは「私はこのように聞きました」

ということであり、大事なことは、お経の中身をよく知って、自分自身の心と行ないの指針とする

こと、それが本当の信心なので、お経を毎朝毎晩あげることは大きな間違いなのです。弘法大師が、

「般若心経秘健」というお経の中に、「私は霊鷲山（りょうじゅせん）においてブッダの法を聞い

た。そのために般若心経を説くことができるのだ」というようなことを書いていられます。 

 人間の生命というものは永遠であり、皆さん自身の心の中には、あらゆる転生の事実を誰しもが

記憶しているのです。皆さんは、皆さんの心のテープレコーダーやビデオテープに記録されている

体験を、そのスイッチを入れる方法を忘れてしまったために思い出すことができないだけなのです。 

それは皆さんが、自分自身の生まれた環境や思想、習慣を通して自分自身の心に厚いスモッグを

つくり、神の光を自らして遮ってしまったために、あまりにも抵抗が大き過ぎて自分自身の偉大な

る智慧と偉大なる体験を忘れてしまったためなのです。しかし、いったん心を美しく調和させてゆ

きますと、その事実を誰しもが思い出すことができるのです。 

その結果、弘法大師も、インド時代かつて、自分自身がガランダ長者として、ベルベーナー即ち

竹林精舎を喜捨したのであるということを思い出されたのです。 

マガダ国のラジャグリハ・バースト、そこの王様であったビンビサラーといわれる方とは親戚同

士、ビンサラーの命により、ゴータマ・ブッダの道を聞かんがためにベルベーナーという所を喜捨

して、マーハー・ベッシャー即ち大富豪としてブッダの神理を聞いた体験を持っていられたのです。 

人間は、永遠の生命として転生するものであるとは、いろいろ説かれているけれども具体的に確

証を得ないために、多くの学者達は否定をしております。しかし、我々の身辺にある森羅万象はす

べてが輪廻転生を繰り返し、一刻として現在というものを保持することができないのが真実であり

ます。 

物質世界において、みな転生を繰り返しているように、我々の生命も当然なことであります。そ

れを私達はいたずらに、五官で捉える肉体的現象、そのものが絶対だと思っているところに問題が

あるのです。 

皆さんは永遠の生命であり、肉体舟の船頭さんである魂、心が皆さん自身なのです。その“心”

というものについていろいろと本が出されたりして騒がれているけれども、なかなかわかりにくい。

そのために我々は五官で感ずるものがすべてだと思ってしまう。 

お経一つ見ましても同じことがいえるのです。「摩詞般若波羅密多心経」というお経があります。

これはインドの言葉を中国の漢字にあてはめた当て字なのです。 
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玄奨三蔵といわれる方が中国に生まれた頃、仏教というものはすでに学問化し、天台仏教という

ものが当時の人々に知らされておりました。 

一方において、金剛智三蔵といわれる方が出ておりまして密教というものを勉強し、人々にその

道を説いておりました。 

玄奨三蔵はなんとかしてその事実を知ろうとして、遠いインドのナーランダという所まで十七年

間もかかって経典を取りに行きます。その時に『大般若経」を持ってまいります。その「大般若経」

の中身を圧縮してそのエキスを取ったものが「般若心経」なのです。 

しかし、さすがに玄奨三蔵も「摩詞般若波羅密多心経」という当て字を使わざるを得なかったと

いうのは、この中に含まれている偉大なる神理というものを中国の言葉では簡単には表現できなか

ったからなのです。 

「摩詞」というのはインドの言葉です。皆さんは「摩詞不思議」という言葉を使っているでしょ

う。「摩詞」は「大、大いに、偉大な」で、「これは大いに不思議だ」というのを「摩詞不思議」

というのです。 

ゴーダマ・シッタルダーを育ててくれたお母さん、この方はパジャパティという方でした。尊称

をつけて偉大なるパジャパティ、即ちマハー・パジャパティといっております。 

また、皆さんが毎年八月に行なわれるお盆の創始者である大目蓮といわれる方も、ゴーダマ・シ

ッタルダーの弟子になって、わずか十日くらいの間に完全に心の眼を開き、自分自身の過去を知り、

転生の秘密を知り、しかもまた、お母さんが地獄にいることまで見ることができるようになりまし

た。その結果、彼は、母親を地獄から救うにはどのようにしたらいいでしょうか、とゴーダマ・シ

ッタルダーに質問します。大目蓮のお母さんはマハー・バラモン、大バラモンです。この際にもマ

ハーを使います。 

当時、バラモンというのは最上級の階層です。そのバラモンの中でもマハー・バラモンというの

はさらに最も上の段階にある人達です。そのバラモンの下にクシャトリヤという武士の階級があり

ます。その武士階級の中にもラージャンといわれる王様の階級、貴族階級があります。 

さらにその下にベッシャーという商工業者の階級があります。この商工業者の中にも、ガランダ

やアナタ・ピンデカというようなマハー・ベッシャー（偉大なる商人）といわれる人がいるように、

同じ段階でもまたたくさんの段階に分かれております。また一方においてはシュドラーといわれる

奴隷階級があります。この奴隷階級に生まれた者は永久に奴隷です。このようにして当時のカース

ト制度というものは、バラモンを中心としてつくられたものです。 

バラモンは神の使いとして主としてクシャトリア、ベッシャー、こういう人達に対するところの

お祀り、祀りごとをやっている種族です。この中にもマハー・バラモンの出身であったコリータ、

即ち大目蓮といわれる方は、そのようにしてお母さんがその環境の中にいられるために、人々から

布施をされてもそれを当然だと思って、自分からは絶対に人に施されない。多くのベッシャーやシ

ュドラー達から貢ぎ物は受け入れても、人々に愛の手をさし伸べることは全くしなかった。そうし

て地獄界に落ちていたのです。 

そのお母さんを救うには、お母さんの分として、「お前は一年に必ず一回は多くの人々に布施を

し、そして奉仕しなさい」と、このようにゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏から教えられたの

です。それが後のお盆になったのです。 

こうして「マハー」という言葉は中国で「摩詞」という字を当てられました。 
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「般若」というのもインドの言葉で、「パニャー」といいます。「パニャー」とは智慧のことで

す。我々は智慧と知識というものがどのようなものであるか、混同し錯覚している人々が多いよう

です。 

知識というのは皆さんが耳を通し、目を通し、体を通して体験したもの、あるいは学校などで聞

いているもので、それを心の中に知識として蓄えております。皆さんが学問的に学んだもの、また、

こうして私が説いている道、それを頭で覚えて知識となっているものを実践した時に．そこから出

てくるものが智慧なのです。そういうことで．般若（パニャー）というのは神理を知ってそれを活

かした時に出てくる智慧、知識として知っていることを実践した時に起こってくる智慧、その偉大

なる智慧ということです。 

つぎの「パラ」というのは、行くとか、到達するという意味で、この意味にあてはまる中国語が

なかったので、「波羅」という字をつくってあてはめたのです。 

この間まで般若心経の解説書を出していられた奈良の薬師寺のお坊さんは、私が『原説般若心経』

を出版してから大分中身が変わってきておりますが、私は般若の面を見ても奥ゆかしいとは思いま

せんが、般若の面は奥ゆかしい、と書いていられます。 

心のあり方のわからない人達はあたかも自分がさも芸術を理解しているかの如く、般若の面は奥

ゆかしいなどといっておりますが、ああいう鬼のようなものはこの地上界にも天上界にもおりませ

ん。地獄界にはおります。地獄界のものがなぜ奥ゆかしいのでしょうか。知らないということは恐

ろしいことです。わかっていないからこじつけるのです。 

「バラ」（波羅）というのは『到達する」です。 

「密多」、これも当て字です。密が多いと書いてあります。インドでも中国でも密は貴重品です。

この「密多」というのは「内在する」ということです。心の中に内在するということです。 

直訳いたしますと、『マハーパニャパラミタ」というインドの言葉は、即ち「摩詞般若波羅密多

心経」というのは、「内在された偉大なる智慧に到達する心の教え」ということになります。 

「内在された偉大なる智慧に到達する心の教え」というのは、皆さん自身の心の中には、あらゆ

る転生の秘密が、その宝物が、誰しもあるのです。皆さん、お寺へ行かれますと多宝塔というのが

あるでしょう。お寺では多宝塔をつくって拝ませていますが、多宝塔は皆さん自身の心の中にある

のです。 

輪廻転生の過程において、ある時は王様として大衆を慈愛によって導いたこともあるでしょう。

ある時には権力をかさにきて大衆を犠牲にし、私利私欲をむさぼったこともあるでしょう。あるい

は奈落の底において、きびしい人生の体験をした記憶も持っているでしょう。皆さん自身は誰しも

がその偉大なる体験を持っているのです。 

今生のわずか七十年や八十年の人生において体験したものを絶対的なものだと思ったら、とんで

もないことです。皆さんは永遠の生命として、自分が新しい人生の体験を学習するために、今ある

のです。永遠の生命の今、皆さんは、最もきびしい地球上という物質界において己れ自身の魂を磨

いているのです。そして自分自身の身近かにある諸現象は、皆さん達の心がいかなる方向へ進むべ

きかを教えていてくれるのです。 

ところが、我々は自分の心の本性を失っているために、いやなことをいわれると、「こん畜生」

と思ってしまい、あるいは、自分に都合の悪いことが起こると相手を怨み、本当の自分というもの

を失ってしまうのです。 
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自然界を見ますと、すべて、万生万物は相互関係によって安定しております。単体でそれ自体ひ

とりで存在しているものは何一つとしてありません。こういう相互関係を考えたならば、皆さん自

身の肉体舟の船頭さんであり、皆さん自身の心の王国の支配者である本当の皆さん自身も、お互い

の人間の間の相互関係によって成り立っていることを知ったならば、我々はしっかりと自分自身を

制御し、偏らない中道の道を通し、常に自分自身を第三者の立場に置いて、正しいものの判断をし

た想念や行動というものが必要になってくるということがおわかりになるでしょう。 

真実とは何か、ということを知ってゆくにしたがって、人間は偉大なる智慧を持っているという

ことを、皆さんは知っていくのです。 

テープレコーダーやビデオも、人間の知識が実践されて智慧となったものによってつくられたも

のです。そのような偉大なる智慧は、皆さん自身の心の中には誰しもが持っているのです。それを

多宝塔というのです。つくっている多宝塔というのは、人間のあらゆる智慧をあのような形に現わ

したものなのです。人間は頭がいいですから、拝ませるためいろいろなものをつくります。本来は

多宝塔というのは、石やなにかでつくったああいうものではなく、皆さん自身の心の中にそのよう

な偉大な智慧があることを現わしたものであるということを知って欲しいのです。 

「観自在菩薩行深般若波羅密多時」というのは、これは中国の言葉に完全に直してあります。イ

ンドのゴーダマ・シッタルダーの当時の言葉では「アポロキティシュバラー」といいます。これは

「観ること自在なる神通力を持たれた方」ということです。そういう神通力を持って悟られた方を

「ブッダ」というのであります。 

『シュバラー』というのも、“パニャパラミタ”（般若波羅密多）、内在された偉大な智慧に到

達していられる悟られた人。心の曇りをきれいに払ってスモッグがない、神の光に燦々と満たされ

でいるために過去、現在、未来を、自由自在に見通すことができられた方、それを「アポ口キティ

シュバラー」（観自在菩薩）といいます。 

ゴーダマ・シッタルダーの生まれたカピラ・バーストに来て、いろいろな神的なこと、予言的な

ことを話していたバラモン教のアシタバというイッシー（仙人）がおられました。この方が、「我々

のこのインドの地に、必ずアポロキティシュバラー・ボサターが生まれられる」ということを予言

をしておりました。 

あるいはまた、仏教の如来といわれている人の中に「阿閦如来」といわれる方がいられます。こ

の方はババリーといわれるマハー・バラモンです。この方も、「やがて偉大なるアポロキティシュ

バラーが現われて、混乱した思想を統一して下さるであろう」という予言をしておりました。その

ような人々を「アポロキティシュバラー」といっておりました。 

行深、偉大なる内在された智慧に到達する行を深く行じた時に、さて、どのように行じたかとい

うことが問題ですね。 

ところが玄奨三蔵さんも、ではどのように行ずるかということを書いていないのです。ですから、

「般若心経」はわかった、なんていっている人がいたらインチキです。なぜなら、内在された偉大

なる智慧に到達する道順が書いてないのですから。それを、「般若心経」はりっぱなんだよ、あれ

に功徳があるんだ、仏様にあげれば救われるんだ、果ては写経すると救われるんだ、などといって

いる人は、余程救われない人達です。 

アポロキティシュバラーがパニャパラミタした時に、観自在菩薩が神理を知って、正道を実践し

て、初めて偉大な内在された智慧に到達した時になにがわかったかというと、「五蘊皆空」があり、

一切苦」であるということがわかったというのです。 
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それで“行深”、何を深く行ずるかというと「八正道」を行ずることによって、内在された偉大

な智慧に到達するということなのです。釈迦が悟ったのは、八正道を実践することによって悟りに

到達する道です。その道を「中道」というのです。 

私が本を出してから、仏教学者や一般のお坊さん達も、「空とは空っぽ、無ではなくて心だ」な

どとうまいことをいい、「実在界」だなどと、私が書いたことをそのまま真似て書いております。

まあ、それも間違ったことを教えるよりはよいことだと思います。そのように教えているのが現代

の宗教指導者達です。 

皆さん、空とは一体なんぞや。ああ、あれは、あると思えばあるし、ないと思えばないのだとい

っている宗教家もおりますが、それで一体わかるでしょうか。それをまた、わかったような気持ち

になっている人がある。全く哀れな人達です。 

そんなものじゃないのです。「空」というのは「実在」「ある」「ある世界」ということで、何

もないのではないのです。その実在のある世界を通して見た時に、我々自身の一切の苦しみ、災難

というものは、自分自身の五官を主体とした考え方がつくり出しているということがわかったとい

うのです。 

実在の世界（空）を知らないから、煩悩だけで見たもの、耳で聞いたこと、身体に触れたもの、

それを絶対だと思い、自分に不都合なことを見たり聞いたりなどすると、怨んだり、憎んだり、怒

ったり、悲しんだり、妬んだり、嫉んだり、そういうものを心の中につくり出すのです。「五蘊」

とは、五官を通してつくり出す煩悩のことで、これは自分自身の外因性と内因性とからつくり出し

てくるのです。 

皆さんが、想念で自由自在に想像します。その想像していることが正しければ心に曇りはつくら

ないけれども、それが偏って自己中心的、肉体を中心とした考え方になってくると、思っただけで

も心に苦しみをつくり出してゆきます。 

「一念三千」といいますが、我々の心というものは非常に千差万別、人それぞれに違った思いを

持ちます。どのように思うことも無限です。皆さんはどんなことを思うことも自由です。我々の肉

体の船頭さんである魂、我々の中心にある心というものは、無限大に広く、また、無限大に変化す

る。その変化する無限大の心を、正しく偏らない中道の道に持ってゆくならば、どのような苦しみ

も災難もないから、光明に満たされた安らぎと調和という生活環境がつくり出されてくるというこ

とになります。 

やがて私達はこの肉体船を捨てなければならない死の時がきます。人間自身が神理を知ってあの

世へ行くならよいが、他力本願という永い歴史の中で地獄界に落ちた人々の霊が、心というものが

不在で一所懸命に拝んでいるような人達にパアッと憑依する。 

この頃、日本人に外国の地獄霊が憑依するようになってきました。ペラペラッと外国語をしゃべ

りますが、よく見ると外国人の地獄霊ですね。今までは外国人の地獄霊が出たなどということはな

かったのです。最近では地獄でも大分外国語が流行しているようです。 

霊媒とか、拝み屋さんとか、そういう人達も芝居が上手になりました。東北地方で育って東北弁

しか知らないお母さんの霊を呼び出してもらったら、その霊媒を通して関西弁でしゃべっている。

ところが聞いている人はそれが芝居だということに気がつかない。おかしいことであるのに聞いて

いる人は真剣に思ってしまう。 

私の所のテープレコーダーは、私の講演のテープをかけるとそのまま私の講演が聞こえます。ラ

ジオで話せば私の声がそのまま声になります。途中で変わることは絶対にありません。このへんを

皆さんは知らなければいけません。欺されてはいかんのです。 
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正しくものを見るには、霊感者、霊能者といわれる人達の、まずその人の生活行為を見ることで

す。一つひとつ、正しく語っているか、正しく生活行為をしているかなど、そういうことを確認せ

ずに、「あの人、霊感があるのよ」、はなはだしいのになると、「うちの教祖、今日はご機嫌が悪

いのよ」、「お賽銭のあがりが少ないからなんですって」といったりします。 

そういう婆さんに十万人も信者がいるのですから、日本人は余程間抜けです。そういう所でまた

救ってもらえると思っているんだからおかしなものです。 

神様にお金などいらないのです。あの世にはお金などありません。そんなお金を要求してお金の

包み具合によって機嫌がよいとか悪いとかいったらとんでもないことです。 

そんな宗教がいっぱいあります。神様は金なんか一銭も必要としてはいられません。神様が必要

としていられるのは、美しい、慈愛の心を実践している人達です。それだけに皆さん自身が、霊媒

とか新興宗教とかいろいろあるでしょう、そういう所で金の高で人間を評価するような所は、これ

はもうインチキだということを知って下さい。 

金は、自分自身が真実の存在であり、そして真にこの道しかないとして出してくれる金であった

らこれはいいのです。しかし本当は嫌なんだけれども出さなかったらいろいろとそばからうるさい

から、なんていうのでしたらいけないのです。 

我々人間は、それぞれ一人ひとりの心の中に神の子としての偉大なる智慧を湧現させるための神

の協力者なのです。こういうことを知ったならば、他力本願ではないということがはっきりわかり

ます。 

『舎利子』とありますが、これはシャリーブトラーのことですてコーダマ・シッタルダーの弟子

の中にウパティッサといわれる方がおります。 

マハー・バラモン――大バラモンの指導者でアサンジャーといわれる方がおります。その方の弟

子の一人にウパティッサといわれる、やはり大バラモン出身の弟子がおりました。 

彼は、道を極めようとしてアサンジャーの弟子になったけれども、自分自身の心を悟り得ず、当

時のインドの修行者の中からホンモノのアポロキティ・シュバラーが出ていられるに違いない、そ

のような方に巡り合って弟子になりたいといって、ホンモノの師を求めてラジャグリハの町を遊行

しております。 

たまたまその時に、アサジといわれるゴーダマ・シッタルダーの五人のアラハン（阿羅漢）の一

人が遊行している姿を見て、顔色といい、態度といい、もしやこの方こそホンモノのブッダかも知

れない、アポロキティ・シュバラーかもしれないと思って、後をついてゆきます。 

当時のバラモンは、あらゆる当時の教典を読み、その教典によって自分で捏造し、自分があたか

も悟ったかのように書き加えたものを持ち、非常に理屈っぽくなっており、今でいえば創価学会み

たいなものです。そういう修行者が多かったので、ゴーダマ・シッタルダーはアサジ達に対して、

「お前達は、他の修行者が論争を挑んできても決して彼らと論争をしてはならない。挑んできたら

逃げなさい」と、このように教えたのです。 

というのは、そばからいろいろいわれると、つい自分の心そのものに迷いを来たして毒を食べて

しまいます。そういうことを戒めていたために、アサジも「ああ来たな、これはもしかしたら大論

争を挑んでくるかもしれない」と内心警戒しながら、たまたま遊行先でいただいた粥を、ピハラと

いう。大きな樹の根元で食べようと思って腰を下ろそうとしたら、「どうぞこれにお座り下さい」

と、草で編んだきれいなござをさし出します。これは、この修行者は少し違うぞと思っていると、

「もしやあなた様はアポロキティ・シュバラー、ボサターではいらっしゃいませんでしょうか」と
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いわれます。「いや、私は違います」というと、「一体、あなたのようなお弟子さんを持っていら

れるあなたのお師匠さんは、なんといわれる方でしょうか」と聞かれます。 

ここで初めてアサジから、人生とは何ぞや、一切の苦しみの原因はどこから生じてくるか、その

原因を正さない限り、人間はその苦しみから救われることにないのだということ、そして“縁生”

ということをこんこんと説かれていきます。 

ウパティッサは、アサンジャーや他のマハー・イシ（大仙人）、マハー・バラモンから聞いてそ

の中で心の中に引っ掛りのあった一切の疑問が、アサジの説明によってすべて氷解してしまいます。

そしてそれから二日後に、彼の友達であるコリータ（のちの大目蓮）とともにブッダに帰依してい

くのです。 

ところがブッダに帰依したその時、もうすでに千七百数十人の弟子達がベルベーナー（竹林精舎）

におります。ゴーダマ・シッタルダーは、ウパティッサ（舎利仏）とコリータは、過去の転生の過

程において自分の弟子であったということがわかります。それで多くの弟子達の前で、「ウパティ

ッサとコリータは、やがてあなた達の指導者となるであろう」といったので、たいへんなことにな

りました。自分達は六年前から帰依してきているのに、昨年ポンと来た者が我々の指導者になるな

んてと、これは、むくれてくるのは普通の人間として当然です。 

しかし、ゴーダマ・シッタルダーは、人間の永遠の生命というもの、人間にはそれぞれ魂の兄弟

というものがあり、その魂の兄弟を通して輪廻転生を繰り返し、自分が過去六仏として、その時そ

の時にいろいろな国に生まれて法を説いた時に、そのすべての時において自分の弟子として神理を

学んだ者であったということを説明します。そうして、今ここにいられるところのウパテッサ達は

すでにお前達の生まれる前から私の弟子であったのだということを説いていったのです。 

ウパティッサのお母さんはシャリー、お父さんはテッサーといわれている方、お母さんのシャリ

ーという方は、当時のインドでは稀に見る賢夫人で名前を知らない人はいない。それでその母の名

を名乗りなさいとゴータマ・ブッダにいわれて、“シヤリープトラー”と名づけたのであります。

シヤリープトラーにはバラモンの兄さんがおりました。 

「舎利仏」というのは、釈尊当時の弟子達の代名詞のようなものだったのです。そういうわけで、

こういうことからして、「舎利子」とあるところは、「諸々の弟子達よ」といえばよいのですが、

同時にそれはゴーダマ・シッタルダーが舎利仏に説かれた神理、それがなんであったかということ

も意味しているのです。 

そこで、「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舎利子」と、こう

なっています。「色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ち是れ空である。空は即ち是れ色

である」二回も三回も同じようなことをいっているようであり、「あると思えばないんだよ、ない

と思えばあるのだよ」といわれる所以もわかるような気もします。 

ところが、これは決してふしぎでもなんでもないのです。これをつなげてゆきますと輪になりま

す。色不異空─空不異色─色即是空─空即是色となり、つづいて、色不異空─空不異色……となる。

これは円になり、円になるということは転生すると言うことを意味しているのです。 

色というものは色心不二である。空というのは何もないのではなく、我々の目に見えない世界の

こと。色というのは、皆さんが色彩を通して全てのものを感知する世界のこと。その色彩、我々自

身の視覚の範囲というものは本当は狭いものなのです。紫外線、赤外線、Ｘ線、γ線、δ線も、さ

らに電波も見ることはできません。しかし存在しています。我々の目に見えない世界の方が多いの

です。 
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しかし、昔の人達ですから、ここまでいうのが精いっぱいだったと思うのです。「目に見えるも

のはみな“色”がある」と、色彩が目に映る。“色”があるから色でよろしいと。この色というも

のは万生万物ということです。 

皆さんの肉体も色です。色は空に異ならず、色即ち現象の世界は、空即ち実在界と異ならず。異

ならずということは一体であるということ。色と空は一体だと書けばよかったのですが、いろいろ

文学的に頭のいい人達がいて、いい方を変えて、かえって難しくしてしまったのです。 

色と空、この世とあの世は別のものではないのだ、一体だということです。 

ですから、お経というものは、否定してみたり、肯定してみたりしているうちになんだかわから

なくなってしまって、わからないのがお経だなんていうことになり、なんでもかまわないから、あ

げればいいんだというようになってしまったわけですね。 

そうすると、いつも私が説いているように、エネルギーというものと質量というものは不二一体

である。心の世界と肉体の世界というものは不一二体であるということになるのです。この理論が

原子爆弾の理論、平和利用されるエネルギーの根本原則になっているのです。 

E=mC2 

E=エネルギー、仕事量 

ｍ=質量 

C=光の速度 

目に見える世界、体で触れる世界、聞こえる世界、こうした三次元の世界が色の世界である。三

次元世界に対して、目に見えない世界、体で触れることのできない世界、聞こえない世界、それは

四次元以上の世界である。 

共産主義の世界は物質の世界です。世の中は資本家と労働者との不断の闘争によって発展してゆ

くという理論の根拠は、すべて物質中心だからです。そして権力はいらないと言いながら、自分達

が権力者になって大衆を犠牲にしています。心というものがないから今日の友は明日の裏切り者に

なります。多くの人々はこういう物質的な見方だけできていたのです。 

我々の魂は永遠不滅です。肉体は無常なものです。我々は、今までこの肉体が絶対だと思ってい

た。しかし肉体舟はこの地上界に置いてゆかなければならない。持って帰れないのです。インドの

お釈迦様も持って帰れなかった。一定の時がくれば、誰でも皆さんはこの汚れた、人生体験をした

肉体舟は置いて帰らなければなりません。 

このように、色の世界は、目に映る世界は一時として今という時間を保つことができない。だん

だん、だんだん、変わっているのだ。それ故にこのような世界は無常なものであるのだ。そういう

世界を我々は色の世界といい、その反対側というか、上の方というかその世界を空というので、そ

こが実在の世界です。 

我々はこうして、あの世（空）とこの世（色）とを転生輪廻して、今、この場にいるのです。そ

して永遠の生命としてこの場所で魂の修業をし、自分の正しい生き方を暗中模索して本当の自分自

身を発見しようとしているのです。 

一切の苦しみは、すべて自分自身の思うことと行なうことがつくり出しているのです。それ故に、

その苦しみや悲しみの原因を取り除かない限り、また同じ苦しみを自分自身がつくり出してしまう

のです。 

ということになりますと、私達は常に正しい心のもの差しを持って生活する以外にない筈です。 
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今、そのものさしを得ようとして皆さんは生活しているのです。そのものさしを得ようとして生

活していったならば、経済的な、精神的などんな苦しみがあろうとも、自分を見つめてしっかり判

断をして、その原因がどこにあったか、それをはっきり把握して、そして自分をより豊かな自分に

完成させてゆくことができる筈です。 

神様は決して皆さんに罰など与えるものではないのです。我々がつくり出したスモッグによって

公害をつくり出していますが、神様が、お天道様が公害をつくっているのではないのです。我々の

心の中に、怨み、妬み、怒り、謗り、自分さえよければよいという自己保存、こういう自分本位の

ものの考え方が、一切の苦しみをつくっているのです。罰は神様がつくるのではなく、自分自身の

心のあり方と行ないの間違いがつくっているということです。 

自分の心が光明に満たされているならば、人間はそのような不調和な諸現象を引き起こすもので

はありません。皆さんは、まず自分自身の今の自分をしっかりと見つめてみることです。そして自

分の欠点を直すことができるのは、己れ自身だということです。 

そして、皆さん自身が生まれて現在に至るまで、つくり出してきた一切の曇りを、嘘のつけない

善なる心で一つひとつチェックし、「ああ、こういう間違いを犯した」、「こういうことを思った」、

「こういうことはここに原因があった」と、しっかりと自分の心の中を反省し、その間違いを修正

したならば、皆さんの心の中にあるところの偉大なるパラミタ、内在された偉大な智慧に、皆さん

はスイッチを入れることができるようになります。その時に人生というものがいかに重大であり、

いかに楽しいものであるか。目に映った一切の自然現象は、神の偉大な贈り物だということを皆さ

んは自覚することができるのです。 

まず皆さんは、そのような神理をしっかりと自分が会得し、自分の心の中の一切の曇りを晴らす

ために、勇気をもって生活して欲しいと思います。 

【質疑応答】 

 質問：脳軟化で亡くなった人の死後の運命は？ 

先生：脳軟化のままで亡くなったり、また、胃癌とか、肺癌とか、いろいろな病気で亡くなった

人は、その病気のままの意識を持ち、不調和な肉体を引きずったままで地獄界におります。そして、

自分が死んでいるにもかかわらず、まだ死んでいないのだと思っております。 

先日、ある地獄霊が、自分はすでに五年前に死んでいるにもかかわらず、自分の関係した兄弟達

に憑ってきて、「私は誰でしょうか」というのです。その人も脳軟化症で死んだのだということで

した。 

なぜ、その人が病気になったか、その原因を追及していくと、必ず、生前この地球上が魂の修業

場だということを忘れて、物質的なものの判断、怒り、謗り、そして足ることを忘れ去った欲望な

ど、食べ物のことについても、生活のことについても同じことがいえますが、そのような結果を引

き起こしたということについて反省がないのです。 

神は私達人間に反省というチャンスを、慈悲を与えているのです。その反省を通して、なぜ自分

がそうなったのか、よく振り返って反省してみて、その原因を取り除いた時に、病気から解放され

るのです。 

たまたま先月、私の軍隊時代の学校の同期生が大学の先生をしておりまして、中学三年生の時に

亡くなった一人娘さんの霊を出しまして、その人の前で話をさせました。お母さんも大学の先生で

すが、教育のことについては徹底していまして、その娘さんは死んでもまだ、試験に遅れてしまう、

友達に遅れる、私の病気は治るの、助けて下さい、私は死にたくない、といっておりました。あな

たは死んでいるんだというと、死んでいないという。 
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このように人間は、死んだその時の等速度運動というのを起こしてゆくのです。即身成仏できる

ような人達は、正しい心の行いのものさしをもって生活していた人達です。お経をあげたら即身成

仏できるなど、そういうことは絶対にありません。 

ですから、まず、その肉体的な現象を見て、その原因がどこにあるかを知ることが大事なのです。

脳軟化には、地獄霊がガパッと憑いているのがあります。自分自身の心と行ないのあり方、家庭の

中において、外において、自分の欠点がどこにあったか、肉体と精神と両面から反省し、その原因

を取らなければ治らないということです。 

地獄霊に憑かれるということは、心が暗いということです。ゴキブリも暗い所に出ます。まずそ

ういう人達は、我が強く、自分の意見を通さないと気がすまない、怒りっぽい。それですから、自

分の心のあり方を治す。そのつぎに食生活を直していく。こうして心が明るくなれば地獄霊には憑

依されなくなります。心と肉体と両面から直していくことができます。 

脳軟化症で死んだ人々は「心行」をよく読んであげて、そうして以上のようなことをよく反省し

て下さいと教えてあげるのです。そうすれば成仏します。 

質問：自分は今なぜここにあるのでしょうか 

先生：人間は、色心不二、色即是空の世界、実在の世界、“あの世”という四次元以降の世界か

ら出てきたのです。 

「自分はなぜ今ここにあるか」。それは本来はそういうことは聞かなくてもわかっていなければ

ならないのが本当なのです。ところが今まで説明しましたように、自分の生まれた環境、思想、習

慣、そういうものを通して、その中で心にスモッグをつくってしまって、“般若波羅密多”、内在

された偉大な智慧の宝庫を自ら閉ざしてしまったから、わからなくなったのです。 

お父さん、お母さんというのは、永い転生輪廻の中で友達であったり、親しい間柄であったり、

縁というものによって多角的に結ばれていくわけです。親しい身近な兄弟達であるといろいろな相

談もでき、あるいは保証人になってくれというような相談もできるでしょう。全然赤の他人だった

ら、子供が就職するので保証人になってくれという相談もできないでしょう。なにかの関係がない

といえない筈です。そういうわけで、同じ家族になるというのは、みんな、過去世において縁のあ

った人達なのです。 

あの世ではお互いが転生の秘密を全部知っております。ですから、あの時はこうだった、この時

はこうだったと、お互いに対話というものがなされております。 

皆さんは、一人として地獄界から生まれてきている人はおりません。地獄界から生まれることは

絶対にできないのです。すべての人が天上界で心のスモッグを払い、神の子としての自覚を持って

出てきている人達です。我々は次元の違ったそのような世界で、縁というものによって結ばれてい

るのです。 

その縁を通して今度肉体を持つ時に、あなたがお父さんになって下さい、あなたがお母さんにな

って下さいとお願いをするのです。世の中には物好きもおりまして、たとえ不義の子でもいいんだ、

その中で私はその疑問の中から悟りを開いて自分自身を知って、多くの人を救ってきます、こうい

って出てくる変わり者もいるのです。あるいは、肉体的欠陥になってもいいんです、肉体を持って

おればなんとかなります、その肉体的欠陥を通して人生というものを悟ってゆきます、という者も

いるんです。 

そういって皆さんがこの地上界に生まれてまいりますと、皆さんの意識はいったん沈んで、徐々

に上がってくるまで時間がかかります。その徐々に上がってくる過程で、生まれた環境、教育、思
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想、習慣、そういうものを見習い教えられ、表面に出てくるのはわずか一○％です。あとの九○％

は潜在しております。 

その中に、皆さんが輪廻転生のあらゆる人生において体験された智慧があるのです。それを皆さ

んは忘れて、いつの間にかここまで来てしまったというわけです。皆さんが心をきれいにして自己

を確立してくると、はっきりとそのことを自覚することができるのです。 

このようにして、物質とエネルギーが共存しているように、皆さん自身の肉体舟の船頭さんは、

他人ではなくて己れ自身だということです。皆さんが眠っている時は、皆さんの肉体舟の船頭さん

は降りておりますから、大脳皮質は記憶しておりません。大脳皮質そのものがすべて記憶するので

あったら、皆さんが眠っている時にそばで話したことを全部記憶している筈です。 

それを記憶していないのはなぜでしょうか。それは大脳皮質が記憶しているのではないからです。

肉体舟の船頭さんである皆さんの心、魂が記憶しているからなのです。 

こうして我々自身というものは本当の魂であり、舟は舟であり、目や耳や鼻などは客観的に物事

を捉える道具なのです。 

氷を水の中に落とすと、一○％表面に出て、九○％は水の中に沈みます。それと同じように、我々

の個生命は、大宇宙を支配している意識の中へ落とせば、同じ結果になるのは当然のことです。 

神とは、大宇宙体を支配している意織です。我々に神の子として神の体を調和し一人ひとり豊か

な心をつくる、これが我々に与えられてある大きな人生の目的なのです。それを我々は忘れてしま

って、自分の五官だけを頼りにしていると、心の中の正しい法灯、光明に満たされた法灯というも

のを忘れてしまい、わからなくなって、五官を中心とした独りよがりの人生を送ってしまうのです。 

我々の心の中には、知性、理性、感情、本能があり、これらが法灯という宇宙の神理をものさし

として生活していたならば、人間は誰しもが偉大なるものであることを発見するのです。その時に、

宇宙は己れ自身だということを発見していくのです。 

皆さんの心が調和されていったならば、皆さんの住んでいる地球は手の中に入ってしまいます。

自分で地球を見ることができます。自由自在に過去、現在、未来を見ることができます。その人の

心の領域が広くなっているからです。人間は誰しもがその力を持っているのです。そうすると、我々

はみんな神であり、神の子である、ということがわかるのです。 

皆さんの体の細胞の一部分が不調和を起こすとそこが吹き出ものになり、どうにもならなくなれ

ばお医者さんに行って手術します。そこに住む神の子の人類、この人類の心の不調和はその国の環

境に大きな歪みをつくります。天変地変はそこに住む人達の心の状態によってつくりだされるので

す。 

この大宇宙は神の体であるから、そこに住む人達が暗くなればなるほど、神の光を遮り、そこに

現象が起こってまいります。不調和な環境は、こうして天変地変の誘因になるということです。 

人類は皆兄弟です。そして今、生まれている人達はその時代の同期生です。それをあなたと兄弟、

あなたと他人と分けているのは、この地球上だけの狭い見解です。人間はみんな神の子であり、神

と同根であり、同根なるが故に、地獄界に落ちた人達も、天上界にいる人達も、みんな兄弟なので

す。ただ地上界的見解によって判断するから間違いを犯すのです。 

我々の心は同根です。同根なるが故に、自由自在に地獄霊でも、イエス・キリストでも呼び出し

て話をすることができるのです。我々は、偉大なる肉体保全のための大自然という神の体の中にお

いて、安定しているのです。 



269 

 

これが、もし太陽がなかったらどういうことになるでしょう。地球は一瞬にして凍ってしまいま

す。人類はこの大自然という環境に適した肉体を安泰に保っているのです。それを、我々は神の心

の現われである大自然の恵みに対して不平不満を持ってしまいます。 

我々は偶然にあったのではなく、すべての現象は原因と結果の関係、因果の法則によって現象化

されるのです。ですから、あなたは今、偶然にここにあるんだと考えるのは非常に無知だというこ

とになります。無知ということは知識がない。知識がないから実践がない。実践がないから智慧が

ないということになります。 

もう少し神理をしっかり知って、頭ばかりでなく、実践してみて下さい。 

質問：自殺した子供はやはり地獄界に行くのでしょうか。 

先生：夏であったのに、寒くて寒くてしょうがないというご婦人が個人指導に来ました。寒い寒

いというので、体温計で計らせてみたら三十六度四分で普通です。しかし本人が寒いといっている

のは事実です。ひざ掛けを掛けても寒いというのです。自分自身が親からもらった肉体を、自分で

縮めてゆくということは非常に哀れなことです。可哀そうなことです。 

神様ということをいい、永遠の生命といっているが、そういう中で動物霊や地獄霊に憑依されて

いる霊能者がおります。そういう霊能者の書いた本などを読んで霊能狂、心霊狂になってしまった

ら困ります。 

この地球上は肉体がなかったら駄目です。ところが動物霊や地獄霊に憑かれてしまうと、「死ん

でも生命はあるよ。死ぬことは少しもこわくないよ」などと耳元で囁きます。そうするとフラフラ

ッと自殺したくなるのです。 

あの世からこの世は見えるが、この世からあの世は見えません。中には悟って見える人もおりま

すが、そういう場合は、動物霊や地獄霊がいっているのです。見えないために、神様がいっている

と思ってしまうのです。 

神理を知らない子供達が自殺してゆくということは、当然、地獄界へ行きます。死んで自分の家

に帰ってみても、今度はお父さん、お母ざんと話ができない。ですから、そういう人達を救う方法

は、死んでしまったのだから仕方がないから、よく人生の目的と使命ということを悟らせて、早死

にをしたことの罪を詫びさせ、彼に行くべき道を導いてやることが大事です。 

質問：拝み屋さんに行けば功徳がありますか。 

先生：ある政治家は、密教かなんかの拝み屋へ、定期的に行っているということです。そんなこ

とをやっていて日本の国がよくなるのであったら、とっくの昔によくなっていますよ。田中（角栄）

さん自身もね、東京都内にある財産をみんな投げ出して、自民党で今使っている資金も全部さらけ

出して、この金をみな大衆のために使おうじゃないか、とこうやったら、社会党や共産党なんか、

どうということないですよ。それをしないで往生際が悪いから、こんなことになってしまう。 

あなたは慈悲魔にならないで一応ちゃんとやって下さいよ。そうしてゆけば手がしびれることも

ないでしょう。あなたは気が小さいから、もっと心を広くして下さい。 

【現証】地獄霊に憑依されて、心臓が悪くなった女性 

この者の肉体に関連せるところの、あなたのお母さんですね。離れなさい、これでは救われませ

ん。この者自身も、肉体的、精神的に不調和を来たしているのです。出てゆきなさい、下がりなさ

い。ウエスパー。 
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この者の心臓よ、あなた達は自分の使命を果たしなさい。このような不調和な状態であってはい

けません。あなた達にはあなた達の使命がある筈です。 

神よ、この心臓に調和と安らぎをお与え下さい。心に安らぎをお与え下さい。 

あなたは低血圧なのですね。もう少し神理をよく勉強して生活に活かして下さい。 

この者に憑いているところの霊よ、そなた達は理由があるならば、この者の口を通して語りなさ

い。出てきて語りなさい、あなたはどなた？ この者の口を通して語りなさい。 

肉体を持っている人よ、普通に語りなさい。胸の方からずっと声を出しなさい。 

あなたはこの者の口を通して今までいろいろいっているが、そのことをしゃべりなさい。怖くな

いから普通にしゃべりなさい。あなたは神様だと名乗ったこともありますね。口を利きなさい。 

なぜしゃべらぬ？ あなたはこの人に憑いていろいろの現象を見ているけれども、本当のことを

しゃべりなさい。怖くないからしゃべりなさい。 

あなたは？ かまいません、出てきなさい。そして、この者を通じてしゃべりなさい。 

肉体を持っている人は自然に言葉を出すようにして下さい。力を入れてはいけません。 

さあ、あなたは何か神霊教というのをやっておったの？ こちらのあなたは？ 狐ですね。動物

霊ですね。なぜ黙っているか。本当のことをいいなさい。 

人間を狂わせて．この者にあたかも○○の如き現象を見せているが、この者はそのために苦しん

でいるのだ。そのような間違ったことを。あなたは、この者にず－つと憑いているつもりだったら、

あなたを封印して出られないようにしてしまうが、いいか。 

肉体を持っている人は心の中で、どうぞ出て下さい、といいなさい。 

そう出てきなさい。そう、はい、胎内くぐりをやりなさい。 

手をずーつと上に上げて、そう、手を上に合掌して。 

合掌したところから出てゆきなさい 

神よ、この者に調和と安らぎをお与え下さい。実在界の諸如来、諸菩薩、光の天使、この者に調

和と安らぎをお与え下さい。 

この者に関連せる邪な霊達よ、そなた達は一切この者から離れなさい。この者は、たまたま霊的

なものに魅力を感じ、そして不自然な心によってあなた達を呼び込んでしまった。あなた達は二度

とこの者の心に憑依し、不調和な現象を現わしてはならない。 

肉体を持っている者の霊よ、あなたはしっかりしなさい。 

そして、天上界においてこの者を指導している指導霊、守護霊よ、あなた達はしっかりと、この

者を守りなさい。あなた達がしっかり指導しないから、肉体を持っている地上界の者達は、そのた

めに悩み、苦しみ、自分自身を失いつつあるのです。指導霊、守護霊よ、しっかりとこの者を守り

なさい。 

はい、目をあけて下さい。ラクになりましたね。守護霊が出てきてますよ。 
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あなた、何か変な新興宗教をやっていましたね。そういう方に興味を持っていたんだって。あな

た、インドの当時、比丘尼だったんです。あまり変なものに執着を持たないで下さい。神理をよく

知って下さい。まだよく神理をわかっていないんですからね。あなた何年生まれ？ 

「昭和六年です」 

はい、ではよく神理を実践して下さい。 
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【心の在り方】 

1974-03-10 関西本部 

 大阪（GLA 関西本部） では、定期講演としていつも第二日曜日に皆さんにお目にかかっています。

一年に十二回しか来ていないのに、毎日ここに来ているような感じ、気がします。『光陰矢の如し』

と言いましょうか、一年が過ぎるのがまことに早いものです。 

今まで皆さんに講演を通していろいろおわかりになった方もありますが、ＧＬＡという所は別に

制約がありませんから、あらゆる人が参ります。 

この中にも私などはるか足元にも及ばないような宗教体験を踏んで来ている人もいます。 

今日、たまたま朝のテレビ討論会を聞いておりますと、文教委員会の一部のグループですが、現

代の教育方針というものをどのようにしたらいいかお互いに討論しております。 

自民党の委員の方は、教育のベースアップをして多くの人を増やして教育行政というものを活性

化しなくてはいけない、などと話しています。あとは似たり寄ったりの話しでした。 

しかし、現代の社会情勢というものを見ますと、むしろ、いくら金をやる、上げる、環境を良く

するといったところで、人間本来の本質を忘れてしまっている連中に、飾りばかり付けたって無駄

だということです。 

我々が人間としての偉大なる価値をしっかりと反省させ、人生の目的と使命を果たす方法を教え

てやることが大事なことなのです。 

日本の総理が東南アジア諸国を回ってきて、あのような不調和な歓迎を受けた結果、日本人の道

徳教育がなっておらん、道徳を教えなけりゃいかん、教育をしなければと・・・・・・。 

教育方法というものも、日本は長い歴史の中にまことに不自然な一つの道徳というものをつくり

だして来た。 

そういうものを復活して教えたところで、これが正しいかということは非常に疑問なことで、日

本的ではなく、もうすでに私たちは世界的、地球国家的なものの考え方をしなければならない時期

に来ております。 

特に戦後はまったく道徳というものは日本の学校教育の中にありません。 

ただ数学や物理、英語や他の学問が出来て、英才教育に徹して、一流大学に行って、社会に出る。

社会はまた、この基準によって地位というものが約束されている。心など無くてもいいのです。国

家試験においてもまたしかりです。 

そういう人たちが日本人的な本当の道を忘れて、他の国に行ったならば、外国的なものの考え方

とウンと違ってきます。 

商社が派遣しているところのエリートの人々は、自分自身の業績を上げるだけのことに汲々とし、

その国の人々との対話を怠っています。おのずからして疎外されることは当然です。 

自分たちはエリートだ、そういう考えがありますから、底辺の諸外国の人たちとの心の断絶が生

じてまいります。 

http://yukis0000.blog78.fc2.com/blog-entry-146.html
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自分たちには休みもある、あるいは仕事中でも都合によってはゴルフ場に出かけてしまう。クー

ラーの効いた部屋の中で安全に生活を送ってしまう。 

こういうところから現地の人々はだんだんと差別されてきますから、不満が当然あのような形で

爆発してくるのです。 

そこへもってきてそういう爆発性のある国民のところへ、日本の心無い人たちが行きます。そう

いう人たちが一つの思想を教えに行きます。東南アジアはほとんどそうです。 

昔の大学といえば品性と教養をしっかり学ぶはずだったんだが、今の大学といえば無法地帯。（※

当時の大学生による反米紛争）しかも、勉強、勉強、勉強ばかりでノイローゼになるくらいです。 

小学校は中学校の予備校みたいになって、心というもの、やすらぎはひとつもありません。品性

というものを養う場所もありません。 

それは、なぜそうなるのか。 

まず、私たちがこの地上界へ生まれてくる前には、皆さんは全部、天上界にいたのです。 

まぁ、いろいろな宗教家たちは、貧乏したり病気をすると、前世が悪かったんだ。あるいは、先

祖がこういう悪いことをしたから、今あなたは貧乏しているんだ、苦しんでいるんだと、うまいこ

とを言って教えるのです。 

また、動物霊やあるいは地獄霊もその人に教えます。 

それで、名前でも戒名でも確かに当たると真剣になってしまいます。そりゃぁ、そうだと・・・。 

ところが、そういうもの（動物霊や地獄霊）は、簡単に皆さんの（家の）お墓でも何でも見る力

を持っているのです。 

人間のこの眼で（肉眼だけで）見ようとするからおかしくなるのです。動物霊でも地獄霊でも、

簡単にそんなことは言い当てることが出来るのです。 

そのご婦人と一緒に来たお嬢さんの場合も、後ろに憑いているところの悪霊・・・、女性は魔王

になれないので・・・、まぁ、魔王の使いぐらいですね。 

その憑いているものが、そばで「この者の家の先祖はこういう悪いことをした。そのために今、

この娘はおかしくなっている」と言うのです。 

まぁ、こうやって・・・手を上下に振って出てきて、飛び上がるのは大抵キツネが憑いています。

ところが人間は、それを解らないものですから、あぁ、先祖が出てきたと思ってしまうのです。 

ご婦人の方もお嬢さんを連れていって見てもらって、そう思った訳です。 

その内に、こういうものをあげなさい。先祖にはこういう戒名をつけなさい。ハイ、戒名代はい

くら、こういうものはいくら、と言われて買ってしまう。 

神様には大分お金がいるんですね。 

ところが、私の所へ来るとお金はいらない訳です。 
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・・・では、そういう風になってしまう原因と言うのは・・・ 

本来は皆、光明に満たされた美しい心であるが、この地上界という場に出てしまうと、皆さんは

すべてわからなくなります。 

まず、あの天上界という所から皆さんは出て参ります。お父さんお母さんというのをちゃんと決

めて出てくるのです。 

三ヶ月ぐらいになりますと、天上界から皆さんの魂はお母さんのお腹の中へ入って自分の肉体舟

を確認します。あぁ、これが自分の肉体だなと。 

（あるいは）この辺がちょっと傷んでいるけど（先天的な身体の障害）、まぁいいやと。少しぐら

い肉体に欠陥があるほうが、この世に生まれて、（そのことに対して）何か疑問を持って最後には悟

るであろう・・・と、初めからわざとそういう状態で生まれてくる人もいるのです。 

（そういう人は）何らかの疑問を持つようにと思って出てくるのですが、生まれてしまうとそれ

らをすべて忘れて、親を恨んじゃう。こんな肉体に生んでどうしてくれるんだ・・・と。身勝手な

ものです。 

こうして、それぞれの目的を持ってこの地上界へ出てきます。 

十月十日、九ヶ月、空気にふれると同時に皆さんの意識はいったん全部沈んでしまいます。１０

０パーセント沈みます。 

その後、徐々に心の中の本能の領域がボツボツ出て参ります。 

そうしてお母さんのオッパイをしゃぶるようになります。それが固体保全、慣性の法則、本能も

慣性の法則によって、人間は永遠の生命として、口を通して食べ物を摂るようになっているのです。 

本能の領域は、生まれたからといって親が教えなくともちゃんと解るようになっています。 

その内におしめが汚くなったりすると泣いて周辺の人たちに教えるようになってきます。これも

本能的感情です。 

本能的感情というものは、徐々に徐々に芽生えてきます。 

ほとんどは生まれて一週間から１～２ヶ月ぐらいは、寝ている時に誰もいないのに、一人でニコ

ニコ笑っています。笑う練習をしているのかなぁと思った人もあるでしょうし、他にもいろいろな

話はあります。 

その状態を心の目で見ますと、赤ちゃんが笑っている時は、光の天使たちが側に来て、頑張れよ、

お前の生まれた所は厳しいぞ、大丈夫か・・・・・・と、心配したり激励したりしているのです。 

まあまあ任せておけよ。必ずやるからと、皆さん（赤ちゃん）は自信たっぷりに答えています。 

あの世に帰った時に、シマッタ！と言わないようにすることですね。 

それで、光の天使や魂の兄弟といろいろ話し合いをしているのです。意識の面で話し合いができ

るのです。すから、本人（赤ちゃん）は笑っているのです。決して笑う練習をしているのではあり

ません。 
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よく見ますと、羽を付けたエンジェルとか、あるいはちゃんとした大人が側にいて話をしている

時もあります。まぁ、その場合でもほとんどが、やります、頑張ります、と言っています。 

もちろん、今度は魂の兄弟たち、あるいは指導霊・守護霊というような人たちも、しっかり頑張

らなければいかんぞ、こういう家庭では大変だ、将来は・・・・・・、と話しています。 

親を見ても、お母さんを見ても、こりゃえらいことになるぞと、皆さんの場合、なかにはそう思

わなかった人もいたでしょうが、まずまずほとんどの人がそう思いますね。 

こうしているうちにだんだんと視覚神経が発達してきます。自分のお母さんや身近な人を記憶す

るようになるのです。 

他人様が入ってくると泣いて騒ぎます。この辺から、我というものが出てきます。自我の芽生え

ですね。意識（心）の中の感情と本能の分野、そして知性の分野が徐々に膨張してきます。しかし、

理性というものはまだ利きません。 

九ヶ月目、徐々に足も発達するようになってきます。自分が欲しいと思ったら泣いてでも取ろう

とする、親がそれをひっぱたいてやめさせようとしてもそれは無駄なんです。 

自分（親）の思うようにならないからといって、最近ではロッカールームか何かに入れてしまう

人もいます。まぁそういう人は、あちら（あの世）へ行ってからゆっくり挨拶されるから覚悟する

ことですね。 

生きているうちにちゃんとしておいた方がいいですよ。 

人は、真の道がわからなくなるからそういう人たちが出てくるのです。お互いに親子としての約

束を反故にしていくのです。えらいことですね。 

こうしてだんだん成長し、満一才になりますと、結構物事がわかるようになってきます。 

それぐらいだと、まだあまり罪をつくっていませんから、魂の兄弟たちは、次元の違った世界か

ら安心して見ています。 

あの世では、この世は立体モーションピクチャーで見ることが出来るのですよ。あの世からこの

世を見ますと、そのままズバリ見えるのですよ。たとえば、拡大して見ることも出来ます。 

この世のテレビジョンでは二次元、すなわち平面の世界、スクリーンに映るものしか我々には見

えません。ところが、あの世からこの地上界を見ますと、そのままの姿で見ることが出来ます。四

畳半なら四畳半そのままが映ります。畳の目までハッキリとわかります。 

そのことを皆さんが知らないで、誰もいないのではないかなぁと思っていますけれど、あの世か

らは、皆さんのすべてのことがみんな見られているのですよ。光の天使や、あるいは皆さんの魂の

兄弟たち、また、肉親の関係の人もいます。 

昨年の七、八月頃のことでした。幽霊の出る季節というとたいてい夏ですが、出やすい時期のよ

うです。 

Ａさんといわれる方の奥さんが亡くなりました。それからわずか六ヶ月目に新しい奥さんをもら

いました。小さな子どもがいますから、仕事に行く上において面倒を見てもらう人がいなくては困

る、何とかしなくてはならないということで早く再婚したのです。 
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ところが、夫婦そろって同じ布団の中で寝る十一時頃になると、その辺からボツボツおかしな現

象が起こってくるのです。仏壇の中の位牌がガタガタといって揺れるんですね。 

「仏壇にはお線香も燈明もつけ、お経もちゃんとあげているのに、夜の十一時頃になって私たち

が休む頃になるとガタガタと・・・・・・。傍らに印をつけておいてもその位牌が動くのがわかる

んです。」とのことです。 

さぁ、皆さんどういうわけでこんな事が起こってくるのでしょうか。 

早く言えば幽霊です。ところが、その事を知らないで新しい奥さんが心を忘れていたら、今度は

その奥さんも二の舞を演じるのです。 

といって一般の宗教家たちは、そうなるとお坊さんを呼んでさっそく成仏させなきゃいかん。 

特定な宗教家たちは、さらにまた良い戒名をつけてやらなければということで、ますます“南無

妙法蓮華経”の熱も高くなる。そんなことで彼らが鎮まるならばたいしたものです。嫉妬に燃えて

いる地獄の霊なのですから・・・・・・。 

私ならば姿が見えますから、奥さん（地獄霊）、あなたは何で死んだのですか。自分の旦那さんが

新しいお嫁さんを迎えなければならないような小さな子どもを残して、あなたはなぜ死んだのです

か。死ななければそんなことにはならないはずです。いつまでもこの家に、そして子どもたちに、

ご主人に執着を持ってはいけません。 

あなたが何故早死にしなければならなかったのか、その原因はどこにあるのかよくしっかり反省

しなさい。あなた自身の心の中に大きな歪みを持ってノイローゼになり、この地上界を去った。そ

の原因がどこにあったのかを、あなたは自分の嘘のつけない心でよく反省してみなさい。 

前にサーッと来ましてね。もちろん幽霊です。 

この間の研修会の時に出て来た幽霊は、ちゃんと頭に三角のマークを付けていました。白い着物

を着て幽霊らしく手をこうやって出しておりました。ところが、その時の幽霊はそんなことをして

おりません。もう悔しくて悔しくて仕方がない、死んでも嫉妬しているんです。 

決して幽霊は夜だけに出るのではありませんから。昼はわからないだけなんです。皆さんの傍ら

にもいっぱい来ているんですよ。ただ知らないでいるだけです。それで肉体的に不自然な現象が出

ているんです。 

この中にもそういう人がいます。自分でそれがわからないだけです。“知らぬが仏”というのも、

そんなところからきているのでしょうね、きっと・・・・・・。 

こうして、そのご夫妻の場合もこんこんと教えてやりました。結果、死んだ奥さんの幽霊は出て

こなくなりました。嫉妬をしてもしょうがない。それから位牌も動かなくなりました。 

いいお墓を作ってやったから彼らは成仏したんじゃないのです。なぜ、どうしてそのようになっ

たのか。そして、生きている人々に迷惑をかけてはいけないのだということをよく教えてやること

が大事です。 

そして、残されたところのご主人や新しい奥さんたちも、自分自身というものの心の在り方、生

活の在り方というものを正しくしていかなかったら困ります。 

先程の下町の方の幽霊となって出て、後ろの方に憑いているのも同じなのです。 
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それでは何故そういうものを呼び込むのかということになるのですが・・・・・・。 

そこで私は、ノイローゼの方に、あなたはしばらく黙っていなさい。後ろに憑いている者も黙っ

ているようにと言い聞かせ、母親に話をしました。 

奥さん、娘さんの病気を治す前にまずあなたから治さなければいけません。自分の娘がおかしく

なっているのに、家柄だのご主人だの、周囲の事を心配したりして、まるで他人事のようです。そ

んなことより、可愛い娘のためなら自分の命を投げ出すくらいの心構えが必要です。 

それを家柄だの地位だの名誉だのと、そんなくだらないものに執着を持って娘さんをここに連れ

てきているのです。 

奥さん、あなたは自分から治しなさい。心を裸にせずして娘さんだけを治そうたって治りません

よ、裸になる気持ちがあるなら私の所へ来なさい、と。 

そこでいつも質問することなのですが、奥さん、あなたの家には”ゴキブリ”は出ないでしょう

ねと言うと、いいえ、たくさん出ます。 

では、どういうところに出ますかと聞いたら、流し台の所です。それも薄暗くてジメジメした場

所に必ず出てきます。 

そうですか、地獄霊も同じです。あなたたちの心のジメジメした所、夫婦の不仲、子どもとの対

話の不調和、このような不調和な場が、あなたたちの家庭の中にあるから地獄霊が憑いてくるので

す。 

何故、このようなことが起きたのだろうか・・・・・・、その原因はどのにあるのだろうかと、

それぞれ皆さんが追求していったならば、思っていること行っていることの中に、必ずどこかに片

寄ったものの判断行為があるということを、皆さんは知らなくてはいけません。 

そういうくらい世界に、暗い環境に、暗い人々に、地獄霊はいつでも憑く条件が整っているので

す。 

本来、地獄というものはなかったのです。 

人類がこの地上界へ出て来て、この地球上という場において、神の身体であるこの環境を大調和

させると同時に、一人ひとりの魂・心を豊かにするということが大きな目的です。 

ところが、人間はだんだんと自分さえ良ければいいということになってしまったんです。 

では、この自分さえ良ければいいということが何故悪いのか。 

皆さんは一人で現実に生きていくことが出来るでしょうか。出来ないのです。 

自然界を見なさい。動物も植物も鉱物も、お互いに相互関係にあるはずです。植物に水が無かっ

たら、また、植物に太陽が無かったらどういうことになりますか・・・・・・。 

地球という所は約７１パーセントが水圏です。太平洋・大西洋・河川・小沼・池等、そのような

場所の大量の水を蒸発させ、この地球という、いわば陸地に慈雨を降らせ、植物は根っ子から葉っ

ぱからそれを吸収します。 
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皆さんは吸った酸素を空気中に戻す時、二酸化炭素（ＣＯ2）を出します。人間というものは、化

膿した所は二酸化炭素、燃焼しても二酸化炭素を出すのです。 

植物はその排出された二酸化炭素を吸収したうえに、光の合成によってデンプンやタンパク質、

脂肪を彼らは自分で作り出すのです。 

その植物を皆さんは自分の血や肉や骨にするために食べているはずです。 

そしてまた、食べたものを出します。出たものは、今度は植物が同じように自分の血や肉や骨（肥

料）にします。いわば、植物の彼等の生活環境というものに協力していきます。 

こうして動物も植物も鉱物もお互いに相互関係の協力があってこそ自然界というものが成り立っ

ているのです。 

人間は、いたずらに知識が先走っているために、自分のことだけしか考えないようになってしま

ったんです。 

そうなりますと、お父さんやお母さんたちは、自分ができなかったことを子どもにやらせようと

期待をかけ、勉強勉強とうるさく言います。そして、よそのお子さんが何処何処の一流大学に入っ

たときくと、親までも大騒ぎになります。 

それで一流大学に入ったら何かもう将来が全て約束されたような気分に陥るのです。 

こういう教育方法をいつの間にか一般の人たちがやってしまい、その結果、親と子がお互いに話

をする機会が無くなってしまったのです。 

お父さんは仕事で忙しい、お母さんもそれぞれ忙しい、こうして生活の場というものが自然と物

質経済が中心となっていきます。 

物質経済さえ満たされれば人間は幸せになるのだというものの考え方です。まぁ、新興宗教など、

ですね。 

お布施を増やせ増やせ、各支部から増えたその率によってだんだんと自分の立場を良くしようと

する。そうすると幹部になればなるほどお金が必要となり、苦しくなってきます。まぁ、当然なこ

とです。こういうのをバチ当たりというのです。 

私は宗教を知りませんが、関係のある守護霊がそばに来ていろいろ話をしてくれるのです。です

から、すぐにわかってしまいます。 

こうしてそういうもの（自分の立場など）に執着を持ち始めると、苦しくなってきます。そこか

ら早く逃げ出そうとするとバチが当たる、と。少しぐらいそれを信じていると本当に現象が出ます。

これも軽いノイローゼです。 

ところが、この女性のようになりますと、自分がわからないから大変です。 

子どもさんが四～五才ぐらいの時に、お父さんお母さんが子どもとの話し合いがあり、こういう

ことをすればお前は良くないのだ。お前が今やっていることは良いことだと、良い悪いのけじめを

はっきりと子どもに教育することなのです。親の感情で子どもを教育してはならないのです。 
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親子の対話をちゃんとはかって成長していく人たちは、ノイローゼなんかには絶対になりません。 

だいたいノイローゼというのは、早ければ小学校の四～五年から、そして十五～六才ぐらいまでの

間に出てきます。 

だいたい中学校の一～二年生頃から無口になり、親はそんなことは知らないから、うちの子はよ

く勉強していておとなしいですわ・・・・・・と。 

そのおとなしいはずの子どもがおかしくなってしまう。これがほとんどですね。ノイローゼにな

りますと、自分の心というものの起伏が大きくなります。今言ったこととコロッと変わってしまい

ます。 

そして、彼等（地獄霊）は夜に活動するのです。昼間は地上界には三十億の人たちが、地球の半

分にしても十数億の人たちが生活しています。金儲けだ、何儲けだと不調和な心がどんどんと発散

され、黒い霧に包まれています。ですから、地獄霊は簡単に出て来れない。 

彼等（地獄霊）は、地上界のこの人たちが欲望から離れ、寝静まった夜の一～二時頃になると、

おもむろに時計の振り子の振動を利用して魔王あたりが出てきます。 

ノコノコと暗いところへ。そのカッチン、カッチン、カッチンという振動に合わせて彼等（地獄

霊）はちゃんと憑いてきます。 

そうすると、ノイローゼの人たちはその頃から元気が出てきます。昼間はダラーンとしているが、

夜になると起きてきていろいろなことをするのです。 

彼等（憑かれる側の人）は、すべて原因は外にある。自分ではない。悪い原因はすべて自分以外

の人にある、と思っていますから、親を、相手をうらみ、ねたみ、そしるのです。それは徹底した

ものです。 

私の所へ連れてこられたそのお嬢さんも同じですね。 

（昼の）三時頃ですからまだ元気がない。後ろに憑いている者（地獄霊）もあまり元気がないわ

けです。 

私たちの前に出るとその姿がはっきりと見えていますから、本当は怖くてしようがないのです。

ですから、（地獄霊は）私たちのところへ来るのをとても嫌がります。 

お譲さんとよく話しをしようと思い、地獄霊に対して「お前はちょっと横に去りなさい。」と言う

のですが、地獄霊は「前にいる人の言うことを聞いちゃいかんぞ。聞けば、今晩ウーンと色々な面

でお前を苦しめてやるぞ。」と、お嬢さんに向かって言っているのです。 

「ちょっと待った。地獄霊よ、お前はこの女性を苦しめると言っているけど、そういうことを言

っちゃいかん。」と注意しました。 

電車の中で、一人でブツブツしゃべったり、笑っている人がいます。そういう人たちを皆さんは

見かけたことがあるでしょう。そういう人を見ると、あの人は何をやっているのだろうと不思議に

思いませんか。若い人たちならば、受験の季節だから英語か何かを口ずさんで一生懸命暗記でもし

ているのだろうと考えられますが、ところがそんなんじゃない。 

いい男が、いい女がこれをやっている。一人でブツブツ言って、ニヤッと笑っている。そんな光

景を皆さんは見たことがあるでしょう。 



280 

 

あれは、独り芝居をしているのではないのです。側に同じような仲間が来ているのです。ところ

が、皆さんには肉体を持った人しか見えないものですから、あの人は少しおかしい、一人でニコニ

コ笑っていると思うのです。その時は、その人の肉体の船頭さんは、その肉体の外と両方で話をし

ているわけですから、皆さんには分からないわけです。 

私もよく電車に乗りますから、一人でニヤッと笑っている人に会います。僕たちが側にいると彼

らの後ろにいる地獄霊には分かってしまうのです。電車の中で問題が起こると困るから顔をかくし、

彼らは見られていることを知っているので警戒してきます。ですから、隣の駅辺りでコソコソと降

りていきます。こういうのは、精神科の先生たちにはほとんど見えません。 

ところが、人間は誰でもがそれを見ることの出来る能力があるのです。ただ、皆さんが自分自身

の心というものの在り方、正しいという基準、こういったものをよく分かっていないから、心がス

モッグに覆われているため分からないだけなのです。あらゆる諸現象を見る能力がある人々のこと

を仏教の言葉で “アボロキティーシュバラー ”と言います。 

皆さんは 『般若心経』というものを知っているでしょう。あの中にある観自在菩薩（かんじざい

ぼさつ）というのは中国流に直した言葉なのです。インドの当時の二千数百年前の言葉では、アボ

ロキティー・シュバラー、すべてを見通す能力を持っている、ということです。 

人間は誰でもその能力を持っているのです。持っているけれども自分がその力を出し切っていな

いというだけなのです。ノイローゼになっている人々は、自分の心がだんだん歪（いびつ）なって

しまって、自分の目で見たこと、体で感じたことをストレートに判断してしまう。どうしてそのよ

うなことになるのか、その原因というのは何なのか・・・・・・。 

この世は、地獄の暗い世界と天上界の世界が入り交じっています。あの世という天上の世界は生

まれてきた世界です。光明に満たされた実在の世界です。そして、非物質的な世界です。それはす

べて善我です。 

皆さんは、自分の心に嘘はつけませんが人には嘘をつくことができます。 

昨日、子供たちに訊（き）きました。あなたは人に嘘がつけますか？と言ったら、小学校三年の

子供は、たまに嘘をつきます。小学校五年の子供は、はい、たびたび嘘をつきますと答えてくれま

した。大人になったらどういうことになってしまうのでしょうか・・・・・・。皆さんは人に嘘を

つけても自分の心に嘘はつけないのです。その嘘がつけないという世界が実在界なのです。 

今、我々が住んでいる世界は立体の世界です。この宇宙も立体です。こういう立体の世界の中に

三次元の世界を包んでいるところの四次元以降の世界、こういう世界があって、この世界から皆さ

んは生まれてきているのです。 

物質の肉体と、あの世へ帰る肉体（光子体）とが一体となって今、皆さんはあるのです。このよ

うな物質を通し煩悩を通して、常に正しい心で判断をして生活していると、天上界へ帰ることが出

来るのです。 

お金、お金、地位や名誉や、これだあれだといって自分の欲望を追い求め、足ることを忘れた生

活をしている人たちは地獄界に堕ちてしまうわけです。物質だけを頼りにして、目で見たり、耳で

聞いたりしたことにとらわれ、毎日の生活が正しい基準を失ってしまうと、地獄界というところに

堕ちてしまいます。 

反対に、心を中心としたものの見方をし、慈愛の心で生活をしていれば天上の世界へも黙ってい

ても行けるのです。 
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しかし、人間はたとえ地獄へ落ちても天上界へ上がれるようになっているのです。それには、何

百年苦労するかわかりません。人生わずか７０年８０年というのは、線香花火のようなものです。 

お年をある程度召された人たちが「あぁー、今まで７０年間、自分は一体何をしてきたのだろう」

と言われるのを聞いたことがあるでしょう。７０年間はついこの間のように思えるものなのです。

過ぎ去った時間というものはそのように早いものなのです。 

若い人たちも、若い若いと思っていてもシワが増え、肉体は老骨化し、やがて死んでいくのです。

肉体そのものは自分のものではないのです。 

皆さんの肉体は、この地上の場に適応した肉体を、我々の肉体先祖が皆さんのためにくださった

ものです。ですから、自分の肉体だと思っても、実はこれも自分の肉体ではないのです。無常なも

ので常ならず、やがてその肉体を捨てて新しい光の肉体、光子体を持って帰らなければならないの

です。 

この光子体は今、皆さんと同居しているのです。人間は、このようにあの世とこの世を転生輪廻

している永遠の生命なのです。 

そのお嬢さんの場合も同じように、懇々と教え、なぜ彼女がノイローゼになったのかということ

を考え、小さい時からのことをいろいろ分析すると、お母さんの教育の間違いが出てきました。間

違っているので、もうすでに聞く耳を持たないお嬢さんに、お母さんがいくら謝っても無駄なので

す。 

さて、後ろに憑いている者よ、今から一週間の間私が懇々と道（正しい行ない）を説こう。その

結果、私の手元からお前たちはどこへも行くことが出来なくなるぞ・・・・・・（と、話しました）。 

皆さんは宇宙って広いなぁと思うでしょう。ところが、皆さん自身の心が調和されてまいります

と、こちらの本当の肉体、すなわち、光子体が大きく膨張し、宇宙になってしまうのです。これを

『宇宙即我』と言うのです。お父さんお母さんからもらった肉体（原子細胞の）は、芥子粒（けし

つぶ）のように小さくなってしまいます。 

禅定していると、自分自身の光子体の一つひとつの細胞が大きく膨張してくるにしたがって大き

くなりますから、地球が手の中に入るまでになってくるのです。この体験は皆さんも自分で出来る

のです。そのためには心を調和させることが大事です。皆さんの今までのこと、１才から現在まで

の行いを一つひとつ正しい心の基準によって反省し、心の曇りを晴らすことです。 

自然の公害、スモッグは人間が作ったものです。そのスモッグが神の光と同じように太陽の光を

もスモッグでさえぎってしまうのです。思うこと、行うこと、自分さえよければいいという不調和

なものの考え方がスモッグを作ってしまったのです。 

我々は、先ずそのお嬢さんに自分自身のものの考え方、心の在り方を教えていきました。 

その人が二日目に一人で私の所に訪ねてきて、「一人でこんな所へ来るなんて不思議です。もう５、

６年こんなことはありません・・・・・・」と言うのです。２回３回と来ているうちに憑依霊は憑

けなくなるのです。 

台所の非常に湿気の多い所へ、お天道様の光が入るように改造したのです。自分の中へ取り込ん

でいる心のスモッグを取り除いていったからです。そして今、その方はＧＬＡの会員の方の所へ勤

めています。 
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ただ大事なことは、“なぜ”“どうして”というような難しいことではなく、皆さんが今、思って

いること、行っていることがいかに人生を左右するかということなのです。そして、片寄らないと

いうことなのです。 

よく、仏壇とか神社で手を合わすことがあります。手を合わせるということは、自分の身体の中

の両極端、右の極端と左の極端、これを捨てて真ん中に持ってきて、中和、調和するということが

本当の中道の道なのです。 

皆さんがよく塩をまきますね。塩をまいて清めるとか言いますね。塩をまくというのは“しょう

がないから（しおがないから）”ということではないのです。これはあくまでも中和ということ、清

めるということなのです。 

塩は ＮaCl で、塩化ナトリウムと言い、塩化ナトリウムはどうなっているのかと言いますと、水

酸化ナトリウム NaOH という極端なものと、もう一つの極端な HCl という塩酸、この塩酸の酸性

と塩基性の両極端がバチッとくっつくと NaCl という塩になるのです。 

水もまた同じでしょう。H2O という水は、酸素と水素という両極端なものです。両方とも燃焼す

ると爆発するものです。その爆発性の物がくっつくと最も安定した水になるのです。 

だから皆さんは、仏様に水をあげたり、神様に水をあげたりするわけです。お線香とかローソク

とか、こういう物は本当はいらないものなのです。 

それは、インドの当時、暗いところで（夜、お釈迦様が）講演をします。誰もが顔を見て講演を

聞きたいわけです。みんなローソクを持ってきます。 

今のような文明的なローソクではありません。松明のような物を持ってきて、それをあげてその

光によって皆さんに説法をしたのです。お線香をあげたのは臭いからです。 

当時の人たちはお風呂には皆入らないのです。現代の皆さんはお風呂が大好きですが、インドの

当時の人たちというのはお風呂に入らない。しかも、山中で修行している人たちは毒虫あるいは毒

ヘビ、こういうものから身を守るために自分の身体に、いうなれば除虫菊（じょちゅうぎく）のよ

うなものをしぼって身体に塗ったわけです。 

汗と両方ですから臭くてしょうがなかったのです。そこで、身体から出る異臭を消すために『セ

ンダンの香』というものを焚（た）いたのです。これを発明したのがゴーダマ・シッタルダー釈迦

牟尼仏の十大弟子の一人、プルナーヤーヤンプトラーという難しい名前の人です。 

それは、センダンの木を切って、これをきれいに細かくして乾燥したものを焚くと、その臭い匂

いが消えてくれる訳です。 

ですから、本来お線香というのは、そういう匂いを消すための香料だったわけです。ところが、

現代ではいつの間にか仏壇には「お線香」ということになったのです。 

人間というものは不思議なものです。仏様は仏壇にいる。お墓にいる。あるいはお寺にいるとい

うようになってしまったのです。 

本当にいます。神理を知らない人たちには、そこは地獄界を展開しているのです。皆さんが心の

眼を開いて、お墓などに行ったならばビックリします。 

たしかに、お墓はもうすでに原子細胞の肉体の捨て場であるはずなのに、まだ執着を持っている。

死んだ肉体に執着を持ってお墓に行ってあげることが信仰だと思っているのです。 
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皆さん、私の言うことが信じられないのならば、どうぞやってみてください。先祖の皆さん、ど

うぞ供養しましょうとお墓にでも行って、一生懸命に拝んでみてください。そして、本当にお墓に

いるのならば、私の肩に憑いてくださいと言ったならば、地獄にいるものがガバッと憑いてきます。 

そのうちに、朝起きたらこっちが痛い、あっちが痛いと言い出し、お医者さんへ行っても治らない。

どうしたんだろうということになってくるのです。 

俺にはそんなものは憑かないという人がいれば、やってみてください。お墓参りに行って、「家（う

ち）の先祖の皆さん、本当に地獄に堕ちているなら私が救いましょう」と言ってみてください。本

当の救い方が分からないし、見えていないからどうすることもできない。どうぞ家へ一緒に来てく

ださい。私のそばにいてくださいと言ったら、その晩から身体が冷え冷えしてきます。そして心の

中がいつもイライラしてきます。 

ですから、一生懸命に神様と称する地獄霊を拝んでいますとだんだん身体がおかしくなってくる。

色々な面でおかしくなってくるのです。 
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【講演会後のお世話役の方々へのご講話】 

1974-3-31 盛岡講演会 

まえがき 

一九七四年（昭和四九年）三月三一日、岩手県盛岡市内丸の岩手県公会堂での講演の後、お帰り

の時間までの間、二階の小会議室に居合わせた約二十人の人達に、お話を頂いた時の記録です。 

窓の外からは、日教組がデモ行進の気勢を上げている声、「ワッショイ、ワッショイ」と云う声

が聞こえます。 

始めに高橋信次先生が台湾の方々に、幽体離脱して、心の道、神理・正法を説かれた時の様子を

ご説明くださいました。（ＧＬＡ誌一九七四年七月号参照） 

神（大宇宙の意識）と我々の心との関係、意識界（あの世）と現象界（この世）との関連、心と

行いの在り方、また、今生での在り方の大切なことをお話し頂きました。 

 一言一言を忠実に記録したいと心掛けており、お話をそのまま文字表記しているため、ご理解

頂けない点があるかと思いますが、その際は先生のご著書を熟読して判断願います。 

 なお、（斜体）書きは、お話にはありません。編者が記したものです。 

                              編集者 田口 恒勇 

 

私は来月（四月）の十九日・・・（台湾へ行く事になっております）。 

去年の十一月から、丁度夜十時に毎晩、台湾へ行っておりまして・・・。 

勿論、肉体は持っては行かれません。身体から抜け出して・・・。これは、我々はどこでもやっ

ている事なんですが・・・。 

勿論、相手の人は中国人ですから日本語は通じません。しかし、後ろにおられる守護霊は私が良

く知っている人です。ですから、言葉は直接通じなくても、後ろの守護霊の言葉は自由に通じます。 

それで丁度、十時頃から、月に六回位ずつ行っておりました。ところが、丁度、三月の七日に、

夜八時ですが、今晩、台湾の中国のグループの人達に現象を起こそうという事で連絡を致しました。

ところが、彼らは丁度その日が皆さん会合で、彼らのグループというのはお医者さんと、もう一つ

は薬剤師、こういうグループなんです。 

ほとんどが台北大学、昔の台北帝大の医学部を出られた方。その人達の集団が、こうやって集ま

っている訳ですね。 

そこで、蔡(さい)さんと云われる方が中心となって、その活動をやっているわけです。 

私達はこういう壁なんかあったって構わないのですから。ペロッと出て参りますから。ここでこ

うやって話をし、皆さんは全部ソファーに腰を掛けております。 
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私達が(幽体離脱して)姿を見せる時には、丁度、直径が一メートル位の光の玉です。その中に私達

が、おりますから解りますね。そして、私は必ず分身を連れて行きますから、分身というのは霊の

兄弟ですね。 

皆さん、仏像を見ますと後光がありますね。そこに小さい仏像がたくさん入っておりますね。知

っていますか。それと同じ様にね、私達は出てゆく時には、そういう格好で出てゆくのです。とい

う事は，僕等単独で行くと非常に危険です。 

例えば、恐らく出て行く時には、自分からファーと出て行きますとね。魔王とか色々の者が邪魔

しますね。この地上界にはいっぱい居ますから。その為には守護霊、指導霊と言うような立場の人

達が付いて行きます。 

私の『餓鬼道』という本を読んだ人ありますか。その『餓鬼道』というのは、今度は『愛は憎し

みを超えて』という題名に変わりまして、現在、浪花節とか、行く行くはまた、映画になるんでは

ないかと思います。今、浪花節で関西方面でやっております。いずれこっちの方まで映画か何かに

なって来るのではないでしょうか。 

それに書いてあるドームというのがある。 

禅定しておりますと、そこからずーと抜け出して行くとね、丁度、我々が、今住んでいるのがこ

ことしますと、この辺をスーと破って行きます。それが段々大きくなって行きます。そのドームの

中を抜け出して行きますと・・・、飛行機に乗ると、段々と下の物が小さくなって行きますね、と

同じように、地球が小さくなって、段々地平線が見えて来まして、飛行機の飛んでいるのがみな分

かりますよ。 

下を飛行機が飛んでいますね。飛行機の飛んでいるのが分かります。人工衛星の飛んでいるのも

分かります。ズーと上に揚がって行きますと地球から離れて、お月様、お星様が段々下がってゆき

ます。それからズーと向こうへ飛んで行く訳ですね。これが一つの方法・・・。 

もう一つは、禅定して抜け出して、この大気の中を飛んで行くわけ。そうすると耳でピューと音

が聞こえます。風を切って行く音ですね。自分の肉体は勿論、日本の東京に置いてあるのですよ。

もう一人の自分が抜け出して行くんですね。これを『幽体が離脱する』と言うのです。 

 死ぬ時にはこういくんだが、自分の肉体と意識がコンタクトされている時は、死にません。これ

（霊子線）がプツッと切れると二度と肉体には戻れないですよ。 

 あの世へ行ってしまうのです。帰れません。そういう訳ですから、自分の意識とは電線・霊子線

でつながっていますからね。それでも下を見ますと海、海の波がみな見えますよ。『落ちたらどう

しようかな』などと思うことがよくありますよ。落ちても肉体は持って行っていないのだから、死

なないんですね。 

 僕は、講演会に行く場合は飛行機で行く場合が多いわけですから、下を見て『落ちたら困るだろ

うな・・・』と思うことがあるんです。 

 私達のそういう時は、この位の光の玉がそばに、飛行機と一緒に付いてきてくれます。ですから

『これは大丈夫だ』という事が解る訳ですね。 

 それはアポロ十二号の船長をやっていたアーウィン大佐が・・・ 

 たまたまＧＬＡの講演会の時に、『アーウィン大佐のアポロ十二号に、光の玉が付いて来ている』

という事を私が言ったんです。 
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 それはガブリエルと云われるイエス・キリストの時代の大天使と云われた、このガブリエルと云

われる光の天使、ガブリエルという方は羽根が生えているということを知っていますか。イスラエ

ルの格好をして羽根が生えています。その方を見ると光なんです。 

 普通の人が見ると光ですが、僕達が見ると光ではなく、その人の人間そのままに見えるわけです

ね。 

 その時にちょうど私達は、「ガブリエルが、アーウィン大佐のところに一緒について来ているか

ら絶対にアポロ十二号は失敗しません」と言った訳ですね。 

 ところがソビエトはみな失敗しますね。ガガーリン大佐、それからコマロフ大佐、これはみな失

敗して死んでいるんですよ。アメリカは星、月から必ず帰って来るね。それは心を持っているから

です。光の天使達がちゃんと守っているからです。 

 そういう事から私が質問を受けたんです。「アポロは大丈夫でしょうか」と言った時・・・、『大

丈夫です。必ずついて行きます』 

 そうするとまた、私達が自分でこう（瞑想）して見ると、意識をズーと抜け出して見ますと、ア

ポロにちゃんとついている。そしてこのアーウィンという大佐はお月様の世界に降りた時に、ちゃ

んと彼は「神様」と言っているね。 

ガブリエルなどというのは、彼は分からないのです。「神様が私と共におった」という事を詳し

く書いていますから。アーウィン大佐から私の所へその本が、近々送って来るのです。その為に、

あの方はアメリカの宇宙局を辞めまして、今は宗教に帰依して一生懸命「心の問題」、神に仕える

仕事をやっております。 

 それは現在、アメリカの宇宙飛行士はそういう体験をしておりますから、当然、自分の目で、身

体で確認したから信じざるを得ませんね。 

 闘争などは愚かなものですから、こんな地球上の、ちっぽけな地球の中で争いや闘争を繰り返し

て「ワッショイ、ワッショイ」と、要求貫徹なんて言って飛んで歩いているような愚かさをね、彼

らは知ってしまう訳ですよ。馬鹿馬鹿しいということを・・・。ですから結局、自分というものを

知るということから、あの人達は現在、キリスト教に帰依しておりますね。 

 それと同じ様に、ちょうど私が、前にアーウィン大佐がアポロ七号か八号で行く時、ちょうど私

が家におりまして、テレビのスイッチを入れたら、「人工衛星が、アポロが、大気圏に間もなく、

四十分後に入ります」と、その時に私の所に、フォアイシン・フォアイ・シンフォという光の天使

（イエス様の分身）が私の家に来ており、そこで我々は話をしておった。 

 大気圏に入る時というのは、地球の自転とこの大気に入る角度が、一つ違うと焼けてしまうそう

です。そういう話を私が聞いておりました時に、フォアイシン・フォアイ・シンフォは「私は今か

ら行きます」と言って、五分経ってからテレビジョンでやっていました。飛行機がインドの上空に

差し掛かった時に「光の玉を発見した。光の玉が一緒に付いてくる」と飛行士から連絡があったと

いうことを、東京で受信された気象庁で発表していますね。 

 それが分かるのは僕等ですね。あの時はフォアイシン・フォアイ・シンフォが行ったのです。守

られている訳ですね。そういう体験を通して、私は向こうへ行く時も、第三者から見たら光の玉に

見えるのではないかと思います。飛んでいるんだから、自分を自分は見られませんから、恐らく空

飛ぶ円盤じゃないかなと・・・。光ですから物凄く速いですからね。 
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 光より速いです。光は昨日皆さんに説明したように、光は一秒間に 299,774km というと、地球

を約七回り半する速さ、これが光の速さです。我々の意識はそれよりもっと速いんです。 

 それで我々はスピードを落として行くことも出来るんですよ。自分の意志で・・・。 

 そうして抜け出して、ズーと台湾へ行くと、キールンというところがあります。ちょうど三月七

日は、台湾はこの様な天候で、もっと霧が深くて雨が降っていました。 

 キールンから少し抜けた所に、台北という所があります。台北から少し高台の所に、ちょうど台

北の周辺にある衛星都市といいましょうか、その場所へ私が行きますと、その家からパーと光が出

ているんです。 

 何故ならば住んでいる人達の心が綺麗だからです。その家の中の奥さんも子供さんも、そこの場

所に集まっている人の心が綺麗ですから、その家から後光が出ている訳です。あの世から見ると、

あの家は調和されているとすぐに判ってしまう。 

皆さんが、もし調和しているか、いないかを知るには、僕等の測定する方法は簡単なんです。次

元の違った世界から見れば、下の方、『あの家は心が綺麗だ。あの家は心が汚い』と判ってしまう

んです。そのように飛んで行って僕等が予言をします。 

 今から四年前でしたか、『我々の仲間がアメリカのニューヨーク、マンハッタンにおる。ニュー

ヨーク大学の教授をしている人が私達の仲間である。その仲間は過去世に於いて、私達と同じ道を

歩んだ人達である』と予言しました。 

 ついに出てきました。アメリカのニューヨークで、しかも大学の教授ですね。それも東洋哲学を

やっている専門の心理学の先生です。 

 このことは、やがて三年後に、皆さんはその人の力を知るようになるでしょう。その人の名前は

やがて発表されます。今、予言しておきます。 

 それから中国に生まれているところの、蔡（さい）、リンテツジンというこの二人も皆さんもや

がて知るようになるでしょう。彼らはその力を皆持っているからです。 

 そして、我等は抜け出して（幽体離脱)、その道を説くから、国境は無いんです。 

 我々の世界に於いては、国境はあります。国境は誰が作ったかというと、これは俺の国だ、俺の

地所だといって作ったのです。あの世にはそんなもの無いんです。 

 だから我々は地球という丸い宇宙船に、今乗っかって宇宙を旅しているところの人類なんです。

宇宙船という大きな地球という船に乗って、宇宙の中を飛んでいる我々は乗組員なんです。 

 その乗組員が喧嘩しているのだから馬鹿みたいなもんだね。 

 さっき見たら、日教組なんて云って、一人ひとり見ると顔が悪魔みたいな顔してね、そんなのに

教育を受けるから豪(えら)いことですね。学生もかわいそうですわ。こういう事じゃ困るわけ・・・

ですね。 

 やっても良いのです。肝心要の心を知って、自分は教育者だという立場を取って・・・。 

自分のことは棚に上げて、自分は教えられた知識を切り売りするような教育じゃ困るんです。そ

ういう教育者が教育したのがいつの間にか不調和でね。 
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 我々の時代には角帽をかぶっていたんですよ。ところが、今は角帽ではなく、東京辺りでは丸棒

で先の尖っているやつ・・・。 

 そういうものがまかり通っているという事は・・・。 

 まあ、この次はどっちみち、あの世へ行ってからゆっくり絞るから、構いません。 

 地獄で何百年も苦労して貰います。 

 そういうような時代になって、一方に於いて社会の本を見なさい。本を見るとエロチックばかり。

ところが今はヘッチャラで見ているね。僕等は見るといっても、隠れて見たもんです。今は堂々と

見ています。そういう事をやっているのは自由諸国ですよ。アメリカです。日本です。フランスで

す。イギリスです。スウェーデンです。自由諸国だけ・・・。 

 中共へ行ってそういう事やったらとんでもない事です。ソビエトであんな事やったら、ダダダダ

とやられます。日本だけです。 

 日本人は戦後その様に、僅か二十何年の間に本当の民主主義の有り難さを知らない。 

 ですから、本来ならばお互いに話し合って、名前が出なくても勿論、経営者は「金が有るからお

前達を使うのは当然なんだ」、なんていう考え方が困る。 

人間は皆平等です。そういう平等の上に立って生活している以上、たまたま自分が上になったな

らば、上になっただけに謙虚であり、そしてまた使っている人達と心の対話をし、お互いに生きる

道を調和させてゆく事が本当の道なんです。 

 まあ、そういうことを皆忘れてしまって、資本主義、社会主義という一つの大きな対立の世界が

出来てきた。こういう世界を「末法の世」と云うのです。 

 アトランテスという時代が、今から一万二千年前にありました。私はこのアトランテスという国

に生まれました。その当時は文明が発達して、現在よりも文明は発達していました。それも、我々

自身の今持っているところの鉄等という物より、もっと高度な、もっと耐熱性のある軽い物質が出

来ていました。現在は、その物質は在りません。やがて発明するでしょう。 

 そういうように、生活環境も非常に調和されていました。やがて、人間は物質や経済というもの

が安定してくると心を外に向けるのです。外に向けると欲望なのです。自分自身、欲望という渦の

中に自分を失って行くのです。 

 だから段々、苦しみを作る。そのうちに、自分さえ良ければ良いというようになり、正しい事を

言うと都合悪くなる。そういう正しい人間を捕らえて殺してしまったのです。 

 そういう時には、実在界、あの世から光の天使達が、当時で一万数千人出ておったのです。その

当時のアトランテスは、現在のイギリスからずーっと地中海方面から現在のエジプトにかけて、あ

のアフリカにかけてずーっとつながっていた大陸でした。 

その大陸の存在というのは、やがて近い将来にその存在がはっきり解るようになります。発見さ

れます。そしてナイル渓谷の三角州のところに、かつて我々が造ったピラミッドが在ります。その

ピラミッドは自然風化によって完全に土の中に埋まっています。 
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 その中から、アトランテスの時代の本当の物が発見されて行きます。それは長い将来ではありま

せん。勿論、我々生きている間に、そういう事がはっきりと、かつて地上界の文明が現代文明より

栄えていたというアトランテスの姿がはっきりと発見されます。 

 こうして、我々が、そのアトランテスの時代も文明があまり発達した為に、人間が欲望と快楽に

身をやつし、神の子としての本性を失ってしまい・・・。 

 そうして一万数千人の光の天使達を魔女狩りということで洞穴に入れて、デデンと爆発させて一

遍に殺してしまった。 

 それが後の「ノアの方舟」という一つの現象になって現れるのですよ。大陸がみな埋まってしま

ったのですよ。アトランテス大陸は陥没してしまった。陥没してしまって、一部分の人はずーっと

逃げてきて創世記時代、本当にあったのですよ。 

 そういう時代を我々は、皆さんは、経験しているんです。 

 皆さんの心の中のテープ・レコーダーを繙（ひもと）いてゆけば、皆その体験しているんです。

ただ皆さんはこの地球上に生まれて、もうこの世だけなんだと思ってしまうんです。死んだら有る

んだという事なのです。 

 この世は幾ら長くても僅か百年、八十年です。僅かな八十年や百年の人生行路で、我々は自分の

心を狭くしてはいけません。僅か八十年や九十年の人生を、より有意義に自分というものを作りあ

げて行く事が大事なんです。 

それを自分の生まれた環境、教育、思想や習慣、こういうものの渦の中に入ってしまい、お金が

総てだ、地位が総てだと思ってしまうんです。そんな物はね、生きることに必要なだけ有れば良い

んです。どんなにお金を持っていたって地獄へ行く人は行くんです。お金が無くても天上界へ行く

人はいっぱいいます。 

 人間は名前が出なくても、生まれた自分の環境の中で、一生懸命こつこつと仕事をし、恨む事な

く、そしる事なく、妬む事なく、常に心が丸く豊かな生活をしている人達は、必ず成功しますけれ

どね。だから、そういう豊かな心を持って、そうすると一人ひとりの頭からは、ちゃんと後光と云

うものが見えるんです。 

 その後光と云うものが、あの世へ帰る時に自分の頭から、体から後光が出ていないとね。あの世

というのは、今、我々の扉（自動ドア）は重さで開きますね。重しで圧力スイッチが入って自動扉

が開きますね。これは皆さんの重みで誰でも開くのです。 

ところが今度は、体から出ている光で開くようになったらどうしますか。シャット・ザ・ドアで

すね。もう、閉まりっぱなしです。オープン・ザ・ドアになるには、心から後光が出ていないと、

天上界の扉は開かないんですよ。 

 自分が落ちて真っ暗だ。 

 もし、皆さんの身内の人で死ぬ時に「暗いよ、暗いよ」と手探り始めたら地獄です。間違い無し。

「暗いよ、暗くなって来た。見えなくなって来た」・・・これは地獄ですよ。 

 もし身内の者にそういう人が出たなら・・・。『暗くはないよ。貴方は心の中を明るくしなさい。

貴方は自分の心に嘘をつく事を止めなさい。自分の本当の心で、今まで人生に於いて間違いを犯し

たことを反省しなさい。もう、荷物も家族も総て捨てなさい。そして、「神様、私を救って下さい」

と、心から祈りなさい』と教えてやってご覧なさい。 
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 そういう人に限って硬くなっているから。だから死ぬ時に硬直して、硬くなっていて、手を合わ

せる事が出来ない人がよくいるでしょう。亡くなった時に・・・。それは間違いなく地獄ですわ。

本当に・・・。 

 ＧＬＡのグループの人達で、この世を去った人達がいます。もう年を取って、そういう人達は身

体がフニャフニャ柔らかくて、生きている時よりもっと綺麗な顔になっています。 

 アラビア石油の社長が水野さんという方です。この方が、社長に就任する何日か前に、私の所へ

参りました、 

 「今度、私がアラビア石油の社長になるのですが、社長になる心構えとしてどうしたら良いでし

ょうか」と言って私の所へ来たのです。 

 その時に『水野さん、貴方は日本人である事を捨てなさい。貴方はクエートとアラビア人になり

切ることです。あれだけの大きな石油資源を日本へ持ってくる。日本だけ儲けようとする事は止め

なさい。貴方はアラビアの国から取れた石油で生活するんです。その為にはアラビア人の為にも尽

くしなさい』と、私はこの様に言いました。 

 それと同時に、電力会社に公害を防止する為の研究費として、当時、年間二十億円の金をアラビ

ア石油が払っていた。『それを止めなさい』と言ったのです。 

『その二十億の金で、貴方は自分の会社で、公害を如何に無くすかという事を研究するのです。

二十億の金を電力会社に遣（や）っても、それが公害防止の為に使われているか否か、という事に

対し、貴方は責任持てますか』 

 「持てません」 

 『それでは止める事です』 

 こうしてアラビア石油の社長さんは、自分からアラビア人になりきりました。そうして彼は、そ

れから三日後にアラビア石油の第三代目の社長になりました。新聞記者が来ました。その前に記者

会見をやりました。 

 その時に、「社長、貴方は新社長として抱負は如何ですか」と新聞記者から聞かれました。彼は

「私は好（よ）い死に顔でこの世を送りたい」と、そのこと一言、言ったのです。毎日新聞、読売

新聞、日本経済新聞は声を揃えて、「今度の社長はパーだよ。おかしいこと言ったよ。この世を去

るときに好い死に顔でありたい」と・・・。 

 そこで、私の所にも新聞記者が参ります。ある新聞記者が、読売の方と東京タイムスの方です。 

『先生、あのアラビア石油の社長は変わり者ですな。あの社長は、社長になる抱負は如何ですかと

言ったら、「好い死に顔でありたい」と一言、言っただけです。あれはパーですよ』 

 『貴方々がバーだよ。皆さんね、「好い死に顔で死にたい」という事は、毎日の生活をしっかり

生活していなかったら、好い死に顔で死ねますか？』、それを新聞記者たちは解らなかった。 

 これが、毎日新聞の預言者Ｔ氏というのが出ておりましたね。あれは僕のことなんです。その時、

毎日新聞のその論文を書いたのが、その方だったのです。 

 そして『貴方々こそバーだよ。あの水野と云う人は立派な人だ。それだけの覚悟で、毎日を一生

懸命に日本とアラビアの国のバイヤーとなって、自分が一生懸命やって行くんだというその根性、

そしてそれを実行しなければ好い死に顔で死ねる訳がない。それこそ真っ黒の硬直した執着の塊で、

鋼塊（こうかい）のような体で死んでしまいます』 
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 ところで、水野社長からは去年の石油危機の時、私の所へ電話が来ました。 

 『有り難うございました。先生のあの時の話を知らなかったら、恐らく日本の為にだけ尽くして、

ボイコット食ったでしょう。この間の石油危機の時にね、おかげ様で国王からも「アラビア石油は

我が国の絶大なる協力者である」ということを、その国の王からも言われました。私はその為にア

ラビアの、そしてクエートの人々の為にアラビア石油の社債を、金を出して多くの人々に家を造っ

たり、生活の場を与えました。今後もやって行きたいと思います』 

 同時に去年の十二月に、二十億、年間電力会社の研究費として払っておったものをパチッと打ち

切りましたね。このように、人間というものは毎日の生活が大事なんですよ。そうでなければ好い

死に顔で死ねる訳がないんです。 

 我々は、ようようこうやって講演する場所というものが、ＧＬＡばかりではないのですよ、今は

財界人が多くなってきているのです。この間も、関西財界人ばかり、大阪の財界人が作っている商

工会議所、その場所で講演をしました。 

彼らは殆ど実業家で、会社の社長ばかりです。東京でも経済同友会というのは、皆さん知ってい

るでしょう。その経済同友会でも講演をやり始めました。それから、大企業が我々の神理を生活の

心の柱としても始まっております。 

 或いは、最近は高校で、私の＜原説般若心経＞とか＜心の指針＞というのを心理学、倫理学の面

で教え始めています。九州方面、東京でもそういう事をやっています。 

 ですから大事なことは、皆さん、自分の心、思うこと、行うこと、これをしっかりしていないと

苦しみは自分がする、他人ではないんです。自分がしっかりしていることです。 

 たいていの人は、悪くなると他人のせいにする。あの人がこうしたからこうなったのよ。 

自分が悪くなっている、というのは、自分がなっているのだから、他人のせいにしないで、何故、

自分がそういうように苦しくなったのか、これをしっかり、自分を見る事です。 

 これを見ないで、他人を批判した方が楽なんです。楽だと思っているが、それは一時（いっとき）
なんです。それは逃避なんです。 

ですから、苦しみがあったら堂々と『何故、こんな苦しみが出るのか、何か原因があるぞ』と追

及してゆくと、『こんな所に、こんな原因があった』、この原因を取り除かない限り駄目です。そ

の原因を取り除くことこそ大事ですね。 

 ですから、我々はこのようにして、人間の心というものが如何に重大であるかということは、皆

さん、私の本、何回かの講演で・・・。新しい人達は、そういうものを自分が生活の中に導入して、

しっかりやることですね。 

 それが正しい道であり、正しい信仰です。一生懸命、拝むことが信仰ではない。大事な事は自分

自身、正しい生き方、偏らないという、これ以外に無いんです。拝ませることが信仰であったら、

僕等なんか食ってゆかれませんね。 

 これ出来たよ。これいくらだよ。これいくらだよ。読まなかったら、お前罰が当たるよ。ガバッ

ト金が入るよ。私達は知っているんですよ。 

 しかし、神はこんなことしなくても良い環境を与えてくれておるんです。それでちゃんと生活が

出来るんです。 
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 拝むことでなく、真に人間は金が無くても信仰は出来るのだ、ということを知って欲しい。だか

ら、色々な拝み屋へ行って迷った人もいるでしょう。そんなものに脅かされてはいけません。 

 自分の心の中に神があるんです。それは何故、私がそういう様な事を言うかというと、禅定して

宇宙即我になりますと、自分の体が大きくなって、今の肉体が小さくなって行きます。小さくなる

のではない。今の体は変わらないけれども、後ろの後光がパッと大きくなって行きますので、宇宙

が自分の体に入ってしまうんですよ。宇宙の姿が、自分の心の姿に変わって来るのですよ。 

 そうなると、宇宙の神理は自然の中にあるんですよ。その自然の中にあるところの宇宙の神理、

例えば、お天道（てんとう）様が東から出て、西へ沈む。しかも、お天道様は昨日も話したように、

お天道様を壊して、地球を造ると三十三万個出来ると言いましたね。本当なんですよ。 

 そんなこと、計算すれば子供でも出来る。 

 太陽を壊し、地球が三十三万個出来る事は大変ですよ。しかも太陽は火星、水星、木星、金星、

土星、海王星、天王星、冥王星、地球の九つの惑星と三万数千個の衛星集団を引き連れて、太陽を

中心としてこう廻りながら、地球は太陽の周りを一秒間に三十キロメートルの速さで飛んでいるん

ですよ。 

しかもまた、太陽は銀河系宇宙の中を一秒間に二十キロメートルの速さで飛んでいるんですよ。

我々は何でこんなに安心しておられるんでしょうね。お互いに相互関係によって安定しているから

ね。引力とか重力とか、そういう調和された環境の中に於いて、安定しているんですよ。 

 その中に我々は生まれた時から居るから、「なぁに、お天道様出るのは当り前さ、また春か、寒

いな、今日は雪か」などと言っているけれども、これも自然の摂理があって、雨が降ったり、また

雨が降る事によって、土の表面の汚いものを綺麗に流してくれる。しかもまた、風が吹く事によっ

て空気を綺麗にしてくれる。これは皆うまく出来ているんです。 

 あの東京都に雨が降ったり、風が吹いてくれないと、皆さんスモッグで大変ですよ。この岩手県

から東京へ行ったら、臭くて鼻の中まで違ってきますよ。風邪引いたら治りませんよ。この位、空

気が自然のものと人間によって壊されたものと違います。 

 私のビルは都営地下鉄の浅草の駅ビルです。今から二十五年前は（隅田川にも）白魚がおったん

です。今はドロドロです。でも最近は浄化槽でみんな綺麗になって来たから、ようやくカモメが飛

んで来るようになりました。カモメが来たということは綺麗になって食べ物があるから来るんです

ね。 

恐らくこの川だってそうだと思います。昔は綺麗だったでしょう。段々汚されてきた。こうして

自然というものが、人間によってどんどん壊されていったのです。壊されても好いですよ。壊すに

は壊すだけの後に対しての責任を持てばいいんだが、その責任は持たない。 

 そういう事は、私たちもやっております。その中にはメッキをやってもらう所、本来ならば自分

の会社で原料を仕入れて、加工して、試験をして磨けば良いですね。必ず儲かるんです。その途中

にメッキ屋さんがあります。塗装屋さんがあります。塗装をバーとやりますから空気を汚しますね。

しかも、メッキ屋さんの方はメッキ液の中に入れて電気を通して、カドミューム・メッキとか、ニ

ッケル・メッキとか、真鍮（しんちゅう）、銅メッキとか、或いは、接点などは金メッキなんだよ。 

そうやっている所が公害までちゃんと計算してやったら、メッキ代がうんと高くつきますね。そ

して、彼ら公害のながれがこの位で公害費はこの位でとしたら、一つメッキしてもらうにも大変な

金になる。そうすると、そういう連中はたれ流しをしてしまう。 
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 ダーと流してしまう。流すと、東京湾の貝のように皆死んでしまう。 

 終戦の頃、「私は貝になりたい」という映画がありました。戦争が厳しくて命令によって自分は

どうする事も出来ない。死ねと言われたら死ななければならない。そういう時に私は貝になりたい。

ところが、今は貝にもなれない。公害でね。そういうようにね、時代が変わると人間の表現も変わ

って来るんです。 

 ですから、我々は大事なことは自分自身という者が、あらゆる現象に対して自分が正しく自分を

見られる自分になる事が大事なんですよ。 

 例えば、学校へ行って勉強が出来ない。私はどうして出来ないだろう。その原因はどこにあるん

だろう。 

 じゃ、学校へ行って勉強して来たか。予習をして行けば、先生の講義は面白いばかり。そこで、

先生の講義の時間中に先生の教えを覚えてしまう。さて、家へ帰って復習する。そして、予習をし

て覚える。そしてまた、復習してやっていれば、本当は良いんです。 

 ところが、今日はこんな漫画を見ようかな・・・。とんでもない本の方へ心が行ってしまうから、

これは駄目だ。いやいや、今日は六時からこんな漫画があるからと、テレビの方が詳しい。  

 テレビの番組をしっかり覚えている子は頭が良いんです。勉強の仕方が悪いんですよ。ですから、

テレビの番組を知っているのは、頭は悪くない。暗記力があるんですから。家（うち）の子供なん

かは凄いですよ。今日は何時から何があって、第三チャンネルはこれがあって、あれがあって。全

く詳しいですよ。しかも、歌い手さんの名前まで、年令まですぐに覚えてしまう。今日はアグネス

チャンはこうして、このようにやって、あの方の踊り方はこの様に・・・。 

 だから『お前さん、そのように勉強したら出来るだろうね』 

そうしたら、大妻女子大付属高校を見事に滑りました。ですから、「パパ受かるかな、守護霊に聞

いてくれないかな」と言うから『そんな事まで聞けないよ。お前自身が勉強しないで守護霊に聞い

たら。俺が怒られてしまうよ』といったら、「受かったかな」。 

五十人取る所へ二千八百人応募したんですからね。本人びっくりして、「守護霊に聞いてくれ」

と言うから、『怒っているよ』と。 

 試験発表の時「パパ行ってくれ」と言う。『僕が行っても仕様がないよ。とにかく行って見てこ

い』と言ったら、「人生というものは厳しいものだ。中学の三年にして、ようやく人生の厳しさを

知った」と言う。いわば高校の試験を落っこちたんです。 

 それでも良いと思うのです。人生の厳しさを知った。こんなに厳しいもんだとは思わなかった。

僕はそういう意味で落第するのも結構だと思うんです。そういう中からこれは甘くない。学生であ

ったなら予習と復習をきちんとやって、学校にいる間に先生の勉強を、きちっと頭に入れてしまっ

てやっていれば誰だって出来るんです。それを大抵抜いてしまうんですね。今日はテレビを見て、

明日からやろう。 

 フクロウというのは明日になったら巣を造ろう、明日になったら巣を造ろうとして一生巣を造ら

ずに過ごすのです。ホトトギスはまた違うんです。彼は生んだ卵をよそへ預けてしまうんです。よ

そさんへ預けて、巣だって行く鳥ですから。色々ありますけど、人間はそんなものでは無いんです。 
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 だから、私には守護霊が「明日あると思うな。今日に最善を尽くせ。そして、一日一生のつもり

で真剣に生きろ。その時に人間は誰だって貧乏する人はいない」と言うんです。誰もが時宜（じぎ）
人間になるんだ。ところが大抵は何とかなる。ところが大抵は明日になれば何とかなる。 

 それともう一つは、若い学生諸君でも、うちの従業員でも『どうだ、最近生産の方は』と言うと

「まあまあです」「まあまあ」という程、困るんですね。『どうだ、成績の方は』「まあまあです」

『試験ができたのか』「まあまあです」更に聞くと「全部書いたよ」全部書いたよという事は出来

たか、出来ないか分からない。無責任な話です。 

 そういうように人間は無責任なところがあるんです。それが積み重なった時に無責任な行動をす

るんです。 

 皆さんは、私の話は皆自分の心のテープ・レコーダーにみな記録していますよ。好むと好まざる

とに拘わらず、やがて死ぬのです。その時にテープ・レコーダーにちゃんと記録されて、ちゃんと

現象化されます。 

 ということは、ＧＬＡの中で亡くなられた方で一体どこにいるか。 

 それは有名な絵描屋さんで、胸が悪くて、もう既に四十年も胸部疾患で大変だった。ところが、

今から四年ばかり前に私達の神理に帰依して、心がちゃんと解るようになった。途端に院展の美術

院賞というのを貰いました。最高賞ですね。院展の美術院賞というのは日本でただ一人、最高賞で

すよ。これを貰いました。その方が今年の二月亡くなりました。 

 本人は死ぬ時まで「死にたくないんだ、もう一つ、今年の秋の院展に出して死にたいんだ」 

 『貴方が書き残した物は、今生を去ってあの世へ帰り、またこの世へ生まれて来た時に描けばよ

いから』と言ったら、「先生、何百年も待つのは私も淋しいですよ」と言っておりました。 

 一週間目位の時に執着を一切捨てました。晩ですね。「いよいよ、私の旅立つ時が来ました」奥

さんを呼びまして「お前、長いこと苦労をかけたなあ。ようよう美術院賞をもらって、私の絵が一

つ何十万、一つか二つ売ればとにかく一年楽に暮らせる様になったのに、お前に苦労かけて悪かっ

たな。今度生まれるときは七百年位後なそうだ。その時にはまた夫婦になろうよ」と奥さんの手を

握りました。 

 皆さん、結婚して『今度生まれて来る時に一緒になろうね』と言える人は少ないよ。結婚をして

いる人達の９０％は、違うところで生まれてこようという人達が多いのだから。 

 本当ですよ。夫婦別れしようという人達は一杯いるんです。特に幼妻などというのが流行りまし

てね。この幼妻などというのは最初のうちは「早く結婚して好いわ」と思っている内に、子供が出

来るとロッカーなどの中に入れてしまって、ロッカーどうにかなってる。そういう面で離婚する率

も非常に急速に増えている。 

 我々には弁護士さんもいますね。高橋弁護士さんなんかも、色々裁判所でそういうのも研究して

います。調べているとね、もう一寸時間をかけて待てば良い、良く観察すれば良い。仲良く恋愛し

て結婚したのに、サッと別れてしまう。そういう世の中を、末法の世と言うんですよ。 

 そういう面もしっかり、自分自身が恋愛も結構だけれども、良く相手を選んで先の先まで、そう

して、若い自分で選んだところで「それが絶対だ」なんて言わないで、お父さん、お母さんも悩み

や苦しみを通った人達の先輩の話を良く聞いて、やって行く事ですね。それをしないで苦しみを作

っていく、そういう事も実際は困るわけです。 
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 それと、皆さんが、本当に自分の過去を知りたいと思うならば、皆さんは生まれた時から現在ま

で、徹底的に自分自身の心の歪を作ったことを勇気を持って直す事です。 

 まず、最初に皆さんが生まれた時に、お母さんから何をしてもらったか。 

 まず、産んでもらった事は間違いない。 

 あるいは、育ての親は育ての親を対象として、そして、オッパイを貰ったこと、おしめを洗って

貰った事、泣いてお母さんを困らしたこと、自分が欲しい物を、泣いてでも買ってもらったこと。

色々ありますよ。こういう事から現代までお母さんにして貰ったこと。今度はお母さんにしてやっ

た事。これを皆さん、徹底的に心の中で反省することです。 

 ところが最近の子供の中には、『何言っているんだ、お父さんもお母さんもうまいことしただけ

ではないか。生みっ放しではないか』と言うのが一杯いるんです。 

 残念でした。お母さんも実は忘れているんだけれども、あの世でちゃんと約束しているんですよ。

だから偶然ではないんですよ。 

 偶然ではない証拠には、女性は排卵というのが二十七日二十三時間五十六分四十秒と決まってい

るんですよ。犬や猫とは違うんですよ。それだけに、我々の周期というものはちゃんとあの世から

余裕を与えられて、結婚し子供が生まれる様になっているんですよ。ですから、そういう事を皆さ

んが知ったならば、デタラメに生んだのではないんです。 

 親は忘れているだけなのです。 

 心の窓を開けば、「やってやるぞ、ヨッシャ」と、「今度出る時は、ちゃんと親孝行するか」 

 私は、ちゃんと言ったのです。あの世で、『貴方すみませんな。私のお母さんになってくれます

か』 

 「もうこりごりだ。幕末の時代は、全く家をすっぽかして大問題を起こし、インドの時代は、ほ

っぽり出されて、もう勘弁してくれ。貴方と一緒に出たら、もうどんな目に合うかわからん。別の

人に頼んでくれないか」 

 それは、寛永二年ですよ。キャンセルされてしまって、さあ困った。誰かいないかなと探した。

探し当てた。 

 いやいや、承諾したんです。そして、その人は日本に生まれました。 

 お母さんになる人はキャンセルして、『何で貴女は嫌ですか』と問うと、「私は優雅な生活をし

なければ地獄へ落ちる危険性があります。ですから私は経済力のある所へ出たいんです」というこ

とです。 

 こっちは経済力のある所へ出ると、優雅な生活をしちまって、自分の目的を果たさずチャラチャ

ラして帰ってしまいますわ。もうこれは危険だという事が分かっていますから、なるべく貧乏人で、

あまり貧乏でなく金持ちでも無く、適当な所へ出ておると、これを何とか、どっかで掴むだろうと

いう事で、私が生まれた場所を選んだのがその理由です。 

 そして最初、北海道へ出るつもりであった。北海道から南下して神理を説いて行こう。北海道は

寒すぎて駄目だよ・・・。 （笑い声） 
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 いろいろ迷うんです。そうなんですよ。皆さんも大抵そういう体験しているんですよ。そうして

山形が良いんじゃないか。山形はどこだ。酒田、酒田はどうだ。これも雪が深いし、東京方面に出

るには時間がかかるな。 

 よし、日本の地図を出して、こことやったんです。それがたまたま長野県です。それで、そこの

場所を選んだんですよ。 

 その時、『貴女、私はどん百姓に出るがどうする』 

 すると、「今まで、私は王様の王妃ばかり勤めて来た。どん百姓になど生まれたら、私は貴方の

面倒を見なくなります」と脅迫されたんです。 

 それでは仕様がない。そこで、どん百姓に適合する人を選んで、お母さんになって貰ったんです

よ。 

 そうして、本当の母親に何回かなってくれた人は、これは日本の蜂須賀家（はちすかけ）に生ま

れたわけです。徳川慶喜公の孫です。だから彼女はまごまご出来ません。 

 自分自身というものを作ろうとして、優雅な生活に浸った。蜂須賀家は日本で一番の金持ちだっ

たんですよ。土地も大きく持っていますしね。その場所へ、あのお婆は出たんです。 

出たところが、二十五才の時に松平家と夫婦別れをした。子供五人を置きっ放しにして、フラン

スへ行って大騒ぎをした。僕らはその頃にあの世から出て来た。やっていた、やっていたという訳

で、また失敗して来るよ。 

 僕が心の窓を開く昭和四十三年（1968 年）の十月でした。「私の所に、約束した母親が必ず訪

ねて来る。それは蜂須賀年子いう女である」、『果たして僕の所に来るだろうか』と言ったところ、

守護霊は「来ます。来ます」と言うんですね。地位や名誉ばかり追い掛けている者は、恐らく来な

いだろうと思っていました。 

 ところが、一週間目に家内の所へ、「蜂須賀年子は、後一週間後に参ります。年を召しているか

ら大変です。今のあの方は非常に悩んでいます」 

 私の所へ一週間目に来ました。貴婦人です。髪は銀髪です。シルバーグレーです。それは、それ

は、立派なものです。着ている物から見て、これは高貴な方と誰も思います。但し、形だけ。心は

違うよ。羽織の紐かけは純金で出来ております。手には何千万というような指輪をはめています。 

 『このお婆は、私の母親をキャンセルした人だ』と思いました。ところがこのお婆は霊視が利い

てしまったんです。来た瞬間に、僕らを見えてしまったんです。僕等を「伊勢神宮で見たのとそっ

くりだ」と言うんだよ。 

 伊勢神宮へ行って見ると、光でパッと見えるんだ。僕等、見たのと一つも変わっていないと言う

んだよ。「珍しい所へ来たもんだ」 

 ところが、お婆は実は僕からヘブライ語とか、そういう古代の言葉を引っぱり出して、自分の研

究に利用しようとした訳ね。その網に掛かったのです。向こうは。そして私の所へ来まして、色々

遣っているうちにお婆は虜になってしまいまして、色々と神理を聞くようになりました。 

 そうして、自分はかつてインド当時の母親であったという事を知ったんです。 
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 そうしたら、あの世へ帰る時期が参りました。丁度、十一月の二十五日、二十四日の土曜講演の

日でした。六時からですが、私は七時から講演です。 

 「もしもし、私は蜂須賀です。今から講演を聞きに行きたいのです」 

 『ちょっと待ってください。貴女は心臓は強いんだけれども体の心臓の方は駄目なんですよ』、

それは言わなかったけれども、『貴女は明日、お医者さんへ行って心臓の方をちゃんと診てもらい

なさい』 

 「でも行きたいんだよ」 

 『来てもらっても良いんだけれども、まさ子さん（松平家に嫁に行っている次女の方）と一緒に

なら来てもいいです』 

 「まさ子は来てくれないの」 

 『来てくれなかったら、来ては駄目。貴女は家に居りなさい』、そういうようにして、約一時間

半近く電話で話しました。 

 電話をした翌日の十時に椅子に腰を掛けて「まさ子や、お茶を持ってきて頂だい。水・・・」と

言って、水を口へ入れたまま、あの世へ行ってしまった。そんな事は僕の所へ報告はありませんね。

ああいう昔の侯爵（こうしゃく）だ、士族だ等という人達は我々平民、庶民の所へなど電話をよこ

す筈が無いんです。 

 ところが、最後の最後まで私の所へ来たんです。死んだということはその晩に、僕には判ったん

です。何故判ったかというと、お婆が家へ来たんです。 

 霊となって、ちゃんと正装しまして。 

 「貴方様の言われた通りでございます。私は今どのようにしたらいいでしょうか」 

 私の家の寝る場所は、八畳の部屋なもんです。母ちゃんはこっち、私はこっち、枕元にちゃんと

立っているのですよ。夫婦の間を裂くのは良くないよ。 

 家内も見えるもんですから、『ちょっと黙って聞いてみようじゃないか』 

 「長い間お世話になりました。私は今、貴方様が私に教えた通りの世界です。何か寒いんです。

一体ここは天上界か地獄界か、私はちっとも判らないんです。教えてくれませんか」という訳です。 

 『貴女の生きている時は、貴女自身生きている時はね、百人も二百人もの女中さんにかしずかれ、

豪壮な邸宅に住んでおった。今いる所はちょっと気の毒だが、寒い所ですよ。しかし、それも、一

寸の間だから我慢しなさい』 

 『まず、貴女自身が生まれた時から現代までのこと、貴女の思ったことの総て、これを反省しな

さい。貴女は生まれたとき優雅な生活をし、お父さんから教育をされたこと、それから社会へ出て、

この様に、人前で虚栄を張ったこと、こういう事を全部反省しなさい』 

 そうして、そのお婆はね、「ここにおっていいかしら」と言うからね・・・。「寒くてしようが

ないよ」、地獄です。 

 だから、『今晩はまず帰ってくれ。解ったら反省をやってくれ』 
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 私達は寝ますね。そうすると、決まって、仕事をして夜帰ってきますと、「今日もまた来ました」

と言って来るんです。そうして、「今度はどのようにしたらいいでしょうか」、こんな調子で三日

間、私の家を訪問しました。 

 そして、懇々（こんこん）と神理を教えてやって、もう解っているのですから、今、自分が迷っ

ているのはどこかを教えればいいんです。 

 そうして、「あなた様に一言お願いがあるんです。私は、あのエジプトのピラミッドの中のツタ

ンカーメンの鏡を持っているのです。その鏡の処理をどうしたら良いのでしょうか」と言うから『そ

んなものよいじゃない』 

 「私は過去世に於いて、そのプレオと云われるファラオの下で母親として生活したことがござい

ます。それがたまたま今度は日本に生まれ、今から四千年ばかり前の物です。私の父親がエジプト

の大使官をやっている時に、この鏡をお土産として持って来た物なのです。時価何十億というもの

です。その処理をどのようにしたら良いでしょうか」と言うことです。 

 『そんな物関係ない。貴女、何、執着を持っているんだ。エジプトに遺した物が貴女の縁によっ

て、貴女自身の使ったものが、今世で貴女の手に入ったんだから、そんな物に執着持たずに・・・』 

 上野の博物館かへ置きました。執着というものはそういうものなんですよ。万歳して裸のまま帰

った訳ですね。こうして、今、天上界に居ますわ。こんなこと言うと今晩あたり、「貴方、私の事

そんなに言わないでよ」等と来られるかも知れませんね。みんな聞こえてしまいますからね。そう

いうものなんですよ。 

 『だけど僕は本当のこと言ってるからね。おばあちゃん、文句言わないで下さい』 

 一言、断っておかないとね。そういうものなんですよ。 

 皆さんはね、何であの世ではサァーと通じるかというと、同根（どうこん）なんです。と言うこ

とは皆さんに見せました。神の心とブランチになっているんですよ。だから通じてしまうんです。

皆さんの心の世界だからです。 

 今の世界は、時間と空間があるけれどもね。皆さんの心の世界は次元の違った世界、その中に存

在しているんですから、即座なんです。 

 皆さんの先祖を出すにしても、亡くなった人を出すにしても、彼等は呼べばすぐ来るんですよ。

ケネディでも構いませんよ。 

 あのアメリカのワシントンの墓地に眠っているケネディ、彼は地獄界、阿修羅界ですね。彼が生

きておったら豪（えら）いことになってしまう。彼がおったら、戦争になったら原爆を使ったんで

すよ。それで、あの世から引っこ抜かれたんですからね。 

 最悪の場合、あの世で引っこ抜くんです。そのように、あの世でコントロールしているんです。 

 そういう様な人達ですから、当然、自分の家柄、地位、名誉ばかり考えている。 

 殺されましたね。これだって、あの世からの一つの現象として出されることです。 

 皆さん、ポックリ病というのを聞いた事ありますか。ポックリ病で死んだ人達を「あの人は生き

ている時、非常に良い人であったのに」と言いますね。ところが、その人の心の中を見ないから、

形だけ見ているから。 
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 ポックリ病で死ぬような人達は、良い心の人な訳はないですよ。あれは地獄霊が絞めっ放しのま

ま、コロッと逝ってしまうのがポックリ病です。あれは地獄霊がみな押さえてしまう。本当に我々

は、こういう様にあの世から非常にコントロールされているという事です。いうなれば皆さんはね、

あの世の操り人形なんですよ。 

 その操り人形が、勝手にパッとパチンコ屋などへ行ってさ、あの野郎またパチンコ屋へ行く。あ

れあれ、あの野郎キャバレーなんかへ行っちまって、そんなような事やっているのは、あの世でみ

んなコントロールされている事を皆さんが知らないからです。 

 それが心の中では、今日はパチンコ屋へ行くのを止めよう。今日は競馬へ行くのを止めよう。今

日は飲むのを止めようと、こうやって勇気を持ってやって行った時に、皆さん自身の心の中にピシ

ャッとしたものが出てくるのです。間違いのない、そういう時に守護霊がやる訳ですね。 

 それをもっと的確にやるというのが、お母さんから生まれた時から、お母さんに自分がして貰っ

たこと、今度はしてやった事、母親にこんな事をしてやった、あんな事もしてやった。今度はお父

さんにして貰った事、それに対して子供として、してやった事。 

 これは『八正道』という物さしでやって行くのですよ。 

 次は、兄弟に対して兄弟喧嘩したのであれば、何故、兄弟喧嘩したのかな。兄弟にこういう事を

した、ああいうことをした、良いことかな・・・。 

 あるいは、兄弟の物を取って自分の物にした。これも良くない。 

 その次に大事なのは、学校へ行きますね。学校へ行きましたら今度は、先生に教えて貰ったこと。 

 こんな学校など火事になって燃えてしまえば良いな。試験の前には、そう思う人がいますね。そ

れ困りますよ。本当だったら、皆病気などで学校休むといいな、うんと雪が降って行けなくなれば

好いんだ。 

 差し当たり、盛岡の人はそんな考えは持たないと思いますけれども。恐らく東京アタリではそう

いう人も出てくると思いますよ。 

 そういう学校生活の時代に、先生にして戴いたこと、自分に感謝の心があったか・・・。 

更にまた、学校の友達に対して同じ友達同志で、友達自身の不幸になる事をしなかったか。 

最近は仙台でありましたね。お母さんが、何とか自分の子供を学校に入らせたいために、学校の

先生の名前を騙って、「こういう問題が出るから、貴方はこの時はこう書きなさい、ああ書きなさ

い」と何人かへ連絡をしたのですね。その通り書いた人は皆落っこちた。 

 そして、自分の家の子は入った。いずれ捕まると思いますね。 

 そういう様な行為をした。あるいは人を不幸にするような事をした。 

 喧嘩をしても良いのだ。その原因がどこにあって、どうしてそうなるか。 

 心の中で憎んでもいけないんですよ。 
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あんなお友達嫌いよ。あんなのと付き合うのは嫌だ。良くそういう子がおりますね。そういう場

合も、相手が悪くてもこちらの心で正しく受けて相手が解るように方便を取って対話する様にして

行く。こういう様にするという事が大事です。 

 それから、今度は社会に出ますね。社会に出ると使われる場合もあるでしょう。従業員を使う場

合もあるでしょう。 

 自分だけ中心にならなかったか・・・。 

 そうして結婚する場合もあるでしょう。恋愛する人もおるでしょう。恋愛の中で自分の心のブレ

ーキを持つことなく、無節操のままに突っ走らなかったか。 

 あるいは、恋愛の中で自分自身の好きな相手に嫉妬を燃やし、そうしてその人を苦しめる様な事

をしなかったか。 

 結婚して、やがて子供が生まれる。夫婦の調和の関係・・・。 

 こういう事を、一つひとつチェックする。 

 五千項目ある。五千ですよ。その五千項目が皆さんの心に、フワッ、フワッと皆さんの心にスモ

ッグを作って苦しみを作ったんですよ。だから、それを皆さんは勇気を持って修正してご覧なさい。

皆、後光がフワッと出るよ。 

 頭からも、身体からも後光が出るように心を綺麗にしてから、今度は二度と間違いを犯さないこ

と。 

 だから、心を外に向けてはいけないの。外に向けると欲望、内に向けるとブレーキです。ものを

正しく見られるようになる。外に向けると、フワッフワッとしますよ。 

 今は若い人達なんかは、特に高校生・大学生になると男女の問題、友達が手を組んでいると自分

が寂しくなります。誰か友達いないかな。心で思って、口では言わない、同じですよ。 

 それならば、堂々と友達になって貰えば良い。陰で、こそこそやらないことです。 

 そうしたら、お父さんにもお母さんにも、「こういうボーイフレンドがいるの」と、いう様にね。

堂々と言うの。ところが、心の中に入れてしまってね。 

 親は知らない。自分に、家の子供は真面目に行っているんだ・・・。 

 心の中で思っても駄目だ。だから、そういう事もまず反省しておく。 

 それで大体、一定の年頃になって参りますと、皆さん位になりますと、色々体験して、心の浮気

を良くやるんです。違いますか・・・。 

 貴方は丁度二十七・八才の頃、三十才頃に色々エロエロとやりました。思い出せますね。だから、

そういう事をさ・・・。本当に・・・ね。 

 この中でね．電子管を通してね、こういう事思っていました。こういう事やりました。ああいう

事やりました・・・。 
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 街頭でなら賃金要求だけで歩けるのだが、皆さんの思っている事をここにキラキラ出られたら、

皆さんどうしますか。歩けますか。どうですか。 

 あの世はこういう所なんですよ。あの世という所は、みな解ってしまいますよ。 

 この世はその点・・・。イエス様は僕に言いました。「お前たちは良いな。俺達の世界では、あ

の野郎、馬鹿野郎と思っても分かるけれども、人間同士はみな分からないから良いな。俺もあの世

は良いよ」と。向こうで言う「あの世」は「こちら」ですから。 

 「あの世は良いよ。お前達は思っても他人には分からない。こっちの方へ来ると不便だよ。皆分

かってしまう」、本当に正直な世界ですから。あの世はね。 

 貴女は好きな人がおったとする。貴女が好きな程度が９５％だとする。こっちの男性が同じ様な

９５％の愛し方が無いと結婚出来ないんだよ。 

 この世は嘘ついても構わないね。本当は苦しいんだ。だから「貴女好きだよ」と、こっちへ言い

寄る男は・・・。最近そんなの流行っていますね。そうしてその人を自分の恋人にして、そして大

きなお荷物を持って苦しんでいる人もいるんだよ。 

 そうなると、実際はこの世では嘘つける訳だ。ところが苦しいんですね。本当のこと言ったら、

妻女が居るのにね。違う女にそんなこと言えるものではない。 

 そういう事はあの世では出来ないから、イエス様が言うんです。「君達は良いよ。しかし、苦し

みのお荷物を背負うから、結局同じだな」という訳ですよ。 

 だからこういうものですから、思っても駄目なんですからね。はっきり言うと。 

 女性に対して、男は裸にしてしまうんです。裸にしたら終わりなんだからね。これは全部記録さ

れる。何月何日思いました。思ったことがパッと出るんですよ。厳しいもんですわ。 

私なんかあの世へ行くと、心に記録されていますね。ビデオテープですから。四十何年間のビデ

オテープをちょっと公開してやろうと言われて、僕一人部屋へ入れられまして、見ておった。映画

で映るならまだ勘弁出来るのです。映画ではないです。立体モーション・ピクチャーだよ。そのま

まの芝居ですよ。ゾオーとしました。この中でゾオーとしない人は一人もいないよ。 

 こういうチビちゃんはまだそこまで行っていないが、それでもチョコチョコ出ているね。こちら

の後ろの坊やはそこまで行っていないね。この位になると、チョコチョコと『色々あるね』、「無

い」、『あるよ、あるよ、ある。四年位の頃にある』と言っているぞ。「いやだ」、『まあいい、

言わないから』 

 こうしてね、四才位から色々の現象が出て来ます。そのままの形で出されるのですよ。もう、ひ

どいものだから。それを自分で見ているのですよ。大変なものですよ。だから、あまり変なこと思

わない事ですよ。 

 それはもう、今の映画なんていうもんではないよ。あんなのを出されたら、ポルノ映画なら一発

で駄目だ。地球上なら・・・。もうひどい所を出されますよ。それが自分ですよ。自分の姿ですよ。

恐ろしいものです。それが心の中に、全部のビデオテープになっているのですから。 

 それを多宝塔（たほうとう）と言うのですよ。 
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 勿論、過去の事が皆出ています。過去何千年前、何万年前まで全部皆さん持っているんですよ。

それが現象化されるんです。それを見られたら、もう嫌になってしまいます。 

 そうすると、過去から見るから、「僕はこういう特徴があるんだな。こういう特徴を直さなけれ

ばいけない」という事を自分で知るようになります。恐ろしいもんです。 

 ですから、上に立つ人ほど謙虚で、そして自分を正さなかったら、ひどい目に合いますね。特に

政治とか、権力とかそういうものに酔っているうちは良いんだ・・・。 

 宗教屋とか思想屋ね。マルクス主義で、結局マルクスの本当の真意を解せないで、そういうもの

を知らないでやって、多くの大衆を狂わせたとか、或いは、宗教というものをやって拝ませて、人

を狂わせた。こういう人達の罪は非常に重いんです。ですから、上に立つ人ほど大変です。 

 ですから、まず、皆さんの身近な町の拝み屋がおりますね。ああいう人達はまともな所で死ねな

いというのはね、その為なんですよ。間違った事を教えているからです。 

 そういう様に拝み屋さんを見たら、その拝み屋さんの私生活、一日の生活がちゃんと正しいか、

これを皆さん見ることだ。口の先ではどんな事でも言えるよ。その人が本当に正しい生活をしてい

るか、という事を見ることです。 

 八正道を実践していないような指導者ならやめることです。間違いを犯します。ですから、そう

いう面を観察することです。 

 そうして、霊的な力で思っている事とか、いろいろな家の事、出来事など少し位当たったからと

いって信じてはいけません。 

 そんなことは、狐だって言うんです。蛇だって教えます。地獄霊だって分かります。魔王が出た

ら、又、ひどく相手を恐怖心に陥れます。 

 違いますか。おばちゃま。恐怖心にね。 

 

 【某氏の問いに答えて】 

 『だってさ、長い年月その様にして来たんですから。仕方がない。一遍に直せったってね。一遍

に直したら、ボキッと折れてしまうよ。それで良いの？ 徐々に直せば良いの・・・。 

 貴方は何年生まれなの。大正十一年ということになると五十三年間の毒を食っている。その五十

三年間の長い毒を、一遍にピーンと直せと言っても無理です。徐々に直さなければね』 

 

 【某女に対して】 

『それには色々あるの、事情があるの。貴女は知らないのね。言わなくても良いの。知っています。

貴女のことなどは、展開されたら恥ずかしくて言えないよ。言えないでしょう。自分でも解るね。

それは早いうちに投げ出して、万歳した方が良いですよ。「私の思ったこと許してください」とね。 

しいて言えば、字を書いた位でね。だから心はいつもフラフラしてね。そういうものを、バチッ

としなかったら駄目になってしまうよ。貴女の所に来ておったのは魔王だよ。 

 そういう様に、人間の心というものは、針がこちらへ向けばこちらへ行ってしまうのだから・・・。

恨めば恨みの世界。人を救ってやろうと思えば光の世界。思っても駄目ですよ。ですから、思うと

いう事から正して行かなければならない。それを私は教えているのですからね。 
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 人間は人生の色々な体験を通して自分というものを作ってゆく訳です』 

 

 某氏に対して 

 『貴方も色々苦労していますね。色々な面で、違いますか。人生の中でね。年はまだ若いでしょ

う。まあまあでしょう』 

 

 そういうようにして、人間は心の在り方が大事なんです。その心の在り方を間違えた時から苦し

みです。ですから自分で苦しみを作らんことです。 

 すると、ある人はこう言いました。「消極的になりますね」と、そんなこと絶対に無いですよ。 

 私等はね、それでいて自分で事業をやったり、本を書いたり、講演に歩いたり、それから個人相

談を受けたり、事業だって一つや二つではないですよ。それでもちゃんとやっているではありませ

んか。最も積極的に動いているではありませんか。 

 私等の事業一つだって大仕事なんですよ。今私の所ではコンピューター、電算機を造っています。

電算機と云ったらね、部品だけでも何千種類とあるんですよ。そのものをちゃんと造って。とにか

く、その電算機だけでも二千五百台から二千八百台造っています。 

 小型コンピューターでは今、うちが日本で一番造っています。量産からすれば一番上がっていま

す。ほかで出来ないから、皆うちへ頼みに来るようになっています。現在の所、注文数が約二十万

台あります。二十万台ですからまだまだ五年、十年続くでしょう。その間にまた、四十万台という

事になるでしょうね。 

 それ以外に、カセットも量産に入り始めました。カセットテープね。そういうように、そういう

事業をやりながらやっているんですからね。 

 僕はあらゆる所へ飛んで講演をし、間違っていれば。『貴方、それは違うんだよ。このようにや

りなさい』、病人が出れば、『貴方はこういう様に治しなさい』 

 北海道から九州までやって歩いているんですよ。来年は、北海道から、東京からズーと広がって

行きます。我々のグループが北海道へ、もうボツボツ呱々の声を上げて出る頃です。そういう人達

が自然と盛り上がって来ます。九州の方はお医者さんグループが多いです。お医者さん達の前でそ

ういう奇跡が起こされてしまうから、お医者さん、信じざるを得ない訳ですね。そういう所から九

州方面は九大グループ、九州大学医学部の先生が多く集まって来る。勿論、九州の財界人も大分入

って来ております。 

 こうして我々の神理は、段々こうして、日本の方は、太平洋岸に広がって、暖かい方へ行くとい

う事は、今から四年前ＧＬＡの講演会の時に予言しました。この盛岡は日本海ではないですね。太

平洋岸ですね。それからずーと太平洋岸に伸びて行くのですよ。それが本当なのです。 

 我々の神理を聞いてそれを実行する人達は、もうあの世で、過去に於いてやった人達がいるから

なのですよ。皆さん、みんなやった人達なのですから、聞く耳を持っているのですよ。そしてそれ

を自分が実行する人達は、また自分から偉大な力を発揮して行くんです。 

 こうして我々は自分の心を一つずつ綺麗にし、心のスモッグを除いて、毎日の生活をする。そし

て寝る時に出来得れば、一時間ぐらい、朝の起きた時から寝るまでのことを良く反省し、寝る時に、

『私達の心の中におる神よ。今日も一日有り難うございます。もしも、今晩このままあの世へ帰る
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事があったとしたならば、光明の世界へ導いて下さい。連れて行って下さい。もしも明日元気であ

るならば、明日も一生懸命ご指導お願い致します』と、こうやって皆さん寝ることですよ。 

 それから、日本では形式というのがありますね。食事の時に手を合わせて形だけやるというのが

あります。そんなもの幾ら恰好でやっても駄目ですよ。何故ならば、お米一粒、野菜一葉、これ全

部が、彼らは人間の為に生命を投げ出しているのですよ。ですから粗末にしない事です。 

 それから、『あれが嫌い、これが嫌い』と言わないこと。好き嫌いというのは罰当たりですよ。

ですから、好き嫌いは絶対にあってはいけません。自分自身はそういう物を頂いて、彼らは我々の

為に生命を投げ出してくれたんだから、『有り難うございます。無駄には致しません』 

 肉を食べる事だって、彼ら豚や牛は、我々のために命を投げ出してくれているんだから、『貴方

達は私達の血や、骨や、肉になって下さいね』と、そうやって心から感謝することですよ。そうで

ないと、例えば牛肉ばかり売ってね、金を儲ければ良いんだ、と言ってそういう仕事をしている人

達に感謝が無くなると、今度はそういう家の人にポカッと憑いてしまう。 

 鳥屋をやって、鳥ばっかり売って感謝が無くなると、顔までその様になって、ココココと・・・。

あるんですよ。 

 神田という所にトンカツ屋が在る。これは儲けて、儲けて大変だ。ところが、その家のご主人か

ら子供まで、口がこうやって（豚の口をまねして）酷いもんです。顔を見たら、豚屋だという事が

判る。 

 それから、東京にはもっとひどいのが在りましてね。浅草のそばにある猪鍋というやつをやって

いる山口屋というのが在る。私達が大学におる当時はその猪鍋というのは非常に高い物ですがね。

食べに行く頃から可愛いお嬢さん達が四、五人おります。娘さん達です。それが成長して結婚した

が、現在では皆、旦那さんと別れてしまい。商売も左巻き、もう店やっていないですわ。 

 あの側へ行くとね、猪のビューと側を走るのが、肌身に感じますよ。恐ろしいものです。だから、

そこで猪の霊に対して、『皆さんのお蔭で私達は生活しています。猪の皆さんよ、一つ人間の血や

肉や骨になって下さいね』と言って心から慈悲の心、愛の心を持っておったなら、そういう事には

ならないんです。恐ろしいものですね。 

 もう一つ、東京には有名な牛肉を売っている家が在ります。名前は言いません。その家のお嬢さ

んが、やはり結婚を三回やっても、四回やっても、五回やっても皆別れる。一晩で、という事は、

結婚した晩に旦那さんを舐（な）めてしまう。牛は舐めますね。子牛を舐めますね。舐めませんか。

舐めますね。同じようにね、ご主人を舐めてしまう。だからびっくりしてしまって「ワァッ」とね。

今でもありますけれどね。皆さん、米久（浅草にある肉料理屋）というのを知りませんか。有名な

店ですわ。恐ろしいですよ。そういうのは感謝が無い訳ですね。 

 そういうのを見ると、後ろの方に角の生えた顔、体が人間の様な牛がポカッと憑いているのです。

恐ろしいですよ。 

 だからまず、感謝の心を持つ。そうしたら無駄にしない。感謝だけでは困るんですよ。報恩とい

う行為が無ければね。 

 感謝というものに対して、報恩という行為によって感謝の意味があるんです。輪廻するわけです

ね。太陽が東から西へ沈むように、万象万物は皆輪廻しているように、感謝と報恩という行為によ

って輪廻するんですよ。 
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 そういう事を知ったならば、我々はただ『有り難うございます』ではなくて、『有り難うござい

ます』を行為で現わす事です。何事においてもそうですよ。ですから、生活環境というものから、

自分を完成して行く事が大事だという事ですね。 

 こういう事を皆さん、しっかり知って頂いて、今年来るか来年来るか分かりませんけども、皆さ

んの頭から、みんな後光がチラチラ光っているように、一つ今度来る時までになって頂きたいと思

います。 

 そうすると、その中からまた、大きな奇跡が起こって来るからです。奇跡というものは、あの世

の協力があるから奇跡が起こるんですよ。 

 その頃の奇跡という事について、過去世の人に聞いてみましょうか。 

 今そちらに、ピリボと云われる方がおりますから、当時のことについて、その人から聞いてみま

しょう。 

 この方は、今から二千年前のイスラエルの言葉です・・・。 

 『私はイスラエルの時代に、ピリボ・カイザリアという所の出身でピリボと云われました。私は

その頃、イエス様の神理を通して自分の心の調和をし、当時の病める大衆に私はイエス様の法を伝

え、私は肉体的不調和な人々に神の光を与えて治した、多くの奇跡を起こした事を記憶しておりま

す』 

 その当時の事を今、この国の言葉に通訳を致します。 

 「私は今から二千年位前に、イスラエルに生きていた者でございます。当時のイスラエルはとて

も人の心が乱れていました。多くの人々は殺し合い、憎しみ合いました。私達はイエス様と呼ばれ

る方から、イエス様から人の生きる道について多くのことを学びました。それは、愛という事につ

いてでございます。 

 愛とは許す事だと教えられました。与える事だとイエス様から教えて頂きました。私達はその教

えを多くの人達に伝える為に色々な所へ参りました。この部屋におられる高橋興和さんもその時の

仲間です。パウロさんは遠い遠い所へ、多くの苦労を重ねながら、イエス様の愛を伝えて行かれま

した。 

 仲間たちの多くは、悪魔に心を売った人達によって殺されました。しかし、私達は、多くの人達

は、人々にイエス様から教えて頂いた多くの事を、あっちでもこっちでも、一人ひとり伝えて歩き

ました。 

 今二千年という月日を越えて再び、偉大なる光の大天使、信次先生にお目にかかれて、再び大き

な愛ということを含め、多くの事を学ぶ機会を得た事は私達にとって、とても幸せなことです。私

達はイスラエルの時と同じように、今この乱れた世の中で多くの人達に、先生に教えて頂いたこと

を伝えねばなりません。 

 そうして、この地上の人々の心が、調和という大きな目標に向かって歩いて行くように、私達は

一生懸命に生きて行きたいと思います。宜しく、皆さんもお願い致します。 

 今、私達が日本の国の人達に神の教えを伝える為に、また降りております。私達の過去の時代に、

アジア、ギリシャ、ローマ、スペインの地まで、伝道の旅を致しました。それは大変、厳しいきび

しい旅でございました。その旅は一つの旅を終えるのにも三年、十年と掛かった事もございました。
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現在のように、交通機関が未だ発達していない時代のことでございます。その為に私達は、厳しい

試練を通して人々に神の教えを説いたものでございます。 

 今、皆様が偉大なる心の法則を知り、その法則を通して自らが正しい人生を歩んだ時に、皆様は

永遠の生命を、自分自身の心で知ることが出来るのです。 

 私達は、皆神の子です。皆様一人ひとりの心の中には、偉大なる神の子としての霊が宿っている

のでございます。皆、神の子として、私達はこの神の体である地上界に本当の神の国を築かなくて

はなりません。 

 神の国は、遠いとおい世界に存在するのではございません。私達の住むこの地上界は、既に神の

体である、私達神の子が住む神の国なのです。それは私達一人ひとりが神の子としての偉大なる心

を○○（そうい？）して、その心を通し人々の心と心を通い合った、補い合い、助け合い、許し合

い、また分かち合う、この愛の行為を通して築かれて行くものです。 

 どうか、頑張って下さい。家族に尽くすのです。家族内に築かなければ私達の使命は果たされな

いことを知ってください。 

 どうか皆様が、毎日毎日、心を正し豊かな心を作られん事をお祈り致します。 

 イエス様の当時、神に祈る言葉でした 

 『天にまします我らの神よ、願わくは吾に御名を崇められ賜え』、祈りの言葉です」 

 ここの所にも、過去世の人が傍に来ております。 

 貴女（舘沢さん）はイエスの時も出ました。先程のパウロの話をマケドニヤで聞きました。この

方はインドに生まれ、更にイスラエルの地方マケドニヤに生まれ、さらに中国にも生まれておりま

す。この方は、その国のそれぞれの言葉を喋り始めます。 

 「私は二千年ぶりで会うことができました。胸が一杯で何も言えません」 

 この様な事は聖書の中、使徒行伝第二章に書かれてあります。華厳経十地品の中に、過去の言葉

を思い出す事を書いてありますから読んで下さいね。 

 ナンノンネンネンとは、中国の言葉で日本の南無阿弥陀仏と同じことです。「仏様に念ずる」と

いう事です。守護霊が側に来ておるのです。 

 このように転生輪廻を否定できないのです。このように過去世の言葉を語る現象は、イエス様の

時代以来のことです。当時はイエス様とは言いません。イマネルと言いました。お釈迦様の時代に

もありました。インドの時代は、過去世を思い出した方を阿羅漢（アラハン）と言いました。イン

ドの言葉では、バラモンの言葉でシュバラーと言います。過去・現在を自由に見ることの出来る方

をアポロキィ・シュバラーと言います。 

 当時のバラモンの言葉です。 
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【心の基準・心を磨く・心の世界】 

1974-4-14 関西本部 

 現代社会に生きる私たち一人一人は、その中にある矛盾を少なからず体験し、誰しも一度は何と

かしなければという気持ちを抱いたことがあるのではないかと思います。しかし、どうしたら良い

のかという問題になると、わからなくなり、日々の生活に流されてきたというのが現状ではないで

しょうか。 

 たとえば、精神問題を取り扱っている宗教にしても他力信仰が多く、八百万の神々が力をふるっ

ています。しかし、これで本当に幸せになり得た人はいないのです。 

 経済環境にしても同様のことが言えます。資本家と労働者の関係は何ら改善されることなく、お

互いに闘争と破壊を繰り返し、なかば年中行事のようにストライキが行なわれています。戦争もま

た、なくなってはいません。 

一体、私たち人類は何のためにこの地上界に生まれ、何をなすべきなのでしょうか。人々はその

意味がほとんどわからなくなっているのではないでしょうか。 

 ここで、私たちは人生というものについて冷静に考えてみる必要があると思います。 

 まず、私たちはものの判断というものを、肉体の五官を頼りに行なっていますが、その五官によ

る判断が果たして絶対的なものであるといえるかといいますと、多分に自己中心的なとらえ方をし

ている面があります。 

 もし私たちが、自分さえよければ、あるいは自分の家さえ、自分の国さえよければ良いのだと考

えていたとしたなら、 本当の調和は目指すべくもないでしょう。 

 それでは、私たちの身の回りをとりまく自然界の姿はどうなっているでしょうか。 

 後で詳しく述べたいと思いますが、自然界はすべてが、動物も植物も鉱物も、調和された相互関

係によって安定しています。人間の作り出した物質文明のみが、いつの間にか公害を生み、自然環

境を破壊しています。欲望を中心にしたものの考え方や行為が、自然環境を破壊に至らしめている

のです。 

 私たちは、現在自分の持っている肉体そのものが絶対だと思っています。しかし、そこに間違い

があるのです。私たちの肉体というものは有限であり、無常なものなのです。 

 人間の肉体は刻々と変化し、年をとり、やがて私たちはこの地上界へ肉体を置いていかなければ

なりません。しかし、科学者をはじめ多くの人々は、肉体がすべてなのだと思っています。もし、

そうなら、悲しんだり苦しんだりする思いも肉体が行なうのでしょうか。 

あるいは、肉体を支配している魂、またはその中心にある心がそのような現象を作り出している

と考えた方が良いのでしょうか。 

ここに大きな問題があります。 

 悩み苦しみというものは、自分自身の思うこと行なうことが両極端に表われたときにでてきます。

自らが苦しみの原因を作っているといえるのです。 
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 その苦しみや悲しみの中にあって、それがどんなにつらいことであろうと、私たちは、眠ってい

るときには、それを忘れていることができます。それは一体なぜなのでしょうか。現代の科学では

未だ解明できてはおりません。  

 自然界をみてみますと、エネルギーと物質が共存しているという事実は、現代物理学ではもう常

識になっています。 

 アインシュタインの相対性理論によると、エネルギーというのは質量と、光速の二乗の積で表わ

されますが、言葉を換えて言うならば、エネルギーの集中固体化したものが物質であるとも言えま

す。 

 氷を例にとって考えてみますと、氷というのは化学記号で表わすと H2O となります。これは水に

なっても変わることはありません。さらに蒸発して大気中に広がっていっても水分はやはり H2O な

のです。 

 このように考えてきますと、自然界の空間は、あらゆるエネルギー粒子の分散されている状態と

いっても過言ではないはずです。これを仏教では空の世界と言い、物質の世界を色の世界と言って

います。そして、“色即是空、空即是色”、つまり色の世界と空の世界は一体のものだと説いていま

す。 

 それと同じように、私たちの肉体はあくまでも人生航路の乗り舟にしかすぎず、船頭さんである

魂、あるいは意識の中心である心といったものがなければ、活動することは不可能なのです。 

 このようにして肉体と魂が共存して現在があります。それであるが故に、寝ている時には、嗅覚

も味覚も、聴覚神経も作用しないのです。こうしたことから、私たちはもう一度、普遍的な魂、そ

の心の偉大性といったものを考え直してみなければならない時に来ているのです。 

 それでは、もし、エネルギーの世界と同じように、現実に次元の違った魂の世界というものがあ

るとしたならば、私たちはこの現代社会の中において、自分の生活行為をどのようになしていった

ら良いのでしょうか。 

 五官でとらえたものを絶対とし、自らの生まれた環境や教育、思想、習慣の中から人生をこれだ

と決定するのは非常に愚かしいことです。なぜなら、人間は自分の都合のいいように環境を作り出

したからです。 

 しかし、私たちは誰しも、現在はいかに経済的に豊かであろうと地位があろうとも、生まれる時

には裸で生まれてきたのです。まして曼陀羅や、あるいは仏像を持って生まれた人は一人もいない

はずです。人間は誰も裸であり、死ぬときもまた裸なのです。 

 それを考えるなら、この地上界における物質経済は人間の生きるための手段にしかならないはず

です。それにもかかわらず、私たちはその手段に惑わされて、物質文明の奴隷となってしまってい

るのです。 

 足ることを忘れさり、欲望のままに生きる人々の心は、やがて苦しみを生んで行くことでしょう。

このようにして本当の道を知り、足ることを知ったなら、正しいものの判断というものが生れてく

るはずです。 

 宗教的な面を通して考えてみますと、仏教そのものも非常に難しく変わっています。お彼岸とい

うものがありますが、私たちはそのときに先祖のお墓まいりやお寺まいりをします。 
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 この地上界に肉体舟をいただいた先祖に対し感謝をするというのは当然であり、大切なことです

が、本当の意味での先祖供養というのはどういうものなのかということをよく考えてみなければな

りません。 

 まず、私たち自身が調和された豊かな心を持つと同時に、健康な身体と平和な家庭を作ること、

この三つのものを調和させることこそが本当の先祖供養といえるのではないでしょうか。 

 しかし、長い時の経過の中で、先祖にお経をあげ、線香や灯明をあげることが先祖供養であり、

お彼岸であるというように間違って考えられるようになってしまいました。 

本当の信仰というものは、そのようなものではありません。 

 私たち自身の心が不調和で、家庭も安定を欠き、肉体的条件も調和されていないような状態であ

ったとしたなら、そのようなことで本当の先祖供養ができるでしょうか。 

 私たちの子供たちが健康で、平和で、朗らかに生活していれば、その子は本当にいい子だ、親孝

行だと思うでしょう。しかし、たとえ健康であったにしても、精神的に不調和で社会の人々に迷惑

をかけるような子供だった場合、なんと思われるでしょうか。同じように、私たちの先祖もまた、

子孫が平和に暮らしていることを一番喜ぶのではないでしょうか。 

 私たちは今や旧来の陋習を破り、正しい生き方を探る必要があります。なぜなら人間はこの地上

界に生を受けると、その意識の 90％は潜在してしまい、わずかに 10％が表面に残るのみです。そ

のために多くの人々が、目先のことにとらわれ、正しいという心の基準を失ってしまうのです。 

 現代の世相を見るならば、自分に都合のいいことのみを正しいとし、不都合なことは悪いとして

います。それは思想においても同じようなことが言えます。 

 では、本当に正しいというのはどのようなもののことを言うのでしょうか。それは、偏らない中

道ということです。大自然の姿、自然のバランスを見てもわかると思います。 

 太陽のエネルギーを考えてみて下さい。一秒間に二百万トンの石炭を一度に燃やしただけの熱量

を、地上に無償で提供しています。その熱量がもし、今より高かったならどのようになるでしょう

か。北極や南極の氷は溶け、私たちは生存できなくなることでしょう。この大気の温度が私たちの

肉体と調和しているからこそ、すべてが安定しているはずです。 

 また、地表の 71％を占める海洋や河川、湖沼といった水圏に属する水も、蒸発しては地上に慈雨

となって降りそそぎ、 地上の動植物を生かしています。植物はその根から水や他の養分を吸収し、

葉から二酸化炭素を取りこんで、 光合成によって澱粉や糖分を作り、草食動物の血や肉となります。 

 動物もまた、その排泄物によって植物を生かしているのです。すべては、そのように循環の中に

息づいています。 

 こうした自然界の調和された環境の中にあってはじめて、私たちは肉体を保存することが可能と

なるのです。この自然の姿こそ神の心の現われと言わずしてなんと言い得るでしょうか。 

 私たち三十数億の人類は、地球という大きな宇宙船に乗って大宇宙の中を飛んでいるのです。地

球のみならず、太陽や他の惑星のすべてが大自然のルールに従って寸分違うことなく輪廻を続けて

います。 
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 私たちがこのようにしている今も、地球は一秒間に太陽の回りを三十キロのスピードで、また太

陽系は、数多くの惑星を従えながら銀河系宇宙の中を秒速二十キロもの速さで飛んでいるのです。

このような中にあって、人類のみが、いたずらに闘争と破壊を繰り返していてよいものでしょうか。 

 人間は本来、皆平等なのです。太陽の熱や光のエネルギーが貧富の別なく平等に分け与えられて

いるように、人類は皆平等で自由でなければならないのです。 

 苦しみは、生命をこの世限りと思い、肉体にとらわれ、自分中心の欲望によってふり回される中

から生じてきます。しかし、好むと好まざるとにかかわらず私たちの生命は永遠のものなのです。 

 一人一人がもう一度、自分というものをしっかりと見直し、心の偉大性を知っていただきたいと

思うのです。暗中模索の中から、自らの心の中に法灯をともしていただきたいのです。 

 そのときに、自らの人生がいかに重大なものであり、生活の中でいかに自分を厳しく律していか

なければならないかということがわかっていただけることと思います。 

 善なる心に従って生きていただけることを心より祈っております。  

 

【心の世界】 

 私たちは五官で捉え得るすべてのものが絶対だと思って生活しています。 

 しかし、私たちの眼で見ることのできる世界は虹の七色の世界だけです。つまり、それは周波数

0.00004～0.00007 センチぐらいの波長の範囲だけなのです。 

 虹の両端の色は、紫色と赤色で、紫色の外側には紫から近い順にさらに X 線、α線、γ線と続い

ています。また、赤色の方は赤外線、超短波、短波、長波、と続きます。 

 このほかにも私たちの身の周りには電波と呼ばれるものが一杯満ちていますが、私たちはこの電

波すら見ることができないのです。 

 このように私たちの周りには見えない世界の方が数多くあるのです。  

 同じ見えない世界の働きとして、人の心の働きである“思う”ということがあげられますが、一

般にこの“思う”という作用は大脳によってなされると考えられています。 

 科学者や医学者の多くは人間の大脳がすべてのものを記憶していると考えていますが、 本当に約

二百億といわれる私たちの脳細胞にすべてを記憶する装置がついているのでしょうか。 

 もし、それが事実ならば、眠っている間、私たちの鼻の穴や耳の穴は開いていますが、その間に

起こった匂いや音を感知することができないのはなぜでしょうか。大脳もこの間のことを記憶して

はいないのです。 

 このことから言えることは、私たちの脳細胞は万能の記憶装置ではなく、五体、五官の通信や受

信を司り、指令を発する器官にしか過ぎないということです。 

 また、私たちはどんなに嬉しいことや悲しいことがあっても、眠っている間は忘れています。し

かし、眠りから覚めると、その喜びや悲しみは、再び私たちの心に蘇ってきます。 
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 このように考えていきますと、私たちは五官で捉え得ない世界のことを考えざるを得なくなりま

す。  

 私たちが今、存在している世界は物質学的にいうなら X 軸と Y 軸、それに Z 軸という三つの方向

の軸で表わされる立体空間、三次元の現象界です。すなわち、物質界です。この物質界から X 軸、

Y 軸によって表わされる二次元の世界のことを考えてみましょう。 

 二次元の世界とは、いうならば私たちが日常生活の中で親しく接するテレビのスクリーン上の世

界のことです。そこに描かれる世界は、三次元の世界から二次元に投影されたものです。 

 そう考えるならば、私たちが住んでいるこの三次元の世界にも、それを包んでいる高次元の世界

があるはずです。そして、その世界の投影が三次元世界の姿であるはずです。 

 この高次元の世界に四次元の世界があります。四次元の世界はあえていうならば“あの世”の世

界です。この世界が本当の意味で“実在の世界”といえます。そして、そこは非物質的で非常に精

妙な世界であり、それは慈愛に満ちた大調和の世界なのです。 

 多くの人びとはこの三次元を包んでいる四次元以降の世界の存在を否定しがちです。しかし、私

たちが四次元の世界の投影である三次元の世界に存在している事実は誰にも否定することのできな

いことなのです。  

 物理の世界におけるエネルギーという仕事をなしうる能力の存在に関しても、この四次元以降の

世界というものを前提にして考えたとき、初めて理解することができます。 

 この三次元と四次元の世界の関係は、E=mc²すなわち、物質の質量と光速の平方の積がエネルギ

ーであるという“特殊相対性理論”によっても説明できます。つまり、この式を別の言葉で言い換

えるならば、エネルギー粒子の集中固体化したものが物質であるということであり、三次元と四次

元の世界は表裏一体をなすものだということなのです。 

 しかし、私たちは物質を目にみることはできますがエネルギーを見ることはできません。これを

肉体と意識との関連についていうならば、自分の肉体を見ることはできても、 肉体を支配している

意識を見ることは心の調和されている人びと以外不可能だということです。  

 仏教の言葉の中に、“色即是空”という言葉があります。 

 この色即是空とはあの世とこの世、三次元と四次元との関係を説いたものです。その説明として

の水の変化を取り上げてみましょう。 

 水は化学記号で書きますと、H2O です。この水（H2O）は気体（蒸気）から液体（水）、液体（水）

から個体（氷）というように三つの相に変化します。 

 気体は水のエネルギー粒子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

ことはできません。しかし、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

ルギー粒子の縮みによって、温度が低下し、再び液体（水）や固体（氷）に変るのです。 

 すなわち、目に見えない“空”の世界から、“熱”の縁によって“色”つまり目で見ることのでき

る物質となり、逆に“色”である物質から“空”にも変化するといえます。 

 このように色即是空、空即是色とは自然の法則であり、神理なのです。 

 この現象界（三次元）における森羅万象はすべて輪廻しています。 
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 季節は、春、夏、秋、冬と巡り、今日も明日も太陽は朝には東より昇り、夕になれば西に沈みま

す。その循環は一年を通して、変ることはありません。  

 さらに私たち自身の肉体の働きも同じです。 

 心臓を中心にして、血液は体中を循環しております。心臓から動脈へそして毛細血管へと送られ、

最後に静脈を経て心臓へ戻ります。私たちの身体の中ではこのように血液の循環を通して新陳代謝

が行われているのです。 

 私たち自身も、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、 厳しい人生航路を修行し、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）の世界に帰っていくのです。 

 私たちは、肉体舟に入り、この地上界に出ると、一度すべてのことを忘れてしまいます。しかし、

しばらくすると親が教えなくとも自然にお母さんの乳房を吸うようになり、次に目が見えるように

なります。この頃から本能というものが芽生えてくるのです。 

 やがて、自我が芽生え、欲望を造り出し、教育や環境、思想、習慣などによって、子どもの心は

次第に歪みを造っていくのです。そして、それは苦しみの原因となっていきます。 

 こうして、私たちは自らが選んだその環境や教育、思想、習慣の中で徐々に自分をつくっていく

のです。こうして、私たちの今生における人生の勉強が始まるのです。 

 私たちの心の中には、本能、智性、感情、理性、意思があり、その中心に想念というものがあり

ます。 

 心の構造は、ちょうど風船玉のようになっており、不自然な思想によって自由を失い、 自ら小さ

な枠の中に入って、変形されている人びとも多いのです。また、逆に自由自在で宇宙をのみこむよ

うな広い心の人もいます。それは、各人の心の在り方と行為によって変ってくるのです。 

 私たちが嬉しいとき、悲しいとき、胸にこみ上げてくるものは、 私たちの心の中の感情の領域が

ひとつのひずみを起こすことが原因なのです。このひずみが涙になったり、怒りになったりして出

てくるのです。 

 私たちは長い間の人生体験の中から、心にたくさんのスモッグを生み、自我我欲、恨み、妬み、

そしり、自分さえよければ良いという自己保存、そういう心を大量につくっています。 

 それを取り除くには、まず反省が必要です。そして、思うこと、行うことをきちんと私たちが正

していったならば、心の中の曇りはそれによって晴らされていきます。 

 このように、自分の感情や智性や理性、本能というものが、きちんと丸く豊かであるかを自分自

身がしっかりと見るその基準が八正道なのです。私たちの心の中のスモッグも私たち自らが取り除

かないかぎり、調和された豊かな心はできないのです。 

 私たちの心から、そのスモッグを取り除いたとき、私たちの心は初めて偉大なる神の光明に満た

され、己自身の偉大な神性を発見することができるのです。 

 物質というものに対し、足ることを知り、心を大切に毎日の生活に精進している人は、心はその

まま天上の世界に通じるのです。 
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 私たちの思うこと、念ずることは無限に広いのです。一念三千とは、その思うことが即地獄にも

極楽にも通じてゆくということです。 

 私たちは、地獄界と天上界の真中に今、生きているのです。この地上界は、善と悪がミックスさ

れた世界なのです。 

 この世界の中で人間は、心の面が次第に調和されてくれば、天上の世界、光明のユートピアが具

現されてゆきます。そのとき、人びとの心の振動はゆるやかで精妙な波動になってゆきます。 

 逆に、心がいつもいらいらして、調和されないでいると、心の調和度という丸みがなくなります

から、次第に心が不調和になり、地獄の世界に通じてしまいます。このように心の世界というもの

は、精妙であり、私たちの心の動きは、即座に現象化されてゆくものなのです。 

 私たちの心をあの月に譬えて考えてみましょう。 

 水面に映っている丸い月を想像してみて下さい。波が静かな時、月はそのままきれいに水面にそ

の姿を映します。ところがこの波が大きくなるに従って水面に映った月の姿は崩れてゆきます。 

 私たちの心も同じように、怒りや妬みや恨みによって、心の曇りが大きくなると、正しくものを

見たり、聞いたり、思ったりすることができなくなってしまうのです。私たち自身の心が正しく調

和されて初めて、私たちは正しく物事が判断できるのです。 

 このように種々な自然の姿は私たちに正しい心のあり方を教えてくれているのです。 

 私たちは、永遠の生命なのです。四次元以降の世界から、永遠の転生輪廻を繰り返してこの地上

界に生まれ出ます。 

 しかし、物質だけにとらわれ、心の存在を無視し、物事の判断をなす生活をしている人たちは、 物

質界を去っても、偽りの我の世界に落ち込んで、自分自身が苦しむことになるのです。 

 つまり人類は、すでに闘争と破壊をすべて卒業してきた万物の霊長なのです。それにもかかわら

ず、私たちは長い歴史の中に作り出された環境、教育、思想、習慣の中に本当の道を失ってしまい、 

自ら苦しみを生み出しているのです。 

 私たちは、この地上界で体験するさまざまな諸現象を通して知識を得、その知識を実践に生かし

ていくことによって知恵を生むのです。そして、それによって自分自身の心を豊かにし、丸い心に

なっていくことが、私たちの人生の目的なのです。 

 同時に、神の体の細胞の一つであるこの地球に、万物の霊長である人類が、心と行為の調和され

た環境であるユートピアを作ることが人間に与えられている神の子としての使命なのです。 

 

【心を磨く】 

 今日は、反省ということについてお話してみたいと思います。 

 仏教では反省のことを止観といいますが、とどまって見るということは、自分自身の想念と行為

を冷静に省みるということなのです。 

 私たちは人生航路の乗り船である肉体船に乗ってしまいますと、表面意識が一〇パーセントくら

いしか出てまいりません。 
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 また、生まれた環境、教育、思想、習慣に影響されて正しい基準を見失い、思うこと、行なうこ

との判断を誤り、心の中にスモッグを作り出すのです。 

 人々が正しい心の基準を見失い、社会が混乱の中にあるような不調和な環境を末法の世といいま

すが、そのような時代には人々は闘争と破壊の中に本性を忘れ、物質文明の奴隷となり、本来の人

間性というものを失ってしまっているのです。 

 教育者が生徒と調和できず、生徒が先生の悪口をいってみたり、あるいは親の尊厳が失われ、子

供の心ない行為をひき起こし、不調和な家庭生活をもたらしていることもあるようです。 

 労働問題を見てもそうです。足ることを忘れ去り、闘争と破壊を繰り返す労使の姿は、 お互いに

自分さえよければよいという自己保存のぶつかりあいであり、そこには愛のひとかけらもありませ

ん。 

 正しい心の基準というものを教えるべき宗教家やあるいは精神教育を行なう人たちも、正しいと

いう基準を見失い、知識だけのものになってしまっているのです。 

 その結果、精神教育といえば、自分の立場に都合のよい考え方や自己保存的な考え方を押しつけ

るだけになってしまっているのです。つまり、自分に都合のよい正しさの基準を作り出している場

合が多いのです。 

 しかし、こういうものは決して正しいものではありません。 

 法というものは、諸法無我です。諸法無我であるということは、諸々の真理は我のないものだと

いうことです。法とは神理です。この神理というものは人間の知識によって変えることのできない

ものなのです。 

 そしてその人間の我によって変えることのできないもの、すなわち私たちの住んでいる自然界の

姿や私たちの肉体を生かしている法則の中に、人間の心と行ないのあり方を示すものがあるのです。 

 私たちは自らの想念と行為の基準をその姿に負わなければならないのです。それ故に、国の法律

や国際法のように、人間の意や知によって変えることのできるものは諸法無我とはいい難いもので

す。 

 このように自然界の姿そのものが、人間自身のあり方を教えてくれています。それが本来の仏教

であり、キリスト教の本旨なのです。 

 私たちは仏教においてもキリスト教においても諸法無我であることを忘れ、自分たちの意や知に

よって法を変えてしまったのです。そしてここから他力本願というものが生まれてきてしまったの

です。 

 人間はこうして長い歴史の中で正しい基準というものがわからなくなってしまったのです。仏教

でいう止観というものも現在では基準がわからなくなり、とどまってみることができなくなってし

まいました。 

 反省とは、心の中の片寄った想念や行為をふり返って修正することです。 

 本来、私たちの心は丸かったのです。私たちはその丸い心の中に数多くのひずみを作り出してし

まったのです。 



315 

 

 私たちの意識の中には生まれたときから現在までのあらゆる善悪に関する諸問題が記録されてい

ます。そして、神は盲目の人生を歩む私たちに、私たちが心の中で思ったことや行なったことの一

つ一つを反省によって修正するチャンスを与えてくださっているのです。 

 すなわち、反省は神より私たちに与えられている大慈悲なのです。昔のことわざに「過ちは、改

むるにはばかることなかれ」という言葉があるように、私たちは過ちを修正することを許されてい

るのです。 

 私たちは生身の人間なるが故に盲目なのです。その盲目の原因となるのは肉体船の目や耳や鼻や

口、すなわち眼耳鼻舌身意という六根なのです。 

 それは、人生行路におけるあらゆる障害物を正しく判断するために与えられたものです。しかし、

自分の目で見、聞き、嗅ぎ、味わい、触れ、想うといった、一つ一つの心の作用を通して、私たち

はいろいろと不調和で一人よがりなものの考え方に到達してしまいます。 

 そのために自ら苦しみや悲しみの原因をつくり、あるいは恨み、妬み、謗り、怒りという自己保

存の心を持ってしまうのです。この自己保存という欲望をなくすためにも中道という片寄らない道

を歩むことが大切です。中道とは私たち自身の心の中にある、己に忠実にウソのつけない善我なる

心に従って生きることなのです。 

私たちはなにか問題を起こし、それが悪い結果となったときに、自分の心はその悪い結果から逃

げようとします。損をしたくないという、自己保存の立場からすれば、当然逃げることになります。 

 それに対して自分が損をしてもいい、人のために尽そうとする心がありますが、それが善我の心

なのです。眼耳鼻舌身意という六根を通しておこる欲望がこの善我の心を失わせ、心にスモッグを

作ってしまうのです。これは自己保存の思いです。自分さえよければよいという思いなのです。 

この思いが年を経るに従って徐々に強く出てきます。あるいはまた生活環境の中で自分自身の正

しい心を忘れ、形だけを合わせて、心は逆を向いている場合もあります。これも偽りです。素直さ

がないのです。素直であるということもまた善我なのです。 

 しかし、気をつけなければいけないのは、片寄らない正しい基準を通しての素直さならよいので

すが、人のいうことを何でも受身に聞くことを素直であると勘違いしてしまうことです。 

 私たちの心は永遠に変わらない自分自身なのです。 

 しかし、肉体は有限です。私たちの肉体はいつの日か自然に帰ります。 

 仮に私たちが、焼き場で焼かれてしまえば、三合の灰になります。灰になってもほとんどが二酸

化炭素になり、空中に舞い戻ってしまいます。一部分のリン酸カルシウムは地中にもぐります。そ

して私たちの身体から出た二酸化炭素は再び植物の光合成という作用によって、その成長のエネル

ギー源に変わってしまうのです。 

 そして再び次の肉体を持つ人たちが、その植物から血や肉や骨となるエネルギー源を吸収するこ

とになります。このようにして、動・植・鉱物は、自然界の中に相互関係を持ち、調和しているの

です。 

 ところが、私たちはその調和を乱してこの肉体が絶対だと思い込んでしまいます。肉体はあくま

でも有限であり、地上に置いて帰らなければならないのが自然の法則なのです。 

私たちの肉体はこのようにして滅びてしまいますが、私たちの魂は永遠に生き続けるのです。 
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 ところが、私たちは心の目で見ることができないために、この世とは次元の異なった実在の世界

が存在することを分らなくなってしまっています。この世がすべてなのだと思っているのです。 

 ところが、私たちは夜寝ているときに、あの世にたびたび帰っているのです。それが目が覚めて

しまうと分らなくなってしまうのです。 

 こうして私たちは、眼耳鼻舌身意という五官六根によって魂としての本当の正しい自分が見られ

なくなってしまい、欲望のままに人生を送ってしまうのです。 

 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。 

 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。 
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 「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。 

 さて、反省が終ったならば、今度は瞑想です。瞑想の目的は、一日二十四時間の正しい生活を目

指すものです。瞑想のための瞑想ではないのです。 

 私たちは今から眠りに入ろうとするときに一番心が調和されています。そのときは恨みも妬みも

謗りも煩悩もすべて捨てており、自分の心の中に執着のない状態です。その状態に自分の心を持ち

込むのが瞑想なのです。 

 瞑想というと、普通は黙って目をつぶり、さまざまな妄想がおきないよう、つまり雑念がおこら

ないようにするものだ、と考えがちですが、これではいけないのです。瞑想はまず反省を繰り返し、

神の光が届いたときに真価が現われてくるのです。 

 反省もせずにいきなり雑念を払う瞑想をする習慣が身につくと、いつ他界者が自分の意識の中に

侵入してくるか分らないのです。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

なことであり、心の曇りを取り除く唯一の方法なのです。 

 動・植・鉱物のエネルギーは肉体保存のために必要なのです。それに対して、神の光は私たちの

肉体の船頭さんである魂のエネルギー源なのです。そのエネルギー源を忘れてしまい、欲望のまま

に生きてしまうと、私たちは不調和な人生を送ることになるのです。 

 私たちは、反省、瞑想、反省と繰り返すことによって自分の心にエネルギーを蓄えることができ

るのです。反省や瞑想によって心や頭がすっきりするというのはその理由によるのです。 

 私たちは、この反省と瞑想を通して、自分というものをしっかり見つめ、人生を有意義に送るこ

とが大切なことなのです。 
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【心の領域】 

1974-8-1～3 於：志賀高原熊ノ湯 夏季研修会 

 心ということは、これまで詳しく説明していますが、本で読んだのと、話で聞いたものとでは大

分違うと思いますので、ここでもう一度、心というものを掘り下げて考えて見たいと思います。 

 この自然界の万生万物、これを通して全て、仏教の面では「色心不二」或いは「色即是空」と教

えております。有名な言葉のようですけれども、色心不二、色即是空、この色というものは私達の

眼で捉える世界、眼で捕らえる世界というのは、一切の色彩を持っております。 

 色（いろ）が無かったならば、我々は物を見ることはできません。この色彩を通して我々の見る

世界と言っても、実は限られている世界なのです。 

 七色の虹（にじ）の世界しか、私達のこの五官では捕らえることはできません。七色の、虹の世

界の両極端は紫と赤色です。紫からは紫外線に、更にまた熱線という方向に変わっていきます。赤

外線からは電波の方へ変わっていきます。赤外線と、また紫外線との両極端は、我々のこの眼では

見ることはできません。しかし存在しているのです。 

 それだけに色ということの定義は、仏教的には色と言っているけれども、これもまた、本当は正

しいものではない筈です。 

 科学が進んでくれば、相対的に色は万生万物ということになっておりますけれども、現代の自然

科学の面から見たならば、色というのは、当時のものの考え方からいって、万生万物、しかし現代

から考えたならば、むしろ自然界の姿を通して考えるならば、質量Ｍグラムのものに対して光の積、

そして、それは仕事を為し得る能力であるという次元を超えたエネルギーの世界というものを考え

た方が、正当ではないでしょうか。 

 物質というものは宇宙空間に体積と質量を有するものを物質と名付けております。物質には当然、

質量というものと光の速度というものの積、光の速度というものは 3*10 の 10 乗カッコの二乗と

いうことになります。これが原子爆弾の一つのエネルギーを計算する一番元になっておりまして、 

  ｍｃ2＝ｈν 

 我々自身がエネルギーと簡単に口で言っているけれども、このエネルギーは皆さんの眼では見る

ことは出来ません。なぜならば次元が違うからです。仏教でいうところの、その色というもの、そ

の空というものも次元が違うわけです。こちらの次元が違います｡ 

 色は即ちこれ空であるということは、イコールだということです。色＝空である、色心不二とい

うことは、色イコール心であるということです。これは同じものです 

 それを仏教では、この空というものは、在るようで無いようで、無いようで在るようで、あると

思えば無い、無いと思えば在る、ちっとも分りません。 

 そうすると、この空というもの自身は、確かに見えない、しかし心の世界ではハッキリ見えるの

です。それを我々は、むしろあの世と言った方が良いのかもしれない、実在の世界、この空という

ものを皆さんは、僕の本にも書いてありますが、氷に例をとるともっと良く分る。 

 氷で考えますと、このように水の状態からエネルギーの集中固体の、エネルギーの集中固体化し

た場合、これはどういうことになるかというと、エイチ・ニュー（ｈν）という一つのプランク常

数と振動数というものがありますが、それは熱粒子の集中された状態を示します。 
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 この氷が集中固体化した場合、即ち、物質の H2O という水の分子が、集中固体化しますと氷にな

ります。それから普通の状態になりますと水になります、さらに集中から今度は分散されますと全

部空気の中へ入って行きます。空（そら）へ、空です。この空（そら）の中にも、一杯の H2O の粒

子が分散しております。 

 このように気体と固体と液体という三つの水の変化を見ましても、私たちは空中に入ってしまっ

た気体を私達は見ることはできない。しかし空っぽではありません。 

 我々は空（くう）といえば空っぽだと思いますけれども、この空（そら）はエネルギー粒子の分

散された状態にあるわけです。それが何等かの、圧力や熱の変化によって、その熱の変化は、即ま

た、このような物質を造り出す能力を持っています。それ故に、空（そら）というのは空っぽじゃ

ないのです。 

 そこで自然界を見ますと分散と収縮であるという、縮みと膨らみであるという、それは常にこの

ような作用や或いは圧力というものが作用しております 

 この中から見ましても、我々は空中のH2Oという水蒸気、熱が上昇し高度が上がるにしたがって、

熱が逆に降下しますと、水は零度によって氷にもなります。また、沸騰するというような作用をお

互いに起しているけれども、この姿から見ましても氷を仏教的に見ますと、色（しき）と言ってお

りますから、物質ですから、この色というものが、即、空（くう）というもの、即ち氷をつくり出

しているところの H2O というものと、宇宙空間に存在しているところの H2O は一つも変わってお

りません。ただそれが分散しているだけです。 

 水蒸気は、その根本をなす分子は変わっていないということです。即ち、この氷は水蒸気である、

水蒸気は氷である。ただし、その分子式は同じであるということです。 

 こうなりますと、決して在るようで無いようで、無いようで在るようで、在ると思えば無い、無

いと思えば在るなんて馬鹿なことは無い筈です、間違いなく在る、存在する。 

 それ故に無から有が生ずるという事はない。自然界に於ける諸現象は、全て、有から有が生ずる

のです。有が一つの縁によって、また有に変わるのです。 

 エネルギー不滅の法則もまた同じです。なぜならば我々自身が、こうして見ますと、空気中には

何もないように思えますが、ここで冷凍機を入れまして、急速にこの中を冷却しますと、この中に

有るところの空気は、H2O 水に変わります。 

 と、いうことは、こう見れば存在しないように見えるが、しかし、我々はただ五官で、感じ得な

いだけなのです。と、いうと、矢張り存在しているということです。有が縁によって有になる。無

いから、無いところから、無から有は生じない。 

 これは縁生という、縁というものがある。この場合は、圧力と温度の縁生によって氷になったり、

水になったり或いは気体に変わります。そうすると、これは矢張り色即是空、空即是色です。変わ

ってはいないということです。 

 そういたしますと、我々自身の、この空（くう）の世界を「心の世界」と呼んでも不思議ではな

いのです。皆さん自身の心は、次元の違った世界、即ち空の世界の「空（くう）界」にコンタクト

されております。それ故に、色々の霊媒が、地獄の霊たちを呼びますと、必ず即座に出てきますね。

それは同根であるからです。こうして我々自身の生命、意識、心というものは、実は一つの中に同

体である。 
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 丁度、大海の水の一つの大きな生命の中に、我々はやがてこの世を去った時に、その中に流れ込

んで行くけれども、一人一人の個の生命の個性というものは全て持っております。ですから永遠に

皆さまは個性を持った生命なのです。 

 それですから、このように考えますと、現代私達の肉体というものは、この地球上の環境に適応

した肉体舟を、神は人類の修行の場として作り出したものなのです。そして我々のこの肉体は、大

自然界のルールにしたがって成り立っております。ルールを無視したときに、我々はこの地上界に

肉体を保存することができなくなっております。 

 永遠な欲望だけを先に立たせて足ることを忘れて、物質文明の名のもとに作り出したその欲望は、

公害をつくり、多くの犠牲者を作り出しております。しかし、神の与えたところの大自然は、決し

てそのような不調和なものをつくりだしておりません。 

 我々自身は肉体と同時に、肉体を支配しているところの次元が違った世界からの関連がある筈で

す。なぜならば自然界の万生万物は、先程の公式のように、質量と光の積だということです。そう

なりますと我々は次元の違った心の世界と肉体というものが、共存しているということも否定はで

きないのです。 

 ただそれが、この五官で捉え得ないから、我々はややもすると、心というものの存在がないがし

ろにされ、五官の、肉体舟の人生行路を渡って行くところのその舟の、眼や耳や鼻や口、これが絶

対だと思ってしまったのです。 

 ところが我々の耳の聞える範囲というものも、限界があります。眼で見る範囲というものも、先

ほど説明しましたように限界があります。そうなりますと体で触れる温度や、いろいろな諸現象を

私達の体は感知することができます。しかしそれも人によって差があります。 

 という事になりますと、私たちの五体はあくまでも、人生行路を、一般的に魂というもの、己自

身の肉体の船頭さんである魂、或いは意識、そしてその中心にあるところの、心を作り出して行く

一つの環境にしか過ぎないということに気がつくのです。 

 しかし我々はあたかも、物を独占しょうとする我々自身のこの地上界の生命の過程というものは

有限であり、いつの日か自分のものだと思っておっても私達のこの世を去るときには、何一つ持ち

帰ることはできないのです。皆さんの一番大事であるべき肉体ですら、持ち帰ることはできないの

です。 

 ということになると、持ち帰ることのできるのは我々の真の世界、空（くう）の世界、我々の本

当の心の筈です。なぜなら、心は永遠に変わらない自分自身だからなのです。 

 そうすると、神とは一体何か。神とは皆さんの心の中に在るのです。形にあるのではないのです。

敢えて言うならば、自然界が我々を生存可能に至らしめているところの全てのもの、太陽を中心と

して無所得の大自然そのものが、神の心の現われなのです。 

 皆さん自身の心の現われは、皆さんの想っていること行っていることそのものが、心の現われな

のです。即ち色心不二だと言うことです。そこで、私達の心というものに形があるということを、

心の眼が開いた時に分るのです。 

 今までは想うこと位、自由にさせて下さい。確かに自由であります。しかし想うという心の作用

は、即、行動と同じ結果になるということなのです。なぜなら物質が色心不二であるように、我々

の心の作用は即、行為に繋がって行くからなのです。 
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 しかも皆さん自身の、この地上界へ出てくるときの皆さんの魂、即ち肉体舟の船頭さんであるそ

の芯、心は、丸く豊かなものであったのです。転生の過程において、たまたま地獄界に落ち、厳し

い修行の結果、自分の魂をより豊かにし天上界へ上がり、何百年、或いは千年、永い永い天上界の

体験を通して、我々はみな、この地上界へ出て来ているのです。 

 それだけに私達の心の領域というものは、本来、普遍的なものでなければならない、それが神の

体という肉体、我々自身が神の体という、この地球という環境に出てしまうと、人間は分らなくな

るところに、一つの大きな修行の目的が達せられるのです。 

 次元の違った世界では殆んど我々が、このような目を通して皆さんを見ているように、次元の違

った世界からは、皆さんの心の世界まで見通すことができます。それ故にこの地上界へ出ると個々

の生命は、お互いの心の中までは感知することは非常に難しいのです。 

 しかし心の領域を調和させ向上させたならば、そのことも出きるようになって行きます。それは

自分自身の心が高い次元の上から一般を見ることができるからなのです。そうしますと私たちの心

というものが本来は皆丸く豊かで、それぞれが、感情や知性や理性や本能、そして、また想念の中

に於けるあらゆるカラクリが、人々の個性としてカルマとしてまた受け継がれているということな

のです。 

 それ故に転生の過程において、自分の学んできた色々なものが、この地上界へ体験して行く中に

特徴として出て来るものなのです。これをカルマといっております。それは善であれ悪であれ、人

それぞれの個性を持っているものであるからです。 

 そこで私達の心というものは、このように本来は大きい風船玉のように、その中に更に、感情の

領域、本能の領域、知性の領域、理性の領域、全てが相互関係の中にあって、皆さんは肉体舟の船

頭さん自身がその五官を通して感じ得たものの通信を全て、心の中で決定して再びまた、物質的な

脳細胞を通して行動に移って行くのです。 

 それ故に皆さんがこの世を去るときは、今もっている肉体と全く同体になっているところの、新

しい光子体ともいうべき光の肉体があります。それを皆さん自身は、その肉体から離れて、現代は

眠っている時は、現代の原子肉体と光子体の間には、ちゃんと一つの線によってコンタクトされて

おります。それは無限に広く、どこへでも行くことができます。 

 本当の死は、その霊子線の切断された時が死なのです。我々の原子体とお母さんから頂いた肉体

と光子体とが完全に分離された時が死なのです。現代の医学では脳波の停止によって死を決定した

り、心臓の停止によって死を決定しております。しかしそれは絶対とは言い切れません。我々の肉

体と、そして光子体の完全なる決別が死を。 

 こうなりますと私達の心の中は先ず、感情の領域が歪みをつくってしまえば矢張り、正しくもの

を見ることはできません。なぜならば、理性がきかないからです。 

 これは皆さんはパスカルという法則を知っているでしょう。ゴムまりの中に穴を開けて水を入れ

ます。何処を押しても圧力は同じように、そして外へ出る力と圧力はそれに比例します。 

皆さん自身の心も同じです。感情が膨らめば同じ容積の中の理性は、それだけヨハーメイション・

歪みを起します。我々の心というものは非常に自然の法則に適応されております。 

 こうして私達の心の中は、皆さんが仏像を通してみた時には、今持っているところの、この原子

肉体とそのものは、実は一体になっている。心がきれいになりますと、（図を黒板に書かれて）こ

れがグーッと大きくなって宇宙大になり宇宙即我の姿になっていきます。 
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 我々の脳細胞で、先ず脳細胞を通し、特に眼で物を捉えたものは即座に視覚神経の神経繊維に送

られます。送られたものは、ここで脳波という振動を起します。振動です。先程のν（ニュー）で

す。 

 この振動が即座に、次元の違った本当の自分である、そちらの方の脳の方に指令が行きます。心

に振動が起こり、また一方通行で、再び脳に帰り行動になるのです。 

 死は、この肉体と、こちらの光子体を繋いである霊子線というものがありまして、これが切断し

た時に、我々は本当の死を意味します。我々はこのように見ると、本当に原子肉体以外の光子体と

いうものと同居している。それ故に、皆さんはいつでもあの世へ帰る準備ができております。 

 しかし、本当の人生の使命と目的というものが分らず、この地上界を去ってしまう肉体から抜け

出した自分は、周辺の人達を自由に見ることはできますが、話をすることはできません。なぜなら

ば、こちらは既に次元の違った世界にあるからです。 

 そうすると、殆んどの神理を知らない人達は、「死にたくない死にたくない、助けてくれ」と必

ず身内の者に執着を持ちます。それは光子体の肉体を持って、自分はまだ死んでいないんだと、錯

覚を起しているからです。しかし話が通じない、やがて諦めます。諦めて、その家に自縛霊として

なる場合、或いはまた、完全に別の世界へ行ってしまう場合、地獄の世界へ行ってしまう場合があ

ります。  

 それ故に日本の場合はお盆と言って、一つの行事があります。先祖を呼び出し、そして仏壇で、

色々ともてなしをします。ところがこのような事は、正しいものではないのです。 

 お盆というのは、ゴーダマシッタルダー釈迦牟尼仏の弟子の中にコリーターという方があります。

その方は後にマーハーモンガラナーといわれる、大目蓮であります。彼が心の窓を開いた時にお母

さんの姿を見ます。お母さんが、非常にひもじい思いをし、その時にモンガラナーはお母さんに水

を上げましたところが、即座にフアーッと火に変わってしまいました。 

 彼はその姿を見て「仏陀、どうして私が母に水を上げたところ火に変わったのでしょうか」 

 その時、「お前の母親は火焔地獄に落ちている、大バラモンの家系に生まれながら多くの人々か

らの布施を受け、しかしその布施を受けたままで、気の毒な人々に愛の手を一つ差し伸べてやらな

かった、足ることを忘れ去った為に、お前のお母さんは火焔地獄に落ちているのだ、お前は少なか

らず一年に一日でも良いから母親に代わって、人々に布施するが良かろう」 

 いつのまにか日本では、そのように日本では亡くなった人をお呼びするようになりました。本当

に来ております。 

 去年(一九七三年)の八月十二日に、私の長野の工場の従業員の方が、先祖を玄関に灯を燈してお呼

びをしました。その時は良かったのですが、十三日の日からどうも体の調子が悪くなって、 

 「あ、これは風邪を引いたのかな」 

 それでもお盆ですから、しかも亡くなられた方に、お祖父さんでしたものですから、家を途中に

して亡くなってしまったものですから、立派な家が出来上がったために、お嫁さんは「お祖父ちゃ

ん、お蔭様でこんなに立派な家ができました、どうぞごゆっくりしていって下さい」、このように

仏壇で、一生懸命にお礼を言ったそうです。 
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 ところが十六日の日に、送り火の日です。その頃からどうも体の調子が悪くなって、腰が立たな

くなってしまいます。本人は医者を呼び、ハリ医者を呼び、更にまた、お灸までしたけれども、つ

いに治りません。 

 私が八月の二十九日の日に長野の工場へ行きましたところが、一人休んでいるというので「どう

したの」と聞きましたところ、「イヤ実は、あれ以後イザリのようになってしまってお休みしてい

るのです、社長、お見舞いに行ってくれませんか」って言うから「ああ、そうですか」、行きまし

たら、本人は横になって動けない。 

 「実は昨日、医者に行って痛み止めを打ってもらいましたが、一時間ばかりでまた痛くなって、

腰が立たないのです。そのためにハリが良いというから、ハリをやってもらいましたが、一時は効

きましたが今はダメなんです。私はこのままに、体が起きられなくなってしまうのでしょうか」 

 こういうわけです。勿論、横になっています。視ましたところが、八十五、六のお爺ちゃんが傍

にちゃんとお座りなすっておるんです。 

 「お爺ちゃん、あなたはナゼここにいるんですか？」って聞きました。 

 『新しい家ができたから、ワシはここが良いのじゃ、お寺に行っては怖くて行けん、お墓はなお

怖い。八月まで何とか待っていれば、この家へ帰れるであろうと、家の嫁だからせめてその位のわ

がままは許してくれ』って言うから「ダメです」 

 地獄霊、お帰りにならない、十六日の日に。 

 ですから日本は、そのような習慣をつくってしまったから、亡くなった人達も盆には、呼ばれれ

ば来れるんだという意識を持ってこの世を去っておりますから、本当に皆さん来ておるんですよ、

仏壇には。 

 それ故に、私達が如何に正法を説いたところで、そのような人達は一挙に、正法通りに帰依する

ことはできないのです。 

 長い年月をかけて現代のお坊さんや、或いはその道を説く人たちが、そのようなものではない、

この地上界に執着を持ってはならん、石塔というものは本来、この地上界に、かつて肉体を持った

ことがあるという印である、その場所に住家にするということは、即その場所は、地獄界に繋がる

からなのです。 

 皆さんが心の窓を開いたならば、お墓に行って視れば即座にわかります。なるほど、お墓の石、

頭が欠けておれば、その家庭には色々な複雑な問題が起こります。なぜならば、地獄に落ちた者た

ちは自分自身の住家が壊れてくれば当然、生きている人間に文句を始めます。そうするとそこに憑

依し家庭の中を混乱させます。 

 しかし彼等に、どんな立派な石塔を作ったところで彼ら自身はそれが自分の住家だと思っている

以上は、子々孫々にまで迷惑を掛けていきます。彼等はそれが間違いであるということを理解させ

るまで大事なのです。 

 そのためには先ず、我々は正し、己自身の心をつくらない限り、如何に先祖に言ったところで、

「何を言ってやんだ、お前は自分のやっていることは、どうなんだ」、こういうように言われます。 

彼等は見通しですから。それを知らないでお経を上げれば先祖の供養になるなんて、とんでもな

い事です。自分の行動を直してからやることです。そうでないと皆さんは肩すかしを食います。で

すから己自身の完成をして、そのような行為をすることです。 
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 ところが田舎のその人は、実際はそういう事が分らないから、せめて亡くなった舅、姑さんに来

てもらおうと、喜んでもらう積りでやったのが、お帰りにならなくなっちまった。そして二十八日

ですから、本来、十六日に帰らなきゃならないのに、大分、家に永く滞在してたわけです。 

 そうしたところが帰らない、『何とか置いといてくれ、ワシはもう、あんなところへ帰るのはイ

ヤだ』、それですから、そこで寝ている方に「帰るのイヤだと言っているけどどうしますか」 

 「そ、それは困ります、生きているときは色々とお互いに、私は舅、姑ともイザコザがありまし

たが、死んでみればこの家も出来たのも皆さんのお陰だったんだから、せめてと思って私は心から

「どうぞ、いらっしゃって下さい」と言った筈なのに、どうして帰らないんでしょうか」 

 帰らないというのは本人自身の心にも問題があるのです。本来その方が、真に調和された丸い豊

かな心であれば、そのようなことはありません。類は類を呼び、友は友を呼ぶ、自分の心の中に何

かシコリがある。ゴキブリの出るような環境をつくっている訳です。 

 そこで本人自身に納得させなければなりません。「あなたは、そこにおるお爺さんを私が帰して

あげたら治るんだが、信じますか」ったら、「お医者さんに診てもらっても治らないものを、治る

筈はないでしょう」こういうわけですね。 

 見えない、憑かれておっても見えないのですから、面白いものですね、そこで私は直に、一回だ

けやりました。 

 「あなた離れなさい」 

 イヤだって言うから「私は強引に離す力があるんですよ」その瞬間にフアーッとやりました。 

 「どうですか」ったら「本当に良くなった、何だか魔術にかかったみたいだ」って言うんですね。 

 「こんな馬鹿な事ってあるかしら」って言うから「お爺ちゃん、また入って下さい」 

 そしたら「また悪くなっちゃった」って、 

 「そしたら、あなた一日か二日ゆっくりと憑いていてもらいなさい、医者に行って、また診ても

らいなさい、これはお医者さんでも残念なことには治らないよ、あなた、お医者も信ずるのも大い

に結構、当然なことだが、ただし、この病気だけは、あなたは決して知恵でも何でもないんだ、あ

なたの心が悪いんです、ですからあなたが良ければ、どうぞ同居なさっていてください」 

 で、「さよなら」って、帰ろうとしたら「そんなこといわないで是非もう一度来て下さい」って、

そこで仕方がないから、よーく、そのお爺さんに生きているとき為した行為、思ったこと行った事

の一つ一つを、教えてあげました。 

 ところが本人曰く、『お墓は古いために色々のスゴイのがいるんです。そのために私は、今まで

は、村では私も長老、長老と言われとったが、行って見たら、それ以上の長老が一杯おりました。

ワシャどうしょうもならん、あんな体験は初めてだ、何とか、あそこへ行かない方法を、してくれ』

っちゅうわけですね。 

 それには、『この家へ行けば何とかなるが、それでもお墓から、たびたび仲間が迎えに来るんだ、

何とかそれを来させないように断ってくれ』っちゅうんですね。 
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 「ダメだ、君はお墓へ行くということが間違いなんだ、お墓はあなたの人生行路の乗り舟の、捨

て場所だ、そこにあなた達が骨と共に、一緒に居るということが間違っている」と、よーく教えま

した。 

 そしたら本人が、『お前さんはどうして、そんなことを知っているんですか』と、こうきたわけ

ですね。マ、それを説明すると長くなるものですから、「マアマアーあなたは、そんな必要はない。

とも角あなたは、そういう所でなく、今の冷たいお墓ではなく光の世界へ帰らなければならない。

スモッグ、執着、これをあなたは全部捨てなさい、もうあなたは死んで総てないんだから、すべて

心の中を綺麗にしなさい」ったら反省の意味がわからない。 

 『反省ったら何だ』 

 「反省ちゅうのは、少し少し少なめに、自分の心の中を振り返ってみて、あなたは自分には嘘を

つけないでしょう」 

 『ああ、つけない』 

 「その嘘のつけない心で、アーあんなこともやった、こんなこともやったと色々思い出して、間

違ったとこあったら心から神様に「許してくれ」、と謝ったときに、あなたはなるんだ」、そうし

たら一つ言いました。 

 『ワシは海軍大尉の頃、色々ああいう事をした、こういう事をした。そしてこのために、こうい

う肉体欠陥が起こった』と、本人は語り始めました。 

 そして自分は増長慢だということを段々分っていきました。そして本当に人々の為にも尽くした

か、実は自分の地位と名誉だけを守ろうとしてやった。その通り。それを裸にして天上界に上げた

途端に、その御婦人は元通りになりました。現在も健康でやっております。 

 そして私が行きますと、私の心に触るようなことをすると、「またお爺ちゃんを憑けるようなこ

とをしないでしょうね」、こういうことです。ですからそのような縁によって、神理に付くのも大

いに結構だと思います。 

 人間の心というものはそのように「一念三千」、無限に広い、それ故に私達の心というものは千

差万別、その人その人の想念というものによって違ってきます。そのために私たちの心の針という

ものは、常に調和されている方向へ進んでいれば、光の世界、これは神の光はすべて平等に、貧乏

人、金持ち、地位、名誉に関係なく平等に、このように与えられております。 

 この神の光は、心が慈悲深く、愛と慈悲の心の状態、慈愛に満たされている皆さんの心の状態、

このときには皆さんは調和されて。 

ところが五官に翻弄されて恨みや、妬みや、謗りや怒り、そして偽りの我、自分自身に都合の良

い偽我（ぎが）、この偽りの我というものが地獄の方へ続いております。 

 こちらの方は善我です。嘘のつけない善我です。この状態であるときには常に光明に満たされて、

皆さんの体からは光が出ております。ところが恨み、妬み、謗り、怒り、自分さえよければ良いと

いう自己保存のものの考え方も、偽りの我のときには地獄の世界に通じております。 

 それで我々の心、この心の姿というものは無限大です。丸には始まりも終わりもありません。そ

して中国の言葉で「三千」というのは無限という言葉、大きいということ、それを一つの名前にし

て三千と言っておりますけれども、私達の心、思うということは、心の状態というのはそれぞれ無

限に広く動きます。 
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 そこで私達はその無限の中から正しい基準を失ってしまうと、つい心の方は暗い方向へ行きます。

時計の針と同じです。そうなりますと、先ず我々自身が神様を信仰するという一つの中から正しい

というものを忘れてしまって一生懸命に他力本願をやってしまうと、ここに大きな間違いがあるわ

けです。 

 他力本願、他力の信仰というもの、自分を忘れて他力をやってしまうと、それで私達は一生懸命

に拝んでいるから私は幸せなんだ、という心が、それは一時の逃避です。ですから「ナンミョウホ

ーレンゲキョウ」、「ナンミョウホウレンゲキョウ」と拝んでいる時は気分が良いんです。 

 ところがそれを終わると幻滅の悲哀、一生懸命に活動して「ナンミョウホウレンゲキョウ」「ナ

ンミョウホウレンゲキョウ」をやっているときは、確かに活動して逃避をしているからいいんです

が、それからそういう集団から家へ帰ると幻滅の悲哀、そうでしょう。 

 仕事をしないでそんな事ばかりやっているから。経済的にも不安定、家庭不調和、またそっから

逃避して活動に行く、そうなると段々目つきまで違ってくる。阿修羅界（あしゅらかい）、争いと

闘争ばかり、そうなると題目闘争という言葉も生まれてくるわけです。 

 皆さんが本当に題目を「ナンミョウホーレンゲキョウ、ナンミョウホウレンゲキョウ、ナンミョ

ウホーレンゲキョウ」、確かにお線香をあげて、あの一本の間に相当上がるそうですね、一日上げ

るんだそうです、日曜日になると、途中で昼寝をするそうです。 

 この中にも相当いらっしゃるんですよ、皆さん笑っているけれども。そういうのは「貧仰・貧行」

というんですよ。信仰ならぬ「貧仰・貧行」をしている。貧しい行いです。 

 それは人間は、その信仰も欲望というものを表面に出している。ネ、ご利益を得ようと。なぜな

らば皆さんは、太陽はスモッグさえなければ、雲さえなければ、太陽はちゃんと当たるんです。 

 皆さんの心の中にスモッグさえなければ、恨みや、妬みや、謗りや、怒りや、愚痴や、自分さえ

よけりゃいいという自己保存、こういう心の中の、自分さえよければ良いという欲望がなかったな

らば、黙ってたってお天道様は、ちょうど太陽は我々に平等に与えているように、神の光はすべて

皆さんに与えてあるのです。  

 神は総べてのものを人類にあたえてあるのです。何で人間はそれを取らないんでしょうか。それ

は自分自身が安易に取ろうとしているんです。そこで私は自力ということを言っております。 

 自力があってこそ他力の力は与えられるのです。自力がない所に他力はないのです。 

 それを逆に他力ばかりやって自力の方は疎かになって、ですから信仰宗教をやってて、最初のう

ちは一生懸命やります。それですから良くなる。 

 「ア、ご利益があった」と、錯覚を起しているんです。 

 よく仕事をしたから結果が出たんです、幹部になるにしたがってダメになる、おかしいものです

ね。苦しみになる、そうなった時から、これはイカンのです。 

 

－－ここで終了－－ 
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【創価学会のことと、真の正法について】  

1974-8-1～3 於：志賀高原熊ノ湯 夏季研修会 

 「正法と現代宗教」と申しますが、むしろ皆さんの方が現代宗教の方は詳しい人々の方が多いと

思いますが、私は宗教のことは全く素人で、何も分かっておりません。 

 この中にはいろいろ「南無妙法蓮華経」「南無阿彌陀仏」、中には「天にまします神よ、のなん

とか」というのがありますけれども、しかしみんなが他力信仰であります。 

 我々はそういう他力信仰を通して、宗教というものは何か成り立っているように思いますが、し

かし人間は他力信仰というものによって本当に救われるかというと、救われたといわれる人達は、

恐らく、そういう信仰を通して、「自分が一生懸命に人間らしく生きて来たからだ」、こう結論づ

ける以外にないと思います。 

ちょうど昭和四十二年に、私のところに創価学会の本部に勤めておられるところの部長とか或は

教授とか言われるところの段階の皆さんが大分押し寄せてきました。 

 そして私に「あなたの兄弟は皆な創価学会に入っているのに、あなただけが入らないのはおかし

い」、まぁ、折伏（しゃくぶく）にまいりました。 

ところが、私は自分自身が本当の信仰というものはどういうものであるか、非常に現代宗教に疑

問を持っておりましたために、彼らにその理論に対して質問をしました。 

ところが質問に対して彼らは、正しい納得のいく解答を私に与えてくれなかったのです。 

 そうしましたところが、『あなたはテンマだ』というんですね。テンマというのは、ところがつ

い私たちは宗教的な用語がわからないのですね。 

そこで「羽根の生えたお馬さんですか、天馬」 

 『とんでもない』 

 それは魔である、悪魔、僕のことを天魔っていうんですね。 

私は、僕はこんなに人のいい人を、ホー悪魔って言うのかなって（爆笑）。まじめに働いて僕は

一生懸命に生活しているのに「天の魔」天魔というんですね。 

 『これは人間の最高の魔である』 

 「どうしてですか」って言ったら 

 『日蓮正宗、聖法を誹謗する者は無間地獄に落ちるのだ、しかもまた、そういうことをやる心の

人たちは一番の悪党である、悪魔である』って言うんですね。 

 ホーそういうもんかナって思いまして、何せわからないですから。なんせ人間に生まれまして、

お馬さんに羽根がはえて天を飛ぶ天馬であったかと思っていたところが、トンでもないことになり

まして。 

そこでこの天魔ではないということを実証しなければならないと思いまして、たまたま聖教新聞

の編集の連中が来ていましたものですから「私は今からいくつかの予言をします、もしこの予言が

いくつか当たったなら、皆さんは私を天魔だとは言わないでしょう」 
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 『それはその通り、まず聖教新聞に記事として出たならば、聖教新聞は天魔を絶対に通さないか

らそれは当然なことだ』と言うわけですね。 

 「ホー、それなら申し上げましょう。あなたがたの現在一番崇拝しているところの指導者は現在、

日本にはおりません、こう言ってもあなたがたは皆知っているでしょう。僕は残念なことに何にも

知らないんです。 

 この方は現在、フランスのパリのロイヤルホテルの三百三十号室に住んでおり、現在、四人でお

互いに話をしているんだよ」 

彼らはあっけにとられて、なにしろ天魔のいうことですから（笑い）。 

 『そんな馬鹿なことがあるわけはないじゃないか』 

 「それならば、あなたがたは聖教新聞に書いてあったことを読んで、僕が言っているだろうと判

断するだろうと、あなたがたは推測するだろう。 

 しかし、今からは話をしていることを教えてあげよう。 

 三百七十数億のお金をかき集めたその利息で、山梨に会館を造ろうとして今話しているんだ。 

 残念なことにこれは十一月の新聞に、あなたの書いた新聞に出るんです。 

 出たらどうだ天魔かどうか」 

 『絶対に天魔じゃない。これは大したもんだ』って言うんですね。 

 「そうですか、ただ一つじゃあなたがたは偶然だというでしょう。科学的の面から言うならば、

例題が多ければ多いほど科学的と人は言う。それ故にもう幾つか予言をしょう。あなたがたは今、

私のところに来ているけれども、あなた方は池田大作会長から首になるんですよ」と言ったんです

ね。 

そうしたら彼女たち彼氏たちは、『これが真実ならば、あなたと一緒に地獄まで落ちたってかま

いません』って言うんですね。 

 「あなた本当ですか？ あなた方は今それで月給をもらって生活をしているんですよ」 

それは十一月三日までの間に、あなた方は全部首になります。竹入という第三総合本部の部長か

ら首になるんです。 

 これはいやな予言だが「これを密告して混乱させた男、この方は死にます。まだ二十歳代です、

部隊長とか何とか言っている男です。それ以外に三人この世を去るでしょう。それは直ぐ結論が出

ます。三年以内にこの世を去るでしょう。なぜならば正しい道を説く人達の前に立ちはだかって、

彼らは間違ったことを人に忠告するからなのです」 

 このように幾つかの予言をいたしました。 

十一月に入りましたところが、本当に聖教新聞に出てしまいました。言った通りです。 
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部長さんと称する皆さんは本当に出たんですから、部屋番号までまったく同じ場所なんですから、

いよいよ一つが当たったものですから、話の内容が当たったものですから、サー今度は自分の首の

番です（笑い）。 

案の定、十一月に入りましたところが、渡辺という婦人部長が当時やっておりました。 

 「あなた達は、東京の大森の高橋という自宅に行ってはならぬ」と、その日から全部一人に三人

位ずつスパイがつきました。 

 私のところへ連絡をこさせると即座に大騒ぎになりまして、信濃町の本部です。十二月のことで

す。 

このようにしまして、言われたとおりに、彼らは皆職務を剥奪されました。私は早速、内容証明

を出しまして 

 「池田大作殿、あなたは自分の可愛い弟子たちをナゼ首にする。彼らはそれで生活をしているの

です。あなたが真に仏道を行（ぎょう）じ道を知っているならば、あなたの可愛い弟子たちを解放

しなさい」、そして私の書いた一冊の本と一緒に送りました。 

 彼らも読んだんでしょう、三日目の日に元通りに復帰はしましたけれども、もう全然要職にはつ

けなくなりましたが、給料はちゃんと貰えるようになり、今も貰っているようです。 

これでもやはり自分自身は正しいものであっても、彼らには罰が当たるという。  

 皆さん、罰というものはバチ、皆さん自身の兄弟たち、可愛い子供たちへ両親が不幸になること

を祈る人がこの中にいますか、いません。 

 いわんや盲目の人生を送って人生の苦楽を体験しているところの修行者へ、誰が神が罰を与えま

すか。罰は自分自身の想うことと行うことの片寄った想念と行為がつくり出すものなのです。 

 それゆえに彼らは、一生懸命に南無妙法蓮華経を拝んでいれば救われるんだと思っているんです。

とんでもないことです。 

東京越谷の講演会のときに何人か幹部の方が来ていて「質問がありますか」と言いましたら手を

上げて、そうしたところが『あなたの説いているものには拝む対象物がない、私達はちゃんと曼荼

羅（曼陀羅、マンダラ）を持っている、それについてあなたは答えられますか』と、私に質問をし

ました。 

 「はー、そうですか。マンダラという拝む対象物がなければいけないのですか。それではあなた

に質問をいたします。あなたは産まれて来たときにマンダラを持ってきましたか？」と聞いたんで

す。 

 『イヤ、それは違う、創価学会に入ってから曼荼羅をいただきました』 

 「それはおかしい、じゃあ産まれてきたときに、あなたは男性ですけれども、産まれてきたとき

にブラ下げてきたものは一体なんですか、それを言いなさい」 

 彼はしばらく考えていましてわからない、それで「あなたは男ではない。それが本当に神様が必

要なら生まれてきたときに、それをちゃんとブラ下げてきます。違うんじゃないですか、人間が作

ったものは。こんなものを信じません。マンダラ、偶像、仏像など人間が作ったものです。それを
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拝む対象物がない、それについてあなたはどのように考えているかと言われるが、ＧＬＡには題目

なんかありません。人間の心と行いはカクあるべしと教えています」、言ったら 

 『私たちは日蓮大上人のお蔭で、南無妙法蓮華経があります』 

 「では、あなたは産まれてきたときには、一般の人と違って「南無妙法蓮華経」と言って産まれ

てきたんでしょうね、僕はオギャーといって生まれてきたと思います、あなたはどうですか」 

 『私も同じです』 

 「その辺の山に飛んでいる鶯ならホーホケキョって鳴きます。それでホーホケキョ（註・法ー法

華経の意）やるなら僕はネー納得できるんです。それを皆がオギャーと産まれてきたのが、南無法

蓮華経を拝まなければならないという理由はないじゃないかな」ということでチョンになりまして、

続いて、『もう一つ質問がある、今私たちの教団で問題になっているのは板マンダラが本物である

かニセ物であるかということです。それをあなたはどのように考えますか？』というんですね。 

 「冗談いうんじゃないよ、板であろうが紙であろうが、そんなものは関係ないんだ、なぜならば

我々は健全な肉体と精神を持って、この地球という神の体の中で、神様のこの地球の中を調和し、

人々の心と心の調和を説いた平和なユートピアをつくると同時に、盲目の人生の中からより豊かな

自分自身を作るということが本来、人間に与えられたところの目的と使命なのです。それゆえに私

達にはマンダラが板であろうが紙であろうが、こんなことには関係ないことなんです。そういうこ

とにご執着することはおかしいことです」 

 それ以上彼らは質問しなくなりました 

このように一つの信仰というものを捉えてみても非常に矛盾があるわけですね。ところが一般は

メクラですから、私たちはお題目をあげれば人間は救われるんだと一生懸命に題目闘争をすると救

われるというんですね。 

 「ナンミョーホーレンゲキョウ、ナンミョーホレンゲキョウ」と街中でやっているわけですね。 

 ところが不幸になると「あのかたは信心が足りないのよ」、病気をすると「信仰が足りない」と

いわれると「そうかな」と街中で昼日中からなお一層、「ナンミョウホーレンゲキョウ、ナンミョ

ウホウレンゲキョウ」とやっております。 

 一体弱いものはどうしたらいいんでしょうか、それで人間は救われるんでしょうか、こういうよ

うに一つの信仰を捉えてみても矛盾が一杯あります。 

 或はまた、「ナンミョウホウレンゲキョウ」を上げているうちに、次元の違った方からささやい

て「われこそは稲荷大明神なるぞ」と、そのようなことを聞いた人達は、神の声を聞いたぞと鬼の

首でもとったかのように早速、喜んで、或者は夢枕に立った観音様、或は竜神こういうものを見て、

少しボツボツ霊感がつきだしますと、当たらなければいいんですが、地獄霊も人の心を見るので当

てますから、そうするとあそこは当たるわよとなって、一つの教団、新興宗教ができあがるわけで

す。 

最初のうちは真面目にやっているが欲望が段々出てきて、心が外へ向きだしますから物に対する

執着を持ち始めると信者を食いものにしていきます。 

 そこで神様というものは絶対にこの地球上のお金を要求しません。だまされてはいけません。 



331 

 

お天道様を見てください一秒間に莫大なる熱光のエネルギーをただで、無所得、無報酬で一銭の

お金をとらないで黙って与えております。 

 ところがこの地上界の人間は、それを暑いの寒いのと不平を申しますが、お天道様は変わりのな

い熱光を平等に与えております。 

 ところが人間の作った神様は、お金や地位や名誉によって変わってまいります。サアこれを皆さ

んどう思いますか。疑問を持ってください。 

 真の自然が与えている大自然の恵みというものは、全てに平等な筈です。平等だということこそ

慈悲の現われでないでしょうか。 

 慈悲の心というものは無所得、そして決してまた要求もしない、これが本当の正しいものではな

いでしょうか。 

 まぁ、一方は大変いろいろな神様がおりまして、人間は正しいという基準がわからないために、

霊的な力を通して、それを正しいと思っております。 

 生活を通し、いろいろと苦しみを体験し、いろいろな肉体的な不調和を来して、家族は大変なこ

とになるので頼るということをどこかに求め、そこに宗教が「あの方は霊感があって神様が降りて

教えてくれるそうよ」と体験を通し、人間はそういうことを通し「神様、私はこういうことで苦し

んでおります」と頼る心になったりしている内に、『余はそなたの先祖なるぞ』なんて言われます

と「そうですか何代前の」 

 『わしは七代前の』となりますと、七代、十代というと、もうわかりませんから「ハハーッ」と

なつて、『お前が不幸になっているのは先祖を粗末にしているからだ、よき戒名を上げてワシを供

養せよ』と、そういわれると幸せになりたいものですから「あなたが幸せになるためには最低ウン

十万円のお金が必要です」と、そのうちにと塔婆や因縁切りと、何も知らないからだんだん深みに

はまっていくわけです。 

 ところが、中には勇気のある人がありまして疑問をもちます。「なぜこんな事をしなければなら

んのか」 

 正しい解答がないのですから『神のお告げじゃ、出入りならぬ』と殿の名残があるのでしょう、

こうして、信心が足りないとなって、あっちの神様、こっちの神様へと深入りしてゆくわけです。 

 自分自身が正しいという基準を持って疑問と回答、回答と疑問を追及して生活して行けば、つい

には「神理」という人間自身が入ることのできない本当のものにぶつかるのです。 

 ところが、それを忘れてしまって、バチが当たるといわれれば「それは大変」 

 そしてそれ以上のものは無いと思っているから、不平不満のまま、疑問だらけでありながら続け

て行くわけです。これは信仰ではなく逃避です。こんなものは信仰ではないですね。 

 こういうわけで仏教だけでなく、神道（しんとう）でも同じですね。 

 我々は子供のころから鉢巻、或はタスキがけで、いろいろなところに神社がありますから、お参

りに行きます。 

 戦争中ともなりますと、一日と十五日というと神社も忙しくなります。「武運長久」といいます。 
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 神様が戦うことを何で祈るんだろう、戦って勝つことだけを祈ったら負けた人はどうなるんだろ

うという疑問がわからない。 

 皆やっているんだから仕方がないという考えも戦争に負けちゃつたから、神社の方も静かになっ

ちゃいましたが、特定のところは別ですけれども。そして本当に神社というところに神様はいるん

だろうかと、僕は疑問だらけでした。 

 初めて心の窓が開いて神社というところへ行きましたところ、確かに神様はおりました。ただし

その神は、本当の神・ゴッドの神ではないということです。 

 氏神様というのは、こちらの人間の思う神です。 

 神というのはいろいろな字がありますね。 

 こちらは八百万（やおよろず）の上（かみ）、こちらはゴッド（ＧＯＤ）の神ですね、ペーパー

の紙、いろいろありますけれども、発音は同じです。 

 そこで私は「拝んで出てくるのを神というのかね」と申しますと『皆さんは信じておりますので

神と申しております』「どっちのカミだ」と聞いたら、『こちらの上（かみ）です』「皆さんを余

り不幸にしてもらっては困りますよ」『へへーつ』と。 

 皆さんも心の窓が開かれると、みなわかるようになりますよ。私達が、私だけが特殊能力がある

のではありません。人間は誰も皆、力を持っています。 

 正しいという心の基準を持って生活をすることです。思うこと行うということ、これをしっかり

自分が片寄らないで自分というものを知ってください。おのずから皆その能力を持っております。 

 皆さんの心の中にはあらゆる体験をもっております。そこにあるテープレコーダ、ビデオレコー

ダと同じように皆さんの心の中には転生輪廻の体験をみな全部持っております。 

 これを仏教では「宝塔」、宝の塔といっております。パニャパラミタともいいますが、人間は形

を造りまして、神社仏閣に行きますとそういう宝塔がありますね。 

 あるいは新興宗教の中には「法刀」といって「エイ！」と言って九字を切れば人間は救われる、

或いは天打ちの業をすれば人間はそういう力を持つ、救われるといいますが、お上（かみ）さん（奥

さん）がご主人に、そういうことをして諌（いさめ）るのは許されますが、神様は絶対にそういう

ことはしません、罰を与えないのです。 

 お金の高によって救われるのではありません。自分の心をしっかり知り、周辺の人々に対しても

本当の太陽のような無所得の慈悲、愛の心が大事なのです。 

正法というものは本来すでに、主は人類がこの地上界に出たときにその道を説かれているものな

のです。 

 この法則というものを近きにおいては、今から二千五百年前のインドの地において、ゴーダマシ

ッタルダー、この方がやはり人生というものに対する心と、行いのあり方というものを説いており

ます。 

 ゴーダマシッタルダー釈迦牟邇仏は、小さな出城（でしろ）のカピラバーストというところにお

ります。小さいときに母親に死に別れ、しかもまた、いつ敵から襲われ、いつ寝首をかかれ、毒殺
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をされるかもわからん、そのような生きるということ自身にも大きな人生の苦しみを通して、人生

とは一体何か。 

 当時においてはバラモン教という教えがあります。さらにヴェーダーやウパニシャードを通して、

それぞれの八百万世（やおよろずよ）の神々であるアグニー、マドラ、キンラマ、マゴラとか、日

本で言うお稲荷さんや天狗とか仙人とか山の神とか川の神とか人間が作り出したる、あらゆる信仰

体系を祭って生活しているところのバラモン種という種族、「バラモン」というのは聖職といって

神につかえる種族です。 

 しかもその神に仕えるべき種族が自分たちを保存するために、彼らは厳しいカースト制度という

体制を作り出します。日本で言う士農工商という武士を守るためにつくられた封建制度です。 

 これと同じような、上の方にはマーハー・バラモン、大バラモン、この中でも低いバラモン、さ

らに「クシャトリヤ」という武士階級、この武士階級の中でもラージャという王、マーハー・ラー

ジャといわれる大王、さらに小さな足軽のクシャトリヤまであります。 

 さらに「ベッシャー」といわれる商工業者、その中でもマーハー・ベッシャーから小さな商人、

「シュドラー」といわれる奴隷階級まであります。奴隷にもいくつもの階級があります。この「四

制」という制度の中では、下のものとは絶対に結婚は許されません。それも実は、聖職ともいうべ

き神に仕えるバラモン自身の地位を守るために厳しい体系制度があります。 

 ゴーダマ・シッタルダーは、そういう社会体系制度に疑問を持ちます。 

 お天道様はすべてに平等です。城の中におけるところの優雅な生活、外にいったん出ればシュド

ラーという奴隷階級の厳しい生活環境、「人間はこれでいいんだろうか、真に神があるならば全て

に平等でなければならないはずだ」ということを感じていきます。 

 人生というものに対する苦しいこの苦しみを解脱するにはどうしたらいい、人間の苦しみは、全

てが自分自身の思うこと行うことの中から、生まれて来る。 

 そしてその中に生老病死という人生の大きな苦しみの原因を取り除くためにはどうしたらいいか、

それには自分の心と行いのあり方を修正しなければならんのだというのを悟ったのは三十六歳の年

の初めでした。 

 例えてなら、城の中での優雅な生活、或は厳しい六年間の山中におけるところの肉体やあらゆる

修行を通して、この極端なものを捨てて、自分のものの考え方というものを正さなければならない

というのを知るのでした。 

 自然の姿を見れば万生万物が全て相互関係の中にあって安定している。動物も植物も鉱物も、そ

の自然界は全て単独で存在しえない。やはり人間は自分を中心にしたものの考え方を持ってはなら

んのだ。 

 そのためには自分自身の心というものを相手の気持ちにもなり、相手自身の行為をしっかりと判

断して、ものの見方を片寄らない中道ということを発見していったのです。 

 初めて自分の苦しみと悲しみの原因というものは、目で捕らえ自分の欲望というものが、良いも

のは欲しい、自分のものにしょう。或は自分のいやなことを聞けばそれに反発をする。 

 「なぜいやなことを言われたのか、その原因はどこにあったのか」、そういうことを、だんだん

段々と自分の心と行いを通して集積し、「ナゼ母親は、一週間で死んだのだ、その理由はどうして。

自分自身が大衆の中で苦しみを除くために、人生は何であるか、何をなすべきかという一つの疑問
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を残すために母は犠牲になったのだ。その母の苦しみを通して、多くの人たちの苦しみを持ってい

る人達を解脱しなければならない。それが私の与えられた使命だ」、ということを知って、そうし

て自分に与えられた天命ということを知って、そこに自分に与えられた使命と感謝の心を持つよう

になったのであります。 

 このようにして人間が五官という目で見たもの、耳で聞いたもの、或はまた口で語って相手自身

を混乱させたもの、或はまた悲しませたり喜ばせたりする口も、自分のこちらに大きく影響するこ

とになるが、正しく語るという中道の道が大事である。 

 人間はこうして「眼・耳・鼻・舌・身・意」という目や耳や鼻や口、体、そうして心というもの、

想う、こういうものから色々な苦しみをつくり出して行くということを。その結果、自分の歩んで

きた足跡を、間違った分野を消し止めなければならないと、ゴーダマシッタルダーは生まれて来た

三十六年間の一つ一つを、片寄らない中道という物差しをもって修正していきます。そのために、

あらゆる自分自身の苦しみの原因は、自分自身で作っていたということに気がつきます。 

 当然、心の中の曇りはきれいに晴れていきますから、宇宙というものが自分の中に入って、禅定

（ぜんじょう）しているうちに自分の体が宇宙大に大きく拡大し始め、そうして肉体を持ったもう

一人の自分が遥か自分の膝元に在る、こうして心というものが拡大されて調和されてくるにしたが

って、神の光によって満たされて来ます。 

 心に曇りがありませんから、その心に比例しただけ宇宙大に拡大していきます。このとき初めて

ゴーダマ・シッタルダーは、「宇宙即我（うちゅうそくわれ）」、宇宙は自分であるということを

発見していきます。 

 皆さん自身が自分の心の曇りを晴らして、そして神の光に満たされていったなら、同じような体

験をするでしょう。そして、自分の体の中にこの地球自身、一つの細胞になっている姿を発見する

でしょう。さらに次元を超えた世界まで自分の意識が拡大されることを体験するでしょう。 

 こうして本当の正しい信仰というものは、ゴーダマシッタルダーも矢張り、バラモンの説く他力

ではなく、自力によって初めて他力の偉大なる光明を得ることができるのだということを悟って行

ったのです。 

 多くの弟子たちはこのようにしてこの神理に付き、「アラハン」、心の窓が開かれて行き、多く

の人々はその道を説いて行き、迷っている苦しみの人たちを勇気付け救われていきます。 

 こうして奇跡の宗教はどんどんどんどん、ブッダサンガーといわれまして、ゴーダマ・シッタル

ダー、釈迦牟尼仏の教えに帰依して行きます。 

 八十一歳、四十五年間説いた神理は、やがて中国を通して日本に渡って来るという、こうゆうこ

とは全て当時は、わかっております。なぜなら未来のことまで見通す能力があります。 

 般若心経の中に観自在菩薩という名称があります。これはインドのバラモンの言葉で、アポロキ

ティシュバラ・ボサタといいます。過去、現在、未来を見通す能力のある悟られた方、観自在菩薩

でありますからゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟邇仏は、そのような力を持っておりますから、遠

く未来の地球上の事もわかります。 

 チベットから先の方を当時はマンディア・ディッシャーといいますが、マンディヤ・ディッシャ

ーという国にあたり、ケントマティー・ジャブドーバーというところに広がり、ジャブドーバ―と

いうのは当時の言葉では、東の国、東方ということであります。 
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 しかし途中において、仏教というものは段々だんだん難しくなってきて、中国に渡ってから特に

哲学化され、口伝えにされて行ったものですから、それと丁度、二世紀の頃にナラジュルナといわ

れる人が中心になって、五つに分類して、阿言（アゴン）、華言（ケゴン）、 涅槃（ネハン）、法

華経（ホケキョウ）、こういう区分を、さらにまたドンガンといわれるお坊、中国のものが入って

来て、その結果が段々と仏教というものも本質を失って変わって行ってしまい、ゴーダマ・シッタ

ルダー、釈迦牟尼仏が亡くなってすでに九十日目のときに、ブッタサンガーの中にも教えを変える

人間が出たのです。 

 初めて小乗仏教というものも破ってしまう人も出てきてしまうのです。小乗仏教というものもや

がてまた、大乗仏教というものに変わって来ます。現在の日本の仏教というのは大乗仏教です。 

 非常に知だけが発達して、行いの方がどっか行ってしまつたら知恵は、得た知識というものは実

践をしてこそ智慧に変わるものです。その体験がないから、段々だんだん頭でっかちになって、仏

教は大衆の思うようにならなくなってきたのです。 

 こうして日本の仏教は亡くなった先祖にお経を上げることが仏教なんだというようになり、とこ

ろが本当の仏教というものは、仏弟子というものは生きている人間に宇宙の神理、これを諸法無我

といいますが、あらゆる神理というものは人間の知識によって変えることができないもの、諸々の

神理というものは人間の我がはいらない。 

 太陽が東から西に沈む、春夏秋冬、動物、植物、鉱物を通して全て万生相互関係の中に安定して

いる大自然の姿、無所得のままに全て人間がこの環境に生活できる一切のものを与えている、こう

いう自然の姿というものを通して教えられているものが本来はこの諸々の諸法、この諸法こそわれ

われの人間としてカクあるべしということを教えているのです。 

 なぜならば人間は、この地上界の環境に、もし太陽がなかったならば瞬間に凍結します。永遠に

人間は生きて行くことはできません。逆にまた、地球の地磁気が等しかったらどういうことになる

か、暑いか寒いかどっちかです。 

 またその中で、我々は生存することもできません。ちゃんとしたルールの中に我々が肉体を保存

することの環境の一切を与えてくれていることに対して自然は何を教えてくれているでしょう。 

 生かされているということに対して感謝せよということです。感謝せよということは報恩という

行為によって、その感謝の意義を表せということです。ところが、一方通行です。口の中で「あり

がとうございます」だけです。 

 浅草の私のビルから見ますと、そういうところがあります。最近は少なくなりましたが「ありが

とうございます」「ありがとうございます」と、言っている人達がいます。 

 「ありがとうございます」と言うのなら、その時間に仕事をすれば良いのです。そういう時間が

あったら、正しく仕事をすることが大事です。そして、気の毒な人々に太陽のような無所得なまま

の慈愛を施してやるのが大事です。このように自然は我々に教えています。そうして人間というも

のは、まさに大自然のごとく片寄ってはならない中道であるということを教えております。 

 皆さんは太陽の熱が、もし四十度、五十度、十度以上あがったらどういうことになるでしょう、

皆さんは果たして生活ができるでしょうか。 

 あらゆる自然環境を通して我々の生活できる一定気圧、一定温度、こういうものを、ちゃんとコ

ントロールしながら体温と見合ったように我々の生活環境を整えて与えております。しかも酸素も

十分に与えております。我々はその自然の環境の中で肉体保全の調和を与えております。 
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 こうなれば、やはり自分一人ではない、人間同士助け合って行かなければならない。 

しかも最近は宇宙船というものを通して地球を見るようになった。あの機関と同じように宇宙の

中にこの地球号を見ている。 

 そして宇宙という一つの我々の船上の中に地球号という大きな宇宙船という中に我々も生かされ

ているということを知ったならば、主義主張、いわば間違った自我、不平というものは人間の道で

はない。 

 こういうように真実の諸法無我というものは、宇宙の法、自然法というものは人間自身の知や意

によって変えることができない。ところが仏教はいつの日かわからなくなってしまって学者やお坊

さんたちが変えてしまった。 

 そのために或る宗教家のように「南無妙法蓮華経」を一生懸命拝んでおれば良いというようにな

って、もうすでにインドのお釈迦さまは過去の人である、日蓮こそ絶対である。過去の事なんても

ういいんだと言いながら、「爾時世尊従三昧安詳而起告舎利佛」（にじせそん、じゅうさんまい、

あんじょうにき、ごうしゃりほつ）、といいますが、爾時世尊とは一体誰か、それはお釈迦様だろ

う、それでは舎利佛とは誰か、日蓮なら爾時世尊と言わなくても日蓮がと言えばいいことであって、

舎利佛と言ったら日蓮の弟子を一人位上げればいい。ところが間違いなくインドのお経を使ってい

る、おかしいものですね。 

 こういう矛盾だらけのものが、いわば現代の宗教的環境を形作っている。このように長い歴史を

通して、仏教というものは変えられてしまった。正しい信仰というものがこういう他力化して変え

られてしまった。 

 人々は本当の道を求めて色々な神々を訪ね、或いは修行と称して肉体業を、滝に打たれて一生懸

命にやって行くうちに、「こんなにやっているのに、ちっとも良くならネエ」に段々おかしくなっ

て、「こんなことしていたらあかん、バチが当たるで」と自分を自分で納得させて、こうして疑問

だらけであってもどうにもならん。 

 「ナムアミダブ、ナムアミダブ」をいくらやっても無駄です。そういう時間があったら少しは良

い事をやったほうがいい。こうして、いつの間にか仏教というものは化石化してしまって。 

 本当の正法というものは実践です。その法を通し自然は、宇宙の人間はカクあるべしと、自然は

教えている。その自然を通して人間のあり方、このように生活をすればいいというのが、本当の道

なんです。 

 恐らく、偉いお坊さん方は本当は分っているのでしょうが、生まれた環境、習慣を通して「こん

なことを言うと皆から仲間外れにされると、まぁ、ＧＬＡの勇気のあるお坊さんは一杯おりますか

ら、そういう事にはくじけないで、堂々とやっておりますけど、自分の名誉や地位を追いかけてい

る専門屋さん、こういうことは辛いでしょうね、大学の教授あたりもそう思います、本当のことを

言うとオマンマの食い上げになります。まぁ、そういう人達は本当に弱い人たちです。 

 仏教の本質というものは生老病死という苦しみを解脱することを実践する道を説いたものです。

決して亡くなった人たちに戒名をあげて、そして一生懸命にお経を上げろということは一言も書い

てありません。もし書いたとしたならば、後の人達が色々ご事情が有りまして、書かれたものだと

思います。 

 正法というものは、片寄ってならない中道の道を説いたものです。インドのゴーダマ・シッタル

ダーはこのようにして慈悲ということを説いたが、本当の愛という道は説いておりません。 
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 次元の違うあの世へ帰ってから、色々な事情がありますので、そういうことから愛の道を説かず

に帰ったために、後にベルシャナーといわれる方が出られて愛の道を説きます。さらにそれから実

在界の原理によってイエス・キリストといわれる方が出られて愛という道を説かれたのです。 

 次元の違う世界では、キリスト教も仏教も、そのようなものは一つも無い、神理は一つなのです。

ただそれによって生活している人達が長い歴史の中に間違ったものにして行ったものです。 

 仏教の中でもそうです。同じ南無妙法蓮華経の中にも、あれが本山だ、こちらの方が本山だとや

っております。仏教は一つです、キリスト教も一つです。ただし教えている中身は同じです。 

 それを我々は「仏教の方が非常に哲学的だ」とぬかしている人もいるが、とんでもないことです。

仏教自身も、或いはキリスト自身もまったく同じ仲間なのです。上々段階・光の大指導霊です。同

じ協力者達なのです。皆さんも心の窓を開けばそれ位のことはわかるはずです。地球は一つ、人類

はみな兄弟です。 

 皆さんは「袖すり合うも他生の縁」という諺を知っているでしょう。何十億万年も転生輪廻を体

験している過程の中において、皆さん自身はみな知っているのです。ただ、皆さんが現代乗ってい

る肉体舟の人生体験を通して、他人様のように思っていたり、錯覚を起しているだけなのです。長

い転生の中には、それぞれ、色々な縁を通して皆さんは今あるのです。 

 こういうことが分れば、現代宗教というものの中の矛盾、正しい真実のもの、これを皆さんは知

っているのです。ただ、それが自分の心の中に記憶されたままのビデオテープ、テープレコーダー

のスイッチの入れ方がわからないだけなのです。 

 そのスイッチの入れ方を皆さん分って来たら「なーんだ、私達はこういうものなのか、人生とい

うものは、永遠に我々は一つの道を歩いているんだ」、そして、今の環境の中に厳しい経済的、精

神的の厳しい中においてでもそれを学習の場として自分が甘んじて、より豊かな心を作るための勉

強なのです。 

 そうなってくると経済的に恵まれている人達は、その中で環境を通して恵まれない人達には、暖

かい手を差し伸べてやろうという本当の道があるのです。 

 ところが末法という世の中になりますと、人間の目的と使命がわからなくなって、分らなくなっ

て来るから、勉強をして英語や数学やドイツ語、そういうものができれば、もう立派な社会人とし

て学校さえ出ていればズーッと未来が約束された世界ですから、心なんてどうでもいいいようにな

っている。そうなりますから目的が分らなくなってしまう人達はノイローゼになります。 

 長く苦しんで、本来我々は、そのノイローゼ自身も、長い地上界の生活の中で道を失った人達が

この世を去って、地獄界という世界を起し、その人達は何とか救われたい、或いはまた、彼等の世

界はみなさんがテレビジョンを見ているよりかもっとハッキリと、この地上界を見通しております。 

 心の中で動揺が起こってイライラしている人ですから、地獄霊が同じ仲間ですから語ります。最

初の頃は肉体をつくらせなければならないのですから、夜眠らせません。地上界の想念が、どんど

んと発信されている時には、よう出てきません。彼等も我々に見られるのが恐ろしいのです。 

 それゆえに地獄の住人たちは寝静まった頃ゴキブリのようにゴソゴソ、ゴソゴソ出てきます。で

すからノイローゼの皆さんが夜寝られないのがそこなんです。この辺（胸辺りを指される）から耳

元から、いろいろ語ります。 

 最初の頃はまことしやかに、「俺は神の子だ、お前をちゃんとしてやる、家族の言うことも聞い

ちゃいかん、大体お前は、お父さんもお前が小さいとき、お風呂にも入れてやらなかった位だから、
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お前を粗末にするのは当然なことだ、今日お前に文句を言ったのも、お前を子供と思っていないか

らだ、母親を恨め」などと耳元で囁くわけです。 

 そうすると本人は聞いたことを親にそっくり言うわけですね。お父さんも、子供が二歳、三歳の

ことをいわれるものですから面食らうわけですね 

 まぁ、地獄霊は一杯煽り立てます、怒らせるようにね。子供は本当のことは知らんものですから

「親父は本当にとんでもない奴だ」なんてね 

 地獄霊にしてみれば、怒らせた方が都合がいいものですから、同じ波長が合うし、苦しい世界か

ら、生きている人間に憑依した方が楽ですしね。そのようにして人を苦しめます。 

 或いは耳元で「お前の友達にこういうのがいるけれど、あれはお前の悪口ばかり言っているアレ

の言うことは聞いちゃいけないぞ、あいつを徹底的に憎め、そうしないと殺されてしまうぞ」と言

うから、喧嘩を吹っかけてしまう。 

隣近辺の人が悪口をいっている、悪口をいっていると地獄霊が言いますから、一人が二役、三役

になってしまうものですから、地獄霊は肉体といっても光子体ですから原子肉体を通さなければ言

葉にはなりませんから、生きている人間を通してやります。 

 ですから皆さんが、電車に乗っているときブツブツ言ってニヤニヤッと笑っている人を見たこと

があるでしょう。気違い病院ではこういう人はタヌキといって、多いでしょう。気違い病院の先生

には見えないけど、私達には見えるんです、そばに仲間が一杯来ているんです。 

 「ＧＬＡの講演会へ絶対行くな」と、行く寸前になって足止めを食っちまって心臓をわざわざ圧

迫します。お医者さんへ行って診てもらいます。「心臓はちっとも悪くないんですから気分ではな

いんですか」 

 レントゲンでも結果が出ない、そのうちに心電図をとっても分からないのですから。「気のせい

かな」ということになります。ところが憑かれている本人にとっては、胸を締められノドを締めら

れ、呼吸を止められるのですから怖くてしょうがない。ところが、それも全て地獄霊が死という恐

怖心をその人に与えるんです。 

 そのために生きている人間で、病気になっている人が正しい基準を知り、そういうことを聴かな

いように、話し掛けても無視して、絶対に語らないようにすればいいんです。 

 その内に段々だんだんと自分自身が憂鬱になって来る。「死んだがいいよ、そんなことで生きて

いるよりか死んだほうがいいよ」 

 死ねば同じ場所（地獄界）に住むようになってくる、仲間がまた一人増えるわけです。 

 そしてまた同じような心の人に憑いて、あちらの人、こちらの人へと同じようなところへ行って

憑いてしまう。このように段々だんだんと末法という人間の心を失って行くにしたがって、そうい

うような地獄の世界に生きてゆくようになってくる。 

 ですから題目闘争、折伏闘争、闘争、闘争という、そういう宗教家たちは、その周辺に協力して

いるものをアシュラーといいます。ですから聞く耳はもちません 

 或いは「ワッショイ・ワッショイ」、我々の学生時代は角帽をかぶっていたのが、最近は鉄棒を

持っちゃう。そういう連中、これをアシュラーという。普通の人間じゃありません。それをふつう

の人間だと思って会話するから、彼等は歯止めが効かなくて過激に走る。 
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 まっとうな本当の人間の道を教え、生きている人生の目的と使命はこうなんだということを理解

し始めれば、私のところには全学連の前科何犯というのが、今は変更して一生懸命にやっています。 

 過日、「私たちの仲間に、どうしてもこれを教えたいんです、大学へ行って彼等に教えます」と

いうから、「お前は殺されるぞ」と止めさせております。 

 真に人間同士が本来、闘争と破壊はすでに人類の魂は体験をしてきて、卒業してきている万物の

霊長です。それが肉体という舟を持ってしまうと、この地上界の長い歴史の中に引き込まれている、

自分自身を失ってしまう。そうしてあの世へ帰ってから殆んど「しまった」という人ばかりです。 

 いまだかって「私はやってきました」という人は一人もいません。せめて神理を知って生活をし

ている人なら、自分自身が出てくるときに或いはあの世からお母さんのお腹から出てくる前、送ら

れてくる時は「まぁ、まかしといてよ、今度は絶対やるよ」と、うまいことをいう。 

 ところが環境に慣らされてお母さんの方も末法の世ですから、何もわからない、わからなくなっ

ちまっているから、さあ、わかりませんよ。ですから、そんな約束をホゴにしてしまって、環境や

教育、思想や習慣にすっかり慣れてしまって自分の本質を忘れてしまう。 

 そうして使命をある程度持った連中は、実在界から協力をします、霊感を与えます。「今日は三

―六で競馬が当たったぞ、パチンコが三十六番で出た、俺は霊感があっていつも神様が協力してく

れる」なんて言う内に、段々力がついてくる内に、人々に道を説くようになる、力があるから段々

だんだん増長慢になってくる、ついには神様になってあの世へ帰っちまうんですね。 

 これですから末法という世の中で、真に自分自身の本性を知って、人生を正しく生きて、多くの

人々に本当の真実の道を正して帰るということは誇りなんだということです。 

 メクラが、僕等はスイカ割の大会を海岸でやっております。手拭いで目を隠して二、三回体をグ

ルグルッとまわすと、平衡感覚を無くしてとんでもないところを叩くように、それよかもっと難し

いです。 

 人間の一生というものに対する目的と使命を知って、正しいという基準を知って帰るということ

は本来、それは皆さん自身の心の中にピシッとあるんです。ところが神様の体である地球という環

境に出てしまうと、もう分らないんです。次元が違う世界から肉体を持ってしまうと、分らなくな

ってしまうのです。それを手探りの中で苦しみもがいて、本当の光の道はどういうものであるかと

いうことを発見してゆくのです。 

 皆さん自身の心の中に偉大なる教えがあると言うことも忘れて、人は遠くの方まで神様を求めて

行きます。真の信心というものは皆さんの心と行い、皆さんの一番の、一番の船頭さんである自分

自身に有るということがある。 

 ネズミの話がある。お日様が一番だろうというので、お日様んところへ行ったら、「いやいや雲

だろう、雲にワシも隠されてしまう」、そこでネズミのお父さんは雲さんの処へ行った。そうした

ら、雲さんが「私なんか風さんに簡単に吹き飛ばされてしまう、一番強いのは風さんだろうという

ことになって、風さんちへ行った。 

 「いやいや壁さんだろう、壁に簡単に止められてしまう」 壁さんを訪ねたら「ネズミさんには

かないませんよ、簡単にかじられて穴をあけられてしまう」 結局、ネズミさんということになっ

た。 
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 同じように、神さまを訪ね歩いたところで、皆さん自身の肉体を支配しているところの皆さん自

身の魂、その中心にある心そのもの、ここに本当の正しい法という中道の道を皆さんが実践する、

その中に本当の信心があるのです。 

 さあ、こうなると無視はできませんね。ＧＬＡには売り物がないんですから。神様が創ったもの

でなければダメなんですから。或る教団のようにペンダントの近代的に作ったいいのが、一丁三百

円、うちの会社でつくれば三十円で出きるんですから。でも良い殿堂ができます、当然なことです。 

 でも、その罪は自分で償（つぐな）わなければならない。それだけに、正しい道というものは、

自分自身の心というものを通して、絶対に自分に嘘のつけない心がある。皆さんは、自分に嘘のつ

ける人があったら大したものです。 

 人には嘘をつけます、都合が悪いから。自分の心は絶対なる善です。その善なる心のままに皆さ

んが勇気を持って、心が外に向けば人間は矢張り欲望という苦しみをつくり出すのです。 

 内に向いて正しい判断をしていれば、そして、その結果がどのように出て来るのか、それには常

に自分を振り返りながら、正しい自然法を捉（とら）えて、人間は中道の道、インドのゴーダマ・

シッタルダーの説いた八つの正しい道、正しく聞き、正しく見る、正しく語る、正しく思う、正し

く念じる、そして正しく仕事をする、正しく自分を見る、正しく道に精進する、そうして禅定、自

分を振り返って、神の光によって満たす。 

 このような八つの道を自分が生活の中に実践したときに初めて道が開くんです。それは一秒一秒

の積み重ねです。ところが、ナンミョウホウレンゲキョウ、ナンミョウホーレンゲキョウと拝むう

ちに、こちらの方から子供が「お母さん御飯まだ」「うるさいねー、今、忙しいんだから、ナンミ

ョウホウレンゲキョウ、ナンミョウホウレンゲキョウ」 

その内にご主人が帰ってきて「何だ、まだ夕食も出来ていねーのか」と夫婦喧嘩が始まるようで

は残念なことに、そんな信仰をいくらやってもダメです。 

 大事なことは、「ナンミョウホウレンゲキョウ」という意味が、どういうものであるかというこ

とです。法灯は宇宙の法、神理を心の物差しとして我々の肉体は、あの泥沼のような肉体、体から

は汗、大小便、そのような泥沼のような中におっても、私達は本当に正しい宇宙の法を己の物差し

として生活をしたならば、あの蓮の花と同じように調和された境地に到達することができるのだと、

そのための行為が必要だと、拝むことではなく、実践したとき人間が初めて「南無妙法蓮華経」の

神意がでてくるのです。 

 こうして私達の心というものを中心とした生活行為の中に信心はあるのだということ、ここで他

力と自力、本当の現代宗教と正法の違いが有るということです。 

 長い間ご清聴ありがとうございました。 
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【一年の反省と真の法灯】 

1974-12-07 日 関西本部御講演要旨 

 私達は永い歴史の中で、お経というものは、お坊さん達や私達がお寺で、お仏壇の前であげるも

のだ、先祖供養のためにあげるものだ、お経をあげるのが信仰深いのだ、というように多くの人は

考えてきました。他力本願の信仰から言えば、その方がよろしいようにも思われます。 

お経というものは、今から二五○○年前、ゴーダマ・シッタルダーが四五年間、諸々のサロモン、

サマナー、衆生達に説いた一つ一つのことばであり、神理であります。それが後にお経になってし

まったのです。それを後のお坊さん達が、お経はあげるものだと言ってしまったために、今のよう

になってきたのです。 

 お経を見ますと、はじめに必ず「如是我聞」とあります。これは、「私はこのように間きました」

ということであり、大事なことは、お経の中身をよく知って、自分自身の心と行いの指針とするこ

と、それが本当の信心で、お経を毎朝毎晩あげることは大きな間違いなのです。 

 弘法大師が、「般若心経秘鍵」というお経の中に、「私は、霊鷲山（りょうじゅせん）において

仏陀の法を聞いた。そのために般若心経を説くことが出来るのだ」ということを書いておられます。 

 人間の生命というものは永遠であり、皆さん自身の心の中には、あらゆる転生の事実を誰しもが

記憶しているのです。皆さんは、皆さんの心のテープレコーダーやビデオテープに記録されている

体験を、そのスイッチを入れる方法を忘れてしまったために思い出すことができないだけなのです。 

それは皆さんが、自分自身の生まれた環境や思想、習慣を通して自分自身の心に厚いスモッグを

つくり、神の光を自らして遮ってしまったために、あまりにも抵抗が大きすぎて自分自身の偉大な

る智慧と偉大なる体験を忘れてしまったためなのです。しかし、いったん心を美しく調和させてい

きますと、その事実を誰しもが思い出すことができるのです。 

その結果、弘法大師もインド時代かつて自分自身がガランダ長者として、ベルベナー即ち竹林精

舎を喜捨したのであるということを思い出されたのです。マガタ国のラジャグリハ・バースト、そ

この王様であったビンビサラーといわれる方とは親戚同士でビンビサラーの命によりコーダマ・ブ

ッダの道を聞かんが為にベルベナーという所を喜捨してマーハー・ベッシヤー即ち、大富豪として

ブッダの神理を聞いた体験を持っておられたのです。 

人間は、永遠の生命として転生するものであるとはいろいろ説かれているけれども、具体的に確

証を得ないために、多くの学者達は否定をしております。しかし、我々の身辺にある森羅万象はす

べてが輪廻転生を繰り返し、一刻として現在というものを保持することができないのが真実であり

ます。 

物質世界において、みな転生を繰り返しているように、我々の生命も当然なことであります。そ

れを私達はいたずらに、五官で捉える肉体的現象そのものが絶対だと思っているところに問題があ

るのです。皆さんは永遠の生命であり、肉体舟の船頭さんである魂、心が皆さん自身なのです。 

その心というものについていろいろと本が出されたりして騒がれているけれども、なかなか分か

りにくい。そのために我々は五官で感ずるものがすべてだと思ってしまうのです。 

 お経ひとつ見ましても同じことが言えるのです。「摩詞般若波羅蜜多心経」というお経がありま

す。これはインドの言葉を中国の漢字に当てはめた当て字なのです。玄奘三蔵といわれる方が中国

に生まれた頃、仏教というものはすでに学問化し、天台仏教というものが当時の人々に知らされて

おりました。 
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一方において、金剛智三蔵といわれる方が出ておりまして、密教というものを勉強し、人々にそ

の道を説いておりました。玄奘三蔵は、なんとかしてその真実を知ろうとして、遠いインドのナー

ランダという所まで一七年間もかかって経典を取りに行きます。その時に「大般若経」を持ってま

いります。その「大般若経」の中身を圧縮してそのエキスを取ったものが、「般若心経」なのです。 

しかし、さすがに玄奘三蔵も「摩訶般若波羅蜜多心経」という当て字を使わざるを得なかったと

いうのは、この中に含まれている偉大なる神理というものを、中国の言葉では簡単には表現できな

かったからなのです。 

「摩詞」というのはインドの言葉です。皆さんは「摩詞不思議」という言葉を使っているでしょ

う。「摩詞」は、「大、大いに、偉大な」で、「これは大いに不思議だ」というのを、「摩詞不思

議」というのです。 

ゴーダマ・シッタルダーを育ててくれたお母さん、この方はパジャパティという方でした。尊称

をつけて、偉大なるパジャパティ、即ち、マーハー・パジャパティと言っております。 

また、毎年八月に行われるお盆の創始者である大目蓮といわれる方も、ゴーダマ・シッタルダー

の弟子になって、わずか十日くらいの間に完全に心の眼を開き、自分自身の過去を知り、転生の秘

密を知り、しかもまた、お母さんが地獄にいることまで見ることができるようになりました。その

結果、彼は、「母親を地獄から救うにはどのようにしたらいいでしょうか」、とゴーダマ・シッタ

ルダーに質問します。大目蓮のお母さんはマーハー・バラモン、大バラモンです。この際にもマー

ハーを使います。 

当時、バラモンというのは最上級の階層です。そのバラモンの中でもマーハー・バラモンという

のはさらに最も上の段階にある人達です。そのバラモンの下にクシャトリヤという武士の階級があ

ります。その武士階級の中にもラージャンといわれる王様の階級、貴族階級があります。 

さらにその下にベッシャーという商工業者の階級があります。この商工業者の中にも、ガランダ

やアナタピンデカというようなマーハー・ベッシャーといわれる人がいるように、同じ段階でもま

たたくさんの段階に分かれております。また一方においては、シュドラーといわれる奴隷階級があ

ります。この奴隷階級に生まれた者は永久に奴隷です。 

このようにして当時のカースト制度というものは、バラモンを中心としてつくられたものです。

バラモンは神の使いとして、主としてクシャトリヤ、ベッシャー、こういう人達に対するところの

お祀り、祀りごとをやっている種族です。 

マーハー・バラモンの出身であったコリータ、即ち大目蓮といわれる方のお母さんは、そのよう

な環境の中におられるために、人々から布施をされてもそれを当然だと思って、自分からは絶対に

人に施さず、多くのベッシャーや、シュドラー達から貢物は受け入れても人々に愛の手を差し伸べ

ることは全くしなかった。そうして地獄に落ちていたのです。 

「そのお母さんを救うには、お母さんの分として、お前は一年に必ず一回は多くの人々に布施を

し、そして奉仕しなさい」と、このように、ゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏から教えられた

のです。それが後のお盆になったのです。 

こうして、「マーハー」という言葉は、中国で「摩詞」という字を当てられました。「般若」と

いうのもインドの言葉で、「パニャー」と言います。「パニャー」とは智慧のことです。 

我々は智慧と知識というものがどのようなものであるか、混同し、錯覚している人々が多いよう

です。知識というのは、皆さんが耳を通し、目を通し、体を通して体験したもの、あるいは学校な

どで聞いているもので、それを心の中に知識として蓄えております。 
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皆さんが学問的に学んだもの、また、こうして私が説いている道、それを頭で覚えて知識となっ

ているものを実践した時に、そこから出てくるものが智慧なのです。 

そういうことで、般若（パニャー）というのは、神理を知ってそれを活かした時に出てくる智慧、

知識として知っていることを実践した時に起こってくる智慧、その偉大なる智慧ということです。 

次の「パラ」というのは、「行く」とか、「到達する」という意味で、この意味に当てはまる中

国語がなかったので、「波羅」という字を作って当てはめたのです。 

この間まで般若心経の解説書を出しておられた奈良の薬師寺のお坊さんは、私が「原説般若心経」

を出版してから大分中身が変わってきておりますが、私は般若の面を見ても奥ゆかしいとは思いま

せんが、般若の面は奥ゆかしいと書いておられます。心の在り方の分からない人達は、あたかも自

分がさも芸術を理解しているかの如く、「般若の面は奥ゆかしい」などと言っておりますが、ああ

いう鬼のようなものは、この地上界にも天上界にもおりません。地獄界にはおります。地獄界のも

のがなぜ奥ゆかしいのでしょうか。知らないということは恐ろしいことです。分かっていないから

こじつけるのです。「バラ」（波羅）というのは、「到達する」です。 

「蜜多」、これも当て字です。蜜が多いと書いてあります。インドでも中国でも蜜は貴重品です。

この「蜜多」というのは、「内在する」ということです。「心の中に内在する」ということです。 

直訳いたしますと、「マーハーパニャパラミタ」というインドの言葉は、即ち、「摩詞般若波羅

蜜多心経」というのは、「内在された偉大なる智慧に到達する心の教え」ということになります。

「内在された偉大なる智慧に到達する心の教え」というのは、皆さん自身の心の中には、あらゆる

転生の秘密が、その宝物が誰しもあるのです。 

皆さん、お寺に行かれますと、多宝塔というのがあるでしょう。お寺では多宝塔を作って済ませ

ていますが、多宝塔は皆さん自身の心の中にあるのです。転生輪廻の過程において、ある時は王様

として大衆を慈愛によって導いたこともあるでしょう。ある時には権力を笠に着て大衆を犠牲にし、

私利私欲をむさぼったこともあるでしょう。あるいは奈落の底において、厳しい人生の体験をした

記憶も持っているでしょう。 

皆さん自身は誰しもがその偉大なる体験を持っているのです。今生のわずか七○年や八○年の人

生において体験したものを絶対的なものだと思ったらとんでもないことです。皆さんは永遠の生命

として、自分が新しい人生の体験を学習するために今あるのです。永遠の生命の、今皆さんは最も

厳しい地球上という物質界において、己自身の魂を磨いているのです。そして自分自身の身近にあ

る諸現象は、皆さん達の心がいかなる方向へ進むべきかを教えてくれるのです。 

ところが、我々は自分の心の本性を失っているために、嫌なことを言われると、「こんちくしよ

う」と思ってしまい、あるいは、自分に都合の悪いことが起こると相手を恨み、本当の自分という

ものを失ってしまうのです。 

自然界を見ますと、すべて、万生万物は相互関係によって安定しております。単体でそれ自体ひ

とりで存在しているものは何一つとしてありません。 

こういう相互関係を考えたならば、皆さん自身の肉体舟の船頭さんであり、皆さん自身の心の王

国の支配者である本当の皆さん自身も、お互いの人間の間の相互関係によって成り立っていること

を知ったならば、我々はしっかりと自分自身を制御し、偏らない中道の道を通し、常に自分自身を

第三者の立場に置いて、正しいものの判断をした想念や行動というものが必要になってくるという

ことがお分かりになるでしょう。 
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真実とは何か、ということを知っていくにしたがって、人間は偉大なる智慧を持っているという

ことを、皆さんは知っていくのです。テープレコーダーやビデオも、人間の知識が実践されて智慧

となったものによって作られたものです。そのような偉大なる智慧は、皆さん自身の心の中には誰

しもが持っているのです。それを多宝塔というのです。作られている多宝塔というのは、人間のあ

らゆる智慧をあのような形に現わしたものなのです。 

人間は頭がいいですから、拝ませるために色々な物を作ります。本来は多宝塔というのは、石や

何かで作ったああいう物ではなく、皆さん自身の心の中にそのような偉大な智慧があることを現わ

したものであるということを知って欲しいのです。 

「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時」というのは、これは中国の言葉に完全に直してあります。 

インドのゴーダマ・シッタル一シッタルダーの当時の言葉では、「アボロキティーシュバラー」

といいます。これは、「観ること自在なる神通力を持たれた方」ということです。そういう神通力

を持って悟られた方を「ブッダ」というのであります。 

「シュバラー」というのも、パニャパラミタ（般若波羅蜜多）、内在された偉大な智慧に到達し

ておられる悟られた人、心の曇りをきれいに払ってスモッグがない、神の光に燦々と満たされてい

るために、過去、現在、未来を自由自在に見通すことが出来られた方、それを「アボロキティーシ

ュバラー」といいます。 

ゴーダマ・シッタルダーの生まれたカピラバーストに来て、いろいろな神的なこと、予言的なこ

とを話していたバラモン種のアシタバというイッシーがおられました。この方が、「我々のこのイ

ンドの地に、必ずアポロキティーシュバラー、ボサターが生まれられる」という予言をしておられ

ました。 

あるいはまた、仏教の如来といわれている人の中に、阿閦如来（あしゅくにょらい）といわれる

方がおられます。この方は、ババリーといわれるマーハー・バラモンです。この方も、「やがて偉

大なるアポロキティーシュバラーが現れて、混乱した思想を統一してくださるであろう」という予

言をしておられました。そのような人々を「アポロキティーシュバラー」と言っておりました。 

「行深、偉大なる内在された智慧に到達する行を深く行じた時に」、さて、どのように行じたか

ということが問題ですね。 

ところが玄奘三蔵さんも、ではどのように行ずるかということを書いていないのです。ですから、

「般若心経は分かった」なんて言っている人がいたらインチキです。なぜなら、内在された偉大な

る智慧に到達する道順が書いていないのですから。それを、「般若心経は立派なんだよ。あれは功

徳があるんだ。仏様にあげれば救われるんだ。果ては、写経をすると救われるんだ」などと言って

いる人は余程救われない人です。 

アボロキティーシュバラーがパニャパラミタした時に、観自在菩薩が神理を知って、正道を実践

して、初めて偉大な内在された智慧に到達時に、何が分かったかというと、「五縕皆空」であり、

「一切苦」であるということが分かったというのです。 

それで、「行深」、何を深く行ずるかというと、「八正道」を行ずることによって、内在された

偉大な智慧に到達するということなのです。釈迦が悟ったのは、八正道を実践することによって悟

りに到達する道です。その道を「中道」というのです。 

私が本を出してから、仏教学者や一般のお坊さん達も、「空とは空っぽ、無ではなくて心だ」な

どとうまいことを言い、「実在界だ」などと、私が書いたことをそのまま真似て書いております。
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まあ、それも間違ったことを教えるよりは良いことだと思います。そのように教えているのが現代

の宗教指導者達です。 

皆さん、空とは一体なんぞや。「ああ、あれは、あると思えばあるし、ないと思えばないのだ」

と言っている宗教家もおりますが、それで一体分かるでしょうか。それをまた分かったような気持

ちになっている人がいますが、全く哀れな人達です。そんなものじゃないのです。 

「空」というのは、「実在」「ある」「ある世界」ということで、何もないのではないのです。

その実在の「ある世界」を通して見た時に、我々一切の苦しみ、災難というものは、自分自身の五

官を主体とした考え方がつくり出しているということが分かった、というのです。 

実在の世界を知らないから、煩悩だけで見たもの、耳で聞いたこと、身体に触れたもの、それを

絶対だと思い、自分に不都合なことを見たり聞いたりなどすると、恨んだり、憎んだり、怒ったり、

悲しんだり、妬んだり、そしったり、そういうものを心の中につくり出すのです。「五縕」とは、

五官を通してつくり出す煩悩のことで、これは自分自身の外因性と内因性とからつくり出してくる

のです。 

皆さんが、想念で自由自在に想像します。その想像していることが正しければ心に曇りはつくら

ないけれども、それが偏って自己中心的、肉体を中心とした考え方になってくると、思っただけで

も心に苦しみをつくり出していきます。「一念三千」といいますが、我々の心というものは非常に

千差万別、人それぞれに違った思いを持ちます。 

どのように思うことも無限です。皆さんはどんなことを思うことも自由です。我々の肉体の船頭

さんである魂、我々の中心にある心というものは、無限大に広く、また、無限大に変化する、その

変化する無限大の心を正しく偏らない中道の道に持っていくならば、どのような苦しみも災難もな

いから、光明に満たされた安らぎと調和という生活環境がつくり出されてくるということになりま

す。 

やがて私達は、この肉体舟を捨てなければならない死の時がきます。人間自身が神理を知ってあ

の世に行くならよいが、他力本願という長い歴史の中で地獄界に落ちた人々の霊が、心というもの

が不在で一生懸命に拝んでいるような人達にバッと憑依するのです。 

最近、日本人に外国の地獄霊が憑依するようになってきました。ペラペラと外国語をしゃべりま

すが、よく見ると外国人の地獄霊ですね。今までは外国人の地獄霊が出たなどということはなかっ

たのですが、最近では地獄でもだいぶ外国語が流行しているようです。 

霊媒とか、拝み屋さんとか、そういう人達も芝居が上手になりました。東北地方で育って東北弁

しか知らないお母さんの霊を呼び出してもらったら、その霊を通して関西弁でしゃべっている。と

ころが聞いている人は、それが芝居だということに気がつかない。おかしいことであるのに、聞い

ている人は真剣に思ってしまう。 

私の所のテープレコーダーは、私の講演のテープをかけると、そのまま私の講演が聞こえます。

ラジオで話せば、私の声がそのまま声になります。途中で変わることは絶対にありません。このこ

とを皆さんは知らなければいけません。騙されてはいかんのです。 

正しくものを見るには、霊感者、霊能者といわれる人達の、まずその人の生活行為を見ることで

す。一つ一つ、正しく語っているか、正しく生活行為をしているかなど、そういうことを確認せず

に、「あの人、霊感があるのよ」とか、はなはだしいのになると、「うちの教祖、今日はご機嫌が

悪いのよ。お賓銭のあがりが少ないからなんですって」と言ったりします。そういうお婆さんに十

万人も信者がいるのですから、日本人はよほど間抜けです。そういう所でまた救ってもらえると思

っているんだからおかしなものです。 
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神様はお金などいらないのです。あの世にはお金などありません。そんなお金を要求して、お金

の包み具合によって機嫌が良いとか悪いとかいったらとんでもないことです。そんな宗教家がいっ

ぱいいます。神様は、金なんか一銭も必要としてはおられません。神様が必要としておられるのは、

美しい、慈愛の心を実践している人達です。それだけに皆さん自身が、霊媒とか新興宗教とかいろ

いろあるでしょう、そういう所で金の多寡で人間を評価するような所は、これはもうインチキだと

いうことを知ってください。 

お金は、自分自身が真実の存在であり、そして真にこの道しかないとして出してくれるお金であ

ったら、これはいいのです。しかし、「本当は嫌なんだけれども、出さなかったらいろいろとそば

からうるさいから」なんていうのでしたらいけないのです。 

我々人間は、それぞれ一人一人の心の中に、神の子としての偉大なる智慧を湧現させたるための

神の協力者なのです。こういうことを知ったならば、他力本願ではないということがはっきり分か

ります。 

「舎利子」とありますが、これはシャリー・プトラーのことです。ゴーダマ・シッタルダーの弟

子の中に、ウパテッサといわれる方がおります。 

マーハー・バラモン（大バラモン）の指導者で、アサンジャーといわれる方がおります。その方

の弟子の一人にウパテッサといわれる、やはり大バラモン出身の弟子がおりました。彼は、道を究

めようとしてアサンジャーの弟子になったけれども、自分自身の心を悟り得ず、当時のインドの修

行者の中から本物のアポロキティー・シュバラーが出ておられるに違いない。そのような方にめぐ

り会って弟子になりたいといって、本物の師を求めてラジャグリハの町を遊行しております。 

たまたまその時に、アサジといわれるゴーダマ・シッタルダーの五人のアラハンの一人が遊行し

ている姿を見て、「顔色といい、態度といい、もしやこの方こそ本物のブッダかも知れない、アポ

ロキティー・シュバラーかも知れない」と思って、後をついていきます。 

当時のバラモンは、あらゆる当時の経典を読み、その経典を自分で捏造し、自分があたかも悟っ

たかのように書き加えたものを持ち、非常に理屈っぽくなっておりました。今で言えば創価学会み

たいなものです。そういう修行者が多かったのです。 

ゴーダマ・シッタルダーはアサジ達に対して、「お前達は、他の修行者が論争を挑んできても決

して彼らと論争をしてはならない。挑んできたら逃げなさい」と、このように教えたのです。 

というのは、そばからいろいろ言われると、つい自分の心そのものに迷いを来たして毒を食べて

しまいます。そういうことを戒めていたために、アサジも「ああ、来たな。これはもしかしたら大

論争を挑んでくるかもしれない」と内心警戒しながら、たまたま遊行先で頂いた粥を、ピパラとい

う大きな木の根元で食べようと思って腰を下ろそうとしたら、「どうぞこれにお座りください」と、

草で編んだきれいなゴザを差し出されます。 

「これは、この修行者は少し違うぞ」と思っていると、「もしや、あなた様はアポロキティー・

シュバラー・ボサターではいらっしゃいませんでしょうか」と言われます。 

「いや、私は違います」と言うと、「一体、あなたのようなお弟子さんを持っておられるあなた

のお師匠さんは、何といわれる方でしょうか」と聞かれます。 

ここで初めてアサジから、人生とは何ぞや、一切の苦しみの原因はどこから生じてくるか、その

原因を正さない限り人間はその苦しみから救われることはないのだということ、そして「縁生」と

いうことを懇々と説かれていきます。 
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ウパテッサは、アサンジャーや他のマーハー・イシー、マーハー・バラモンから聞いてその中で

心の中にひっかかりのあった一切の疑問が、アサジの説明によってすべて氷解してしまいます。そ

してそれから二日後に、彼の友達であるコリータとともにブッダに帰依していくのです。 

ところがブッダに帰依したその時、もうすでに千七百数十人の弟子達がベルベナーにおります。

ゴーダマ・シッタルダーは、ウバテッサとコリータは、過去の転生の過程において自分の弟子であ

ったということが分かります。それで多くの弟子達の前で、「ウパテッサとコリータは、やがてあ

なた達の指導者となるであろう」と言ったので、大変なことになりました。自分達は六年前から帰

依してきているのに、昨日ボンと来た者が我々の指導者になるなんて、と。これは、むくれてくる

のは普通の人間として当然です。 

しかし、ゴーダマ・シッタルダーは、人間の永遠の生命というもの、人間にはそれぞれ魂の兄弟

というものがあり、その魂の兄弟を通して輪廻転生を繰り返し、自分が過去六仏としてその時その

時にいろいろな国に生まれて法を説いていた時に、その全ての時において自分の弟子として神理を

学んだ者であったということを説明します。そうして、今ここにおられるところのウパテッサ達は、

すでにお前達の生まれる前から私達の弟子であったのだということを説いていったのです。 

ウパテッサのお母さんはシャリー、お父さんはテッサーといわれている方、お母さんのシャリー

という方は、当時のインドでは稀に見る賢い婦人で、名前を知らない人はいない。それでその母の

名を名乗りなさいと、ゴーダマ・ブッダに言われて、シャリー・プトラーと名付けたのであります。 

シャリー・プトラーには、バラモンの兄さんがおりました。「舎利仏」というのは、釈尊当時の

弟子達の代名詞のようなものだったのです。そういうわけで、「舎利子」とあるところは、「諸々

の弟子達よ」と言えばよいのですが、同時にそれは、ゴーダマ・シッタルダーが舎利仏に説かれた

神理、それが何であったかということも意味しているのです。 

そこで、「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舎利子」と、こう

なっています。「色は空に異ならず。空は色に異ならず。色は即ちこれ空である。空は即ちこれ色

である」二回も三回も同じことを言っているようであり、「あると思えば無いんだよ。無いと思え

ばあるんだよ」と言われる所以も分かるような気もします。ところが、これは決して不思議でもな

んでもないのです。 

これをつなげていきますと輪になります。色不異空－空不異色－色即是空－空即是色となり、続

いて、色不異空－空不異色－……となる。これは円になり、円になるということは、転生するとい

うことを意味しているのです。“色”というものは、色心不二である。“空”というのは、何もな

いのではなくて、我々の目に見えない世界のこと。“色”というのは、皆さんが色彩を通して全て

のものを感知する世界のこと。 

その色彩、我々自身の視覚の範囲というものは、本当は狭いものなのです。紫外線、赤外線、エ

ックス線、ガンマ線、ベータ線も、さらに、電波も見ることは出来ません。しかし存在しています。

我々の目に見えない世界の方が多いのです。 

しかし、昔の人達ですから、ここまで言うのが精一杯だったと思うのです。「目に見えるものは

皆“色”がある」と。色彩が目に映る。色があるから“色”でよろしいと。この“色”というもの

は、万生万物ということです。皆さんの肉体も“色”です。“色”は“空”に異ならず。 

“色”即ち現象の世界は、“空”即ち実在界と異ならず。異ならずということは、一体であると

いうこと。「“色”と“空”は一体だ」と書けばよかったのですが、いろいろ文学的に頭のいい人

達がいて、言い方を変えてかえって難しくしてしまったのです。“色”と“空”、この世とあの世

は別のものではないのだ、一体だということです。 
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ですから、お経というものは、否定してみたり、肯定してみたりしているうちに、なんだか分か

らなくなってしまって、分からないのがお経だなんていうことになり、何でも構わないからあげれ

ばいいんだよ、というようになってしまった訳ですね。 

そうすると、いつも私が説いているように、エネルギーというものと質量というものは不二一体

である、心の世界と肉体の世界というものは不二一体であるということになるのです。この理論が

原子爆弾の理論、平和利用されるエネルギーの根本原則になっているのです。 

目に見える世界、体で触れる世界、聞こえる世界、こうした三次元の世界が色の世界です。三次

元世界に対して、目に見えない世界、体で触れることの出来ない世界、聞こえない世界、それは四

次元以上の世界です。 

共産主義の世界は、物質の世界です。世の中は資本家と労働者の不断の闘争によって発展して行

くという理論の根拠は、全て物質中心だからです。そして、権力はいらないと言いながら、自分達

が権力者になって大衆を犠牲にしています。心というものがないから、今日の友は明日の裏切り者

になります。多くの人々はこういう物質的な見方だけで来ていたのです。 

我々の魂は永遠不滅です。肉体は無常なものです。我々は、今までこの肉体が絶対だと思ってい

た。しかし肉体舟はこの地上界に置いていかねばならない。持って帰れないのです。インドのお釈

迦様も持って帰れなかった。一定の時がくれば、誰でも皆さんはこの汚れた、人生体験をした肉体

舟は置いて帰らなければなりません。このように、“色”の世界は、目に映る世界は、一時として

今という時間を保存することが出来ない。 

だんだん、だんだん変わっています。それ故にこのような世界は無常なものです。そういう世界

を我々は“色”の世界と言い、その反対側というか、上の方というか、その世界を“空”と言いま

す。そこが実在の世界で、すぐ我々はこうして、あの世とこの世を転生輪廻して今この場にいるの

です。そして永遠の生命としてこの場所で魂の修行をし、自分の正しい生き方を暗中模索して、本

当の自分自身を発見しようとしているのです。 

一切の苦しみは、全て自分自身の思うことと行なうことがつくり出しているのです。それ故に、

その苦しみや悲しみの原因を取り除かない限り、また同じ苦しみを自分自身がつくり出してしまう

のです。 

ということになりますと、私達は常に正しい心の物差しを持って生活する以外にないはずです。

今、その物差しを得ようとして皆さんは生活しているのです。その物差しを得ようとして生活して

いったならば、経済的な、精神的などんな苦しみがあろうとも、自分を見つめてしっかり判断をし

て、その原因がどこにあったか、それをはっきり把握して、そして自分をより豊かな自分に完成さ

せて行くことが出来るはずです。 

神様は決して皆さんに罰など与えるものではないのです。我々がつくり出したスモッグによって

公害をつくり出していますが、神様が、お天道様が公害をつくっているのではないのです。我々の

心の中に、恨み、妬み、怒り、そしり、自分さえ良ければいいという自己保存、こういう自分本位

のものの考え方が一切の苦しみをつくっているのです。罰は、神様がつくるのではなく、自分自身

の心の在り方と行いの間違いがつくっているということです。 

自分の心が光明に満たされているならば、人間はそのような不調和な諸現象を引き起こすもので

はありません。皆さんは、まず今の自分をしっかりと見つめてみることです。そして自分の欠点を

直すことが出来るのは、己自身だということです。 

そして、皆さん自身が生まれて現在に至るまでつくり出してきた一切の曇りを、嘘のつけない善

なる心で一つ一つチエックし、「ああ、こういう間違いを犯した。こういうことを思った。こうい



349 

 

うことはここに原因があった」と、しっかりと自分の心の中を反省し、その間違いを修正したなら

ば、皆さんの心の中にあるところの偉大なるパラミタ、内在された偉大な智慧に、皆さんはスイッ

チを入れることが出来るようになります。 

その時に人生というものがいかに重大であり、いかに楽しいものであるか、目に映った一切の自

然現象は、神の偉大な贈り物だということを、皆さんは自覚することが出来るのです。まず皆さん

は、そのような神理をしっかりと会得し、自分の心の中の一切の曇りを晴らすために、勇気を持っ

て生活して欲しいと思います。 

 

【質疑応答】 

質問 脳軟化で亡くなった人の死後の運命は？ 

先生 脳軟化のままで亡くなったり、また、胃癌とか、肺癌とか、いろいろな病気で亡くなった

人は、その病気のままの意識を持ち、不調和な肉体を引きずったままで地獄界におります。そして、

自分が死んでいるにもかかわらず、まだ死んでいないのだと思っております。 

先日、ある地獄霊が、自分はすでに五年前に死んでいるにもかかわらず、自分の関係した兄弟達

に寄ってきて、「私は誰でしょうか」と言うのです。その人も、脳軟化症で死んだのだということ

でした。 

なぜ、その人が病気になったか、その原因を追究していくと、必ず、生前、この地球上が魂の修

行場だということを忘れて．物質的なものの判断、怒り、そしり、そして足ることを忘れ去った欲

望など、食べ物のことについても、生活のことについても同じことが言えますが、そのような結果

を引き起こしたということについて反省がないのです。 

神は私達人間に反省というチャンスを、慈悲を与えているのです。その反省を通して、なぜ自分

がそうなったのかよく振り返って反省してみて、その原因を取り除いた時に、病気から解放される

のです。 

たまたま先月、私の軍隊時代の学校の同期生が大学の先生をしておりまして、中学三年生の時に

亡くなった一人娘さんの霊を出しまして、その人の前で話をさせました。お母さんも大学の先生で

すが、教育のことについては徹底していまして、その娘さんは死んでもまだ、「試験に遅れてしま

う、友達に遅れる、私の病気は治るの、助けてください、私は死にたくない」と言っておりました。

あなたは死んでいるんだと言うと、死んでいないと言う。 

このように人間は、死んだその時の等速度運動というのを起こしてゆくのです。即身成仏できる

ような人達は、正しい心と行いの物差しを持って生活していた人達です。お経をあげたら即身成仏

できるなど、そういうことは絶対にありません。 

ですから、まず、その肉体的な現象を見て、その原因がどこにあるかを知ることが大事なのです。

脳軟化には、地獄霊がガバッと憑いていることがあります。自分自身の心と行いのあり方、家庭の

中において、外において、自分の欠点がどこにあったか、肉体と精神との両面から反省し、その原

因を取らなければ治らないということです。 

地獄霊に憑かれるということは、心が暗いということです。ゴキブリも暗い所に出ます。まずそ

ういう人達は、我が強く、自分の意見を通さないと気がすまない、怒りっぽい。それですから、自

分の心のあり方を直す。 
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その次に食生活を直していく。こうして心が明るくなれば、地獄霊には憑依されなくなります。

心と肉体と両面から治していくことが出来ます。脳軟化症で死んだ人々には、「心行」をよく読ん

であげて、そうして、以上のような事をよく反省してください、と教えてあげるのです。そうすれ

ば成仏します。 

 

質問 自分は、今なぜここにあるのでしょうか。 

先生 人間は、色心不二、色即是空の世界、実在の世界、「あの世」という四次元以降の世界か

ら出てきたのです。「自分はなぜ今ここにあるか」、それは、本来はそういうことは聞かなくても

分かっていなければならないのが本当なのです。ところが、今まで説明しましたように、自分の生

まれた環境、思想、習慣、そういうものを通して、その中で心にスモッグを作ってしまって、「般

若波羅蜜多」、内在された偉大な智慧の宝庫を自ら閉ざしてしまったから、分からなくなったので

す。 

お父さん、お母さんというのは、永い転生輪廻の中で友達であったり、親しい間柄であったり、

縁というものによって、多角的に結ばれていくわけです。親しい身近な兄弟達であるといろいろな

相談もでき、あるいは保証人になってくれというような相談も出来るでしょう。全然赤の他人だっ

たら、子供が就職するので保証人になってくれという相談も出来ないでしょう。何かの関係がない

と言えないはずです。 

そういうわけで、同じ家族になるというのは、みんな、過去世において縁のあった人達なのです。

あの世では、お互いが転生の秘密を全部知っております。ですから、あの時はこうだった、このと

きはこうだったと、お互いに対話というものがなされております。 

皆さんは、一人として地獄界から生まれてきている人はおりません。地獄界から生まれることは

絶対に出来ないのです。すべての人が天上界で心のスモッグを払い、神の子としての自覚を持って

出てきている人達です。我々は次元の違ったそのような世界で、縁というものによって結ばれてい

るのです。 

その縁を通して、「今度肉体を持つときにあなたがお父さんになってください、あなたがお母さ

んになってください」と、お願いをするのです。世の中には物好きもおりまして、「たとえ不義の

子でもいいんだ、その中で私はその疑問の中から悟りを開いて、自分自身を知って、多くの人を救

ってきます」、こう言って出て来る変わり者もいるのです。あるいは、「肉体的欠陥になってもい

いんです。肉体を持っておればなんとかなります。その肉体的欠陥を通して人生というものを悟っ

ていきます」という者もいるんです。 

そう言って皆さんがこの地上界に生まれてまいりますと、皆さんの意識はいったん沈んで、徐々

に上がってくるまで時間がかかります。その徐々に上がってくる過程で、生まれた環境、教育、思

想、習慣、そういうものを見習い、教えられ、表面に出て来るのはわずか一○％です。あとの九○％

は潜在しております。その中に、皆さんが転生輪廻のあらゆる人生において体験された智慧がある

のです。それを皆さんは忘れて、いつの間にかここまで来てしまったというわけです。皆さんが心

をきれいにして自己を確立してくると、はっきりとそのことを自覚することが出来るのです。 

このようにして、物質とエネルギーが共存しているように、皆さん自身の肉体舟の船頭さんは、

他人ではなくて己自身だということです。皆さんが眠っている時は、皆さんの肉体の船頭さんは降

りておりますから、大脳皮質は記憶しておりません。 

大脳皮質そのものがすべて記憶するのであったら、皆さんが眠っている時にそばで話したことを、

全部記憶しているはずです。それを記憶していないのはなぜでしょうか。それは大脳皮質が記憶し
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ているのではないからです。肉体舟の船頭さんである皆さんの心、魂が記憶しているからなのです。

こうして、我々自身というものは、本当の魂であり、舟は舟であり、眼や耳や口などは客観的に物

事を捉える道具なのです。 

氷を水の中に落とすと、一○％表面に出て、九○％は水の中に沈みます。それと同じように、我々

の個生命は、大宇宙を支配している意識の中へ落とせば、同じ結果になるのは当然のことです。 

神とは、大宇宙体を支配している意識です。我々は神の子として神の体を調和し、一人一人が豊

かな心を作る、これが我々に与えられている大きな人生の目的なのです。それを我々は忘れてしま

って、自分の五官だけを頼りにしていると、心の中の正しい法灯、光明に満たされた法灯というも

のを忘れてしまい、分からなくなって、五官を中心とした独りよがりの人生を送ってしまうのです。 

我々の心の中には、知性、理性、感情、本能があり、これらが法灯という宇宙の神理を物差しと

して生活していたならば、人間は誰しも偉大なるものであることを発見するのです。その時に、宇

宙は己自身だということを発見していくのです。 

皆さんの心が調和されていったならば、皆さんの住んでいる地球は手の中に入ってしまいます。

自分で地球を見ることが出来ます。自由自在に、過去、現在、未来を見ることが出来ます。その人

の心の領域が広くなっているからです。人間は誰しもその力を持っているのです。そうすると、我々

は皆神であり、神の子であるということが分かるのです。 

皆さんの体の細胞の一部分が不調和を起こすと、そこが吹き出物になり、どうにもならなくなれ

ばお医者さんに行って手術します。そこに住む神の子の人類、この人類の心の不調和は、その国の

環境に大きな歪みを作ります。天変地変はそこに住む人達の心の状態によって作り出されるのです。

この大宇宙は神の体であるから、そこに住む人達が暗い心になればなるほど神の光をさえぎり、そ

こに現象が起こってまいります。不調和な環境は、こうして天変地変の誘引になるということです。 

人類は皆兄弟です。そして今生まれている人達は、その時代の同期生です。それを、あなたと他

人とを分けているのは、この地球上だけの狭い見解です。人間は皆神の子であり、神と同根であり、

同根なるがゆえに、地獄界に堕ちた人達も、天上界にいる人達も、皆兄弟なのです。ただ地上界的

見解によって判断するから間違いを犯すのです。 

我々の心は同根です。同根なるがゆえに、自由自在に、地獄霊でも、イエス・キリストでも呼び

出して話をすることが出来るのです。我々は、偉大なる、肉体保全のための大自然という神の体の

中において、安定しているのです。これが、もし太陽がなかったらどういうことになるでしょう。

地球は一瞬にして凍ってしまいます。人類はこの大自然という環境に適した肉体を安泰に保ってい

るのです。それを我々は、神の心の現れである大自然の恵みに対して不平不満を持ってしまいます。 

我々は偶然にあったのではなく、すべての現象は、原因と結果の関係、因果の法則によって現象

化されるのです。ですから、あなたは今、偶然にここにあるんだと考えるのは、非常に無知だとい

うことになります。無知ということは知識がない、知識がないから実践がない、実践がないから智

慧がない、ということになります。もう少し神理をしっかり知って、頭ばかりでなく、実践してみ

てください。 

 

質問 自殺した子供は、やはり地獄界に行くのでしょうか。 

先生 夏であったのに、寒くて寒くてしょうがないというご婦人が、個人相談に来ました。寒い

寒いと言うので体温計で計らせてみたら、三六度四分で普通です。しかし本人が寒いと言っている

のは事実です。ひざ掛けを掛けても寒いと言うのです。 
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自分自身が親からもらった肉体を、自分で縮めていくということは非常に哀れなことです。かわ

いそうなことです。 

神様ということを言い、永遠の生命と言っているが、そういう中で動物霊や地獄霊に憑依されて

いる霊能者がおります。そういう霊能者の書いた本などを読んで、霊能狂、心霊狂になってしまっ

たら困ります。 

この地球上は、肉体がなかったらだめです。ところが動物霊や地獄霊に憑かれてしまうと、「死

んでも命はあるよ、死ぬことは少しも怖くないよ」などと耳元でささやきます。そうするとフラフ

ラッと自殺したくなるのです。 

あの世からこの世は見えるが、この世からあの世は見えません。そういう場合は、動物霊や地獄

霊が言っているのです。見えないために、神様が言っていると思ってしまうのです。 

神理を知らない子供が自殺していくということは、当然、地獄界へ行きます。死んで自分の家に

帰ってみても、今度はお父さん、お母さんと話が出来ない。ですから、そういう人達を救う方法は、

死んでしまったのだから仕方がないから、よく人生の目的と使命ということを悟らせて、早死にを

したことの罪を詫びさせ、行くべき道を導いてやることが大事です。 

 

質問 拝み屋さんに行けば、功徳がありますか。 

先生 ある政治家は、密教か何かの拝み屋へ定期的に行っているということです。そんなことを

やっていて日本の国が良くなるのであったら、とっくの昔に良くなっていますよ。 

田中さん（角栄：元総理大臣）自身もね、東京都内にある財産をみんな投げ出して、自民党で今

使っている資金も全部さらけ出して、この金をみな大衆のために使おうじゃないかと、こうやった

ら、社会党や共産党なんかどうということないですよ。それをしないで往生際が悪いからこんなこ

とになってしまう。 

あなたは慈悲魔にならないで、ちゃんとやってくださいよ。そうしていけば、手がしびれること

もないでしょう。あなたは気が小さいから、もっと心を広くして下さい。 

 

―完― 
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【躍進のための人づくり】 

1974-12-18 関西本部講演会 

一九七四年も余すところ、あと幾ばくもありません。今年の正月に躍進のための人づくりという

ことをテーマにして本年は一年やってまいりました。 

しかし、四月一九日に、まず最初、去年の二月頃から私たちの仲間が台湾に出ていることが分か

りましたために、意識で台湾の皆様に神理を説き始めまして、今年の四月一九日に初めて肉体を持

って行きました。 

その結果、今年の一○月には既に六○人からの心の窓を開く人々が出ました。その結果、私たち

の仲間が中華民国政府にこのような活動をする申請を致しましたところが、その申請書を読んでい

る内に、認可をおろす責任者の心の窓が開いてしまったのです。 

そのために中国では「中華民国ＣＳＡ」という名称の元に発足を致しました。すなわちＧＬＡブ

ラザーズ。それと全く月日を同じくして、地球の裏側のブラジルに「ＧＬＡ・ＤＣ・ＢＲＡＳＩＬ」

というグループができました。 

さらにまた一方は、アメリカ大陸の太平洋岸に、我々の仲間がロサンゼルスを中心として、神理

は説かれ始めました。 

そしてニューョークでは今度は「縁生の舟」を始めとして翻訳が完成致しました。来年早々には

アメリカに私の書いた本が広まっていくものと思います。 

英文の本ができますと、ョ－ロッパ方面から、一方においてまた中国方面にも、同じような読者

が増えてくることになっております。 

こうして関西本部も多くの人々が集まるようになり、人間というものの本当の尊厳が、価値観と

いうものがどういうものであるか、既設の宗教というものが長い年月の中に化石化してしまった、

そして、その他力本願の中から本当の人間の調和された道は発見することはできないんだ、という

ことは歴史が物語っているはずであります。 

私たちは二千五百有余年前に説かれた、インドのゴーダマ・シッタルダ、釈迦牟尼仏や、あるい

はイスラエルの地で説かれたところのイエス・キリストの真実の道、長い歴史の中に積もってしま

った塵や挨、化石化したところの仏教やキリスト教、このものの、我々は塵と挨を払いに来ている

だけであって、別に新しいことを言っている訳ではありません。 

こうして我々はまず基礎作りという前に、自分自身の思うことや行うこと、こういう想念と行為

というもの、しっかりと正さなければならないのだ、ということを、私は一年近く皆さんに説明し

てまいりました。 

それに対しての、具体的な一年間を振り返って考えて見ましょう。 

まず私たちは心を通して、一番大事な想念と行為の中に、我々の心を大きく分けますと、皆さん

は自分の心に嘘の付けない善我というものがある。それから一方においては偽りの我というものが

ある。この偽りの我というものが自分を狂わせているのだ。我というアートマンの中に、我という

ものの中には善我と偽我、皆さんの心の中には、自分自身に嘘の付けない心、真実の心、これが善

我です。 

己に嘘の付けない真実の心、この真実の心というものは、自分自身の心が内に向いている時です。

己の内の方向に向いている場合、内なる心、この内なる心というのは善我なのです。 
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皆さんがこの地上界へ肉体を持った時は、誰も善我なる豊かな丸い心だったのです。豊かな、豊

かな丸い心、この丸い心であった私たちは、心に段々、段々と歪みを作ってきた。 

それは生まれた環境や教育や思想や習慣、こういうものを通して私たちの心は徐々に外に向いて

いきます。 

外に向いた心、そして、自己を中心にした自己保存の心、欲望という自己保存の心、こういうも

のが実は偽我なのです。この偽我というものが皆さんの苦悩を作り出したのです。 

しかし、善我なる心は常に内なる心であり、豊かな丸い心であるが故に、悦びです。そして安ら

ぎです。 

偽我というのは、自分自身を全て中心にして、相手の心を考えない、自己保存の心、例えば形、

あるいはまた経済とか、あらゆる欲望、自分さえ良ければいいというものの考え方、これが実は苦

しみを作っているのです。 

善我なる心というのは大調和です。調和です。それは、なぜ調和が必要かというならば、まず、

皆さん自身の身体というものを通しても身体の調和が一つ狂ったならどのようになるでしょう。 

動物や植物や鉱物のエネルギーを吸収することについて、その吸収のアンバランスを来たしたな

らば、ビタミンのＢやＣやＤ、あるいはまた酢、それぞれミネラル、このバランスが崩れたときに

皆さんの肉体はアンバランスが来るのです。 

しかも自然界を見ますと、動物も植物も鉱物も単独で存在するものは一つもありません。お互い

に太陽を中心として七一パーセントからなるところの水圏、水、大洋の水、河川、湖沼、これが蒸

発されて地上界に慈雨を降らせ、植物がまた地下から水を吸収し、あるいは皆さんの吐いた二酸化

炭素、炭酸ガスを植物は吸収し、またこの植物が吸収されたものは皆さんの血や肉や骨に変わり、

こういう輪廻の中にすべてが大調和をしているということは否定できないのです。 

皆さんの生活は皆さんの思っていること、行っていることの行為を通し、みなさんはその人の性

格を評価するでしょう。心を評価するでしょう。と同じように、われわれは、神の心というのは、

自然そのものの姿の中にあるのです。なぜならば太陽は一秒間に莫大なエネルギーを地上界にダダ

で与えております。われわれの住む地球という環境も、神はダダで提供しています。 

そうなると神の心は慈悲と愛だということになります。慈悲と愛だということになります。この

慈悲と愛の姿こそ善我なる己自身なのです。 

しかし私たちはややもすると、自分自身の都合ばかりを考え、偽りだけの中に自分が存在してい

るかのごとく錯覚を起こしているのです。皆さん自身がこの地上界を去るときには、一切のこの地

上界にあるところの万生万物は無常なものであり、一つとして我々は持ち帰ることはできないので

す。 

善我なる皆さんの心は、全ての体験をしてこの地上界を去っていくのです、それゆえに偽りの我

は非常に物質的な、不安定な、固体的な、現象の中に存在するのです。そのために、皆さん自身の

心の状態の振動は非常に不調和なものなのです。心の中におけるところの振動すなわち波動は粗く、

不調和なものなのです。この不調和の中から苦悩が生まれてくるのです。 

それは常に内なる心を忘れて外に向いて自分自身の苦しみを作り出しているからです。しかもま

た善我なる心は非常に波動が調和され精妙です。精妙なるがゆえに皆さんは神の心と通じ、安らぎ

を得ることができるのです。 
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この地上界という環境は最も固体的で、しかもまた振動数の粗い世界なのです。この振動数の粗

い世界であり、皆さん自身の肉体細胞も六十兆からなる一つ一つの細胞が総て振動をし、そして息

づいているのです。もし振動がないとしたならばこの白墨（ハクボク）と同じ様に生きてはおりま

せん。こういうものを不動的な生命といいます。不動生命、こういう動かない生命というものは風

化作用以外にないのです。 

一つ一つのものは現実において動いてはおらない。我々の細胞は新陳代謝をしながら常に古きも

のから新しいものへ進化しておるのです。そういう振動の波動と、みなさんの真なる、内なる、真

我なる心の波動の不調和が、真の神の子としての自覚を失わしめているといっても過言ではないの

です。 

そこでみなさんは善我なる心を禅定という姿によって、皆さんは自分自身の肉体、心の調和を計

るでしょう。そして自分の思っていることや行っていることを、思うことそして行い、こういうも

のを正しいという、偏らない中道の道を根本として、皆さんが一つの判断を下せれば良いのです。

これが法なのです。 

この法というものが我々は分からなくなってしまった。自分に都合の良い偽我なるものをあたか

も真実のごとく私たちは錯覚をしているのです。我々の説く法は不変的であり、時代の新旧によっ

て変わるものではないのです。太陽が東から西に沈むように、川の流れは高きより低きに流れるよ

うに、地球の自転公転と同じ様に、不変的で、人間自身が変えることのできないものが法なのです。 

これを仏教では、諸法は無我と教えております。諸法というあらゆる人間の思うこと、行うこと

の基本になるべき真実なものは人間の我が入らないものだといっております。 

諸法は無我である。即ち宇宙の真理というものは、人間の知や意によって汚すことのできないも

のなのです。なぜならば自然の姿そのものは神の心の表れだからなのです。神の心の表れなるがゆ

えに、無我なのです。人間自身の自我が入らないのです。 

ところが現代の仏教やキリスト教を御覧なさい。自我の塊です。しかも他力本願です。神はわれ

われ人類の生存できる環境を無償で提供しているのです。無償で提供しているという事実は本当の

慈悲であり愛の姿です。神の与えるこの慈悲に対して、われわれは行為として愛の行為が必要にな

ってきます。 

自然はこのように人間自身の、ものを考える知識だけで判断させようとはしておらないのです。

諸法が無我でないために、あらゆる思想が生まれてくるのです。思想です。この思想というものを、

みなさん良く考えてください。 

まず人間が長い歴史の中に作り出したるところの資本主義の世界を御覧なさい、すべての基準は

物質と経済、お金です。相手の会社を乗っ取ってしまうこともできます。金の力で。現に行われて

いるではありませんか。 

一方において、社会主義の根本法則であるところのマルクス主義はどうでしょうか。常に下部 

層と上部層、資本家と労働者、この中で、闘争の中に文明は発達していくんだと教えております。 

闘争と破壊の中に文明が発達していくというものの考え方は、果たして諸法が無我でありましょ

うか、諸法は有我なのです。 

彼ら自身、自分の知識だけでものを判断して、そしてそれが正しいものだと錯覚を起こしている

のです。人間は内なる心、外なる心、即ち、善我と偽我がお互いに同居している。思想はほとんど

がこちらの方の偽りの我が多いのです。 
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そうしますと、みなさんがまずここで疑問を持たなければならないことは、我々は今肉体を持っ

ている。肉体と共に船頭さんが居るという仏教の言葉「色心不二」という言葉です。 

皆さんは今肉体の舟と船頭さんと同居している。資本主義や社会主義のものの考え方のイデオロ

ギーは、すべてがこちら（肉体の舟）の世界です。物質の世界です。どこに人間の心があるでしょ

う。 

皆さんはもしマルクス主義が正しいとしたならば、我々は文明のための人類なのでしょうか。文

明が良くなることによって人間が救われるのでしょうか。人間のための文明でなければならないは

ずなのに、闘争と破壊の中に本当の大調和があるのでしょうか。 

それを原因と結果の法則について考えてみましょう。武力によって権力者を倒したとする。一時

倒したかのごとく思っても、それは人間の肉体的行動の制約にしか過ぎないのです。内なる心の善

我は自由自在であり、われわれの心の中まで武力やあるいは暴力は通じないということを皆さんは

一番よく知っているでしょう。もしこれを武力や権力で支配したとしたところで、その権力者がや

がてまた滅ぼされて、人間本来あるところの自由なる心が芽生えてきたならば、統制が取れるでし

ょう。 

なぜならば心の中にある不満はいつか行動によって現されてくるからなのです。我々は内なる心

の中から沸き出でてくるものは人間の暴力や或いは権力によって支配することができないからなの

です。それが神の子の証なのです。 

肉体舟の五官を通し、いかに思想を植えつけたところで人間はみな神の子であり、心の内なるも

のの中には善我なる真実のものを持っているからなのです。 

そうなるとやはり現代社会の思想がお互いに権力や金の力、こういうもので行われている限りは、

現代社会におけるところの闘争と破壊は続いていくのです。そして闘争と破壊なるが故に自らの首

を締め合ってしまうのです。愚かしいことです。 

 我々は物質文明のために人類があるのではないのです。人類があればこそ物質文明があるので

す。その物質文明をいかに多くの人々の大調和の中に生かされるかということが大事なのです。 

こうなってきますと我々の思想そのものも善と悪のはっきりした見解が出てくるはずです。現代

社会におけるところの労使の争いは年がら年中です。せっかく値上がりしたと思ったら、物価は吊

り上げられる、また上げる、これは資本主義の本性です。どこに安住があるのですか。 

我々は現代社会の思想の間違いというものを考え直さなければならない時が来ているようです。 

正法というものはそういうものではありません．人間の心を中心としたものだからです。 

資本主義も社会主義も、人間性の真実の心の尊厳はありません。 

また、生活そのものも同じことが言えるでしょう。学問、学問、勉強、勉強。勉強さえすれば社

会的地位は約束される。これは知識の塊であって、却って文明が発達するにしたがって、人間自身

何か満ち足らないものが生じ、ノイローゼ、気違い、不調和な家庭が生まれてくるのはなぜでしょ

うか。それは、知識だけだからなのです。頭の中のゲームをしているからなのです。 

そこで善我なる心は実践というものがあってこそ初めて生まれてくるのです。実践です。生活の

中に生かされた実践行為によってこそ、皆さん自身の得た知識は智慧と変わるのです。ということ

は現代社会の多くの人々はこの智慧が足りないのです。この智慧というものを作り出さなければな

らないのです。 
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一方において偽我の方は自分の頭の中のゲームですから疲れます。不調和な環境が生まれてきま

す。これは欲望の制御装置が無いために、文明の発達に従って、我々の生活環境を破壊していく姿

を見れば分かるでしょう。 

公害問題です。公害は人間の肉体を不調和にさせるけれども、間違った一つの思想は人間の心ま

で狂わせてしまうのです。 

我々は心を狂わされるような宗教も間違った思想も、我々は自らの内なる心の中では皆知ってい

るのです。皆さんは長い転生輪廻を繰り返して現在あるのです。 

皆さんの内なる心の中には、永遠の生命として、偉大なる智慧を、皆さんは誰も持っているので

す。その智慧を自らして湧現することが、ただ出来ないだけなのです。それは実践がないからなの

です。そのときに皆さんは心の窓が開かれて、永遠の生命としての今の人間としての価値観を皆さ

んは自らして知ることができるのです。 

それは難しい我々の生活の中にあるのではなく、一秒一秒の思うことと行うことの正しい判断と

行動の中にあるのです。こうしていかない限りは、我々は知識の塊だけであって、智慧の無い苦し

み、苦悩の人生を送っていくことになるのです。 

人間はお金がすべてだと思った。しかし、そのお金がその人を満たした時にその人は本当に喜び

を感じるのでしょうか。それは瞬間的なものにしか過ぎないのです。時が経つと、またその欲望は

大きく、それを満たそうとして、段々拡がって、苦しみは大きく自分自身を転回させていくものな

のです。 

人間は常に自分自身に足ることを忘れ去ったときから、自らして苦悩に束縛されていくというこ

とになります。それゆえに我々は常に万生万物はお互いに相互関係の中に安定しているのだという

自然の姿を見たときに、自分さえ良ければいいじゃなく、相手も在って自分も在るんなら相手も愛

することなのです。そして相手の足りないところを手助けしてやることです。お互いに持ちつ持た

れつの中に世の中の調和があるのです。 

ここに我々は自分さえ良ければいいという自己保存が、却って苦しみを作り出すという結果にな

ります。人間の本当の幸せというものは．健全なる精神と健全なる肉体と健全なる経済という問題、

この経済は長い歴史の中に人間が作り出してしまった一つのカルマなのです。 

この経済の中には衣食住というこの三つが調和されなければならないのです。すなわち、健全な

る精神と健全なる肉体と衣・食・住というこの五つのものが大調和されたならば、世の中はユート

ピアへ通じていくのです。ところがそれが偏っているのはどういう訳でしょうか。それは人々が真

の大調和そのものを知っていないからなのです。 

その苦しみから解放されようとして、私たちの多くは宗教や哲学に求めます。ところが哲学自身

は我々は難しくて分からない。難しい文句の羅列です。その言葉を理解するだけでも苦しいもので

す。仏教はどうでしょう。仏教も難しい言葉になってしまっております。仏教哲学という哲学に成

り下がっております。 

ここで我々は考えなければいけません。インドの二千五百有余年前におけるところのゴーダマ・

シッタルダー、釈迦牟尼仏は、当時シュドラーという奴隷階級を始めとして、上はバラモンに至る

まで、無学文盲の大衆の前で今日本にあるところの難しい仏教哲学を教えて、果たして理解するこ

とができたでしょうか。 

皆さんは少なからず中等教育以上、否、大学の勉強もしている人もこの中にはいっぱい居ます。

そういう人ですら、難しい仏法哲学とやらいうものを本当に理解している人がいますか。 
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もし居るとしたらその人は悟っている人です。そうすれば自ら皆さんの頭からちゃんと後光が出

て、しっかり私の目で捉えることができます。悟っていない証拠にはそのような後光が出ていない

事実で分かります。そうなりますと我々はやはり哲学の中にあるのではないのです。 

インドのゴーダマ・シッタルダーが説かれた仏教は、最も分かり易い日常生活を通して、「人間

はかく在るべし、このように思うことです、このように行うことですよ」、分かり易く説明したも

のなのです。それが中国を渡り日本へ来る二千五百有余年前についに我々はその長い歴史が哲学化

されてしまったのです。 

じゃあその原因はどこにあるのか。頭だけの一方通行であって実践がなかったのです。その実践

は山の中に入って滝に打たれたり、厳しい肉体行をすることにあると錯覚を起こしているだけなの

です。そりゃ肉体行もいいです、色心不二ですから。肉体を健全にするためには滝に打たれるのも

いいでしょう。 

下で滝に打たれて上から落っこちてきて脳細胞ががたついているときに不調和な霊がまたおかし

くして、そこに新しい宗教を生んでいくのです。「我こそは何々の神だ」「我こそは何々の大神だ」

人間は弱いですからついそれを信ずる。そして厳しい肉体行をする。そのうちに二千六百何十年前

から続いている拝火教のなごりである、護摩を焚いて一生懸命にやれば神様に救われて因縁が切れ

るんだと。そういう古臭いものまで新しく変わってきたようにやるんです。我々はそういうものを

信じてはならんのです。 

もし拝火教が正しいならば、皆さんが生まれてきた時に護摩を焚いておったでしょう。或いはま

た曼荼羅が本当に正しかったならば生まれてくる時に皆さんの身体に曼荼羅をぶら下げてきたはず

です。 

真に南無妙法蓮華経が正しいならば、生まれてきた時に皆さんは南無妙法蓮華経と泣いてきたで

しょう。しかしこの中で泣いた人は誰も居ないと思います。やはり南無妙法蓮華経も人間の心と行

いのあり方はかく在るべしと説いたものなのです。 

それが我々は難しい言葉になってしまって南無阿弥陀仏もまた同じです。日本語で翻訳しておっ

たら、「阿弥陀様に帰依します、阿弥陀様に帰依します」これじゃ語呂が悪い、インドの言葉にす

れば、「ナムアメダボ、ナムアメダボ、ナムアメダボ……」これはやりいいんです。知らぬが仏と

いうやつですね。 

我々は阿弥陀様に帰依するなら、帰依する神理、すなわち法というものと、諸法無我の法という

ものと実践がつきものなのです。 

表裏一体です。知識の塊にしたときから人間は、人間の知識が知識の中に段々と広がっていって

難しくしてしまった。分からないから難しくするのです。分かっていたら簡単なのです。 

ですからある有名なお坊さんが「お前の書いてあるものは常識だ、仏教はもっと深遠なものだ」

というんです。「だが貴方は行っていますか」って手紙を出したんです。行っていれば貴方は本当

のことが分かるでしょう、分からないということは行っていないからです。人間は難しい哲学用語

やそんなものは学者に任せればいいんです。 

しかし、我々はもう任せる時期ではないということを知らなくてはいけません。自分自身が行う

ことです。その法というものが皆さんの毎日の生活の中にあるのです。 

偏らない中道という八つの道、人と話をするのに自分を中心にして自我のままに考えたら、相手

が善意で言っても悪意に、我々は判断する場合が多いのです。 
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人が忠告をしたならば、その忠告がいったい何のために、そしてなぜ言われなければならないの

か、それを皆さんが冷静に心を空のままに、丸くしたままで、感情を入れないで、皆さんが聞いた

らどういうことになりますか。 

「ハハァ、これは私のために言っているんだな」 

たとえ相手が中傷をしても「あぁその通りだ、注意してくださってありがとう」という言葉が返

らなければいけないはずです。そしたらここに争いがありますか。 

ところが日本人の悪い癖で、悪いことを言われたら途端に次の準備を構えていますね。そういう

ことはあたかも立派な如く錯覚を起こしているのです。 

言われたら我々は「どうして、何故、その原因は」これを追究していったときに皆さんは自分の

本当のものが分かるはずです。 

こうして私たちは、まず自分自身の聞いた問題を正しく判断する。ところが大体自己が中心にな

って自己保存しておりますと、人から言われたことについ感情的になってしまったり、相手を卑下

したりバカにしたり、自己というものだけを中心に出してしまっていく。やっぱりこれは苦しみで

す。 

そこで争わなくてもいいものを争ってしまう‐もしそういう中傷に対して自分自身が真実ではな

かったならばもう一度聴いてみることです。相手が感情的に言っているかもしれません。そして相

手が理解できなかったら、相手が理解するまで待てばいいのです。急速に解決しようとするところ

にやはり争いが起こるのです。そして大抵心の中に詰め込んでしまう。詰めるとイライラが始まる。

言っても無駄よ、ということになるのです。それがそもそもノイローゼの始まりです。段々自分の

心の中にどんどん、どんどんと不調和なものを詰め込んでしまう。 

今の若い人たちは勉強、勉強、勉強で本当の情緒というものがなくなっていく。英語や数学や物

理や化学さえできればいいんだというものの考え方が人間性を失わせて、本当の人間の価値観とい

うものを忘れさせてしまっているのです。 

それゆえに我々はそういうものではなく、あくまでも学問は知識を豊かにするものであって、そ

の知識を得て生活の中に活かした時に、初めて智慧に変わっていくということを忘れているのです。

豊かさがなくなってしまったのです。また見ることも同じ事、聞くこと、語ることもまた同じ事で

す。 

我々はこの中に現代社会の人々は非常にその面から通して報恩と感謝ということもありません。

自分さえ良ければいいんだというエゴがあたかも自由が如く錯覚を起こしているのです。 

文明がここまで発達したこの日本国民が、させた日本人が、諸外国に行って悪いことをする。人

殺しまでしているではありませんか。こういうのが本当の文明国の教育でしょうか。 

我々は文明の奴隷になっているのではないでしょうか。我々は文明の奴隷から開放することです。

そして豊かな人間性を作ることです。そして人々が本当に調和された安らぎのある環境を作ってい

くのはやはり中道以外にないのです。 

今の日本の国会のように、与党と野党が争いと闘争の中で、何で国が良くなるのでしょうか。お

互いに知恵を出し合って、本当に一億国民のことを考えたならば、彼らは全て裸になることです。

そしてお互いに党利党略ではなく、日本人のために、社会人類のために、彼らがその指導を遂行し

たならば、インフレもなくなるのです。 
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それを一つの国会で闘争と破壊の阿修羅界を展開されている国が、何で調和が生まれてくるでし

ょうか。 

皆さんの家だってそうです。家庭の中にご夫婦がお互いに争い、子供が言うことを聞かない、こ

れで家の中が調和できますか。 

もっと小さく、自分の心の中がいつも格闘をしておって、自分の平和がありますか。 

己自身の心の調和があってこそ、自分自身の平和があるはずです。更にまた家の中の、家庭の中

の、お互いに親子、子供の対話と調和があってこそ、家庭の円満があるはずです。 

一国家だって同じです。それが国会を見ていると喧嘩をしています。我々はああいうものを早く

選ばないようにしたいものです。 

特定の宗教家たちも結社を作って国会で粗探しをしています。そんなものはくそくらえでありま

す。本当の天上界の姿ではないのです。 

人間自身はお互いに対等・平等の中に、大調和された環境を作っていくためには、心のルールと

いうものを知らなければならないのです。現代社会において法律はあくまでも、人間の行動という

ものに対する社会秩序を保つための法律があります。これは人間の知識が作った法律であります。

しかしその法律ですら、人間は勝手に犯すではありませんか。 

しかし我々は、本当の心の法則というものを、我々は最も大事にしなければならないのです。イ

エスの教えも釈迦の教えも、その心と行いの法則を説いているものなのです。 

それが諸法無我という、人間の我の入らない、全て平等な真実の神理を、我々は本来誰も心の中

にあるのです。それが皆さんの善我なのです。神の子の証なのです。その善我を我々はもう一度自

分自身でしっかりと把握して、自己完成をしていくことが大事ではないでしょうか。 

その時に我々は病気をしたり、精神的な苦しみ、経済的な苦しみ、このような苦悩というものの

原因を、私たちは自分自身で探し出すことが出来るのです。決して他力本願の中に道が開かれてい

るのではないのです。 

太陽の光・熱と同じように、神は全ての慈悲を我々万生万物のために無償で提供しているのです。

取らないのは我々人間です。 

それを拝めば取れるんだ、とんでもない話しです。取ることです。自分自身が実践することなの

です。その結果、人間の道は開かれていくのです。いま特に、アメリカや日本で必要なことは人間

損失、そして我々は物質文明におぼれていることです。そして人間の価値観を知ることなのです。 

永遠の生命として我々は今、恵まれた物質文明の中にある。それだけに人間本来の心の尊厳を知

り、そして今我々は置かれているその環境は、あくまでも皆さん自身の魂を豊かにする、今学修の

場にいるということを知らなくてはならないのです。 

その学修の場において、如何に自分の豊かな思いと行為によって、より神の体であるこの地上界

をユートピアに近づけたかということが、皆さんの人生におけるところの目的と使命なのです。 

それをいたずらに、目先の物質文明に翻弄されて己を失う愚かさは、我々自身はもはや卒業しな

ければならない時に来ているのです。そして人間同士がお互いに皆兄弟だということを、我々は自

らして自覚しなければならないのです。 
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私はちょうど三月の二四日から中国へ行きました。彼らは既に四月から私が行きまして、六○人

近くの人々が、中には、判事さんあるいはまた弁護士、大学の教授、お医者、いろいろの各層にわ

たっております。実業家もおります。 

そういう人たちが心の窓を開いたときに、海の隔たりもなく、国境もなく、人類は皆兄弟だとい

うことを彼らも知りました。 

言葉の壁もなく、かつて昔の古代の言葉で、あの時はこうだった、この時はああだった、彼らは

自分の心の窓を開いております。 

初めて口の先では人類は兄弟だといいながらも、異国人だといいながらも、心の中に転生を通し

て共通したところのものは、それを開いたときに実感としてその事実を体験することができるので

す 

彼らは一週間の間、神理を聞き、そして彼ら自身は、自分自身の自覚を知り、「私たちはやがて

香港にマカオに、大陸に、武力ではなく、心の法灯を灯して、我々はそれをしなければならないの

だ」と言っておりました。 

一週間共にし、あの台北の飛行場から帰るときには九つになるお子さんも心の窓を開いておりま

す。その小さい子供たちまでが涙を流し、そして自分のかわいい子供たちと別れる辛さ、そしてあ

の台北の飛行場の警察の責任者、所長、一緒にみんな送ってくれましたが、我々の仲間がみんな涙

を流している時に、彼も異様な感じを侍ったでしょう。たとえ親子兄弟が遠くに行っても涙が出な

いものを、なぜ赤の他人の日本人と中国人という、しかも海を隔てているところの人たちが、なぜ

涙を流したのでしょうか。 

それは皆さんの心の中にも同じように永遠の転生が記録されているのです。我々は縁生によって

集まっているのです。その縁生の中にそれぞれその時、その国で、皆さんの心の中の善我なる、内

なる心には、永遠の生命としての真実のものを皆さんは知っているからなのです。 

その真実のものを彼らはひも解いたときに同じ仲間である、兄弟であるということを、悟ってい

くからなのです。 

それは難しい哲学の中にあるのではありません。日常生活の中に、正しく皆さんが生きた生活行

為の中に、出てくるということを知らなくてはならないのです。 

我々の修行は明日あるのではなく、いま一秒一秒の積み重ねの中にあるのです。神は私たちに、

盲目の人生なるが故に、善我偽我のミックスされたこの地上界なるが故に、神は私たちに反省とい

うチャンスを与えているのです。 

反省というチャンス、止観というとどまって見るというチャンスは、万物の霊長に与えられたる

ところの神の慈悲なのです。盲目なるが故に間違いも起こそう、その間違いを修正するチャンスを

与えているのです。 

皆さんは自分自身の心の中を紐解いて、思ったこと行ったことの一つ一つを、正しい心の基準に

よってそれを修正し、間違いは素直に認め、それを自分自身が二度と起こさないように、皆さんが

実践行為をしたときに、皆さんの心の中の曇りは晴れていくのです。その曇りは、よりまた自分の

魂を豊かにする一つの土台になる、あるいは糧になるかもしれないのです。 

我々は過ぎ去ったことにくよくよせず、敢然とそのものに立ち向かって、善我なる心のままに自

分をしっかりと見つめることが、本来は人生を豊かにする大きな糧なのです。 
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しかし我々は、「過ちを改むるに、はばかる事なかれ」という諺があります。人間なるが故に間

違いも起こそう、恨みもしよう、怒りもしよう。それを通して、皆さんはそれを土台として自分自

身をより豊かに間違いを修正していったときに、皆さんはまた一歩前進していくのです。暗中模索

の中から、我々は悲しみや苦しみを体験し、そしてその中から豊かになっていくのです。 

経済的に困難を来している人々も、自ら望み、その厳しい環境の中で逃れることなく、その原因

と結果をよく追求し、その苦しみから逃れていく、それを体験するのも人生なのです。 

皆さんの偉大なる魂は、長い転生輪廻の中に、或る時は王様として、権力の上にあぐらをかき、

優雅な生活を送った体験を持っている人たちも多いのです。 

あるいは奈落の底で、貧民やあるいはまた奴隷の階級の中で厳しい人生を体験し心を豊かにした

人もいるのです。 

人間は、商売や生まれた環境や、その様なものによって、人間の価値が決まるものではないので

す。 

たとえ厳しい環境の中に居っても、それを己自身がそれに良く耐え、そして自分自身を磨いた人

たちには、ちゃんと立派に天上界の指導者として帰っている人たちもいるのです。 

ややもすると、現代宗教の間違った人たちの批判は、貧乏をしていると、過去世に悪いことをし

たからだ、だからおまえさんはそのように苦しんでいるんだという間違った批判をします。とんで

もないことです。 

あの世ではこの地上界におけるところの、お金とか、地位とか、財産、こんなものはひとつも関

係ないのです。 

みなさん、よく考えてみてください。 

みなさんがこの世を去るときに、お金や地位や名誉、全てのものを差し引いたら何が残るのです

か。皆さんの思っていることと、行っていることに対する集約されたものしか残らないのです。 

いわんや指導者であるならば、指導者はそれ以上の豊かな心と行動力というものがなかったなら

ば、それは却って小さな心を作って帰ることになるのです。 

上に立つ指導者は指導者なるが故に、己の心を正しく律した生活行為、その積み重ねの中にまた、

指導者は指導者としての大きな心を作っていくものなのです。 

それ故に、上に立てば立つほど、修行の過程が厳しいということを知らなければなりません。そ

れだけに自然は、「実るほどに頭を下げる稲穂かな」と教えております。自分自身がより大きくな

ればなるほど、謙虚さを忘れてはなりません。 

自分を振り返り、そして自分自身がその役職や或いはまた自分の地位・名誉の上にあぐらをかく

ことなく、慈悲の心を持ち、そして愛を施す行為が必要になってくるのです。 

ところが現代社会では逆です。上になれはなるほど、増上慢になればなるほど立派だとされてい

ます、とんでもないことです。 

そういう人たちはもう一度地獄に行って体験をする、あるいは生きているうちに地獄を体験して

いるかもしれません。 
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我々は地獄に行くのが恐ろしいのではなく、我々は現代、生活行為の中に自分の魂を豊かにする

ための一つの過程なのです。人間は万物の霊長として、たとえ地獄に堕ちようともいつの日かは天

上界へ帰ることになっているのです。 

それが長いか短いかの問題です。あらゆる苦楽を体験し、その中で皆さん自身が、己自身の豊か

な神なる心．真我なる、善我な己自身を発見していく、そういう体験行為の中に皆さん自身の前進

があるのだということを知らなくてはいけません。 

仏教というものも本来はそのような道を説いたものです。ところが現代の仏教は他力本願であり、

亡くなった先祖を供養することが仏教のごとく錯覚を起こしております。 

今から二千五百四十七年前にクシナガラの土地をゴーダマ・シッタルダ、釈迦牟尼仏が去る時に

は、まず、アナンといわれる弟子から、「ブッダはこの地上界を去って行く、私たちはどのように

して何を頼りにしたら良いのでしょうか」ということを聞いたのです。 

それをゴーダマ・シッタルダはこのように答えています。 

「四十五年間私の説いた法はそなた達の心の中にあるであろう。頼りとするものは法である。人

間の思うこと、行うこと、この根本法則というものを、おまえたちは心の中にしっかりと持って生

活することだ。法を頼りにし、人を頼りにしてはならん」と言っているのです。 

すなわち皆さんの神の子としての人格、皆さん自身が正しい心の基準を、思うこと、行うことの

中に実践することだと、そして「そなたたちは四十五年間説いたこの真実を迷える人々に教えるの

だ、法を説くのだ」といってこの世を去っています。 

「亡骸というものは、ウパシカ、ウパサカ、亡くなった人たち、その遺体はそのような人たちが

供養するだろう、お前たちはそのようなものにタッチしてはならん」 

それがいつの間にか仏教は、身近な肉親が死んだのをお祀りすることが、あたかもの如くに錯覚

を起こされております。 

戒名などというものもまた同じことです。戒名というものも本来は当時、ゴーダマ・シッタルダ

釈迦牟尼仏の弟子になり、今までの自分自身の俗名を捨てて、自分の心と行いを生まれ変わったと

いうところで、自分の全てを捨て、名前を改めたのが戒名なのです。 

ところが現代の仏教は、亡くなってからお金の多寡によって冥土の沙汰も違ってくるというよう

に変わりました。これもとんでもない間違いです。 

しかし、先祖に対する供養ということは、今頂いた肉体が在る以上は、育ててもらった以上は、

我々は肉体先祖が在ればこそ今在るのです。それに対する感謝の心は、まず、先祖に対して一番の

供養は、皆さんは健全なる肉体を持つことなのです。そして、健全なる精神、家庭の中を常に経済

が安定し、明るい笑い声の立った環境を作ることです。これが一番の先祖供養です。 

ところが、現在の先祖供養は違っちゃいます。先祖さんにいろいろ大きな仏壇を作って、戒名を

一杯いろいろと付けて、そして、線香を上げて、水を上げて、お灯明を上げること、そして南無阿

弥陀仏、南無妙法蓮華経を上げることが供養だと思っている、とんでもない間違いです。 

それは生きている人間が実行することです。 

お水というものも、あるいはまた、お塩というものも、これは総て人間に神との対話のチャンス

として、心の調和を教えているのです。 
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水自身も偏らない中道という中和の姿を、塩もまた両極端のものを離れた中和ということを、中

道、中和ということを教えているのです。 

それは皆さん自身の合掌も同じことが言えるのです。 

合掌というものも、自分自身の肉体の両極端を離して、自分の心の中心に持ってくる、思ってい

ること、行っていることの極端を捨てて、中道の道に持ってくる、心の状態をそのように合わせた

時に神との対話があるのだと教えているのです。これが合掌です。 

それを合掌しながら、人の悪口を言ったり、傍で子どもがうるさいと叱りつけて拝んでおったり、

そんな無駄なことをするのは愚かしいことです。そんなのは知識だけの問題です。智慧のない人達

と言うのです。 

こうして真の信仰というものは、総てが大調和という偏らない中道の道を根本として生活するこ

とが本当の信心です。そして、善我のままの人生を送る、偽りを捨て、善我なるままの勇気ある人

生を送ることです。 

難しいことではないのです。私がちょうど昭和四十三年十月頃に、いろいろと自分の疑問点を書

き始めました。その時に私の指導霊といわれるところのワン・ツー・スリーといわれる方は、私の

傍から離れずに全部教えてくれました。 

その時に三体制理論というものと、同時に自然界というもの、人間の身体との相互関係というも

のを教えてくれました。そして、その中に、「我今見聞し 正法に帰依することを得たり 広大な

る宇宙体は 万生万物の根源にして 万生万物相互の作用に……」このような一つの心行というも

のを書き終わりました。 

その時に、ワン・ツー・スリーといわれる方、あるいはフォアイシン・フォアイ・シンフォと言

われる大指導霊達が「お前の書いたこれだけのものなんだよ。それをみんな難しくしている。難し

いものではないんだ。人間は自分自身が偽りの我があるために難しくしているんだよ。人間はただ

正しく偏らない中道の道を、自分の心の中から燃え上がってくるところの偽りの我をつぶして、そ

して善我のままに生きることが、本当の人間の道なんだよ。それができないのが人間なんだ。末法

となったのも、それができずに人間の作りだしたるところの物質文明の奴隷になっているために、

自分自身の本当の神の子なる真実を人間は自らして忘れているだけなんだ。これだけなんだ」と言

われました。 

皆さん自身も本当に信心深い人というのは、決して神様やあるいはまたお寺様を祀るだけではな

く、正しく偏らない中道の道を持って、勇気と智慧と努力によって自分の善我なるままの人生を送

ることだということです。これが私の今年一年皆さんにご説明してきたことなのです。 

そして、禅定というものもまた・・・（中略）。 

その結果、神との対話があるのです。皆さんは皆、神の子なのです。それは皆さんの心がきれい

になってくると、必ず後光が出て、そしてその後光はどんどん、どんどん、どんどん大きくなって、

これは皆さんのあの世へ帰る肉体であると同時に、皆さんの本当の自分です。 

この後光が心を調和させていると、どんどん、どんどん、光子体は大きくなっていく、大きくな

っていくに従って、この地球の総てのものが自分の眼の下に見えるようになります。更に大きくな

っていくと、地球がいつの日か自分の身体の中の小さな細胞のようになっていきます。自分が大宇

宙だということを皆さんは発見するのです。 
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一旦、自分自身の身体の小さな細胞である地球という場に肉体を持っちゃうと自分が分からなく

なるところに、また不可思議なものがあるのです。それは色心不二という神の身体、この神の身体

を我々の心と心の大調和によってこそ、実践によってこそ、平和なユートピアができれば、地球は

安定してくるのです。神の身体の細胞は調和できるのです。 

そういう環境を通して我々は自分の魂を磨き、同時に神の身体を大調和させ、やがて我々はこの

地上界を去り、地上界が調和されればまた他の天体へと、永遠の生命を我々は体験していく万物の

霊長なのです。 

そして一人ひとりが皆神の子であり、偉大なる力を持った者達なのです。それの一番根本が慈悲

と愛なのです。その慈悲と愛は地獄に堕ちているところの魔王や地獄霊達を救う一つの唯一の道な

のです。他人を怒ったり、謗ったり、妬んだりした中から湧いてくるのではないのです。 

それは皆さんの外なる心の中に、不調和な波動が苦しみを作り出し、そういう地獄界の囁きを自

分が聞いてしまうのです。毎日の生活の中で、常に心をこのように自分の波動を調和させ、そして

禅定をする、こういう生活を皆さんが生活に生かしてみてください。 

その結果が全く私と同じ意見になるのです。それは皆さんの心の中には永遠の生命の中でそうい

う体験を誰もしているのです。 

末法という物質文明の真っ只中に我々は肉体を持ったために、そういう偉大なる、真我なる善我、

己自分を皆さんは忘れているだけだということです。 

それゆえに皆さん自身も来年は一つ、自己完成ということ、自分自身に勇気を持って、自分をし

っかり見つめて、そして自分が苦しければ苦しいなりに、その苦しい原因がどこにあったか、肉体

的不調和ならその不調和な原因はどこに根があったか、これを除かない限り、不調和から解放され

ることは出来ないのです。 

たとえ肉体が不調和であっても、欠陥車であっても、人間の心まで欠陥車でないということを私

たちは知らなくてはいけません。 

舟が少しぐらいぶっ壊れておったって、人生航路をちゃんと渡っていく人達も一杯いるのです。 

こういうようにして、自分の偉大なる価値観を、皆さんはもう一度今年中に振り返ってみて、来

年は自分の自己完成、少なからず四階に上がってくる人は、全部後光の出ている人たち以外は上が

って来られないようになったほうがいいと思います。 

皆さんは笑っているけれども、あの世へ帰って皆さんが「生まれてきた家に帰りたい」って言っ

たって帰れないんですよ。なぜならば自分の身体から出ている光が開けるからです。オートマチッ

ク・オート・コントロールです。皆さんの身体から出ている光が自分の家を開けるんですよ。この

地上界は勝手に合鍵で開けるけどね。残念なことにそれは不可能です。 

私たちも天上界へ行きますと自分の家に入れないことがあるんですよ、「残念ですね」って言わ

れるんです。ですから家へ、自分のこの地上界の家へ帰ってくるんです。これは不思議なものです。 

まあいずれ地上界にもそういうものが出来るでしょう。そうすると泥棒さん入れませんね、ドア

がガチッと閉まっておって、何とか入ろうとしてもね、泥棒の光のほうが薄いもんですから開かな

いわけです。ところが自分の光で開けるような人は悪いことはしないですから。ま、やがてそうい

うものも将来もっと前進したＩＣが出来たならば出来ると思います。 
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そして皆さんがこういう四階へ来た時には、みんな前の方にきれいなランプを点けておきまして

ね、「ああ、あの人は今赤色だ、これはおかしい、これはちょっと出て行って、もう一回勉強して

きてもらおう」 

そのうちにピンク色の光が出てくる、「ああ、これは今恋愛中だ」、青いランプがついておった

ら「ああ、これは大丈夫だ」、そのうちに黄色いランプがついて、「ああ心はきれいな人だ」 

今度見合いもやがてそのようになるのではないでしょうか。そうするとごまかしがない、真実で

すからね、人間というものはそのように心の世界は見えないものだと思っています。残念なことに

今からはどんどんそういう人が出てきます。うまいこと言ってもだめです。心の中を覗き込んでし

まったらみんな分かるんです。 

しかし、皆さんがこの地上界を去って、ストレートで地獄に行く人と、それから未熟児で、未熟

児のまま天上界の収容所へ持っていかれる人と、それから自分自身が「アッ、今死んだんだな」、

天上界へ行って、自分の修行所で自分の一生、この地上界において生まれる時から死ぬまで全部前

に投影されます。立体モーションピクチャーで全部出てきます。それを自分が見ているんです。い

やなもんだと思いますね。 

それは一人だけではなく皆が見ているんです。隣あたりは疲れてね、「お前、なんだこりゃ」「い

やぁ、どうもどうも…・・・」って言ってね。「ついわしも失敗しました」と。 

まあこういう人ならもう絶対間違いないね、頭から後光の出ている人は。ただし、毛がなくて後

光はだめですがね。毛がなくて、ではなくて、ちゃんと毛がはえとっても、頭のほうからきれいな

光の出ている人たちなら、まず間違いないですね。 

ですからよく世の中では、「ああ、あのおばちゃんは人のうんといい人だ、あんな人が死んでし

まった、なんで事故死したのだろう」なんてよくそんな言葉をよく聞きます。しかし皆さん、人の

前へ出てうまいことを言ったり、格好ばかり見たってだめです。その人が行動で一生懸命に人のた

めにやっているか、ということね。 

世の中ではよく「よく思われたい」「いい所を見せたい」そんなのは偽りです。身体ごとぶつけ

てしまえばいいんです、本当のことを。そうして自分自身の心の中にわだかまりを作らない生活を

している人たち、そういう人は、大抵一般の人は「あの人はえげつない人だ」とか、「あの人はた

ちが悪い」いろいろと批判されます。そんなことないんです。格好なんかどうでもいい、真実なら

ば。そして、みんなが良くなること。そして、自分さえ良ければいいなんてちっぽけな考えは捨て

て、みんなの為にやっている人たち、そういう人たちのほうが天上界に行っているんですよ。 

といって、優雅な生活をしてね、たとえ内閣総理大臣であろうとも、あるいは大統領であろうと

も、地獄に行くんですからね。まぁそのうちに皆さんの心は、こうやって後光が出てきている人た

ちには、そういう世界をバァーッと見せることも出来ます。 

過日は東京で何人かの前でそういう環境を見せました。地獄です。見た瞬間にダダダダダダーッ

と寒くなります。だから今度夏は、暑い時はこの中を地獄界にバーツとしましてね、クーラーが要

らないなんてね、その代わり身体のほうがくらくらくるから、やっぱり普通のクーラーの方が良い

と思います。天上界の人たちは出て光が一杯になると汗が出て仕方がないんです。 

まあこの中にも地獄霊にとっつかれてしまって、ザワザワザワザワしてね、毛布を何枚も身体に

巻いておった人も居るんですよ。そういうのは、これまたクーラーがあっては困るわけです。底冷

えしてきますからね。まあみなさんが冷え性だなんて喜んでいないで、まず冷え性の人たちは、そ

ういうものが多いということを知らなくてはいけません。 
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地獄界という所は、もうこれは本当にどんなに厚い物を着ても寒いです。底冷えします。ですか

らまあ、せめて室内温度に、これは関係ないんです、ルームテンパラチャー（室内温度）が三○度

位であっても地獄霊にとつつかれたらガタガタしますよ。底冷えしてきます、何枚着てもだめです。 

ですから、私は冷え性よという人は、まずどの辺から来ているか、血圧のほうか、あるいは憑依

霊か、自分の心の中を見れば分かるはずです。いつもくよくよして、イライラして、人を憎んだり、

妬んだり、謗ったり、案外自分ではそういうことに気が付かない、愚痴っぽい人ね。そういう人た

ちは、そういうような現象が起こりますよ。 

だから決してえらいことじゃない。ご婦人方がよく「冷え性なんですよ」というのは、家庭の中

がどうもうまくいっていない場合が多いんです、イライラ、イライラして。まあ段々こういうこと

が分かると、アッこれは私は冷え性だから何か原因あるんじゃないかと、身体のコンディションを

治すようになると同時に、心のコンディションも治すようになるでしょう。まあそういうように本

来はしていかなくてはならんわけです。 

ですから普通の人がこうやって見ると皆同じ顔をしてね、顔の形こそ違え、憑いているものは、

夫々おかしなものも傍に近寄って、「肩が張る、肩が張る」と言っている人には後ろのほうにはち

ゃんとお憑きあそばしているのもあるんです。 

ですから、みなさん今日言ったことと、明日ころっと変わる人がいるでしょう。そういう人には

もう普通のものは憑いていませんよ、地獄霊です。それは傍にちゃんと「類は類を呼ぶ」って同じ

仲間が傍へ来ているんですから。 

ですから、そういうことをみなさんはよーく知って、自分というものをしっかりこの正しい基準

で振り返って見てください。 

みなさんは信じなくていいんです。信じなくても今私のしゃべっていることは皆さんの心の中の

テープレコーダー、今のこんな持っているテープレコーダーよりもつと精妙ですよ、今のは切れた

り、速度が電池が切れるとおかしくなってしまいますね、言葉まで変わっちゃいます。 

ところが皆さんの心の中の記録されているところのテープレコーダーは、ピターッと寸分狂うこ

となく全部記録されています。ですから一人の意識をこうやって見れば皆分かっちゃいますよ。そ

れをやがてみなさんは自分が見るときが来るんですね。 

まあ地獄霊や何かが出てきてね、「お前さんどこに居るのかね」って言ったら「寒くて、寒くて、

暗い洞窟の中に居るんです」なんていうのはみんなお墓の中です。 

あるいはまた、死んでそういうところにいくものだと思っているんだからね、当然そういう環境

を作るのが当たり前のこと。ですから我々はお墓に住むのでもなく、お寺に住むのではなく、己の

内なる心を調和させたならば、皆さんの住む世界はまた次元の違った世界にちゃんと在るのです。

そういう生活をしていることが、本当の人生だということですね。 

一九七四年、私はこうして皆さんに説いてきましたが、まだ光が少ないんです。それは実行が効

いているから、「ハハァ、そうだな、こうだな」分かるんです。だけれども、生活の中で自分が「ア

ッ、これはいかん、こういうことは正しいことだ」というけじめはみんな持ってきているようです。

ですから、今までブレーキが効かなかったのが、ブレーキ、制動装置がピッと効くようになってい

るのははっきり分かります。 

まあそういう人は、この世を去る時も「アッ来たな」と自分自身ですぐに分かります。そうする

と肉体からサーッと抜けていきますね。そうして自分のこの肉体を、今までの肉体を自分で見ます。
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「こんなみっともない身体に良く乗っていたもんだな」、どんな美人だって同じですよ。そうして、

そのような姿を自分でパッと見ますから。 

だから今生において少しぐらい顔の形が不味いからと言って、絶対がっかりすることはないです。

天上界へ行ったら、皆ミス・ワールドとか、ミス・ユニバーシティとか、それ以上のきれいな顔で

す。だからがっかりすることは絶対ないです。皺が増えたからといってがっかりすることもない、

この世の去ったときにはそういうきれいな、一時はそういう環境になりますけれどね。 

ということは、ちょうど私の父親が六年ばかり前に亡くなりまして、あの世へ行った時に、私の

父親と顔がちょっと変わっちゃっているんですね。「これはおかしいぞ」と。ところがみんな通じ

るんですね。 

言葉も全部同じです。「お前はこうだった、あぁだった」言うんですね。顔がちょっと違う、若

くなっちゃっているんです。「おかしいな、これは父親と違っているのかな」って言ったら「お前

そんなこと考えなきゃ、本当の父親だよ、お前が総て知っているんじゃないか」と。 

「ところがお前、疑問があるんだ」と。「何ですか」って聞いたら「家の親戚に鼻のでっかい、

まっ黒な男が居るんだけれども、あんな黒んぼとは親戚ではなかったはずなのに、これは一体どう

いうことになっているんだ」、インドの人でしたねえ、ターバン巻いておりまして。で、そういう

ように皆さんが死んでしまったらそういう現象が出てくるもんで、大抵びっくりしてしまうんです。 

しかし、ほとんど普通の人たちは肉親の傍へ行きますね、地獄に堕っこちている連中が迎えに来

ます。ま、そうしたら間違いなく同じ場所へ行きます。 

だから肉親の人たちが早く皆さん、生きているうちに、早く肉親の人たちにね、「みなさん今暗

い所に居ませんか。家の仏壇の中にうようよしていませんか。お墓の中でうずくまっておりません

か。それは貴方達は地獄ですよ、地獄に堕ちるには理由があるそうです」 

但し、自分が直さないでね、そう言ったら、「何言ってんだこのやろう、お前こそ自分で直した

らどうだ」って言われますよ。そのついでに「それじゃ憑いてやれ」なんてね。そうすると瞬間に

半身不随になってしまったり、テレビ見ているうちにおかしくなってしまったりするんですよ。 

ですから正法というものが広まっていく時には、地獄霊がバァーッと立ち上がりますよ、そうい

うものなんです。蜂の巣を突いたようになります。それだけにこっちの心がきれいでないと、先祖

拝んでいるうちに、「先祖の皆さん、貴方地獄に居ませんか」って、「お前こそ地獄にいるだろう、

同じ仲間じゃねえか」なんてね。やられますよ。 

それですから、皆さんの場合はまず自分の想念と行為をしっかりして、「自分の心の中が今丸い

かな。感情、どうだ。知性、理性、想念、自分の心の中は丸くなっているかな」これを確認して、

そして少なからず、後光を出してからやることです。 

そうしないで、「ヨシ、一つ神理が分かったから仏壇の前で今晩からやってみよう」、それをや

ったら後ろにどばっと憑かれます。絶対間違いありません。 

ですから、まず自分を完成して、それから皆さんは先祖の皆さんをやることです。そうすると、

肉体先祖の皆さんも天上界へ今度行ってますからね、「ああ、よく来たな、お前もいよいよもう肉

体とお別れだな、お前の行く場所はここじゃな」、天上界の案内をしてくれる。あるいは守護霊が

案内してくれます。 
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大抵は神様だと思うんですね、傍へ来ると。「アッ神さまが来ている」、自分の兄弟を見てね。

それでしばらく経ってから「なんだ、本当に人間になると分からないもんだな」こういうことにな

るんです。 

まず天上界の収容所へ行って、ほとんどの人々は「しまったー」って言いますね。まあ、言う人

は間違いなく救われる連中です。 

ということは、皆さんが生まれて、自分のお父さん、お母さんと約束され先に出ています。それ

を皆見ていますから、次元の違った世界から。「ああ、おふくろになるのも大分派手にやっている

な、一体あんな所に出て大丈夫かな」 

そのうちに向こうで計算どおりにちゃんと結婚出来るようになっているんです。それをちゃんと

見ているんですから。いよいよ出番だというと収容所へ今度は出ますから。 

その収容所で初めてコンタクトされるのが、みんな向こうへ通信されています。いよいよ出番で

すね。お母さんの腹の中へ入ります。入っていくうちにはまだコンタクトされていますから、ちゃ

んと分かります、理解されます。 

そのうちに十月十日経って空気に触れる、触れると同時に全部忘れてしまいます、全部。そうし

て肉体を持って、まずひと月ぐらい経ちますと一人でニヤニヤ笑っている、その時には守護霊がち

ゃんと来て、傍で「おお、お前大丈夫か、今度のところはどうも厳しいようだぞ」 

「いやいや、大丈夫だよ、絶対に大丈夫だ」、うまいこと皆言っているんです。皆さんもみんな

そうです。 

大抵皆さんも送られてきてね、生まれた環境や教育や思想や習慣の中で、本当の自分を忘れてし

まって、「あぁでもない、こうでもない、あんなはずじゃなかった」、人のせいにしてしまう。 

「これ以上は仕方がない」、ガタガタッとやるんです。病気にさせたり、いろいろさせて、それ

でも現代医学が進んだもんですから、注射を打って治ってしまうもんだからね、「じゃあもう一回

だ」なんてね。だから、繰り返し繰り返しやられていくんです。 

そのうちに、まあ、「これはまた神様に頼らなきゃならん」、神様ではなく、いかさまの方へ行

ってしまうもんですから、益々これ盲信と狂信において自分を失っていってしまうんですね。哀れ

なのが人間です。 

そうするといろいろこんなに神様が出てきてしまうんですね。（会場へ向かわれて）「どうです

か、その後……」 

ですからね、本当にみなさんね、このようにしていると、人間というものほど愚かなものはない

んです。あの世でちゃんとこうやって操っているのを勝手に動き出しちゃってね、おかしな方へ行

ってしまうんですね。それが偽りの我ですね。 

ところが人間は善我があるから「おかしいぞ、これはおかしいぞ」と思っているけれども、飲み

友達ではないが、夕方になると、赤ちょうちんが灯くころになると、「お前行かんか、まあ今日だ

けだ」なんて、そして明日になると、「いや、今日だけだ」なんて言って。そしてまた明日になる

と、「いや、今日だけで終わり」とか言って、また。そのうちに最初は「オーイ、酔っ払った、酔

った」なんて言っているうちにね、そのうちに「酔っていないよ」なんてね。言葉をがらっと変え

る。そうなると赤ちょうちんの前にはもうお客さんが待っているんです、「ああ来たな」 
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大抵は給料日、本当は奥さんところにお金を持って行きたいんだけれども、「ヨシ、今日だけで

終わりだ」なんてね。そうすると赤ちょうちんのところでちゃんとお待ちしているから。すごいの

はね、私はそういう実験をすれば、平和島の駅って東京にあるんですが、その駅のところにちょう

ど二時間位、二五日から二六日頃座って見ているんです。 

そうすると、もうお客様が待っているんです。お客様とは地獄霊ですよ。「ハハァ、こいつだな」

と。そうすると大抵意志の強い人は引っ張りこまれても行きますがね、意志の弱い人は赤ちょうち

んの前で一旦「止めようかな、行こうかな」ちょっと二、三歩歩きます。「まぁまぁそんなこと言

わずに」偽りのほうの我に通じている地獄霊が・・・（中略）。 

「さぁいつ頃でるかな」二時間、三時間、大変です。駅の傍で観察するのは。「あいつおかしい

んじゃないか」、逆に言われてね。ずーつと見ているんですね。 

そのうちに、飲むに従ってその人の意識が変わってまいります。地獄霊が完全に支配しちゃいま

す。そうすると、この地獄霊は今言ったことともう変わって隣のとの喧嘩を始めるね。そうすると

人間同士の喧嘩ではなくて、地獄霊同士がまず始まります、酔っ払って。そのうちに人間同士が今

度はやり始めますね。これもまた不思議な現象です。 

そしてこいつら歩いていけないのにどうするんだろう、言っているうちに、自分の家も本当は分

からない、言葉も分からない、目は虚ろ、それでも地獄霊はちゃんと家まで連れて行ってくれるん

です。 

そうして帰ろうとした時に、地獄霊に「お前一体どうしたんだ、どうして連れていくんだ」「連

れて行かなきゃ明日飲めないよ」「そうすると連れて行かなくなったら君は何をするんだ」「それ

は分からんな、責任は持てん」って言うんです、地獄霊は。 

ですから、まず酔っ払って意識不明になってふらふら歩いている場合は、皆さんじゃないんです

よ。皆さんの後ろに憑いている地獄霊が案内してくれたということを知らなきゃいけませんね。そ

うなると地獄霊にも感謝しなきゃいけません。そうすると次の日一緒に飲みに行ってくれますから。

こういうのがアル中患者というやつです。 

ですから、やっぱりお酒を飲むのもほどほどでなければいけませんね。ですから地獄霊というの

はそのように非常に誘惑をしますね。ですからそういう地獄霊が憑いているのを私の身体に入れる

と私はね、酔っ払ったと同じ状態になっちゃう。酒のにおいがプーンとしてきます、「アッ、これ

はウィスキーだな、いや、これは二級酒だな、いやこれは焼酎だ」、判るんです。 

僕はよくそういうことで相手を見るんですね。憑いているのをパーッと入れると、においがもう

判りますから。まず百発百中ですね。判ります。 

ですから自分の心の状態をいつも正さなければいけない。ですからＧＬＡの神理を知ってしまう

と、お酒は飲めなくなってしまうんです。経済的ですね。おそらく皆さんの中にも飲めなくなった

人がこうやって見ると一杯いるんですよ。そういう人は本当に実行している人たちです、いい傾向

です。 

ですから我々は毎日の生活というものがいかに大事か。正しいという偏らない中道の道、これを

勇気を持って実践している人たちが本当の信仰深い人というのです。そういうように、ひとつ今年

皆さんは一年間を振り返ってみて、まず自分の欠点というものを一つ一つ修正して、そして最後の

総仕上げを、そして来年は「よしきた」、自分を毎日毎日しっかりと築いて、来年はひとつ天上界

へ旅行する、これはダダですよ。運賃も要らない、我々は台湾だ、アメリカだ、行くと飛行機代か

かりますね。ところが、皆さんの意識で、光で行くんですから国境がない、それからもちろんビザ
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も要らないですね、検査もないです。ダダです、旅行は、お金一銭も要らないです。ただ座ってい

てさえくれればいいんです。スーツと行ってみんな見て来れますよ。 

ま、来年はひとつ自己完成をやるために、今年ひとつ一年聴いた神理をもう一度振り返ってみて、

少なからず除夜の鐘のなる時には、ずーつと自分の心の中が丸いか、その豊かさをひとつ自分で測

ってもらいたい。 

また、除夜の鐘に乗って天上界へいける人も、また、撞く、打つ、お坊さんの心の状態によって、

その人がその鐘に乗って音に乗って、テレビでも構いません、ゴーンと鳴るのに乗ればいいんです

から。乗っていくと、その打っているお坊さんの心の状態がどの位置であるかも判ります。 

ま、大抵地球上をぐるぐる回るでしょうね。心のきれいな人がボーンと打てば天上界のずーつと

光の世界まで行ってみることが出来ます。 

こういうのに出来るのを観音力といいます、観音様。音に乗って自由自在、三世を見通すことも

出来るからです。ですから、皆さんもひとつ少なからずまだ十何日もあるのですから、除夜の鐘に

乗って一体どこまで行ったかな、ということをひとつ。 

それはみなさんの身体から出ている後光に比例します。光に比例する世界へ行けますからね。あ

るいはその時にその鐘を打つ人の心がきれいなら、そのきれいな光によって乗って行くことも出来

ます、波動です、振動です。このように旅行するのはダダで行ける場合がありますね。お金は関係

ない。 

ま、こういうような境地に、ひとつ今年の一二月の除夜の鐘を撞くときにはそのくらいのひとつ

境地で、来年は今年とは違って実践でひとつ自分自身を作ってみよう、これは私が得するんじゃな

いんですからね、皆さんですから。 

私はもういつだっていいんですから、皆さんがそれだけしたほうがいいんじゃないんですかね。 

ま、しなければ、しないでもいいんです、あの世に行ってからゆっくりお話しますから。そのほ

うが厳しくなることを知ったほうがいいでしょうね。生きているうちに、出来うればみなさんはそ

こまでやってみてください。 

私たちも来年、再来年、五年、十年、先になりますと、中々こうやって皆さんとストレートでお

話をするチャンスもなくなってくるでしょう、ニューョークヘ行ったかと思うと入浴行っておった

り、あるいはまた、とんでもない国に行っておることも多くなってくるんですから。ひとつ、自分

というものを勇気を持ってね、もう道はある程度分かったんですからね、その道を自分が実行する

ことです。 

ま、実行しなければ私はいいんですよ、皆さんの守護霊に命令しますから。どうにでも出来ます

から。来年は徐々にそういう方向にもって行きます。ですから塩梅がおかしくなる人もでてきます。

そのときはすぐに反省をしてみて、守護霊によく相談することです。脅迫じゃないんですがね、 

いつでも出来ますから。そうしないと私らはよそへ行けなくなってしまうんです。そして自分と

いうものを反省してほしいのです。 

結果は必ず出ます。同じ意見になるんです。そして、まぁひとつ一二月の除夜の声を聴く前まで

には、何日かあるから、ひとつ今年中の垢は全部ひとつ落としてくれと、その代わり、二日か三日

は二日酔いやるけれども、それに耐えてね、心臓の辺を押さえられますよ、グァーッとやられます

から。 
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ひとつ私の心の暗いところを全部取ってくれ、ま、守護霊が協力すると、それきたっていうこと

できれいにしてくれます。そうして、ひとつ勇気のある人はやってみてください。勇気のない人は

いけませんよ、ぽっくり病みたいになりますからね。 

それだけにやっぱりうかつにやらないで、自分をしっかりとして、ひとつね、ま、今晩、土曜日

の晩がいいと思うんです。土曜日、日曜日休みでしたね。土曜日の晩ガタガタやられても、まあ日

曜日があるから、一晩休めば何とかなるでしょう。そしてひとつ、自分を磨くために「今晩はひと

つ守護霊さんがっちり磨いてくれ」、自信のない人は「三分の一だけ磨いてくれ」、もっと自信の

ない人は「今日は六分の一ぐらい磨いてくれ、」こうやって、やってみるのもいいと思いますね。 

そのうちに、この中でも磨かれた経験のある人結構居ますよ、磨かれている人は光が出ているか

ら分かるんです。で、また曇らせてしまうのも居ますけれどね。これは人間ですからね。そのよう

にひとつ実験をしてみてほしいと思います。 

ま、私の講演はこの位にしまして、そのあとは質問させていただきたいと思います。 

どうも、ありがとうございました。 
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【正法と現代仏教】 

（1974-12-21 駒込花山ビル講演会） 

（テープ損傷の為途中から）・・・否定する人たちが多いのです、皆さんの誰も皆、転生輪廻し

ているのです。ただほとんどが、転生輪廻を通して自分がその自覚がないために、皆さんは分から

ないだけなのです。 

過日たまたま私のところに、八四歳になる老僧といわれる方から手紙が参りました。その方は東

大の印哲を出られた方です。私の著書を通して、『あなたのような無学文盲の、しかもまた電気屋

さんが、仏教のことを書くとは日本人として非常に恥ずかしい。そのような本を出してもらっては

困ります』、このように手紙を頂きました。その方は現在、富山県の県営の老人ホームにおられる

方です。 

私はこのように手紙を出しました。『お手紙ありがとうございます。あなた様は仏教を非常に学

びまして、多くの人々に徳を施したものと思います。しかし私の質問を一つお答え願いたい。一つ、

インドのゴーダマシッタルダ釈迦牟尼仏は東京大学の印哲科を出たのでしょうか。そしてインドの

ゴーダマシッタルダは素人だったかプロだったか、これにお答え願いたい。もしあなたがプロだと

いうならば、なぜ素人の説いたものを学んで、あなた自身がプロだと言うのか、その理由を教えて

頂きたい』とやりました。 

このように仏教というものも非常に哲学化し、皆さん自身も仏教の経典の中から、真に人生とい

うものに対する目的と使命というものを、発見できなくなっているのが現状であります。 

一方において、科学者たちは、唯物論的な境地の追究に、人間の本質であるところの心という面

は分からなくなっております。私たちがまずこの地上界という場に出てくる、その人生における目

的と使命というものも分からないために、私たちは、目的と使命というものが理解できないために、

人間はいろいろと暗中模索、苦しみや悲しみを自ら作っております。相当学んだお坊さんですら分

からないのです。しかし仏教の中には、ちゃんと転生輪廻の事実からして実在という世界のことを

説いているのです。 

皆さんは般若心経を通して、色即是空という言葉を知っているでしょう。是空、空即是色、空即

是色、こういう色というものと空、色即是空、空即是色、こういう問題を通しても仏教は既にこの

空というものが理解できれば仏教は分かるんだと言っております。しかしこの空というものは分か

りませんね。ほとんどの本を見ますと「空とは空しいものである」あるいは「あるようでないよう

で、ないようであるようで、そのような世界でしょう」と、こう言ってますね。 

あるいはまた創価学会では、「あると思えばない、ないと思えばある」、私の会社ではコンピュ

ータ作ってるんですが、あると思えばないんだよ、ないと思えばあるんだと言ったら、これは機械

動きませんわ。このように本当のものが分からなくなってしまっているのです。 

我々はこうして色というものから、空というものを通しても、決して不思議でも何でもないので

す。現代の素粒子の理論からしても、あるいはアインシュタインの相対性理論からしても、はっき

りとこの事実を我々は学び取ることもできるのです。 

私たちが一つの粒子、現在このように冷凍機から冷たい空気が流れてきております。空気という

ものはまた熱を伝導します。この熱も粒子です。熱も粒子なんです。粒です。この熱の粒子という

ものが、あらゆる諸現象に影響を与えております。 

これを昔、プランクという人が常数を考え出しました。あらゆるものの測定の結果に、プランク

という方はｈという常数を発見しました。この常数は 6.624*10-27という最も小さな粒子ですね。

この粒子の 6.624 という、これだけの数値というものの発見はあらゆる分野の測定結果、これ以外
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にないというところまでいきました。このプランク常数に対して振動数、プランク常数に対して振

動数の積、これはエネルギーだ、粒子のエネルギーだと教えました。 

我々は日常生活を通して、この振動というものは非常に関連があるのです。振動というものを一

つ、我々の心の状態で考えてみまして、お月様があります。このお月様は水が、波がなくて調和さ

れておりますと、お月様は全く同じように水に映ります。円く映ります。 

ところがこの時におけるλというのを波長と言っておりますが、この波長は速度に対して、さら

に振動の状態によって変わってくるということを教えております。この振動のこの波が大きくなり

ますと、波が大きくなりますと、必ずここに振動が少ないために、お月様はこのように歪みを起こ

します。円くありません。 

我々の心の状態という世界、いわばお月様の円さと自分の心と言いましょうか、あるいは水に映

っている心が荒立っておったならば、円いものでも円く映らなくなるものなのです。そうしますと、

波が大きくなればなるほど歪みを起こします。歪みを起こします。さらにまたこの振動が逆に大き

くなりますと、安定してきます。 

全くこの物理学と同じように私たちは次元の違った世界というものの、もちろん質量に対しての

光の積も同じことが言えます。我々はこのエネルギーの次元というものを通しても、目に見える世

界の色の世界、これと共存しているということも否定できないのです。 

そうなりますと、我々は、自分の肉体を支配しているところの意識というもの、意識という次元、

この意識というもの自身が、永遠不滅の自分だということなのです。 

皆さん自身が心と言われると、心なんかどこにあるかわからんと、ほとんどの人は思うでしょう。

ところが一人一人皆心があるのです。その心は肉体と調和されております。 

不調和な人はまた波が大きいのです。波が大きいということは、円い心でないということなので

す。円い心でないということは自分自身の、心の中に歪みを作っているということなのです。その

歪みが一切の苦しみなのです。 

さて我々はこういうようにして、次元の違った世界と現代の肉体というもの、この肉体というも

のと我々はこの意識、あるいは魂ともいいましょうか、このものと共存しているという事実、これ

は否定できません。ただ私たちが転生輪廻という過程において、肉体だけの現象を通して我々は、

転生輪廻を否定することは誠に愚かしいことなのです。しかし我々は肉体そのものも転生輪廻をし

ているのです。 

なぜならば、私たちの肉体はまず原子からできております。リン、水分、あるいはまた炭素。燃

焼させられますと私たちの肉体はほとんど CO2というものに変わって空中に入ってしまいます。皆

さんはどんな大きい体でも燃焼させられたり、あるいはまた口の中に入って腐ってしまっても、CO2

というものに変わってしまいます。我々はこれを目で見ることはできない。 

仮にこれを空としましょうか。見えないです。この CO2は植物に作用します。植物に作用し、そ

して太陽のエネルギーを吸収し、光合成というエネルギーを吸収し、このエネルギーによって植物

はでんぷんや脂肪やたんぱく質やあるいは糖分を作ります。これを我々はまた動物は吸収します。

肉体のために動物はこれを血や肉や骨にするために食べております。動物はまた吐きます。また植

物は酸素も出します。 

あるいは植物は鉱物であるところの水、この水を吸収します。あるいは動物の排池物を植物は吸

収します。我々の肉体がたとえ腐食しても、腐っても、あるいは燃焼されても CO2になるというこ

とは疑いないことなのです。 
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こうして我々はこの世界を色と考えましょう。そうなりますと空即是色、色即是空、同じことで

す。我々の肉体ですら、そのように輪廻を繰り返しております。形を変えているのです。 

エネルギーにしても、また物質にしても同じような輪廻を繰り返しております。ということは、

この地上界におけるところの万生万物ことごとくが、今という時間を保存することができないよう

に、輪廻を繰り返しているという事実は誰も否定することはできないのです。 

皆さん自身も肉体と色というものは、私たちの五官でとらえるところの一切のもの、皆さん自身

の五官でとらえるところのものはすべて色彩を持っております。色彩があるから我々は物を確認す

ることができるのです。もし色彩がないとしたならばこれを見ることはできません。 

先ほどの CO2にしても、あるいはまた酸素にしても、我々は目で見ることはできないのです。あ

るいはまた、熱粒子によって分解されるところの縮みと膨張の変化を起こすところの諸現象、特に

水というものの変化を考えても同じことが言えるでしょう。 

この水もやはり、固体と液体と気体という三つの層を私たちはおこします。この中においても、

先ほどの hμという現象はやはり同じように、振動の状態によって変わってきます。膨張と収縮で

す。 

空気中にあるところの水分、この水分も H2O です。あるいは氷も実は H2O です。あるいは水も

また H2O です。この状態はすべてがこのプランクの振動と常数の状態から計算を出すことができま

す。なぜならば H2O 分子の間を取り持っているものが熱だからです。あるいは圧力だからです。熱

と圧力の差によって、収縮と圧縮、収縮とあるいは膨張が繰り返されているからです。 

我々はこれを空だと考えてみましょう。見えません。しかしこの見える世界を色だと考えてみま

しょう。すなわち水蒸気は H2O です。水です。分散しているだけです。なぜなら熱粒子が膨張して

いるからです。熱粒子が収縮してきたら水になったり氷になるはずです。ということになりますと

我々は色即是空です。空即是色、一つも変わってない。見えないからない、といって否定すること

は、こうして愚かしいものだということがお分かりでしょう。 

そうなりますと我々はまず次元の違ったあの世という世界が設定されなければならないでしょう。 

我々は眠っている時は皆さん自身、人生航路の乗り舟である舟から皆さんは下りております。下

りておるために皆さんは、脳細胞は物事を記憶する、感知する能力を失っております。一定の振動

数、その人によって違いますが、振動数以上は受け付けません。眠りっぱなしです。 

一定の時間が来れば目を覚まします。しかし我々の鼻の穴も耳の穴もちゃんと開いております。

匂いもあるいは傍で悪口を言われても寝ている時に分かるでしょうか。耳の穴が開いておったなら

ば、悪口を言われたら、そのことぐらい記憶しておってもいいでしょう。なぜでしょう。記憶して

おりません。 

ある科学者たちは、「前頭葉がすべてのものを記憶している」と言っております。「脳細胞のそ

れぞれの細胞の中には、細かくそれぞれの分野を分担して記憶しているのだ」と言っております。

僕はそういう人たちに聞きたいのです。眠っている時に我々はなぜ理解できないのか、ということ

なのです。我々の作り出したコンピュータは記憶させておけばいつでも、彼らはそれをちゃんと答

えを出してくれます。人間はなぜ出せないのでしょうか。これにお答えできますか。 

我々はやはり本当にすべての物を記憶しているのは、皆さん自身の肉体を支配しているところの

船頭さんであるということなのです。魂です。その中心にある心がすべてを記憶しているのです。

それゆえに今日まで苦しかったこと悲しかったこと、仮にあっても眠ってしまえば忘れ、また眠り
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から覚めればまた思い出して苦しみ悲しみを作っているはずです。ということになると我々はやは

り、肉体が記憶装置でないという事実……。 

もう一つの方法は、亡くなったあの世の世界の人たちと直接会うことが誰もできるにも拘わらず、

私たちはその能力を失っているということなのです。ある者は夢で見、ある者は想像し、我々の心

の世界は自由に次元の違った世界にコンタクトされている事実も、実は否定できないのです。それ

ゆえに亡くなった当時の模様を語り出し、しかもまた生きている人が、その身内の人たちの姿を、

完全に生前のことを説明されたならばどういうことになるでしょう。まるっきり他人様がその身内

のなしたすべての行為をなぜ知っているのでしょうか。 

ということになると、やはり私たちは次元の違った世界の設定を否定することはできないのです。

それゆえに人類は科学者だ何だと物質文明におぼれながらもして、我々は、神社や仏閣やキリスト

教その他いろいろの宗教があるのです。そこに我々は正しいというものの見方が分からなくなるか

ら、幸せになりたい、経済的にあるいはまた精神的に恵まれたい、そういう面から苦しい人たちは

道を求めて、そのような環境の中に入っていくものなのです。しかし人間は誰も、心の中には正し

いという心の基準を知っているはずなのです。 

なぜならば皆さん一人一人がこの地上界へ出てくる、すなわちあの世という空の世界から皆さん

が出てくる時には善我です。善我というのは自分の心に嘘のつけない善我、心の中には誰も善とな

る我があります。この善我というのは、皆さん現在も持っているのです。それは皆さんが自分に絶

対嘘がつけないということなのです。この善我こそ神の子の証なのです。 

自分に嘘のつける人があったら手を挙げてみてください。それはつけないのです。自分の心は自

分に絶対的なものなのです。しかし他人に対しては嘘はつけます。これは自己を保存するための偽

我といいます。善我のままの偉大なる神の子としての力を誰も持っているにも拘わらず、我々は偽

りの我によって自分自身の自己保存を図ろうとします。この自己保存が実はすべての苦しみを作っ

ているということを知らなくてはいけません。 

なぜならば我々の生きているところのこの自然界というものは、決して単独で存在するものはな

いのです。まず動物をご覧なさい。植物をご覧なさい。鉱物をご覧なさい。すべてがこの動植鉱と

いうものは、お互いに相互関係の中において安定している事実というものを皆さん知っているでし

ょう。植物だけで存在できるでしょうか。あるいはまた動物だけで存在があるでしょうか。動植鉱

という調和されたこの環境があればこそ我々は肉体保存ができるはずです。 

ということになりますと我々は自分さえ良ければいいという自己保存では成り立たないはずなの

です。 

しかし本当の人生のというものの目的と使命というものは分からないために、我々は苦しむので

す。人間は本来永遠の転生輪廻を繰り返す過程の中により豊かな心を作る、調和された豊かな心を

作るということ、皆さんの心の中は誰しもが丸く豊かな調和された心なのです。この丸い豊かな調

和された心というものの中には、本能の領域やあるいはまた感情の領域、あるいは智性の領域、ブ

レーキの領域である感情の領域、理性の領域、あるいは想念の領域、こういうものが存在している

のです。 

想念、思うことです。これは次元の超えた空の世界と連携されているのです。そして皆さん自身

が自分自身の心の中の偽我というのは常に自分に都合が悪いと怒る、おこる。 

怒る時には二通りあります。その人々のためを思って教えるために厳しく言う場合と、あるいは

自分に不都合なために、相手を怒って支配しようとする場合と二通りあります。 
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そうなりますと我々の心の中には、大きな歪みが作り出されて感情の領域が膨張します。感情の

領域が膨張しますと、私たちの理性の領域はまた同じように連動されて歪みを作ります。こうして

私たちは心の中の状態というものが丸いはずなのに歪みを作る。歪みを作るということはすべてが

偽りの我なのです。この歪みがすべての苦しみを作り出しているのです。 

しかしここまで分からないために、私たちは経済的、精神的に苦しむ。「あそこの宗教へ行くと

このように、先祖を供養すればこのように救われるそうだ」、そういうところへ行ってやっている

うちに矛盾を感じるのです。なぜ、どうして。智慧ある人々は。 

智慧のない人々はそれが当然だと思っているのです。彼らはそのために疑問を持たせないように、

「持ったら罰が当たる、あるいは悪かったらあなたは信心が足りないからだ」と言います。もうそ

んなのは古いんです。 

人間なるがゆえにこの地上界へ出て来てのあらゆる諸現象が分からないために疑問を持つのは当

然です。その疑問に解答を与えることができないために、彼らは罰が当たると言うのです。 

それならばもし神が罰を与えるとしたならば、皆さんのかわいい子供たちが、あるいは兄弟たち

が、親たちが不幸になることを誰が喜びますか。盲目の中でこの地上界に出て、厳しい人生の修行

をしているところの神の子供たちが、なぜ次元の違った神が人間を不幸にするのでしょうか。不幸

にするということは絶対にありえません。 

不幸になる原因はすべてが、自分自身の心が作り出すのです。想念と行為が、思うことと行うこ

とが、それと行うこと、毎日のです。行い、このものが偽りであるからなのです。我々は自分自身

が、その偽りというものを支配することなくして他力に走るのです。他力、何とか自分は誰かに救

われたい。 

残念なことに私たちは生まれる時も死ぬ時も、全部が私たちは一人なのです。我々はこうして魂

を肉体舟に乗っけて、あらゆる物質文明の環境の中で、人生というものを築き上げていかなければ

なりません。それは円満なる感情と、そして五官を通してくるところの、見たり聞いたりする、あ

るいはまた心の中で生ずるところの想念、こういうものやあるいはまた、五官を通し、あるいは自

分自身のあらゆる諸現象を通して学び得たところの智性、このものが完全円満調和されているかと

いうことが大事なのです。 

このバランスが崩れた時に人間は苦しみを作り出してくるのです。ということは私たちの心の、

皆さんの心、思うことが外に向きます。外に向きますとほとんどが欲望です。 

なぜならば皆さんが自分自身が相手のことを見、着ている物を見、あるいは生活の状態を見なが

ら、自分の心と対照を始めます。そうすると自分に満たされない分は欲望として、「自分はああな

りたい」、我々は自分自身の心が外に向きますと、不平不満が多くなってくるものなのです。足る

ことを忘れ去っていくものなのです。 

逆に自分自身の心の中に正しいという基準を持った、常に心のあり方を持って冷静にものを判断

し、感情や智性や理性や本能というものを常に調和させて皆さんがおったならば、この状態は常に

内に向いているものなのです。 

現代のような末法の世の中になりますと、人間の心はすべて常に外に向きっぱなしになった時か

らお留守になります。我々が留守にしたならばどのようになるでしょう。空き巣に狙われます。空

き巣に狙われたら自分自身を失います。ということは文明が発達し心が失われるにしたがって、気

違い、ノイローゼが増えてくるのです。あるいはおかしな宗教が跋扈してくるのです。 
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我々は今までの宗教というものを見ますと、ほとんどが神様を一生懸命に拝み、あるいは山中に

入って厳しい肉体行をし、やっているうちに神様というのがその人の心を支配して、「我こそは稲

荷大明神なり、そなたは人々を救わなくてはならん」 

最初のうちは良いのだが、ついに自分は段々と増長慢になっていって一つの教団を形成し、指導

者になるにしたがって、実るほどに頭の下がる稲穂かな、という神理を忘れ、栄耀栄華にふけり、

私利私欲のままに多くの迷える羊たちを、不調和な方向に導いていく者が多いのです。そのような

宗教家たちはやがて、自分自身の心を自分で裁かなければならない時がくるのです。その裁きは、

善我なる嘘のつけない自分が裁くことになるのです。 

我々はこうしてあらゆる宗教を見ますと、ご利益信仰、他力信仰です。そしてその神々を祈るこ

とによって、人間は救われると教えております。しかし神は絶対に私たちに救ってやろうという約

束をしておりません。その教祖とその取り巻きが言うだけなのです。 

なぜならば神は、我々自身がこの地上界において、生活できる魂の修行をするユートピアを作る

ためのすべての状態を我々に与えてあるのです。太陽は我々に無限のエネルギーを与えてくれてお

ります。しかも無所得です。絶対にお金を、インフレーションを起こしません。人間の作り出した

るものは、物価、あらゆる生活環境そのもの自身も、こうして不安定な状態を作り出しているのも、

すべて自己保存の欲望、このものが中心になる偽りの我から生じているのです。 

相互関係によって我々はこの地球上により豊かな己自身の魂と、調和されたこの地上界という環

境を作り出すという大きな目的を果たしたならば、我々はそのような小さな自己保存的なものの考

え方はなくなっていくはずです。自然界は、このように神は我々にすべて生きる環境を、ただで与

えているはずです。これこそ本当の慈悲であり愛のはずです。 

こういうように我々は、自然界はすべて調和されて無所得のままに我々に与えてあるんですから、

これ以上何を望むのでしょうか。神様に拝むことによって救われる、ではなく、我々が今苦しいと

いうこと、病気という諸問題については、その原因はどこに自分の思ったことと行ったこと、この

もの自身の原因と結果がどこにあるかということを追究しなければならないのです。 

その追究を怠って、ただ我々は神様にいくら祈ったところで人間は救われるものではないのです。

大事なことは自分自身の心の内面というものを通し、想念と行為を一つ一つチェックして自分の原

因、結果、欠点を修正された時に、私たちは神の光によって満たされ救われていくものなのです。 

ちょうど今日のようなお天気です。太陽は燦々と自然を照らしております。しかし、人間が欲望

だけで作り出したるところの物質文明の結果、自動車による排気ガス、工場によるところのあらゆ

る亜硫酸ガスをはじめとした不調和な公害、こういうものは昔あったでしょうか。人間が文明とい

う幻の中に心を失っていった時から、そのようなものの中に、苦しみを人間は作ってるのではない

のですか。 

その結果が太陽は、逆にまた窒素酸化合物、硫化物、不調和なものを降らせ、過日は東京あたり

では硫酸が降ってきたようです。雨が目に入るとしみて痛くなります。多摩川の鳥は飛べなくなっ

てしまいます。これはすべてが、人間が、文明という大きな幻だけを追いかけた結果、そういう歪

みを作っているはずです。欲望を通さずに我々が物を作る上においても、この結果大衆に迷惑をか

けるだろうか、その公害の芽を最初から断ち切ってやっとったならば、自然公害は起こらなかった

はずです。 

ところが、我々は自然公害ではそれを防止するためには、企業者側にしても働く人々にしても利

益は上がりません。垂れ流しという結果、犠牲者が出て大騒ぎをするようになっているわけです。

このような我々は文明だけの人類ではなく、人類のためにこそ文明があるはずです。 
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我々はそれを逆にお金のための人生だと思っております。お金というものは、どんなにこの地上

界に生まれてきた時に持ってきた人はないのです。 

人間は皆、この地上界において人間がこのようにしたほうが都合が良い、こういう経済機構を作

り出した方が良いであろう、積み重ねられて現代の経済社会があるのです。人間の作り出したるも

のによって我々は束縛され、自分自身を失っているというのが現状ではないでしょうか。 

その結果が、年がら年中繰り返されているところの労使の関係、ストライキ、お互いにその中に

おいて闘争と破壊の中に文明は発達していくんだという間違った考え方、しからば我々は文明のた

めの人類か、人類のための文明かということを、もう一度考えなければならないところに来ており

ます。 

我々はあくまでも豊かな調和された環境を作るためには、闘争と破壊というものから我々は脱皮

しなければならないはずです。闘争というのはやはりその中に、不調和な霊的な波動を引き起こし

ます。そうなりますと我々の心の針は、いつでも地獄でも通じてしまいます。地獄という世界は我々

がやがて帰る世界でもあるし、あるいはまた天上の世界へ帰る世界があります。あの世というとこ

ろはこのように、不調和な世界も調和された世界もあります。 

文明に踊らされ、真に人生の意義を忘れ去り、欲望のままにこの地上界を去る人たちは、大きな

スモッグのままに地獄に堕ちていきます。自然界のスモッグと同じように、私たちの心の中のスモ

ッグは、正しく判断をして自分の位置を決めていきます。 

こうして長い歴史の中に、人生を通して地獄に堕ちた住人たちは、当然執着のままにこの地上界

に自分の関連せる環境、あるいは他人様にも勝手に憑依し始めます。これが憑依霊といいます。こ

の憑依霊が、いろいろとまた世の中の人々の心を狂わせます。あるいはいろいろな宗教家たちにも

憑いて、欲望の限りを作らせます。盲目の人々はその中で自分を失っていきます。 

類は類を呼び、友は友を呼ぶ法則によって、人間はそのような暗中模索の中から苦しみの渦に、

自らしてはまり込んでしまうものなのです。我々はそこで、そのような地獄霊たちは皆さん自身の

心の中でも自由に行くことができるのです。また光明の世界に自由に行くこともできるのです。我々

は、人類が長い歴史の中にそのような地獄界という環境を作ってしまったのです。 

しかし人間はこの地上界において、自分というものを正しく見解を持ち、物事の見方を偏らない

という中道の神理を、己に嘘のつけない善我のままに生活をしていったならば、まず間違いはない

ものなのです。 

しかし我々はどうしても自分の心の中に不調和な諸現象を撒き散らし、自らして苦しみを作り出

しております。その苦しみによって我々は、ますます混乱した世界を世相を、作り出していくもの

なのです。 

しかし好むと好まざるに拘わらず、我々はその自分の作り出した罪は自分自身が償わなければな

りません。我々はその償いを地獄でする人もあるでしょう。あるいはこの地上界においてする人も

あるでしょう。 

そしてやがて人間は誰も光明に満たされた世界へ進化していきます。皆さんは全部天上の世界、

光明に満たされた世界からこの地上界へ出てきております。しかし生まれたこの環境の中は既に末

法化されて、正しいという基準が失われ、自分の意のままの、あるいはまた周辺の状態、生まれた

環境・教育・思想・習慣、こういうものを通して自分なりの人格、性格を作り出して一生を終えて

いってしまいます。 
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しかし我々は今このような混乱した世の中において、正しいという自分の基準を持って偽りの我

を如何に屈伏し、自分自身が善我のままに如何に生きるか。その結果が人間一人一人に幸せが来る

のです。自分にまだ執着というものを持っているうちはだめです。 

いつかは皆さんは、この世を去らなくではならんのです。生きているということは最も厳しい固

体的な不安定なこの環境の中で、より豊かな魂を作るという恵まれた環境にいるのです。 

天上界という世界は善ばかりです。善ばかりなるがゆえに修行といってもありません。こういう

盲目の中から自分自身の欠点も長所も見出して、自分をより豊かなものに作るというだけに、この

地上界の修行というのはあの天上界から比べたら、一年があの世の百年にも匹敵するような場所な

のです。一方において地獄界においては、地獄の住人たちはその中で二百年も三百年も依然として、

厳しい死と生の環境の中で暮らしております。 

こうして我々はいつの間にか日本人は本当の心の本質が分からなくなってしまったために、「先

祖さんを拝めばいいんだ、そうすりや救われるんだ」「いやいや違う、南無妙法蓮華経を一万遍あ

げりゃ救われるんだ」 

それを祈ることによって皆さん、それで本当に救われると思いますか。 

南無妙法蓮華経というものは、そんな薄っぺらな問題ではありません。南無阿弥陀仏もまた同じ

事です。南無妙法蓮華経というのも一番根本は、人間自身はどんな泥沼の中におっても美しいあの

蓮の花が咲くように我々の肉体はあの泥沼より汚いものである。その泥沼より汚い肉体舟に乗って

おっても人間は正しい基準を知り、法という宇宙の神理、法というものを己の心の物差しとして、

宇宙の変わりない法というものを、己の心の物差しとして生活したならば、あの蓮の花よりも美し

く調和された境地に到達することが出来るのだと説いたものなのです。 

それを、その法を我々は実践することが大事なのです。如何に南無妙法蓮華経を百万遍拝んだと

ころで、この我々の欲望が作り出したるところのそのスモッグを取り除くことは出来ないのです。

我々はそのスモッグを出さないような環境を作ることなのです。そうすればきれいな太陽が、きれ

いな緑が我々自身を包んでくれるのです。 

こうして他力本願の誤りというのは、我々の環境や習慣を通していつの間にか生活の中に入って

おります。そのために先祖を一生懸命拝めば良いんだ、先祖を拝めば良い、肉体先祖が全てだと思

っている。 

我々の肉体は確かに先祖によって頂いた物です。しかし先祖を祈ることにより、祀ることによっ

て人間は救われるものではないのです。なぜならば、亡くなったとたんに仏様になった、仏様を拝

めば救われるんだ、とんでもないことです。それはめくらのいう、人々のことです。 

肉体先祖は肉体をくれたんです。それに感謝することは当然なことです。自然界に通しても輪廻、

全ての万物は輪廻するように、肉体先祖に対しては我々は、先祖に供養するのは当然のことです。 

供養ということは一体どういうことか、先祖に対する供養は、まず我々は先祖に対して感謝する

ことです。感謝、この感謝することが大事です。しかし、感謝で、有り難うございましたでは困り

ます。それに対する報恩という行為が必要になります。報恩という行為があってこそ、初めて輪廻

するものなのです。 

じゃ先祖に対して供養するは、感謝して報恩。じゃ感謝して報恩ということは、先祖から頂いた

肉体を大事にすることです。健康であることです。そして豊かな心を作ることです。 



381 

 

さらにまた、現代社会に長い歴史の中に作り出したるところの物質文明という環境におる以上は、

経済というものが問題になってきます。それゆえに、まず先祖供養の一番根本は健康、肉体が健康

であるということ、その次には健全な精神。心を作るということ、健全な精神。そして経済という

この三つのもの。これが調和されていることが先祖供養の一番根本ではないですか。 

それを先祖様に、お経を上げること、お経がその意味がよく理解出来る人など地獄になど行きま

せん。地獄に行くか行かないかは、生きている時その人の行為を見たら分かるはずです。地獄に堕

ちたものを救うだけの、地上界にはそんな力を持ってる人いません。 

それならばまず我々は先祖に肉体を頂いた、健全なる肉体を作り、健全なる精神を作り、健全な

る生活環境の経済を作るということ、経済は衣食住このものが調和されない限りは人間は幸せだと

は言えません。 

しかもこの中において足ることを知る。足ることを知ることです。人間は足ることを忘れ去って

しまって、欲望のままに突っ走った時からまた苦しみを作り出します。このバランスが一つでも狂

っては幸せではないのです。 

それゆえに皆さん自身が、自分の子供が健康であって、経済的にもまた心も美しく親孝行をし、

そういう子供を見て、あの子は親不孝だと言いますか。あるいはまた皆さん自身のおじいちゃんお

ばあちゃんどうでしょう。自分の孫が健康で平和でそして経済的にも恵まれている。ああ、うちの

孫は幸せな孫たちだ。死んだ途端になんで罰当たるんですか。 

そう追いかけていきますと、こうして先祖というもの自身が本来は罰などは与えないのです。我々

が先祖が障っているとか、先祖が崇りがあるとか、その原因は一体どこにあるのでしようか。それ

は残された子供の皆さんが、この中の一つでも不安定があり、心の中に調和がないからなのです。

心の光明を失っているために、この光明がないために、亡くなった先祖は同じような心の人に憑依

してしまいます。憑いてしまいます。 

それゆえに拝み屋は「あなたのうちの先祖何代前がこうなっているんだ」、それがたまたま当た

ると、ああこれは大変なことだと、それで先祖に対して位牌を作って戒名を与えてお祈りすればそ

の先祖は救われると思うでしょう。とんでもない間違いです。なぜならば、地獄に堕ちて餓鬼界に

堕ちている人に、いくら食べ物を与えたところで彼らは救われないのです。 

なぜならば、彼らが餓鬼界に堕ちるその理由、その原因、何故、何故どうしてその様になったか

という根本を彼らが理解するまでは、その場所にとどまるからなのです。ということになると、生

きている人間がいくらうまいことを言ってもダメ、それを実行しなければならないのです。 

そこで我々は先祖に供養することの一番大事なことは、自分自身の生活環境を安定し夫婦が円満

で、お互いに調和された環境を作ってから、「先祖の皆さん、もし地獄に堕ちているとしたならば、

皆さんは私の家庭を参考にして下さい。うちの中には嘘がありません、お互いに円満です。皆さん

どうぞ私たちの心と生活を基本にして早く天上界にあがってください」というくらいの勇気を持つ

ことです。 

それを知らないでお経を上げればいいんだ、観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、なんか最近は上げ

なきゃ気分が悪くなる。そうして線香を灯し蝋燭を立て鐘を鳴らしゃ確かに気分も良いでしょう。

そこまで来るともう既に盲目です。 

それならばお経の意味を 

「先祖の皆さん、般若波羅蜜多、摩詞般若波羅蜜多という言葉はインドの言葉です。マーハーパニ

ャパラミタストラー、マーハーパニャ、偉大なる智慧、内在された偉大な智慧に到達する心の教え、

これが般若心経でございます。 
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 観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、観自在菩薩とは、過去現在未来、アニボロキティシュバラー、

過去現在未来の三世を見通すことの出来る悟られた方は、よく内在された偉大な智慧に到達する修

行を生活の中に生かした時に、現界は目や耳や鼻や口、この五官でとらえたものは非常に空しいも

のである、舎利仏よ分かったか、シャーリープトラー」、このように書いてあるんですよ。 

「先祖の皆さん、空の世界はあなたたちの地獄の世界ではなく、本来は天上の世界なのです。皆

さんは今、この地上界においての末法という世に生活したために、真に心というものを失って、欲

望のままに人生を満たされぬままにこの地上界をあなたたちは去って、今あなたたちはその執着を

持っているけれども愚かしいことです。 

 あなたたちはそのようなものを全部捨てなさい。そうして生きている時に、人を恨んだり妬んだ

りそしったり足ることを忘れ去り、自己保存自我我欲のままにあなたたちは一生を過ごしませんで

したか。 

 こうしてあなたたちの五官というこの五官でとらえたものは絶対ではないんだよ。あなたたちは

よく反省してみてくださいね」このように皆さん、教えてやることです。 

それを昨日まで百姓をやっておってポクッと死んじまった、それお坊さん呼んで来い、ありがた

いお経です、ハイこれ－巻は三万円だなんてね、冗談じゃありません。冥土の沙汰も金次第なんて

いうことはありえないんです。生まれる時もあるいは死ぬ時も、本来は人間は金かからないように

なってるんです。それを文明とともに金がかかるようになっちゃった。 

最近は大阪でありまして、「亡くなりましたら三段にしますか五段にしますか」「いやいやあな

たの家柄は七段にした方が良いでしょう」「七段とは一体何ですか」って聞いたところが、「いや

一回出すのに一段が一○万円ですから七○万でございます。お坊さんの式礼に対しては三○万でご

ざいます」うかうか死ねません。百万かかるんですから。それも一般の家庭の人ですね。そうして

亡くなってすぐに戒名をお坊さんは金の高によってつけるのもいますね。ＧＬＡのお坊さん、そん

な人は一人もいません。 

ところが知らないところへ行きますと、金の高を見ましてあなたのところは何々院何々居士、そ

うすると分かったか分からないか知らないけれども、檀家の皆さん、「へ－、有り難うございます」 

こないだ私が葬式に行ったところは、何々信士と書いてあったですね。そうしたら坊さんに食っ

て掛かってました。「何だ、うちの家柄からして信士とは何だ」と。僕は信士っていうから、ジェ

ントルマンかと思ったら、そうじゃないって言うんです。この信士ですわ。この信士という戒名が

ついてる。 

「うちは大体士族である。士族でありながら先祖に申し訳ない。こんな信士はやめてほしい。そ

して少なくとも九文字の院をつけてほしい」 

この院、何々院、馬鹿みたいな話です。そしてお坊さんに「そうしたらこのくらい払ってもらわ

なければ、院の方はうちの寺としては出来ません」「あ、そうですか、それじゃ何とか都合つけま

す」、一旦書いたこの信士を院に変えるのに結構お金がかかります。冗談じゃないんですよ。 

まず地獄霊がこの地上界へ出てきて、彼らが生きている時に何々院何々居士、何々院殿何々居士

なんちゅうもの程、地獄の深いところに堕っこってます。信士でもジェントルマンでもいいじゃな

いですか。そういうものに執着を、生きている人も持ってしまうんです。 

それじゃなぜ戒名というものがあるかといいますと、これはね、生きているうちに必要なものな

んです。例えば今から二千五百有余年前、中インドにゴーダマ・シッタルダの弟子にビパリ・ヤナ

ーといわれる方がおります。彼はナーランダから北東側のところに住んでいるところの豪農の息子

です。家はマーハー・バラモンといって非常に裕福です。その豪農の息子は一人っ子だったために
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非常に甘やかされて育ちます。しかし千数百人からのシュドラー、奴隷たちを使って生活をしてお

ります。 

母親、親子三人の中で、なぜこの千何百人のシュドラー、小作人たちが犠牲にならなきゃならん

たろう。神様があるのならなぜこんな矛盾を与えてるんだろう。彼はそのような疑間からやがて出

家するようになります。彼は出家いたしまして、やがてラジャグリハ・バーストというところの北

東側のところに、ちょうどゴーダマ・シッタルダが成道された後に、ガランダといわれるマーハー・

ベッシャーという金持ちが喜捨した竹林精舎というのがある。ベル・ベナーというところがありま

す。 

その少し先にピパラーという大きな大木があるところで、ゴーダマ・シッタルダが禅定しており

ますと、ピパリ・ヤナーが来ます。彼は初めて一面識で弟子になられた方です。心の窓が開かれて

いるために、ゴーダマ・シッタルダの体から出ているところの後光、その姿を見て、この人こそ本

当のアボロキティ・シュバラーである、すなわちブッダであるということを彼は知っていきます。 

こうして今までのピパリヤナーは、「たまたまお前自身は既に出家した身である。お前は心・行

い、この基本を通して新たに自分を作り出していかなければならない。そのためにお前の名前はお

前の種姓であるところの大迦葉、すなわち当時の名前で言いますと、マーハー・カシャパーという

名前を持つがよろしい」、こういうところからなったのです。 

その第一号というのが、皆さんはよく般若心経とか、お経の中に出てきます、舎利子という、こ

の方はシャーリー・プトラーといいまして、彼の名前はバラモン出身の当時には違います。ウパテ

ィッサーといいます。このウパティッサーという名前を彼のお母さんの名前、当時は母系遺伝、母

系家族ですから、お母さんの名前を取りましてシャーリー・プトラーというのは種族です。このよ

うにシャーリー・プトラーという名前をもらったのも戒名です。院というものと変わらないんです。 

日本の場合は逆に最初の頃、仏教が来た当時は、仏教の神理を知って生活し、五年十年経ってか

ら、あなたはもう名前を変えてもいいだろう、お坊さんが心の広さに応じて、何々院殿何々大居士

という名前を与えたんです。 

最も日本で悪いお坊さんちゅうのは、「てんがい」という坊主です。この坊主はいろいろ頭がい

いもんですから、坊さんたちが一向一揆を起こしたり、その弟子たちがそれをやるために、何とか

これを食い止めなきゃならん、壇家という一つの組織を作ります。そしてその生活を院、殿、大居

士、居士、あるいは院、信士、この階級別によってお金をとって生活出来るようにしてしまった。

ここにいつの間にか仏教は、難しい方向に展開してしまったのです。死んだ後にいくら貰ったって

地獄で何々院殿何々居士なんていう人一人もいません。生きてる時の名前を使ってきます。 

ところが逆にこの地上界において自分自身の心を調和し、今までの生活の中から、道を一つ改め

ていこうとして自分の名前を、心身ともに変えていく人たち、これが本当の戒名なのです。そうい

うことを我々は忘れてしまって、冥土の沙汰も金次第ということは誠にもって仏教も化石化してし

まったのです。 

現代の仏教そのものも、インドの当持のゴーダマ・シッタルダの出られたあのバラモンと変わっ

てはおりません。化石化して既に本当の人間の道というものを失ってしまい、人間の生活の中の形

式に変わってしまった。こういうように仏教そのものも、本当の道が分からなくなってしまったの

です。 

我々はこうして人生というものが、本来はどんどん進化していかなければならないにも拘わらず、

段々退歩し、人間が闘争と破壊を好む動物、人類は既に闘争と破壊を卒業してきた偉大なる魂であ
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るにも拘わらず、この地上界という場の環境や教育や思想や習慣を踏襲してしまった。地位や名誉

や金、このものが絶対だというように人間は再びまた心の面は退化しているんです。 

そうなって今度混乱して参りますと、地震やいろいろな天変地変が起こってきます。なぜならば

皆さんが暴飲暴食、不摂生をしたら、肉体的に現象が出てくるように、我々のこの地球というもの

も神の体の一部分です。神の体の一つの小さな細胞です。細胞を大調和しようとして人類が出てき

ているにも拘わらず、その本分を忘れて、争いと闘争を操り返し、自分さえよければ良いというも

のの考え万の人々が多くなると、その環境は自らその人々の暗い想念、曇りによって包まれます。

包まれるためにまたそこに、天変地変が起こるということになるのです。 

これはイエス・キリストのグループがローマの官憲よって捕らえられ殺されます。その結果、こ

れ以上彼らをのさばらすわけにはいかん、彼らの黒い想念はあのローマを覆ってしまいます。覆っ

てしまいますから神の光は入らない。神の光は光明を満たさなくなってしまうために、そこに現象

が起こります。人間もまた同じです。 

皆さん自身が心が不調和な人たち、間違った心の人々が体に肉体的現象を起こしているのも、そ

のような同じ類が類によって憑依されているのです。それゆえに文明が発達し心を失われるにした

がって、不調和なものに憑依し人間性を失っていくというのも、そのような地獄の霊たちが支配し

て、その環境に不調和な環境が生まれてくるということになります。ボンベイの最後の日というの

も同じです。過去の天変地変というのはすべてがその環境に住む人々の心の状態が作り出すのです。 

我々は特に日本列島沈没なんていう言葉が出ております。日本人は非常に偉大なる魂なのです。

その魂なるがゆえに善にも強ければ悪にも強い。我々は今卒業しなければなりません。人間は雄大

なる、日本人は偉大なる魂を持っている人たちが物質文明だけに追いかけられて、自分の本性を失

うということは愚かしいことです。 

そして人間はやがて心の中から偉大なる神の声を聞き、あるいは理性が失われているから、或い

はまた欲望のままに自分の心が歪みを作っていないか、あるいはまた感情だけが出ていないか、あ

るいはまた自分が理性や知性を失っていないか、心の中がハート形になってしまっておったならば、

私たちの心の中はやはり正しくものが出来ない、あばたもえくぼになってしまう。 

自分の心というものは、常に正常であるか無いかということを、皆さんが自分で想像してみるこ

とです。そうしてやっていたならば、自分の心の歪みは直せるんです。 

そうすると、欠点というものは自分はいつ頃作ったのか。小さいときに私はこういう環境であっ

た、このためについ、人を恨んだり妬んだり謗ったり怒ったりしてしまった。こうして我々は自分

自身の誤りを反省というものによって修正することが出来ます。 

反省、この反省というものは、自分自身が自分の思ったこと、行ったことというものを、とどま

って見ること、止観することです。 

それには、正しいという基準を持っていなきゃいけない。正しいというのは、自分の心が丸いか

ということです。それは善我ということです。皆さんの心の中に嘘のつけない善我というもの、こ

の善我を通して皆さん自身は、自分をよく眺めることです。感情的になって感情的になって心が歪

みを作っているときに対話して何がなりますか。 

今度の選挙を見れば皆さん分かるでしょう。金権政治だの、あるいは金権選挙だの、あるいはま

たお互いに人を誹謗し、相手の悪口を言ってやっておるじゃありませんか。そういう悪口を言う連

中が国会をやっているから良くならんのです。お互いに調和ということがどこにありますか。 
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彼らは思想のための人間です。人間のための思想じゃないじゃないですか。こうして世の中を混

乱に導いているのも、本当の人間の心の尊厳を知らないからなのです。我々が、お互いに調和され

た心というものを知った社会が築かれていくならば、あのような闘争と破壊は愚かしいことに気が

つくのです。 

闘争と破壊をすれば、いつの日か我々は自分自身を、その闘争と破壊の中の渦の中に失ってしま

うのです。それだけに自分というものの見方が大事です。我々は、その闘争の中に、文明が発達し

ていくんじゃないのです。調和された中に、我々の生活、我々のための我々の生活が完成されなけ

ればならないはずです。 

こうして私たちは反省ということによって、自分自身を丸い豊かな心であるかをよく眺めていく

うちに自分の欠点を修正出来るはずです。それには心の中をしっかりととどまって観る。自分自身

が今これは正しいか間違っていないか、こうして自分自身というものをしっかりと皆さんが観つめ

てこそ、自分の前進があるのです。 

自分が反省をするというのは、これは神から我々に、盲目の人生を体験しているところの私たち

が、神から与えられているところの慈悲なのです。 

人間ですから、盲目の中に間違いを起こす、間違いは改むるに憚ることなかれ、出来ちゃったこ

とは仕方がないんです。それだから我々は自分自身が、二度と同じ間違いを起こさないように我々

が生活をしていったときに、それだけ豊かな心が出来ていくのです。 

それを我々は逆にまた、過ちを過ちとして自分を苦しめてしまう、執着に変わります。我々はそ

の様に執着というものを自分自身が取り除くように、そして常に自分の心が今丸いかな、自分自身

はどこかに歪みはないだろうか、やっていく内に皆さんは、段々進化していきます。 

ですから他力ではなく自力、自力によってこそ、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は与えられるのです。他力によって自力は得られないのです。 

何故なら神は、すべてのものを我々に与えてあるのです。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。それを自分が努力せずして、自分自身の心を観ずして、自分の生活

を振り返らずして、幸せになろうということは、誠にもって愚かしいことです。 

それだけに我々は、転生輪廻の今というこの地上界において、皆さんは自分をしっかり作って、

また来世、またこの地上界かあるいは他の天体に生まれ変わっていくでしょう。その中において今

という時間を大事にし、一秒一秒の思うこと行うことというものを、丸く豊かな調和された自分を

完成されていったならば、人間は必ず調和され、より豊かなものを作り出すことが出来るのです。 

こうして生命というものは永遠の転生を重ねて、特にこの地上界という世界に出ると、皆さん自

身の意識は全部が一○％しか表面に出ていません。ほとんどの人々は一○％しか表面に意識は出て

ないために、皆さんは全部ものの判断が分からなくなるところにまた修行があるんです。 

我々は今地球号という大宇宙体の中の小さな惑星の船の中に、地球上の人類の三七億数千万の人

たちが住んいるのです。宇宙船の中でお互いに争いと闘争を繰り返すことは本当に愚かなことなの

です。 

我々はその宇宙船の中で、より豊かな自分の心と、より豊かな調和された社会を、調和されたユ

ートピアを、作るということを忘れてはいけません。 
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我々の意識は全部九〇％は潜在しております。次元の違った世界へ行きますと、逆にまた人々の

心の状態は、皆分かるようになります。それ故に我々は次元の違った世界では、皆調和されており

ます。地獄界に行ってみれば、また逆です。 

こうして人生というものを皆さん自身が、自分の心の在り方が如何に影響するか、ある人はこの

間いいました。「思うことぐらい自由にさせて下さい」 

ところが思うことが基準なんです。思いがあればこそ行為になるんです。ですから思うこととい

うものも大事なのです。 

我々は常に自分の心の中に思うことも、正しいという基準を逸脱してはいけません。ですから想

像ということも、それが自分自己だけのことだったらとんでもない間違いを起こします。ノイロー

ゼというのは皆これです。正しいという基準を失います。その為に、ノイローゼに罹りますと、ま

ず夜、寝られなくなります。その前には、大抵、鬱病って、黙って自分一人になります。人を、自

分自身以外、人を今度誹謗します。悪いことはすべて人のせいにします。 

「自分は悪くないんだ」、段々段々、小さい自分になっていく内に、夜の夜中頃になって体が疲

れるころになると、ぼつぼつ地獄霊が傍に出てきます。そうして彼らはその人の声、あるいは自分

の思っている親しい人、あるいはまた自分の本当に嫌いな人、そういう人の声をそのまま真似して

喋ります。 

ですから過日でしたが、地獄霊がささやきまして「あなたは今から東京へ行きなさい、こんな山

の中におってはいけない、東京に行きますとＧＬＡ教会というところがある。そこは気の毒な人た

ちが住んでおる。お前はそこの気の毒な人たち、あるいは肉体的な不調和な人たちを救う先生にな

らなきゃいけないんだ」と地獄霊が神様の声だと思うから、さっさ、さっさ東京へ出てきた。とこ

ろが東京の上野へ来たところが、「お前はここではいかん、いまからすぐに仙台へ飛べ」仙台に行

った。仙台へ行ったところがまたもう一人の別の声が、「お前はそんな仙台など行っちゃいかん、

東京に行きなさい、東京の浅草に行きなさい」 

何言ってんだろう、神様は何であっち行かしたりこっち行かしたりすんだろう。またその人はま

たそういうものを信ずるもんですから、さあ上野駅まで来ました、ところがこの間、雨ですから、

「お前は修行のために三○分間、雨の中に立ってなさい」、またご丁寧にその人三○分立っている

から、今度おまわりさんのほうがおかしくなってくるわ。 

「もしもしあんたどうしましたか」いや、「エー神様が立ってる」なんては言えないでしょうか

ら、いや待っているんですけれどと言ったようです。そして浅草まできたら、「八起ビルに行け、

お前は今救われなかったらえらいことになるぞ、お前はそんなところうろちょろしちゃいかん。仙

台へ行くのあるいはまた自分の国に帰るの、そんなこと言っちゃいかん。今お前は八起ビルの三階

へ行きなさい」 

またこれおかしいこと神様言ってるな。これは正しいこと言ってる人です。そして八起ビルへも

う疲れきった顔で私のところに来ました。見たところが地獄霊がいっぱいです。遠くのほうから守

護霊の方が涙出しているんです。男の人ですけどね。ただし来た人は女、後ろにいるのは男性です。

地獄霊はみんな男もおったり女もおりまして、その地獄霊がいろいろと指示する。ところが正しい

こと言ってるのも分からなくなってしまう。 

こういうのが分裂症っていうんです。分裂しちゃったわけです。判断がつかないんですから。こ

の分裂症になっちゃった。そしてそこで「あなたのところへ、こういうこと言ったろう、ああいう

こと言ったろう」ったら、「イヤーその通りです」と。 
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あなたは自分自身を忘れて、何でそのものの目に見えない世界の言うことを聞くんですか。「東

京へ来たら仙台へ行け、仙台へ来たらまた浅草へ行け、あるいはＧＬＡ教会へ行けばお前はそこで

多くの人々を救わなきゃいけないんだ」「あんたにそんな力あるわけないだろう」、そういってい

ろいろ話したら、「私はだまされていたんでしょうか」 

マ、よくこういうのは狐憑きって言うんでしょうけどね。そうして私は「仮に耳元で言われよう

がここから出てこようが、あなた自身が正しいという基準で判断しなかったら困ります。肉体舟の

船頭さんは一人でなければいけない、二人も三人も入るから。肉体舟の船頭さんは一人でいいんで

す」 

皆さん自分自身が、この中にもいますよ、三人くらい乗っかってるのが、四人というのもいます

ね、怖いですよ。そうしたら自分であって自分でないんです。ですから、いや笑ってるけれども、

本当にそう人がいますね。ですからね、心の面が、ア、あそこにもいるな。ですからね、それは分

かるんです。皆さんの傍に憑依霊がついているのは、それにちゃんと傍にいるんですから。 

それは皆さんの心がこう動揺して自分であって自分でないという人がこの中に大分いますよ。そ

れは分裂に罹かりかかっているんです．だから船頭さんは一人です。一人で舵とっていきゃ間違い

ないが、人生航路の大海原の中を「お前あっち行っちゃ困る、お前仙台行っちゃ困る」なんてやら

れてるうちに、自分で自分が分からなくなっちまう。ですから「私は一体どうしたら良いんでしょ

うか」ってわけです。 

その人が来まして、まず体の状態が非常にもう食事もしてません、夜も寝てませんから大変です。

すぐうちの下の病院へ行って注射を打たして、肉体的にまず健全にしなきゃならん。肉体をかっこ

つけた。彼女上がってきました。顔色が大分違ってきている。 

「先生大分気分が落ち着いてきました」「ウウン、まだあんたの傍でいろいろと余分なことをし

ゃべってるのがいるよ、それを聞いてはいけない」 

ちょうど皆さんは昔平家物語で、耳なし芳一というのを知っているでしょう。同じです。耳なし

芳一は自分の心、目が見えないんですから、地獄霊に呼ばれて行っちゃ、お墓の前で平家物語をや

っておったんです。同じです。目が見えておっても「東京駅だ、それあそこだ」ってやられるんで

すから、地獄霊というのはそのようにガチャガチャ自分の耳元や心の中で言わして、その人を狂わ

せようとするんです。 

あるいはまた悪口です。「お前の悪口をあの人が言ってるよ、この人が言ってるよ」、そしたら

壁のほうからも聞こえてくる、あっちからも聞こえてくる。本人は「何で僕の悪口言うんだろう」 

今度怒り出してね。耳をふさいだってあの世の声だから聞こえます。そうすると「あの人のうち

は私のところをみんなが恨んでる。ぼくはこんなとこにおられない」、こういう人もおります。 

この間、大阪で会社に勤めて二○年になる人です。「僕は先生、会社に勤められないんです。み

んなが私の悪口を言っているんです。だから私は会社を辞めたいんです。そして自分の今住んでい

るところでも、近所の人が評判を立てて、私の悪口みんな言ってるんです」 

「何であんた悪いことしたんだ」「いや僕は悪いことしないんです。ところがみんなが言うの、

みんな聞こえちゃうんです。私の心の中もみんな相手が分かっちゃうんです」、こういうわけです。 

ところがご本人、「あなた僕のところに来るの恐かったんじゃないか」と。 

「恐る恐る、ようよう来ました」 



388 

 

そらそうです。憑いている憑依霊にしてみれば、「あんなとこ行くな行くな」ね。彼らは自分の

住処を取られるんですから、行くなって言うのは当然です。行くな行くなって言われているのに強

引に来たわけですね。 

そうして後ろに憑いてるのがその人の声、隣の奥さんなら隣の奥さんの声そっくりにしゃべりま

すから、「ハッ、またあの方、私の悪口言ってる」、そうすると本人は怒鳴り込んでいくわけです。

ところが本当の奥さんのほうはそんなこと関係ないと、「あらあの人どうしたんだ、私何も言わな

いのに」一回二回三回言ってくうちに、今度は「あの人はパーじゃないかしら」と、本当に相手に

されなくなっていくわけですね。 

ですから地獄霊はそうしてその人を占領するためには、どんな手段でも講じます。最近は私の名

前、地獄霊で知る人が多くなったために、私の名前を言っているものもいるんです。そうして私の

ところへ「先生こうやって言ってきましたけど本当でしょうか」「冗談じゃないよ」と。「僕はあ

んたたちのところ行きませんよ」と。「あら、どうしてですか」 

行くこともありますけれど、行かない場合も多い。私だって一人ですから最近はアメリカからも

お呼びがきたり、また台湾からお呼びがくるもんですから、そっちの方行ってる方が忙しいんです。

ですからＧＬＡの会員の中でも、そう一人一人に行っておられません。独り身ですから。そうです

からそれが私の名前をＧＬＡの会員でなくて違うところから来るんですから。ですから向こうでは

神様の声だと思って私のところへ会いに来ます。 

そうやって見てるとこれは完全なる憑依霊か傍にいるわけてすね。その憑依霊の状態でも、その

人の状態によっても違いますけれども、ちょうど頭がこうありますと、憑依霊の場合は非常に薄暗

く、そしてその人のところにちゃんとこう憑いてます。この辺にこうやって憑いております。 

そうすると大抵の人は肩重いなあと思ってる人たちね、そんな時にはなんかいるんですから気を

つけてくださいね。あるいは頭がかぶってどうにもならんようになってる場合は、こういうところ

に蛇がちゃんと憑いています。変な信仰している人は、拝めば拝むほどどうにもならんていうのね、

こういう人も気をつけてください。 

それからすぐに腹を立ててカッカカッカ怒る人、こういうのはアスラーっていう、アスラー、ア

スラーっていうのが憑いています。これはアスラーっていうのが憑いてると喧嘩っ早いですよ。ま

あこれからちょっと向こう行くと、ワッショイワッショイというのがありますけどね、そのグルー

プにはアスラーが多いんです。ですから言うことなんか聞きませんね。 

感謝も報恩もありませんね。お互い人間同士が殺し合いやります。ま、ああいう連中はゆっくり

あの世行ってやってもらいます。ですから、そういう心の人たちが多くなるんです、末法という世

になると。心いうものがなくなるからです。ですから我々は、こういうように地獄霊がいっぱい傍

にいる場合がありますよ。 

この間なんかすごいんですよ。「あなたは誰ですか」って聞いたら、「私は大仏だ」って言うん

ですね。「ああそうですか、大仏様」、そしたら威張るんですね。彼らはほめるとすぐ図に乗りま

す。絶対に地獄霊を怒っちゃいけません。彼ら分からないからやるんですから。だからやはり慈悲

の心をもって、愛の心をもって相手を諭してやることが大事です。 

この中にもそういうような人がいますけれども、皆さんの場合はなるべく自分が神理を知って、

だって知らないから憑いちゃったんですから、そう先ほどのように反省すりや良いんです。自分の

心でなぜそうなったか。なぜ、どうして。そうしてその原因を取り除いていけば人間は誰も救われ

るんです。 
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ですから私たちは間違いを犯しても、その間違いに自分自身が翻弄されてはいけない。それを素

直に直して二度と同じ間違いを犯さないようにしたならば、それで人間はいいんです。 

そこで我々は正しいちゅうのは、八つの八正道という道、この八つの正しい道を、皆さんは生活

の中に生かすことです。相手の言うことを正しく聞く、ところが大抵悪口を言われるとこん畜生っ

てすぐ思っちまう。思ってもだめです。思えばすぐに頭のところから湯気が出るって言うけれども、

頭が赤くなって炎が出てきます。これはね、怒りっぽい人たちの後ろからは後光は違うんですよ。

赤くパーって燃えております。その人によって違いますね。怒りっぽい人たちね。指差しちゃ失礼

に当たるからやめます。そうするとその頭からはね、ものすごいその赤い色が出ております。この

中に何人もいますよ。そして頭が禿げているからこれ後光じゃないんです。頭が禿げとったって赤

い炎が出ている人があります。 

あるいはまた心のきれいな人たちは、ちょうどこのところからきれいに柔らかい金色の光が出て

おります。このように。こういう人もおります。こういう人も心のきれいな人たちですね。ですか

ら、そういう人は常に自分というものを毎日の生活の中で、ちゃんと理性を知って物事の判断をし

て生活している人たちです。こういう人たちはきれいに後光が出ております。 

実はこの後光はあの世に皆さんの帰る肉体なんです。ですから後光の出ている人たちは間違いな

く天上界へ行きます。今の赤いような炎の出ている人たちは、地獄界のアスラーという世界に堕ち

ます。アスラー、アスラーという世界です。これはもう争いと闘争ばかりやってる。もう死んでも

また死ぬ、また死ぬって、何回も死にます。殺されます。 

ということはこの間、大阪の研修会じゃない、講演会の時でした。私のちょうど二間くらい先の

ところに一人の、人間も四千人近く入っておりますからなかなか話しすることはできませんでした

が、ちょうど二間くらい先のところに、七十代のおじさんが苦しんでいるんです。ここに手を当て

てずっと苦しんでおりました。 

ちょうど違う人が講演しておったもんですから、私はこうやって眺めてみておりましたところが、

本人のところによからぬものがおります。そして私は肉体を持っていくことはできませんから、も

う一人のこちらの肉体、光の肉体から飛び出して出て行って、そのところにおるものを取ってしま

いました。 

その時に引っ張り具合が、こう引っ張ったもんですから、相手がかじりついてるもんですから、

これをこうやって外しゃいいものを、思い切って引っ張ったもんですから奇声を上げられちゃいま

して、本人は「ギャッ」と言いました。ところがそれではいかんもんですから、歯がこう食い込ん

でいるもんですから、蛇のでかいのです。表からこうやって押し込んだところが、これが取れまし

て、思い切って取ったもんですから首が取れちまったんです。 

そしてお前はこういうところに来て人に憑いてどうするんだ。岡山から来た人ですから大変です。

そして捨てまして、足にずっと絡まっているのを取ったところが、見てる間につながっちまうんで

すね。地獄ということは死んだ生きた、死んだ生きた、ひっきりなしにやっているみてえよね。で

すから首取ってもまたすぐ生き返っちまうんです。まあ、死なないんですからあの世は。この世は

死んだ生きたいうけれどもあの世じゃ死なないんですから。 

そしたらそのおじさんという人はものすごく短気で、村でも、町でも誰も相手にしない。自分さ

え良けりやいいって、カッカカッカ言うんです。ところがその方、傍に大阪の青年会議所の責任者

がおったもんですから、その方に、「今あそこにいるおじさん、痛みは取れたはずですよ」って呼

んで言ったところが、「いや急に何か分からんけれど、スーとしちゃって、一旦ものすごく痛かっ

たけどあれから痛くなくなっちゃいました」、そう言ってました。 
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ですから、そういう原因も実は自分が作っているんです。人ではない。人ではない。自分の心、

思うこと行うこと、これが全部呼び込むんです。ここで人間の心というのは一念三千といって、無

限に広くなります。皆さんの心は無限に変わります。この人間がいろいろ変わるというのは、自分

の自己を中心にするから変わるんです。正しい心の基準を持っていればそのようなことはありませ

ん。 

我々は常に自分の心を丸く豊かに調和されておったならば、これは皆さん自身の頭から後光が 

出てきます。あるいはこの地上界を去る時に私の教えた通りの神理を亡くなる時に、あるいは目

を落としてからでもいいから、皆さん教えてやってみてください。そうすると硬直など全然しませ

ん。 

例えばおじいちゃんが死んだとする。「おじいちゃん、あなたは今肉体から離れるんですよ。今の

肉体はもう古くて使い物にならないんですと。今あなたの持ってる肉体が本当の肉体ですよ。執着

を持ってはいけません。今まで人生のあらゆる苦しみや悲しみや悦びを体験してきたんだろうけれ

ども、あなたは今人生からこの世を離れていくんです。あなたの行くところは、お墓や神社や仏閣

や、あるいはまた違うところではないんですよ。いわんやこのうちの中におってもらっちゃ困りま

すよ。あなたのうちはあの世という光明に満たされた世界があるんです。そのためにはあなたの心

の中にある一切の執着、これを捨てなさい、裸になりなさい。恥ずかしいとか、あるいはまた死に

たくないとか、一切のものを捨てなさい．もうお金も何ももう要らないんだ。ただであの世へいけ

るんです。あなたの亡骸は私たちが処理するから安心してください」、懇々と教えてみてください。 

硬くなるのは彼らは死にたくない、死にたくないって力が入っちまうんです。そしてそれに執着

を持っちまうんです。それですからお医者さん曰く、「それは医学的なこういう現象だ」っていう

からとんでもないです。今まで私のやったのは百人が百人、その通りになるんですから。これはど

うにもならんです。人間は執着がなけりゃ軽く出て行っちゃいます。 

皆さんが夜寝ている時に、この中でも経験している人たちがおります。あの世へよく行く時に、

肉体から外れる時にグーッと胸を押さえられてピタッとなっちゃう人がいます。それはまだ死にた

くないっていう執着、これが抵抗になってるんです。どうぞいつでもどうぞっていったらスッと抜

けちゃいます。そのようになるには大変ですけれどね。 

そうするとあの世へ行ってちゃんとこの目で見てきます。不思議でも何でもありません。手の感

触もあります。あの世へ行って見てこれますから。 

ま、せめて皆さんは、自分の今度あの世へ帰る時の、自分のうちぐらい見てきておいたほうがい

いと思いますよ。それには自分のちゃんと教えてくれます。自分が行って思い出せます。「ア、こ

こだったのか」 

最初のうちは大抵、皆さんの住んでいるここは私の屋敷だ、これは自分のうちだっていうと、そ

のようなところへ行く人もいます。あるいはお墓へストレートで行ってこれが自分のうちだと思っ

て、重い石をね、持っている人もいます。 

過日青年部の研修会の時に、名古屋から来た青年です．彼は泊まっている私たちのホテルで一生

懸命にセメントを掘っくり返してるんです。「お前何してんだ」って言ったら、よそのうちのホテ

ルのセメントぶっ壊されたら、こりゃ困りますと、見たところが地獄霊なんですね、年を取られた。

ちょうど七五、六歳になる地獄霊が傍におって掘ってるんですね。その男と一緒に。 

「ちょっとちょっと君、何してんだ」って言ったら、「いや、このセメントぶっかからせなきゃ」

って言うんですね。「オイ、ちょっと待ってくれ。ちょっと君、離れなさい」地獄霊にね。離れて
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おいて、「あんた何んでこんなところのセメントぶっかいてるんだ」と。「いや先生、私はセメン

トをぶっかく癖があるんです。セメント見たら何か壊さないと気分が悪いんです」 

そういうことでセメントを壊し始めたわけです。で、よく見たところが、「お前は？」って地獄

霊に聞いたわけです。「わしは今自分の住んでるところがセメントで塗られちゃってどうしても都

合が悪いと、あそこから出たいんだ」と。 

ハハア、こりやお墓をセメントで固めたなってことでね。それですぐに、「君、君のうちのお墓

はセメントでがっちり固めてあるのか」「いや分かりません、ちょっと電話して聞いてみましょう」

って。長野県からすぐに名古屋まで電話したところが、実はセメントでがっちり固めてあります。

結局は自分がセメントづめになってるもんですから、どうにもならんわけですね。で、それをすぐ

に家のほうへ、生長の家の信者ですけどね、その人にやったところが、今度彼は非常に楽になって

きました。憑依霊自身も。 

そこで「お前が何でお墓に執着を持っているのか。お前はそんなところはただ肉体を自然に帰す

ための環境に執着をもってはいかん。君たちの住む世界はそんな世界ではないんだ。光明に満たさ

れた世界なんだ」、懇々と教えてやりました。そうすると彼らは納得するんですよ。ま、生きてる

皆さんに話しするより早いんです。彼らのほうは敏感にそのものを受け止めるからです。生きてい

る人間は案外盲ですから、私たちの話を半信半疑で聞いております。 

しかし皆さんの場合は半信半疑で聞いても結構なんです。皆さんの心の中には全部テープレコー

ダーがあるんです。死んでから、アー、あの時に聞いちゃったって、分かりやいいんです。でもち

ょっと地獄に堕ちますけどね。ですからそれも結構な話。だから体験する上において信じなくても

良いというのはそれです。しかし信じたほうが早いですよ。僕らはそれだけの結果を出す力を持っ

てるんですから。皆さんがどんなことを言ったってだめです。我々はその力を持ってるんだからだ

めです。そういうことを我々はできるんですから。 

そりゃ私一人なら否定します。もう既に日本人ばかりじゃないんです。外人にもそういう力を持

った仲間が出てきてるんだから、こりやだめです。我々は中国語も、あるいはまたよその国の言葉

も分かりません。ところがその国の言葉で自由に語って分かっちまうんだから、これだめです。 

皆さん自身も同じなんです。我々は日本にばかりに生まれてるんじゃありません。あらゆる国々

を転生輪廻して皆さんは今日本人として、自分自身が望み、その縁生によって現在あるんです。人

間はあらゆる国々を転生輪廻してきているんです。そして地球という環境の中から、あるいはその

前は他の天体から、我々は永遠の生命として、今皆さんはあるのです。信ずる信じないは皆さん自

身があの世に帰りゃ分かることですから。ま、生きているうちに自分が知って、自分のあの世に帰

るお墓ではなく、自分のちゃんとした精妙な世界を、自分が行って見てくる、こりゃ良いことです

よ。ただですから。お金はかからんですから。あの世に帰るにはお金要らんのです。 

ですから私は台湾には去年の一○月、一一月とずっと行ってました。ちょうど台湾とは時差が一

時間あります。日本でちょうど二時ごろ行くと、ちょうど向こうが都合が良いんです。彼ら寝る頃

です。皆さん集まっているところへ私は行って彼らに道を説きました。これはお金一銭もかかりま

せん。銭はかからないんです。何しろ運賃は要らないんですから。飛行機より早く行きます。飛行

機は約三時間かかります。私は抜け出していくとほんの一秒、二秒、三秒くらいです。 

スーツと行ってしまってそのうち、入ります。家宅侵入罪にはなりません。その点便利です。ど

のような状態でも自由に見てきます。そしてそこで彼らの心の窓を開かして、ついに台湾のグルー

プ、お医者さんグループの心の窓を開きました。 
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それが終わりましたんで、今アメリカへたびたび行ってますが、アメリカの方の人はなかなか固

いもんですから、この間も行きまして、ちょうどこちらからは二時から三時頃がちょうどいいんで

す。こちらの昼間の。そうすると向こう夜なんですね。ベッドの上で寝てます。それを起こすわけ

です。「おい起きろ」と。そうすると彼、夢のつもりで起きてきます。起きてきて夢のままで終わ

っちゃ、これ困りますから、天上界まで引き上げます。そこでいろいろと教えます。教えるとその

まま帰すと、またこりゃ困りますんで、天上界から突き落としてやるんです。そうすると彼は肉体

を支配すると同時に落っこった夢見ますから、アーって起きます。起きて「ああ、今こんなことや

った、あんなことやった」っていうんで覚えてくれるわけです。ですから皆さんが夢を見て覚えて

る夢の場合は、そういうことがあるんですよ。夢みたいな話じゃなくて。 

ですから人間というものは、そういうことがいろいろ行われているにも拘らず、盲で分からない

んです。人間は心の世界というものを知ったならば、今という毎日の生活が如何に重大だか。転生

輪廻を通して我々は豊かな心を作り、調和されたいわば環境を作るというのが人類の大きな目的。

神様の体の中の、いわば我々はちょうど酵素のようなものです。皆さんの胃の中に、動物や植物や

鉱物のエネルギーを吸収して、そして分解してくれるところの酵素というばい菌みたいなものです。

ばい菌のような人類が神様の体の中で、原爆やあるいは争いや闘争を起こしておったら一体どうい

うことになるんですか。下剤でもかけたくなります。 

我々はそういうことを考えたならば、今我々の置かれている環境というものが如何に重大なもの

であるか。そして人間は皆神の子だと、こういうことを知るでしょう。そして永遠の生命として皆

さんが、自分を自覚して人生をより豊かに暮らしていくことが大事です。そしてまた我々があの世

に帰った時に、皆さんは必ず言います。「あの時はありがとうございました」 

ま、今はそのような自覚を持ってほしいんです。そしてそのためには、まず自分の智性を豊かに

し、実践をする。実践をしてこそ智慧というものが湧き出してくるのです。智性というものを豊か

にするためには、我々は五官、あるいは体を通した知識、この体を通した知識というものを自分が

それを実践することです。実践をした時に初めて我々は普遍的な智慧というものに変えることがで

きるのです。この智慧に変えたときに、本当の偉大なる自分を発見していくのです。 

（テープとび） 

他力本願の、ね、曼荼羅かあるいは偶像、仏像いろいろなものを拝んで人間は救われると思って

いる。ま、最近はまた流行のがありましてペンダント、あれもなかなか考えましたね。うちの会社

に頼んでくりゃ二○円くらいでできるものを。それを何万ていう金を出してね、やってるバカもい

るんです。そして神様がこのようにしてくれる。それを持っていってチャージしなかったら、一ヶ

月に一回、そりゃいわば四千円、五千円納めないと、これはもうだめだと、こうやって教えられて

るんです。ま、そういう方はあの世へ行ってからじっくり絞られます。 

そんなお金によってチャージなんかできない。バッテリーみたいなこと言ってます。そうしてお

風呂へ入る時もね、大事に大事にして、これ水がかかったら大変なことだと。ま、そういう指導者

は今、地獄でいろいろと制裁を加えられております。それも自分がやったんだから仕方がないんで

す。 

私は守護霊から全部聞いてます、その方の。僕の本にも鉄眼という人が報告に来てます。彼らも

気の毒です。守護霊も気の毒です。なぜならば彼ら自身がそういう守護霊としてもどうしようもな

らないんですから。ですから、「困りました、困りました」、報告は全部きてました。 

あるいは最近またもう一つ、陶磁器で作りましてね、こういうその宝塔っていうのがあります。

宝塔をもって、こう、「せんざ行（？）」ってのをやりや人間はみんな救われるんだ。ま、人間は

いろいろ発明しますね。金儲けのためには。ところがＧＬＡ売るもの何もないんです。だからちょ
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うどいいんです。金もないし。我々は一生懸命に自分の体ぶつけてやりゃいいんです。その代わり

こっちは一生懸命仕事してます。そういうもの通してこそ本当ですよ。お金の高によって人間が決

められたらとんでもないことです。 

今度の選挙みたいにね。何百人という候補者から問題が起こってきて、彼ら自身が自分の首自分

で絞めちゃいますよ。そんなもんじゃありません。人間は金の高によって価値が決まるもんじゃあ

りません。人間の価値はその人が如何に正しく生きたか、それを如何に人々のためになることをや

ったか、ということがその人の価値なのです。金の価値なんてものは死んでも持っていけない。生

まれてくる時も持ってきた人はいないんです。そういうことを考えたならば、我々はそういうもの

の欲望から心を離して、じっくり自分を見つめることが大事ではないでしょうか。 

こうして転生輪廻というものは、皆さん否定したところでやがて若い人たちは年を取って、しわ

も、しわのある人に申し訳ないけれども、段々そうなってあの世へ帰るんです。好むと好まざるに

拘らず、ま、年を召している人たちは、ま、人より早く往くことは間違いないんですから。ですか

らしっかり自分を作り、そして自分というものの心のあり方を作ることが大事です。ま、五○、六

○、七○になるにしたがって、おそらくカーブはこのように上に上がるでしょう。あの世へ帰る時

間が早いんですから。若い人たちも安閑としておってはいけません。自分をしっかり作って、より

豊かな人生を送れるように、そして我々は毎日の生活が意義あるものであるように、皆さんが努力

された時に、皆さんの心はより豊かになっていくということです。 

私の講演はこのくらいで失礼いたします。 
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【質疑応答-紫式部は現代に生まれる予定だった】 

1975-02-09 ＧＬＡ関西本部講演会 

丁度おととし（一九七三年）でしたか、紫式部という方が、或るご夫婦の間に出ました（妊娠受

胎）。 

「アァあなた、だいぶクラッシックな格好しているね」って聞いたら「源氏物語を書きました」 

 「源氏物語を書いたって誰よ」 

 「紫式部でございます」って言うから、へーこんなのが出たら、また文学者として都合いいんじ

ゃねーかなと思ったんです。 

 そうしたところが、その家庭自身にどうしても肉体的条件が、奥さんがもたない。そうして、こ

のままであなたが出たら、あなたのお母さんは死んでしまうじゃねーかなって、医者に相談した結

果、（お母さんが）私のところに来たんです。 

  （紫式部の霊へ）「どうしますか」 

 「残念だわ」って。 

 「還りますか」 

 「エェ、もう還らしてもらいます」って言っていましたね。 

そういうこともあるんです。それは納得づくですね。そういう親はもう、宝くじを引いて損した

人ですね。 

 マ、そういう過去世を持っている人が社会へ出れば、もうね、七つか八つ位でもう立派なものを

書き出すでしょうね、いい子供を持つというが、ですがこれもまた「縁」ですね。 
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【人生の価値】 

1975-02-09  関西本部講演会 

 私たちの心というものは、無限に広く、一念三千といって、思った世界に自由に通じるのです。

悪を思えば悪の世界に、善を思えば善の世界に通じる。 

 一念三千を角度をかえて解釈しますと、人の心の無限性、つまり自由を言っているのです。しか

しその自由な心を悪につなぐと、やがて自分自身の首をしばることになるのです。 

 法律というのは、社会秩序を維持するために一つの菩薩心のあらわれとして、人間がつくったも

のです。だから、ある程度の行動は、国の法律によってコントロールできる訳です。 

 しかし正法から見た善悪は、行為を動かす心を問題にするのです。ですから、私たちの心の中で

思うこと、その法則が見失われた時を末法というのです。 

 末法の時代には、人間はお金や地位や名誉、物、そのようなものが絶対だと思うことによって偉

大なる神の子としての価値を忘れてしまい、 その中から苦しみをつくり出すようになってしまうの

です。 

 お金があれば人間はすべて幸せになれると私たちが思うならば、なぜ、経済的にゆとりのある人

びとの中にも苦しみがあるのでしょうか。 お金というものは、あくまでも人生を理解し豊かな心を

作るための一手段にしかすぎないのです。 

 人間は生まれてきたときに、お金を持ってきた人など一人もおりません。また死ぬときに財産を

持ち帰ることのできた人がいるでしょうか。むしろ、残したその財産によって、今まで仲のよかっ

た兄弟たちに争いと闘争の種をまいていくことになる場合が、多いのではないでしょうか。 

 私たちは、物質や経済が絶対なのだと思ったときから苦しみを背負ってしまうと思わなければな

りません。人間が真に救われる道は、決して物質を所有することではないのです。マルクス主義や

あるいは資本主義でもありません。 

 資本主義やマルクス主義は物質経済が根本となっているために、人間の尊厳を忘れ去っているの

です。私たちは偉大なる心の尊厳性を知ったならば、物質文明をいかに利用して豊かな調和された

国をつくり、世界をつくるかということが大切なのです。 

 人類は自らつくり出した物質文明によって、より豊かな環境をつくり出そうとしました。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のです。その結果とし

て、いつしか形式的、他力的なものが生活の中や習慣の中に根を下ろしてしまったのです。 

 人間は強がりを言っていても、あるときに病気や経済的な苦しみに会うと、それから逃れようと

して、 神社仏閣、あるいはまた拝み屋のところへ行くのです。それを他力本願といいます。しかし

その他力本願によって本当に私たちは心の苦しみや、経済的な苦しみを除くことができるでしょう

か。他力本願によっては絶対に人間は幸せにならないのです。 

 私たちが、スモッグをつくり出さなければ、きれいな太陽の光や空気を受けられるように、苦し

みや悲しみはすべて、自分自身の偏ったものの考え方や行いがつくり出したものなのです。心を失

ってしまった思想や他力本願の宗教などは、 意識まで腐らせてしまうために、かえって苦しみの原

因をつくりだしてしまうということなのです。 

大宇宙に対する感謝の心、人びとの心と心の調和によるその道を実践することこそ、本当の仏教

であり、イエス・キリストの愛の道なのです。 
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 神というものは宇宙そのものです。太陽は一秒間に 9.3×1022キロカロリーのエネルギーを宇宙

空間に放射しています。そして毎秒数百万トンからの石炭を燃焼しただけのエネルギーを無償で地

球に与えているのです。 

 一グラムの物質をエネルギーに変えると、一馬力（七四六ワット）のモーターを約三千八百年間

回し続けることができます。太陽をこわして地球をつくれば、三十三万三千個もできるのです。い

かに太陽のエネルギーが莫大なものであるかがわかるでしょう。 

 その太陽のエネルギーは無所得です。一厘一毛のお金さえ、私たちから取る訳ではありません。

この太陽のエネルギーが自然の中のすべての恵みをつくり出しているのです。 

 そしてまたすべての細胞、物質にも生命が宿っているのです。私たち人間はそうしたエネルギー

という生命の大海の中で、呼吸していることを知らなくてはなりません。 

 私たちが吐き出す二酸化炭素は、植物によって吸収されます。植物は二酸化炭素を栄養源として

太陽の熱・光の合成によって澱粉や蛋白質、脂肪、糖分をつくるのです。また、それらが私たちの

血や肉や骨になってゆく訳です。 

私たち自身の排泄物もまた、エネルギー源として植物の体をつくり出しています。すなわち太陽

は、私たちに何も請求することなく、万生万物を大調和させているのです。 

 こうして大自然は無言のうちに私たちに感謝の心を教えています。しかし私たちはその自然に対

して、ただ感謝するだけでいいのでしょうか。なぜならば大自然のルールによって、すべては輪廻

しているからです。感謝の心は報いる行為によって輪廻していくのです。 

 動物も植物も相互関係を保ちながら存在しているのです。ですから人間関係においてもお互いに

手を取り合い、助け合って大調和へと歩むことが大切なのではないでしょうか。 

 今、私たちは自らの魂を調和するとともに神の体であるこの地上界に平和なユートピアをつくり、 

お互いに心を開いた嘘のない生活環境をつくることが大切なのです。それこそが人間のなすことで

す。そして、それが本当の神に対する感謝であり、また先祖に対する供養であり、報恩の姿という

ことになるのではないでしょうか。 

 自然の心、神の心はこのように無所得のままに大調和を教えております。大自然の意識、大自然

の心そのものが神なのです。 

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

しまう人びとが多くなるのです。 

 神というものは祭られたものでしょうか。大神殿、大仏殿を造ることによって神が存在するので

はないのです。この地球そのものもまた、大神殿である神の体の小さな一部分にしかすぎないので

す。その中になぜ浄財でそういうものをつくらなければならないのでしょうか。 

私たちはこのへんに信仰の大きな間違いがあるということを知らなくてはなりません。正しい信

仰とは、私たち自身の心の中に偉大なる大神殿をつくることなのです。正しい法という神の心をし

っかりとつくることです。五官を通して聞くこと、見ること、思うこと、語ること、毎日の仕事を

すること、念ずること、 これらのことを正しい中道の心を物差しとして判断し、そして自分自身の

生活を律することが大切なのです。 
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心を打ち割って話すということも、自己中心の考えで相手の心を探ったり、自分に有利な考えだ

けを持っていたのでは不可能なことです。自分の欠点も長所もさらけ出し、中道の心で相手も自分

も正しく見ることが、調和への一歩なのです。双方に偏りのない判断と行動、それが中道であり大

調和への道に通じるものなのです。 

私たち自身の思っていること、行なっていることの一つ一つは、心の中のビデオテープやテープ

レコーダーにすべて記録されております。そしてこの地上界を去るときに、自分自身のうそのつけ

ない善我なる心が自らを裁くのです。この地上界において人間のつくり出した法によって裁く場合

には、情状酌量ということがあります。しかし、うそのつけない善我なる心には情状酌量というこ

とは絶対にありません。 

間違いは間違いとして、そのつぐないをするまで厳しい地獄の世界で自分を見つめなければなら

ないのです。なぜなら、本来私たちの心は健全であり、神の子としての私たち自身は偉大なる智恵

者だからなのです。 

それが神の体であるこの地球という環境に肉体をもってしまうと、人間の偉大なる神の子たる真

我が潜在してしまうために、 盲目となってしまうのです。盲目なるがゆえに物質や経済にとらわれ、

あるいはまた欲望のままに苦しみの種をまいてしまうのです。 

豊かな自分自身の心を知り、足ることを知り、お互いに相互関係の大調和を考えていったときに、

人間の道は開かれていくのです。そして私たち人間が、最も厳しい固体的な荒い振動数の地球とい

う環境の中で修行する一年は、次元の違った天上界の、百年にも匹敵するのです。その厳しい不調

和な物質的環境の中で、私たちが真に神の子として偉大なる心の真我に目覚めたときに、 自ら人生

のいかにすばらしく豊かであるかということを悟っていくのです。 

そして私たち自身の心の中にあるその神性を自覚するためには、疑問をもって自ら追究し、わか

らないことは人に聞いて理解することです。そしてそれを実行してみることです。そのようにして

初めて、永遠の生命としての自分自身の偉大な神性を知ることができるのです。 

人びとはあらゆる国々を転生輪廻してきて、自ら望んで今の国に生まれています。その環境の中

で私たちは自分自身、新しい魂の学習をするために今、永遠の生命の過程として肉体を持っている

のです。 

しかし心を失い、正しい法灯が消え去り、自分の道を見失って盲目の人生を歩んでいる人たちは、 

苦しみをさらに倍加し、生まれてきたときの豊かな丸い心よりも、もっと小さな自分をつくってこ

の世を去る結果になるのです。 

自らの眼に映る不調和な諸現象や耳に入る雑音を押さえ、自分の都合ばかりを語る言葉を押さえ

ることです。嗅覚、味覚のおごりを押さえ、一切の執着を断って足ることを知ったならば、人生航

路の荒波は和らいで安らぎのある光明に満たされるのです。 

また自分の立場を考え、怒りや恨みの想念を心に秘めたまま、表面的にのみ相手と対している人

は、重い荷物を背負って急な坂道を登るように、身も心も疲れ果ててしまうでしょう。本当に相手

を許す、そうした心になったとき初めて心は晴れ、安らぎの生活が待っているのです。 

 労使の争いもまた同じことです。欲望だけが先に突っ走るならば、争いと闘争はやがて破壊を生

んで自分に帰ってくるのです。闘争と破壊によって勝ち得たものが、本当の幸福となり得たでしょ

うか。働く環境に対する感謝の心、この心を失ったときに争いを展開してしまうのです。足ること

を忘れ去った欲望は、いつまでも人の心を満たすことはありません。私たちは目覚める時が来たの

です。 
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私たち人間は、報恩と感謝の道を忘れ去ったときから、経済・家庭・社会が不安定になってくる

ということを知らなくてはなりません。人類は、今ようやく平等の立場で、労使もまた話し合える

調和の時に進歩してきているのです。それは人類が、永い歴史の中で自ら蒔いた不調和な種を刈り

とって辿りついた状態なのです。 

そして私たちの生命は、輪廻転生の過程においてさまざまな国々で、ある時は王様として優雅な

人生を送り、 あるいはまた奈落の底や奴隷階級で人生の体験を送ってきているのです。それらはす

べて自らの心を豊かにし、調和した社会を築くための修行なのです。それゆえに、現在大会社の社

長であろうとも、労働者と同じ神の子であり、同じ人間としての価値に違いはないのです。すべて

は平等なのです。 

ただ大指導者として人の上に立つということは、それだけの豊かな心と抱容力を持ち、 平等観を

もって多くの労働者を幸せにするという慈愛に満ちた豊かな心をつくるチャンスなのです。あるい

はまた労働の厳しい環境にある人たちも、自分自身を卑下することなく、その厳しい労働の中から

己自身の豊かな心をつくるチャンスなのです。 

人間はこうしてそれぞれが自ら求めて、魂の修行の場をつくり出しているのです。あたかも太陽

がすべてに平等のように、人間は平等なのです。私たちは自分を自覚することが大切なのです。 

 疑問があるなら解答を見出すために追究することです。そして自分の本当の人生の価値を、私た

ち自身の内なる心の中から、日々の生活を通して具現してみることです。そのときに人生がいかに

尊いものであるかということが自ら解ってくるのです。 

人生の価値は、いかに豊かな自分をつくり、万生万物相互の中に安定があるように、いかに人び

とのために奉仕をすることができるかということによるのです。 

今、もしこの世を去るという断崖に立たされたときに、いったい人間として何をしてきたかと問

われたならば、果して私たちは何と答えるでしょうか。私たちがこの地上に生まれてきたのは、自

分自身が作った心の曇りを修正するためなのです。 

そしてそれとともに、万物の霊長である人間として心と心を調和し、神の体である地上界に平和

なユートピアをつくっていったときに、偉大なる卒業者としてあの世で迎えられるのです。 

 一日一日を一生懸命に努力し、正しい心の物差しで反省して、いつこの世を去っても、思い残す

ことがないような生活をすることがもっとも大切なことなのです。 
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【正しい思念と行為】 

1975-02-09 関西本部講演会 

 永遠の生命といいましても、今皆さま自身は、永遠の生命の過程、最も厳しい不安定な個体的な

物質世界において、先祖代々伝わって来たところの肉体を継承し、皆さんは永遠の生命の中の修行、

或る者は厳しい生活環境の中、或る者はまた調和された生活環境の中で皆さま自身の豊かな心を、

そして新しい人生の目的である皆さんの生まれた環境や教育や習慣、この中で己というものの心を

磨いているところの皆さんは指導者であり、また、その学習をせねばならない皆さんの使命がある

のです。 

 こうして我々はこのような肉体という舟を持ってしまうと、我々人間は肉体の五体煩悩の振動に

よって、不調和な波動によって皆さん自身は自らして自分の心を曇らせてしまう。皆さんの心の中

の偉大なる善我なる、その中心にある真我なる本性というものが、分らなくなってしまっただけな

のです。 

 皆さんは永遠の生命として、誰もがその真我なる生命を誰も知っているのです。と、同時にまた

皆さんは、この心の中の真我は神の心と同根になっているのです。 

 我々はただ五官を通し、この眼でこの体で、肉体を通して生きているとか死んでいるとか、或い

は見えなくなったから存在しないんだと錯覚を起こしているだけなのです。しかし、厳然として皆

さんはその心底は、永遠の生命を全て知っているのです。 

 しかし、現代のあらゆる長い歴史を通して伝わってきたところの宗教を見ますと、殆んどが他力

信仰であります。精神的に家庭的に、経済的に病気に、そういう苦しみを通して人間は何か安らぎ

の道はないだろうか、幸せになりたい、我々の生活環境の中にあらゆる宗教があります。 

 或る者が「あすこの教団に行けば必ず救われるそうだ、あなたは必ずこのようにすれば必ず幸せ

になれる」と言われると、そちらへも行ってみる。或いはまた、「どこそこの生き神様に拝んでも

らったら、このような結果が出る、あなたもそこへ行って見ませんか」、又そこへ行って信仰をは

じめる。 

 しかし、既設の宗教の殆んどが、一心に信仰をし、そしてその中から一心にやればやるほど疑問

が生じる。ところが、疑問が生じてくれば普通では、「これはいけないんだ」と、思うところが、

「疑問を持つことは自分自身を不幸にさせるのだ」と、多くの人々は自己保存に走ってしまうので

す。 

 疑問を疑問とせず、このようなぬるま湯の中で、泥沼の中で人生を送ってしまう人達が多いので

す。そのために、現代の巷の宗教というのは、一生懸命に教祖が拝む、肉体先祖か神様と名乗る霊

の言うことを信じる。 

 「あなたの先祖何代前が浮かばれていない、こういう供養をしなければいけない、それによって

供養すれば、あなた方は救われるのだ」と言われると、サア見たこともないような先祖を、今度は

一生懸命に拝み出します。一心になればなるほど、また精神的、或いはまたトラブルが起こって来

ます。 

 そこで何故だろう、ヤ、これはいけない、私達は信心が足りないからだ、また熱心になってゆき

ます。心の中の格闘です。しかしこのような他力の信仰の中から、本当の人間自身の救われる道は

ないのです。 
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 あたかも自然界を見て、スモッグに覆われ、この美しい太陽や熱光を我々はまともに受けること

が出来ません。ところが今日のような日曜日になりますと、外には自動車も少なくなり、工場も休

んでいるから煤煙も出ない、美しい空気と美しい空があります。 

 この煤煙や、或いは自動車によるところの公害も、全ては人間自身が物質文明を追い求めた副産

物の筈です。その副産物が公害によって自然を包んでいるのです。 

 同じように皆さんの心の中で毎日想っていること、行っていること、これに対する正しい柱、ル

ールというものが分らないために、我々は自分を中心にして、ものを考えるのです。 

 不都合なことは相手を誹謗したり、叱ったり、謗ったり、恨んだりヘッチャラでやって来た。そ

の結果、自分の心の中にスモッグをつくっている事を忘れているわけです。 

 或いは、また先祖さんが浮かばれないというから、「あなたの家のお墓はこのようになって、こ

のお墓をこのように建て替えなさい」と。それは四十年、五十年たてば風化もするでしょう、石塔

もまともには立っていないでしょう。 

 確かに長い歴史の中に、我々は亡くなれば墓に行くのだ、寺へ行くのだ、神社へ行くのだ、キリ

スト教会に行くのだと教えられている人達にとっては、この世を去れば、そのような場所へ行きま

す。或るものは仏壇の中にいます。  

 ひどい話が、去年、川崎というところです。事務局長をやっている高橋武弁護士さんの関係して

いる知人のご主人は再婚をしました。子供も小さいものですから、わずか一年足らずで再婚です。 

 夜になりますと、仏壇の中の位牌が動き出すんです。ネズミがいるんじゃないか、それも普段は

いいけれど、新しい結婚したご夫婦が寝てから始まるんです。 

 亡くなった奥さんの位牌が動く、位牌が動くんですから、どうしょうもならない。焼き餅です。

死んでもヤキモチを焼くんですね。これは皆さんは笑っているけれど本当なんですよ。こんなこと

一杯あります。 

 そうして、「どうもオチオチ、寝てられないんです、何とかなりませんか」と、来ました。無関

心であるご夫婦の中でもそういう現象が起こってきている。  

 また浅草で子供も無くして、結婚してわずか三年位で亡くなってしまって、すぐ再婚をした。音

楽機器を売っている社長の息子さん、再婚して丁度二年目のときに、亡くなった人を追憶する三年

忌の式典を遣ってやったというのです。 

 仏壇の前へ行って坊さんを呼んで、やっている内に首が動かなくなってしまった。そして、どこ

の医者へ行っても首の治療をやったというんですね、でも治らない。勿論、首が回らない手が回ら

ないですから、こんな状態でバックミラーをネ、車を運転している訳です。まだ三十代なのに気の

毒でしょうがない。 

 それで丁度十年目に、もしや先妻が迷っているんじゃないかと事務所を訪れて来まして、「どこ

の医者へ行っても、この首が曲がったまま動きません」 

 「アラあなた失礼ですけど、傍にこういうご婦人の方がいるけど、これはどういう訳ですか」 

 『実は私の家内です』 

 「奥さん生きているのに、何でここに来ているんだろう」 

 『死んだんです』 
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 「そうだろうね」 

 首の方から肩の方へ回らないわけですね、神経痛みたいにね、自動車を運転するにも一苦労する

わけですね、首の方からこう奥さんが、かぶさってるもんですからね。 

 『お寺さんを呼んで供養し、面倒くさいから永代供養もやってしまった。なのに、何で出てくる

んでしょう？』 

 「それはご主人を愛しているからです。それはご主人自身もその心の中にわだかまりがあるから

です」 

 「あなたは、このご主人が新しい女性と、また結婚したことを恨んでそばにいるけれども、それ

は許されません」 

 『どうしてですか』と幽霊がね。 

 「そんなに惜しかったらナゼ死んだ」って言ったんです（笑い）。 

 「行くとこ行けないで、こんなに執着を持っているから安らぎあるか」 

 『けれども私は行くとこないんです、お寺へ行っても恐ろしくていられない』 

 お寺へ行っても先祖代々色々いますから、怖くていられない訳です。 

 「お墓へ行ったらどうだ」 

 『あんな所は尚いけない』 

 このご主人についているのが一番安全だと、こう来たもんです（爆笑）。ところがご主人の方は、

首が曲がらないんですからね、これはどうしょうもならない訳ですよ。 

 ですから、「これは、あなたはこれで良いだろうけれども、御主人の身になってみろ」 

 『そんなこと悪い事かしら』幽霊が言うんですよ。 

 「良いことか悪いことか、あなた、これ以上やっとったら自分自身ますます苦しみになるぞ、サ

アどうする離れるか」って言ったら『行くとこないんです』 

 仕方がなく、行くところへ行くように教えてやったら、離れましたら本人、十年間、解放された

もんだからビックリしちゃったわけですね。 

 お医者さんへかかっただけでも莫大な金だったんですが、私のときはタダです（爆笑）。 

 ところが今、そこの従業員をはじめ全部、私達のところへ来ております。こういうもので、永遠

の生命ということが分らないで、もう死んだら全て終わりなんだと思っている。ドッコイ、今度死

んで見たら、行くとこ無くなっちゃったもんですから、主人のところに、こうやって居るわけです

ね。 

 普通の人が聞くと、「そんな馬鹿なことがあるもんか」と言うんでしょうが、私んところは下の

方が病院ですから、そこの院長をはじめ女医さんたちは分っていますから、「ハハーこれは、私達

には手におえない」、と分っておりますから、私んとこ持ってきちゃったら、すぐ治ったもんです

からネ。  

 また、大学の或る先生が、これは有名な医学部の先生ですが、しかも精神医学のチャンピオンな

んですが、自分の息子さんが精神病になっちゃって、どうにもならないわけですね。 
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 そうですから安定剤を飲ませれば、胃腸をブッ壊すことを知っているものですから、安定剤は安

心して飲ませられない。 

 「どうしたら良いでしょう」 

 これも物だけを追っ駆けているわけです。 

 人間の脳細胞の、どっかの一片が狂ったんじゃないかって、一生懸命に精神病を治そうとしても、

これは治りはしません。一服の精神安定剤よりか、親は子に対する愛の言葉の方が、よっぽど効き

ます。それを忘れてしまって、医学的な見地から処置できなくなって連れて来るような結果になっ

てしまうのです。 

 そうして、そういうお子さんですから、自分の心自身が不安定ですから、不安定になればなるだ

け、永い転生輪廻の中に、本当の神の子としての人生の目的と使命というものを忘れ去って、欲望

のままにこの地上界を去った暗い不調和な粗悪な霊の世界があるのです。 

 それを地獄界といい、こういう地獄の霊達が憑いていることを忘れているわけですが、メクラに

は見えません。眼は開いとったって明きメクラです。それですから、本人自身は色々と医学的な見

地でやっていても、親子の会話もない状態ですから、子供さんが治る筈はありません。 

 ですから子供さんに「君のお父さんやお母さんは君に対して一体何だ」 

 『ああ、産みっ放しだ』 

 「お父さん、生みっ放しだと言っていますよ」 

 『そうですか、ワシは学校が忙しくてね』、 と言うから 

 「学校が忙しいのと息子が可愛いのと、どっちですか」 

 このように成長する段階においては、「親は無くとも子は育つ」と思っているから、対話を失く

して、子供さんは子供さんなりの自分の小さい心をつくってしまって、逆に今度、親に対する恨み

の心を持つようになって、その恨みの心が地獄の世界とコンタクトされます。 

 その結果、永遠の生命である地獄霊達が、人間の心の隅を支配して人格が変わってしまうのです。 

気違い、ノイローゼは百パーセントそうです。或いはまた、健全なる精神であっても、心がコロッ

コロッと変わる人がいますね、いま言った事と、さっき言ったことをコロッと変える人が、この中

にもいます。サアこの人も要注意、地獄霊ですよ。  

 或いは、お酒を呑んで人格がガラッと変わっちゃう人ね、酒を縁として地獄霊がその人を支配す

るのです。ですから、どんなに酒を呑んで、方向感覚を失っても間違いなく家へ帰るというのも地

獄霊が案内してくれるんです。明日、呑む都合があるから（笑い）。 

 だから酔っ払いは自分自身の本性は失っているけれども、後ろに憑いてコントロールしている地

獄霊がちゃんと家まで連れて帰る。ですから、そういうアルコール中毒患者になってしまうと、呑

まなくちゃいられなくなってしまうのです。 

 自分は呑みたくないと思っていても、後ろに憑いている地獄霊が飲みたいんですから、それにコ

ントロールされてしまう。ですから自分自身の悪、悪い偽りの自分自身の我というものに打ち克つ

ためには、余ほどの勇気が必要になってくるのです。勇気。ですから、自分自身の心の中の弱い面

に正しく打ち克つためには、努力が必要になって来るのです。 
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 我々は自然界の全ての人間生活環境に対しては、国の法律によって社会の秩序を保つためにちゃ

んと出来ているけれども、心の面におけるところのものの考え方、行い方、特に、ものの思うとい

うことに制約があります。それだけに、仏教では「一念三千」、このように教えております。 

 我々の心という、思うことは自由自在に展開します。ここに思っとって、すぐに東京へでも心は

馳せ参じます。どんなことでも想像できますそれだけに危険なのです。思うことが即、我々自身の

心の世界を混乱させたり、調和させたりするからです。 

 想念というものは振動なのです。しかもその振動は、物を造り出す力を持っているのです。想う

ということは、想念はものを作り出すところの力を持っています。ですから、よく或る宗教で、自

分の思うようにならない人達に対して、一念によって相手自身を不幸にしてやろうなんていう、地

獄の考えを持ちます。 

 ところが、本当に神理を知って美しい光明に満たされている人たちを恨めば、その恨みの想念は

反作用となって、相手自身の心に通じ、相手を倒してしまいます。 

 それだけに、想うという事は、しっかり正しく中道の片寄らないものの判断で、慈愛の心を忘れ

てはいけないのです。相手を本当に救ってやろう、本当に無所得のまま相手に愛を注ぎ、相手を立

ち上がらせてやろう、施してやろう、そして自分の子供、他人様、こんなことは関係ないんです。 

 皆のために、このような心の姿は調和されて、この人々を救ってやることが出来るんです。そこ

に行動があるのです。 

 それ故に、よく密教か何かで、相手を倒そうという人がありますね、こういうことは最も危険で

す。慈愛が本当に神の心であるならば、あたかもお天道様や大自然のごとく絶対にお金などは取り

ません。この無所得の中に慈愛が有るんです。 

 しかし多くの人々は、自分がやってやりますと、求めます。してやったから、あれだけやってや

ったのにあの人は裏切ったと、こう来ます。そんなら、最初からやらなければ良い。それは慈悲で

も愛でもありませんね。 

 自分自身を良く思われたい、それによって自分自身もその人から重宝がられたい、そういう馬鹿

げた考え方ならやめた方が良いです。本当に人々のことを考えたならば、太陽と同じような慈悲の

心が大事なのです。  

 求めを自分自身から求めない、相手にやりっ放しでもいいじゃないですか。自然界をごらんなさ

い、動物も植物も鉱物も全てが、そのような相互関係によって安定している。 

 決してお天道様が「お前にだけは特別にやるよ、お前はお金がないからやらんよ」、こんなよう

なことはしないんです。人間、全て万生万物へ、平等に与えている神の心の現われなのです。 

 我々はそのような姿を見て、矢張り人々に対して、万生に対して、そういう心のあり方が大事で

す。いっ時は、急速に発展した物質文明の中で、テレビからマスコミから、あらゆるものが消費の

美徳を訴えました。 

 しかし、地球上にある品物は有限です。無限に有るものではありません、いつか底をつくんです。

やはり人間は倹約ということ、我々は物の奴隷にはなってはならない、経済の奴隷になってもなら

ない、人間は生活できるに足ることを知った、自分ということを知るのが大事なのです。 

 我々は、ややもするとこの地上界へ出れば、お金とか地位とか名誉とか財産とか、これが全てだ

と思って錯覚を起こしているのです。人間は物だけが幸せをつくるのではないのです。 
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 物は調和された環境をつくる、我々が魂を豊かな心をつくるための、一つの我々は道具にしか過

ぎないのです。その道具の奴隷になってしまった時から、人間は偉大なる普遍的魂の調和された心

の、神の心と同根である永遠の己自身の本質を失ってしまったのです。 

 ですから、我々の心というものが如何に重大なものであるか、我々はこの地上界から去るとき持

って帰るものは、苦しみや悲しみや喜びや、或いはあらゆる体験したところのものしか持って帰れ

ないのです。お金は勿論のこと、どんなに愛している妻であろうが、子供であろうが、共に帰るこ

とはできないのです。 

 我々はどんなに豊かな環境であっても、この地上界に出て来るときに、お金を持ってきた人も、

財産を持ってきた人も、土地を持って来た人もいないのです。我々はあくまでも、こういう地球と

いう環境に、万物の霊長である人類の、お互いに心と心の調和のとれた融和な、調和された環境を

つくるというのが、本来は我々の目的であり、神の体を大調和させるというのが人類の大きな使命

なのです。  

 そのために天変地変、地震や、或いはまた火災や、色々な我々の前に天災が訪れてくるのも、そ

れはその環境の人々に対する警告なのです。我々はその警告を、ナゼ、どうして起こったかという

ことを追求して、改めるチャンスを与えられていることを知らなくてはならないのです。 

 病気も同じこと、病気をした、或いは経済的に苦境に立っている、ナゼ、どうして今そのような

厳しい自分自身に、そういう一つの修行の場を与えられているのか。皆さんは自分の心の中で思っ

ていることを先ず反省してみて、「ア、このような考え方をして、このような行動をしたから、こ

のような結果が出たんだ」、そしてその結果が出たならば、その根を取らない限り、また新しい次

の魂の修行の為の、環境が与えられるのです。学習が追加されて行くのです。  

 ですからよくありますね、世の中に。苦しくなってくると、次々と重なるように不幸が訪れてき

ます。そのときこそ、ドッシリと自分自身を考えて「ナゼ、家にばかりこのような不幸が重なって

くるのだろうか、ナゼ、どうして私達の生活環境の中、思うこと行っていることに、何か間違いが

あるのではないだろうか」と、その原因を追求し、その根を取らない限り、また同じようなことが

起きて、魂の学習のチャンスが与えられてゆくのです。 

 ですから、よく交通事故を起して亡くなる、また家の中から亡くなる、次々にそういう現象が起

こるのも同じことです。それにはそれなりの理由が有るからなのです。その原因と結果を追求せず

して、根本の解決にはならないということを知ることです。 

 これは全て苦しみに対する原因、その苦しみの原因を除かない限り、その根を取らない限り、苦

しみは次々と巡ってくるという事です。苦しみも同じように輪廻してきます。喜びもまた、喜びの

種を蒔くには、その種を蒔いて、その喜びが輪廻して来るものなのです。 

 自然界は我々に対する感謝せよ、生かされていることに感謝することを教えています。お天道様

はタダです。これがなかったならば、どういうことになりますか。このタダで、神の現われである

慈悲に感謝することは、行為として、お互い人間同士が助け合い、物を大事にして調和された環境

をつくって行くことが大事ではないですか。 

 それが今は全く逆です。自分さえよければ良いというものの考え方に立っている人が多ければ多

いほど不調和な社会が訪れて来るのです。 

 思想というものは一つ間違ったら、社会を混乱に陥れ、社会を不幸にしていきます。それだけに

我々は、自然のままの神理、普遍的な人間の知恵によって変えることのできない神理、これを「諸

法無我」といいます。 
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 宇宙の法則は人間自身によって変える事ができない、その諸法無我の普遍的な神理を我々は自分

の心の物差しとすることなのです。神理は一つです。   

 しかし今から約一万年前に、アトランティスという現代の大西洋からズーッと、帝国があります。

アトランティス時代は非常に栄えた文明であり、この中にもその当時、生命をもった人達がおりま

す。それは皆さん自身の心の中に全て記録されております。それをまた思い出すことも出来るので

す。 

 そのアトランティスは繁栄し、やがて物に溺れ、現代の世相と同じような人間の心になっており

ます。その当時、実在界よりアガシャー系グルプが、一万数千人肉体を持っております。ところが、

時の権力者たちは心を悪魔に売り、ついに光の天使たちを魔女狩りというものによって、彼等を全

部、収容し殺し始めます。 

 以下省略・・・録音、ここで中断、終了 
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「念の仕組み－死霊と生霊」 

1975-03-09 関西本部 

エー死霊という地獄の霊、或いは天上界の霊、こういう死霊、悪霊というものは、我々の実は生

活環境の中に、いつでもいるんです。 

よく、あの世といいますと、十万億土の遠い所にあるんだと私達は思うけれども、私達とは全く

背中あわせです。 

マー私が、よくイエス様に「あの世ってどういう処ですか」ったら「あの、あの世、この、この

世の、『あ』と『こ』の違いだよ」って言うんです。 

読みは一つも変わっていないんだ、だから簡単の世界なんだけど、インドのお釈迦様は十万億土

といった。こういうことで、実はその、あの世というのは、こうやって見ましても、皆さんの心の

状態によっては、もう地獄でも極楽にも通じている世界なんです。これが次元の違った世界ですね。 

ですから死ぬということは肉体が滅びて、新しい肉体を持っておりますから、実は現存している

わけなんです。心の眼が開いてしまいますと、そういうことが良く分ります。マ、普通の眼では、

なかなか分りませんね。ですから皆さんが、心が本当に調和されて参りますと、この眼を開いてお

って、そういう次元の違った世界まで見えるようになってくるものです。 

特に今日は、生霊というもの、「人を祈らば（編者注：呪わば）穴二つ」という諺がありますね、

これは本当なんですよ。皆さん自身の心の状態で、例えば人を恨みますね、自分というものを正し

く考えないで、相手の言われたことや、或いは見たことを通して、私達は相手を恨みます、謗りま

す、怒ります。こういうことは、自分の心の中で想っても言っても、同じ結果になります。 

特に言葉の場合は、言霊（ことだま）という一つの振動を通して、相手の心の中に入ります。心

の中で想っても相手の心には通じます。それだけに私達は、この自分の想うこと行うことの正しい

基準を知って生活しなければならないんです。 

恨むという心の作用は、相手に対して反作用となって自分にまた返ってくると同時に相手にも毒

を食べさせます。こちらの心が常に丸く豊かで光明に満たされている人をやったら、相手は何十倍

にも反作用が起こって来ます。 

これは、東京の或る教団の教祖が、たまたま私の処を祈ったんです。「やってるな」って分るん

です。それは自分のお弟子さん達が、ＧＬＡに殆んど帰依してしまいましたものですから、マ、ご

商売の方が上がったりに成りました。それは当然ですね。 

と言って、その教祖にしてみれば面白くない訳です。高橋信次なんていう電気屋のオヤジが、最

近おかしいことをやりだした。俺はともあれ、二十年も三十年もこの面においてのベテランなんだ、

祭壇の前で「エイ、ヤー」ってやり始めたわけですね。 

ところが私は別に、それで食べているわけではなし、一生懸命にＧＬＡの活動を出来るような環

境を提供したり、経済的な面の協力をしたり、私は自分でやっておりますから僕は別に構わないわ

けです。 

ところが相手さんにとってみれば、二十年間も旨い汁を吸ってきたわけですから、それは困りま

すね。ところが法力とやらいうのを使って一生懸命拝んだところが、本人に帰ってしまったわけで

すね。そして、その本人に帰って来たために、自分が倒れて息絶え絶えになります。 
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「これは偉い奴がついてるぞ、あの高橋信次っていうやつには、位の高いのがついとる（爆笑）。

ワシの到底、はいれるところじゃない」 

 やる毎に体がおかしくなってしまって、最後はパカーンと、後ろにひっくり返されちゃったわけ

ですね。 

「助けてくれ」って、それで逆に今度、私のところに頼みに来て、今ある病院に入院しているん

です。気の毒な人ですね、本当に。ですから皆さん他人事じゃないんです。いわんや私達は正しい

真実のことをやっているんです。 

マ、私達は別に仕事をやったり、家におれば優雅な生活できるんです。三月は、二月は家で寝た

のは、マ、二日か三日です。十二月も、十一月も家で寝るなんてことは殆んどないんです。殆んど

外へ出ておリます。 

もう人のことなんか世話しないで、自分の事だけやっていれば、私ほど苦労というものは別に一

つもないんですから一番楽なんです。ところがハタで見ると、そういうわけにはいかないですね。

マ、だいたいプロになってしまうと、なかなかそういうような自分のエゴが働きますから、本当の

ことを言われると都合の悪い人達も出てくるわけです。 

マ、私もこうやって六年間全国に講演をし、また色々の宗教の人たち、或いは霊的にズーッと、

そういう宗教団体を見て歩きます、肉体は持って行きません。確かにあれは元手いらずで、一番金

儲かる方法です（笑い）。 

私等のような電気事業というのは、先ず仕入れとかね、製造間接費、或いはまた営業間接費、そ

ういうものがかさみまして、利益をあげるのは大変です。彼等は、口一つでどうにもなるんですか

らね。病気で来たならば、「あなたの家の先祖が浮かばれていないんだよ、この先祖を拝みなさい」 、

本人はよく分っていねえんだけどね。だけどもやっぱ、案べえ（案配）が悪いんだから、何とかし

なければ、ならんちゅうことで、一生懸命拝むもんです。 

そして、「そうですか、そいじゃ、その次は、このくらいの階級のやつを持って行って拝んでく

ださい、ハイその次・・・」  

段階があるんですね。或る所では、もっとひどい所があるんですね。「あなたはそのような状態

であったならば何月何日に死にます」 

 本当に死ぬんですね不思議なものです、悪霊が憑きますから。そうしますと、自分自身がそうい

う一つの死という恐怖心に捉えられて、自分自身の心を束縛してしまうんです。 

そうすっとそういう人は、もう裸になって金積むんですね。ですから百万、二百万、一千万、二

千万すぐです。だから宗教三日やったら止められないちゃ、その位、僕は乞食より良いと思います

ね。 

ところがＧＬＡは残念なことに、そんなことないんですね。また、どういう訳かお金を持ってく

る人も少ないんです（爆笑）。タダだちゅうことですから。 

会社集めたって皆さんこういうところのネ、いわばこういうところのネ、修繕費も、金なんか入

る場所がないんですから。マ、本当ならね奇特な人がおって「死んでも持ってけねーんだから使っ

てくれ」って、持って来れば良いと思うんだけども、なかなかね、バチが当たると言わねえもんだ

から（大爆笑）。 
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そういうことで、マ、色々の宗教見てみますと、そういうような一つの脅迫というものがありま

すね。ところが脅迫をした人は、受けるんですよ、自分で。それで精神的におかしくなっているん

です。それも教団が発足して一年、二年、三年位の内は、皆なメクラですからね、分らない。その

内に中から死んでいくのがありますね。死んでいくのが多くなればなる程に、おかしくなって行く

んです。 

「話は違うじゃねえか、ヨッシャ、そいじゃ一つ、責任者に憑いてやれ」っちゅうことでね。ほ

いで自分が段々おかしくなって行っちまって、或いは指導者たちが全部おかしくなって行くんです

ね、間違ったことを教えているから。 

ところが生きているうちに教わったことは、正しいと思って死んだんだけど、行った処が真暗な

場所、行くとこないから、「ヨシ、そいじゃ一つ、教団の本部へ行ってやれ」なんてね。お寺へ行

ってもダメよと教えられているから、或いはまた地獄に落ちてね、あの蛸壺のような地獄のお墓ん

中で、「ナンミョウホーレンゲキョウ」、「ナンミョウホーレンゲキョウ」って、一生懸命やって

いるのがいます。どうして救われないのかって。 

「日蓮さんも出て来ない」なんちゅうことでね。ですからその我々は特に心、宗教的な指導者と

いうものの責任は、これは大変なんです。 

何でもそうですが、事業でもネ、社長或いは会長、重役人、上になる指導者は大変です。特に精

神問題とか思想、色々思想がありますね、マルクス主義、資本主義、それぞれ色々の思想が在りま

す。 

こういう思想というものを教える人たちは大変なんです。ですから神様を扱っている拝み屋さん

が一杯ありますけれども、拝み屋さんが畳の上でまともに死ねない、というのは皆さんも知ってい

るでしょう。 

そうすると彼等は「ア、みんなの業を自分が受けたからそうなったんだ」、偽善者でありながら

して、自分が偽善者でないような事をやる。 

ある宗教団体、この宗教団体は千葉県にありますが、この教祖というのはいつも、もう肺病病み

で、体の調子がおかしい。そうして、皆の因縁を私が取ってやるから、あなた方は良くなるんだと

いって、顔色を見ると信者の顔色は、皆生き血を吸われたような顔をしています。 

まともな顔をしている人はいないんですね、地獄霊にみな取り憑かれて。それでも分らないです

ね。人間は幸せになりたいと思うから一生懸命に行ってます。ところが信者は本来、そういうとこ

ろから疑問を持たない。そういうものだ、それが少し位の、ご利益が出なければ良いんだけれども、

最初は皆さん真面目ですから「ヨッシャ」って、心の面でも一生懸命やるから結果が出るんです。 

ところが本当の柱が分っていない為に、今度は段々、増長慢、心の中で自分の地位、名誉、欲望

というものが膨らんでくるから、上になればなるほど、苦しみを持って来るわけですネ。それで上

になればなるほど増長慢になって「俺は偉いんだ」、こういうような増長慢の心というものは、結

局は大きな幸せに対するブレーキなんですね。それだけ宗教指導者、思想の指導者というのは責任

が重大なんです。自分自身の思念、行為というものを正すことなく、いわば自分の我を押し付ける

中で。 

ところがＧＬＡというのは、正しい基準というものをちゃんと、しかもまた、今まで誰もわから

なかった心、しかも心には形があるんだ、心は永遠のものなんだ、我々のこういう五官で捉える物

質、お金、地位、名誉、こういうものは無情なものなんだ、ただ人生を渡っていく為の生活の手段、

知性を磨く方法に過ぎないんだということがはっきり分って参りますから、物差しを誰も持つよう

になります。正しい法則を持っておりますから。 
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ですから自分というものの考え方をパッと直すことが出来ます。ところが普通の他力本願は神様

にお願いするわけですから、つい拝んでいる心の世界へフアーッと通じてしまうわけですね。怖い

ことです。 

で、こういうようにして、生霊というものは、特に教祖の生霊というのは一番怖いんですね。そ

れは教祖の生霊というのは必ず正しい道を生活の中に調和されているならば問題はないんですが、

この死霊の中に、地獄の霊と、地獄に落ちたのと、天使たちの天上界の霊と、我々の生霊はどっち

にも通じるんですね。 

我々の心が調和されておれば、天上界の方に皆さんの心は行っています。天上界の心でまた、生

きている人達ですね、この生きている人たちの心です。この心にはこういう指導者の生霊、この生

きている、いわば心のエネルギーとも言いましょうか振動でしょうね。心の振動というもの、この

振動が精妙化されている振動は天上界に通じ、そしてその天上界の天使を通して人々の心の中に調

和と安らぎを与えていきます。それは我々自身が本来は、調和されている振動を自分自身の心とし

ておった場合は、その振動に比例した光の世界、即ち天使の世界、光の世界の協力を得られるわけ

です。 

先程の方が荷物が動かない（先の講演に登壇させられた人の例です）。何とか動かしてくれ、こ

れは皆さんと同じですよ、ただし自分がすることをしないで努力もしないで、「ヨシ、一つ今度は」

なんていってね、何でも地上界、天上界の協力を得ようたって、そういう訳にはいきません。努力

してこそ、その時に作用するのです。 

それは努力するこの振動ですね、正しい方向に努力している心の動き、こういう振動が作用して、

天上界の協力を得るのです。で、こういうものはすべては自力本願ですよ、すべて天上界は自力本

願、自力が根本になっております。 

それゆえに、この地上界の人々の、この自力の力は、自力の力は必ず光の世界に与えられて、天

上界から逆に他力の力として我々に作用するんです。これは正しい方向に作用した場合ですね。 

先程の生き神様とか称するのが一生懸命に私を祈りまして、引っくり返っちゃったちゅうのは、

恨みですね。自分自身のこの生霊が地獄の世界に通じて、この地獄の魔王ですね、悪魔、マーラー

という奴ですね、こういうものを経由して、こちらへ来るわけですね。そして第三者の、私の心の

方へ連絡されると、私の心の中には光が出ています、光明が出ていますから、鏡と同じですね。 

心の中には光が出ております。ですから、こういう方向から逆に祈ってきた場合には、反作用と

なってこちらへ（図で示され、教祖の方へ）帰っちゃう訳です。ですから地獄霊も逆に苦しくなっ

ちゃいますね。自分が引っくり返っちまうわけですから、これはカガミと同じです。鏡と同じです。 

ですから皆さんの心が常に綺麗だったならば、生霊から作用されないんです。受けるに価する思

念と行為が間違った場合は、皆さんは受けます。ラジオと全く同じですね。テレビジョンとダイア

ルが合ったと同じです。 

ですから我々はこの生霊というものも相当、この念ですね念力といいましょうか、エネルギー、

こういう念力というもの、即ち振動は次元を超えた世界へ、必ずワン・クッション置いて帰って来

ます。 

ですからよく、或る千葉県にある「霊波の光」というのが、これは恐ろしい宗教ですね。信者は

もう本当に信じられないような現象が起こります、地獄霊にやられます。 

マ、ああいうものが皆、盲目だから信じているわけですけれども、そういう現象を起されると、

本人が本当に病気になったり死んだりするんですね。 
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それはこちらの心が、ちゃんとして美しくあれば勿論、こういう他力的な間違った方向のものを

信じないだろうけれども、容易に神様は協力してくれるようになっているんだけれども、人間がそ

ういう調和された環境をつくってくれないわけです。 

ですから皆さんの傍には、天上界の天使もおるんですよ。心のきれいな人は傍にいるけれども、

心が不調和な人は遠くで見ております。手を出すことは出来ないんです。こうして我々は、地獄界

という世界を通して来る生霊の作用は人間の肉体的精神的分野まで破壊をして行くものなのです。 

ですから我々は、よく密教で、お祈りというのをやったり護摩を焚いて、相手を祈りますね。そ

の場合、相手を倒そうとする一つの間違った念力があります。丑（うし）三つ時に人形をつくって

祈る、そうすと、その人は本当に病気で倒れる、これは念力の作用、悪の作用ですね。 

ところが拝んだ人は、それ以上の作用を受けるということを知らないんです。共倒れです。共倒

れ以上ですね。相手の心が綺麗ならば命まで持って行かれちゃいます。自分自身で祈って自分がや

られます。 

ですから相手を良かれとして祈る行為は、何倍にも返って来るんですよ。かわいそうな人だ救っ

てあげよう。あの病気を治してあげよう、心から気の毒だという愛の心は光を通して天上界を通し

て、また、その守護霊の協力を得ます。 

そういうことは例え、自分が肉体を持っていかなくとも皆さんの生きた心の作用、生霊の心は異

次元の天上界を通して、その人に作用するんです。ですから私の場合は、最近あらゆる国から呼ば

れるんですね。あれこれ困る、その時は守護霊にもう頼んでおくわけです。 

「今晩、皆さんからお呼びがかかるから、私はゆっくり寝かしてください、そして、私の守護霊や

指導霊の皆さん一つ行ってやってくれ」、こうやるわけです。マ、色々それまでは自分が一生懸命

に来るんだから、こっちの方が今度寝られないんです。フアーッと来ますから、生きている人達が

呼ぶわけですね。そういうのも困るわけです。 

ですから本来ならば、守護霊を通して頼むようにしなければいけません。 

 丁度、東京の大田区の方で、一生懸命に私を呼んでおります。ところが、たまたまその時に、そ

のご婦人に光の天使が入りまして、大分怒られたようです。「私達がおるんですから、直接、お願

いしますなんてことは、とんでもないことだ」 

 で、皆さんはよく神様へお参りに行く時に、皆さんは自分で拝んで直接行くと思ったらとんでも

ないんですよ。向こうには厳しい段階がありまして、そして皆さんの魂の兄弟や或いは、守護霊、

指導霊達が間に立って連絡するんですよ。 

 「こうです、ああです」という報告は全部、そうなっています。ですから皆さんの心の状態にお

いて、例えば夜寝るときに反省をすれば、皆さんの心が調和されていれば良いんですが、不調和な

ままで寝たならば、結果は良いことはありません。  

 そして皆さんの守護霊がちゃんと天上界の、そういう報告する場所があるんです、そこへ全部報

告されております。思ったことから行ったことね、その報告されたものは現象化するんですよ。現

象化するということは、こうやって立体的に、皆さんは視ることが出来るんですよ。 

 我々は見るといったらスクリーンですね、お芝居ぐらいですか、立体的というのは。ところが、

あの世では全くこのままの立体的な状態で、自分が人生の芝居しているのをみな見せられます。そ

こであの世へ帰って、自分自身の心の記録と向こうにあるのとバチッと一致させられるんです。 
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 皆さんは知らないだけで皆さんの心の指導霊達、守護霊達は、皆、光の天使たちは報告していま

す。だから悪いことをすれば自分に跳ね返ってきます。人のために一生懸命にやった人は、またそ

のように、ちゃんと記録されます。 

 で、それが良いことだから、私は天上界へ行きたいからやるんだって、それはまたダメなんです。

そういう人は忠告を入れられています。「この人は天上界へ行きたい為にやっている」、これもダ

メなんです。そんなことはもう関係がないんです。もうそういうことに関係なく、人間として神の

子として、そうせねばならない道なんです、正しい道というものは。 

 ですから本当に信心深い人々というのは、自分の心をちゃんと常に調和させられて、思うこと行

うことを八つの正しい基準をわきまえて、生活している人達が、これが本当の信心深い人たちです。

それだけに我々のこの心というものの、在り方はいつでも生霊を呼び込む力もあれば、死霊を呼び

込む力もあります。恐ろしいものですね。 

 この間、私のところで、あるご婦人が一人で後ろの方で喋っているんですね。おかしな話ですね。

例の調子でね、一人で二人三脚みたいにしてやっている訳です。誰も傍にいないんです。一人でニ

ヤニヤッと笑っている。 

 ハハッ、珍しい人がまた来たなあと。丁度これは良いなということでね、前の方へ出しまして話

を聞きます。そうしていたところが、「アッ、あなたは傍で、お話している声でも、その方誰れ？」

って聞きました。 

 『あら、誰もいません、誰もいません』 

 「あなたの傍にいるよ、そこに」 

 『いえ、誰もいません、誰もいません』 

 「だってさっき、あなた、僕ちゃん私と一緒についてきてもらっては困るわよって言っていたの

は、この僕ちゃんは一体誰なの？」 

 『いや、それはあの、別に何もないんです』 

 「イヤ、見た。私をズーッとこうやって、足を見てジーッとしている男がいるけど、一体誰なん

ですか」 

 『小さいときから私と同居している男性です。心の中で』 

 皆さんもこの中にこういう人いるんですよ。自分がただ表面に出て、言えないだけに恐ろしいで

すね、地獄霊です。地獄霊がその人ともう同居しているわけですね。 

 そうして道を歩きますと、この方はもう三十四、五ですから、勿論一人もんですね。そうなりま

すと、結婚なんかできません、相手がいるんですから。 

 そうして、スタイルの良い男性などが来ると、そしてその女性の心が動きますね。そうすっと直

ぐ同居している男性が、「お前そんなとこ見るなよ、僕がついているじゃないか、そんなの困るよ」

ってね。デ、相手は強い訳ですよね、心握っているんですから。 

 あんまり女性が行動に移すと、心臓を少しこうやってガチッとやれば、「ウーッ」となりますか

ら、本人は「分ったよ、分ったわよ」と、こうなりますから。ご婦人の地獄霊は一生懸命に夫婦気

取りでいるんですね。 

 例えばこの間は、渋谷のあの四つ角のところ、十字路で赤いランプが点いとった。サア、この僕

ちゃんと称する地獄霊曰く「お前、いま赤信号だから危ないよ。お前まだ、死にたくねえんだろう。

僕が傍についててやるから、止めた方が良いよ」ったら、足がガクガクと止まっちゃって、このま

まになっちゃってね、ですから夫婦協力もしてくれるんです。 



412 

 

 それで彼女にとってみれば「先生、夏はクーラーいらないんです」、クーラー代が要らないで助

かるわけです。地獄霊が傍にいていつも冷やしてくれてます。これに比べて冬は寒くてしょうがな

いちゅうんですね。では冬は一つ暖かいところの地獄霊でも入れたらどうですかったら、「そんな

にうまくいかないんです」 

 そして、そっちの方のお客さん、ちっとも帰ってくれないんです。したら今日は何で来たんです

かって聞いたら、「今日は先生の言葉によって一つ、結婚をしても良いかということを聞きに来た」、

と言うんですね。おっそろしい人がいたもんです。 

 ですから地獄霊の命令によって、この人と結婚しても良いか、「恐ろしいですねえ」、ところが

僕はこう言ったんです。 

 「そこにおる同居している地獄霊、お前結婚したいなら、この地球上に肉体をもってこい。お前

の顔はすごい顔だ。このご婦人には見えないからいいけれども、そういうような事をして、生きて

いる人間の盲目な人生を送っている人を迷わせてどうするんだ」 

 『僕はこの子が四歳のときから今まで教育してきた、僕は可愛がって育ててきたんだ、だから僕

は離れることできねんだよ、そんな無情なことをあなたは言うんですか』って言うんですね。ほい

で、その地獄霊は『死んで結婚してくれ、自殺してくれ、そうすれば一緒になれるから』 

 ところがその方は神理を良く知ってしまったから、「私は、あなたとは結婚できないんですよ、

ナゼならば死んだって私は天上界へ行きます、あなたは地獄でしょう、あなたは天上界で結婚する

ならいいけれども、あなたはちゃんと自分を知って、反省を良くしてナゼ地獄に落ちたかを知って、

天上界へ行って待ってくれるのなら良いけれども」 

 マ、天上界からはそういう馬鹿なことはしませんからね、地獄界ですからね。そういう執着をも

って死んでますから。そこで地獄霊に、「お前は二十一歳で自殺したんだ！」 

 『そうです、あなたはどうしてそんなこと分るんですか』 

 「お前は慈悲魔といって、とも角、何でも可愛そうだ可愛そうだ、そして悪いこと良いことケジ

メもつけずにただ、かわいそうだ、可愛そうだと言って、そういうのを慈悲魔というんだ」 

 そうしたら地獄霊が、『そうです、私は慈悲魔です。私はどうしたら良いでしょうか』と言うか

ら「そこから出るんだ」 

 『私は四歳の時から憑いていますから、そんな殺生なこといわないで下さい』、こう言っている

んですね。出ないんです。ということは、このご婦人自身も矢張り、心の中に、長いお付き合いな

もんですから簡単に、こう縁を切る訳にはいかないわけですね。 

 『分ったわよ僕ちゃん、私さえ我慢すれば良いんでしょう』 

 「そうだそうだ、もう少し我慢すれば良いんだ」 

 一人二役ですからねえ、そいで結局、今も同居しておられます。気の毒なもんですねえ、ですか

らそういうのは死霊と生霊がミックスしている場合ですね。 

 ということは、恐らくそういう方とお付き合いして、それを地獄霊が邪魔をしてしまう、相手（女

性）もそういう色々なことがあるからついて行く、その者同士の関連、その女性自身の心というも

のの本当の正しい道が分らないから地獄霊が憑くというわけです。 

 ですから地獄霊というのは皆さんね、気違いにするばっかりじゃないんですよ。いろいろ、エロ

エロ（霊との肉の交歓）、なことまで協力するんですから、ですから怖いです。 
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 自分の心というものが分らないで、正しい基準を忘れてしまったら、自分もドーにもならなくな

って、そういう地獄霊が協力してくれるということは、その人にそういう心の方向があるからです。 

 ですからそのご婦人の場合は、非常に何というか慈悲深いといいますか、自分の兄弟姉妹やなん

かでも、「あら、可愛そうだ」、こうだ、ああだと言って、本当によく面倒を見てくれる、悪いこ

とをすると「アー、あなたが悪いんじゃない、私が悪い」、こうなんです 

 そうですから自分が慈悲魔になって、この慈悲魔という魔も地獄にはいるんですからね。だから

地獄霊が憑いとって親切にしてくれたからといって安心しては困りますね。こういうものはまた、

アッという拍子にガラッと性格が変わってしまいます。 

 ですから一番大事なのは、皆さん自身の十パーセントの、皆さんが肉体を持っている皆さんが、

よく正しく判断のできる思う行うことが、正しい基準というものをキッパリ把握してやらなかった

ら危険なのです。 

 或いはまた人から恨まれる。恨まれると相手が恨まれる要素があれば、ストレートで恨んだ念は、

その人に入ります。ですから自分が反省というものは、そういうところにあるわけですね。 

 自分の心の状態というものが間違っているかいないか。こういう反省というもの、これは正しい

魂の基準、正しい基準によって自分自身というものをしっかり見まして、そして今、自分はどうだ

ろうか。正しく語ったろうか、あの人からこういう事を言われた、正しく語っとっても相手のご都

合によっては都合が悪くなる場合があるわけですからねえ。ですから相手は恨んで来るのは当然で

すね。ですから気の毒だなあと、こっちは思うわけです。 

 ですから今から教祖さんというのは、ＧＬＡの神理が広まるにしたがってバタバタ、バタッと逝

くと思うんです。もう既に、何人も逝ってるんですけどネェあの世へ。ですからそれは当然なんで

すよ、正法というものが拡がる時は。 

 その代わり正法が広まってくると人間の心に巣食っている、そういう地獄霊は退去しなきゃなら

ん訳ですね。ですから今度、ひと悶着起すわけです。 

 正法というものが広まっている時には、悪魔は競い立って来ます。そうして、世の中は混乱する

んです。一時は混乱します。それは基準が分らないから、生きている人間が。それで今までのもの

が正しいんだと、化石化されたものにしがみついてるんですね。 

 と、いって、他力本願では絶対に保証はないんですよ。神様は人間にすべてのものを平等に与え

てあるんです。あの人は金がないから特別に粗末にしょう、あいつはどうも良くないからお天道様

の光を少なくしょう、そんなことはない。全てに平等です。善人についても悪人についても、神は

全てに平等に与えております。 

 しかし苦悩をつくり出すものは、その人自身の正しい基準、失った結果によって、自分がつくり

出していくということを皆知らないのです。そしてその人たちの心に応じた世界に、我々は通じて

いるんです。 

 だから勇気をもって正しいという行為を自分が実践をしたならば、その実践に比例しただけの光

明が我々の心の中を満たして行くわけです。それが安らぎです。そのために我々は、常に自分とい

うものを光明に満たして、いわば生霊の思念を受けても、どのようなことを頼まれても、平然とし

て心は鏡のごとく調和させてゆくことが大事です。 

 心を鏡のごとくして行けば、善として来たものは善として、善の行為として相手の心の中に安ら

ぎを与えて行くものです。 
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 それですから我々は、生霊というものも死霊よりか怖いことがあるのです。生霊は一つ間違えば

命までとられます。肉体まで滅ぼされますね。ですから念というものは怖いんですね。 

 正しければ、正しく作用すれば己をも光明に満たし、他人をも光明に満たすけれども、その念が

一つ間違って作用すれば、己をも破壊し相手をも破壊してしまいます。それだけに我々は、恨みと

いうものや、妬みというものや、そしてまた怒りというものは怖いんですね。 

 で、こういうものはまた医学的にも出て来るんですね。例えば高血圧の人ね。こういう人に怒ら

して見てください。そうするとパカッと血圧が上がります。そうするとカクンと転びますね。 

 そういう家庭環境に高血圧の人がおったら、なるべく皆さんは暖かい目で見てやって怒らせない

ように。怒らせない、怒るというものは毒だということを教えてやるということが大事です。それ

を思ってもダメですね、心ん中で。 

 「私ゃ怒っちゃいけねんだから我慢する」なんてね、心ん中でグーッとやって、その場合でも血

圧は上がります。そうして我々はこの怒りというものは本当に、我々の肉体の毒にもなるというこ

と、妬みも同じですよ。 

 そこで我々は自分の生活行為を通して、常に心を内に向けて、ものの判断をすることです。例え

ば物がほしい、自分の経済状態、或いは周辺は一体どうだろう、あるものが欲しいんだけど、やっ

ぱりやめよう。 

 今、これでも我慢できるんじゃないかといって、そこに制動、ブレーキがかかれば、心は内に向

くわけですね。そうして自分の心がいつも平和で、悲しみや苦しみ、こういうものが全くなくなっ

てくると、「ア、そうだ。じゃ、このようにしてやろう。こういう風にして人のためにしてやろう。

ああゆう風にして人のためにしてやろう」という行為が、自然の中に出てきたときに皆さんの心は、

安らぎ円満であり守護霊の協力を得ることができるのです。  

 「神様何とかしてください」なんて、幾ら頼んだって、神は全てのものを与えてあるのです。だ

から欲しければ、その目的を一生懸命に善悪をわきまえて、その目的のために努力することです。

その努力というものが、皆さんのいわば環境を調和させて行くわけですね。 

 他力本願はそういう意味で、逆に自分の力によってこそ「他力の力を得る」こういうことがいえ

るわけです。  

 或いは人から恨まれる。恨まれる要素をこっちがキレイに知って、相手が恨むのは自由ですから

ね、だから自分が恨まれない、それに恨まれる要素があったら、素直にそれを認めることです。 

 そして、「こんなまずい事をした」と、直接、本人なら本人にゴメンなさいと。「私は確かにあ

なたを恨みました。あなた自身、私を恨んだでしょう。私はこういうところで、こうゆうことをし

て迷惑をかけました。許してくださいね」 

 こうやれば、そうして心から、心の底から謝った行為を相手が知らずに、逆に「何さ」って、や

ってきたら、今度は相手が毒を食べる番ですね。「意味分りますか？」 

 ですからこれは夫婦だって同じですよ、毎日同じ飯を食ってんだから、マ、たまには喧嘩しても

良いんじゃねえかって、ネー余り親しいから、ついこうやりますね。マ、男の人の場合でも女の人

も、喧嘩はもうダメなんです。 

 心に、じゃ、心がピシャッと丸く豊かでありゃ、喧嘩するのならまだ良いけれどもね。その場合

は喧嘩できないんです。どっかの感情が都合が悪くなるから、膨らむんですから。 
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 デ、私の知ってる方で東京の方ですが、非常に夫婦仲が悪くてね、仲が悪いにかかわらず、三人

も、四人も、五人も子供を生んでね。「うちの父ちゃんなんか、自動車に轢（ひ）かれて死んでく

れればいい。保険かかっているから、かえってその方が楽なの」なんて言ってんですよ。この「く

そババァめが」と思うけどね。 

 そうしておって、仲が悪いくせに子供が次々に生まれて来てね。不思議なものですね、これだけ

は。ですから、そういうような状態で、不満ばっかり愚痴ばっかり、愚痴と不満の塊ですから家庭

の中もうまくいかない、経済的にも。 

 「マ、せめて生命保険くらいは」、恐ろしいですね。 

 ですからその奥さんたら、いつも具合が悪い、「あっちが痛いこっちが痛い」、そいで「ナンミ

ョウホウレンゲキョウ、ナンミョウホウレンゲキョウ」って、やってるんです。 

 そういうようなことをやりながら、「私たちの宗教は良いわよ、永遠の生命に立ってるのよ」な

んちゅうから、「冗談言うんじゃないよ」と思いましてね。 

 「あなた、法華経が何だかいいわよ」なんて言うんです。相手は法華経なんか何にもわかってい

ない。だから、その拝んでいる時だけが、何となく安らいでいる気持ちになるんですね。それから

終わると、また幻滅の悲哀が生ずるわけですね。逃避ですね 

 宗教を逃避に使っている女ですね、『宗教を逃避につかう女』、また本の題名になるじゃないで

すかね（笑い）。ですから、こんなものが信仰じゃないんです。ですから、そうゆうような家庭で

すから、子供は今度、ノイローゼになっちゃうしね、どうしょうもならない。 

 親はその道が和解できないから、もっと信心が大事だ、今度は指導者から「あなたの家からそう

いうのが出るのは、ヤハリあなた達の信仰が足りないからだ」、ますます狂信的になっていくんで

すね。 

 そういう人ですから、私が幾ら話しても、もう見ている以外にないんです。家中がトコトンまで

落こっちゃえば来るだろうと。マアその時だな。マ、こうして、「縁なき衆生」というのも、いる

わけです。 

 ですから一番大事なことは、自分というものが常にそういう生霊の害を受けず、死霊の害を受け

ず、常に円満かつ、調和されている生活。 

 ですから皆さん自身がいつも自分の心を見て、「ハ、私の心の感情、感情はどうかな。知性の領

域はどうかな。色々な勉強をし、そして自分自身は、社会生活を通して自分はどうか、自分の理性

はちゃんとブレーキはかかるかな」 

 ハァ、そりゃ理性のブレーキなんて簡単に我々はテストできるんですよ。ところが起きている時

は大抵、ブレーキがかかるのは当然ですね。眠っている時の皆さんの心は本当ですからね、本性で

すから。だからブレーキがかかるか、かからないか、チョッとテストすれば、直ぐ分っちゃう。う

まいこといっても、テストすればノンブレーキになります。これはダメね。 

 ですから、そのブレーキは最も厳しい環境、人間の価値というものは、自分がドン底に落ちてい

るときね。病気でも同じですよ、経済的でもいわば家庭の不調和でも同じ。 

 例えば夫婦でも、別れるかどうしょうかという瀬戸際ですね。こういうトコトンまで落ちたとき

に人間の本当の価値が分るんです。正常でいる人たちは分らんですよ、好調で夢の時と同じですね。  
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 私達の仲間の中で、「先生、もう私はお金の方も執着がなくなりました、これからもう何も執着

しません」 

 『ホウ、それは良かったですね』 

 次の晩、検査（テスト）したんです。ナニの方も失敗するし、お金の方も、丁度、彼の家の入口

の所に、「ポーン」とお金を置いといたら、こうやって見て通るんですね。もう、こりゃダメだ。 

 だからそういうのは、頭だけで分ってる訳です。いくら頭で分かっておっても、行動にならなき

ゃダメなんです。だから何にも欲しくないのが、何で手を出すか。 

 ですから次の日に電話を致しまして、「あなたどうでした？」 

 『イヤー、どうもひどい失敗をしました』 

 「どうしました」っていったら、『げた箱の上にあるお金を、こりゃシメたと、丁度金がないか

ら、この際、頂いとこうと、ポケットに入れた途端に目が覚めました』 

 もうこれはダメです。これは頭だけで分ってんですね。 

 で、頭で分ったものを、今度、知識で分ったものを、行い、生活の中で常にそういう行為として

自分が実践しとけば、心にバチッと記録されているんです。ですから本来ならば、そういう生活行

為という実践がなかったならば、これはダメなんです、幾ら分っていても。 

 ですから皆さんが、生活行為を通して、そういうように、先ず足ることを知る。足りなかったな

らばどうすれば良いか、その最もベターな方向を研究し、そして、その足りない分野を補足する方

法を考えれば良いんです。 

 ところが人間は外にまた心が向いて、いや今度は五百万円残ったから千八百万やろうよ。いや土

地が安いから、あそこを買おうよといって、段々段々、広がってきて、自分をダメにするんです。  

 そうして最後は、残された子孫が、子供達が財産争いをね、それこそ日本人の日常茶飯事に、「あ

のオヤジが、ああいう事をしたから」なんてね。財産残したためにかえって親は恨まれちゃって。

マ、そういうこともあります。 

 ですから、もう本当ならば、お歳を召した方達は、もういつ死んでも良いように、もう全部、遺

言を書いとく方が一番良いですよ。いつでも死んでも良いように。 

 死んだ時に大抵、皆さんの場合はドームの方へバタッと入りますから、肉体が傍にあるけど、ど

うにもならないし、また生きている人たちね、生存している人たちも大騒ぎを始めます。その辺か

らアワ喰うだけですね。 

 で、心の中で「あ、あの財産は誰の名義にしときゃよかった」とかね。そしてアワ喰いましてね。

執着を持ちまして、ストレートに地獄へ行く人も多いんです。ですから生きている内に、なるべく

ならもう、キチンとしといて、争いのないようにしといた方が楽ですよ。その重荷だけでも楽です

ね。 

 そうして先ず、自分自身の心を、「アッ、もう逝かれるな」と思ったらジタバタしても無駄です

から、ここでドッシリ落ち着いて「ワシが生まれてきたときから今まで、どうかな」 
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 皆さんね、八正道というフイルターにかけて見てね、そのときはもう素直に「間違ってましたー」、

ってね、全て裸になっちゃうことですね。 

 或るお坊さんのように、地獄にまで行ってお金数えるようではダメですよ。もう、そんなことは

止めた方が良いです。あの世は、この世の一万円、二万円札、日本円持って行っても通じないんで

す。ドルでも、ドルにもなりません。これも使いもんなりません。 

 ただ皆さんの持って行けるのは、人生で体験したものですね、これはみな持っていけますよ。そ

うして黙っていても、あの世にはちゃんと欲しいものは有るんです。ですから家財道具だっていら

ないんですよ。ちゃんといいものがあります。  

 ただし地獄行ったら別です。何にもないです。裸一貫ですよ。そうしてカビ臭くてね、動物は傍

に居るしね。 

 或るお寺の方でしたが、ねえ。「ウダツ」なんていわれるようなお坊さん。「お前達、本当にあ

の世はあるよ、ワシは真暗な所で厳しい修行をしているよ。キツネやタヌキやヘビや、或いは地獄

の鬼達がワシの傍へ来て、まあまあ大変だよ。ワシはその厳しい修行をしなければ、天上界へ行け

ないんだよ。やがてお前達も来るんだけど、それを覚悟して来いよ」と言ったお坊さんがいます。

あの世からですよ。 

 そんなのザラですよ。マ、古い寺行ったら、大抵もう、代々の皆さんが鎮座ましましております。

それをまた、分らないから皆なお参りに来るのね。「あの仏像は何千年前だ、ありゃ国宝です」と、

訳も分るんですから、馬鹿みたいな話です。 

 地獄霊それを見て、「あの馬鹿め！」と見ているんですね。本当です。あわよくば、相手に憑い

ちまおうなんてね。そうすっと帰って来た頃から、どうも足の関節がおかしくなったなんて、心が

おかしくなって来るんですよ。だから、「触らぬ神にタタリなし」という諺（ことわざ）はそうい

うことです。  

 だから皆さんが、仏像を見たら「あ、立派だな、あのような大きい大仏さんのような心に成りた

い、そうなるにはどうすれば良いか、自分の思ってることや行っていることをよし、正道に合わせ

て生活してやろう」といえば、皆さんの心は調和されると、あの大仏よか、もっとデッカい、あん

な銅みたいな合金ではなくてね、本物のゴールドです、柔らかな光によって包まれて自分を見るよ

うになります。 

 それを一歩進めれば、あの世までちゃんと行って見て来れます。あ、私の生まれる前はこんな立

派な家で、今生は２ＤＫの小さなマンションで。本当ですよ。もう皆さんが出てくるときは誰も家

があったんですね。 

 そのうちに皆な忘れちゃってね、地上界はどうも窮屈ですから、住宅難ですからね、ところがあ

の世はもっと広いです。そしてスモッグはありませんしね。非常に自然の環境は綺麗で調和されて

いましてね。この地上界にあるものはすべて在ります。この地上界にないものまで在ります。 

 ですから自分が先ず行って見ることですよ。行く為には、自分が心をきれいにしなきゃだめです。

マ、せめて死ぬ前に我が家を見とく必要があるんじゃないですか。タダですよ、これ。運賃タダで

すよ。早く起きて並ぶ必要がないんです。 

 縁台に座る為に、その必要がないんです。飛行機代もいらないしね。例え、ボロを着ておっても

いいんです、心に錦を着ていれば。その代わり、心が調子が悪ければ途中から「ピーッ」と墜落し

て、「アラ、ここが私の住家かしら」って、見てくることがあります。 
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 それですから我々の心というものがすべてをつくり出し、皆さんの意識の世界というのは、丁度、

もう裏表のようなものです。むしろ、この地上界の方が、天上界から見たら裏の世界ですね。 

 なぜならば非常に、物質の世界という、こういう三次元の我々の肉体を持って生活をする環境と

いうものは、非常に粗悪なんです、波が粗悪なんです。振動数が非常にアンバランスです。それは

皆さん自身一人一人から発信しているところの心に振動、この振動もアンバランス。 

 ですから地獄霊というのは、大抵、昼間出てこないですね。昼間に幽霊を見たという人はいます

か。少ないでしょう。昼間に出たとすれば、薄暗いような所にパーッと出るくらいですね。ですか

ら、大抵まあ夜出てくる。それも丑（うし）三つ時って、丁度寝静まってね。金儲けしょうたらな

んだかんだって、人間の欲望が、寝ちゃって静かになった頃、おもむろに出てくるわけです。 

 だから、ノイローゼの人たちが夜になって元気になってくるのは、そういう仲間が来てくれて、

やるわけですね。ですから、ノイローゼがおられる家庭の方は、それがよく分ると思いますね。夜

になると元気になります。昼間は沈んだような顔をしている。 

 それも地上界の人々の不調和な想念の振動が地獄界をピシャッとおさえているからですね。彼等

も実は肉体（あの世の）を持っているんですから、うかつに出てきて見られたら大騒ぎになる訳で

すねえ、地獄霊も困るわけです。 

 そして丁度、光と溶け合えるから分らないわけですねえ。旨くできているんです。夜になると浮

かび出してくるんです、そういう具合に。  

 こないだ丁度私、二月の十七、八日頃に、久し振りに外を歩いて参りまして、その時に泊まった

民宿に、夜寝ましたところが、霊が、地獄霊がちゃーんと三角の頭巾をかぶった、ご婦人の方です。

真っ白な着物です。 

 「アラ、あなた達は一体、どうしてこんな処に出てきたんですか」ったら、ニヤーッと笑うんで

すね。あのときの顔はもう本当にいやな、顔の形が変形しちまうんです。マ、ああいうものに憑か

れちゃ困りますよ。 

 そうして、私も丁度、余りにも姿そのまま出すものですから、「夕んべ、寝てねえんだから帰っ

てくれ、あなたには気の毒だけども、ともかくこんな遅くなってから出てこられたら、私も困るか

ら帰ってくれ」、それでもまだ居るから、「消え失せろ」と言いました。 

 そこで、そこの女中さんに聞きましたところが、「お客さん見ましたか、三角の頭巾をかぶって

いましたか」『その通りだ』「うちはよく出るんですよ。断っておきますけど、うちに住んでいる

地獄霊、浮遊霊ではないんですよ。この近くに幽霊屋敷がありまして、そこから度々出張してくる

んです」 

 ですから『じゃ一体、商売は何なんだ』ったら、アンマさんをやっていたらしいですね。そうし

て病気で死んでしまった。ですから、いまや死んでもアンマさんやりに来るんですね。恐ろしいも

んですね。執念ですね。 

 ですから、そういうことは私んところの会社でもありまして、従業員ではなくて私の会社に協力

してもらっているところの会社の方が、たまたま去年の、イヤー昨年（おととし）の十月十日です

か、運動会がありまして、その九日の晩に結婚式があるんで、「行ってくる。だがお前、遅くなる

から会社の社宅で待っても良いよ」、布団まで引いて待ってた。 

 ところが奴さん酒を飲んだ勢いで、パーッと家へ帰ります。その帰る途中に電信柱と衝突して死

んでしまった。そして、その丁度九年前の十月十日にお父さんも自動車事故で死んだってんですね。 
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 その幽霊さんが仕事をやりに来ておりまして、夜の夜中に深残業しておりますもんですから従業

員がやっている間に、誰も居ないのにスパナとか電気をカチカチといじる音がして、見ると居ない

わけです。そうして私のところへすぐ電話が来て、「先生おかしな現象が起こっているんですよ、

電話に入るから聞けますか」 

 そうしたら、その男はなかなか勤勉な男で、残してある仕事を協力するんです。ですから、「あ

なたはもう死んだんだよ、もう仕事をしなくて良いんだこの地球上の、あっちへ行ってから、一つ

ゆっくりやってくれ」 

 言ってから、もうその後出てこなくなりましたが、一週間ぐらいお手伝いに来てくれた。ただし

無賃でね。お金も貰わないで。ところが、現実の仕事はチットも捗（はかど）っていないんですよ。

地獄霊がやるんですから。だからまあ、事故死した人ですから。 

 会社でも、そんな話をしている協力工場の人ですから、何とかうちの会社へ来れば、救ってもら

えるんじゃないかなと、それで仕事をしていたわけです、私は見ておりませんけれども。 

 マ、そういうことが現実にあるんです、これは死霊の場合ですけれども。彼の場合はマアそうい

う、事故を起すから危険だということを言っても、不思議なものですね。亡くなったお父さんの霊

が、そのご後本人に憑依して同じような事故を起させたわけです。恐ろしいことです。 

 ですから、一軒の家で一人交通事故が起こると、次々と起こるというのは、そういう亡くなった

地獄霊が、同じような心のところに憑くから、災難に見舞われるわけですね。ですから、そういう

不調和な原因があったら、「どうしてそうなったか、私たちの考え方に何か間違いがなかったか」、

これを反省しない限り、次々とビールス菌みたいに次々と協力してしまいます。 

 これはノイローゼが出れば同じですね。一軒の家によく気違いの巣だ、血筋だなんていいますね。

そうじゃないんです。そういうものが出てきたら、ともかく自分たちの心の在り方というものを直

さない限り、禍根を断つことはできません。 

 こういうものは、そこに住んでいる人たちの、思っている事や行っている事が正しい基準を逸脱

して、中道のどっかにアンバランスを来たしている。こういうアンバランスの分を直さない限りダ

メですね。 

 ですから気違いとかそういうものは、決して脳細胞だけの影響じゃなくて、心の次元です。見て

いるうちに、そういうものを習い性となってしまうのです。それだけに恐ろしいものです。 

 ですから今度出ました、『悪霊』という本が、七日の日から本屋さんの方に出始めましたけれど

も、これはもうノイローゼ、そういうような不調和な家庭、こういう事がどうして起こるか実例を

一杯上げております。 

 次の『悪霊第二巻』というのは、色々のこの私の所に個人指導に来た人たちの生霊、死霊という

ものがどのようにして作用して不調和な環境をつくり出したか、そのものを分析しながら書いたも

のです。 

 ですからそういう意味では、自分たちの生活を通し、そういうものを見てみることも良いことだ

と思いますね。ですから我々自身はこうして生活しているけれども、生霊と死霊の渦の中にいるの

です。その代わり生霊の方が怖いんですよ。 

 この間、私は丁度そういう地獄の霊を見たときに、たまたま十日ばかり自分の心の間違いがあっ

たら大変なことになります。多くの人々をこれは狂わせちゃいます。心臓を悪くするなんて、そう

いうちっちゃい事では我々は許されないんです。 
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 それだけに正しくものの判断をしなきゃなりません。そして自分を見つめ、そして下田の方のズ

ーッと海岸の沖の方で、禅定しております。ズーッと先の方で大きな魚が飛んでいるんですね、ポ

ーンポーンと。 

 「デッカイ魚がいるんだな」と思って、「あんなのが傍に来れば面白いなあ」と思っていると、

本当に傍に来ましてねえ。最初はフカかなと見たらイルカですね、こんなデッカイ。そしてイルカ

の中の歯も全部見ましてね、傍に来るんですから。 

 イルカちゃんは傍に参りまして、こんなデッカイ眼で、先ずあの顔を見たときにはゾクッとする

んですけど、あの時はゾーッとしないんです。そしてイルカはズーッと頭を上げまして、私の所に

寄って来るんです。 

 「こうやって来るから食われるのかなー、食うなら食ってみろ」と思っとったんです。そうした

ら、横に来まして私にこうやるんですね。写真機を持っているんですけど、傍にいるもんですから

撮れない。イルカも話をするんですね。「キキキキキキッ」という振動で。 

 そうして、「これはおかしいなあ、こんな事一体あってたまるもんか」と思いましてね、そうし

て、イルカの心の中で「お前、ネコ回し、してみないか」丁度、十頭位いました。 

 そうしたところが、またピューッと廻りまして傍に来てフアッ。私のところへ来まして、可愛い

目ですね、見ております。 

 こっちが悪戯（いたずら）しないということが、分っておるもんですから。魚も何にも持ってお

らないけれどもね、傍へ来て、私が頭をこうやって触るとスルッとするもんですからね。これは人

間の頭とは全く違います。 

 豚の、牛の舌はこうやって自由に撫でますけれども、イルカの舌というものは手によって動かな

い、あれは不思議なもんですね。そして顔をぺロッとやられました。 

 ですからハー、やっぱし彼等にも愛だということね、心の愛というものは、ああいう海の動物で

も、交信ができるんだということが分りました。 

 デ、事務局にいるところの萩原という青年がおります。彼も一週間ほど下北半島というところで

自分の心を見詰めて帰って参りました。きれいに後光が出ております。 

 デ、私は最前列のところで、彼に言葉を与えないで語ったんです。そうしたところが、彼は即座

に「先生、今このように私に呼びましたけれども」 

 「そうだよ、ア、君は受けられるようになったか」 

 こうゆうようになって行かなければならないですね。皆さんの心の中には全てそういう受信機が

あるんですよ。動物だってあるんですよ。 

 こちらの心が本当に真実ならば。ですから口の先でいくらうまいことを言ってもダメです。心の

中から、底から真実のものを通じるんですよ。これもですから逆の場合も同じですね、悪霊も同じ

ですね。生霊、生きている人の心の不調和な振動も同じです。 

 皆さんは、ちゃんとしているようだけど、ただ自分が分らないだけです。ですから皆さんの心が

本来、お父さん、お母さん、子供、これがバラバラになってちゃダメなんですよ。そういう面でも

心が調和されていれば、みんな同じ一つの意見、調和された光明の家（うち）になるんです。そう

いうような生活をしています。 
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 先ず、肉体を持っている人から後光が出て参ります。そして子供さん達からも出てまいりますか

ら、家からも後光が出てまいります。 

 私が色々と予言をし、現象を出すことができるのも、自分で意識を統一して日本列島をサーッと

見ますと、明るい所だけは光がパーッと天上界へ通じているんです。その光に応じて見ると、ア、

ここに誰がいるというのがわかります。 

 ですから、あの世から見ると、全部、地球は真暗でネ、スモッグに覆われているけれども、天上

界ではちゃんと心のきれいな人々の心は天上の世界に、そして、心のきれいな人たちが住んでいる

家庭には、光が出ていますから行けば分りますね。 

 ですから丁度、今から六年位前に、関西にまた一つ同じ仲間が出ている。この人達と私達はまた、

同じ兄弟として道を説いて行くであろう。これもこうやって、太平洋沿岸ですでに、ＧＬＡは多く

の人々を帰依させて行くであろうと予言できるんです。太平洋沿岸が明るいから分るわけです。き

れいな心の人には光がみなこうやって出ているわけですねえ。 

 裏日本の方は光がポーッ、ポーッとしか出てないから、ありゃ少し遅くなるぞっていうことにな

るわけです。ですから、それを一つ一つ見ていくと、どこどこに誰がおって、こういう人達が仲間

がいる。そしてアメリカ、地球を見ればいいんです。 

 地球を見れば、ア、どっから誰が出ているということが分るんです。だから普通の人から見ると、

「不思議なことをいってるなー」というけれども、当然ですね。心が宇宙大になるんですから、そ

れをちゃんと見るんですから大したものです。 

 こうして我々は、心の面が調和されていると、光の天使を通して、いわば我々の心にそういう通

信が来るわけです。それは皆さんが生活をしておって、ただ、ものを考え、日々の生活の中から「そ

んな馬鹿なことがあるのかなー」と錯覚を起しているわけです。 

 皆さんもみな神の子です。皆んな、そういう偉大なる光の天使、天使達なんです。ですからそう

いう、自分自身の生活をしとけば、これ人間として当然な道ですね。 

 八正道というものも、皆さんはやってみると、「正しく聞け、見ろ、思え、念じよ、語れ、仕事

をせよ」なんていうと堅苦しく思うだろうけれども、これだって人間として最低の条件なんですよ。 

 それをやって、皆さん自身がこの地上界を去るとき、ＧＬＡの神理を学んだ人達は地獄へは行か

ないでしょう、行く人もいますけれどもね。 

 そのときに、先ず最初に質問されるのは「あなたは人間として何をなして来ましたか」って、今

皆さんが死の断崖に立って言われて、振り返ってみたら、何をして来ましたか。 

 「イヤ、私は十人の子供を育ててきました」、そんなこと当然だってば。 

 何をして来たかって言われたときに、この中で「ハイ私は人のために尽くして来ました」と、言

える人が何人いますか。自分の事をするのは当然なんですから、自分の家族のことをやることは当

然なことなんです。だから真から、心から人々のために。 

 ヨッシャ、良かれとして行動したそのもの自身が、多ければ多いほどこれが宝物です。そういう

ことをまた「菩薩行」ともいいますね。そういう自分自身の行為を、いつ死んでも自分が「もう執

着はない、やれるだけやった」、これが「一日一生」の神理ですね。 
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 そして自分自身が、例え相手は恨んできても、それを寛容な心で正しく判断し相手の言われたこ

と、行動、このものに毒を食べないように、常に自分を円満調和された心の状態が、捌くことが大

事です。こうして生活をして行くことが本当の信心深い人達です。 

 そして、生きているからといって人の悪口へ、人の悪口が相手に、心の念を通しても通じるし、

或いは第三者を通しても通じるから、またそこで格闘が起こり毒を食べさせる。 

 だから、そういうことが無いように、生霊という、生きている人の心も相手に通じるということ

です。そういうことを知って欲しい。 

 今日の講演は、この位で失礼致します。  
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「同 質疑・応答」 

1975-03-09 関西本部講演会 

「質問」 

 病人の患部に光を当てているときに、クレゾールの臭いがプーンとするときがあるんですけれど

も、この現象はどうして起きるのでしょうか？ 

「回答」 

 ハイ、わかりました。これはクレゾールの臭いばかりではなく、光の臭いが出ている場合、ちょ

つと強くなりますとクレゾールの臭いがする場合があります。 

ですから、光ということは光子体の、皆さん自身の見えない世界、次元の違った世界の、いわば、

治してあげたいという愛の行為を通して次元の違った世界から、皆さんに光が出ます。 

それと光の臭いというのは、非常に、かんばしい安らぎのある臭いです。逆にまた、人によって

は非常に、かび臭い臭いのような変な臭いのする場合があります、これは地獄霊ですね。 

逆にまた今度、動物霊、ヘビのようなものが憑依しているような人達は生臭い臭いがしてきます。

ですから同じ臭いでも種々雑多ありますね。 

天上界のズーッと上の上段階の、臭いというのは何とも言えない芳（かんば）しい臭いです。表

現ちょっとできないですね。ですから光を入れている時、その指導霊が相当力のある人だったら、

急速に臭いまで変わってきます。 

それで患部が非常に、電気が来たようにピリピリッとするようなことがありますでしょう。そう

いう経験がありますか。 

それは相手の肉体細胞の調和を、細胞一つ一つの細胞に調和を与えている光なんです。それです

から普通は、痛いはずがないのに丁度、微弱電流が流れたような現象が起こります。それで治るわ

けですね。 

また、憑依霊の憑いている場合は、相手がしびれてしまうことがあります。この場合はヤッパ、

憑く理由が有るから心の面、今思っていること、行っていることが果たして正しいのか、間違いが

あったならば、その間違いはどこにあるのか、その根を取らない限り、同じような現象にまた襲わ

れてきます。ですからクレゾールの臭いのように似ているけれど、実は光の臭いです。 

 

「質問」 

 私、一月のここの会場で、先生のご講演を聴きまして、物質化の現象として先生のお汗が金粉に

変わるのを目の当たりに見ましたもので御座いますが、その直後にＳ理学博士の講演のテープを聞

きまして、ジャワ島から、その金鉱を取り寄せられたというテープを聞きまして、一応それは信じ

てはおるんでございますが、ナゼそういう風になるかという、理証といいますか、それがどうして

もわかりません、ご説明をお願いいたします。 

「回答」 

 マ、恐らく説明しても納得は出来ないと思うんですね。次元の違った世界を通して参りますから。 

先ず、物質というものを一つの固体化したものを、完全に液体にし、気体にして持って来るには、

莫大なエネルギーと圧力、熱、こういう作用がない限りは、できないんです。 
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現象界におけるところの一つの物理的現象として、それが次元の違った所から我々は、日本とい

う国からジャワ島ったら相当離れております。 

しかしここで考えなきゃならないのは、私達が一つの羅針盤を通してその羅針盤の角度が少しで

も狂って東京の、あの東京湾から船が出て行ったならば、角度が狂ってしまったら、一つ間違えば

アラスカの方へ着いてしまいます。 

片方は逆に今度、南米の方に着いてしまいます。そんなことアラスカちゅうたって（笑い）実際

だからしょうがない、本当なんです。 

そうすると逆に今度は近いところからの角度からは相当な影響はありませんが、もっと次元の超

えた高いところからちょっと動かしたら、どういうことになりますか（聴講生へ尋ねられている）。 

エ、ないですか、そうですね。そうすと、そこに圧力と距離の問題、時間と空間をどっか越えた

ところの距離の作用がなかったら、できない筈ですね。どうでしょうか。 

遠くから離れてちょっと動かしたら、ジャワ島なんか直ぐじゃないんですか。 

そういうことですね。ですからここで我々は、三次元的な科学的現象として捉えたところで、我々

は理解できないんです。なぜならば私にしてみれば、博士連中の目の前でやるんですからね。 

彼等はプロです。その時に私のところに、『ジャワ島で早稲田大学の学生ならびにジャワの軍隊

を使って二ヶ月間もかかって、私達は鉱石を手に入れました。あれは一体、企業化して採算が取れ

るでしょうか、取れないでしょうか』と個人相談に来たグループなんですと言う。あなたは専門家

でしょう、それこそクイントリックスですね（笑い）。（注：昭和中期のクイントリックスという

テレビの宣伝で、外人にクイントリックスという発音をさせ、『そうじゃない！』と日本語発音を

している人のこと） 

そう言ったところが、「専門ですが、こういうものは神様の力を借りなければ、私達は専門でも

わからん」というから、これは正直でいい学者だなと思いまして、それなら教えてあげよう。 

今から、できるか出来ないか知らないけれども、ジャワ島からその品物を持って来ましょう。そ

したら博士連中は顔を見合わせて、こいつ狂ったんじゃネーかなと思っておりまして。といって、

男一匹言った以上は実行しなければね「この野郎はインチキだ」ということになりますから、僕も

自分で言って、エライことを言ってしまったなって思ったんです。 

 で、心ん中で、「皆さん、私にあんな言葉を言わせて、一体、気違いにする積りですか」って聞

いたら「とんでもない！お前は黙ってていいから心を静かにして、ちゃんと見ておれ」、って言う

から「ハ、そうですか」って。僕は素直ですから（笑い）。 

うちのビル（浅草・八起ビル：ＧＬＡ本部）で、こうやって落ち着いて、皆さん目の前に居るん

ですからね、種も仕掛けもありませんちゅう訳ですよ。もうそんな余裕ないんです。そして、心を

統一してジャワ島の金鉱石なんて見たことないんですから （笑い）。 

それでズーッとこうやって、「有るなら本当に見せてくれ」って、やった途端、「ビシーッ」と

音がしましたよ、天井が。ビルですからね。それも三階でやって、上まで七階あるんですから、マ、

誤解（五階）しないように聞いてください。 

そこで上の方から降りてまいりまして、「プシュッ」としたら「バリバラ」って、熱くて持って

られない。それで私はそれを下へ落っことしちゃったんです、バカッって。また、本当にマグマか

ら上がってきたような状態ですね。 
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それを私は見せまして、「ハイ、これがあなた方が掘っくり返した坑内という処にあるのだそう

だ。僕は知らん。それからこの一つは、鉱床の上の方の、山の所の木の葉っぱの埋（うず）もれた

中から持って来ました」 

こんなことを言っても良いのかな、と思って僕もね、びっくりしちゃったんです。で、これは流

れている川のこういう所から出てきたもの、ハイこれ三つあります。そうしたところが、博士連中

ただびっくりしまして、こんな馬鹿なことが有って良いだろうかと。そこはプロですね、ハッと思

ってます。「間違いなくこの物です」ちゅうわけですね。 

奴（やっこ）さん直ぐに分ったわけですよね。件（くだん）の博士曰く「家の金庫に仕舞ってあ

るのを、旨いこと言って持って来ちゃったのではないか」、そういうわけです。 

 ところが自分のところの金庫の中の、今度家へ帰って調べてみたらちっとも無くなっていないん

ですね。 

そうして、今度それを通産局へ持って行きまして、分析をする時の最も正確な何グラムという、

大抵端数がつくんだそうですね、千分の一の秤（ハカリ）でやるんです、その端数がつかずにピッ

タリ分析のできる数量だった。そうしてそのときご丁寧に、止（よ）せば良いものを、「ハイ、こ

の中には何グラム入っている」と、また言ってしまった。 

これはえらいことだと、ああいう先生ですから録音に取り、しかもまた筆記してますから、学校

の先生というのは執念深いですね。 

そして今度、これは何グラム入っています、これは何グラム入っています、だからこれは採算が

採れるけれども。ところがこっちは何にも知らない電気屋のオヤジですから、分析の機械と、それ

から更にまた、発掘するところの発破というドカーンとやる、よく全学連の諸君が使うやつです。 

そういうのと、それからその時の色々の道具を言いました。デ、「その道具はこれが幾らで、こ

れが幾らで、丁度一億円あればこれ位の量を産出することができます」って、私が彼等に言ったわ

けです。 

そうしたところが、「私は二ヶ月かかって、二千万をかかってやったのに、あなたは十五分間で、

みな分るんですか」（笑い）ちゅうわけですね。「私の書いた報告書と、一つも違わないんです」 

そこでまた、先生ビックリしたわけですね。デ、僕はその時、「何でこんなこと僕が言うんだ、

人から誤解を招くじゃないか、あの野郎、五階（誤解）に住んでいるからか（爆笑）。僕の部屋が

五階なもんですから。 

そ、ですから、そんなこと疑われてもイヤだなって思ったんです。だけど本当になったんだから、

こりゃ仕方がないなって思ったんです。 

そして、自分の持って来た鉱石と、中身の分析と全部やったら一つも違ってなかったわけですね。

ですから私は信ずるとか信じないとか、こっちの方は信じてないんですから。第一、そんなこと何

であるんだって言うんですから、私も科学者の端くれです。中学二年しか出ていないけれども、勉

強だけはちゃんとしていますから。ですからそんな馬鹿なことはあり得ないんですね。莫大なエネ

ルギーが必要です。 

そういう体験を自分で踏んでみてね、結局は次元の超えた世界のエネルギーというものがついて

くれば、物理的に私が敢えて理屈をくっ付けたとしたならば必ずそこにあるものは（黒板に書いて

説明される）「Ｅ」の中でも、いわば「ｈν」というものに対して、質量に対するこういう「ｈ」

の中に一つの「ｈν」という信号に、ここに「α」という何かの次元の違った世界の作用がなけれ
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ばならないだろうと、こういう作用がなければならない筈なんです。そうでない限り解決しないん

です。 

それですから、マ、私も実際問題としてそういうものを物質化現象することには意義がないんで

す。ただそういうことを通して次元の違った世界があり、我々の眼に見えない世界には莫大な何ら

かのエネルギーがあり、永遠の生命として人間が正しいと言う基準を知って生活するということが

有意義なんだ。それを立証する為の一つの手段にしか過ぎない。例えば病気を治す奇蹟を起す、こ

んなことは私は好きではないんです。 

ですから決して、私は物質化したからって威張っていませんね。「悪いけれどこんなことはしな

いでくれ」と言います。僕は本当に人間の心の在りかたを知ってもらう目的で来てる訳です。です

から、この前のように手が金になって剥がすのに一苦労するわけです。「そんな迷惑なことしない

でくれ」って言うけど、（笑い）出ちゃうんだからしょうがないですね。マ、やっぱ塩がなかった

ら生きては行けないんだから、しょうが（塩が）ないっていうわけですね（爆笑）。 

ですからマ、あーいう現象を通して、マ、傍にいる人が「先生の顔から金が出ています」、なん

てったら、こっちの方がショックなんです。そういうことは一つのいわば現象として、見てもらえ

ば良いんです。ですから、別に金を売って飯食べているんじゃないんですから（笑い）。 

 だからあくまでも参考にね、不思議なもんだと。ともかく次元の違った世界には不思議なものが

あると、その不思議だって良いと思うんですよね。不可思議だ、それを僕は理論づけて、そんなお

かしな事を余りやりたくなくったって、なっちゃうんだから仕方ないですね。しょうがないちゅう

訳です。 

ですから、それよりかむしろ、悩んでいる病人さんが平和になって、家庭が明るくなって、人生

の価値観を知って行くという方が、僕は遥かに幸せです。だから、アーゆうものが余り誇張されち

ゃ困るんで、あの本は廃止ということにして、あの本はもう出さないようにしたんです。意味はわ

かりますか。ということです。 

 

「質問」 

 一年前からご縁を頂きまして勉強している者ですが、社会生活では、妥協というものが伴わなけ

れば、例え一時的にしろ、円滑な運営ができていかない。先生のご本では妥協には永続性がない、

まさしくおっしゃる通りに、やはり問題が起きてまいります。では、私たち正法者として調和と妥

協の異なっている点、この点ご厄介でございますが、お教えいただきたいと思います。 

「回答」 

 ハイわかりました。 

先ず、私たち自然を見ますと、水一つを見ましても濁（にご）りが入って来るとね、隅田川のよ

うにもう臭くて腐ってきますね。ところが美しい水の時は白魚までおります。 

最近は皆さんが気をつけてきたせいか、カモメがすいすい飛んでるようになったんですから、非

常に情緒が昔のようになってきました。ですから「朱に染まれば赤くなる」、そういうものにとっ

て染まってしまうもんなんですが、染まらない方法もあるんですね、科学的にも。ですから自分が

そういう妥協といっても一時、自分自身がそういう環境の中におっても、正しくものの判断ができ

るのなら良いですよ。 

例えば天上界へ行きますと、光の天使がおりまして、稲荷大明神とやら、或いは竜王なんていう

連中は、よく地獄へ行くんですね、自分から地獄界へ落ちて、落ちたんではなく自分から行くんで

す。 
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自分は勿論、悪魔や魔王みたいな格好をしますよ、そのままに。そうやっとって、その中から良

い者を救い上げて、協力させる場合もあります。こういう光の天使、役目もありますね。 

自分から地獄界へ入って同じ苦しみをしながら、或る時は悪いことスレスレまでやりますね。法

を犯すスレスレまでです、だけど法は犯さない。だけれども厳しく部下を支配して、魔王をやって

います。その中から良い者を救い上げて、天上界へ送り込むという光の天使もいるんです。 

ですからあなたが妥協というけれども、その妥協の中において、いわば色々の方便があるはずで

すね。自分がその中におっても良いんだから、心まで汚さなければ良いんです。 

皆さん蓮の花というのは、よく仏教の中に出てきますね。蓮の葉、蓮の花というのはどんなに汚

い泥水の中でも蓮の葉、蓮の花は汚れません、同じです。だから自分がどうとあれ、染まらなきゃ

良いんじゃないんですか。その中からジワリジワリと、いいものは人間の心には誰も持っているん

です、善我というものが。それを真実に生きながらしていけば良いが、それをややもすると、自分

の思想をそのままストレートにやって、「あいつはもうダメなんだ」って決め付けてしまうといけ

ませんね。ですから方便の使い方、そこが智慧です。 

自分が実行しておると心の中から出てくるこの智慧が、調和の道をつくり出して行くんです。で

すから私は分るまで三十何年かかったんですから、一年半でみな分っちゃったら大変です（笑い）。

ですから一つ智慧をつかってね、やってみて下さい。だからそのときは一つ、蓮の葉を思い出して

ね、あのドブの汚い中でも汚されても、蓮の葉に水をぶっ掛けると綺麗になっておる。しかもまた

あの水滴はね、あの太陽を受けて五色の光を反射して、ああいう心でやってくれ、例えドブ沼の中

であっても、自分は染まらない正しい生き方があるということを。それを相手を押し付けようとす

るから頭に来たり感情的になるんだから、「ああ、あいつは分ってねーんだな、気の毒なやつだ、

ヨッシャと。分らない分、自分が一生懸命、その中でちゃんとやってみよう」、これでいいじゃな

い。 

それを自分が楽しようとするから、あいつもやったらもっと楽できるのになーって押し付けるか

ら今度不満になる。そうすっと今度、その行動を見て毒を食っちまうね。毒を食うと頭に来ちまう

わけですね。頭に来ない人は胃腸に来るから潰瘍になっちゃう。だからマ、イカンヨー（胃潰瘍）

（笑い）って言うことになるんじゃないかと思うんですけど。ですから潰瘍というのは非常に心の

面の作用が影響するんです、分りますね。 

 ハイ、その外質問ありませんか。  

 

「質問」 

 今はね、全国で、ものすごく不況やと言われています。そして私達の、日本人の私たちでもね、

零細企業ですけど、毎日どうなることかと、思って心配してますけど、この先どんな風になるのか。 

「回答」 

 ハイ、マー不況というのは、現代の経済機構を通して、共産国も自由諸国も非常に厳しい環境に

立たされています。それは矢張り、特に自由諸国においては、物の考え方がすべて物質と経済を根

底としてあるわけです。 

ですから皆さんテレビを見とっても、コマーシャルですね、何とか人の心を誘って何とか売りつ

けようと、ところがドッコイ不況の波が来た為に、皆不況だ不況だ、イヤ、ほかの会社が賃金カッ

トし始めたと言うと矢張り、皆さんの場合も買うことも控えちゃうわけです。 

「も、チョッと止めよう」と、買いたくても買わなくなるわけです。ですから「靴下もマ、チョ

ッと悪いけれども、本当なら、今までならね、捨てちまうんだけども勿体ないから履（は）こう」 



428 

 

お靴の方も同じですね。減ったけど我慢しょうじゃネーカということでね。こうしていく内に、

特に電化製品等は皆な買い控えをやっちゃったわけですね、金がないわけじゃないんです。 

だから、そこに持ってきて物価の方はドンドン、賃金が上がる、色んなものが上がって来るから、

このバランスが崩れてきます。だからインフレという現象とデフレという現象、例えば零細企業の

場合、中小企業でもない大企業でもないですが、そういう企業体の方は逆にデフレになっている、

金がない。 

ところが一般は持ってんですね、だから少なからず皆な貯金は、ある程度してあるんです。です

からそれが固定しちゃったわけですね。ですから動かないから今度、政府は公共事業の方を増やし

て、そっから流すんだ、出そうと。ところが皆は、もうチョットもうチョットと我慢してますね。 

去年あたりのボーナスを、ガバッと銀行あたりに入れちゃって「チョッと使って後はもう使うな

よ」というのが殆んどなんです。ですから、そういうそのアンバランスの不思議な現象が出ている

わけです。 

ところが経済関係の問題においては、非常に引き締めをやらなければインフレは益々伸びていっ

てしまう。そしてマ、国民生活は不安定になるちゆうことで、ズーッと去年辺りからギューッと締

め始めたわけです。締めて来るから企業は、あっちから金を借りられる予定のものが借りられない、

在庫がドンドン増える、これも吐き出さなければならん。デ、こういう悪循環を来たしちゃったわ

けです。 

ですから企業の方は「これ以上生産したら採算取れないから一つちょっと君達休んでくれないか」、

ネ、デ、休ませる作戦を取ったけれども、なかなか在庫がはけない訳ですね。そうすと、各企業の

営業は売らなきゃなりませんから一生懸命に活動するわけですね、ところが思うように行かない。

こういう悪循環が、デ、アメリカも不況だから日本の品物も買えなくなるなんてね。ですからヤッ

パ日本にも金が入ってこない。こういう悪循環が世界的に、そこへ持ってきて、この石油問題が一

つの戦略に使われましてね、それが世界経済を狂わせたわけです。 

しかしマ、今のようにズーッと引き締めをやっていると企業はドンドン潰れていきますね。これ

じゃしょうがない、というところから政府は金をドンドン出し始めたわけですね銀行は。と言って

これ三月のネ、春闘、また騒いで賃上げされるんじゃネーカというのは経営者はそう考えますね。 

本当は出ているんです徐々に、出ているけれども金がない金がないというのも、また一つの方便

もあるんですね。ですからそういう一つの状態で、先ず生産と消費のバランスがズーッと取れて動

き始めてくるには、もうチョッと時間かかりますね。 

ですからそれまで持ちこたえられるように、皆で頑張ることが大事です。ですから有るときにパ

ッパ使わないで、利益があるときに準備をしとくことが大事ではないでしょうか。ネ、そういうも

のも一つの警告ですね。 

デ、食糧関係が世界的に不況だと、日本も、もう足んねんではないかと錯覚を起しているけど、

そんなことはないですね日本の場合。ところが、食糧関係が非常に不足している、例えばアフリカ

方面、コンゴーからズーッといわば新興諸国ですね、或いはまた中近東、それからインド、それか

ら南ベトナム周辺、食糧危機というとこ、皆んな国の中が乱れて殺し合いをやっている所だと、全

部殺し合いをやっている所です。 

国乱れれば当然、自然はまたそのように恵みを絶つんです。ですから食糧危機云々、こういう問

題が起こる国というのは、国が乱れている国、土地があっても仕事をしないんです。ですから食糧

が足んなくなるのは当然ですね。 
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今度はエチオペヤ方面がグッと足んなくなるでしょう、今までが足んないんですから、あの国が

乱れていますね。或いは現代はカンボジヤも同じですね、ベトナム、カンボジヤ、あの辺も同じよ

うに食糧危機というのも当然なんです。彼等は自分の食べるものをいわば戦争という環境の中でね、

できない、そこへもってくれば天変地変は起こる、雨が降りすぎた、イヤ旱魃だってね、 

そういう根本を直さない限り幾ら食糧を供給してもらってもね。ですから今のような世界の思想

というものは、心を忘れてお互いに闘争と破壊を繰り返している間は、人類は自ら自分の首をしめ

て、人間が増えるから足りない、そんな馬鹿なことはないんです。 

なぜならば、大阪や東京で暮らしている人達のレベル、そんなに変わるもんじゃない。では田舎

の一軒家じゃどうですか、生活できませんよ。貧乏しても矢張り都会です。 

そういうようにヤッパ、人間が増えたから食えないというそういう理屈は成り立たないんです。

人間にはそういう環境でも耐えるそういうものの、ちゃんと調和する力があるんです。ところが力

がなくなるのは無秩序な世界、そこに天変地変もまた協力してくれるんです。デ、日本の場合だっ

て闘争と破壊をやっていけば警告はドンドンやってきますよ。 

最初辺りはマ、地震でしょうね。地震を起さして心のチャンスを伺うわけです。そういうように

して天変地変は、そこに住む人々の心がつくり出すんです。 

皆さんの体の不調和もヤッパ同じですね。体の不調和も矢張り自分の生活行為の中の思っている

ことや行っていることが、どっか歪みをつくった時にできてくるんです。 

この地球も同じです。地球も同じようになっておりますね。 

ですから自然というものに逆らっちゃいけない、そして不況の原因ちゅうものを口実に「イヤ、

世間が悪いから家（うち）も悪いのよ」じゃなくて、そこで智慧を働かして「今厳しい、なぜ、ど

うして……」 

今つくっている物をどのようにすれば良いか、安穏としないで今の急場をどのようにいわば脱皮

するか」、これを考える智慧が必要になりますね。なぜならば不況の時だって充分、儲けていると

こだってあるんですから。 

だから世間が不況だから、ウチもダメなんだというのはいい口実ですよ。それはダメですね。そ

れくらい智慧を働かして、心をちゃんとして、そうして行けば、そういう不況のときでも突破でき

るわけですね。 

ただ、時期の来るのを待つなんて、これはダメです。不況の時だって伸びる会社があるんだって

事を知ったら智慧ですよ、後は実行です。その方法を考えて行けば良いんじゃないですか。 

 

「質問」 

 その方法は？ 

「回答」 

 それはもう別問題で、それは皆の為でなくてあなた個人の問題になるからこれ以上はもう（爆笑）、

別に研究してください。 

 ハイ、どうぞ。 

 

「質問」 
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 私は過去、創価学会におった者ですけれども、一つご質問させていただきたいと思います。創価

学会では日蓮が仏であるということと、三百数十億を掛けた富士・大石寺のミタ本尊は、神仏総代

のオールマイティの仏であるという二つのものが柱となっております。 

日蓮上人が仏であるかどうかということは、前に先生にお尋ねした時には、日蓮が本物であるな

らば、仏像とか本尊というものを拝ませることはしないであろうと、もう一つの本尊の方について

は、上人の御書の中にはどこにも自分は、「そのようなものをつくった」とは書いておりません。 

しかし、創価学会では、まさしくそれが、つくられたものであると、日蓮上人がニッコウ上人に

作らせたものであるということを言うております。それで、それが御書の中にありませんので、そ

れが偽物であるじゃないか、二百年後にニチユ上人がその、つくられたものであるというようなこ

とも、言われております。その真偽について、もし、お差支えがなければお聞かせください。 

「回答」 

 ハイ、わかりました。 

エー先ず、板マンダラが本物か、マンダラが必要かというならば、神は必要ならばすべて人間に

与えてあります。あなたが生まれてきたときに、ぶら下げてきたものは一体何でしょう。何ですか 

「金玉です（小声で）」 

エ？ 

「金玉だけです（爆笑）」 

神様が必要なら、ちゃんとブラ下げて寄越します。人間がつくったものをですよ、何でそんなも

のが。ですから板マンダラとか、或いはそれが日蓮が書いたマンダラとか、そんなものが仏だとか

いうことは有り得ないことです。これは日本人の一部分の人に通ずるだけなんです。 

ネ、ですから問題外、ナンセンスです。もし創価学会のやっていることが本物なら、貧乏人から

金を集めて、あの富士山の不調和な場所に何百億という金をかけないでしょう。もし今説いている

指導者が本物なら、気の毒な人たちに直接愛の手を差し伸べるでしょう。 

人に尽くすは小善なり、ネ、仏に尽くすは大善なり、という間違った教えはしません。これはア

シュラの教えです。 

その次。日蓮が仏であるかないかは、ナゼ日蓮は「爾時世尊従三昧安詳而起
にじせそんじゅうざんまいあんじょうにき

」というゴーダマ・

シッタルダー（釈迦）の説いた神理を説くんですか。その時に彼が本物ならば、ナゼすべてのこと

を知らなかったんですか。そしてあのような竜神というやらを祭って、人々に多くの憑依現象を起

させたのですか。ですから本物ではないんですよ。日蓮は法華経の行者です。仏弟子です。 

それを間違えて、後の世の人たちは色々都合があって、ああいうものを作り出してしまったんで

す。ですから日蓮はただここで気の毒なことには、その取り巻きです、彼等が力がなかったんです。

佐渡に流されて、自分自身が真に自分の心を観心（かんじん・心を掘り下げて見ること）したとき

に、見たときに、初めて自分自身が上行（上行菩薩の意）であったということを悟ったんです。 

ところが、それを実証する人がないから、彼は自分の心ん中で分っていたわけです。そしてその

マンダラも、大日アマなんて言われる支持グループの人たちが、食糧を運んだり色々協力してくれ、

日蓮は金もない何もない。達筆ですから「南無妙法蓮華経」、有難う御座いますと渡したものが、

いつの日か尊いものになって、盲目の人たちはそれを拝む対象にして、ネエ、現代は板マンダラが

本物か偽物かダマされた、なんだと馬鹿みたいなことです、ナンセンスです。 
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恐らく指導者もナンセンスだと思っているんだけど、引っ込みがつかなくなっているだけですよ。

だから、そんなものはネ、とんでもない事です。あなたも仏です、日蓮一人が仏ではありません。 

仏というのは、いわば、やがては仏になれる人です。仏というのはインドの言葉でアボロキティ・

シュバラーといいます。過去、現在、未来を見通す力を持っている人です。そして人間に、普遍的

な道を説く人です。 

そういう人たちは、学ばないで分るんです。一切経を見なくとも一切、かまわないんです。それ

を見て分っているうちは、本物ではないんです。 

インマネールといわれるイエス・キリストは、左官屋のセガレです。彼も学ばなくて分ったんで

す。左官屋で、本を読んで分るうちはこれはダメですね。本物は本なんか読みません、読まなくて

すべて分るんです、それが本物です（笑い）。 

それは内在されている心の中に記録され体験されているから、それを紐解くから分るんです。そ

れが本物です。哲学化された難しい用語を日蓮が本物なら漢文で書かなかったでしょう、あんな難

しいものを、真似もしないでしょう。如来品（ぼん）とかネ、寿量品（じゅりょうぼん）とかね。

冗談じゃないよアンナもん。あんなものは人間の在りかたを説いたものです。あげないでしょう恐

らく。 

じゃあなたは、生まれてきたときなんて泣きました。「ホーホケキョ」（法ー法華経の意）って

泣きましたか。そりゃウグイスですよ、オギャって鳴いたでしょう。違いますか。だから、そんな

ものをいくら上げても無駄ですね。その意味を良く知った生活をすることを教えたんです。ですか

ら矛盾だらけですね。 

マ、やがて皆んな分かるようになります。彼等は皆な疑問を持っている。ただその渦の中に入っ

て、辞めればバチが当たるのが怖いんです。バチは当たらないと解放してやれば潰れるんです、あ

れは。バチなんか当たらんよ。バチが当たるのは、当たるようなことをするから悪いんです。 

「イヤ、お前さん大水が吹いて橋げたが悪いよ、あすこへ行ってもう少し雨が降ってれば、あな

たはこっちへ行けば、あすこで流されるよ」 

 「危険だな、ジャ、やめた」  

 「こっちの橋の方はしっかりとして、現代の構造計算を通してつくられたものだ、流体力学を通

しても完全に、いわば水圧を防ぐ力があります。あなたはどっちを行きますか」ったら、あなたは

どっちを行きますか。あなたなら恐らく安全な方へ行くんじゃないんですか。バチが当たるのはこ

っちの崩れ去る方へ行くんですよ、怖いから。そういうものはネ、人間をクサビ、心の中にネ、い

わば足かせをはめて、歩いてる連中です。そういうのは自分自身で、いつの日か自分が疑問を持つ

んです。 

疑問を持つと「疑問を持ってはいけない、いけない。ナンミョウホウレンゲキョウ、ナンミョウ

ホウレンゲキョウって疑問を逃げようとするんです。逃避です。やがて我々は、彼等を自然に解放

するでしょう。解放軍です（笑い）。 

 『ハイ、ありがとうございます、アノ、疑問を持ってですね、それで我々実はですね、三人グル

ープで一緒にこの、ＧＬＡに帰依しましたんです。創価学会に疑問がたくさん出てきまして、質問

しても答えていただけませんので、その疑問が沢山わだかまっていたのですが、先生の著書を読ま

せて頂いて、全部氷解しましたので実は三人でもって、一緒にグループでもって転向しました。と

ころが辞めるときに、「お前達、今に見とれ、必ずバチが当たって（笑い）どうなるかと、そう言
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っとったんですけど事実は、実際、先月の二月二十八日に、一人胃癌でもって亡くなりました（笑

い）』 

 それはバチではないよ、そういうような自分自身の生活行為をしているからでしょう、自分が不

調和な生活を、創価学会のころ寝なきゃならんのを寝ないでサ、折伏というのに歩いて人に、「バ

チが当たるバチが当たる」と教えて、ソノ反省をしないで、ＧＬＡ来たから直ぐに治る、とんでも

ない事です。 

そのバチが当たる、バチが当たる、人を脅迫してきたものを反省してから来ることですね。マ、

ゆくゆくはＧＬＡの会員になるには、そこまでやらなきゃ入れませんよ。だから先ず自分のやって

きたことを反省しないで、こっちがいいなんて、浮気しちゃダメだよ。だからそういうことで自分

が胃癌でなって死んだというのは、それはこの人自身の生活行為というのを、あなた、マ一番良く

知っている筈ですよ。 

『それが第三者的に見ては、家庭は非常に円満であったし、親子関係、夫婦関係も非の打ち所が

なかったんですけれども、それがそんな結果になったので、むしろ私のような者が先に行くのが当

たり前だと思うんですけれども、一番家庭的だと思う者が逝ったので疑問を感じ取ったわけです』 

ウーン、それはその人自身のネ、食べ物から生活そのものが調和されておりません。あなたは外

でネ普通の眼で見ただけじゃ。ですからネ、去年の後半からおかしくなってるんですよ。ですから

そんなアンタ、バチなんか当たらんです。創価学会の中だって、ドンドン死んでる、若いのが。こ

れどうしてくれるんですか、一杯死んでるよ。 

 『それには答えてくれません』 

だからその理由を聞いて見たらいい。活動しているのに、何で死んじまうんですか、人生五十年

なんて言うけれども最近、平均寿命七十六・三歳に成ったというのにね、何で二十代、三十代で死

ぬんですか。マこの後選挙があるから、大分逝かれるでしょう。お疲れ遊ばすからね（笑い）。 

マ、見とってください本当だから。そら当然ですよ、だから今までうんとやってきてサ、ＧＬＡ

の方は余りやらないでサ、くたびれちゃってネ、胃癌になって死んじゃったなんて、こらいかんよ。

自分から根本治さなきゃ。僕んとこ来たって、そりゃ無理ですよ。分ります？ 

 『ハイ分ります』 

だから大事なことは、肉体が滅びても心というものを知っておれば、いつでも手は打てますよね。

大事なことは、我々は心の面を教えているんです。それを、肉体をボロボロにしてから僕んとこへ

来て救ってくれって、それは無理ですよ。それはどんな神様だって治せませんよ。一番身近なおか

みさん（奥さん）ですらどうにもならねんだから（笑い）。 

 

 ですからバチが当たるなんちゅうことはね、自分がその原因をつくるということを考えなきゃ。

やっぱ、色心は不二だから、体も大事にしなければいかん。心も勿論、調和させなきゃいかん。こ

の二つを忘れるとそうなるんです。違いますか？ 

 『ハイその通りです、彼は死ぬ時に高橋先生のテープをかけながら死にました』 

それで天上界へ行くんだよ。私はそれを確信しています （爆笑）。マ、そのうちに、今度そうい

う人たちを呼び出してね、僕は知らん人だから。だから、あの世のことを聞きましょうよね。 

そいでお前さん創価学会やっとったと、僕の神理を聞いてテープを聞きながら何所行った？ イ

ヤー、家の縁の下にいたなんていうことは言わないと思うんだけど（爆笑）。お墓にいたよなんて
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言わないよ。その内にそういう人を出すから。そうすりゃ僕等は知らないんだから、知っている人

だからネ、相手は。そうすりゃ話しすればいいんじゃないんですか。 

ハッハー、天上界にいるのかってね。今度そういう実験をやりましょうね。そうすと、ハッハー

恐ろしいなー、ちゅうことに成るんだよ。だから人間自身がそうして肉体をメチャクチャにして格

闘しているうちは大丈夫なんだよ。 

もう疲れが出て来る頃なんだよ、もう創価学会の皆さん、早いもの順に行くんですよ、こうやっ

て。恐ろしいですよ。だからそんなもん信じないで、そんな時間あったら家の中明るくして、皆で

朗らかにやるようにしたら良いと思うな。 

東京で知っている女性の方でしたが、この方は創価学会の教授とやら称する幹部なんですよ。そ

いつが何やっているかといったら、『今日は休みなんですよ』「ハーそうですか」 

『しかしどうもあの家は朝から、アパートにおってね、隣、傍だもんだから聞えるわけですよ。

ハー、よくあの人続くナー。ねえ、朝七時ごろ起きまして、ナンミョウホウレンゲキョウ、ナンミ

ョウホウレンゲキョウ』 

『よくやっているなー、続くなーと思って。そうして線香を上げる毎に「正」の字を書きながら

ね。一本、二本というと時間がわかるそうです。闘争やってんだから、題目闘争。馬鹿に静かにな

ったなーったら、その仏壇の前で寝てるんだそうです。一休み（爆笑）』 

『三十分もしたら、また始まるんじゃねえかなあーったら、一時間ぐらい寝てましてね。また線

香つけて「ナンミョウホウレンゲキョウ、ナンミョウホレンゲキョウ」、ついに労働時間一日八時

間というのに、十時間やってましたね』 

もうそういうのは気違いだね。 

若い女でね、結婚すれば良いのに。マアそんなのに結婚の相手もいねんだろうけどね（笑い）。

悪いけども。そういうことをやっておってね、脳細胞狂ってくるのは当然じゃないですか。そうす

と、「それっ選挙！」ったらね、馬鹿みたいなことで選挙運動するんです。 

それで、自分達が共産党なのかどっちなのか分らねえようなことをやってるわね。そんなもん正

しくない。マ、早く国会からあんなアシュラ、取り除かなきゃいけないね。そですから、質問演説

やっとっても喧嘩しているわね。 

何んか、「クロ、何とかさん」という、ブラック嬢がよ（笑い）、心のねえ。そういう連中は闘

争してるじゃない、自分がどうだっていったら優雅な生活をしてサー。ナンセンスだねー、そんな

ものは神理じゃないよ。 

だからＧＬＡの人達からドンドン出るようになりますよ。最近ボツボツ、ノイローゼ気味の議員

が来始めましたから、彼等が治ればまた増えるでしょうね。大事な心を忘れた政治なんかないよ。 

彼等、国会の中で喧嘩してツマミ合いやっていて、政治がうまくいくわけないじゃない。一家の

うちを考えたってそうでしょう。父ちゃんと母ちゃんが争って、子供が良いのできるわけないじゃ

ん。そういうことが、現代堂々と行われているんだね。あれはアシュラ会議場だよ（笑い）。 

だから、あすこにおる人がねえ、現実にノイローゼで僕んとこへ来て、「先生、私を救ってくだ

さい」 
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 ハーこんなのがマ、政務次官をやっとって、どうするんだと思いますよ、ノイローゼになっちゃ

ってネー。それはいけない、そういうものは全部捨てることですネー、執着を。 

マ、噛みついてさ、喧嘩しているような連中は、みんなアシュラが憑いてますよ、見とって分り

ます。「どうですかテレビ見とって醜いですか。アーいいなあと思っていますか。思ったらアシュ

ラーだよ（爆笑）」 

だからそういうようにねー、やっぱし国のこと国民のことを考えたらね、もっと真剣に考えてや

ってくれりゃ良いんだよ、それを人の欠点だけを、こうやって掘っくり返して、欠点をホックリ返

すだけなら先に進まないじゃない。そういうような政治家ばっかりがいるんだから。マ、そのうち

に段々段々、本当に分ってくる人たちが出てきます。 

まあ今は混乱期でね、そういう連中はね、「イヤー俺達は間違っていた」ことを気きづくんです

よ。ここで気付かなかったら、あっちへ逝ってから、ゆっくり教えてやるから良いです（笑い）。 

だから、マ、創価学会のバチなんちゅうのに、怖がっちゃいかんですネ。自分がバチ、バチに当

たる当たると思ったら、それこそ自分の行為を正さなきゃ、直ぐでも、そっちの方へ行っちゃいま

すよ。怖くはないよ。残念なことに、あなたバチなんか当たらないから、 

大丈夫だから安心しなよ（笑い）。エ、ま、そういうことですね。じゃこのくらいで今日は失礼

さしていただきます（大拍手）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



435 

 

【神と人間の関係について】 

1975-5-31 関西本部講演会 

私たちは長い歴史の体験の中から信仰というものが、神仏を拝むことであり、そしてそのことに

よって人間は幸福を得られるものだと思っています。 

しかし本当の神仏とかいうものは、どのようなものでしょうか。私たちのまわりの、あらゆると

ころにお祭りしてある神というものは、本当に神様なのでしょうか。 

今まで私たちは先祖代々伝わってきたところの信仰対象というものに対して、何ら疑問をもった

こともなく、日々の生活の中に信仰というものが溶けこんでしまっているのであります。 

私たちは本当の神というものが一体どのようなものであるのかということを考えてみましょう。 

まず、私たちの住んでいるところの地球という場は、草木を始めとして動物・植物・鉱物という

三つの要素をもって我々の肉体保存のための協力を得ています。 

その根本というものを考えた時に、地球以外にもまだ他の天体があるということを知らなくては

なりません。 

すなわち私たちの住んでいるこの地球も、太陽を中心とした、水星・金星・火星・木星・土星・

天王星・海王星・冥王星など九つの惑星の一つとして構成されており、しかもまた三万数千個から

なる小惑星群とともに太陽系を構成しているのです。   

更に太陽系そのものも銀河系宇宙の中の小さな一つの恒星系にしかすぎないということが判って

います。 

 そういたしますと、まずこの地球という場について考えたならば、太陽の熱・光のエネルギーと

いうものは数字で申しますと一秒間に 9.3 × 1022キロカロリー、すなわち石炭二百万トンを一秒

間に燃焼しただけの熱量で、これを地球は全くタダで受けとっていることになります。 

 この熱という縁によりまして、河・湖・沼の水などが蒸発して水蒸気となり、やがて熱の縁によ

って再び冷却され雲となります。そしてまた雨となって大気をうるおし、植物繁殖のための大きな

力をあたえているのです。 

 しかもまた太陽の光によって植物は光合成という作用を起こし、植物自身が吸収したところの

CO2（二酸化炭素）を分解して炭水化物や脂肪や蛋白質を作るのです。 

 私たちがこの地球という場に肉体を保存することのできる環境、そのものを与えたものは神であ

ります。すなわち太陽の熱・光のエネルギーを始めとして万生万物に対する慈悲と愛こそ本当の神

の姿なのであります。 

 しかもこの熱・光のエネルギーの環境については決して請求書等は私たちには回ってこないので

す。 

 もしこれが大阪ガスや関西電力だったらどうでしょう。一ヵ月支払いをしなかったならもちろん

電気もガスもきられてしまいます。 

 皆さま自身の肉体というものは約六十兆からなる細胞集団によって構成されているのであります。

しかもこの五体は大自然と全く一致しているということで、仏教では宇宙即我と教えています。こ

れを少し実際について考えて見ましょう。 

http://yuki000004.seesaa.net/article/91166754.html
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 皆さま自身の体温は、ふつう大地にふれている時には 36.5℃ということになっていますが、体内

温度は約 37℃で、この温度は太陽が 1cm2当りに与えている熱量と全く等しいということが判って

います。なぜでしょうか。 

 また女性の周期がなぜ二十八日といわれるのでしょうか。これは私たちが大自然というものと非

常に密着して生かされているからなのです。 

 例えば地球と太陽と月という三つの総合運動の中で、月の引力によって引潮・満潮が起こり、ま

た月の公転は約二十八日であり、地球の干満潮に深い関係があることが判っています。 

 また空気・水という存在も大きな関係があります。 

 私たちは水分がなかったらどのようになるでしょうか。 

 また私たちの地球の磁力というものが少し変わってしまったらどのようになるでしょうか。 

 地球も生きているという証拠があるのです。 

 すなわち二千五百余年前のインド、アンデス、さらにまたエジプト地方の文明は非常に発達して

いました。その当時は春夏秋冬というものがあって非常に住みよい世界でありました。 

 現在私たちの住んでいる、東京・大阪・北京・さらにロンドン・ニューヨーク・ワシントンなど、

その地域を考えてご覧なさい。東京・北京さらにロンドン・ニューヨーク・ワシントンなどの地域

を皆さまの地球儀でよく調べて見て下さい。春夏秋冬のはっきりしている国ほど文明が栄えている

という事実であります。 

 中道という言葉通り暑くとも寒くとも国は栄えません。 

 イスラエルの時代に於いてイエス・キリストが多くの人々に愛の道を説き、悩める人々を救った

のも当時の地域というものが多くの人々を救う環境にあったからです。 

 この地球上という場は善と悪がミックスされた世界であります。 

 私たちが住む大自然界というものを支配しているエネルギーのコントロールセンター、これを神

と申します。 

 皆さま自身の肉体を支配しているところの意識、あるいは魂、このものの次元というものを私た

ちは区分して考えなければならないはずであります。 

 なぜなら私たちが物質一つを見ても、物質そのものは仕事をなしうるところの能力であるエネル

ギーというものを含んでいる事実であります。 

 石炭をもってきて石炭の燃焼する能力を外部から縁をあたえることによって石炭は熱エネルギー

に変わります。 

 しかし、石炭そのものを見て熱エネルギーを皆さまは果たして想像することができるでしょうか。 

しかし仕事をなしうる能力をもっているという事実は否定できないでしょう。 

 さらにまた、私たちの肉体は約三十二種類の原子からなる六十兆の細胞集団で構成されています。

そういたしますとこの肉体をコントロールしているところの何物かがあるはずです。 
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 一体その何物とは何でしょうか。 

 もし魂を否定し意識を否定する人があるとしたならば、皆さまがなぜ悩んだ時そのために疲労す

るのでしょうか。 

 仕事をして肉体的な疲労をするならば話は解りますが、精神的に家庭の不調和、経済的な不調和、

このような原因によってなやんでなぜ疲れるのでしょうか。 

 これが一つの疑問、もう一つは、私たちの脳は約二百億からの細胞で構成されていますが、この

脳細胞の集団が、記憶装置であり、しかもすべてを考えるところの能力があるとしたならば、なぜ

眠っている時に、私たちは立派に鼻の穴も、耳の穴もあいているのに臭いもまた音も何も解らない

のでしょうか。 

 このことは肉体以外の全く次元の異った世界の意識あるいは魂の存在があるからです。 

 肉体というものはこの地球上に神が保存してあったものなのです。本能とは、肉体維持、子孫を

絶やさないための神からあたえられた一機能です。 

 しかし私たちは長い歴史の過程の中でその神理というものを悟らずして、転生をつづけ、同時に

この現象界は修行場であるがために人間はあらゆる間違った行為をしがちなのです。 

 もっとも善なる行為もありますが、この判断が判らなくなった姿が末法の姿というのです。 

 私たちがこの肉体という舟にのってこの世に皆さま白身が、たとえ貧乏人に生まれようとも、金

持ちに生まれようとも、また地位名誉があろうとも、次元の異った世界での規準はそのようなもの

ではありません。 

 自分自身である永遠に変わらないところの肉体舟の船頭さんである魂は、ある時は王様になって

権力をふるい多くの人々にかしづかれて生活をしたこともありましょうし、ある時は奈落の底でき

びしい苦しみの中から人間修行をした魂もあるでしょう。 

 だが、もし皆さまが地位・名誉・経済がすべての絶対のものであるとした場合は、この世から去

る時にそれを持って帰れるでしょうし、絶対肯定されても良いでしょう。しかしあの世はそうした

ものは通用しないのです。 

 むしろ地位・名誉・金にしばられて一生を終えた人たちは、大きなお荷物をもったままであり、  

その想念の重さに地獄界に堕ちて行くのです。 

 なぜならば皆さま自身の肉体というものは、人生の乗り舟であるとともに、時が経てばこの世に

置いていかねばならない。 

 地位や名誉や金というものは、生活の手段であり、魂修行の媒体にすぎないのです。 

 私たちの肉体そのものも約六十兆からなる細胞集団からなっており、五臓六腑の一つ一つは生命

をもち意識をもっている。そしてその支配者が皆さま自分自身であります。 

 夜眠った時には肉体から意識がはなれて次元の異なった世界へ帰り、あるいはまたこの地上界の

あらゆるところを漫歩することもありますが、心が調和されて次元の異なった世界に皆さんの意識

が行った時には我々の生命の偉大さを悟ってきます。 
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 さあそうなると魂と肉体は別物であり、物を動かしているものは心であり、心が物に動かされる

愚を悟ることができるでしょう。 

 この現象界における万生万物にはすべて中心があり、中心を輪にして動いているのです。 

 まず私たちの住んでいる地球も太陽の中の一つの惑星にしかすぎない。地球を構成している極微

の世界も原子核を中心にして陰外電子が物凄いスピードで飛んでいます。このようにすべてに中心

がある。 

 それは皆さま自身の肉体舟の船頭さんである魂の中心・意識の中心が本当の皆さま自身の心なの

です。 

 私たちは一人一人の心に形があるということを発見することができたのです。これは私一人が皆

さまの心の形態を発見したのではなく、私の神理を聞いた多くの人々の中からこのような能力をも

った人たちが次々と生まれて来ているのであります。 

 皆さまもこの神理を通じて人間として生まれてきた目的と使命を実践された時には、皆さんの心

の窓は開かれて行くのです。なぜなら人間はみな神の子なのです。 

 たとえ、貧乏に生まれて今経済的に苦しくとも、心まで貧乏人になってはならないということを

己自身の心に銘記せねばなりません。経済は人間の生活の智恵にしかすぎません。 

 このようなことを考えた時に、私たちは総てが心であり、その中心である正道というものを実践

し、己自身が執着を断った生活をした時に、この世の中はもっと平和になって行くのです。 

 またこのようになれば自然と経済的にも、また肉体も、健全になって行くのです。 

 もし肉体的に欠陥があったところで心まで欠陥車になってはいけないということです。 

 それはこの地上界に皆さまが次元の異ったところから出て来た時に、自分はこんどは貧乏人に生

まれてこの中で自分自身が一心に自分を磨いてこよう、あるいは、肉体的に欠陥があろうともこの

中で己自身の魂を磨いてこよう、というような約束をして出てきている人達だからなのです。 

 この時に、皆さま自身が肉体的欠陥を心の欠陥にまで及ぼしてしまうと、いわゆるヒネクレ人間

になってしまうのです。 

 それだけにこの地上界というのは非常にきびしい修行場であるということになります。 

 このような神の子としての偉大性を、とかく私たちは忘れてしまうのは、この地球上に出てしま

うと皆さまの魂のわずか一○パーセントしか表面に出ておらず九○パーセントはすべて潜在してし

まうからです。 

 ところがあの世では逆に九○パーセントが表面に出て一○パーセントが潜在されています。 

こうした転生輪廻の中でその九○パーセントの偉大なる仏智を顕現する道が、正法であり、八正

道の生活なのであります。 

 そうしてやがて、皆さまの心の窓は開かれて九○パーセントの潜在意識が表面に出てくるのです。

この時に、私たちが長い人生に転生輪廻された過去を思い出し、よりよい生活が期待されてくるの

であります。 
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 だから私たちはこの八正道の心と行ないの中からより自分を、過去より高い境地に己の魂を進化

させて行くことが、皆さま自身の使命なのです。 

 ところが、私たちは余りにも文明が発達してしまって、経済という問題が私たちの生活の中にと

けこんでいるために、こういう目に見えるところの諸現象、また耳できくところの諸現象に惑わさ

れて、その結果己自身を失ってしまうのです。 

 それだけにあの世に帰る時には、今までの仏教の中では「冥土の沙汰も金次第」といっています

が、そんなものはないのです。 

 皆さまの心が開いて、恨み・妬み・誹り・怒り、自分だけ良ければ良いという心を捨てて、お互

いに人間同志、金持ちも貧乏人も調和し、足りないものを分かちあう愛と慈悲の心を、皆さまが実

践して行った時には、皆さま自身の心というものは、より以上に神の愛と慈悲とに育くまれて行く

ことができるのです。 

 なぜなら、今ここにあるゴーダマ・シッタルダーの像を見ても、後にオーラー・後光というもの

が出ているでしょう。後光は心に曇りがないと光り輝くものなのです。大いなる安らぎの象徴が後

光といえるのです。 

ところが心の中の曇りが、想念の曇りが、恨み・妬み・誹り・自己保存・自我我欲の想念をもっ

てしまうと、あたかも我々のこの地球上におけるスモッグの曇りと同様に、太陽の光・神の光をさ

えぎってしまうのです。 

 皆さま自身の心が調和され、愛と慈悲に燃え人々に対して己自身を謙虚にした生活を行なった時

には、皆さまの心の想念の曇りは晴れてくるのです。 

 神の光は、太陽の熱・光と同じ様に、金持・貧乏人・地位名誉に全く関係なく平等にすべてのも

のにあたえられているのです。 

 人間はそのような偉大な愛と慈悲をうけとるような器を、皆さま自身、自分の心と行ないによっ

て作っていかなければいけないということです。 

 そういたしますと、私たちはこの地上界において生まれてきた目的と使命というものが何か、自

ら解ると思います。 

 まず我々はこの地上界においてはすべて縁によって組立てられていることを考えなくてはなりま

せん。 

 皆さまが現在、肉体をもっているのも両親という縁によって、すなわちその縁もあの世の次元の

異なった四次元以降の世界において、皆さまはお互いに約束をして、今度はお父さんになって下さ

い、今度はお母さんになって下さい、と約束して、しかもあの世に登録されて出て来ているのです。 

 ところがお父さんも、またお母さんもそんな約束は忘れてしまっているのです。 

 しかし皆さまの心の窓が開かれたならばそんなことはありません。 

 俗にいう偶然ということはこの地上界には何一つありません。すべてが縁、縁の糸によって結ば

れているということです。 

 このようにお父さん・お母さんの愛情によって皆さまは育まれ、自分自身正しく生きようとして

きているのでありますが、いろいろな諸条件によって自分自身を狂わしてしまうのです。 
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 それはわずか一○パーセントの表面意識をもって修行しているために正しい判断ができず、解ら

なくなってしまうからです。 

 そこに私たちは反省という神からあたえられている慈悲があるのです。 

 人間なるが故に一寸先は闇だ、苦しみや悲しみや喜びをミックスされたこの世界に修行をしてい

るのですから、私たちはこのことをよく知って間違いを犯したならば、その原因をよく追及してそ

の原因を根っ子から取り捨てて、二度と再び間違いを犯さないような生活をすることが大切なので

す。 

 世の諺にも「過ちを改むるにはばかることなかれ」といわれています。 

 禅定というのもまた同じです。 

 禅定というのは自分自身の心の中の曇りを一掃することなのです。 

 ところでその曇りを一掃する基準は、八正道という神理に適った中道を根底にすることです。そ

の結果、皆さまが自分自身の生きる道をよく心の中に反省され、犯した罪・・・例えば隣の人を恨

んだ、嫁と姑が仲良くなかった、このようなことに対する自分自身の行為を反省することです。 

 相手に対して話す言葉もひとつ違えば感情的に悪くなってしまうのです。 

 正しく語る・正しく思う・正しく念ずる･･･この神理を中道にてらして皆さま自身が毎日の生活を

していった時には自然と家の中は明るくなってくるのです。 

 そうすると、どこかの神様がご利益があるとか、また先祖が浮ばれないから不幸になるのだとか、

そのようなものによって皆さん自身が盲信と狂信をくり返して行くようなことがなくなるのです。 

 若し本当に我々の先祖が現在生きている子孫に不幸を招くとしたならば、これはもう既に地獄界

に堕ちているものの仕業ということになります。 

 太陽の熱・光のエネルギーが万生万物に平等に愛と慈悲をあたえているように、神は絶対に人間

にたいして罰などはあたえません。罰というのは自分自身が神理を外した心と行ないをした時に自

分自身が作るのだということを知らなくてはなりません。 

 そのためにはまずここで考えなければならないのです。それは肉体という舟を保存するための肉

体先祖と転生輪廻してくるところの肉体舟の船頭さんである皆さまの永遠の己自身、すなわちこの

魂の先祖というものがあることを考えなくてはならないのです。 

 かつてゴーダマ・シッタルダーが今から二千五百余年前、四十二才の時にカピラヴァーストに帰

ります。この時にゴーダマは「お父さん魂の先祖こそ偉大なものなのです。これを信じなくてはい

けません」といったところが、父親は「その通りだ。シャキャ族は十五代続いている。シャキャと

は、そもそも偉大という意味でもあるのだ。太陽の子だとも太陽族ともいわれていた。それだけに

先祖代々が立派であればこそ、今は王としてこの生活ができるのだ。先祖を一心に敬うことは良い

ことだ」という。 

 ところがゴーダマ・シッ夕ルダーは「私のいわんとすることは、魂の先祖のことです。私たちは

今ここに生まれてこのような生活をしているが、過去においても同じような転生輪廻をくり返し、

今自分自身が望んで地上界に出て、今あなたが私の父親になっているのです。 
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 肉体というものはいつの日にか滅しなければならない。どんなに執着をもっていてもこの地上界

にある万生万物はすべて無常のものである。自分自身も永久に保存することはできないのです。 

 お父さん。このように私たちの体もいつの日にか滅してゆくのです。しかし肉体の船頭さんであ

る魂こそ永遠のものなのです。私のいう魂の先祖とは私自身の過去世のことなのです。そしてまた

未来生まれてくる己自身のことなのです」とこのように説かれました。 

 このように私たちの生命というものは皆さま自身が、本当に肉体からはなれて行く姿を見た時に、

自分のもう一つの肉体があるのが判ります。 

 私は過日皆さまと講演をしに四国へ行きました。 

 そしてほとんど寝ないで多くの人々にその道を教えておりまして、夜一時頃食事をして床に入っ

たところ、消化不良といいますか胃腸がいうことをきかなくなりました。 

 四国へくる時にビルの中の病院で薬をもらって、もし胃腸が悪くなったらこれを飲んで下さいと

いわれていますから、「体もちょうど疲れている、二服のんだらさらに効くだろう」と、二服のみ

ました。朝の四時頃です。 

 三時間たちますと酵素が分解して反応が起こる頃なのですが、胃の中が醗酵し始めて気持が悪く

なり、約二十五メートルぐらい歩いたところでバターンと倒れてしまいました。約一時間というも

のは心臓も脈もすべて停止してしまいました。 

 私はちょうど三十四年ぶりにこの体験をしたのです。 

 この時私の死体の側にいる人たちはビックリしてしまいました。この時に過日ここにこられた女

性の方は霊視がききます。心の中で『あの世、実在界の人たちは無慈悲だ。なぜこのように一生懸

命に人々にその道を説いている人をこのような修行をさせねばいけないのですか』と心の中で思い

ました。 

 私は私の肉体の近くに立っていますから、部屋の中の皆さんの心が解ってしまいます。 

 彼女がそう思った瞬間に、私の体はまだ呼吸も何もしていませんが、イエス様がさぁーっと入ら

れまして、そばの人達を安心させるために「大丈夫、大丈夫･･････」と喋っています。 

 私たちは肉体の心臓が止まっても、もう一人の自分ははっきりと解るものです。 

 この時に私はまず考えました。 

 「これはえらいことになった。私は事業もいくつかやっている。そのため夜も遅く、三年六ヵ月

という間一日も休んだことがない。このために肉体的にはたしかに過労になっている。とんでもな

いことになってしまった。このまま死んでしまったらどうなるだろう。 

 しかしＧＬＡの神理は多くの人々が日本全国に、また外国にもいるし、また多くの著書が出てい

るから、これは必ず誰かが引継いでくれるだろう」 

 しかし事業の方は私がほとんど釆配をふるってきたため、内容が他の人には判りません。それだ

けが私の執着でした。 

 このため私自身復活して現象を見せる以外ないだろう。 
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 神理の方も復活して、また多くの人々にそれだけの現象を見せなければならない。という自覚を

しています。 

 そのような現象がおこってしばらくたってから心臓が動き始めました。 

 心臓が動いたといってもなかなか自分の肉体に意識が入れません。側で見ているだけです。 

 そしてまた空洞の中でガーンという物凄い振動がある中に、自分の意識の底の方から「私はこれ

で良いのだろうか。もし私のやっていることが間違いであるならどうぞ私を引取って下さい。私に

使命があるなら私はやります」 

 このように約一時間完全にダウンをくいました。 

 それから二時間か三時間くらい休み、午后二時の飛行機で自分の家へ帰り一晩寝たら元の通りに

直ってしまいました。 

 この時に胃腸に意識があることを、はっきりと確認できたのです。 

 胃腸が曰く「あなたは何時でも勝手な時間に休めるだろうけれども、私は休む暇がない。という

のも気ままにどんどん送ってもらっては困るのだ。しかもあんな脂っこいものばかり送ってくる。

どうしてくれるのだ」とこういう訳です。 

 心臓は心臓で「あなたの血液はまるっきりとんでもない血液だ。もう少し粘度のうすいような食

物を食べて下さい」、そうしたらその原因はどこにあるのだときいたら、腸だということです。 

 そこで腸にきくと「お前は腸の中を掃除したことがあるか。四十年も使い放し。少しきれいにし

てくれ」と腸は逆に反撥してきました。 

 そして腸のいう通りやりましたところ、現在体もすっかり立ち直り、もちろんねたことはありま

せん。 

 ふつうの人だったら恐らく生き返ることは不可能だと思う。 

 私はそのための休養もとりませんでしたが、今は完全に復調して逆にこんどはやせてしまいまし

た。運動不足のせいでした。 

 そこで運動を一生懸命にやっているうちに完全に体というもののコンディションを整えることが

できました。 

 このように皆さま自身もどんなに心の面が絶対であっても限界というものがあります。 

 物質にとって限界をすぎれば、ゴムにしてもスプリングにしても元に戻らなくなります。これを

弾性の限界といいます。 

 皆さま自身もどんなに心がきれいであろうとも、肉体舟と魂が一体になっていなかったならば、

非常に危険だということを知って頂きたいと思います。 

 インドの当時におけるシッタルダーも三回近く同じような体験をしています。きのこ茸をたべす

ぎて中毒し、ああしまったといったことがあったようです。 
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 このように私たちも肉体舟がなければ修行することも出来ないということを知らなくてはいけま

せん。 

 このように肉体と魂というものは不二一体。ここに仏教でいう色心不二ということがあるのです。 

 こういうように、私たちが魂と肉体が本当に不二一体だ、物質とエネルギーと不二一体だという

ことを考えた時、大自然というものは非常に巧妙にできているといえます。 

 そこで私たちはあの世にもまたきびしい段階があることを知らなくてはなりません。 

 心の調和された美しい人たち、転生輪廻をくり返してきて己の境地というものをより高いところ

に己自身の魂を浄化している人たちは、神の光によって後光が燦々と皆さまの体から出ています。 

 この後光はあの世に帰る時の皆さまの肉体なのです。 

 それが、嫁姑が争ってばかりいて、恨み・妬みの固まりになってこの世を去ってしまった時には

真っ暗です。 

 なぜならば己の心の想念の曇りが神の光を遮るために、自分のやった行為と心の姿が完全に曇り

を作ってしまうために、神の光が届かないからです。そして結果としてその人の心に比例した世界

に堕ちていくのです。 

 地獄にも無間地獄というのがあります。最近ではヒットラーとかスターリンが無間地獄に堕ちて

います。なぜ無間地獄に堕ちるかと申しますと、恨みと妬み、そして人を殺したその恨み・第三者

の恨みが晴れるまで彼らの意識を束縛してしまうのです。そのような人間は無間地獄に堕ちるので

す。 

 あるいはまた金・金・金といって金のことしか考えない人たちは餓鬼界におちてゆきます。餓鬼

界という世界は最もきびしいところです。食物もありません。全く骨と皮だらけの世界です。私は

いって見て本当に気の毒だと思って参りました。 

 それから、皆さまの心が怒る心、そして恨みの心――これは心の中で思っただけでも駄目です。

その心は阿修羅界に通じていることを知らねばなりません。 

 そして私たちはその恨みの心が阿修羅界に通じていることをはっきりと現証にて確認することが

できます。 

 それですから皆さまは夜夢を見た時にでも結構です、とんでもないところへ行ってビックリする

ことがあるでしょう。そんな夢を見た時には必ずその前の日、皆さま自身の心の中に不調和な現象

があったからです。 

 その様に心というのは、いかに重大なものであり、私たちは心こそ永遠に変わらない己自身だと

いうことを知るならば、現在のただ今、心と行ないがいかに大事だということを知らなくてはなら

ぬはずです。 

 また煉獄地獄というところがあります。この世界は人間の業想念が作り出している世界でありま

す。ろくに何もしないのに、死にたくない死にたくないと言って、生に対する執着心が人一倍大き

いにもかかわらず、彼らには過酷な労働と死が常に待ち構えているのです。 

 世間ではよく家を建てる時とかにお祓いということをやります。これは皆さまも良く知っている

でしょう。 
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 ところがお祓いなどしたらとんでもないことになります。 

 電気掃除器で吸いとることができるなら良いのでしょうが、そうはできない。彼らはこの場所に

執着をもってこれこそ俺の家だと思いこんでいるからです。 

 こんな体験がありました。 

 過日私が家を建てるために、古い家を壊しかけました。 

 その家は今の天皇陛下がたまたまこられてそこでお神楽をご覧なった場所で、伊藤博文の書だと

か額だとかいろいろ掛かっています。 

 非常に古くから代々続いている古い家だものですから、土蔵を壊し始めたところがいっぱい霊が

いました。 

 彼らはいうんです。「あなたは一体誰だ、私は何代前のこういう者だ。俺の家を勝手に壊しては

困る」、そこで私は「子孫が繁栄するのを望んでいるのなら、あなたたちはなぜそんなことに執着

をもつのです。あなたたちはこの地球上に住むべきではないのだ。執着をはなれて天上界の光の国

へ帰りなさい」と話してやりましたら「そんな国なんかありゃしないさ」と彼らはそう答えました。

死ぬ時にそんな執着をもっているから自分が反省する機会を失っているのです。 

 そのうち一人の工員が怪我をしましたのでこれはおかしいと思ったところが、後の方に、有象無

象たくさんいます。 

 そこで私が「先祖代々の諸霊よ、あなたたちは良く聞きなさい。あなたたちはこの地球上に執着

をもってはいけません。なぜあなたたちが地球上に執着をもっているのか、それを良く教えてやろ

う」 

 ところが彼らは地獄へ堕ちても九○パーセントの表面意識ですから、すぐ私たちの光は解ってし

まいます。そこでコンコンと話をしたところ「ああ俺たちはやはり死んでいるのだ。この家に未練

をもって子孫と話をしようとしても、あなた以外には話はできなかった。申し訳なかった」と言い

ました。 

 それも五代十代、二十代と古くなるほど本当に解りません。こういう連中が地獄に堕ちているの

です。彼らはお墓やお寺が自分の世界だと思っていたら、それも地獄なのです。こういう世界に執

着がある彼らは本当に総てを捨て切って、あの世の天上界に帰らなければいけません。 

 その地獄に堕ちるには堕ちるだけの理由があります。そしてそう裁くのも自分自身なのです。閻

魔大王が側にいて、お前はこんな悪いことをしたから地獄だ、とんでもない話です。 

 皆さま自身の心は絶対に自分にはうそをつけないはずです。この嘘をつけぬ善なる己自身の魂が

自身を裁くのです。絶対に他人が裁くのではないのです。 

 これから皆さまの中からも心の窓が開かれる人たちが出て参ります。お稲荷さんというから、さ

ぞ稲荷大明神かと思っているととんでもないことです。 

 その時にははっきりと、その物の姿を皆さまはこの目で見ることができます。そう成った時に「触

らぬ神に祟りなし」ということをよく知って頂きたい。 
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 ですから多くの信者の中には、私はこんなに一生懸命に毎朝、南無妙法蓮華経と勤行しているの

になぜ不幸なんだろう。隣りの八さんや熊さんは何も信仰していないのに、なぜあんなに調子が良

いのだろうと思っている人たちが、この中にだいぶ居ります。 

 そこに皆さまは疑問をもたなくてはいけません。 

 自分が真に法華経の神理を知って毎日の生活をしているかという己自身を反省することが第一な

のです。 

 これを忘れて神様のせいにしてしまって、神はすこしも協力してくれない、と思ったりしていま

すとそのうち熱中して来ます。 

 病人が出た。それ経済的に不調和だ。こういうことに直面しますと先祖様にすがる、一生懸命に

南無妙法蓮華経を唱える。これでもなかなか結果は出てきません。 

 そこで大事なことは、南無妙法蓮華経を縁にしてなぜ自分自身がこの様になったのか、これを考

えることが忘れられているのです。 

 この疑問を疑問のままに流し去っているところに間違いがあったのです。 

 そこで皆さん自身の南無妙法蓮華経の神理を悟った生活行為が必要だということです。 

 南無妙法蓮華経そのものも、インドの当時にゴーダマ・シッタルダーが、よくハスの花を方便と

して説きました。 

 「あの泥沼をご覧なさい。あの泥沼は汚いではないか。しかしあの汚い中にも美しいハスの花が

咲いている。お前たちの体もそうだ。目を洗えば目糞、また鼻糞・耳糞、体から出るものは何一つ

としてきれいなものはない。ちょうど泥沼のような体だ。 

 しかし肉体舟の船頭さんであるところの魂、心が神理を知ったならばあのハスの花の様に、お前

たちは仏の心と調和されて安らぎを得ることが出来るのだ」と、これを五世紀から六世紀にかけて

天台智顗が法蓮華僧伽呪として説いたのであります。 

 続いて八世紀に日本から留学した最澄が比叡山延暦寺で妙法蓮華経として日本流に改めました。 

 つづいて日蓮はごていねいにも南無妙法蓮華経と南無の字をつけました。人間は新しいものを発

明するのが好きで人のやったものは中々信じられません。南無とつければもっと良いと南無とつけ

たそうです。 

 ところがインドの当時に南無という言葉はナモということです。中国から日本へ来てナム。南の

方には何も無い。こんなのは当て字です。 

 南無というのは帰依する、調和するということです。法華経は自分自身の心こそ偉大だと教えて

いるのです。 

 そして心と行ないを常に法華経の真理を通して毎日の生活行為の中に私たちはより以上に、神仏

の子としての偉大性を発見することができるのだということを説いているのです。 

 ところであの世の問題ですが、皆さま自身がこの世を去る時には、心の悪い光のない人達は先ず

地獄に行くことを覚悟して下さい。死ぬ時に執着をもっている人も地獄です。 
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 その反対に執着もなく自分自身が一生懸命に毎日毎日を生きてきた、心の中は反省しても悪いこ

とはないという人は、安らぎの心ですから神の光が入って参ります。 

 私の体験ですが、過日死んだ時に・・・そんないい方をしたらおかしいのですが・・・一時間ば

かりあの世にいってその時につくづく感じたことは、今日一日一日が一生である。明日思い残すこ

とを持ってはいけない。 

 そして明日また生きられるならば、明後日また生きられるならば、このようにしよう、あのよう

にしよう、という計画は必要だが、今日死んでも良いというような心の状態にしておくことが一番

重大だと私は悟りました。 

 それだけに我々は死というのは決して恐しいものではありません。 

 皆さまが死にますと、まず心のきれいな人たちは向こうから迎えが参ります。肉体の先祖か悟っ

た人がくることがあります。あの世の鼻の高い人が来たり外国人のスッキリした人が来たりすると

ビックリすると思います。 

 このために肉体先祖が来ていろいろその中で、生活の修養所のようなところへ連れて行かれます。 

 さしあたり、ある宗教団体で他宗はすべて邪教だと決めつけた人たちの中には、あの世へ帰った

時に、ただし心がきれいならば修養所で彼らのいった法華経の間違いを、そこで訂正させられます。

彼らはその道場で間違いを自分で発見するのです。 

 日蓮は他宗はすべて邪宗で、日蓮宗だけが絶対だとはいっていません。 

 ところが日蓮宗は南無妙法蓮華経を拝んでいてもあっちは邪宗だ、こっちは本物だとか馬鹿みた

いなことをいっているのです。 

 こういうことをまず修養道場で徹底的に反省させられるのです。ある人はここで十年、いや二十

年、三十年やっても卒業できない人がいます。 

 この段階がまず第一段階。さらにその上に幽界というところがあります。一般に皆さまがいう天

上界というところです。 

 天上界へは後光という光がなければこの国の扉は開かないのです。ちょうど電気の光で開く扉と

同じようなものです。 

 皆さまの心が調和されて、光子体という肉体の光が強ければ強いほど、世界がどんどん開けて参

ります。これはちょうどエレベーターにのっていると思って下さい。そしてこのエレベーターは無

限に続くエレベーターなのです。 

 私たちはよくあの世に行く時に、途中で死んだ人たちがついてきます。白い雲にのって途中でみ

な消えて知らぬ国へ行ってしまいますが、それでも結構、天上界に行っているのだから良いなぁと

思います。 

 その天上界の一番上の方の世界が仏教でいう如来界、または金剛界ともいいます。その世界は全

く下の方から見れば太陽だとも、神様だともいわれます。この世界にはスモッグなどはなく晴天で

す。 

 地獄界へ行くとちょうど谷間のような暗いところと思って下さい。そんなところへ行くのもこの

地上界を去る時にみなさま自身が自分で決めてしまうのです。すなわち神も信ぜず、人を恨み・妬
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み・そしりした連中、自分勝手な気ままなことをした連中は奈落の底へ堕ちます。土管の中の様に

真暗な世界です。 

 その時に必ず誰かが救いに来ます。「お前、そんなところにいたら死んでしまうぞ」 

 死んだと思っていても大低の人はこの地球上に執着がありますから、自分の死体の側にしばらく

居ります。そこで自分で眺めていて、生きている親や兄弟と話が出来ないものですから、そこで疑

問をもち始めます。 

 その内にお坊さんが来て「ああ自分は死んだのかなあ」ということになります。ところが仲々お

経をきいても難しくて解らない。 

 そのうち「ああ、あいつ自動車にのってきたから自分が生きていると教えてやろう」ということ

になって、自動車事故を起こしたりするのです。不幸の後によくこういうことがありますね。 

 お経はいくらお坊さんが一生懸命あげてくれても難しくて解りません。ですからもっと解り易く

「貴方は今死んだのです。生きている時に、八正道という修行を通して貴方はこういうことをした。

だからこういう面を修正しなさい。反省しなさい」、とよく教えてあげることなのです。 

 そうしますと口の利けない死人の顔がスーと赤くなります。同時に硬直しているのが柔らかくな

ります。こういうことは機会ある時に試してみて下さい。 

 それと同時に皆さん自身は自分自身をより修行していかなければなりません。 

 下手に自分が解らずに一生懸命にお経をあげている中に、変なものにつかれて腰が痛い痛いとい

うことになってしまう、こういう人が東京にはたくさんいます。 

 それには原因は何であるか、心がこんなに一生懸命に信仰しているのに、私はなんで安らぎがな

いのだらうか。 

 その安らぎは本当は自分自身の心のあり方によってできるのですが、自分の心が解らないために、

またどのようにすれば良いという規準が解らないから、迷ってしまうのです。すなわち、まず八正

道の規準をもって思うこと、行うことが神理に適っているか、又はいないかを反省することが大切

です。 

 私は八正道をやっているから「あの野郎口惜しいのだが我慢しょう」と、みな心の中に抑えてし

まってはだめで、こういうことに自分が執着をもたない。 

 そして自分が正しく相手に対して、それでもなお相手が突かかってくるなら「ああ、あの人は救

われない哀れな人だ。神よどうぞあの哀れな人を幸福にして下さい」と念じて下さい。この慈悲心

が大事です。 

こういう例は特に嫁・姑の関係に多いのです。 

 姑さんがいるからと遠慮して、心の中ではあの婆さん、本当は死んでくれたら好いのに、あの婆

さんのために私はこんなに苦しいのだ、考えて見たら赤の他人、私さへ我慢したら好いんだとみな

心の中に詰めこんでしまいます。 

 ところがこれを親や兄弟のところならいざ知らず、よそへ行って愚痴話になります。実はこれが

一番危険です。 
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 実は過去世において親子であったかも知れないのです。そういう縁がなければ嫁・姑の関係もで

きません。そういうことが解らずに、ただ気の毒なお婆さんだというと、すぐお婆さんからとんで

もない嫁だと反撥が返ります。 

 そういう時でもやはり自分の心を惑わされないように、正しく語って相手に感情を高ぶらせぬよ

うな言葉で話をして、解らなかったなら、「ああ気の毒な人だ、神よ、どうぞあの方に平和をお与

え下さい」という心が大事なのです。 

 これを忘れてお互いに犬猿の仲のようになってしまうと、ついにお嫁さんの方が倒れてしまうこ

とがあるのです。これは心の船頭さんが迷ってしまうから肉体までおかしくなるためです。 

 この中にも、私もそういうことがあると思っている人が四十八、九人居ります。 

 皆さんはよく考え直すことが大切です。特にお互いに心で笑い合えるように、馬鹿をいっても怒

らないように、心を大きくもって包んでやるような心をもつことが大切です。 

 特に年をとった人たちは、自分などはあーだった、こうだった、こんどの嫁はちょっと違うとか

いろいろ思うものです。こういう中にあっても皆さん自身は心を惑わされぬように、まず明るく平

和にすること、こういう生活をしていると家の中に光が入ります。 

 後光がさしているから今度は悪魔も入れません。これがまず第一です。 

 私はこういう質問をうけました。 

 家のおじいちゃんはお墓がないのです、大きな石塔をお金があるから作ってやりたい。ああそう

か、おじいちゃんの名前はなんという、年は、とききました。 

 ところが名前というのはインドの時代も目蓮という名前が沢山ありました。 

 また迦葉というのもそうですがそのため大・中・小といろいろ区別した名前にしたのですが、日

本の場合も小林太郎といったら何百人もいます。 

 先祖代々でなくとも、肉体関係がなくとも、あの世から呼び出されれば、ここへ来なければなら

ぬのです。 

 だから皆さんが自分の先祖を先祖代々と呼ぶと本当にくるのですよ。 

 ただし心がないと地獄霊とか、おかしなものが来ます。 

 ところがこのおじいちゃんは天上界に出ている人でしたから「お墓はどう作ろうといかん。金が

掛かるから。もっとかわいそうな人たちにその金を貸してやれ」といわれるのです。 

 その方は墓をつくるかわりに喜捨をされました。 

 もう一つ実例があります。 

 ある化粧品の大きなメーカーの社長でその方は非常に立派な方で、幼少から天理教に帰依してい

ました。 

 ところが忙しくてそのうち天理教はやめましたが、その神理の中から立派にこの道を弁えていま

す。七十で亡くなられました。 
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 約五百人いる従業員が、どうしても社長の銅像を建てたいといって、私のところへ尋ねてきまし

た。 

 その亡くなられた社長があの世から出て来て、いろいろ話をきいて見ましたところ、「お前たち

がいつか経済的な不況のために、会社が困ることもあるかも判らない。銅像を建てる金があったら、

その時の資金にとっておきなさい。銅像など建てる必要はない」と、その社長がいわれたそうです。 

 実はこのことは三日前なくなられる時にも同じことをいわれたそうです。 

 そこでたまたまある人を介してそこの会社の役員達が、従業員の希望と前社長の遺志とをどう考

えたら良いか判断に迷って、私のところへ相談にこられたのです。 

 ところがこの社長は大したものです。「私たちは地球上で生活している時よりももっと良い環境

で生活している。地球上に思い残すことは何もない。だから多額のお金で銅像をつくるなどその必

要は全くない。会社の多くの店舗がもし一つでもうまくいかなくなった時、その救済のための資金

として残しておくように」といわれました。 

 死んでも欲しがるのは地獄霊ですが、毎晩ご飯を供えてくれなけりゃ先祖はひもじいのだ、など

いってくるのは地獄霊です。 

 もし希望なら何時でも見せてあげます。 

 余談ですがあの世にもこの地球の食糧とは違いますが食事はあるのですよ。 

 ですから、まず皆さん自身が、家の先祖の皆さんに、私は盲ですので皆さんの姿を見ることはで

きない――しかしそのうち調和されて心がきれいになれば皆さんの姿も見えて参りましよう。 

 こうして先祖の生きて居られた時のことを、もし間違いがあったら、ああです、こうですといっ

て説明してあげてご覧なさい。 

 それにはまず一番大事なことは、家の中を平和にすること、そして心にわだかまりがなく夫婦相

和し、調和のとれた平和な家庭をつくること――それが本当の先祖への供養なのです。 

 皆さんが自分の子供が不幸になることを望みますか――望まないと思います。 

 これと同じように、お爺さん、お婆さん、また、もっと以前の先祖も残された子孫が不幸になる

ことは絶対に望まないはずです。 

 ちょうど関西歌舞伎で東京から来ている俳優が昨日私のところに参りまして、「先生、私は今仏

壇の御供養のために大変なのです。私たちの食事よりも多くの迷っている霊のために、食事を供養

することが大変です。実は足が不自由になっているので、なんとか先祖を供養してと思っているの

ですが・・・･･･」というので私は霊視で 

 「あなたは憑依されている。あなたは先祖を拝めば救われると思っているが、実は自分の関節ま

でだめにしかかっているではないか。食事が欲しいなどいう先祖はないはず。先祖供養を考え違い

してはなりません。悪い関節はすぐ直してあげましょう」とよく話しをし、光を与えました。 

 現在元気で大阪公演中です。 
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 この様に私たちは先祖にはまず感謝し、家の中を明るくすること――これが一番の先祖供養です。

それを忘れて家の中などかまわずに、ただ先祖様だけ好物をいくら御供えしても、これは本当の信

仰とはいえません。 

 私たちは肉体を頂いたことを感謝する心と行為を現わすには、体を丈夫にすることです。そうし

て同時に心をきれいにすることです。こうなると自然と家の中は明るくなり、経済的にも安定して

参ります。 

 これは八正道の中の正業すなわち正しく一生懸命に仕事するから当然の結果です。 

 こうして自分の家が平和になったら、こんどは隣、近所の人々に愛と慈悲を分かち合う――そし

て調和を作っていく、これが本当の神理です。 

 あの世というところは、心の悟っている人たちはどんどん進化して行きます。 

 神界というところは多くの発明・発見をする、例えばアインシュタインのような学者が多くいま

す。 

 それからさらに心が浄化され、多くの人々に自分の肉体を供養した、このような人たちは神界よ

りさらに上、すなわち菩薩界・上段階光の大指導霊、さらにつづいて上々段階光の大指導霊、いわ

ゆる如来界という段階に進みます。 

 人間は心こそ偉大なるものであることを皆さん自身が発見されて行った時に、私たちはこの神理

を己の心として毎日毎日の生活をしていかねばならぬのです。 

 人間は永遠に変わらない己自身の心を神の心として、偽りのない己に嘘のつけぬ心の調和を日々

計って前進した時に、本当に人間が神の子であるということを悟っていくのです。 

 現在この地上界における人類は、みなあの世に帰った時には、私たちはみな兄弟だということを

発見するのです。 

 それだけに皆さんは隣近所の人々とは赤の他人だとはいっても、ふりかえればみな神の子であり、

お互いに自分の考えの足りないものは人から受け、余っているものは人々に分け、心の中に神の子

としての偉大性を発見して行くのです。 

 皆さまはこの現象界において神理を知って修行し、一つでも実践して行ったならば、皆さま自身

の心のテープ・レコーダーの中には、今私が説いている神理がすべて記録されているのです。 

 それはこの世を去る時、自分の善なる心で思ったこと、行ったこと総てが記録されている心のテ

ープ・レコーダーを自ら眺め、その時に救われるのです。 

 このように私たちは心こそ永遠に変わらない己自身だということを知り、正しく神理に適った生

活行為をすることが肝要なのです。 

 大自然の慈悲と愛に対する感謝にしても、親に対する感謝にしても、ただ有難うございますとい

うのは感謝ではありません。親孝行を自分が実践してこそ感謝が輪廻するのです。 

 大自然が私たちの肉体を保存できる環境を与えてくれている神の愛と慈悲に対しては、私たちは

凡ての人々に対して自分自身が出来る奉仕を行ない、慈悲を与えてあげる、そしてそれに対して決

して代償を求めない――こういう心の浄化と実践を計ることが、本当の大自然への感謝ということ

になるのです。 
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 太陽の熱・光が万生万物に全く変わりなく与えられているその姿と心を、もう一度良く思い起こ

して下さい。 
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【正法と現代宗教】 

（1975-6-1 中京本部六月講演会） 

 電気屋と宗教ということになると、どうもぴったりこないと思いますが、私は丁度十才の頃から

霊的な現象が起りはじめまして、なんとかこの問題を解決しよう、あの世という所が本当にあるな

らばこれを一つ追求してみようというところで、まず物質、物質の中における極微の世界、このよ

うなものをずーっと研究してまいりました。極微の世界から極大の大宇宙が成り立っているんだと

いうところ迄はわかったんですが、あの世という所はまだ一歩入りきれませんでした。 

 それならば人間の生きている肉体、このものをもっと追求していったら一体どういうことになる

だろう。又これ、物質的な今度は生きてる方の肉体的な研究をしてみました。ところがこの中から

もあの世につながる現象というものが出てこなかったのです。 

 ところが物理学を通して我々が日常生活のなかで使っているところのエネルギーというもの、こ

のエネルギーというものの問題を追求していくうちに、我々はまったく次元の違った世界の存在が

なかったならば、物の存在価値がないということがわかっていったのです。 

私は今生に生まれて、仏教にしても、キリスト教にしても、新興宗教にしてもまったく経験のな

い男なのです。しかし人間が悩んだり、苦しんだりして生活をしている人々がいかに多いか、一体

その悩みや苦しみはどうして出てくるのだろうか、これを解決するためにはどのようにしたらいい

のだろうか、この追求にかかったのであります。 

ところが現代のあらゆる宗教をみますと、仏教を通して我々が考えてみましても、仏教とは我々

の亡くなった先祖を供養する、お寺にしてもまた亡くなった後にお墓に行くんではないだろうか、

そのためにはいい石塔を建てなきゃいけない。いやそうではない仏壇を立派にしていい戒名つけて

拝むことなんだ、そしてその前でお経をあげることが先祖の供養につながるんだ。このように仏教

はなっておりました。 

しかし私はこれ本当だろうか、それが本当の信仰だろうか、大きな疑問を小さい時からもってお

りました。 

まず第一にあの難しい仏教の中のお経というものがはたして仏教の創始者であるところの、今か

ら二千五百有余年前のゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏が無学文盲の人々をあんな難しい言葉

で導いたであろうかという疑問です。 

今の日本人なら最低義務教育は受けておりますから字も読めます。知識も二千五百余年前のイン

ドの衆生とはまったく次元の違った高い所におるはずです。それなのに現代の仏教が悟りというも

のがないのはなぜだろうか。少なくとも東京大学の、京都大学の一流大学の仏教哲学とやら称する

ものを学んでいる先生達は悟っていないのはどういうわけだろう。大僧正猊下（げいか）といわれ

る人々が悟っていないのはどういう訳だろう。私はここに大きな疑問をもったのです。 

もし悟っているならば過去、現在、未来、人の心の動きというものも自由自在にわかければなら

ないはずです。ところがほとんどのお坊さんや仏教哲学を学んだ先生達は何もわかっていないとい

うことが分かったのです。 

そこで私は一体お釈迦様はどこの大学を出ただろうかということを追求してみました。やはり無

学文盲だったということです。続いてイエス・キリスト、キリスト教も全世界に信者を持っており

ます。イエス様は一体何処の大学の哲学科出ただろうかといって調べました。そうしたところが左

官屋の息子だったということが分かりました。そうすると僕ら電気屋と変りないじゃないかと。 

ところがです、去年私の所に一通の手紙が着きました。 
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私は高野山大学で学長をやり東大の印哲を出て今迄僧侶としての道を現代迄歩んできた。お前の

ような電気屋の分際でありながら、原説般若心経などという本を書くとはけしからん、と。幸いに

して売れていないから安心してるけれど、二度とこのような本を日本人として恥だから出してもら

っちゃ困ると、有り難いお手紙を頂きました。 

ですから私は貴方に質問がございます。 

一、仏教の創始者であるゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏は東大の印哲を何回の卒業でしょ

うか。次にイエス・キリストは何処の学校でどのような宗教哲学を学んだのでしょうか、そして果

して仏教というものが哲学であったでしょうか。 

次は、今貴方がそれだけの哲学を学んでそのままインドの現代の衆生を何人救うことが出来るで

しょうか。日本の衆生をも救えない人間がなぜ救えるか。その問題にお答え願いたいといったら、

今だに手紙が参りません。 

そこで皆さん考えてみて下さい。よくお題目をあげれば人間は救われるんだと教えています。本

当に救われるのですか。南無阿弥陀仏、南無妙法蓮華経、本当に皆さん救われると思っていますか。 

ある宗教では一万言一日に上げれば救われると教えています。そうでしょう、一万言もやったら

脳細胞の方がおかしくなります。 

 お題目というものはそんなものでしょうか。南無阿弥陀仏。これを日本語に直訳したら皆さんど

のような言葉になるか知っておりますか。南無阿弥陀仏、ある有名なお坊さんに聞きました。 

 「南無阿弥陀仏というのは阿弥陀様は本当におられたんですか」と聞いたら、『いやそれは方便

だ、西方浄土におられる仏様だと教わっております』 

 「じゃその仏様はどういうことを教えたんですか」って聞いたら、『そりゃわからないです。そ

れわかっていりゃ、私はもう悟っているんです』 

「あ、そうですか、それならばお坊さん悟りとは何ですか」って聞いたら、『いやそれがわかり

ゃ、もう悟っているんだ』 

 皆さん、これでわかるんですか。 

有名なお坊さんが般若心経という本を出しておりますそのお坊さんが、仏教の言葉の中に色即是

空という言葉がある。その空はあると思えばない、ないと思えばある、ないのかあるのか分からな

いようなのが空の世界だと。皆さんそれで分かるんですか。 

うちのコンピューターはそれでは動かないのです。電源があると思えばないんだよ。それこそ売

りものになりません。計算をしてくれないんです。 

それならばまず南無阿弥陀仏を本当に題目を唱えることによって救われるかを分析してみましょ

う。 

南無とは日本語で南が無いって書いてあります。現実には南はあるんですよ。これは当て字なん

です。インドの言葉です。インドの今から二千五百有余年前に、この言葉はナーモといいます。皆

さんの聞きなれた言葉です。「そうだナーモ」と。東京では使いませんがね。それだけ名古屋とい

う所は非常に仏教に縁の深い場所です。ナーモっていうことは、そうですねーっていうことです。

だと思います。本場ですから皆さんがおわかりだと思います。ということは調和するという一つの
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言葉です。ナモというのは帰依するということです。帰依する。帰依するという言葉、インドの言

葉です。 

アミーとはこれは古代のギリシャ語です。ギリシャの言葉です、人の名前です。 

さらに陀仏、これはダボーといいます。ダポー、これは悟った方ということ、これはインドの言

葉です。インド語です。古代のインド語です。これはギリシャです。ギリシャの四千二、三百年前

の言葉です。この字はインドの古代語です。インドの言葉とギリシャの言葉が一諸になって日本へ

来ちゃったらみんな同じ名前になっちゃった訳です。 

それならばアミーといわれる光の大指導霊この方の説いたものが法則なのです。アミーといわれ

る光の天使、この光の天使といわれる方は今から約五千年近く前にアフリカのアモンといわれる大

指導霊ファラオの名前なのです。天上界より神の命によってこの地上界の人々に、人間はこのよう

にしてこのような人生を送らなければならないということを説いた光の大指導霊如来の名前です。 

そのアモンといわれる方が、アモン、このアモンといわれる方は、後にエジプトに渡りまして、

エジプトの名前はアーメンといいます。このアーメンがさらにギリシャに渡ります。このギリシャ

に渡ってアミーといわれるようになったのです。アミー、このアミーがインドのバラモンによって

アミーの神となったのです。それはあの世という世界に迄行ってくれば分かるんです。 

ところが私達の仲間の中には、キリスト教の宣教師も一杯おります。彼等はその中からやはり間

違いありませんでした、ということを実証しております。文献に現実にこの事実があったのです。

ですから阿弥陀様は架空の人だといいます。そうではありません。光の大指導霊です。インドに来

たからインドの言葉とミックスされて阿弥陀仏になって、陀仏はこれはインドの古代話です。 

そうなると、ここで我々日本語に直訳したら阿弥陀様の説いている法に帰依する、南無阿弥陀仏、

阿弥陀様の説かれた法に帰依するという言葉になる訳です。ところか皆さんが仏壇の前で阿弥陀様

に帰依します、阿弥陀様に帰依します、と一万言やってたらあいつバカじゃないかと、狂ったんじ

ゃないかと思われるでしょう。ところが昔から長い歴史を通して伝わって来た仏教のなかで、南無

阿弥陀仏と言ったら何となくこれはお経を上げてる感じになるんですね。 

インドの言葉で言おうが日本語で言おうが、その中にあるものは阿弥陀の法に帰依すると言うこ

となのです。そうすると仏壇の前で拝んでいる南無阿弥陀仏は嘘ばっかり言っていることになりま

すね。朝起きてチーンと鳴らして南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、拝む時だけ帰依します、帰依しま

す。はいやります、やりますってちっともやらないんです。これは一体どう言うことでしょうか。

これが本当の皆さん信仰なのですか。そういう信仰は、これはもう貧行ですよ。こういう貧行にな

って行くんです。貧しい行いです。なぜならば阿弥陀様の法に帰依したいと言いながらやっていな

いからです。 

それをまた最近南無妙法蓮華経と言ってますね。南無妙法蓮華経を拝めば皆んな救われることに

なってんです。南無妙法蓮華経、それが絶対必要なものなのでしょうか。じゃ、曼陀羅、曼荼羅も

絶対皆さん必要なものなんですか。もし神が必要ならば皆さんが生まれて来た時に神はちゃんと皆

さんの体に付けて来たはずです。ところがいまだかって生まれた時に、南無妙法蓮華経、南無阿弥

陀仏と出た人は一人もいないそうです。皆さんの中にいますか。大抵生まれて来た時の第一声はお

そらく南無阿弥陀仏、南無妙法蓮華経と言った人はいないと思います。ウグイスならホーホケキョ

と鳴きます。 

このように我々は間違った習慣、間違ったものを絶対視していつの間にかそれが本物のようにな

ってしまったのです。こう言う時代を末法と言うのです。人間の心と行いの物差しが何処かへ行っ

てしまったのです。そうして形だけが残ってしまったのです。 
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 それで過日あるお坊さんが一生懸命に高僧といわれる方が法事をやっておりましたものですから、

お坊さん、今亡くなられた方はあの世が本当にあると思ってあなたやってるんですかと言ったら、

ある訳ないじゃないかと。わしゃ一回もまだ見たことないんだと。じゃ、なんでお経上げるんです

かと。ま、これはこういうしきたりになってるんだ。 

 ま、こんなものですね。 

 実は皆さんは今もいつでもあの世へ行くんです。夜も皆さんは寝てる時あの世へ行ってるんです。

そんなバカなことあるもんか、肉体はちゃんとあるじゃないかと。その通りです。皆さんは今この

肉体を自分のものだと錯覚おこしてるだけです。この中で肉体は絶対俺のもんだって思ってる人が

あったらこれは大きな間違いです。皆さんのこの肉体はこの地球上の環境に適応して神が造り、皆

さんの先祖を通して、この地上界に受け継いできたものなのです。その肉体の船頭さんこそ皆さん

の永遠の自分自身なのです。 

 ということになると皆さんは皆さんの肉体を支配している本当の自分自身は皆さんの魂であり、

その中心にある皆さんの心なのです。ところが普通の人はこの目では心が見えない、あの世も見え

ない。じゃ、なぜ見えないか。見えなくしたのは皆さん自分自身なのです。じゃ、なぜ見えなくな

ったのか。 

 本当の神の子としての偉大なる智慧を皆さんは誰ももっているのです。ビデオテープやテープレ

コーダーは人間自身の智慧が作り出したものなのです。皆さんの心の中にはその偉大なる智慧を持

っているのです。その智慧のテープレコーダーのスイッチを入れ方が分からないだけなのです。 

じゃ、分からなくなったのは皆さんの生まれてきた環境、教育、思想、習慣こういうものの中で

皆さんは生まれて、その環境の中で育って来て本当の人生の目的と使命、人間の価値というものを

自分自身で分からなくなったので本来人間の価値というものがどういうものなのか。ほとんどの人

はこの世限りだ、死ねばすべて終りだ、そう錯覚をおこしてるだけなのです。 

ところが自然界における万生万物はすべてのものが輪廻転生を繰り返してる事実は現代科学では

はっきりとしているのです。エネルギーですら質量と光の積であると説いております。物質ですら

永遠の転生を繰り返しているのです。 

そうなりますと、物質の質量というもの、この質量に対して光の速度、光の速度というものの積

は、光速というものは仕事をなしうる能力であるエネルギー、すでにこの次元は違っているのです。

今生の次元じゃありません。こちらは物質の世界ですから三次元の現象の世界です。こうなります

と我々は万生万物がすべてエネルギーだということです。そしてその物質はすべてエネルギーの塊

だと言っても不自然ではないのです。 

そうすると我々は仏教の中で説いているところの、仏教は色即是空だと言ってます。色即是空で

ある。この空というものがまったく訳のわからない見えない世界、この色というものは見える世界、

すなわち物理学でいえば物質というものであるＭC2。質量と光の積の二乗はこれは色だということ

になります。そうするとこれはイコール空だということになります。なぜならば物質が色ならば皆

さんの五官でとらえるところの森羅万象すべてが色彩をもっているもの以外は我々は目で確認する

ことは出来ません。皆さんの体そのものも色だということです。我々の目でとらえるものはやはり

色彩をもっております。万生万物はすべて色です。そうするとこの色という仏教でいう万生万物、

皆様の体も色、そして空というものは実は心なのです。 

心というものは色心不二とも言っております。仏教の言葉の中には色心不二という言葉がありま

す。色というものと皆さんの肉体と心は一体だと。そうするとやはり次元の違った世界の心という

ものと色というもの、このものはまったく同じだということになってくるわけです。 
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我々は心というものはまったくこの五官でとらえることが出来ませんが、しかし現存しているの

です。なぜならば皆さんが今、自分の大脳皮質のすべてがものを記憶する装置だともし思うならば、

現代医学はそう思っています。なぜ眠っている時に耳の穴も鼻の穴も開いているけれども、臭覚も

聴覚もまったく作用しないというのは、皆さんが一番体験していることです。そうなりますと我々

は心の世界というものを通して不思議な現象が起こるはずです。皆さんは眠りから覚めて肉体を支

配してはじめて物を見、聞き、語ることが出来るはずです。そうするとやはり船頭さんは見えない

けど居るってことは否定できないじゃありませんか。 

皆さんの肉体を支配してるところの、この色を支配してるところの心の世界があってこそ皆さん

は今存在し、皆さん自身の人生体験の中の知識によって、私の話を皆さんは自分なりに勘酌し聞い

ているのです。やはり我々は次元の違った世界だと言うこと、こちらの方は次元が違うんです。物

質の世界との次元が違うんです。 

我々はこの空間というものを見ても、物質と空間、空間というものを見ても空間には何もないの

ではないかと皆さん思うでしょう。そんなことはありません。空間というものは一つの氷を実例に

して考えてみましょう。この氷、凍るということは少なくとも零度の状態で凍ります。沸騰は少な

くとも一○○度の状態で沸騰します。そうすると水は氷に変りそして又空中にもどってしまいます。

これ空間です。この空中にあるものは水蒸気です。空です。 

この空というものを我々はよく考えてみますと、空はからっぽだと皆さんは錯覚をおこしてるだ

けです。このものは形があって色だと言ってます。氷ですから、物質ですからこの時にまず大きな

圧力と温度というもの、温度というものは物理学によるとブランク常数と振動数というものの積は

熱の粒子である熱エネルギーと言うことになっております。 

そうなりますと氷の温度によって熱の粒子が集中した場合には氷になるのです。水になるのです。

逆に熱の粒子が粒が大きくなればなるほどものが分散されることになります。分散、だから氷でも

水でもない訳です。そうしてこの水も H2O です。氷も H2O です。空中にあるところの水分も H2O

です。 

そうなりますと空中にあるところの水蒸気は H2O です。又、エネルギーの粒子 H2O という分子

が集中固体化した時にもやはり氷になるが、H2O にはかわらないと言っことです。水も又同じだと

言うことですね。 

そうすれば空にあるところの分散と集中、集中されたものというもの、6.624 この常数に対して

振動の数を掛けたものが熱の粒子の状態だから当然分散と集中、形に変っているだけです。即ち水

蒸気は水なり、水は即ち水蒸気なりといってもかわらないのです。そうするとやはり色即是空一つ

も変ってないことになります。エネルギーは物質だと言ってもかわってないはずです。 

このような事実が既に二千数百年前にゴーダマ・シッタルダーによって説かれているのです。科

学です。これ以上物理学は先に進んでないのです。どういう訳でしょうか。結局皆さんは今、心の

世界と肉体と一諸に同居しているだけなのです。死は心の世界から今皆さんの持っている肉体との

分離にしか過ぎないということなのです。 

そうすると我々はお経を上げることじゃないのです。我々は自分の心というものを、この人生と

いうものにおいて、盲目の中から私達は何かのものを掴まなければいけないはずです。じゃ、その

目的と使命は一体何か。 

まず我々が住んでいるところのこの地球という太陽系の中の一つの惑星、しかも今皆さんはこの

ように停止しているかのごとく思っていても、太陽と共に地球は一秒間に二十キロの速さでアンド

ロメダ星雲の方向に飛んでいるのです。と言うことは地球上三十七億数千万の人間が地球号という
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宇宙船に乗って今私達は飛んでいるのです。円い大きな太陽系の一惑星である地球という宇宙船に

皆さんは今乗っているのです。しかも同じ太陽の下で人類は皆平等に熱、光のエネルギーを与えら

れているのです。 

しからば神とは一体何でしょうか。曼荼羅でしょうか、仏像でしょうか、イエス・キリストの十

字架でしょうか。そうではないのです。 

まず我々は自然を見なさい、自然に於けるところの太陽というものは莫大の熱、光のエネルギー

を宇宙空間に放射しております。このエネルギーは太陽はすべて平等に我々に与えている姿、約一

秒間に二百万トンの石炭、この燃焼しただけのものを毎秒地球に与えております。 

しかも又太陽の光はそして熱はすべて平等であって、もし地球の熱がなかったとしたら即座に地

球は凍結、凍ってしまいます。マイナス何百度となります。果たして皆さん生きておられるでしょ

うか、植物も勿論生物も生きておられません。 

では逆に御天道様の熱エネルギーがこれ以上になったらどういうことになるでしょう。北極と南

極の氷が全部溶けて地球は全部水びたしです。やはり我々の太陽に適した、皆さんの太陽に適した

調和された熱のエネルギーを太陽はちゃんと与えてあるのです。 

そして又皆さんの吐いた炭酸ガス、あるいは又排池物、動物の排池物、これを今度士の中から太

陽のエネルギーによって水は循環され陸地に慈雨を降らせ、それをちゃんと植物は吸収し、あるい

は動物の燃焼したところの CO2という二酸化炭素、これが空中に舞い戻って植物の呼吸に利用され

て CO2は光合成によって澱粉や糖分を作り、又その植物のエネルギーを皆さんの自分の血や肉や骨

にしてるではありませんか。鉱物も植物も動物もお互いに助け合って我々の今肉体を保全すること

が出来るのです。その根本というものが御天道様じゃないですか。 

ところがこの御天道様はあれだけの熱、光のエネルギーを与えてくれても何も文句も言わずに一

銭の金もとらずに無所得です。労動組合を作って賃上げ要求しないんです。無所得です。 

又皆さんが自分の生んだ子供に一生懸命に愛情かけて育ててやります。これも無所得です。せが

れ、お前はここ迄大学迄出したんだから出した分全部返しておくれ、そんなこと言う親はない筈で

す。親はどのような犠牲があっても子供の幸せを通してちゃんと育ててくれた筈です。皆さんもそ

うしてある筈です。そして皆さんも自分の子供を無所得のままに子供の幸せを通して育てて来た筈

です。これも無所得です。即ちこのような姿こそ本当に神の心なのです。愛なのです。愛です。 

我々は無所得で現実にすべてのものが平等に与えられている姿こそ神の心の表われなのです。心

です。神の心です。じゃ皆さんは心ってどう言いますか。皆さんが人を評価するのに彼の言ってい

る言葉、行動を通して、「あ、あの男は立派だ」と評価するのは皆さんは客観的にそのように言う

のでしょう。「あいつは悪いやつだ」と言うのはその人の行動、言葉を通し総合されてその人の性

格を皆さんは判断する筈です。 

あえて神と言うならば我々の生存出来る環境そのもの、この大宇宙そのものが神の体なのです。

我々はその神の体である地球という最も小さなこの環境を神の子である人類の人々の心と心の調和

のとれた平和なユートピアを作るというのが本来は神の子の道なのです。それを私達は忘れて、宗

教というものは拝むことなんだ。拝んで四日市のスモッグはとれますか。そのスモッグは誰が出し

たのですか。人間が足ることを忘れ去った欲望の中にその後始末をしないところの結果が出たので

はないですか。そう言うことになるとあのスモッグに依って出て来たものは太陽は逆に作用して、

熱や圧力、あるいは又光の作用に依って多くの犠牲者を出しているではありませんか。人間の欲望

がスモックをつくり、その反作用が大きな公害となって出てる姿を皆さんは一番良く知ってる筈で

す。 
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今から三十年前、四十年前は果たして四日市の空気はあんなに汚れていたのですか。昔は深呼吸

が出来ました。ところが最近は深呼吸をしようと思っても、一寸侍てと、空気も安心して吸えない

ような時代にしたのは人間の欲望の魂、物質文明に人間が翻弄された結果ではないでしょうか。 

やはりスモッグは出さないように我々が考える以外にないのです。スモッグをあるいは公害をな

くす為には莫大な金がかかる。それを阻止しようとはしません。利益があがらないからです。 

我々はようやくして現代の文明というものの恐ろしさを多くの人々は知って来たのです。我々は

文明の奴隷になってはならんのです。いわんや物やお金、このようなものの奴隷になった時から人

間は偉大なる価値を忘れてしまったのです。苦しみはそこから出て来たのです。 

現代の思想を見ても同じでしょう。マルクス主義にしても、あるいは資本主義にしてもすべての

基準は物です。お金です。しかし人間は物やお金で本当の幸せを得ることが出来るでしょうか。出

来ないのです。それは皆さん自身の毎日思っていることと、行っていることがいかに正しく生きる

かということなのです。その正しい教えというものは神の体である自然そのものなのです。難しい

仏教の哲学用語の中にあるのではないのです。それは皆さんの日常、生活展開されているところの

あらゆる自然が皆さんに教えているのです。その自然は嘘を言わないのです。 

たとえば、太陽は無所得にすべてのエネルギーを与えている。その太陽は、自然は皆さんに生か

されていることに対して感謝することを教えているのです。感謝すること、感謝することを神は教

えているのです。生かされているのです。 

さて、我々は「ありがとうございます」だけでいいのでしょうか。すべてのものは輪廻している

のです。感謝は一方通行です。それならばやはり報いることが大事じゃないのですか。報恩、その

恩に対して報いることが大事なのです。現代の社会の人々は果たして報いているでしょうか。親は

無所得のままに子供を育てた。子供はそれに報いるでしょう。果たしてそれを報いている人が何人

いるでしょうか、親孝行という行為により。神はこのように教えているのです。 

そして皆さん自身が自分一人で生きてるんだと思っているがとんでもない間違いです。まず食べ

物を作ってくれる人達、そしてその食べ物一つ一つを御覧なさい、お米も生命を持っているのです。

お肉もやはり彼等はかって生命を持っている者達なのです。皆さんの肉体を保全する為には動物も

植物も鉱物も己の肉体を放り出して皆さんの為に奉仕しているのです。その結果皆さんは今の肉体

があるのです。 

それに報いることはどうすりやいいんですか。粗末にしないことです。米粒一つも皆さんのため

に命を投げ出しているところの姿を見た時に、合掌することじゃないのです。無駄にしないように、

そして彼等に、豚肉にも、牛肉にも、鳥肉にもお前達は私達の血や肉や骨になってくれ、そして健

康な肉体として人生をより調和されて私達は生きる為にも協力して下さい。あなた達は成仏して下

さい―――この愛の心がなくて、現代の売っているから食えりゃいいんだ―――とんでもない話で

す。 

自然界はすべてがお互いに相互関係の中に安定しているのです。動物も植物も鉱物も全部が大調

和されていればこそ我々の今の生存があるのです。というとやっぱり我々は自分だけ一人で生きら

れないんだ、相手もいて自分がいるんだ、ということを考えたらやはり相手のいう事も正しく聞く

ことが大事ではないですか。人から言われた事に自分が都合が悪けりや即座に感情的になって、自

分を中心にものを考えることは闘争へのみちです。これは正しいことではないのです。 

我々はまず正しく相手の言うことを聞き、相手がたとえ自分の悪口を言っていようとも言われる

原因はどこにあるのか、そして自分はそれをいかに修正して、よりみんなと調和出来る人間になれ

ばいいのか、この追求と解決です。 
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その次はこの目です。人生航路の乗り舟であるところの、この肉体の舟に我々は騙されてはいけ

ないのです。この目によって正しく見ることです。自分自身を善意なる第三者の立場に立って我々

は正しく見ることです。 

その次に我々は正しく語ることです。言葉というものは相手自身に調和も不調和も与えることに

なります。言葉は正しく語ることです。相手のことをよく考えて我々は語ることが大事です。 

家庭の中に於いても同じことです。自分の妻だからと言って主人はぞんざいの言葉を使っても、

これは反作用に依って自分に又戻って来るのです。やはり語る言葉も正しく語ること、相手の気持

をちゃんと考えて、ものを我々は語らなくてはいけないのです。 

次に最も大事なのは皆さん自身の心の中に思うことが大事なのです。思うということは皆さんの

心の作用であり、そしてこの思うことはすべて皆さんの心のテープレコーダー、ビデオテープの中

に記録されてるということを知らなくてはいけません。 

私達は人の心の中の思っていることがわかるのです。そしてその人々の心がどの方向を向いてる

かもわかってしまうのです。それは皆さんの心の中にはすべてのものが記録されているのです。テ

ープレコーダーよりもっと、コンピューターよりもっと正確に、皆さんの一秒一秒の思ったこと行

ったことは全部記録されております。その記録されてるところの、皆さんは心を正しいという片寄

らない中道の道に依って、皆さんは自分をしっかりと見ることです。 

もし相手から自分に都合の悪いことを言われてもし腹が立ったとする、怒りの心が出たという時

には既に皆さんはその怒りの毒を心の中に、怒りのスモッグを心の中に作っているということを知

らなくてはいけません。 

又、自分の欲望が満たされないと、つい自分自身が愚痴をこぼします。愚痴を思います。言って

も思っても愚痴は、その雲りは心の中を包んで行きます。愚痴は己自身を苦しみに導いている大き

な原因になるということを知らなくてはいけません。 

愚痴がもし出たならば、よく皆さんは自分自身を振り返ってみて、愚痴の原因は何処にあるのか

追求していったら、大抵自分の欲望が満たされないために出るのです。こうして我々はまず心の中

に怒るという心、これをまず除き、皆さんの心の中に出て来るところの欲望の満たされない愚痴、

この愚痴というものから自分を解放することが大事です。それは自分の一切の苦しみの原因になる

ということなのです。 

今、労使の問題は依然として闘争、争いをしています。戦後三十年を過ぎても一歩として労使の

間の調和はありません。じゃマルクスは何を考えたのでしょう。マルクスの理論というのは上部層

と下部層、この間に常に闘争の中に文明は発達して行くんだと説いております。 

すべて物の基準、物の分配を説いたのです。闘争の中に文明が発達して行く、闘争の原因は何を

作るのでしょうか。闘争は破壊です。破壊はお互いに首をしめることになるのです。やはり我々は

その闘争の出てくるところは不平等から来るのです。 

お天道様はすべて平等です。我々は闘争は愚かしいことです。ところがある人が本来人間は闘争

の中に社会が成り立ってるんだといいました。どうしてですかって聞いたら、動物はその本能を持

っているんだと答えました。冗談じゃありません。皆さんはケニアの野外のあの公園に行ってみる

ことです。本来ならばそれだけの猛獣達、弱肉強食の最も不調和とされるところの動物の世界です

ら、あの強い猛獣であるライオンだけが繁殖しないのはどういう訳ですか、彼等は自然のルールを

ちゃんと知っているのです。自分が腹が一杯なら他の動物を襲いません。人間はどうでしょう。自

分の腹が一杯になってもまだそれを満たそうとするではありませんか。 
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こうして万物の霊長である神の子であるところの人間が物に執着した時から、世の中は混乱しは

じめたのです。我々は自分自身に足ることを知ることなのです。怒り、愚痴、足ることを知ること

です。そして自分の生活をピシッとやって行った時に我々の道は調和と安らぎへと進んで行くので

す。 

百万言お経を上げたところで人間は救われないのです。お経の意味をよく理解することなのです。

いわんや般若心経は貴いお経である、般若心経を拝めば人間は救われるというならば、般若心経の

意味を良く理解していない人々の言う言葉です。 

お経というのはゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏の四十五年間説かれたところの神理をゴー

ダマ・シッタルダーが亡くなった後、九十日目に於いてベルベナーの後ろの洞穴の中でカシャパー

を中心にして四百七十六人の弟子達が集まって、後世にその道を伝えんがために集まった人達の説

かれたものなのです。 

観自在菩薩般若波羅蜜多時。このお経一つみてもそのお経をあげることに意義があるのではない

のです。皆さん自身が一つの般若心経の題字をみても摩詞般若波羅蜜多心経という言葉があります。

これは漢文で書かれていますがインドの古代の言葉を当て字にしたのです、漢字で。それゆえに日

本に来たところがその肝心の部分が分らなくなってしまったのです。それをそのままあげるのに意

義があるのではないのです。その中の意味、内容を良く理解して生活することです。 

摩詞般若波羅蜜多心経。マーハー、パニャー、バラ、ミター、ストラー、これはインドの言葉で

す。マーハーとは偉大、パニャーとは智慧、パラとは到達する、ミターとは皆さんの心の中にある

ところの内部のことを言っているのです。即ち直訳すれば皆さんの心の中に内在されているところ

の偉大な智慧に到達するということです。即ち皆さんの転生輪廻に於いて体験されたところのあら

ゆる体験の智慧の門は、皆さん自分自身の心の中にあるのです。それを皆さんは自分で閉ざしてい

るのです。 

私達がこうして皆さんに、あるいは又、本を一杯書いているけれども、私は素人です。宗教のし

の字も知らないのです。お経のおの字も分からないのです。何故、しかし私は分かるのでしょうか。

私の心の中の門を開いたために過去に於いて私がそのような体験をしてきたことを自分が良く分か

ったからなのです。仏教を自分で学んで来ているからなのです。 

今生に於いてはコンピューターの電気屋だけれども、過去に於いては坊主を何回も体験している

のです。お経なら全部分かります。お経は難しく哲学されてしまったのです。 

そこで智慧というものは一体どういうものか。我々のこの智慧というもの、体験された智識、こ

れは別のものです。この智識というものを自分が実践して、実行して、行為をして実行して初めて

与えられるものが智慧なのです。行為なきものに智慧はないのです。 

ですから我々は般若という、般若心経の中の般若というものは、バニャー、このパニャーは内在

されている皆さんの智慧を言っているのです。皆さんは長い転生に於いてあらゆる体験をして来て

いることを皆さんは誰も持っているのです、それを自分自身がまだ思い出せないだけなのです。皆

さんの心の中にはあらゆる体験の智慧が経験されている偉大な神の子、人間なのです。その智慧を

皆さんが自分で湧現したならば、皆さんの今、人生がいかに生べきかという偉大なる価値観を皆さ

んは自分自身で知るのです。そのために般若心経の中に観自在菩薩行深般若波羅蜜多とあります。

観自在菩薩というのは、これは中国人がかってにあのむずかしい言葉にしたのです。インドの言葉

ではあれをアポロキティシュバラーというのです。 

観自在というのは、観というのは見る、この観自在というのは自由自在に見ることが出来るとい

います。これは当時二千五百有余年前では、アポロ・キティー・シュバラー、インドの言葉でアポ
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ロ・キティー・シュバラーといいます。これはインドの言葉でないギリシャの言葉です。バラモン

のいわば悟られた方、アポロといわれる方は過去・現在・未来を自由に見通すことが出来た。観自

在菩薩とはそのように過去・現在・未来を自由自在に知って見ることの出来る方、悟られた方、こ

れを観自在菩薩といいます。 

観自在菩薩行深、行を深く行じた時、即ち神の心である宇宙の法、神理を己の心と行いのものさ

しとして生活をした時に偉大なる内在された智慧に到達し、観自在菩薩行深般若波羅密多、その時

五蘊皆というのは我々のこの煩悩、皆さん自身の五官を通して得る煩悩というものは五蘊皆一切苦

厄、苦しみや災難をつくる。皆さんの五官でとらえた煩悩は一切皆さん自身の苦しみや悲しみ、あ

るいは災難をつくり出してるところの一番もとなんだ、舎利子わかったかと教えているのです。 

こうやって我々は仏教を一つ一つ考えてみても、深遠なる人間の価値観というものを説いている

のです。それをなぜ意味もわからないようなお経をあげて、人間はなぜ救われるのですか。人間の

救われる道はそんなものではないのです。その意味を理解して生活に我々は生かした時に道が開か

れるのです。 

それならば法華経は一体どうですか。法華経こそゴーダマ・シッタルダー釈迦牟尼仏は七十年、

八十一才の間において最高の教えだと。冗談じゃありません。法華経だって又同じです。法蓮華経

というのは一体どういう意味ですか。 

無学文盲の衆生に対して当時のゴーダマ・シッタルダーは『諸々の比丘、比丘尼達よ、衆生よ、

あの泥沼の池を見よ。あの池の中に美しい蓮の花が咲いているではないか、非常に自然と調和され

て安らぎがあるよ。 

 ときに諸々の比丘、比丘尼達よ、諸々の衆生よ、そなた達は、そなた達の体、肉体は一体どうだ。

目を見れば疲れれば目くそ、鼻くそ、耳くそ、汗、大小便、体から出るものは一つとしてきれいな

ものはない。あのどぶ沼よりか汚ないものである。 

 しかしあの蓮の花を見よ、葉を見よ。いかに泥沼の中にあろうとも、あの泥にそまることなく自

然の中に調和されているだろう。 

 そなた達も又同じなんだ。たとえ汚ない肉体舟であっても、そなた達の心が宇宙の法を己のもの

さしとして生活をしたならば、あの蓮の花と同じような調和された境地に到達するのだ。宇宙の法

とは人間の智や意に依って変えることの出来ない自然の中にあるのだ』 

 これを諸法は無我だと教えたのです。宇宙にあるところの諸々の法則というものは人間の我とい

うことが入らない、諸法は無我である、諸法は無我だと教えたのです。 

ところが現代の仏教はどうなんです、出る宗祖宗祖を説いて、これはこのように解釈するんだ。

いやちがう、わしの方はこのように解釈するんだ。 

空とはあるようでないようで、ないようであるようで、そのように分からないところがいいとこ

だ。馬鹿みたいです。そういうように物の判断が出来なくなってしまった。行ないがないからです、

行ないが。行為が、行ないがないのです。そして能書きばかりいう評論家になってしまったのです。

ですから亡くなった人達を救えるわけがないのです。 

お坊さん自体があの世はないんだといいながら引導を渡しているのです。引導はなぜ渡すんです

か。そういうしきたりだとこう言うんです。馬鹿げた話です。ですから我々は現代宗教というもの

を本当に正しく良く理解して、そして皆さんは内なる偉大なる心の価値観というものを良く知って

毎日の生活を通し、正しく聞き、正しく語り、正しく見る、正しく思うという生活をすることです。 

そしてまず現代社会の幸せの根本というものはまず健全なる精神、心をつくることです。健全な

る肉体舟を作ることです。長い歴史の中に現代のような物質文明、経済というものが出来た以上は
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その中で生きて行かなければならないのです。そのためには健全なる経済を作ることなのです。こ

の三つの柱がなくてなんでユートピアが、なんで幸せがあるのでしょうか。人間の道はこの三つを

調和させるのです。 

そしてまず経済は衣・食・住という最底のものをこの世の中に作ることなのです。祈りに依って、

題目に依って得られるものはないのです。やはりそこに正しく働くという事、正しく仕事をすると

いう事です。たとえ貧乏人であろうとも、金持であろうとも、お天道様はすべて平等なのです。お

金がその人間の価値観を決めるのではないのです。 

我々は健全なる精神と、健全なる肉体と、そして健全なる経済の大調和があってこそ道が開かれ

ていくのです。そして我々は自分だけがいいのではない、大宇宙から見たら人間などはばい菌より

もっと小さいものです。我々は地球というこの宇宙船をお互いに助け合い、協力し合いそして正し

くその中で人生をより調和して生きることです。 

働くということは正しい働きをすることです。働く場所にまず感謝し、そしてお互いに使用人は

働く人達に対してあたたかく、慈愛を持ってあたり、働く人達は働く環境に対して感謝をし、それ

に報恩の行いをすること、我々はその辺がおかしくなっているのです。働く場所に感謝がなく今の

日本のような労働争議をこのまま展開しておったならば後五年か十年で日本経済はパンクします。

イギリスやあるいはイタリヤよりかもっとみじめなものになります。 

 それならば共産主義の世界がいいじゃないかと皆さんが思うならば中華人民共和国へ行ってみる

ことです。社会党や自民党や共産党の連中が中共へ行って見て来たものはモデルケースしか見せて

いないのです。彼等の生活をごらんなさい、彼等は旅行が出来るのはわずか二○キロしか出来ない

のです、北朝鮮は一五キロです、あのソビエトですら四○キロしか旅行が出来ないのです。 

 今日本にそれを自民党政府におっつけたら何といいますか。日本人はよその国迄行って悪い事を

して来るんじゃありませんか。しかも中華人民共和国では一ケ月のお米の配給が一斥です、一斥と

いったら小さな袋に一杯です。今日本がそれをやったらどういうでしょう、社会党、共産党の諸君

は。 

さらに又衣類、着る物です、着る物は三・三ヤールが一年の配給です、黒い木綿です。何で知っ

てんだと皆さんいうなら過日中共から里帰りに日本へ来ている人達と私は大分会っております。そ

の皆さんが現実にそうなのです、日本人はあまりにも恵まれすぎているために自分を忘れているの

です。我々は目覚めなければいけないのです。 

そして我々は間違った宗教を皆さん自身、自分で改めることです。神は遠くにあるのではないの

です。皆さんの心の中にあるのです。皆さんの心の中に神はいるのです。それは皆さんの嘘のつけ

ない心を見ればわかるでしょう。人に嘘をついても自分に嘘をつけない善我なる心があるのです。

それが皆さんの偉大なる神なのです。 

皆さんの心の中にある偽りの我、自分さえ良ければいいという偽りの我は、これは皆さんの本来

本当の心ではないのです。それはいつの日かこの地上界に肉体をもって、我々自身の環境や教育や

思想がこのように作り出してしまったのです。 

本来人間は誰も丸い豊かな心なのです。我々は生れて来た時のようなあの丸い心に皆さんは自分

自身をすることなのです。それには偉大なる勇気と智慧と努力が必要です。その時に人類はより高

い境地に進んで行くということを知らなくてはいけません。 

我々は自分を物から開放し、人間が偉大なる人生の目的と使命の価値観を自覚された時に、世の

中はより調和されてくるのです。そして皆さんは今、心のきれいな人達、感情も智性も理性も本能

も想念も丸い豊かな心の持ち主達からは、きれいな後光が出ております。恨みや妬みや怒りやそし
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りや愚痴、いつもイライライライラしている人達は、自らして自分に心にスモッグをつくり出し神

の光を自ら遮っている、苦しみを持っている人達なのです。 

やがて好むと好まざるとにかかわらず、我々はこの地上界を去る時が来るのです。その時に皆さ

んは自分の心とまったく同じ世界に帰るということを知らなくてはいけません。地獄界です。多く

の人々の為に調和と安らぎ、無所得のままに信じ神の愛を己のものとして生活をして来た人達は、

光明に満された光の世界に帰るのです。 

皆さんは自分の心の偉大なる価値を知ることです。そして皆さんは自分の嘘のつけない心を信ず

ることです。先祖を供養することは、皆さん自身がまず健康で美しい心で家庭の中がいつも明るい

環境を作ることが、一番の先祖供養だということを知らなくてはいけません。 

人間の道は心の中に闘争と破壊をもち、欲望のままにいかに先祖を供養したところで、むしろそ

うならばお前達はしっかりもっと生きなさい、愚痴を言ったりあるいは又嫁・姑との争いをなくし

なさいと、先祖は皆さんにいうでしょう。 

やはり我々は明るい環境を作ることなのです。なぜならば皆さんの両親が自分の子供が健康で平

和で恵まれた生活をしておれば、あ－、あの子は本当に親孝行だといいます。しからばおじいちゃ

ん、おばあちゃんが自分の孫が平和に暮していたら何といいます。あの孫はしっかりして親孝行だ、

いい子だというでしょう。なぜ死んだとたんにそのような生活をして、お経をあげなければならな

いのですか。 

正しく生きることなのです。そして一秒一秒皆さんの思うこと行うことを正して生活することな

のです。その時に道は開かれるのです。 

そして人間が今人生を体験しているのではなく、永遠の生命として我々は今生きているのだ。そ

して今皆さんの与えられているところの環境は、皆さんのより豊かな魂をつくるための学習の場だ

ということを知らなくてはいけないのです。そしてその中で我々は正しいものさしをもって生活を

して行った時、皆さんは自分の心の中の偉大なる智慧、偉大なるパラミタの境地に到達出来るので

す。 

そのためにはまず自分の思ったこと、行ったことを正しい基準に依って生まれた時から現代迄を

一つ一つチェックして間違いを修正し、心の中のスモッグを除いた時に、皆さんの心の中のテープ

レコーダーはひも解かれ、永遠の生命として自分の偉大なる価値を知ることが出来るのです。 

聖書の中にも使徒行伝第二章という分野があります。イエス・キリストの弟子達が過去世の言葉

を、知らなかった学ばなかった国の言葉を語り出し、何処で生まれ、何をし、何才で死に、何処の

国で又生まれて、このように転生を続けたという事実は皆さん、聖書の中に記録されているのです。 

又仏教の華厳経第十地品の中にも、ゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏もかつて肉体をもった

当時、ゴーダマ・シッタルダー、釈迦牟尼仏の教えを聞き、それを行った人々の心の窓が開かれて、

私は何処の国でこのような生活、何という種族でこういう体験をし、そしてそこで死に、又後の世

に生まれてこのような転生をしたという事実が、仏典の中に書かれているのです。 

今そのような事実が私達の神理を学んで生活をした人達の中から日本人に限らず、外国にもその

ような人がどんどん出ているのです。今この中にもこのような人々が一杯いるのです。皆さんもそ

の偉大なる智慧を皆さんの心の中に、その偉大なる多宝の塔を皆さんは誰ももっているのです。 

仏教は形造って多宝塔というものを造りました。多宝塔というものは多くの宝物の塔ということ

です。これはソパーというのです。それは皆さんの心の中にそのような体験されたところの偉大な
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智慧が皆さんに誰もが埋蔵され、ただその扉を開けることが、体験されたビデオテープのスイッチ

の入れかたがわからないだけなのです。 

しかし今この中にもすでにわかった人がいるのです。偶然でもなんでもないのです。不思議でも

なんでもないのです。それは皆さんは誰もその力を持っているのです。永遠の生命として当然なこ

となのです。この世限りではないのです。 

我々はやがてこの地上界を去り、あの世に帰り、いつの日か又、この地球上か他の天体に生まれ

て、その環境を神の子として大調和させて帰らなけりゃならない生命なのです。万物の霊長はその

ような使命をもっているのです。そのために我々はこの地上界にお互いに宗教のちがい、思想のち

がい、ばかげたことで争いや闘争をやめて、人間は皆平等なんだ、神の子なんだという立場に立っ

て、あたかも太陽のごとく調和された慈愛の光によって世の中を見て行った時に、世の中は必ずユ

ートピア仏国土が出来て行くのです。 
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【心の原点・心と肉体と経済】 

1975-07-06 金沢講演会 

丁度私は 10 歳の時に、何回も死んだり生きたりしました。最初の一、二回は殆ど無意識のまま

分かりませんでしたが、3 回、4 回となると、肉体から自分のもう一人の自分が抜け出している姿

を体験しました。 

それが一年近くも続きますと、勿論医学の面では、この問題は解決出来ずまま、このもう一人の

自分とは一体何であるか。その結果、この問題を解決するためには、宗教的な面では当然子供です

から分かりません。 

 自然界というものを通し、極微の世界、この極微の最も小さい世界は一体どうなっているだろう。

極大の世界はどのように構成されているだろう。動物や植物や鉱物というもののお互いの相互関係

はどうなっているだろう。こういう自然科学を通して追究してまいりましたが、もう一人の自分と

いうものが理解出来なかったのです。  

 更に医学の面を通し、人間の肉体細胞というものの構成や、或いは脳細胞というものがどのよう

な作用を成しているのか、このようなものを追究してまいりました。しかしそれでも、肉体から抜

け出したもう一人の自分というものが理解出来なかったのであります。  

 我々は、この地上界に、何の目的で生まれてきたのか。そしてやがて死んでゆく。人間自身の生

まれて来た目的と使命というものすら、分からずまま、暗中模索の中に、人生というものに対する

追究をしてまいりました。 

 そこで、世の中では、心を、或いは精神を正せといっております。我々は苦しみや悲しみを通し

て解決が出来ないと神様に頼ります。仏様に頼ります。神様や仏様というものは一体どのようなも

のか。しかし私達は永い歴史の中に祭られているところの神社や仏閣、こういう所に神がいるので

はないだろうか、仏がいるのではないだろうか、或いは仏壇に、或いはお墓に先祖がおられるので

はないだろうか、あらゆる角度から私は追究してきました。 

 その結果、昭和 43 年の 7 月、家の中に大きな現象が起こってまいりました。それも日本人であ

るべき我々に、全く関係のない外国の言葉で次々と現象が出てきたのです。 

 私は科学者です。割り切れないものは否定します。コンピューターを作っておりますが、現代の

コンピューターも、回路が一つ違っても計算はしてくれません。人生においてもまた同じことがあ

るはずだ。私はこうして一足す二は三にならなければ信じられない人間だったのです。そして神様

を、仏様を、さらに、自分の肉体から抜け出した自分自身というものの存在、心とは一体何か、初

めて分かったのです。しかも心には、形があるということなのです。 

 昔から心は丸くといってます。三角や四角では困る。心は丸くといっています。じゃ、その心と

は一体どういうものか。 

一番大事なのは、我々はあくまでも、今持っているところの皆さんの肉体というものは、約 60

兆からなる細胞集団によって、肉体先祖を通して受け継がれ、今持っているものですが、これはあ

くまでも人生航路を渡っていくための舟にしかすぎない。何故ならば、我々は肉体が絶対だと錯覚

を起こした時に、一切の物に執着をもち、地位や名誉、こういうものが人生の絶対かの如くに私達

は錯覚を起こしておりました。  

しかし、我々の心は、次元が違うのだということなのです。今皆さんの住んでいる所のこの地上

界は、物質界であって、いつまでもこの現象の世界に存在するものは無常なものであり、自分のも

のだと思っていたところで、一つとして自分のものは存在していないのです。 
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今皆さんの人生航路の乗り舟である己の肉体ですら、皆さんは、自分のものではないというので

す。もし皆さんが、自分の肉体が自分のものであるならば、皆さんはいつまでも若さを保つことが

出来るはずです。しかし、この若さも保つことが出来ず、私達はやがて年を老い、好むと好まざる

に拘らずこの地上界を、去らなければならないのです。やはり肉体も無常なものであり自分のもの

ではないという事実は、明白なはずです。 

 しかし私達が、あの世という世界の存在を、もし否定するならば、皆さん眠っている時のことを

考えてみましょう。人生航路の乗り舟であるところのその肉体の船頭さんが、降りた時には、皆さ

んの耳の穴も開いております。鼻の穴も開いております。しかし私達は耳元で自分の悪口を言われ

ても怒ることすら知らないはずです。どんな匂いがあってもそれを感知することも出来ないはずで

す。こうなりますと、眠っている時の我々の心、魂というものの価値はどのようになっているでし

ょう。 

 しかし肉体の脳細胞の神経繊維のそれぞれはちゃんと波動を、振動を起こしております。 

 こうなるとやはり、永遠のものというものは一体何でしょう。皆さんの肉体を支配しているとこ

ろの船頭さん、即ち皆さんの魂なのです。そんな馬鹿なことがあるか、魂など存在する訳がない、

もし、皆さんがそのように思うならば、皆さんの脳細胞はあくまでも、物事を受信し、送信する一

つの、コンピューター室に過ぎないということなのです。  

 或る医学者達は、ものを考えるのは前頭葉だと言いました。それならば、皆さんが心の中で、嬉

しかったり、悲しかったりしている時に、込み上げてくるものは頭の中から込み上げてくるでしょ

うか。皆さんの心の中の感情の領域が、込み上げてくるはずです。 

我々の脳細胞は、ものをキャッチし受信するただの、セクションにしかすぎない事実が、あらゆ

る今後の医学界においても実証されていくでしょう。もっと大事な、肉体の船頭さんである皆さん

の魂、その中心にある心というものこそ、不変的なものだということなのです。  

 そこで、物理学を通して、次元の変わった世界、これを考えてみましょう。  

 今、特殊相対性理論によっては、皆さんが日常生活の中でエネルギー、エネルギーという言葉を

使っていますが、エネルギーというものは、目で見た人は誰もいないのです。何故ならば、仕事を

成し得る能力だからです。このエネルギーというものは次元が違うのです。次元が違います。  

 我々は、このエネルギーというものは物質の質量に対して、いま、質量をＭとします、この質量

に対して、光の積の平方であるというように言っております。即ち、エネルギーはイコール MC2で

ある。物質の質量に対して、光の速度の積である。  

 例えば水素の一グラムを完全なエネルギーに変えたとしたならば、これは３×10 の 10 乗の括弧

の平方ということになります。こういうエネルギーになりますと約７４６ワット、一馬力のモータ

ーを 3,800 年間も回すことが出来ます。これが、エネルギーなのです。仕事を成し得る能力なので

す。これは次元が違います。  

 いまこの物質の次元というのは、皆さんの住んでいる世界、三次元の世界なのです。X 軸とＹ軸

とＺ軸という三次元の世界は物質の世界なのです。何故ならば物質というものを物理的に定義づけ

ますと、質量と体積を有するもの、これが物質だと言っております。 

そうなりますと、相対性理論を通しても物質の世界というものは、必ず質量があるんだ。そして

光の速度というのは、一秒間に、地球の周りを七回り半すると言っております。正確な数字で申し

ますと、299,774 キロメートル、このスピードです。 
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ところが仏教におきましては、仏教では、これを色の世界といっております。そして我々の次元

の違った世界を心の世界と言っております。色心不二と言っております。色心は不二である。或い

はまた、色即是空とも言っております。あるいは空即是色とも言っております。こういう一つの仏

教の教えの中にも、色心は不二だということは、このように同じだという事を説いております。  

 いま、皆さんの目に見えるところの世界というものは、七色の虹の世界しか、皆さんはこの五官

でとらえることは出来ないのです。七色の虹といいますと、周波数で計算しますと、約 4 千オング

ストロームから 7 千オングストロームの間です。この周波数の世界しか皆さんはこの目で見えない

のです。 

しかも、虹の七色の両極端にあるところの赤色、赤色から更に赤外線から電波に至っております。

この電波も赤外線も皆さんはこの目では見ることは出来ないのです。更にまた極端であるところの

紫外線、x 線、γ線、こういう熱線も見ることは出来ない。しかし存在しているのです。  

 我々は、人間のこの目で見える世界というものは、ほんの小さい世界だということを知らなくて

はいけません。しかし仏教では、目でとらえる全ての世界というものは、色彩をもっております。

色彩を持っているために、この一切の万象を色と言ったのです。色心は不二だという心というのは、

皆さんの肉体と心は同じだと言っているのです。更にまた、色即是空という空の世界というものも、

この色という世界も同じだと言っているのです。唯、こちらは次元が高次元なのです。  

 こちらの世界ははっきりと三次元以下の世界だと言えるでしょう。  

 二次元の世界というのは、皆さんが毎日見ているテレビジョン、あのスクリーンはＸ軸とＹ軸の

平面の世界です。その平面の世界、そのスクリーンは三次元から投映された世界です。その投映さ

れているところの世界の二次元に対して、如何にその投映されているところのヒロインが可哀想で

あっても、皆さんは声を掛けても通じないはずです。 

しからば、三次元の世界というものはどう説くでしょう。  

 我々は、三次元は四次元以降の世界の投映されているものであり、そこに次元の存在があるので

す。この三次元の世界というのは非常に、振動が粗悪な、物質的な不安定な世界なのです。振動の

非常に不安定な世界なのです。そのためにプランク常数の振動数というものの積は熱粒子のエネル

ギーです。そういたしますと、hνというプランク常数と振動の世界というこの自然界における諸現

象は一切振動からなりたっております。 

皆さんの心から生ずるところのもの、またこれ振動です。皆さんの脳細胞の中に起こるところの

脳波の波もやはり同じ振動です。ただ次元が違うだけなのです。こうして考えていきますと、色即

是空の世界をもっと分かり易く考えてみましょう。  

 いま、私達は固体、液体、気体という三つの変化をする自然の現象を知っているでしょう。この

三つの変化をする氷について考えてみましょう。  

 氷というものは、表面に出るのは約 10 パーセントです。殆どが水の中に入っているのが 90 パ

ーセントです。よく氷山の一角と言っているでしょう。 

この氷というものは、分子式で書きますと H2O です。この水も H2O です。こうして我々は、水

の密度と氷の密度の差によってそれのパーセントを見ますと 10 パーセント位しか表面に出ていな

い。しかも今日は、東京方面は雨がいっぱい降ってきています。それも空から降ってきています。

空はこうして、まったく水の分子がお互いに分散している状態です。分散されている状態という事

は、ここではじめて熱粒子であるところの、振動数というものの作用によって膨張をしてくれば、

分子の間に入る熱粒子が膨らんでくるから蒸発します。逆に収縮をしてまいりますから、今度は水



468 

 

に変わったり、或いは氷に変わります。収縮の度合いが完全に振動数の状態が、小さくなればなる

ほど、粒子の変化もまた同じように変わってまいります。  

 こうなりまして、宇宙に存在しているところの、空のあの水もまた高度千メートル上がる毎に 6．

5 度ずつ降下していきますから、やがて蒸発したところの我々の目に見えない水蒸気も、お互いに

熱粒子の収縮にあって雨になり雪になり、そしてまた地表に或いはまた雨となり降ってまいります。 

こうなりますと、氷の H2O も、水の H2O も、分散されているところの H2O も、一つとして変わ

らないのです。 ということは、仏教ではこの世界を色だと言っております。ですから空は見えない

世界であっても、また見える世界であっても、色即是空であり空即是色です。水蒸気の H2O は氷の

H2O と同じであり、氷の H2O は水の H2O となんら変わらないということなのです。唯これが、分

散と集中だけなのです。  

 さてここで我々は次元の違った世界のことを考えて、あの世なんてそんな馬鹿なことがあるもん

か、というならば、この自然界に存在するあらゆる諸現象は、全て輪廻転生を続けております。  

 輪廻転生を続けていないものは何もないのです。ただ見えなくなったから存在しないということ

はナンセンスです。我々は見えない世界の方が遥かに多いという事実は、あらゆる科学的な世界に

おいても、はっきりとしているのです。  

 現代私達が、物理学を通しても、もう既に現代の素粒子理論は壁にぶつかり、それ以上進むこと

が出来ない段階です。我々はややもすると科学的、科学的というものの考え方に立ちがちであるけ

れども、科学なんていうものはまだメッキより薄いものなのです。見えない世界の方が遥かに多い

ということを知らなくてはいけません。  

 こうして次元の違った世界、一体神とは一体何でしょうか。或いは仏とは一体何なんでしょうか。

我々は分からずままに、永い歴史の中に体験されて来ているものを絶対視して、それを拝むように

なりました。しかし人間が物質だけを追い求めて得たものは一体、何なんでしょう。  

 私は飛行機に乗ってこの金沢へ来ました。空港は非常にきれいで空気が美味しいです。東京を出

てきた時には丁度鋳物工場のような臭いがします。それだけ空気が汚れておるのです。昔の東京、

特に私のビルの裏側は隅田川です。今から 25 年前の隅田川は白魚が取れました。水がきれいでし

た。ドジョウもいました。残念なことに今は全く変わり果ててしまいました。 

 その自然の公害を作り出したのは、人間が物に溺れ、物だけを考えた時にあのような現象を作り

出したはずです。しかもスモッグです。美しい空を東京で見ることは出来ません。天気だからとい

って外で遊べば、化学スモッグによって、硫化物やこの間は硫酸が降ってまいりました。目を開け

ていることが出来ないのです。それは一体どうしてでしょう。昔はそんなことはありません。ビル

の屋上に上がって深呼吸しようとしても、ちょっと待とうと考えてしまいます。  

 この場所なら思い切って深呼吸出来ます。これは現実に体験している人でないと分からないので

す。自然というものを人間が物を追いかけて、追究してその欲望を満たそうとして、公害を作り出

したのです。公害はこうして人間の、心を失った、物だけに溺れた結果なのです。  

 混乱と闘争も同じことが言えます。我々はこうして物の考え方を、心という偉大なる価値観を知

ったならば、やはりその上の文明でなければならないのです。今は人間性を失って、自分の都合さ

えよければいいという、欲望のままの社会が展開されている事実を皆さんは知っているでしょう。  

 闘争と破壊、一方の思想のごときに至っては、物が全てだ、お金が全てだ、こういうものによっ

て常に労使の争いは続いております。遂に日本の国自身が経済的混乱を来たしておるではありませ

んか。これも人間性の価値観を失ってしまったところにあるのです。 
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人間は闘争と破壊の中にあるものではないのです。闘争と破壊は、人間以下の動物が、万物の霊

長に進化する過程の一つの修業なのです。それを我々は神の子として偉大なる人間としての価値観

を忘れて、動物以下に成り下がっているといっても過言ではないと思います。  

 さて神とは一体何か。  

 我々は決して、祭られているものは神ではないのです。 

この大自然界をごらんなさい。太陽は、一秒間に 9.3×1022キロカロリーという莫大なエネルギ

ーです。一秒間に二百万トンからの石炭を燃焼しただけのものを、地球にタダで毎秒与えておりま

す。  

 ところが今から二年前あの中近東をごらんなさい。あの石油問題。地球といっても地球はお天道

様（おてんとうさま）を壊して地球を作ったなら、33 万個も出来るのです。一部分のあのサウジア

ラビア周辺の石油問題だけでも、世界中の経済が混乱し、値上がりして、経済的な不調和な現象を

造り出しています。しかし、お天道様は、それだけのエネルギーをタダで与えて、無所得です。一

銭のお金も取りません。  

 皆さんがお父さんやお母さんから無所得のままに育てられたように、25 歳まで一人の人間が両親

によって育てられて一人前になるまで、お母さんとお父さんに毎月一万円、一人五千円ずつの給料

を払って 25 歳までとしたら約一億二千万かかります。高等学校三食昼寝付きまでつけたら、これ

は二億五千万からのお金になります。  

 お父さん、お母さんはそれだけのお金でも、無所得に子供を育てているのです。神様の心は太陽

と同じです。自然の心、自然の姿そのものが神の心なのです。神なのです。  

 我々の住んでいるこの地球上そのものが神なのです。皆さん自身が、こうやって生存できるのも

安定した太陽の熱、光のエネルギー或いは動物や植物や鉱物、この自然の相互関係の中に、人間が

いま生きていると言えるのです。  

 もしこれが太陽が、少しでも熱を強くしたらどうなりますか。南極、北極の氷は解けて地球は水

浸しになります。逆に地球の地磁気がどんどん狂ったらどうなりますか。赤道がどんどん変わって

ゆきます。皆さんの体はそれを受け付けないでしょう。 

 生かされているという自然そのものが神の心であるのです。しかし我々は神様ってそんなもんで

はないと、いろいろ拝んで、或いはこの中にも神様が何人もいます。そういう人達が本当の神かと

いうことです。とんでもないです、おかみさんは一杯いるけども、本当の神様など一人もいません。 

 ここで我々が考えなければいけないのは、色々こうして、神様というのは、人間の体を通して出

てくる稲荷大明神だの、八大竜王だの、何とか菩薩だの、或いは光明如来だの、妙法如来だの、い

ろいろな事を言って出て来ますが、皆さんはそんなものを信じてはいけません。  

 神様は無所得です、お金など一銭も取らないのです、そして威張りません。これが神の心であり

神なのです。しかし、人間の心の中から出てきて新興宗教の教祖達は、自分の立場が少しでも良く

なってみたり、自己保存という欲望のままに動いてくると、宗教の責任者達は財を築いて、自分の

栄耀栄華を計っています。お天道様は計っていますか、我々はそんなものを信じてはいけません。  

 皆さん自身の内なる心、皆さんは神の子として己に嘘のつけない善我なる心があるでしょう。皆

さんが自分に嘘のつけない心こそ、神の子の証なのです。しかし、自分さえ良ければいいんだ、と

いうものの考え方の面に立っている心は、偽りの我なのです。 
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こうして我という中には、皆さんの心の中には、嘘のつけない善我なる心と、偽りの我というも

のが出来ているのです。 この偽りの我というものは、皆さんがこの地上界に生まれてきて、そして

育った環境、教育、思想、習慣の中に、自ら作り出したものなのです。 

人間は生まれながらにして皆美しい、丸い豊かな神の心だったのです。それが段々と自分自身の

心に歪みを作り、曇りを作り、苦しみは皆さん自身の偽りの我が作っているのです。この偽りの我

を支配することが大事なのです。これを支配出来た人こそ幸せな人達なのです。 

 善我なる嘘のつけない心のままに生活をしたならば、人間は誰も救われるのです。しかし救われ

ないのは、自分の家柄だの、地位だの、名誉だの、或いは自分の子の為といって財産を残し、その

財産によって残された子供が争いと闘争を繰り返している。これが本当でしょうか。 

そうじゃないのです。如何なる財産家であろうとも、大統領であろうとも、ただの人間として、

その人々はその環境の中で己の魂を磨くために人間は出て来ているのです。  

 貧乏人だからといって、人間はちっとも卑下することはないのです。神は全て平等です。太陽が

全て平等に熱光のエネルギーを与えているように、人間の作り出した経済や物質や地位や名誉によ

って、人間の価値が変わらないということを知らなくてはならないのです。  

 例え貧乏に生まれても、永遠の転生を通し、皆さんの心の中には、あらゆる体験が、ビデオテー

プレコーダと同じように、永遠の生命として、皆さんの心に全部記録されているのです。唯その記

憶が、皆さんはこの地球上という環境に出てしまうと、僅か表面に出ている 10 パーセントの意識

なるが故に、分からなくなっているだけなのです。  

 これを仏教の言葉では、皆さんがよく知っている般若心経です。あの般若心経というのを、摩詞

般若波羅蜜多心経となっております。中国の漢字で書かれているけれども、あれは当て字です。本

来中国の古代語はマーハーパニャーパラミタストラーというのです。マーハーパニャというのは偉

大なる智慧ということです。パラというのは到達するということです。ミターというのは皆さんの

心の中にあるということです。という事は皆さんの心の中には、永い転生輪廻の体験されたるとこ

ろの偉大な智慧が、皆さんは誰も持っているのです。これを仏智というのです。  

 しかし、我々は永い歴史の中に、何時のまにか南無妙法蓮華経を拝めば救われるとか、南無阿弥

陀仏を唱えれば救われるとか、このように変わってしまいました。果たして南無阿弥陀仏だけを唱

えて救われた人は、今だかつて誰もいないのです。もしいたとしたら、それは狂信にしか過ぎない

のです。  

 南無阿弥陀仏というのも、何時のまにか現代のお坊さん達の中には、阿弥陀如来というのは西方

浄土だ。しかしそんなのは架空であって、生きているうちにちゃんとする為に、仏様はそのような

方便を使って言ったんだと言っております。そうしたらそう言うお坊さんに聞きたいのです。死ぬ

時に何のために引導を渡すか。引導を渡すとは一体どういうことですか。それこそ自分に引導を渡

した方がいいと思うんです。  

 まず我々は、肉体が滅びて人生航路の目的と使命というものを果たさずままに、この地上界を去

れば皆さん自身の地獄の世界というものがあります。それは皆さんの心の中に存在しているのです。

それは我々自身、永遠の生命としてあの世とこの世を転生輪廻をして、あの世では魂がブラブラし

ているのではないのです。皆さん自身の肉体とまったく同じ肉体が存在しております。 

 よく皆さんは仏像を見た時に、この仏像の後ろに後光というものが出ております。この後光とい

うのは、如来とか菩薩とか、或いはキリスト教のイエス・キリストのお弟子さん達にも後光という

のが出ています。この後光というものは、その人の心のまろやかさ、広さを現わしているのです。 
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 この心が丸く豊かで、皆さんの心というのは、丁度風船玉のように丸く豊かなものです。その中

を更に分解してみますと、上の方には智性という領域があります。そしてまた本能の領域がありま

す。そしてまた感情の領域があります。皆さんの心の中には非常に敏感に作用する想念の世界があ

ります。思うということ、念ずるということ、そして真中から更に下には理性という領域がありま

す。こうして皆さんの心が丸く豊かな時には、智性も本能も理性も感情も想念も、丸く豊かになっ

ております。 

 ところが自分の肉体舟、耳で嫌なことを聞きます。自分に都合の悪いことを聞くと直ぐに感情的

になって心の面が歪みを作ります。感情が大きく膨らみます。心は歪みを作るから理性を失います。

それ故に、会話を通しても心の中の感情が歪みを作っている時には、理性が正しくブレーキがかか

らなくなります。その結果、人のいうことも正しく聞けなくなります。 

 或いはまた年頃になっても自分の本能がずっと膨らんで感情が大きく膨らんで、心をよく見ると

このように、ハート型になっております。こういうハート型になってしまいますと、智性の方も利

かなく、本能が膨らみ感情が膨らむから理性もブレーキが利かなくなります。恋愛などしている時

に、本能と感情ばかりが膨らんでしまうから、アバタもエクボになってしまうわけです。 

 こういう状態で皆さん、ものの判断が正しく出来るでしょうか。心の中の歪みはこうやって出来

ている時には、その人達からはきれいなピンク色の光が出ています。この中にもいますけど、そう

いう人はいま異性の事を考えている証拠なのです。それも異性もいいけれども、不純な異性の考え

を持っている人もいるのです、いい歳して。そういう人にはピンク色の光が出ているのですよ。だ

からなるほどピンクムードなんて言ったのはこういったところから出たのではないかと思います。 

 ハート型なんて言うのを見まして、心というとたいてい西洋へ行くとハート型に矢印が入ってい

ます。確かに恋愛をし、心が調和されていない人の心をパッと見ますとハート型に見えます。それ

もピンク色の光が頭からパーッと出ていますからこの人は目下恋愛中だと分かるのです。 

ですから人間の心というのは、常にこうやって変化します。こういう心の状態を仏教では一念三

千と言っております。一念三千ということは皆さんの心は刻々変化している。見たり、聞いたり、

思ったりすることで刻々変化しています。こういう心の状態によって自分の苦しみを作っているわ

けです。  

 思うということ、この思うということがいかに、我々の生活の中に歪みを作ったり喜びを作って

いるかということがよく分かるのです。我々の心はやはり、本能も智性も、感情も、想念も、理性

も、常に丸く豊かでなければならないのです。 

 また嫁と姑の仲で、お嫁さんは姑さんの前ではうるさいから、一応うまいことを言って、対話を

しているけど、心の中では、このくそ婆め、早く死んでくれなんて思っているのですね。そういう

ような人に限って半病人になるのです。 

最近は、姑さんの方がだいぶ弱くなってきたもんだから、あっちが痛いこっちが痛い、こっちが

神経痛だなんて騒ぎ始めているのは、そういう人達の心の歪みが作っているのです。ですから、自

分の体の調子を見て、どうもこの辺が調子が悪いぞと思ったら、船頭さんの方を修正することが先

決です。ノイローゼ、気違い、百パーセントそうです。一念三千の心の中が、こうやって、善の世

界と悪の世界、善我と偽我の世界、こういう皆さんの心の世界があります。  

 この心の世界が偽我の世界へ行くと、地獄に通じております。地獄というものはどうして出来た

かと申しますと、永い歴史の中に人類が、あらゆる体験をして、正しい道を踏み外した人達、恨み、

妬み、そしり、愚痴、怒り、こういう心のままの生活をしている人達は、いつの日か地獄界という

世界に、自分から心に作り出したスモッグ、このスモッグが神の光を遮ってしまいます。その結果
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暗い陰が出来ます。その暗い陰が地獄の世界なのです。ですから、地獄極楽は今生きているうちか

ら、もう既にあるのです。みなさんが苦しんでいる世界は地獄の世界なのです。 

 今自分が病気だ、精神的に、肉体的にあらゆる苦しみを持っている人達は、必ずその苦しみの原

因を追究することです。その原因というものを追究したならば、その根は必ずあります。病気或い

は苦しみの原因というものを、皆さんは自分で追究することです。その原因を追究すると殆どが自

分さえ良ければいいという自己保存の心です。  

 この自然界の一つを見てご覧なさい。人間一人で存在することは絶対出来ません。あの植物をご

らんなさい。植物は、CO2という炭酸ガスを吸収して酸素を出しております。しかも CO2という二

酸化炭素は、太陽の光合成によって澱粉や糖分を作り出して、皆さんの血や肉や骨になっておりま

す。それから皆さんの排泄物はまた植物のエネルギーとなって、根の中から或いは葉から吸収して、

彼らはまた成長しているのです。動物も植物もお互いに相互関係なのです。  

 また水がなかったらどうなりますか、植物は生存出来ないでしょうし、我々も生きてはいけない

のです。こう見ると動物も植物も鉱物もお互いに、助け助けられつつ、相互関係の中に安定してい

るのです。 

皆さんが今酸素の量というならば、一本の直径が 80 センチメートル、高さ 20 メートルの松一

本から排出されるところの酸素の量は、皆さんの呼吸する量なのです。もし植物がなくなってしま

ったら、皆さんは生きていけないのです。 

こうして自然界のルールというものはお互いに持ちつ持たれつで、俺さえよければいいんだとい

うものは一つもないのです。そうなるとやはり、自然を通しても自分さえ良ければいいというもの

の考え方は、間違っているということに気がつきます。  

 我々は、お金とか物の奴隷になっております。如何にお金や物の奴隷になったところで皆さんは、

これでいいということはないんです。人間はやはり足ることを知らなくてはいけません。この足る

ことを忘れ去れば、我々は苦しみです。足ることを知らない人ほど、欲深き人間です。如何に財を

貯めたところで自分だけの財は無常なものです。必ず苦しみや悲しみがついてくるものです。 

 こうして我々の心の中というものを考えてみますと、一番大事なのは、豊かな心、豊かな精神を

作ることです。自分の心が豊かであれば、自然と心の中も和み、生活そのものも調和されてくるも

のです。 

その為にはまず、人の言うことを正しく聞くことです。自然界のものはバランスを崩してはいま

せん。全てのものが、大調和をしているのです。大調和をしているならば、やはり偏らないという

ことです。そのためには、まず正しく聞くことが大事です。  

 偏らないということを一つ、みなさんの生活を通して考えたならば、仏壇や或いは神社に水をあ

げたり、また塩をあげるでしょう。こういうものは一体どういう意味ですか。この塩というものを

化学方程式で書くと NaCl というものになります。塩化ナトリウムです。この塩化ナトリウムも元

を正せば NaOH という水酸化ナトリウム。片方は HCl という塩酸です。こういう両極端の塩基性の

ものと酸性のものがお互いにくっつき合いますと最も安定した塩になります。水酸基や水素は逆に

熱を加えるから蒸発してしまいます。塩というのは清めるといいます。清めるということは、やは

り調和ということです。ですから塩を蒔けということはその環境を調和するということです。調和

するとは形ではなく心も調和しなければならないということです。  

 私の東京の側には浅草の観音様という有名なものがあります。善男善女がお参りに行っています。

そういうところにお参りに行っているから、さぞやみんなきれいかな。ちょうど私達も人の心の中

が、皆分かるものですから、神様の代わりになって、たまにあそこに行って聞いていることがある
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のです。そうすると、田舎の方からバスガイドに連れられてきて、皆様ここは浅草の観音様です。

観音様は隅田川から救い上げられてこういう風に祭られています。有り難い観音様ですと教えてい

ます。  

 そういう人達は、早速ガマ口からお金を出して拝んでいます。たいてい田舎から来ている人達の

多くは、拝む目的は何もなく、皆やっているからといってやっているだけですよね。 

余程東京の人は図々しいと見えまして、若い人達なんか今日の松戸の競輪は 3─6 にしたらいい

か、4─3 がいいか、第 2 レースがいいか、観音様、私に霊感を与えてくれなんて。ま、ひどい人

になりますと何処何処のパチンコ屋の 36 番が昨日出たから、今日も出ますようにと拝んでいる人

もいます。  

 受験の時期になりますと、殆ど学生、子供達、高校生クラス、中学生になりますと拝んでいるの

が自分の志望校の名前をあげましてね、神様、観音様、是非ひとつ、私は今度は東大を受けますか

ら是非受かりますようにお願いします。まあそういうように拝んでいるのが多いですね。観音様、

さしあたり東大を受けると言ったらお前の足元を明るくしろというでしょう。灯台下暗しというか

ら。 

 こういうことで、皆んなこの神様にお願いすればいいということですね。もう、それで偶然に当

たってくれれば運がいいのです。もし、当たったとしたらその人は最大の努力をした行為をしたか

らです。そういうことを忘れて、我々はそういう一つの信仰というものが絶対だと思っている。他

力信仰という間違いはそういう所から出てくるわけです。 

 ですから皆さんが神様というのは大抵、山に登って滝に打たれ、そして霊感が湧いてきて、滝に

打たれている最中に、我こそは不動明王なりなんて言われるともうその方は、あー神様はついにお

成りになったと。そのうちに人の事を二、三当たるうちに新興宗教が出来上がっちゃって、神の使

いだとか、或いはお前は創造主だとか言われると・・・。自分のやっている行動をみて創造主であ

るかをよく判断すればいいのです。創造主であったならば、全ての力を持っております。全ての現

象を出す事もできます。そういう力もないままに、そんなものを皆さんは信じてはいけません。 

 そして殆どの拝み屋、そういう神様は、病気だ、貧乏だというと、お前の家の先祖がたたってい

るから、浮かばれないからこのようにして供養しろと言う。一体供養ってなんだろう。そんなもの

を信じてはいけません。  

 或いはまた貧乏などしていると、お前は前生において悪いことをしたから、今貧乏しているのだ。

冗談じゃありません。あの世は、日本の一万円札持っとっても通じないのです。いわんやアメリカ

のドル持っていってもドルにもならないのです。お金などというものは関係ないのです。  

 人間が永い歴史の中にこういう流通経済としてこういうものを作れば便利だということで作った

のです。冥土の沙汰も金次第というのはお坊さんが勝手にそのようなものを作ったのです。お金な

んか一銭もなくたってあの世へ帰れます。無賃乗車出来るのです。この世を去る時にお金などいら

ない、ただ葬式の金ぐらいはしょうがないですけどね。でも本来は、そういうようなものではない

のです。 

 我々は死んだらすぐにお墓におったり、お寺におるなんて思ったらとんでもないことです。皆さ

んそれが証拠には、宗教の指導者、あるいは神主さん・お坊さん達が、本当に心に生活に調和がな

い、家庭が混乱しているのはどういう訳か知っていますか。そういうのは家庭の中が、心の根本が

分からずに、この地上界を去った亡者たちがそこに生活をしているからです。彼らは、そのような

人達が、また心の中が、道を自分自身が分からない為に生活が乱れる。乱れるから今度その人の心

を混乱させる。家庭が乱れるというと、今度はそんな家庭には不調和な子供が生まれてくるのです。  
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 そういうことは全て霊的な現象なのです。不調和な現象が起こっているということは、我々に対

して反省のチャンスを与えているのです。どうして、何故、その原因は、これを追究せずままに我々

は盲目に過ごしてしまう訳です。それ故に我々は信仰というものは、非常にやはり、正しいという

規準を悟らなければならないのです。  

 塩というものは清まるということから中道ということを教えています。  

 或いはまた、お水を上げます。水の分子式をみると H2O といいます。これも両極端の水素と酸素

です。これが水素二つと酸素一つでくっつくと今度は、可燃性の物が、そのものを消し止める力を

もちます。中道ということですね。偏らないということです。中和ということ、調和ということで

す。こういう調和ということで塩をあげたり、水をあげたりするんです。それをいつのまにかそれ

が形になったわけです。 

 例えば、皆さんがお寺へ行くと多宝塔ってありますね。五重の塔、三重の塔、多宝塔。これも実

は、皆さんの心の中に多宝塔があるんです。ストパーともいいます。皆さんの心の中には、永い何

億何兆万年も転生輪廻をしてきたところの、体験された偉大な智慧が、皆さんの心の中には全部記

録されております。そういう記録された多宝塔が皆さんの心には誰もあるものを、いつの日か分か

らなくなるから、ああいう形になって現れてしまったのです。  

 我々はこうして、人間は偏らないという、正しく聞くというのもやはり偏らない、自分を善意な

る第三者の立場において聞けば、どんな悪いことを言われたって別に他人様が言われているんだと、

その原因はどこにあるか第三者の立場で聞けばいいんです。  

 その次はこの目です。この目というものもやはり正しく見なければいけない。偏らない中道とい

う、この目で物を見るときにおいて、我々はこの目で色々と苦しみを作ります。例えば、東京あた

りは電車に乗っていますと、いい歳をした人が、奇麗な女性が乗ってくると心をフラフラさせて、

きれいだと思っている内はいいけれども、裸にして見ているんです。もうこうなったら駄目です。 

まあ、金沢の人間はそういう人はいないと思います。こうして心で見るというのも、そういう意

味で目で見るということは毒を食べる要素があるんです。だから、これもやはり正しく見なければ

いけません。  

 その次に語ることです。毎日喋るということは、相手に意志を通ずることです。人の悪口を言っ

たり、或いは自分を誇張したり、自分のこの言葉というものは正しく語らなければいけません。聞

いたり、見たり、語ったりすること、こういうことも正しい中道という道を通して皆さんは生活し

てみてください。  

 最も大事なことは皆さんの思うことです。思うということは何処の国にも法律がないのです。現

代、国の法律、こういう法律は、人間の行動というものを制約し、社会の秩序を保つために法律が

あります。これはあくまでも人間の行動の法律です。しかし、人間の心の中で思うということも、

やはり正しい法則があるということを知らなくてはいけません。ノイローゼの殆どがその道を知ら

ないからです。  

 飛行場からここまで高速道路がきれいなのが出来ておりますね。それにも必ず、道には法則があ

ります。この道路交通法という法則を通して守らなければ駄目です。行なわなければやはり法則な

んて作ったって無駄です。この行なったときに初めて我々は、調和ということがあるわけです。 

では調和というものは一体何かというと光です。神は光なりといいます。即ち人生航路において

は、生から死までの道があります。その道を歩むためには法則が必要です。この法則を度外視して

我々は生活をしたときに自分で苦しみを作るのです。それ故に我々はこの法則を正しく知ることで

す。  
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 その法則とは一体何か。 

 難しい哲学用語の中にあるのではないのです。皆さんは般若心経の中に、『観自在菩薩行深般若

波羅蜜多 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舎利子』というお経があります。あんなのを聞いて皆さん

分かりますか。いわんや法華経を一生懸命やっている人達が『爾時世尊 従三昧 安詳而起 告舎

利弗』なんて、何を言っているか、日本語に直訳したらどういうことになると思いますか。  

 『爾時世尊、その時にお釈迦様は禅定三昧に入っておった、おもむろに立ち上がって舎利弗に告

げました。正法というものは、難至難解、難しくて入りにくいんだよ』 

 こうやって言っているんです。これを毎朝毎日仏壇や仏様の仏像の前に行って、皆さんお経を唱

え、『爾時世尊 従三昧 安詳而起 告舎利弗』と言ったら、おそらくお釈迦様だったらこの馬鹿

野郎めと、これはわしの説いたものだと、お前はそれを実行したらどうだって皆さん言わないでし

ょうか。 

 では、南無阿弥陀仏は一体どうですか、これは元を正すと南が無いと書いてある。これは南はあ

るんです。名古屋へ行くとソーダナーモと言います。ソーダナーモとは調和ということですよ。そ

うですねということです。それが仏教用語、真宗王国ですからね。門徒もの知らずなんていう位で

すから。これナーモといいますね。 南無阿弥陀仏のこのナーモとダーボというのは、インドの古代

語です。  

 このアミーというのはギリシャの言葉です。今から約五千年くらい前にエジプトという国にファ

ラオがいます。このファラオ（王様）はアモンといわれ、このアモンと言われるファラオは、人間

は自然に帰れと言って、人間の心はあの太陽のように丸く豊かで、そして暖かい人間にならなけれ

ばいけないと言って道を説きました。 

 そのアモンが説いたものが、更にアモンはエジプトで約千二、三百年経つうちにアーメンになり

ます。それからこれがギリシャに渡りましてアミーになり、ギリシャから今度はインドにバラモン

として渡ってアミになり、アミシュバラーという名前になります。  

 ところがゴーダマブッタの当時に、このアミというのがバラモン教の仏教の一番元ですね。その

頃のバラモンというのは非常に他力化され、しかも階級制度の厳しい世界で、バラモン種というの

は、聖職者として神様に仕える人々だったのです。そのために日本でいう士農工商と同じような厳

しいカースト制度を作りました。 

 彼らは神の名のもとに、多くの大衆を犠牲にして、バラモンはその上にアグラをかいていました。

ゴーダマシッタルダーはそういう一つの矛盾に対して、お天道様は一つではないか、皆同じに当た

っているではないか、人間は全て平等だということを説いていきます。  

 こういう時に、バラモンに伝わってきたところの神様にアミーというのがいたのです。これはア

モンという光の天使が国を経ていくごとに名前が変わったのです。そしてゴーダマ仏陀、釈迦牟尼

仏がマガダ国というところで、説法をしております。  

 その当時に、ラジャグリハバーストというところの王様の奥さん、皇后陛下です。これがイダケ

ダといわれる方でたまたま息子に幽閉されていました。その時に息子に、私の一生のお願いだが、

ブッタを呼んで是非説法を聞きたい、何も要らないと言った時、ブッタはその要請によって、イダ

ケダといわれるコーサラ夫人に神理を説くのです。 

 『あなたは今このような厳しい囲いの中において生活をしているが、決して、自分の息子を恨ん

ではいけません。恨みを以て恨みに報じてはいけません。あなたは忍辱することです。どんな辱し
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めを受けても自分の心の中に毒を食べてはいけません。やがてあなたは、弥陀浄土に行くのです。

西方浄土というところにあなたの帰る場所があるのです』 

 当時インドから、エジプト方面からイスラエル方面は西です。あの西の上の方の天国に弥陀浄土

というのがあるんですよ。ですからあなたの心は常に道をよく正し、仏法という法則をよく知って、

これを毎日の生活に行なって、弥陀浄土の光明の世界に帰ることが出来るのですと説いたのです。  

 そうしたら日本へきたら、この意味ということは、南無は帰依する。陀仏は悟った方です。阿弥

陀という悟った方に帰依するということですよ。それを皆さんが、仏壇の前かお寺へ行って、南無

阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。これを日本語に直したら、どういうことになりますか。阿弥陀様に帰依

します。阿弥陀様に帰依します。 

 阿弥陀如来の仏像の前に言ったら馬鹿野郎め、帰依するなら実行してくれというはずです。それ

を 2 時間も 3 時間も拝んどって、たまたまインドの言葉とギリシャの言葉がミックスされているか

ら言葉の意味が分からないから丁度いいのです。これが現代語で翻訳されちゃったら、これは拝む

のじゃないと皆さん分かりませんか。  

 阿弥陀様の法に帰依するということはやはり、道に帰依するということです。帰依するというこ

とは行なうことです。道路交通法も行なわなければ事故が続出します。  

 やはり我々は思うことと行なうことの在り方を、正さなければならないのです。そして我々は自

然の中に生かされているのです。それ故に、あの太陽は莫大なエネルギーを無所得のままに与えて

いることは、何を教えているかということです。我々はその自然に感謝せよと教えているのです。 

しかし自然界は全て輪廻しています。感謝だけでいいでしょうか、感謝は行為をしない限り感謝

の意義がないのです。即ち報恩という行為は、感謝の行為が必要です。報恩のその恩に報いるとい

うことです。  

 ところが現代はどうでしょうか。報恩という行為がなければ感謝などいくらしても駄目です。食

事をする時に、一生懸命手を合わせて、何を考えているか知らんけれども、そうしてご飯を残した

り、食物を残したり、どういうことになるんですか。あのお米一粒でも彼らは人間の血や骨になる

ために自らの命を布施しているのです。供養しているのです。それに対して報いることは、やはり

無駄にしないことではないでしょうか。それを唯、形だけで手を合わせたところでちっとも悦びま

せん。 

 鶏も豚も牛も自然界にある人間の血や骨になるもの一切は、我々のために自分の命を投げ出して

いるということを知ったならば、無駄にしない、感謝して食べるということです。それは形で手を

合わせるだけではありません。心と行ないの中に調和がなければならないはずです。こうして我々

は、報恩と行為は輪廻しないかぎり、駄目だということです。  

 現代社会においては、その恩に報いるということ、親は無所得のままに子供を育てた。それに対

して、親孝行するということは人としての当然の道なのです。その道を忘れて、親は憲法によって

育てるのは当然だと、冗談ではないです。憲法なんて人間が作ったものです。自然は人間など作れ

ません。自然の姿は神の心の現れなのです。この自然の法則は人間によって変えることは出来ない

のです。これを、仏教では諸法無我といっております。諸法という宇宙の諸々の神理法則は、人間

の我によって変えることが出来ないもの、不変的なもので、諸法というものは人間の我、偽我が入

らない。こういうものが本当の道です。  

 ところが最近の仏教は難しい言葉を知って、それを説明する、こういうのが仏教だ。東大の印哲

の教授が、私のところに、おまえのような電気屋は、般若心経なんかを書くのはとんでもないこと

だ、幸いにして売れないからいいけどなんて言って、残念なことにベストセラーになっています。 
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 ですからその先生にお手紙を出しました。お手紙有り難うございました。インドのお釈迦様は東

大の何期の卒業でしょうか。イエス・キリストはどこの大学出たか一つ教えてくれと手紙を出しま

した。手紙は来ません。イエス・キリストはかつては左官屋の息子だって聞いているけど、私が電

気屋で何でこんなことを言って悪いのか。こう言って手紙を出したのです。 

あなたが本当ならあなた自身悟っていなければならないはずだ。悟っていないってことはどうい

う訳ですか。その位の印哲を出たような人なら大衆をなぜ救えないのですか。自分の頭だけでもの

を考え、知識だけで考えて智慧のない人間です。  

 人間の知識というものは、行ないという知識をとって行為する。行ないがなかったならば、智慧

には変わらないのです。智慧というものは、心の中から出てくるパニャーパラミタです。このパニ

ャーというものは、皆さんの心の中にあるところの智慧です。その智慧というものは、行ないがな

い限り、得た知識を実践しない限り、智慧には変わらんのです。それをただ知識だけで行ないもな

く、だったらとっくに東大の印哲、京大の印哲を出た先生達がなんで学問もある日本人の心も救え

ないのですか。なんだったら、インドヘ行って無学文盲の人達に説いてみたらどうですか。パニャ

ーパラミタ言ったって分かりませんよ。ガンジーですら困っているんだから。 

 ですから人間の心という価値観を知らないで行ないもしないで、そういうことで、知識だけを知

っている人間、こういう人間はちっとも偉いとは言えません。人間自身の本当の道は、こういう諸

法無我なる大自然の不変的な神理を通して人間が得たその知識を行なうことが大事です。その時に

初めて行即光ということになります。行は即ち光になる。心の中のスモッグを除くからです。  

 そこで皆さん自身が、自分の心の中に思ったこと行なったことが、もし、恨みや妬みやそしりや

怒りや愚痴、情欲、こういう足ることを忘れさった欲望、こういうものが皆さんの心にスモッグと

なっているために神の光を自分で遮っているのです。ですから本当に、諸法無我なる神理を知って

生活をしている人達は奇麗に頭の上から後光が出ています。 

 しかし毛が無くて光っているのは駄目です。これは後光ではありません。心の中が丸く豊かで平

和で、そして人の言うことを感情を高ぶることなく、正しく理解し、善意なる第三者の立場に立っ

てものを聞き、そしてものを見、ものを語り、ものを思い、そして自分が毎日の生活の中を一生懸

命に与えられた環境の中で、不平不満、愚痴を言うことなく正しく仕事をし、そして自分の一日を

よく振り返ってみて、あ、こういう事は間違っている。こういう事はもっと行なっていこう、こう

して自分を反省出来る人間になることです。 

 反省をするためには反省の規準が大事です。その規準が八正道という偏らない中道の道です。そ

して皆さんの心が反省によって心の中のスモッグを除き、丸い心になった時、動かないあの池にお

月様がまん丸く映っているように、皆さんの肉体の呼吸を調和させて、丸い豊かな心で反省し心の

スモッグを除いて、瞑想をした時に、初めて皆さんの内なる神と対話することが出来るのです。 こ

ういう生活をしている人が本当の信心深い人だということを知らなくてはいけないのです。 

 他力本願によって人間は絶対に救われない事実は、世界の全人類をみても分かるでしょう。 

 人間は行なうことです。正しい法則、不変的な諸法無我なる人間自身の我の入らない、神の心の

姿のままの自然を、己の心の物差しとして生活をすることが、本当の人間としての信心深い人だと

いうことなのです。 

 それを我々は知らないで、滝に打たれて霊感がほしい。一生懸命に打たれている間に声が聞こえ

てきた、そのうちに人のことが分かる、病気も治した。それ生き神様とこうくるのです。そういう

生き神様に限って、強欲でそして周りの者はその機嫌取り、これが現代宗教です。法蓮華経も同じ
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です。南無妙法蓮華経を拝めば人間は救われると言っているが、本当に救われている人は一人もい

ないということを知らなければいけません。 

 法蓮華経の法は宇宙の神理です。ゴーダマ、釈迦牟尼仏が多くの衆生を前にして、諸々の衆生よ、

あのどぶ沼の中のハスはきれいに調和されているではないか。そなた達は一体どうだ。そなた達の

体を見よ。そなた達の体は目を見れば目糞、鼻糞、耳糞、汗大小便、あのどぶ沼より汚いではない

か。しかしそなた達の心は、宇宙の神理を知って生活をしたならば、あの蓮の花と同じように調和

された安らぎの境地になるのだ。  

 こうやって説かれたものがいつの間にか、南無妙法蓮華経、日蓮さんのように南無をつければも

っといいではないかなんて。 

そして人間が本当に必要なら、生まれてきた時、法蓮華経と生まれてくればいいのです。そうや

って生まれてきた人は一人もいないんです。或いは曼荼羅が、絶対必要ならば、何故生まれた時に

神は与えてよこさなかったのでしょう。ぶら下げてきたものは皆んな違うはずです。神は必要なも

のだけ人間に与えてあるのです。  

 我々はそんな題目を拝む前に、自分自身の毎日の生活の中で、恨みや妬みやそしりや怒りや愚痴、

或いは足ることを忘れさった欲望、こういうものを正して生活をし、その人達こそ本当に正しい信

仰深い人です。それが道なのです。我々は、本当に神の子としての偉大なる価値を忘れているので

す。  

 苦しければ遂に他力の道に走り出す。他力ではないのです。心のスモッグを晴らせば黙っていて

も太陽の光りと同じように、光明に全て調和を与えるものです。人間は自分自身の心の歪みを治す

ことです。そのストレスを治さない限り、我々はそのような調和は生まれて来ないといえましょう。  

 現代の思想を一つみてもそうです。マルクス主義も同じでしょう。マルクス主義の根本も物と経

済というもの、この物の価値判断分配によって決まってるのです。ですから彼らの中でも同じ同志

でも、闘争と争いを起こしているでしょう。  

 最近は、おかしな宗教と一緒に組んで共産党がやってみたり、賛成だ、反対だ。資本主義は一体

どうでしょう。ケインズの資本主義経済理論も、戦後の日本の経済はあれで支えられてきたと思っ

たら、公害が出たとたんに、あの資本主義経済理論も覆りつつあるではないですか。 

 諸法無我は変わらないのです。宇宙の神理は変わらないのです。お金とか物の価値判断の上に立

って、人間が奴隷になってはいけないのです。資本主義も社会主義のものの考え方も全てが人間性

の価値観を忘れて物の奴隷になっているために闘争と破壊が尽きないのです。  

 我々は、生まれてくる時にお金を持ってきた人は誰もいないのです。死んで持って帰る人も誰も

いないのです。こう考えたならば、我々は生きている内にそれを多くの人々に、有意義に使えてこ

そ本当の金の価値があるのではないのでしょうか。 

 そんなことはない、お金さえあれば人間は幸せになるんだと皆さんが思うならば、あの青森県の

六ヶ所村という貧乏な村がありました。それが工業誘致によって、坪五百円か六百円のが五千円、

一万円になったら、お百姓さんに入った金が一億だ、五千万だという金が入った。ところがその前

までは、東京、京浜方面にぜんぶ出稼ぎに行った父ちゃん連中が、まとまった金が入ったから仕事

をしなくなった。その内に外に今度は違う女をつくるようになってしまった。その結果家庭の中を

皆破壊してしまった。これはどういう訳でしょう。  

 私の住んでいる大森というところも海苔の補償がはいりました。その当時に、莫大な金が入った

から、パーと使い込んだ連中は皆スッテンテンになっちゃっております。家族もバラバラになって



479 

 

おります。真面目な人達はマンションを作ったり、アパートを作って、堅実にやって家庭の中を調

和している人達は皆幸せになっております。 

お金が人間を不幸にしているのです。金というものも無常なものです。金はなくてはならんし、

あまり有りすぎても欲望を尽きることなく苦しみを持って行きます。  

 人間の本当の幸せというものは、まず健全なる精神をつくることです。豊かな心をつくることで

す。健全なる肉体をつくることです。そして、人間は永い歴史の中につくり出したところの現代社

会に生きるために、経済の調和というこの三つの柱がない限り、人間は幸せになれないのです。そ

のために、我々はまず、物の奴隷から己の心を解放して、心こそ不変的な価値のある、永遠の生命

だということを知ってほしいのです。  

 そして、皆さんが、もし疑問を持つならば、この中からも永遠の生命として、あらゆる転生輪廻

をしてきたところの事実を、皆さんは自らして理解出来る人も出てくるのです。日本語しか知らな

いのに、自分の生まれた過去の言葉が皆さんの口から自由に出てきたらどうしますか。 

 ゴーダマシッタルダー、釈迦牟尼仏の当時に、皆さん五羅漢とか五百羅漢という話を聞いたこと

があるでしょう。羅漢とは、アラハンとはどういう人達でしょう。彼らの心の中の窓が開かれて、

そうして自分はかつてこういう事を何年頃に学び、こうして何歳でこの地上界を去って、こういう

転生を続けて、今日本に生まれているということを、皆さん自分の口から語り出したらどうします

か。  

 まあ、この中にも神様が出るという人は何人もいます。憑依されている人もいます。そういうよ

うな人達も本当に自分にいるのが神か仏か皆さんの前ではっきりと見せてあげましょう。ですから

一番大事なのは、正しい毎日の生活をしている人達が本当の信心深い人だといえましょう。そして

又転生輪廻の永遠の生命を、自分の口を通して語り出してきます。そして何年頃私はこういう生活

をしてきた。その時の国の言葉で語り始めます。 

 皆さんも同じなのです。皆さんも永遠の生命として今、日本人として皆さんが自分で望んであの

世で、お父さんになってください、お母さんになってください。そういう縁生を結んで今、日本人

として肉体を持っているのです。こういうことが全部分かっていくような人をアラハンというので

す。 

ですからアラハンというのは、イエス・キリストの時代にも、過去世のことを思い出して語って

いる事実が聖書の使徒行伝第二章の中にあります。そうして人間は皆今だけ在るのではないのです。

皆さんも永遠の生命として、いま自分の与えられた環境は皆さんの魂の心の修業の場だということ

を知らなければならないでしょう。  

 

                  （現象は省略） 
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【人生の意義・正しい心の在り方】 

（1975 年 8 月 17 日 神戸大講演会） 

 ただ今ご紹介にあずかりました高橋信次であります。 

 台風の中を、よくも多くの皆さんがご来場下さいまして、有り難うございます。 

丁度お盆も過ぎまして、また一歩から私たちは生活が始まります。 

人間というものが永い歴史の中にお盆という習慣を作り出しまして、私達はお墓参り、あるいは

先祖の供養、また別れておった兄弟が皆集まって一つの明るい家庭をつくる。こういう、私達は体

験をしてきております。 

しかし皆さん自身が、こうして毎日の生活の中でいろいろと苦しみや悲しみや喜び、そして人間

はいつの日か、好むと好まざるとに拘らず、この地上界を去らなければなりません。これを覆すこ

とは誰もできないのです。 

しかし私達は、一番大事な、人間の生きる意義というものが分からなくなってしまい、つい「経

済的に恵まれさえすれば、人間は幸せになるんじゃないかしら？」、このように錯覚を起こしてい

る人達もあります。 

 病気の人にとれば「なんとか体が丈夫になれば……」と言って、体が丈夫になると、喉元通れば

熱さ忘れる。また、それに対する自分に甘くなっていきます。経済的に本当にゆとりがつけば人間

は幸せになるかといったら、そうではないんです。 

それは丁度、私は子供の頃から、丁度昭和二○年代というのは戦争でしたものですから、日本の

国というものを中心とした、ひとつの思想の中で生活をしてまいりました。戦争の体験もし、戦地

にも行きました。戦後日本に帰ってきて、何にも無い生活の状態から学校に入り、一歩からやり直

しをしました。 

 その当時は丁度東京は焼け野原で、現代の神田の駅の両脇はヤミ市場、食べ物といえば今のよう

な硬いお米はありません。麦です。トウモロコシ、あるいはまた、ウドンといったら海草麺といい

まして、ヒジキを少し加工したようなウドンですから硬いものではありません。着る物もどうしよ

うもならない状態です。衣類がありませんから、復員で着てきたままの服装で学校へ通っていまし

た。 

その当時はちゃんとそれで耐えて、生活をみんなしてきたし、平和でした。建設の土音も日本全

土に響いて、次々と新しい家が出来上がっていきました。到底今の生活など想像した人はいなかっ

たでしょう。 

電化製品、生活は段々潤ってきました。相変わらず労使の争いはエスカレートし、人間の心の中

にある不満は解消されることなく、我々の心の中は調和されておりません。 

一方において、私達がかつて全学連というのを昭和二一年に作りました。その全学連がどちらの

方向へ行ったか。彼らはみんな優雅な生活をしている家庭の子息でありながら、破壊活動をし、善

意な多くの人々に迷惑をかけています。教えて頂くべき先生に対する感謝の心も失っています。 

我々の頃は、教えてくださった先生に対する、師に対する感謝の心というものは、行為で示した

ものです。最近は全く逆の方向に進んでいます。 



481 

 

当時の親は、子供を育てるために一生懸命です。金儲けと、親子の対話がなく、そして自分ので

きなかったことを、何とか子供に満たして欲しいという欲望が、有名校へとエスカレートして行き

ました。育てた子供がノイローゼになり、親の言うことを聞かなくなる。あるいはまた、おかしな

方向に思想的にかぶれてしまって道を失って行く。 

ですから現代の社会を見ても、親子という間に本当の「なぜ、どうして生まれてきたのか」「そ

の縁生というものはどういうものなのか」、わからぬままに「親父たちが勝手にうまいことした後、

わしらを生んだんじゃないか。育てるのは当然だ。憲法で決まってるんじゃないか」、なんてこと

になる。 

ところが、これは大きな誤りなのです。我々はそういう環境を経過して、確かに生活環境も調和

されてきたにも拘らず、不満と不平の渦の中に混乱があります。皆さんこれで本当にいいのでしょ

うか。人間というものは、生まれてきた以上「目的と使命」があるはずです。 

私は丁度一○才の頃から肉体的な病気に襲われて、何回も死んだり生きたりしました。そして人

の否定する「あの世」というところへも何回も行っております。その結果、「人間自身生きている

上に、何らかの大きな人間の目的と使命があるはずだ。一体その使命とは、目的とは一体何だろう

か」、私は三二年間追究しました。 

ちょうど四三年の七月、私のところにいろいろと霊的な現象が起こり始めまして、三二年間追求

していたものが「これだ」ということがわかったのです。 

それは皆さんの、今この肉体、これはあくまでも三次元的な世界の肉体舟に乗っているために、

もっと高次元の世界の、心の次元の世界がわからなかったのです。しかし現に皆様は、その心の次

元である魂と共に今生きているのです。 

皆さんのこの五官でとらえるところの、眼、この眼で見られる世界というものはホンの僅かの世

界です。周波数では四○○○～七○○○オングストロームの七色の虹の世界しか、皆さんのこの眼

は見ることはできないのです。それ以外にエックス線もガンマー線もべーターも熱線がいっぱいあ

ります。更にまた、この中には電波もいっぱい飛んでおります。しかし存在しておっても見えない

というのが現状ではありませんか。 

一体耳はどうでしょうか。この耳でも我々が聞こえる範囲というものも大した事ありません。こ

の振動数も限定があります。いわんや臭覚も同じです。我々は匂いも非常に退化しているために身

近なものしか嗅ぐことはできない。こうして非常に不安定な「五官だけが絶対なんだ」というとこ

ろから、ついに「人間の幸せは物以外にないんだ」錯覚を起こしているのです。見えない世界の方

がはるかに多いということを知らなければならないでしょう。 

そうすると我々は、今皆さんは肉体という、この地上界の人生行路を渡って行くための舟と、そ

の舟の船頭さんである皆さんの本当の「不変的な魂、その心」と、今共存しているのです。「魂、

そんなもの在るわけないじゃないか」と、皆さんがもし錯覚起こすならば、皆さんは寝ている時に、

実際に皆さんは船頭さんが肉体舟から離れています。 

皆さんの脳細胞は約二百億あります。脳細胞を米粒の大きさぐらいだとしたならば、ワムという

十五トンの車両を二百台、二百輛並べただけのお米をいっぱい詰めただけのものが、皆さんの頭の

中には全部あります。 

脳細胞がすべてなのだ。脳がすべてを記憶し、すべてを想像し、と皆さんは思っているけど、こ

れはとんでもないことです。脳細胞はただ受信と送信の装置にしかすぎないのです。振動を発信す

るのと受信をするのと、一つのコンピューター室にしかすぎないのです。 
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ある医学者は、前頭葉がすべてを記憶しているんだって言っていました。本当に前頭葉がすべて

を記憶しているのなら、すべてを判断する機構であるならば、なぜ眠っているときに耳元で嫌なこ

と言われても、感情的になる人間がなぜ感情的にならないのですか。それは、皆さん自身の船頭さ

んがすべてを記憶しているのです。次元の違う世界に在る皆さんの光子体とも言う皆さんの原子肉

体と、今、一緒になっている光子体とも言うべき本当の自分が記憶しているのです。それは、あの

世という次元の違った世界を自由に往復しております。 

そこで我々は、いろいろと分からない問題がある、苦しむ、悲しむ、つい宗教にすがる。「どこ

どこの神様がよく当るそうだ。あの神様を拝めばお金持ちになるそうだ」 

ちょうど私も、自分の事務所が浅草にあります。よく浅草の観音さんにお参りに来ている人達を

ずーつと心の中で見ております。そうすると、神様は拝めば何でも協力してくれることに、まあ、

宗教はなっているんです。 

まぁ、最近はまた「お題目上げりやいいんだ」とかね。「一万言上げりやもっと良くなるんだ」

とかね。その割合にみんな良くなってないわけです。拝み屋さんの姿を見て、一生懸命に拝んでい

る人達の心の様子を見ていると、大抵が自分の欲望を満たすために祈っているんですね。まあ、皆

さんはそんなことないと思いますけど。 

浅草の観音さん拝んでいる人達、すごいのになりますと、「今日はパチンコの三七番が出ますよ

うに。あれが出ないといろいろ差し障りがある。今日も何とかお願いします」って拝んでいる青年

がいるんです。 

あるいはまた、「松戸の競輪が、3-7 で今日はいきたいと思います。観音さん是非 3-7 でお願い

します」、バカみたいなことですね。「何とか、今度の東大の試験は必勝を期しています。観音さ

ん是非協力してください」、まだこんなのかわいい方です。 

ですから、神はすべての物をこの地上界に、人間の生きるすべての環境を提供しています。皆さ

ん、神とは一体何でしょうか。観音様ですか。仏像ですか。曼荼羅ですか。ナンセンスです。 

神とは、皆さんの心の中にあるのです。この自然界そのものが神の体なのです。 

なぜ、あの……お天道様をご覧なさい。あの太陽は一秒間に約二百万トンからの熱エネルギーを

無償でこの地球に与えております。一度たりとも、私達はあのお天道様に光熱代を払った人はいな

いはずです。何も言わずに、無所得のままに与えております。神とはそのような「慈悲」「愛」の

姿なのです。決して求めない。 

そしてあの太陽の熱が、自然の河川、湖沼、この水をまた蒸発させて、陸地に慈雨を降らす。汚

い土域を洗い清めてくれる。また植物か光合成によって成長をし、また我々の肉体を保持するため

のエネルギーになってくれる。お互いにすべて自然は輪廻し、神の心はすべてに平等です。 

ところが日本の神様や西洋の神様は、信心している人以外には、なんかご利益を与えないように

しております。そんな信仰があってたまるもんですか。お天道様は貧乏人、金持ちにかかわらずす

べて平等です。地位、名誉関係なく。 

このような姿が本当の神の心なのです。それは皆さんの心の中にもあるのです。皆さんの心の中

には「我」というものがあります。仏教の言葉でアートマンと言います。この我の中にも「善我」

と「偽我」という二つのものが共存しています。 
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偽我というのは偽りの心です。神の子としての本性を失い、欲望だけに自分自身の心を埋没させ

ている苦しみの姿です。偽りの我、この偽りの我というのは自分を苦しめる一番元になっておりま

す。 

もう一つの我というのは、皆さんは自分自身の心に嘘のつけないという「善我なる心」です。 

これが共存している。偽りの我というものは、永い転生輪廻の中に、私たちが自分自身で作り出

してしまったものなのです。これが苦しみです。 

偽りの我は、愚痴を言い、そして自分に都合が悪いと怒りを持ち、恨みを持ち、妬みを持ち、そ

しりを持ち、自分の心の中に調和がないのです。 

そこで我々は、偉大なる神の心というのは無所得のままにすべて平等であるという、この神の心

の姿をもって自分がしたならば、まず我々は今生かされているということに感謝しなければいけな

いのです。皆さんは今、現に生きているのです。肉体を持って。生かされているということに感謝

する心は、やはり行為で示さなければいけないのです。行動で。 

それは丁度皆さんが育ててもらった両親、お父さんお母さんは、皆さんに対して無所得のままに

本当の愛によって育ててきました。我々はそれに報いることが大事です。親孝行という行為は当然

なこと。自然界の万象万物は、すべて輪廻転生を繰り返しております。我々の感謝も報恩という行

為がない限り観念論にしか過ぎないのです。 

そういうルールをみんな我々は忘れ、「自分だけなんだ、自分さえ良ければいい」というものの

考え方を持ってしまいます。 

ところが皆さん一人ひとりの善我なる心を手繰っていけば、皆神の心と同根であり一つなのです。

別々に存在はしていないのです。同根でありながら個性を誰も持っております。生まれて体験して

くるところの一切のものを、皆さんの心の中には記録されております。 

そして私は、丁度昭和四三年の一○月頃に、「人間というものは、心はどうなってるんだろう」

と言いましたところが、人々の心の中にちゃんと形があるんです。心に形があるんです。 

ある者はハート型になりピンク色の光を出している者から、ある者は怒りのままに炎のような光

を出している者から、ある者はやわらかい金色の光を出して平和に過ごしている者から、人間の心

は種々雑多であります。それは今皆さん自身の心の状態が、即、皆さんの肉体から出ているところ

の後光と同じように、その姿を物語っています。 

そこで我々は心に形があるということが分かりまして、そして亡くなった人の肉体を見ると心が

無いんです。亡くなった人からはそれが出ておりません。生きている人からはちゃんと夫々その人

の心に比例した光が出ております。 

そこで、人間自身の心の価値というものが永遠なんだ。我々のこの肉体は有限なんだ。この地球

上から生まれて死ぬまでのただの舟にしか過ぎない。我々はその舟の執着によって苦しみを作り出

しているんだ。 

例えば、皆さんがどんなに経済的豊かな環境に生まれた人でも、お金を持って生まれた人は一人

もいないんです。もし、この中で「イヤーわしは財産持ってきたよ」という人いますか。まあ、そ

んなのはいないんです。どんな財閥でも、どんな大地主でも、この地上界を去る時に、その財産を

持って還った人は居ないんです。もし持って還ったとしたら、心の中に持って還っております。お

荷物として。まあ、地獄間違いなしというやつです。 
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ですから、我々は生きている上に必要なものであればそれでいいのだが、足ることを忘れ去って

しまって欲望のままに生きようとします。それが苦しみなんです。 

人間に足ることを忘れ去ったときから、欲望が外に向けば無限に広がっていきます。この宇宙も

大きく広いように、欲望も大きく広がっております。我々は内に心を向けて、足ることを知ったと

きに、安らぎが生まれてくるものなのです。 

人間の作り出したもの、一切の万象万物は無常なものです。皆さんは自分の物にしたいと思って

いるけれども、よく心の中から考えてみた時に「このようなものは無常なんだ。我々は一人で存在

してないんだ」ということを知って行くのです。お互いに相手があり自分があるんだ。 

自然をご覧なさい。植物も鉱物も動物も、お互いに相助け、相協力し合ってこそ存在があるので

す。自然、神の心はそのように人間に教えております。人間は自分だけで存在しているのではない

のです。相手があって自分があるのです。柑手を思いやる心、ここに愛があるのです。それを行為

に示していかなければならないはずです。 

こうして我々が、そういう行為をしている人達には椅麗な後光が出ております。 

その後光というものが、その人によって違いますが、心の広さというものが大きくなればなるほ

ど、皆さんの心の中を断面図を描いて見ますと、本能と感情と知性と理性と想念、こういうものが

あります。 

想念というのは、皆さん自身が思ったりしていること、考えたりしていること、これも一つのエ

ネルギーです。 

そんなバカなことがあるもんかって皆さんが言うならば、精神的に苦しんで疲れる、痩せる、と

いうのはどういう意味ですか。これにお答えできますか。できないでしょうね。精神的に悩んでも

痩せるんです。 

精神的とは何ですか。心の苦しみでしょう。自分自身がやはり思うようにならない、その苦しみ

のために肉体も痩せるんです。 

それですから丁度我々は心と、心の次元と肉体の次元はお互いに相互関係にあるのです。お互い

に相互関係にあります。 

そして皆さん自身のこの肉の方で見た「五官で捉えた物」も必ず、皆さんの肉体舟の本当の船頭

さん、永遠の生命である変わらない皆さん自身の「心の世界のもの」とは、みんな直結されており

ます。 

その中のいちばん中心にある「心」というものが、これが皆さんの不変的なものなんです。永遠

なものなのです。その心の中のいちばん大事なのは、皆さんの想念、思うということ。 

この思うということに対しての法則がないんですね。だから、思うということは自由だからね。 

どんなこと思っちゃっていいんです。とこですから、よく私電車に乗りましてね。自分の家から

浅草の自分の事務所までが地下鉄なものですから。じっくり腰掛けるとだいたい三○分。前に乗っ

てるいろいろ種々雑多な方が居られます。 

その人達が何を思ってるか、よく見てるんです。いやらしいこと思っているのがほとんどですね。

特に中年になりますと本当に、前に来た女性の姿を見ていると、隣りの男性の方は、続麗だなーと

思っているうちはいいんだが、男というのは女を裸にする癖があるんです。ストリップに。もうそ
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うすると、ちゃんと心に記録されておりますよ、心の中にちゃんと。この心の中に、ビデオテープ

よりかもっとしっかりしたね。すべて記録されてます。 

ですから、皆さんはそんなことないと思うんですけれど、みんな夫々に記録されております。こ

の記録されてるものが、実はいろいろと苦しみの種を蒔いてるわけです。ですから、思うっていう

ことは如何に正さなければいけないかということです。 

法律というのは、先ほどの高橋弁謹士さんのように法律家の方は、国で作った法律の中で、人間

の行動の制約やなんかをしておりますね。これは社会秩序を保つためにできている法律です。 

ところが、心の法則というものは、本来イエス・キリストやお釈迦様がちゃんと教えているんで

す。しかし我々はそういうものが分からなくなってしまって、拝むようになっちゃった。 

ですから皆さんの中にも「南無妙法蓮華経・南無阿弥陀仏・観自在菩隣・行深般若波雑蛮多……」

って、どんなはらみてるか知らんけれども、まあ、そういうものを拝めば幸せになるんだ、救われ

るんだと思っている人がこの中にもいます。もし思ってりゃ、それは大きな間違いだということを

知らなくてはいけません。 

お経はそんなこと一つも教えていないんです。「人間の思うことと行うことはこのようにしなさ

い。こういう道を歩めば、こういう苦しみはつくらないんだよ。そして、こういう苦しみをつくれ

ば、こういう結果になるんだよ」という、いろいろな人間の生きて行く道を教えてあるのです。 

それを我々は、中国から渡ってきた漢文のままのものを上げておれば、何となく気分がいい。そ

りゃ悪いこと書いてないんですから、エロ雑誌とは違うんですから。「念彼観音力 刀尋段段壊（ね

んぴかんのんりき とうじんだんだんえ）」こんなことやつたってダンダン駄目になるだけで本当

の人間の心の価値観が分からない。 

観音様へ行って、おばあちゃんが一生懸命に「念彼観音力 刀尋段段壊」一生懸命に拝んでいる

んですね。それによって観音様のご利益を得ようなんてナンセンスです。 

観音様自身のご利益を得たけりや、観音さんの教えている通りの生活すればいいんです。それが

証拠には、まあ、神戸から東京、大阪方面にはスモッグが多いです。このスモッグは私たちが子供

の頃には無かったはずです。それがいつの日かスモッグが出来てしまってね、お天道様まで隠して

くれる。隠してくれるだけなら勘弁できるけれども、窒素化合物とかね、硫化物なんていう余分な

ものまで降らせてくれて。 

今年のちょうど三月頃でした。多摩川で遊んでいた鳥がね、飛べなくなっちゃって、目に硫酸が

入っちゃってね、降参しちゃったなんて言うんですから。どうしようもならないです。みんな落っ

こってきたんです。そんな現象が起こっているんです、現実に。そのスモッグも実は誰が作ったの

か。神様じゃないんです。生きている人間がつくったのです。 

自然は、神の与えてあるままの自然はそういうことはなかったのです。人間が欲望だけが先走っ

て、後先を考えない行為がその歪みをつくり出していったのです。 

これもお祈りによっては絶対に除けません。人間一人一人が出さなきゃいいんです。 

これと同じ、「念彼観音」拝むのだったら、自分自身の思っていることと行っていることを、正

しいという偏らない中道の道、これを根本にして考えない限り、正されるはずがないんです。 



486 

 

この間、一生懸命に、個人相談に来ておられたご婦人の方で、法華経だったようですね。時間が

あると「南無妙法蓮華経・南無妙法蓮華経」と言いながら、子供がうるさいと「うるさいわね、あ

なたは」、怒っているんですね。 

「ちょっと奥さん、あなた一生懸命に南無妙法蓮華経をやって、題目上げるのは結構だが、子供

は子供なりの自由があるんだ。それを、うるさいからといってどやしつけて、あなた南無妙法蓮華

経と言っておって何で救われるんですか」 

まあ、こんなのはいっぱいありますね。皆さん、宗教に騙されてはいけません。本当の信心とい

うものは、そんなものではないのです。皆さん自身の思っていること、毎日行っているということ

が、常に偏らない中道を根本としたものでなければならないのです。 

そのためには、まず常に自分の心の中の感情も本能も知性も理性も想念も静め、丸く豊かでなけ

ればいけません。 

もしみなさんが、感情の領域が膨らんでしまって、その時には必ず、ブレーキが効かない、理性

がコントロールできなくなります。 

感情的になるということは怒りです。こういう状態でものの判断が正しくできますか。皆さんの

心の中の感情が大きく膨れ上がっておって、正しく人の言うことを聞くことができますか。見こと

ができますか。まあ、できるとしたら神様ですね。できないです。 

やはり私達はまず感情が出たら、なぜ出たのだろうか、その原因はどこから出たのかよーく追究

してみてください。その時には大抵、自分さえ良ければいいんだという自己保存なんです。ですか

ら感情高い人達というのは肉体的にも精神的にも不安定な人が多いんです。肉体的にも当然出てま

いります。 

それだけに．まず自分の感情的な面は、もし、大きく膨れ上がってきて感情のコントロールが利

かなくなるその原因、根っこを追究していけば、全部が自己保存、自分さえ良ければいい……、欲

望が満たされないからです。自分の思うようにならないから感情が出るんです。 

ですからここで、我々は、自分の感情というものをコントロールしてみて「あっ、このような原

因があるから、自分は今感情的になっているんだ。これは直さなければならない」といって理性が

ピシッと働くようになります。この理性というのがブレーキですね。皆さんの心の中にあるプレー

キです。 

大抵、思って、顔に表現されていないとそれで済むように思うけれども、これは大きな間違いで

す。皆さんの心の中で思っていることが感情的になってるのを抑えて、我慢している人がいます。

これも正しいものではなく、毒を食べてる人ですね。 

ですから『悪霊』というのに書いてありますけれども、ノイローゼになる人々は、ほとんどが 

内向的になって、自分が見たり聞いたりする一切のことを心に詰め込んでしまって、自由が利か

なくなってしまう。コントロールが利かなくなってしまうわけです。そういう人達がノイローゼに

なる。気違いですね。 

それは自分自身の思っていることと行っていることに、正しい基準がないから起こるんです。で

すから我々は、まず自分の心のあり方というものをしっかり見つめて、見直すことが大事です。 
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そして我々は、自分の心の中に記録されているものは、生きている内に、あるいはまた死んだ後

に、皆さんは自分自身の嘘のつけない心で裁くのです。えんま様が出てきて裁く前に、自分が裁く

のです。自分の嘘のつけない心がすべて裁きます。 

それだけに、私たちのこの心というものは常に丸く豊かでなければならないし、今皆さん自身が

体験しているところのあらゆる生活環境は、皆さんの、より豊かな人生におけるところの知性を磨

くためであり、そして、より豊かな魂の修行場だということを、学習の場だということを忘れては

ならないでしょう。 

 お金が無くて苦しい人達は「なぜ」「その原因はどこにあるのか」、自分たちの仕事に対する

熱意、体の状態、あらゆることを考え直してみて、またその中に足ることを知らなければなりませ

ん。 

また経済的にゆとりのある人達は、やはり人々のために奉仕する心を忘れてはいけません。その

時に自分の心から出た行為は、必ず皆さんの心の中に全部また記録されています。 

皆さんの心の中には、この三次元のものを物質化する能力を持っているのです。そのために、皆

さんがあの世に還った時、自分自身の生まれて死ぬまでの一切が、その眼の前に立体モーションピ

クチャーでそのままの姿で展開されます。 

それを自分が見て正々堂々と見つめられる人は、これは優等生です。自分の生まれて、どんな事

でもですよ。一切合切現象化されます。見せられます。私も見てきた一人です。 

それだけに、自分自身の思ったこと行ったことが全部その前に出て、そのままの活動が、体験さ

れたことがまた同じように復習されます。それを自分達が見て「やあ、しまった」と、まずほとん

どの人々は思います。 

そこで、我々は間違いを犯した場合においては、正しい基準、正しい物差しによって自分自身の

心を反省して、自分を修正することです。 

そこで、神は盲目なる人生を送っている我々に「反省」というチャンスを与えております。反省

というチャンス。あるいはまた仏教でいえば「止観」です。止（とど）まって見ること。自分自身

の思っていること行っていることを止（とど）まって見る止観ということ。これは神が我々に与え

られた慈悲なのです。 

盲目なる人生を歩んでいるために、私達は間違いを犯すでしょう。その間違いも、正しいという

基準、偏らない中道です。正しいというのは、偏っていない、神のような心の姿です。中道という

ことです。 

そこで我々はまず自分自身の思ったこと行ったこと、これを、自分は果して、正しく善意なる第

三者の立場に立って、見る。正しいということ、善意なる第三者、善意なる第三者の立場に立って

自分自身をよーく見てみることです。そして自分の思ったこと行ったことを一つ一つ修正していっ

たとき、皆さんの心の中の曇りは晴らされていきます。 

百万言念仏を唱えてもそれは無駄です。それだけに私達はその原因、結果を良く知ることです。

苦しみをつくり出しているところの原因というものが何処にあり、そしてこの原因の根っこはどこ

で、そして今出ている結果というものは、その原因によって行われているんだから、その根を除か

ない限りは不可能なことです。 
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それで先ず五官を通し、正しくものを聞く、見ること、そして我々はまず語ること。言葉という

ものは人を感情的にさせたり喜ばせたり、それぞれ力を持っております。それだけに語るという事

も正しく語らなければいけません。 

その次にもっと大事な、思うことです。思うということは、これもやはり偏ってはならないので

す。思うこと、思っていることは、また行為していると同じことなんです。心の中にはすべて記録

されていきます。 

その次に、我々は先ず毎日の生活で正しく生きることです。毎日の生活を通し、仕事に対しても

不平不満愚痴が出たならば、その不平不満愚痴の原因は、やはり自己を中心とする欲望だけが先に

走るからなのです。 

そこで自分を振り返ってよく見て、愚痴が出やすい人達は、愚痴を言ったところで苦しみを作る

だけだということを知らなければいけないのです。愚痴というものは人々の心の中に、やはり不調

和な種を蒔くと同時に自分自身を困難に陥れます。愚痴の原因はどこにあるか。そしてその根を取

り除かない限り、愚痴から人間は開放されないのです。 

その次に、我々は先ず自分自身を振り返ってみて、反省をしてみることです。自分自身の思った

こと行ったことを、必ず一日、友達との付き合いの上においても、親子の間にあっても、自分自身

というものを振り返ってみて間違っていたら素直に。 

皆さん一人で今いるのではありません。皆さん自身の肉体の見えない世界に、皆さんの魂の兄弟

たちはいっぱいおられます。その方々に「ごめんなさい。私はこんなこと考えちゃった。これは間

違ってました。許してください」って言った時に皆さんは、より心は浄化されていくのです。 

その次に、今度は瞑想ですね。瞑想をする、禅定ですね。この瞑想というのは、これは心の振動

と、皆さんの心から出るところの振動。これが精妙化されて丸く豊かになってまいりますと、これ

が精妙化されれば、今度肉体の方の細胞各諸器官も生きているのですから、この両方が完全調和さ

れた状態、これが本当の禅定です。 

ですから丁度、私たちが禅定でいろいろの人達を指導している場合、相手自身が禅定して静かに

していると、大抵はまあ形にとらわれまして、心で考えていることは自由自在のように一般は思っ

ているけど、とんでもないことです。 

禅定をしている時の心の状態というものも、心のスモッグを除いて、そして初めて、我々は心の

振動とバイブレーションと、そして肉体のバイブレーションの調和、肉体と心の調和、このバイブ

レーションの調和です。この調和があったときに本当の禅定があるのです。それは皆さんの内なる

神との対話なのです．神との対話は禅定によってあるのです。心の中の調和なのです。 

ですから私達の心の世界というのは無限に広いものです。皆さんの思っていることも、一念三千

と言って無限に広いものです。この無限に広い心を正しい方向に持っていかなければいけません。 

一念三千と言っていますが、この心の状態を完全に調和させる、それが正しい、お釈迦様が説い

たところの八正道ですね。八正道という道、これが人間の心と中の思念です。思念と行為の、思念

と行い、行為、行いのフィルターでなければいけない。フィルターにしなければいけないわけです。 

その時に我々の心のスモッグは除かれて、そして心から出る精妙な振動と、それから、肉体の振

動が調和された状態が瞑想でなければいけないわけです。この瞑想の状態になっていきますと、初

めて内なる、皆さんは神との対話が出来るようになってきます。 
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それがわからないから多くの人々は「よし、山の中に入って厳しい肉体行をやろう」、滝に打た

れながら「観自在菩薩 行深般若心経」、それで口の中では「六根清浄（しょうじょう）六根清浄」

と言っているわけですね。 

六根清浄って一体どういうことですか。体を清めることですか。よくいいますね「神社にお参り

する時は口をゆすいで手を綺麗にして……」、心の中、勝手にどっち向いておってもかまわないん

です。そんなものじゃあ困りますね。 

やはりここで、六根清浄とは眼、耳、鼻、舌、身、意という、皆さんの耳、眼、鼻、口、心、こ

ういう、眼、耳、鼻、舌、身、意という六つの私達はもとがあります。こういう六根というこの六

つの根、この心の中に、そういうようなわだかまりを持たない、執着を断つ、一切の執着というも

のを断つ。煩悩ですね。 

執着心というものが、こういう執着心というものを我々の心の中から除いて、そして心が精妙化

され、感情も知性も理性も本能も想念も調和されてきたならば、これが本当の六根清浄なのです。 

少しぐらい手に垢がついておったって、そんなものかまわないのです。心の垢を除くことが六根

清浄なのです。六根清浄とは正しくものを聞いているか、見ているか、語っているか、思っている

か、これが大事なのです。 

それを知らないで一生懸命に神様と対話しよう、滝に打たれて南無妙法蓮華経やってるうちに、

この中にも何人かいますね、そういう人が。神様が降りてきちゃって、「我こそは八大竜王なり」

なんて言われちゃうから、「ヘェー」ってことになる。そこでまた新興宗教一つ出来上がりという

ことになるわけです。危険ですよ。 

ですから皆さんが、もしその人が真に「菩薩」だ「如来」を名乗るならば、その人の行動、言っ

ていること、行っていること、すべてその周辺が調和されていなければなりません。もしそれが調

和されず裏の生活があるとしたら、これは偽者、嘘です。悪霊だと決め付けても間違いありません。 

ですから、たとえ傍で、耳元で、我こそは稲荷大明神だと、最近はイエス・キリストだなんて言

って来ているのもいましてね。イエス様出てくるわりにヘブライ語やね、パリサイ語を一つも喋ら

ないで、流暢な日本語で喋って「あなた、どなた様ですか？」「私はイエス・キリストじゃ」なん

て言うんですね。 

まあ、キリストもね、大分名が売れておりますから、地獄界でも有名ですから名前も語ります。

本物だったら日本語なんか喋りません。当然じゃない。最近、まあ日本にもお釈迦様が大分出てお

られまして、日本のお釈迦様、日本語しかみんなしゃべらないですね。それも法華経上げろって、

南無妙法蓮華経ってやってるんだから、どうにもならないです。 

そういうように、みんなわからなくなるんです。しかし皆さんの心の中では、永い転生の中に、

やはり、正法と言う正しいイエス様の教えやお釈迦様の教えや、その前におけるアガシャーの説か

れた神理というものを、皆さんの心の中には誰も持っているのです。 

ですから、宗教家の連中はみんな束縛するのです。一旦宗教に入って、自分の教団に入ったら「罰

が当るぞ。やめりゃ罰が当るぞ。正法を誹謗すれば無間地獄に落ちるぞ」なんてね。脅迫されると

つい怖くなってしまってね。 

この間私のところに、ある宗教団体の方が来ておりまして「ここへ来たならば、私達は罰が当る

でしょうか」って言うから「あなた、今当っているか」って言ったら「イヤー、当っていません」。 
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当っていないという事実。自分自身が罰はつくるんです。罰というのは自分の思っていることや

行っていること、こういう、心の中の思念や行いが正しい八つの道を踏み外した時に、実は苦しみ

をつくり出しているのです。 

ですから苦しみは自分がつくっているんであって……。皆さん自身が育てた自分の子供や兄弟が

不幸になることを親が望みますか。やはり、自分の子供が幸せで健康で平和な生活をしていること

を、親は「ああ、あの子供は本当に幸福な、親孝行な子供たちだ」と言うのではありませんか。い

わんや盲目の、目先わからない盲目の人生を送っている人間が、なぜ神によって罰を与えられるん

です。 

罰など、神が与えるはずはないんです。その罰は自分自身がっくり出しているのです。正しくな

い思い方や正しくない行動をするからつくっているのです。 

あるいはまた、いろいろと不幸が続きますね。つい拝み屋や新興宗教へ行って拝んでいます。必

ず日本は先祖が出てくる。何代前の先祖、それを供養しろって出るんです。これもおかしい事なん

です。 

供養ということは一体どういうことなんです。亡くなった人に美味しい物を上げて、一生懸命に

お経を上げることが供養なんですか。とんでもない間違いです。 

それなら、皆さんが冷静に考えてみてください。 

まず、皆さんのお母さんがお父さんが、皆さんがまず健康で心が美しくて経済的に恵まれて明る

い家庭をつくっていれば、皆さんのご両親は「ああ、うちの子供たちは幸せなんだ、安心したよ」

と言うんじゃないんですか。 

そしたらお祖父ちゃんはどうですか。「やあ、うちの孫も本当に平和で健康で明るい家庭を作っ

て幸せだ。私も安心だ」って言いませんか。「やあ、うちの孫は本当に最近ね、バカに幸せ過ぎて

憎いくらいだよ。あいつらも不幸せになってくれりゃぁいい」なんて、もし皆さんのお祖父ちゃん

お祖母さんがいたら、これはちょっと気違い病院へ、ちょっと行ってもらわなきゃならんと思うん

です。ノイローゼです。そういうことはないんです。じゃあその前の、今度、お祖父ちゃんお祖母

ちゃんは一体どういうことになるんですか。 

それを日本人は間違えちゃってね。仏壇の前に行ってお経を上げて、朝晩一生懸命にチンと鳴ら

せば、これでもう先祖供養してるんだ。そして家の中は、夫婦が相和さないでね、相争って、子供

の方はソッポ向いちまって悪いことをする。あるいは余所の国まで行って悪いことをしだしている。

そういうような子供を持っておりながら、いかに家の中で、南無妙法蓮華経、南無阿弥陀仏、お墓

参り、無駄だということです。 

先祖はそんなこと何にも言わないんです。大事なことは、今生きている人間が健康で平和で、そ

して明るい家庭を、オホホ、アハハと笑える環境を作って生活をしているのが本当のいちばんの先

祖供養なのです。我々はその辺を間違えていませんか。 

私達はわかるんです。人間の心やあの世が。それだけに、正しい人間の生き方が必要だと言って

いるのです。そのためにお経の意味もよく理解することです。理解したら行うことです。我々は知

識だけの売り物じゃクソの役にも立ちません。得た知識は行って智慧に変わるものです。皆さんの

心の中の智慧は無限に広い偉大なる宝庫なのです。 

ところが今の仏教はその宝庫をね、多宝塔なんてね、三重の塔だ五重の塔だなんて、あんな物を

作っちゃいまして。そうじゃなくて、皆さんの心の中に、あらゆる国々を転生輪廻してきた、偉大
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なる体験された智慧の門が皆さんの心の中にあるのです。それを紐解くことができなくなったから、

我々は間違った他力本願に行ってしまったのです。 

皆さんの心のひずみ、心の中を正して、そして自分自身がその心の窓を開いた時に、偉大なる、

自分が神の子なんだという事実を、自分自身が体験する事ができるのです。その時に、今まで私の

言った事と、今度皆さんが体験する事と同じであったということを、皆さん自身、内なる心の中か

らそれを自分で実証することができるでしょう。 

正しい道とは偏らない中道です。そのために、皆さんがお盆やあるいは正月、神様の前に塩を上

げたりお水を上げたりする。それも実は自然の中に、あの塩というのも中道、NaOH、水酸化ナト

リウムと、HCl という塩酸、これがお互いに結びつきますと安定した NaCl という塩化ナトリウム。 

水だって H2O、両極端のものがお互いに付き合って、その燃焼物を消し止める力を持つような力

を持ちます。また水は、皆さん自身生きて行くうえに欠く事のできないもの、皆さんの体を遠心分

離機にかけてしまうと七〇パーセントからが水です。やはり我々は水が無かったら生きて行けない。

こうして中道という偏らないというのは、すべてそのように極端を離れることを教えております。 

現代の思想もそうです。人類が永い歴史の中に、イデオロギーが資本主義とマルクス主義という

両極端に変わりました。この資本主義もマルクス主義も、すべての物の中心は物質と経済であって、

人間自身の心の価値観というものは無いから、お互いに、内部で争い、外部で争うんです。 

人間は争うために出てきたのではないのです。人類は既にそのような闘争と破壊を卒業してきた

ところの、偉大なる神の子の生命なのです。その神の子が、争い、闘争することは本当に愚かしい

ことで、万物の霊長に進化するところの、他の動物の進化の過程にしか過ぎないのです。 

我々は既に闘争と破壊を卒業してきた偉大なる生命であり、まず我々はこの地上界に出てきて、

この神の体というこの地球上を、四十数億の人間がひしめいて乗っているところの、銀河系の中の

小さな惑星である地球という地球号の中に、宇宙船の中に、我々は同居しながら人生を体験してい

る同じ魂の仲間達なのです。それが争い闘争することは愚かしいことです。他の動物ならいざ知ら

ず、神の子として万物の霊長がそのような行為であってはならないわけです。 

こうして私達はまずこの地球という環境を、そこに住む万物の霊長の心と心の調和によって平和

なユートピアをつくると同時に、皆さんはその環境の中で、盲目の中から自分の豊かな心をつくる。

そうしますと、皆さんの心は大きくなりますから後光がドンドン大きくなり、神の光によって満た

されてくる。この神の光によって満たされるから、皆さんの光は宇宙大に大きくなって行くわけで

す。 

奈良の大仏さんを見て、何であんなデッカイもの造ったんだろうなと、皆さんは錯覚を起こすで

しょう。あれは本来拝むものではなく、あのような広い豊かな心になれということを説いたものな

のです。 

皆さんが禅定をしている時に、瞑想をし禅定をしている時に、皆さんの体が宇宙大に大きくなっ

ていることを体験する人も出てきます。そうすると禅定している最中にこの地球がドンドン小さく

なってて、自分が宇宙の中に自分がいることを発見します。こういうように、心の広さというもの

は無限にもなるし、また小さくもなって行くものです。 

それだけに仏像の後ろに出ている光、後光という、如来になりますとね、全く質素です。それで

も後光は大きく出てます。皆さんおかしいなと思うでしょう。なぜならネックレスもはめていない

し、あるいはまた金鵄勲章（きんしくんしよう）も着けていない。おかしいなと思うけど、そうで

はないのです。 
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如来といわれるような悟られた方々は「宇宙はすべて自分のものであり自分自身だ。一切のもの

は無常なんだ」ということを悟っているんです。ですから心に引っ掛かりがない。光明に満たされ

て曇りが無いから、光の肉体は宇宙大に大きくなっています。これが宇宙即我の境地ですね。宇宙

即我の境地です。 

菩薩なんていうのになりますとね、頭の辺にズーと金色の光が出ていますね。これは、菩薩は菩

薩としての心の広さの段階なんです。ですから、私達はそういう心の状態を現したのが仏像であり、

あるいはイエス様の像はそういう光によって満たされております。それは心の広さを現しておりま

す。 

ですから、この中でもズーとこうやって見ますと、金色の光でなくてピンク色の光を出している

人もいます。あるいはまた、真っ赤な光を出している人もいます。それはその人の心が、例えば怒

り、イライラ、イライラしていて心に落ち着きの無い人達。あるいはまた、異性のことを考えてホ

ワーと燃えている人ね、そうすると今度ピンク色の光が椅麗に出ております。 

これは人によって違います。出来得ればみんな金色の光が出てきてくればいいんですけれども、

出ている人少ないみたいですね。まあその内に神戸へ来ると、また出てくるんじゃないかと思いま

す。 

人間の心が椅麗になるとこうなります。ですから、あの世に還る時も皆さんの心の状態によって

つくり出されていくのです。美しい心の人達はそのまま光明に満たされた世界に還りますし、心の

中に混乱をきたしている人達は、やはりそのような状態のまま行きます。 

あるいはこの中には不自然なものをね、憑依して、『悪霊Ⅰ、Ⅱ』に書いてあるように、そうい

うものと同居してご来場なさっている人もおられます。まあ、そういう人達の心の中にはイライラ

があり、自分に心に安らぎがない状態だと思います。 

また、心の中に恨みも妬みもそしりも怒りも愚痴もなく、毎日一生懸命過ごして足ることを知っ

ている人達は、このように金色の光が椅麗に出ております。 

好むと好まざるにかかわらず、皆さん自身は明日生きているという保障はないのです。あの世に

還るときには、皆さんはその状態の肉体を持ってあの世へ還るんです。そしてまたあの世で、皆さ

んは生活が始まるんです。 

盲の人達は「あの世なんか在るもんか」と。最近はお坊さんまでがね「あの世なんか在るもんか。

魂なんか、とんでもない」と。「たまげた話するな」なんてね。 

この間、東京のある有名なお寺で始まりましてね。「それならば、お坊さんに質問します。あな

たは『引導』はどうして渡すんですか。これは詐欺の行為のひとつだ」。その次に「あの世がない

と言うならば、あなたはなぜ施餓鬼をするんですか」。 

大僧正猊下（げいか）、何とかというのがね、もうそうなりゃあ人間以下の、「下・以下（げい

か）」ですね。そういうように、もうお坊さん自身がわからなくなってしまうんですから。それで

引導を渡すだなんて、堂々とね。しかも戒名まで書いて、そのお坊さんにかぎって高い金取る。「院」

を採ったら直ぐに五十万だというんですからね、坊主丸儲けもいいところです。 

ところがあの世へ還って、「院」を言って出てくるのはいないんだから、これまた不思議です。 

高野山の、丁度お墓のところズーと歩いているうちに「あなたはどなたですか」って聞きました

ところがね、有名な武将です。その武将が「何々院殿何々大居士」って書いてあるんですけどね。
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「これは誰」って言ったら「わしの名前になっているのじゃが、わしは、亡くなった後に使われた

のでこの意味はわからん」って言っているんですね。それで地獄霊ですよ。 

まぁ、最近、葉巻くわえたね、ご立派な元首相というのまでが地獄におりましてね、「日本の国

はわしが救ったんじゃ」なんて威張っているんですから困ったもんです。ですから大統領でも地獄

には行くんですよ。貧乏百姓でもちゃんと天上界へ行く人達だっていっぱいあるんです。 

ですから人間の心の在り方、思う事、行うことが、真実であるかないかということがすべての基

本なんです。それだけに私達は心の状態というものをしっかり知って生活をしたならば、本当に人

生というものの本当の意義がわかってくるのです。間違った信仰をしてはいけません。 

本当に信心深い人達というのは毎日の生活を通し、正しく自分が聞き、正しくものを見、正しく

ものを語り、正しくものを思い、そして毎日の生活に、正しく私たちが生き、自分自身の心の中に

思っていること、想念、念というものも正しく念じ、我々は自分をしっかりと反省し、止まって自

分自身を観て、毎日を瞑想をして生活をしている人達が、本当の信心深い人達です。お経の量じゃ

ないんです。毎日正しく生きているかということが正しい信仰者だということです。 

神は遠くに在るのではないのです。遠くに祀られてあるものではないのです。皆さんの心の中に

在るのです。そしてその心の中から、皆さんは真に安らぎのある生活のできている人達こそ、本当

の、これは信心を実行している人達なのです。 

信心とは皆さんの正しい心、善我なる心を信じることです。遠くに在るのではなく、最も身近な

自分の心の中に在るのです。皆さんはそれを信ずることです。 

もし皆さんが、だまされたと思っても結構です。なぜなら私のしゃべったことは皆さんの心の中

にすべて記録されてます。それがあの世に還った時、いずれまたビデオテープが逆転して皆さんは

この事実を知ります。その時に「あっ、あの男の言ったの本当だ。あれは電気屋だったな」という

ことになるんです。それでいいじゃないですか。そして皆さんの心が平和で……。 

僕らが金襴緞子（きんらんどんす）を身にまとって、あたかも教祖かなんか。私は電気屋ですか

ら、別にそんなこと信じなくとも、正しい心のあり方が大事です。 

ある高僧が「お前のような電気屋が『般若心経』なんて書くのはとんでもない見当違いだ。日本

人の恥だから二度とああいう本を出してもらっちゃ困る。幸いにして本が売れてないから幸せだが、

二度とこういう本は書くな」と言う。 

お坊さんがね。私のところへわざわざ手紙をよこしましてね。内容証明で。私はよーく見まして

ね。 

ですから「お便り拝見いたしました。あなたは東大の印哲を出て高野山大学の学長までおやりに

なられた、偉大な高僧だということを私は知らなかったけれども、まず私の質問にお答え願いたい。

あなたはバカに、私が電気屋だと引っかかってるがね、そりゃ感電することもあるけれども。しか

し私は簡単に人を感電させるようなことはしません。まず、イエス・キリストは確か左官屋だとい

うことを、聖書にありまして、私が電気屋ですから、別にそんなにあんまり大差ないじゃないか。

それでまた、お釈迦様は武士だって聞いているんだが、お坊さんだってひとつも聞いていない。素

人が説いたものを『わしはプロだ』って言うのは、これは、プロと素人とね、プロとノンプロの違

いを教えて欲しい」。 

で、第三間は「インドのお釈迦様はいつ東大の印哲出たか教えてほしい」って書いたんです。と

ころが先生、ちっとも返事が来ないんですね。 
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ですから、だいたいがプロだとか。プロだったら裸になりゃあいいんです。自分の心を。そして

迷える衆生のために自分の身を供養して行動すればいいんです。そんな人がどこにいますか。そう

いう学者や僧侶で悟っている人がいるんですか。悟っているならやりゃいいんです。人間のために

立ち上がればいいんです。ところがやらないのは、安住を決め込んでいるのはどういうわけなんで

すか。 

仏教は亡くなった人の先祖供養なんか一言も教えておりません。人間の生きる道を教えているの

です。 

亡くなった人達に対しての供養は、当然我々現代肉体をもっている以上は、先祖があるから当然

我々があるんです。それに対して、やはり先祖にいちばん供養することは、今持っている肉体が健

全で、健全なる精神、健全なる肉体と調和された経済環境の中で、やはり朗らかに生活することが

先祖供養のはずです。 

それをいろいろと間違えてしまって、仏教は違う方向に行ってしまいました。しかし、私達のグ

ループの中にもお坊さんがいっぱい増えてきました。当然です。心ある人達は。ですから私達はそ

ういう正しい人間の生き方、遠くにある神様を追うのではなく、皆さんの嘘のつけない己の心を信

じ、そのままに生活する日常生活が、本当の正しい道なのです。 
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【神戸講演会終演後のご講話】 

（1975 年 8 月 17 日 神戸三輪亭晩餐会において） 

皆さんが、ご来場なさいました、そのご努力は実に皆さんのご協力の賜物だと思っております。 

幸いにして台風もそれてしまい、私達の真実の「モノ」を一人一人の人々に、そして心の中に、

本当に人間の偉大性というものを知って欲しい、私はそれだけなのです。 

ＧＬＡを大きくするとか、そんなことは細かいことです。真実のものは黙っておっても人の心の

中に入っていき、そしてそれがまた人生としての目的と使命を自分がやがて知って、有意義におく

るようになります。 

幸いにして、私は全く仏教とか、キリスト教を知りません。専門は電気屋、物理学の専門屋です。 

しかし、その中から得たものが、全く、神意の仏教や、或いはまた、キリスト教と変わってない

ということを発見しただけでも私は幸いであると思っております。 

そして、自分自身が自分の心の中のスモッグを除くにしたがって、本当の人間というものの価値

観が解りました時に、何かと迷っている人達やそういう私のような体験を通して、人生というもの

に同じような体験をするだろう。 

そういう関係から、何時の日か外に出まして、事業の傍ら四年になる。 

四年になりまして、既に北海道から九州、アメリカからブラジル、さらにまたエクアドルからず

うっとアフリカまで、私達の説いていることが広まってしまいました。 

これが、もし、私が素人であり、仏教のブの字も知らない人間が、実際に説いているものが、専

門の皆さん、お坊さんや学者の方々に、そういう人達の心の中に、解って貰えるというだけでも私

は幸せだと思います。 

何故ならば、素人が、素人なるが故に学ばないで解ったという事実は否定できない。 

そういうことで、神戸でこのように講演会が催され、まず人間の価値観を知って、より調和され

た社会ができるならば、これにこしたことはありません。 

ここにお礼の気持ちといたしまして、あまり文学的才能のない技術屋が書いた詩ですが、一つ、

聞いて頂きたいと思います。 

これを朗詠でやらせて頂きます。 

風浪の 路をもとざす 神の愛 港神戸に 法の灯 

六甲の 見わたすかぎり 町や村 光に満たす 友はすこやか 
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【価値観の発見】 

（1975-09-28 鹿児島講演会） 

 西郷隆盛の、あの明治維新を通して日本の現代を築き上げてきました中心で、二度講演が出来る

ことを心から感謝致しております。 

まず我々はこうして日常生活を送っておりますが、人間は一体何の為に生まれてきて、何の為に、

我々はこの地上界の目的と使命を果たして帰らなければいけないのか。こういうことが、現代の社

会の人々には分からなくなってしまいました。 

その結果、まず我々は経済的に物とお金、この物の価値というのが現代の社会生活の中に根を下

ろしております。あるいはまた、人生における地位とか名誉、こういうものを築くことがまた価値

ではないだろうかと。 

しかし、よく考えてみますと、この価値観というものもいつの日か人間が、長い歴史の中に作り

出してしまった価値であります。しかし我々は、仮にその価値が満たされたからといったところで

満足は出来ません。我々の本当に生まれてきたところの価値観というものは、もっともっと大きな

広い不変的なものであったはずです。それが分からなくなってしまいました。 

私のところに過日、日本でも有数な経済力のある方が参りました。その方は、お金が絶対に幸せ

にする価値だと本人は思って五○年間過ごしてきて、その結果自分の目的が果たされた途端に、家

族が全員入院してしまった。ご本人も入院のベッドの上で、「そうだ、わしは今まで金さえあれば

絶対に幸せになると思っていた。しかし今、家族が全部入院してしまって、もしこのままこの世を

去ってしまったら一体このお金の価値はどうなんだろうか」、彼は真剣に考えたそうです。 

そのときに、たまたま私の本を読みまして、私のところへ彼は訪ねてまいりました。 

「今まで私は地位と名誉とお金が全てだと思っていたけれども、とんでもない間違いであったこ

とが分かりました。時に、今ここに二人の子供を連れてきておりますが、今、次男坊は目が見えな

いのです。何とかならんでしょうか。もう一つは私たち家族が何故、全員入院してしまったのでし

ょうか。その理由はどういうところにあるのでしょうか。教えてください」と言って参りました。 

ところがその方は日本でもゴルフ場を相当持っている方ですから、ブルドーザーでゴルフ場を造

成する過程の中で、古墳もだいぶ潰したそうです。その結果、古墳にも住んでいる住人達がおった

わけです．その住人達にしてみれば、自分の安住の地だと思っている環境を破壊されてしまった為

に、その社長以下従業員にもいろいろな現象が起こり、もちろん家族にも肉体的な現象が現れてし

まったわけです。 

そこで私は、 

「あなた自身が金儲けだけで人の安住の地まで奪ってしまったのです」 

『いや、私はそんなことをした覚えはありません』 

「なくなった古墳あるいはまたお墓、こういうものに対する、あなたは無断で全部掘っくり返し

たはずです。その結果、あなたの家族に全部その間違いを正させるために憑依しているのです」 

悪霊ですね。そこで我々は、そんなものはあるものかと普通常識では思うけれど、それは盲の人

間の言うことです。我々は二つの目を持っておっても、次元の違った世界の存在というものが分か

らなくなってしまった。その為に我々はややもすると、五官で感じ得ない世界を否定しがちです。 
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しかし本人は、『お祓いもしました。お祈りもやってもらいました。ですから皆成仏していると

思います。それにもかかわらず私達に憑いている理由はどうしてでしょうか』 

その時に私は言いました。「ゴキブリというものはどういう所へ出ますか」 

聞きましたところが、『ジメジメして薄暗いところに出ます』 

「その通りです。あなた達の家族のジメジメしている薄暗いところに、そういうものが集まって

あなた達に憑依しているのです。そのためにあなたの家庭の中は平和がありません。夫婦は争い、

子供は勝手バラバラ。明るい家庭とは言い難いのです。まずあなたから家庭を修正することです。

家の中にウソのない生活をすることです」 

と、本人に言いましたら、『その通りです。お金が全てですからと思っていたが、とんでもない

ことでした』 

こういうように、ご本人達が気が付いた時に憑依しているものも憑けなくなります。その結果、

次男坊に憑いておった、見えない盲の状態の方が見えるようになってしまったんです。その姿を見

たとき、ご主人も驚いてしまったわけです。そして自分が一○年も二○年も肩が張り、それから首

筋がしっかり張ってしまってどうもしっくりしない。頭の方がいつもボーッとしている。この姿も

本人自身の心というものの歪を取って間違っていたということを発見し、そうだ、今から修正する

んだというと同時に、憑依霊も憑けなくなりますから．顔色が変わってきます。言うなれば奇跡が

起こってしまったのです。 

まあこうして、価値というものは、我々は長い歴史を振り返ってみますと、現代社会においては

皆さんもご存知のとおり、マルクス主義と資本主義というこの思想が二つあります。これも我々が

この地上界に出てきた当時は、皆心がきれいで調和されておった、かつての原始共産政体、自然と

いう厳しい環境の中から安住を得るために、お互いに相互関係の調和がありました。 

しかし、それもやがて自分の子供が出来、孫が出来、子孫が膨れ上がるにしたがって部族という

ものが出来上がります。その部族のグループで生活をしているうちに段々とグループが大きくなり

ます。やがて豪族を生んでいきます。豪族同士はお互いに自分の領土、あるいはまた、自分の身内

の関係から守ろうとする本能が出てまいりますから闘争が生じます。闘争が生じているうちに、や

がて武器というものはどんどん発達し、豪族の中からやがて武将が生まれてまいります。 

武将は商人と組んで、自分自身の環境を整えるためにあらゆる方法を取って封建社会を作り出し

ました。本来自由であるべきものが封建社会を作る。そして自分の生活環境の安住、子孫の繁栄を

図ろうとします。ここに厳しい階級制度が生まれてまいりました。 

しかし底辺の人達は、そうなりますと武力によって支配される、殺されてしまうから、やはり団

結以外にないじゃないか。皆は弱い人達が集まって、自分達の生活の場を確立しなけりゃならない。

そのリーダー達はやがて一つの組織を作り出します。これがまあ、日本で言えば一向一揆のような

ものです。こりゃどこの国においても同じような形態を辿っております。 

こうしていつの日か、武将はお互いに闘争をし、一つの環境を整えていきます。弱い者が負け、

強い者だけが残っていきます。これは日本の国の、現代の姿をみても分かると思います。 

しかし、武力によって人間の心までは支配出来ません。まあ現代、共産国の中でも力によって屈

服させたところで、人間の心の自由を彼らは支配することが出来ませんから、その中でくすぶって

いるものはやがて、自由という立場になってくると爆発してきます。 

また日本のようにあまり自由すぎると勝手なことを皆やりだす。爆弾持って爆弾仕掛けるのは当

然のようになってしまいます。 
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こうして厳しい武力によっての階級闘争の中で、やがて闘争ばかりやっている人達に平和があり

ません。必ず商人達によってやられます。商人にしてみれば、敵であろうが味方であろうが商売に

よって儲かりゃいいんですから。どんな相手でも組んできます。 

しかし商人の方は、資本主義の方は自由があります。やがて不調和な闘争をしている武将は、経

済力で圧迫されていきます。統一されていきます。そこでまた自由というものが生まれてくる。そ

の自由の中に資本主義が生まれてきているわけです。 

ところが資本主義自身も長い歴史の中に、常に修正資本主義、人間の欲だけを中心にして考えて

いたものは、安定されたものがありません。 

一七七九年代においては西欧、特にナポレオンの全盛時代にオーギュスト・コントという人が出

ます。社会の矛盾を突いてきます。武力によって権力によって、僅か五％の人間のために九五％が

犠牲になっていいんだろうか。このような世の中は正しいものではない、と言って彼らは疑問を持

ち、社会の秩序というものをこのようなシステムにおいて本当の平和は有り得ない。彼はついに実

証哲学というものを発見していきます。 

更にまた一八一八年位になりますと、ハーバート・スペンサーという人が出てまいります。この

方も社会の矛盾に対して疑問を持ちます。ドイツにはへ－ゲルが出、更にマルクスが出てまいりま

す。マルクスは上部層と下部層、常に闘争の中に文明が発達していくんだ、いわば現代のマルクス

主義の根本です。 

こうやって資本主義の方は資本主義の方で、お金の価値観というもので、経済力によって人を支

配出来るようになってきます。こうして漸く、闘争と破壊の混乱した世の中から、この地球上は資

本主義とマルクス主義というものが対等になってきたわけです。これが日本の政治の状態にも表れ

ております。しかし、彼らの物の価値観というものはやはり相変わらずお金と権力と、更にまた物

です。そのために常に闘争が存在するのです。 

しかし、一番大事なものは皆さんがこの地上界に出てくるときに、どんな経済的に恵まれた人で

あろうとも、貧乏人であろうともお金を持ってきた人、財産を持って生まれてきた人は誰もいない

のです。しかし我々は長い歴史の中に、そういうものが絶対的基準に変わってしまったところに問

題があるのです。 

我々は、こうして死ぬときにもどんな財閥であっても、お金一銭一厘ともこの地上界から持って

帰ることは出来ないのです。永遠の生命として皆さん自身は、肉体が絶対なんだと錯覚を起こして

いるだけです。この肉体ですら、自分のものだと錯覚を起こしているだけです。今の皆さんの肉体

舟は、人生航路を渡っていくただの船なのです。 

いやぁ、そんなことないよ。これはわしの肉体だよ。もし皆さんが自信を持って言えるならば、

たいていこの中に若い人もお年を召した人もいます。何で生まれたときから若い頃の、一八、九の

身体をそのまま持ちこたえることが出来ないのですか。年と共にしわが増え、一定の年頃になった

らお化粧するのも嫌になる。鏡も見なくなってきているご婦人もいるんじやありませんか。 

このように我々の肉体というものも、自分のものだと思っておっても、これは自分のものじゃな

いんです。我々はこうして、肉体が絶対だと思っている割に、この中でも精神的に悩んで痩せる人

がいます。精神的に悩んで苦しんでいる人もいます。何故でしょう。じゃ、精神って一体何でしょ

う。どういうものなのでしょうか。 

今皆さんが、この肉体舟に乗っかっているところの、船頭さんが永遠のものなのです。それは皆

さんが、全て肉体が絶対だと思っている。生と死というものはあくまでもただ肉体舟の消滅か、あ
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るいはまた、この地上界を渡っていく船の出生かに過ぎないわけです。その船に乗っかっていると

ころの船頭さん、これが皆さんの永遠の自分なのです。魂なのです。 

「そんなの見えないから分からないよ」と皆さんが思うならば、それは皆さん自身の絶対に自分

にウソのつけない心というものがあるはずです。「いやいや、そんなことない。僕は自分で結構自

分にもウソつくんだよ」 

もしこの中でそういう人おったら、これは人間じゃありません。神の子の証として皆さん自身は、

自分の心に絶対にウソのつけない善我なる心を持っております。もしウソをつくとしたら、それは

皆さんの心の中に作り出してきたところの偽りの我、偽我なのです。 

皆さんの永遠の生命として、皆さんも今はこの地球上という環境の中で自分が望み、そして新し

い人生の学習の為に、今皆さんは永遠の生命としての過程を体験しているのです。最も地球上とい

う不安定な、物質的な振動数の粗い世界で、今皆さんは生きているのです。 

本来は、皆さんは永遠の魂であり霊であり、偉大なる神の子としての力を誰も持っている魂達な

のです。霊達なのです。そのために皆さんが、自分の心というもの、肉体を支配している心という

ものが全てを記憶し、過去、現在のあらゆる体験が皆さんの心の中には記録されているのです。 

ところが我々は、この地球上で生まれて、今まで体験してきただけのことしか知らないと思って

いるが、それは大きな間違いです。皆さんの心の中には、永遠の体験された偉大なる智慧が埋蔵さ

れている宝塔なのです。宝物の塔を、宝物の倉庫を皆さんは自ら誰も持っているのです。それは皆

さんの心の中に、ビデオテープやテープレコーダーと同じようなものがあってすべて記録されてお

ります。 

ただ自分が生まれて現代まで、自分の心の中に思うこと行うことが正しい基準を失って、欲望だ

けを中心に出し、自己保存というスモッグを自分の心に作り出してしまった為に、偉大なる宝物の

倉庫の扉を開けることを忘れてしまっただけなのです。テープレコーダー、ビデオテープの心の中

にある偉大なる体験、智慧を皆さんは、そのスイッチの押し方を忘れてしまっただけなのです。 

しかし我々は、世の中を見ますとあらゆる宗教があります。そしてその宗教は祈ることによって

皆救われるようになっています。しかし、本当に祈ることによって人間は救われるのでしょうか。

それは、私はノーと言います。 

人間は誰も神の子であり、偉大なる智慧の持ち主達なのです。我々は本来、自分自身の心の中に

ある善我、ウソのつけない善我なる生活をしておったならば、心にスモッグがないためにあたかも

太陽が、曇りがなければ光と熱を全て平等に大自然に与えているように、神の光もまた同じなので

す。心の中のスモッグを除くことです。そのスモッグを除けば、誰も偉大なる他力の力を与えられ

るのです。誰もまたスイッチの入れ方を知ることが出来るのです。 

ところが現代の宗教というのはそういう様なことがなく、仏壇に向かって先祖を祈る。お寺に行

ってまた祈る。神社に行ってまた祈る。お祈りすれば救われるんだ。 

ある者は霊感が欲しい、何とか力を付けたいと思って山の中に入って行をしてみたり、水をかぶ

ってみたり、厳しい肉体行をやります。その行によって神の力は与えられたと、言っている人達も

います。 

皆さん、本当の信仰って一体どういうものなんでしょうか。あまりにも巷に神々が多すぎる為に、

皆さん自身も神というものの存在が一体どういうものか分からない。 
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しかし長い歴史の中に我々は、信仰というものが生活の中に密着しているから、習慣というもの

の中で信仰やっている人が多いと思います。そのために、お経をあげたり、祝詞をあげたり致しま

す。しかし、お経というものも本当によく日本語に直したら一体皆さんどういうことになるんでし

ょうか。あれ、中国語だからいいんです。あれ、インドの言葉だからちょうどいいんです、分から

なくて。 

ある日本の、法華経の宗教をやっている人達は、曼荼羅やあるいはお釈迦様の仏像の前で一所懸

命に、あき足らずね、お経をあげております。南無妙法蓮華経、南無阿弥陀仏。一体これはどうい

うことを意味してるんでしょう。意味の分からない言葉をあげることがお経なんでしょうか。しか

し、皆それに疑間を持たない。昔っからそういう習慣であるから、そういうものをあげるのが当然

なんだというように、私達の生活の中に密着しているのです。 

例えば、南無阿弥陀仏。朝から晩まで、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って拝んで

います。仏壇の前で。あれもこれインドの言葉だからいいと思うんです。これを現代語の日本語に

直訳したら一体どういうことになるのです。ナーモアーミダーボというインドの言葉が、中国を渡

って日本へ来たら、南無阿弥陀仏になっているのです。日本語に変わってしまったんです。 

これは、ナーモというのは帰依するというのです。アーミというのは阿弥陀様、ダーボというの

は悟られた方。即ち、阿弥陀様の悟られた教えに帰依する。これインドへ行って、ナーモアーミダ

ーボと言ったら帰依するということ。それを毎朝仏壇の前で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って。

私は阿弥陀様に帰依します、阿弥陀様に帰依します。口でばっかり言って帰依をしないんです。法

に帰依するっていうことですね。 

あるいはまたお経の中に、「爾時世尊従三昧安詳而起告舎利弗」といつも法華経の皆さんが拝ん

でおります。これも中国語だからまだいいんです。お釈迦様の仏像の前で、「そのときお釈迦様は

禅定三昧に入っておもむろに立ち上がって、正法というものはなかなか難しくて入りにくいんだよ」

って、お釈迦様の仏像の前で言ったなら、生きているお釈迦様ならなんて言いますか。お前、そり

ゃわしが教えたもんだよ。それを実行したらどうなんだい、と。 

そしてお経を拝みながら、そのそばで子供がうるさいことを言ったら、「うるさいわね、この子

供は。あっち行ってなさい、お経あげてる最中だから」 

あるいはまた、煮付けをしながら一所懸命に、ちょっと時間見て、爾時世尊従三昧安詳而起告舎

利弗、拝む。そしたらむしろ、お前美味しいものをもっとしっかりしたもん作りなさい、と。わし

にそんなこと拝む必要ないんだよ。 

それが現代何千万という人達が、そういうものが正しいんだと拝んでいるんだからおかしくなる

んですね。そういう点、皆さんは疑問持たないんですか。私は電気屋です。電気屋でも疑問持つん

ですからお坊さんが持たなかったら尚おかしいと思うんです。 

ですから本当の信仰というものは、もうそのように化石化してしまった。一般の人々は分からな

くなってしまった。そうすると、彼らの常套手段はバチが当たると、こうやって教えるんですね。

粗末にするとバチが当たる。 

そんなら私はそういう人達に聞きたいんです。皆さんは、自分の子供や兄弟が不幸になることを

喜びますか。お父さんやお母さんは、無所得のままに子供の為に尽くしてきているはずです。子供

を産んで育てる。 

ちょうど過日、私も電算機を作ってるもんですからいろいろ計算します。お母さんに日当五千円。

生れ落ちて、オシメとかいろいろ泣いたり騒いだりする時期に特別手当を出しまして、計算して二
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五歳まで育てると、約一億五千万。大学まで入れると二億何千万ってかかる。医学部入れたらもっ

とかかります。 

これを親はダダですよ、無所得です。子供の幸せだけを楽しみにして生きている親の心、これが

本当の神の心であり、仏の心なのです。本当の神が、何でバチを当てるんでしょう。そんなものこ

っちからケツまくっちまえばいいです。拝むことによって足りなくてバチ当てるようなもんなら。 

じゃバチは一体どうして当たるんでしょうか。 

バチというのは自分自身の生活を通し、毎日の生活を通し、思ったり行ったりしてること、皆さ

んの心の中で思ったり行ったりしている。それが、ウソのつけない自分の心のままに生活をしてお

れば、まずバチなんか当たりませんね。それをウソのつけない自分の心というのは、中道という、

片寄らないという心です。中道の片寄らない、我々のいわば光の世界に通じているところの道です。

この光の世界から逸脱した分だけ苦しみを作るんです。それがバチなのです。自分自身が作り出し

ているのです。ですから我々は、バチというのは自分が作っているんだ。自分の偽りの我の生活を

しているから、自分で苦しみを作っているんだということです。 

ところが、日本には八百万の神々がおります。たいてい町の拝み屋は、最近は稲荷大明神だの菩

薩だの如来だの言って出てきます。あるいは、何とかの巫女って出てきます。そうすると、その人々

のやっていることが一つか二つ当たってしまうと、ついそこにまた新興宗較が出来ちまう。 

じゃあ皆さん、本当の神様って一体どういうものなんでしょうか。本当の神というのは、お母さ

んの、お父さんの心の姿です。無所得のままに、子供の本当に成長だけを楽しみに生きている心の

姿です。 

この地球に対してお天道様は、それならば自然は一体どうなんでしょう。我々はこうやって地球

という宇宙船の中に、三○数億の人達がひしめき合っております。この地球に対してお天道様は、

お天道様の熱・光のエネルギーというものは、これは中近東の石油のエネルギーとは比較にならな

い大きさです。お天道様を壊して地球を作りますと、三三万個出来ます。お天道様ね。あれ壊して

地球を作ったら三三万個も出来るんです。だから、地球が全部石油のエネルギーだと言ったところ

で、お天道様から比べたらこりやもう比較にならないんです。 

そのお天道様が一秒間に 9.3*1022kcal、これはもう大変なエネルギーです。宇宙空間に全部出し

ております。そのうち地球に対しては、9.3*1022/2.5*103kcal と言いますと、二百万トンの石炭。

一万トンの船にいっぱい石炭を積めて二百艘です。二百万トン。これをカッチンという間にお天道

様は黙っていても、ダダで地球に熱・光を与えています。これを地球上の人類が均等割りで、お天

道様に熱代と光の光熱代を払ったら、皆さんいくら金持ちでも全部破産します。これこそ石川啄木

じゃないけれども、働けど働けど暮らし良くならざりきです。 

まあ、そういうようにお天道様は、そのように無所得のままに、この地球上にダダで熱・光を与

えている姿を皆さんよく考えてみてください。ああ、お天道様出るのは当然なんだ。それで、人間

って勝手なもんでね。雨が降れば降ったで文句言う。天気が続きや続いたで文句を言う。それでも

お天道様、黙って光と熱を与えてます。そしてこの熱と光があるから、この自然界における植物も

動物も生存出来るんです。 

いやぁ、太陽なんか無くたってかまわねえよと、もし思ったら、地球は即座に凍っちゃいます。

凍ってしまいます。生存なぞ出来ません。さらにお天道様の方で、じゃあ、もっと熱を出してあげ

ようじゃないかって熱を出されたら一体どういうことになりますか。南極と北極の氷が溶けちゃい

まして、地球は水浸しになります。まず皆さんの体温は三六．五度平均。体内温度は三七度二分で

す。それ以上の熱を常に太陽から与えられておったら一体皆さん生きていけるんですか。ちゃ－ん
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と自然は、人間の生きられるような環境を提供しております。それによって神は、黄色、黒色、白

色という人種を作って、その環境に耐えれるように創られているのです。 

我々はそのように、無所得のままに与えられている自然の姿というものに案外無関心です。それ

ならば我々は何をしなければならないのでしょうか。無所得のままに与えているところの大自然。

植物はまた、あの太陽の光合成によって実り、澱粉やタンパク質や糖分を作り、また皆さんはそっ

からエネルギーを吸収して血や肉や骨にし、やがてこの地上界を皆さんが去るときには、皆さんの

体を焼いてしまえばわずか三合の灰です。そしてほとんどが空中に戻ります。 

CO2という、腐っても CO2、空中に戻ります。一部分はリンやカルシウム、その他のものは土の

中に入って同化します。そしてそのまた CO2は植物が吸収して、ちゃんと彼らの栄養源になり、ま

た我々の肉体は形を変えて人間の体に入り、動物の体に入り血や肉や骨になっていきます。 

こうして我々は、自然の姿を見ても全て輪廻しておるのです。不思議でもなんでもありません。

我々はその自然の恵みというものに対する全て平等な姿こそ、これが本当の神の心なのです。神の

心は全て慈愛に富んでおります。無所得のままに、すべてのものの生存の環境を調和さしておりま

す。 

これがもし植物だけが存在してるんだ、植物だけで生きていけるんだと思ったらナンセンスです。

これが動物と鉱物があるからまた植物は生きてられるんです。土の中からエネルギーを吸収する。

排泄物。動物の排泄物。水。こういうものを吸収して植物は、また太陽の光によって作用を起こし

調和しているのです。 

じゃあ、動物だけで存在できますか。出来ません。やはり自然は、動物・植物・鉱物がお互いに

助け合い、調和されてこそ安定してるんです。神の心はこのように自然を教えております。 

そんなら人間は、一体皆さん自分一人で生きていけるんですか。人間は自分一人では生きていけ

ません。なぜならば、もし皆さんが今立場を変えて、草木の無い、水も無い砂漠の中で自分一人で

いると考えてみてください。生きていけますか。生きていけないはずです。そこへ行ったらお金な

ど無用の長物です。物を売っていないんですから。やはり、動物や植物や鉱物の調和が必要になっ

てきます。人間は一人では生きていけないんです。 

ところが得てして人間は、一人で生きているような錯覚を起こしています。そこに偽我の、俺が、

という間違った偽我です。心の中の偽りの我。 

人間は皆兄弟なんです。今一人一人は、こうして肉体を一人一人が持っているがごとく思ってい

るけれども、魂の世界においては皆平等であり、神の子として同根なのです。 

あの水を御覧なさい。海の水。あらゆる河から流れてきて一つになっております。しかし一つと

言っても、H2O という小さな水の分子になれば一つ一つ皆個性を持ってます。個性を持ったものが

集まって大洋の水を作っているのです。 

神の意識の中に皆さんは、一人一人の個性を持って神と同根にあるのです。それゆえに皆さんの

心は自分にウソをつけないのです。 

そうすると我々は、永遠の生命として今肉体というものを持っているが、皆さんの心にはもっと

雄大な神の子としての慈愛に富んでいるものを持っている。ところがその慈愛のものを、生まれた

環境や教育や思想や習慣、こういうものの中で本来は自分の本当の正しい道を忘れてしまったので

す。皆さんがあの世から生まれてくる。生まれてくる前までは次元の違った世界、あの世という世

界から、我々は誰もが肉体を持って今出てきているわけです。 
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今我々の住んでいる世界は、皆さんもご存知のようにＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の三次元の世界におるの

です。時間というものは人間が便宜上に作ったものです。しかし現実に、空間のある世界で我々は

今生きているのです。これを見ますと、Ｘ軸とＹ軸とＺ軸の三次元の世界です。この中に物質が存

在しています。 

物理学において物質というものは、宇宙空間に体積と質量を有するもの。これを物質と名付ける

と言ってます。その物質も、また無機質、有機質によってそれぞれの環境が作られていきます。皆

さん自身は有機質によって、約六○兆からなる細胞集団によって肉体舟を構成してるのです。 

そしてそれは、外部からのエネルギーを吸収して肉体舟の保存があるのです。それは、動物や植

物の援助を得て、あるいはまた動物の援助を得て、皆さんの血や肉や骨が出来ているのです。こう

して我々は、この肉体舟はあくまでも、生まれて死ぬまでの人生航路を渡っていくただの船なので

す。それを盲になってしまうと、生まれた喜び、死んだ、ああ、と、永遠に会えないんではないか

と思っているんです。そこに間違いがあります。 

これを物理学的に物質を言いますと、物理学では、特殊相対性理論というのをアインシュタイン

が発見して、物という物質はエネルギーだと。エネルギーというのは能力ですね。仕事を成し得る

能力をエネルギー。 

皆さんはよくエネルギーエネルギーって口で言ってるけど、エネルギーって一体何だろうってい

うとなかなかそれが分からない。これは能力です。それは物質に対して、物質の質量に対して光の

積。この光の積は仕事を成し得る能力だと解いたのです。「そんなのはちょっと難しくて分からん

なー」と、中には思う人がいるでしょう。不思議でもなんでもないんです。 

例えば一ｇの水素。一ｇの水素を完全にエネルギーにしたとしたならば、これは（３*1010）とい

うことになる。そうすると、この一馬力のモーターを三八○○年も回すことが出来ます。水素の一

ｇを完全にエネルギーに変えますと、一馬力七四六Ｗのモーターを三八○○年間も回すことが出来

るんですよ。 

皆さんが死んで、また生きて、また生まれて、また死んで。あーら、まだモーター回ってらぁっ

て。そういうように長い時間、それだけにエネルギーに変えると、なるわけです。物質というもの

は。物質は全てエネルギーです。仕事を成し得る能力を持っているのです。 

そうすると、この光というのは、普通は 299,774km/sec。一秒間に地球の周りをカッチンとい

ったら七周半する。そういうまあ、測定結果が出ております。その光の積というものが質量に対し

てのエネルギーですね。 

そうするとこれをすでに仏教では、これを色心と言っておりますね。色心。色心不二ということ

で解いております。心の世界。心というものと色。ですから、これ以降が次元が違うわけですね。

こちらの方は次元が違う。能力ですから。エネルギーですから。 

この世界を仏教では心（しん）と言う。あるいは空（くう）とも言っておりますね。空。こちら

の世界を色と言ったわけですね、仏教では。ですから色心不二と言った。色（しき）というのは、

字に書いた通り色（いろ）です。皆さんのこの目で見える世界というのは、四千オングストローム

から七千オングストロームの世界。 

こんなこといっても数字じゃ分からないでしょう。七色の虹の世界しか皆さんは見えないんです。

色は何万色変化しますけれども、あの虹の世界の七色の世界しか見えません。「いや、見えるよ僕

は」と思う人がいたら手上げてみてください。Ｘ線。ここに流れている電波。あるいはまた、紫色

からずーつと入っていくところのＸ線からγ（ガンマ）、δ（デルタ）。こういう世界も見えませ

ん。しかし存在しているのです。 
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人間の目で見える世界は、色彩のある世界しか見えないから仏教では色と言ったのです。色（い

ろ）。皆さんの目で確認できる世界を色の世界と、物質の世界ですね、この世界は。物質の世界。 

またそのために、これは空とも言った。だから仏教では、「空というものが分かっちゃったら、

もう仏教は全部分かったんだよ」なんて言ってる人があります。 

あるいは、色々と本が出ておりまして空というのを見ますと、虚しいとか。ある一流大学の教授

あたりでは、「空と言ったらあるようでないようで、ないようであるようで。あると思えばない、

ないと思えばある」ってこうやって教えている。 

そしたらうちの会社で作ったコンピューターなんか、あるようでないようで、ないようであるよ。

これは計算してくれませんよ。売り物になりません。ところが何十万台っちゅうのが外国へ出てる

んですから、あるものはあるんです。 

それを我々は分からなくなっちゃって、虚しいんだよ、って。「空とは虚しいんだ。空っぽだよ」

なんて言ってくる人がいるんですね。空っぽなんちゅうものは、およそこの中にはないんです。 

空というものは、本当の実在なのです。実在です。実在です。それならば、空、皆さん、これも

空です。この中は空っぽだと皆さんは思いますか。この空間は空っぽですか。空（そら）は空っぽ

ですか。もし空っぽだと言う人は、これはもう一回勉強してもらった方がいいと思います。空っぽ

じゃありません。この中には、皆さんがちゃ－んと空気を吸ってます、空気を。空気がちゃんとあ

るんです。目に見えないだけです。 

ところが、空気でもこの中を急速に温度を下げます。圧力がかかってきます。そしたらどうなり

ますか。なかったはずなのに水が出てきたり、氷になったりしますね。皆さん、クーラーを使って

てよく分かるでしょう。自分の家の中に、クーラーを入れていくうちにクーラーの後ろから水がど

んどん出てきますね。こんなに湿気があったのかしら、と思った人もこん中にだいぶいますよ。空

っぽのはずなのになんで水が出るんですか。手品やってるんじゃないんです。 

ですから、空の世界という、この氷を見てもそうですね。氷を見ても H2O というものが、氷とい

うのは H2O という分子が集中固体化したときですね。集中固体化したことです。すなわち、ここへ

くる hμですね。集中固体化したとき、hμというのは、ここでまた同じように出てまいります。こ

れは、振動に対してブランク乗数の積は熱粒子のエネルギーです。これも発見されました。 

そうすると、熱粒子が膨脹すると空間になるし、熱粒子が集中すると固体になるということにな

ります。その熱粒子が集中されたときには、やはりこの氷もやがて水になり、さらに熱粒子が膨脹

して H2O の間を遮断するにしたがって水蒸気になり、そしてこの空間が出来るわけです。 

ですからこの世の中を見ますと、集中固体と分散ということになります。自然界は全て集中と分

散であるということです。しかし、その集中と分散を体験してきている空と色も、やはり一番この

水であるならば、H2O の本性は一つも変わっていないのです。 

そんなことないよ。水蒸気になったら H2O は変わるんだよ、という科学者は世界中にはいないん

じゃないんですか。まあ、おそらく鹿児島にもそういう人はいないと思います。やっぱり、このよ

うに不自然ではないということですね。ですから、空というのは空っぽじゃなくて分散されている

状態。色というのは、集中固体化された状態、ということになります。 

そして我々はまず、この自然界を見て、これが物語っているように、全く次元の違った世界だと

言えることが分かります。次元が異なっているんだ。そうすると我々はまず次元と言いますと、皆

さんが毎日映画やテレビジョンを見ています。あの映画やテレビジョンの世界は、二次元の世界で

す。これはＹ軸とＺ軸を結んだこの平面の世界です。平面の世界は、三次元の世界から投影して二
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次元の世界があるはずです。そして、この中でテレビジョンのスクリーンに投影されている映像、

そのヒロインと話を自由に出来るっていう人いますか。どんなにかわいそうな映画であっても、そ

のヒロインを、ああ、かわいそうだなー、言ってるけど、何とか助けてやったという人がいますか。 

出来ないんです。次元が違うからです。こうして我々は、この二次元の世界もやはり三次元にお

って二次元の世界と同居しているじゃありませんか。一次元の世界も存在します。一次元は、Ｚは

Ｚだけの世界。点と線を結んだ世界です。そうするとやはり、ｍｃ2、 hμの物質の世界と、三次元

の世界を包んでいるところの、また四次元の投影されている世界があるはずです。これが、我々の

言うあの世です。そうすると我々は、空の世界というものが本当の世界であって、我々の心が本当

のものだって言えるのです。 

そうかなぁ、やっぱり肉体が本当だよと、もし皆さんが錯覚を起こすなら、皆さんが今悩んでい

る人達。これ眠っているときは悩みがないのはどういうわけですか。「あっちが痛い、こっちが痛

い」と言っているのに、眠っているときだけ言わないのはどういうわけですか。これにお答えでき

ますか。 

「いやぁ、あのときは眠ってるんだから」 

じゃあ、眠っているってどういうことなんですか。これは船頭さんが皆さんの肉体から離れてい

るからです。そんなばかなことあるもんかって言うなら、それ以外にないんです。悩んでおっても

眠っちゃったら、全く分かんない。中には夢で見ている人もいますけどね。ここに次元の違いが否

定出来ないんです。 

皆さんはそうして心というものと、身体という色という身体というものと、今一体にあって今現

在あるのです。そのために皆さんは、私の言葉を皆さんの耳で、そして皆さんは脳細胞の中でちゃ

んとそれをコントロールして自分の心に通信されているのです。そして、今の私のしゃべっている

ことは全て皆さんの心に記録されてくのです。心です。脳細胞じゃありません。 

もし人間が脳細胞によって記憶されるならば、我々は全てのものをこの地球上限りだと思うはず

です。しかし脳細胞は記憶していません。脳細胞はあくまでも、皆さんの体験されたものをそれぞ

れ受信し、送信する一つの振動を司っているところの機械室にしか過ぎないのです。 

脳細胞が全てを記憶しているならば、まず皆さん眠っているときに耳元で悪口を言われた。いつ

も怒りっぽい人が、まあ、あいつすっかり寝ちゃったなと、あのやろうしょうがねぇ奴だよと、と

んでもねえ奴だと突っついても平気で、ガアガアと寝ているというのはこりゃどういうわけですか

と。脳細胞が記憶しているんなら、耳の穴ちゃんと開いてんですからね。 

私らコンピューターで全部試験装置まで作ってますから、眠っているときにいろいろ実験もして

ます。これはちゃーんとこれ、耳の穴開いてます。振動もキャッチしてますが、全く反応がありま

せん。あるいはまた、鼻の穴です。これは鼻が悪くて呼吸出来ないのは、こりや別問題ですがね。

どんな匂いかがしたって、一定の匂い以上のものは感づきません。 

いやぁ、私は寝てる最中に異様な匂いをいつも知ってることが出来るなんて人が、こん中におっ

たら手上げてみてください。そりやあ目覚ましているときには、くせぇなっつって文句も言えるけ

ども、こりや出来ないんです。臭覚神経自身活動しているけれども、我々は本当にそれを知り得る

ことが出来ないんです。 

だから、この脳細胞は約二百億からありますが、この脳細胞は記憶装置じゃありません。客観的

にものを、全部振動によって選んでいるところではあることは間違いないのです。それだけに、次

元の違った皆さん自身の心の世界に、全ての記憶と全てのものが存在しているのです。それゆえに、
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我々は眠っているときにはそれが出来ないはずなんです。これはまあ、我々は電気屋であり、また

医療機械の方もいろいろ研究してますから、やっとりますから分かります。 

絶対に人間の脳細胞は記憶装置でないという事実は、眠っているときの状態を調べていけば全て

それが分かります。私らのコンピューターは、電源を入れておけば三六五日働いています。しかし

人間は、寝てるときだけは全く別です。ただし、心臓から各諸器官は正常に動いております。その

振動は全部キャッチ出来ます。しかしものを記憶し、判断力というのは全くゼロです。ありません。 

こうして人間は、心という魂というもの。いわば精神というものと、肉体というものが一体であ

って現在あるといえるのです。そして不思議なことには、胃腸は胃腸としての一つの細胞集団によ

って構成され、その一つ一つの細胞は皆意識を持っております。そしてしかも、胃腸は胃腸として

の意識を持っています。魂を持っています。心臓は心臓としての細胞集団によって構成され、心臓

もちゃんと意識を持っています。 

皆さんが日常生活の中で、メチャクチャの生活をし、食べるときに送るものも送らない、食べる

ときにはガバッと食べる。胃腸は怒っちゃいますよ。そうすると、ストライキやるわけですね。 

あるいはまた、ある大学の先生が心臓移植って、水泳中に逝っちゃったのをすぐに心臓持ってき

ちゃって。そして、心臓の悪い人に北海道で付けました。ちょうど私、そのとき講演会がありまし

て、「ついに人間は心臓を征服しました。日本の大学でついに心臓移植に成功しました。一体あな

たの言ってるの、違うじゃないか」と言われましたときに、私はそれに答えた言葉が、「やがてこ

れは残念なことに失敗するでしょう。それも近々です」と。心臓から話を聞きますから。 

そうしたら拒否反応を起こしたって言うからね、はあ、なるほどいい名前付けたなって思いまし

た。心臓が拒否したわけですね、いやだって。当然です。 

心在るお医者さんでね。亡くなった人の心臓を「お前さんの、もらいますよ。もう一回活躍をし

てくださいな。おねがいします」 

それで心臓の悪いのに、「お前さんの方の心臓はもうだめなんだと。ご苦労様でしたと。ところ

でその肉体の船頭さん、と。あなた自身心臓が悪くなるには、よっぽど心も悪かったはずです。そ

れも修正しなさい。そして、今から戴くこの心臓自身も心から感謝してあなた貰うことです」 

お医者さんも地位と名誉捨ててですよ。 

学会で発表中に、パア－っと死んでしまいました。がっかりしたと思うんです。ですからそうし

て、人間は欲望だけじゃダメなんです。心臓の意識にちゃんと言うことをいい聞かして、貰う人も

感謝の心を持って、お医者さんもそういう地位・名誉を捨てて心からやったら、あれは拒否反応は

起きないんです。 

ですから皆さんも、アイバンクって知ってるでしょう。まあ、アイ、アイですね。これは心の方

のアイ（愛）もあるし、目の方のアイ（eye）もある。「どうぞ使ってください。この目玉を」と。

だから目玉は成功するでしょう。まあ、そんなとこからアイっていう言葉が出たのかなんかしりま

せんけども。 

ですから、やはりお互いに納得づくで協力し合ったものは成功するんです。それを、自分の地位

と名誉の為に持ってきてガバァーっと切っちゃって、「ひとつ早く付けなきゃダメだ」なんて言っ

てね。付けてるうちに拒否反応されちゃった。当然です。意識があるからです。 

あんな男のに、どうして俺が付いて活動しなきゃいけねえんだ、と。せっかく親分が逝ったのに、

わしももうこの際終わりってやるのがね、彼らだって意識持ってんですから。 
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「勝手に人の心臓持ってきてくっつけてね。不調和な病人のところへ付けて、分からないのにわ

しを働かせるなんてのはとんでもないことだ、と。私は辞めた」って言うのは当然です。皆さんだ

って怒るんじゃないんですか。まあ、これはアイバンクみたいに愛があれば別ですよ。そういうよ

うに、物だけで見てしまい、本当のそれぞれの心をね、芯を見てないんです。そこに問題がありま

す。 

そして我々は．そんなら今まで何千年も肉体先祖を一所懸命に拝んで、先祖を供養することが本

当の道だと我々は思い、また体験し、そのような勉強をさせられて参りました。先祖を、本当に皆

さん拝んで救われると思っていますか。僕らはそれを、自分でこれを先祖を自由に見ることも出来

る、語ることも出来るんですよ。あの世を自由に見ることも出来るんですよ。 

お経を、昨日までお百姓をやっておってポックリ死んだ。それ坊主を呼んで来い。なんか分から

ないお経を一時間か二時間、足の痛い思いをして皆聞いてんだね。観自在菩薩行深般若波羅蜜多。

どんないったい腹見てるんだろうな。これ皆さん本当に分かって聞いてますか。あのお経の意味が

分かるようなら、残念なことに地獄になんか行きません。 

それで死ぬときに、硬直している人達。これはもう一○○％地獄だと思ってください。死んでも

生きていると同じ状態で死ぬのが本当の成仏です。執着がないからです。私だったら即座ですよ。

死んでいる人もそばにいるんですから。その場ですぐに即座にやわらかくして、「お前、今死んで

行くんだけどもさ、君は人生の卒業式だぞ」と。よく言ってやりゃあいいんです。 

それを難しいお経をね、本人は死にたくない、死にたくないと思ってこの世を無常の風が吹いて

くりゃぁね、自分だなぁと思ったって自分自身の愛する子供や妻やあるいは恋人、これはもう自由

にならないんです。いわんやお金なんかどうにもならない。おっかねぇ話です、そんなもの持って

ったら。 

ですから、そういうような厳しい、いわば生か死かこの世を離れるんですから。そういう泡食っ

ているときに、お坊さんが来てね、観自在菩薩行深般若波羅蜜多、なんて。こっちの方は一体そん

なとこじゃない。『俺は死んじゃったのかなぁ。死にたくない』、死にたくない方が優先してるん

ですから。 

あるいは、病院あたりで意識不明のままであの世に逝っちゃうのがあります。それは、そのまま

意識不明で、しばらくの間続いて目、覚まして見たらね、穴蔵の中におって、「俺はいったいどう

いうことになっちゃったんだ」って言ってまたうちに帰ってくるんです。うん、それは最初っから

分かっちゃう人はほとんどいません。しかし、ちゃんと正しく生きている人達は、自分自身をちゃ

んと知ってますから分かりますよ。 

ですから我々は、そういうお経の意味が分かっているなら絶対地獄なんか行きませんよ。ただ、

お坊さんに読んであげれば、そのお坊さんが分からねえんだから、まぁこん中にお坊さんいるんで

すけどね。「いやぁ、わしは分かっていますよ」っていうお坊さんいますか。残念なことにいませ

んね。もしおるとしたら、その人の頭からきれいに後光が出ているから分かります。後光が出てい

るということは、そのお坊さんはちゃんと正しく生きているからです。 

「どこの誰さんが亡くなった。うん、あの家は財産があるし、戒名の方はひとつ院でも付けてや

るか」と。一体いくらくれるんだろうな。なんて考えたらもう終わりですわ。だいたいあの世で、

何々院殿居士って言うほど地獄にいますからね。それだけは皆さん知った方がいいですよ。戒名な

んてあんなものはね、今のはただお坊さんの金儲けにご協力しているだけです。 

だいたい戒名というのは、インドの頃、今から二千五百有余年前にゴーダマ・シッタルダー釈迦

牟尼仏と言われる方が道を説いております。その当時にバラモンからも来たり、あるいはまた他の



508 

 

外道から来たり、クシャトリヤという武士階級から、あるいはベシャーという商人からもいっぱい

弟子入りをしました。そしてブッダの道に入るために、今までの名前も全て捨てて一歩からやり直

しと、自分の心というものをしっかり知っていくということで名前を変えたのが最初なんです。 

例えば、ゴーダマ・シッタルダーの弟子にシャーリー仏という、シャーリー・プトラーという者

がおります。彼はウパテッサといわれます。ゴーダマ・シッタルダーの弟子に入る前は、アサンジ

ャーと言われる方のお弟子として、当時はバラモンを学んでおりました。そうしてゴーダマ・シッ

タルダーの弟子になって、自分の心の窓が開いたときにはじめて、「お前は名前も全て今までのも

のを捨てなさい。今までのものを全部きれいにしなさい。お前の母親は立派な方だ。せめて母親の

ような広い心になるために、お前の名前は母親の名前と同じように変えなさい」と。そうして、ウ

パテッサという名前を捨てて、シャーリー・シャーリープトラーという種族の名前を付けたのです。 

あるいはまた、コリーターという仲間がおりまして、この方の場合もマーハー・モンガラナーと

いう名前に変えて、心身ともに心を新たにしていったために切り替えたもの。日本でも最初の頃は

そうだったんです。 

日本も最初の頃は皆、檀家というものがいつの日か出来上がる。皆さんが皆あの世のこと、生き

ているうちにこういうことをしなきゃならない。そしてその旦那衆がお坊さんから道を聞いて、心

の面がしっかりした。そこであなた自身は、人生の考え・生活をこの際改めるために、あなたはこ

れだけ勉強したから何々院何々居士と与えましょう。生きているうちに与えたもんなんです。 

それが最近はそうでなくて、死んでから金の高によって決めている。そんなばかなことやったら、

お坊さんの方が今度は悪霊にやられますよ。ですから宗教をやっている人達の家族、「俺達こんな

に一所懸命に勤行やっているのに、子供におかしいのが出来るのは何故だ」 

日本中の、ひとつ宗教をやっている人達の家族を見てください。おかしなのがいっぱい出てます

から。何であんなに拝んでて、不自然な子供が生まれてくるんですか。手がなかったりね。あるい

はまた、足がおかしくなったり、手が半分しかなかったりね。 

ひとつ皆さん、お寺の周辺から宗教家全部調べてみてください。これだったら一○○％当たりま

すよ。それは当然です。警告です。お前達は人に言う前に、自分の心を直せということです。それ

で二重人格者が多いですね、宗教家っちゅうのには。言うこととやることが別ですね。 

そして彼らほとんど銭儲けです。そして皆優雅な生活をしています。こんな者が宗教の指導者な

んてとんでもないことです。お天道様を見ろっていうんです。ダダじゃないですか。 

あるいはまた、インドのお釈迦様どうなんですか。あれ、お金持って歩いたんですか。汚い着物

を着ながら皆に教えて歩いた、歩いたんじゃない。 

我々汚い格好したら相手にしてくんないからね。しょうがなくて僕ら洋服くらいはちゃんとした

ものを着ています。これで乞食みたいな格好しておったら、あいつは何だ、自分の頭のハエも追え

ねえじゃねえか。俺達より悪いもの着てるじゃねえか。せめて同等位のものはね、着せてもらいま

すよ。これは事業やって生活してるんですから。 

まあ、イエス様だって何も持たないで歩いておったんですよ。今のね、クリスチャンみたいに聖

書持って歩きませんよ、そんなもの。お釈迦様、仏典持って歩いたら、こりゃ馬何匹も引っ張って

歩かなきゃなりません。それが本当なんです。それがいつのまにか難しいお経になっちゃってね。

後はそれで飯を食らう人達が出るようになってから世の中混乱したんです。 
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ですから、皆さんの心の中にも長い転生輪廻の中にみんな記録されて、体験されているものを持

っているんです。ですから、そのときに正しいという道は一体どういうもんかと、みんな勉強して

きている魂なんです。 

ところが生まれてあの世から出てくるときには、「いやいや、まあまかしておけよ」と。「お前

今度は厳しい環境だぞ」と。「銭もないし、いろいろな面で厳しいところだぞ」、「まあまあ、ま

かしておけよ」と。「まあ、お金が全てじゃないよ」なんてうまいこと言ってね。 

たいていこう出てきて、お母さんの腹ん中へ入るんです。それも腹ん中に入るのも勝手に入られ

ちゃ困るんですから。あの世ではたいてい女性の場合は排卵っていうのがね、二七日二三時間五○

分四○秒で決まってるんですよ。男っていうのはいつでもかまわねえっていう無責任なね。 

ところが男みたいにやられたら、あの世は混乱しちゃってコンピューターいくつあったって足り

ませんよ。ですから、あの世ではちゃんと、余裕がちゃんと出来ているんです。女の人には、とも

かくお月様と太陽と地球の循環に合わして、体内はちゃんと排卵出来るようになっている。その排

卵が月のうちに四回も五回もあったら、これはあの世は大変ですよ。あら、またかってことになり

ましてね。 

そのようにあの世では、ちゃんともう人間の体に女の人というのは、もう一ヶ月に一回の周期を

一定期間あるように作ってあるのです。ですから、だいたい予定がつくわけですね。「ああ、もう

お前の出る順番だよ」 

何月何日何時何分、ちゃんと分かってんですから、あの世では。そうしてこうやって見ているわ

け。まあ、こんなに見てるか見てないか知らんけどもね。そして、いよいよ始まった、なんていう

ことからね。 

そして向こうの方では、「お前しっかりやれよ」と。「はい、分かりました」なんて皆うまいこ

と言ってます。 

そのころ日本人かと思ったら違いますよ。鼻の大きな人であったりね。あるいは、体のでっかい

人であるかも知らん。日本、あの世では日本とか中国関係ないんだから。地球という神の細胞の中

の一つに住んでいる、たまたまこのこういうような長細い島に生まれると、こりゃ日本だの中国だ

のこんなもの決めたものは、長い歴史の中に人間が勝手に決めたんですよ。あの世じゃ関係ないん

です。 

まあ、日本の神様、日本だけ神国だと言ってるけどね。ですから、この間九州のあるところで講

演したら、日本は神国じゃねえか、と。それなのに何言うかと。天皇陛下が絶対だ、ということを

あなたの口から言ってくれって言うから、「ああそうですか」と。「それも有難いことですが、天

皇陛下にだけ太陽さん照っていますか」って聞いたんだ。「あなたはどうです」「私も照ってる」

って。「じゃあ、皆同じだ」って言ったんです。 

じゃあ、中華人民共和国には太陽はないんですかって言ったら、いや、ありますって。たまたま

中国人が来ておったからね。「あなたどうですか。中華民国には、太陽は照ってますか」「先生何

言うか。私の国にもちゃんと太陽あるよ。日本ばかり太陽あるわけないじゃないかー」って怒られ

ちゃいました。まあ、そういうものでね。島国におるとそういうことになっちまうんです。 

ですからそうして我々は、こういう日本という国に出てくることだってみんな知ってるんです。 

そうしてその中で、あの世にいるときは皆、「ああ、今度はあなたは嫁さんになってくださいよ」

と。「もう、あなたも時と場合には協力してくれ」と。皆約束するんですよ。この世へ来て勝手に

会ったんだな、なんて思ったらとんでもない話です。 
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そりゃ、あの世ではもう人間の頭なんていうものは、これは大したことないですよ。あの世で組

み立てられているシステムっていうものは、それはそれは精妙です。それですから、夫婦なんてい

うものだってね。皆さん簡単に夫婦だなんて威張っているけどね、とんでもないですよ。何しろ現

在、地球上三七億数千分の一ですからね、自分の嫁さんは。だからいかに縁があるかっていうこと。

恋愛であろうが見合いであろうが、偶然じゃないんです。 

あの世では全て記録されております。全て計画されております。皆さんが知らないだけなんです。

盲だからちょうどいいんです。あれでみんな分かってったら、ああ、こんにちは、なんていうこと

でね。あの節はどうも。いろいろいいんですけれども。 

これはちょうど皆さんが生まれてくると、この地球というこの神の体の中で、あの世から皆さん

の意識が入ると、いったんはボカーンと全部腹の中に入っているときは分かります。あの世にみん

な通信されて連絡されて、そしてその人の根性に合わしただけ肉体が変わってきますよ。 

お嫁さんの心、いわばお母さんの心、お父さんの心。これが不調和で胎教が悪いと肉体の方はダ

メになってきますよ。ですから、肉体的に不調和な子供が出来たとしたら、これはお父さんとお母

さんの責任で神の責任じゃないんです。 

ですからお父さんとお母さんが、本当にきれいな心で本当に愛によって調和されている場合には、

欠陥車は出来ないことになっているんです。それが、欠陥車が出来たちゅうことは、欠陥ですね。

どっかに欠陥あるんです。これは、親に対する警告です。反省しなきゃいかんのです。 

それですから、我々はだいたい十月十日お母さんの腹の中にだいたい入ってます。まあ、早く生

まれるのもいますよ、いろいろの都合があって。ところが、お母さんの腹の間にいる間は、お互い

にあっちとコンタクトしています。「おお、大丈夫か」「まあ、大丈夫のようだよ」と。ちょっと

自信がその辺からなくなるんですよ。「大丈夫かな、ちょっと今度は厳しいぞ」と。「なんだお前、

そんな約束なんだからしっかりしろよ」と。「流産でもしちまおうかな」なんてね。やっているの

もいるんですよ。 

まあ、最近日本人の場合、勝手に物理的に流産しちまうんでね。あの世も困っちまってる。予定

通り光の天使が出てきても、とんぼ返りしちまうもんですから．そういうこともあるんですね。 

ですからこの中で、お母さんがいると思いますが、子供さんにおっぱいを飲むように教えた人い

ますか。もし教えたとしたら、そのお子さんは地球上で生まれたことないかも知れませんね。しか

し、皆教えてるはずです。皆お子さんは、黙ってても乳房をちゃんと自分で発見して飲みます。 

そのうちに成長して我が出てくると、思うようにならないと泣いて脅かしますね。こうして感情

の分野、心の面におけるところのいわば本能がまず芽生えて、感情が芽生えてきます。一番遅れる

のが理性です。だから、子供はなかなか欲しいと言ったら泣いてでも取りますね。大人だったら我

慢します。そこで、ブレーキがかかるけど、子供さんはブレーキはかかりませんよ。「いやぁ、う

ちの子供はもうブレーキすぐかかるんです」まあ、そういう人おったらこりや将来ノイローゼにな

る充分の要素を持ってるんですから。その辺を良く考えた方がいいですよ。 

ですから、こうして最初のうちは本能が出て、感情が出てきます。そして、潜在されてるところ

の意識が、どんなに出ても氷山の一角です。皆さんの場合でも、僅か一○％くらいしか出ておりま

せん。表面には僅か一○％くらいしか出ておりません。それで、一○％の表面意識出てればまだ良

い方ですね。いろいろの恨みや妬みやそしりや怒りや愚痴や自己保存、欲望ですね、こういうもの

ばっかり持ってる人は、もっと表面に意識が出ておりませんよ。盲目です。いわんや、他力本願だ

けで神様だけ拝んでてやってる連中なんか、もっと歪んでますよ、自分がないんですから。 
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だから、こうして我々の意識というものは、非常に出てきても一○％くらい。そこで皆さんは、

子供が生まれて一週間、一○日、二○日過ぎるね。そうすると、一人でニコニコ笑っている経験を

見たことがありますか。あのお子さんには頭には皆光が、後光が出てるんですよ。ただ皆さんの眼

がきれいなら見えるけれども、曇っている、曇り。曇っているということは、生まれて現代まで思

ったり行ったりすることが、人を恨んだり、恨みなんてことは思ってもダメですよ。愚痴。まあ最

近、労働組合は愚痴を利用していろいろと混乱を起こさせてますね。「おめぇの会社、安すぎるよ。

もっと、もっと文句言えよ」と。不平不満ですね。 

実は、不平・不満・愚痴は皆さんの心に次々毒を作り出していくんですよ、愚痴というのは。よ

くありますね、嫁さんと姑さんで。お嫁さんの場合は、まあ姑さん、先輩ですからいろいろと表面

では遠慮して、「良いおばあちゃんだ」なんてね、お世辞言ってる。陰行ったら、「このくそババ

ァーめ、早く死んでくれりゃいいな」、まあ、もしこの中にはいないと思いますが、そういう心を

持っている人は素直に直した方がいいですよ。 

それから、嫁・姑はうまくいかないと。姑さんが嫁いびりするようだったら、こりゃあ、あの世

行ってからお灸すえられますよ。かつては、自分の娘であったかもしれませんよ。そういうことを、

よっぽど縁生を考えてお互いに嫁姑が仲良くするのが当然。それが、形じゃなく心の中からです。

縁生というものはそういうもの。 

「今度は、あなたの家にお嫁さんとなって行きますから、ひとつお願いします。そして親孝行し

ますから、また前世において幸せだったように今生もよろしくお願いします」と、嫁姑の縁が結ば

れていく場合もあるんです。もう最近はババ抜きだなんてね。嫁さんの方でもいろいろ計画練って、

「姑があるって言ったら、ちょっとかんべんしてよ」なんてことになるのいっぱいありますね。ま

あ、そういうのはあの世へ帰ってからゆっくりお礼されますよ。まあ、その前に地獄行くでしょう

からね。 

まあ、そういうことで実際に私達はそういう生まれて一週間目くらい、十日目くらいは心がきれ

いですから皆後光が出ておりましてね。毛がないから光ってんじゃないんですよ。きれいに後光が

出ておる。 

そして、そばでニコニコ笑っているとき、フワァーっと心の目で見ますとね、魂の兄弟とか、あ

るいはまた天上界の光の天使達が、「お前、大丈夫だな、しっかりやれよ」「まあまあ、まかして

おいてくださいよ」と。「今度は厳しいのは承知の上で出てきたんですから。まあ、ちゃんとやっ

て帰りますから、まあ、協力頼みますよ。たまに私の思うようにならんときは病気にでもさして、

チャンスでも与えて反省の機会を与えてくださいよ」、うまいこと言ってんです。 

純真ですからね。潜在されてる意識がバカーンと沈んでる最中ですから、まだウソも言ったこと

もないし、子供は。思ったこともないし、心がきれいなんです。きれいですから楽ですね。あの世

とちゃんとコンタクトされております。 

そしてまあ、一歳、二歳、三歳。親の教育も最近はね、分からなくなっちゃって、自分が出来ね

えこと何とかこの子供にやらせようと。舟を与えたはずなのに魂まで与えたつもりになっちゃって

ね。自分のもう分身のような気持ちでおって育てていくわけです。 

そのうちにお子さんの方は、段々成長するにしたがって魂が別だっていう事実が実証されてまい

りますんで、親の言うこと聞かなくなるわけですね。そして、「あれだけ面倒見てやったのに子供

は艇切りました。私はどうしたらいいんでしょうか」って。全くバカみたいなことで悩むわけです。

面白いですね、人間って。 
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これは、肉体は確かに与えたが、魂まではね、別問題なんです。魂が同じだったら、こりゃ－、

こんな楽なことはないんです。思えばいいんですから。通じちゃうんです。思っても通じない。親

の子、心、子供心知らずということ。親子の心が分からない。このように人間は、分からなくなっ

ちまうから面白いんです。 

ですから、ちょうど皆さんがこの夏に一部分の人はね、若い人はスイカ割をやった人もいますね。

目クルクルッと、二、三回まわされただけでだって、スイカの位置が分からなくなるんです。それ

と同じですよ。この地球上という最も不安定な、固体的な環境の中に肉体を持っちゃったんですか

ら。分からなくなっちまう。そこで人生を生きていくわけですね。そして喜びや悲しみやあるいは

また、いろいろの苦しみを体験して皆さんは人生を渡っていくんです。 

そこで、神はそのために皆さんの体に、「正しくものを聞け」と。「自分が中心になっていると

ついに感情的になるよ」と。「善意な第三者の立場でものを聞け」と。今自分一人がいるんじゃな

い、相手もいるんだ。自然はこのようにして、相互関係の中に安定があるんだから、調和があるん

だから、よく人の言うことを聞きなさい。そして相手が、たとえ自分に都合悪いことを言っても、

自分自身がしっかりと聞いて、自分が間違っていたらそれを自分が正す。「ごめんなさい」と言え

るような広い心にならなきゃいけない。もし間違いでなかったならば、「今ここで言えば相手と喧

嘩になる。時期を見て相手の気分のいいときに言ってやろう」 

そのために皆さんには、ちゃ－んと耳を二つ与えてあるんです。本来なら一つでもいいじゃあり

ませんか。二つ与えてあるというのは、格好が良くなるために二つ与えてあるんじゃないんです。

ものを正しく聞くために二つ与えてあるんです。目もそうです。まあ最近はね、目は二つも三つも

四つも付けている人いますね。コンタクトレンズだのなんだの。それでもまだ良く見えない人がい

るんです。これもやはり、「正しく見ろ」ということで二つも目を与えてあるんです。それを我々

は、「目は二つあるのは当然じゃねぇかって」 

そうじゃなくて、この目で心を惑わさないように、ものを正しく見るように二つ与えてあるんで

す。 

また口、口は一つですね。これ二つ、口二つあったらどういうことになるんですか。うるさくて

しょうがないです。だから、「余分なことはしゃべるな」と。「正しいことを語りなさい」という

ことで口は一つだけ与えてあるんです。ところが、人間の手だって二つありますね。二つあるのは

活動するようにちゃんとなって、足だって二つあります。一つあるのは、「そんな余分なことあん

まりすんな」ということなんです。 

それを最近はね、二つも三つも余分なことをする人も出てくるわけです。ですから、人間にはち

ゃ－んと生きていくのに必要なように、ちや－んと正しく聞くために二つの耳があるんだ。そして

正しくものを見るように、我々は二つの目が与えられている。口は一つ。やはり、口というものは

余分なこと言うことにあるんじゃないんだ。その余分なこと言うから、「あの人ああ言った、こう

言った」で喧嘩になるんです。ですから、口はやはり正しく語らなければいけないわけですね。 

こうして我々は、今度思うことね。我々の生活の中におけるところの社会秩序を保つために、法

律というものは人間が作りました。しかし、人間の思うという心の世界の法律というものはありま

せんね。そこでこれが大事なんです。「まあ、思うことぐらい自由にさせてくれよ」と。いいジェ

ントルマンがね。 

私はよく、浅草というところにビルがありますもんですから、自分の家は、ちょうど東京の京浜

急行というところに平和島があります。その駅から乗ってくと、約四○分位乗るんです。ですから、

腰掛けながらいろいろと世相を勉強します。ジェントルマンが乗り込んできます。 
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この人は心もきれいだろうな。立派な服装をし、ちゃんとした会社の、おそらく経営者だろう、

思いながらじ－っと相手の心の中を覗き見していると、そういう人でもいい年をして、きれいな女

の子が来ると、きれいだなと思ってるうちはいいが、だんだんと心の中で相手を裸にしていきます。

そういうのはダメですね、もう。もうすでに、姦淫したと同じです。 

まあ、最近は巷の新聞・雑誌見るとそんなのがいっぱいありましてね。最近テレビのイレブンピ

ーエムなんてなると、もうまともに目開けて見てられないのがいっぱいあります。あれは、地獄で

はああゆうこといっぱいやってますね。地球上もようやくそのように、地獄のような状態になって

きました。雑誌を見れば、裸の絵のないところなしという。だから最近は、僕はまともに雑誌も見

られなくなりました。 

そういうように末法といって、人間が心を失ってくると官能を揺さぶるようなものばかりが出て

きます。ですから、女子高校生が怪しげな行動をしたり、おかしな状態になっていくというのも、

そのような環境がどんどん作り出されてる。そういうものを書かしているのは、地獄の悪霊ですよ。

ですから、皆さんはまあ、ああいうものに心を奪われないようにすることです。 

あるいはまた、若いきれいな女性が来た。せめてこの人はそんなこと思ってないだろうと思って、

じ－っと電車の中で乗ってると、同じですね、男も女も。考えていることは同じです。 

ですから、心の中で今度葛藤が起こるわけですね。結婚してから、恋愛中はお互いに調子がうま

いこと言っておって、偽りが出てこなかった。偽りがあっても表面に見つからなかった。結婚をし

て、一月、二月、三月経って段々分かってくると、お互いに考え方が違ってきちゃう。ですから、

最近離婚率がうんと多くなってますね。 

家庭環境でもそうですよ。家庭でも、まず、離婚寸前にあるような家庭はいっぱいあります。そ

ういうところは、夫婦はお互いに考え直さなければいけませんね。人のせいにするんじゃなく、自

分たちに原因があるんです。まあ、離婚したときに恨み、妬み、そしり、これは必ずつきまといま

す。 

そこで人間というものはまず、独占というものね。自分の妻とか夫になると、独占欲っていうも

のが出ますね。この独占が苦しみを生みます。独占をし始めると、信頼がなく独占です。独占をす

るとそこに今度は嫉妬心が生まれる。最近の男女は嫉妬を起こすことがあたかも美徳のごとくね、

世のその男性や女性は思ってます。とんでもないことです。嫉妬というのは、必ずそこに出てくる

ものは憎しみが生まれます。憎しみが生まれるから、今度は自分から相手を恨むようになります。 

ですから我々は、まず独占というものはいけない。本当の愛というものは信頼なんです。その信

頼をお互いに裏切り、毒を食べ合い、そして結末は離婚ということになる。その犠牲者は子供。そ

ういう子供にいい子供が出来るわけがないんです。 

ですから人間は、お互いに心がきれいだということが大事です。生まれてくるときには、「まあ、

まかしておいてくれ」と言ってるのが、いつの日かお金や地位や名誉の奴隷になってくんです。そ

してそういう体験をしてきても、やがて人間は死ぬときにはどうにもならなくなって、我や先、人

や先、明日とも知れず、今日とも知れず。お経の言葉ではありませんけども、人間は何にも持たず

に帰るんです。ですから、この世を去るときに、執着を持たないで生活できる人間、これが本当の

調和された人です。 

 ある日本の、何百億という会社の社長さんが、社長就任のときに私のところに、「私はどのよう

な考えで社長になったらいいでしょうか」、私のところへ来ました。そのとき、私はこのように言

いました。 
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「あなたは日本人であるということを捨てなさい。あなたはアラビア人になりきることです。そ

して、昔のようにアラビアからお金だけを吸い上げて、自分の私欲を肥やすことはやめなさい」っ

て言ったんです。「そしてあなたは、ともかく一日一生の覚悟で正しく生きることです。それが最

高の社長になる道です」こういうように言いましたところが、記者会見がありまして、その社長さ

んは、「社長になった動機についてひとつどうですか」と、質問されたわけです。 

ところがその社長は、「わしは死ぬとき、良い死に顔でこの世を去りたいんだよ」って言ったら、

新聞記者意味分からんもんですから、「あの社長はパァーだよ。おかしいよ、ありゃ」と。「あれ

じゃあの大企業やっていけないよ」って、また私のところへ変わった新聞記者が参りましてね。 

「いや、今度のあそこの社長はおかしいよ、パァーだよ」『そうですか、何でですか』って聞い

たところが、「社長就任早々縁起が悪い。この世を去るときに、良い死に顔でこの世を去りたいっ

て、おかしなことを言うんですよ」って言うから、『君の方が勉強足りないよ』と。『いい死に顔

で逝けるようなのは、毎日毎日をちゃんとしてやってなきゃ、君、良い死に顔で帰れねえんだよ。

だから、最善の人生を努力をして正しく生きようということが、心の中に君、あるから言えるんだ』

って言ったら、「そんな深い哲学的意味があったんですか。はぁ、見直しました」なんつってね。 

そんなようなものなんですね。人間なんて口の先で皆うまいこと言うけども、実際死ぬときに、

自分がまだ若い社長ですよ。就任した当時がまだ四六歳ですから。そういうような人でも「この世

を去るときに、良い死に顔でこの世を去りたい」と。これが大事です。 

人間というものは、一所懸命に自分の与えられた環境で、自分の今やってること、思ってること

が間違っているかいないかを正しく正しながら生活をして、常に自分の心を修正してやっているん

ですから、こりゃもう当然、毎日毎日が一日一生の覚悟でなければ出来るものじゃありません。 

それだけに、本当の価値というものは人間の心にある偉大なるもの、この心を豊かにするという

こと。すなわち、皆さん自身の心の中で、本能も智性も感情も理性も想念も、常に正しい意思のま

まに生活をする。そして皆さんの得たところの五官、目や耳や鼻や口、こういうもので自分で毒を

食べない、常に丸い心であることなのです。 

それが、先程のジェントルマンやあるいはレディが、本能だけ膨らんで感情だけ出ちゃって、自

分の心が常にハート型になっておったらどういうことになるんですか。そりゃ若いうちならいいで

すよ。 

自分の感情が大きく膨らんじゃって、理性を失っとってお互いにうまく話しつくんですか。やは

り心は丸くなきゃいけません。 

ですから、自分の心というものがいかに大事か、これ以外にないんです。そして体を健康にして、

まず自分の心がいつも丸く豊か、平和な生活をするのが本当の信心深い人達です。 

先祖の皆さんに対しても、お経を毎晩毎朝上げることが先祖供養じゃないんです。大事なことは、

生きてる皆さんが、家の中が明るく平和でお互いに意思疎通がなく、ウソがなく平和な家庭を作っ

て、先祖の皆さん、このように私達はおかげさまで平和に暮らしております、皆さんもまた、地獄

にいるようなことがあったならば、生きてるときに正しい生き方をしなかったからだと思います。

もし先祖の皆さんが浮かばれなかったら、私達を見本にしてください。うちの夫婦もまた子供も皆

健康で平和です。これが本当の先祖供養です。 

それを訳のわからないお経をあげたり、さらに浮かばれねぇからといって先祖の戒名を新たに付

けることが信仰だなんて思ったら、そりゃもう貧行ですよ。そんなことはやめるべきです。こうい

うものでなく、我々は本当の正しく、我々は思うこと行うこと、片寄らない中道というものを根本
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にして、自分が怒りっぽい人はもう怒ることは、その原因はどこにあったかをよく反省してみて、

それをやめて、そして自分の心の中が常に平和である生活、これが一番大事です。 

また我々は、間違った信仰しているとそういうような、「拝めば救われるんだ」と。その前に、

「拝む意味はいったいどういう意味なんだ。なぜ、どうして」って追究してみてください。恐らく

皆さんは、それに対してお答えは出来ないと思うんです。供養というものは、そんなものじゃない

んです。亡くなった先祖を祭る、それだけが供養じゃない。 

今ある肉体は、現に存在しているんだから。皆さん自身のお父さんやお母さんは、まず皆さんが

健康であることを一番の親孝行と思いますでしょうね。自分の子供が病弱だったら、「ああ、気の

毒な奴だ」と。「不憫な奴だ」と。そりゃ、皆さんは思うはずです。 

それと同じように我々の先祖も、おじいちゃんおばあちゃん、またその上のおじいちゃんおばあ

ちゃん達も健康で平和で暮らしている子孫を見て、「ああ、幸せだ。私達も本当にあのようないい

子孫を残して良かった」 

それを難しいお経をあげて、「南無阿弥陀仏、南無妙法蓮華経」を拝むことが先祖供養だと言っ

たら、こりやとんでもない間違いです。地獄の悪霊はそのように教えます。我々はそんなもんじゃ

ないということを知らなきゃいけないでしょう。 

そして仏壇に、長い歴史の中に作られた仏壇やお墓。そういうところへ行ったならば、皆さん、

おかげさまで私達はこのように家庭が平和です。報告できるような、ただし、そういうところにお

るのは地獄霊ですよ。お墓や仏壇にいるうちはまだ本物じゃありません。ですから、そういうよう

なことを教えてやって、家の中をまず健康で明るく、そして経済的にも調和されていく。 

いわば精神、肉体、経済。経済は衣食住。この三つのものが調和されてこそ、本当のユートピア

があるのです。それをひとつ欠けてもやっぱりそこに苦しみがあります。足ることを知って生活を

整えていくこと。これが本当の人生の、より調和されていく自分の進むべき道だと思います。 

ところが我々は、本当に人間は、本当の価値は人間の心が常に豊かで平和で安らいでいるという

ことが、人生の大きな目的なのです。お金がいくらあってもそんなものは無常です。いつ無くなっ

ちゃうか分からんです。いかにまた物を持って、土地やあるいは不動産を持っていたからといって

も、こんなものもいつまた人手に渡るか分かりません。 

渡すことの出来ないものは、皆さんの心の中にあるところの偉大なる智慧だということを知らな

くてはいけないのです。その心の智慧を開いたときに、皆さんは初めて心の中から、ああ、私達は

こういう過去を持ち、今このように生活をし、日本人として今このような縁生を持っているんだ。

幸せが本当に分かってきます。それが人生です。 

ですから、そういう意味で私の説くのは、あくまでも、ものの価値から心という不変的な価値に

人間が変えない限り、幸せの道は得られないということであります。どうも長い時間ご清聴有難う

ございました。 
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【心と肉体の法則】 

（1976-1-10 関西本部 新年講演会） 

今までは、上がって来る時必ず一回はバンドを上の方へ上げなければずり落ちてしまう様な不細

工だったんですが、この度からはそういう姿が見られなくなると思います。長い間どうもご迷惑掛

けましてすいませんでした。 

丁度、私は四八歳の九月、それから原因不明の現象に襲われることを七年位前から予言しており

ました。その筋書き通りに、現象が起こって参りまして、豚のように太っていたのが本当のスタン

ダードの標準型になりまして、洋服の方もぶらさんこしているのを買っても十分間に合うようにな

りました。非常に経済的です。 

その理由というのは、七年近く人々に説いてきたのは、心の偉大性を説いて参りました。身をも

って、心から更にこの地上界において、人生行路の乗り舟というものの価値、色心不二と言いまし

ょうか、色即是空と言いましょうか、そのような色の問題を勉強して参りました。格子無き牢獄の

中で、身動きも出来ないその中で、自分というものを見つめて参りました。 

身体が健康なものですから、その中にやはり自由が無いというのは大変なことです。ところが、

医学的の面でどんな科学の粋を集めて検査しても、所詮あちらの力の仕組みでやられているんです

から、分かるはずがありません。大体血圧が二五○もあったら、下の血圧の方は下がったけれども、

痩せたんですから。ところが本当の血圧の方はちっとも下がらない訳で、二五○といったら皆さん

ね、歩けないそうですね、現代医学では。 

ところがそれがへっちゃらで歩くものですから、びっくりしちゃう訳です。いつ切れてしまうか

分からない。物質化現象をする時は、水銀計が振り切れちまうんですから。まあ、そんなことをお

医者さんに言ったら、いやこれはここの病院でなくてあちらの方に入ってもらわなきゃ、なんてい

うことになる恐れがありましたものですから、黙っておりました。 

でもまあ、丁度二五年位前の痩せた姿になり、痩せたと言ってもこれスタンダードですから、決

して痩せている訳じゃないんです。まだ日本の標準から言ったら、約五キロ位はオーバーしている

訳です。まあその位のオーバーはね、冬ですから、仕方がないと思います。 

まあ、人間というものは、この地球上の環境に適応した肉体を持たなければならないし、また、

それによって我々は、健全なる肉体として存在がある訳です。心が如何に立派なものであっても、

乗っている舟がやはり不調和であったならば、これは大変な事です。 

そこで、皆さんが日常生活の中で最も薬となるものは一体何でしょうか。皆さんの「病は、口よ

り入る」という諺のように、食べ物です。その食べ物も、動物、植物、鉱物というこの三つの物の

バランスが崩れた時に、肥満体になったり、痩せすぎたり、アンバランスになるのです。 

この中にも、肉が好きで憎らしいほど食べている人がいます。その肉もやはり、肉を食べるなら

食べるだけの野菜の量というものが無かったならば、これはやはり人間の身体はだめになっていき

ます。 

そして、我々が、日常生活の中で、特に酸性分の高い物、カロリーが相当高い物が、あたかも我々

の肉体を調和させるが如く錨覚を起こします。これは危険です。そのために皆さんは、日常の食生

活を気を付けなければいけません。 

私は天上界へ行きまして、かつて一五○歳、あるいは一六七歳と長生きをした当時の事を知って

おります。その当時の食料というものは、非常に粗末なものでした。そして常に、腹減らしです。

腹が減ってしょうがないという状態、これが最も健康な条件なのです。 
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ところが現代の人達は、腹一杯食べますね。しかも、まだ太陽の出ている間に物を食べるのです。

これが健康を維持する上において、重要な必須条件であると言えましょう。まず皆さんが、夜遅く

なってから食事をするというのは普通、地上界の人々の通例です。 

ところが夜は、酸素が少ないのです。酸素が非常にこの地上界を覆っている時は、一八○○ルク

ス位の明るさの時なのです。そのために食べ物は、太陽のあるうちに食べる事によって、皆さんの

肉体が吸収したところの食料を完全に分解するためには、太陽のエネルギーが存在し、しかもまた

酸素の量が多いときに、完全なる消化があるのです。 

それを寝る頃になってパクパクやるから、デブっと太るんです。まあ今、ここにおって太ってお

られる方も、そのへんは良く留意しなかったならば、早く死ぬこと請け合いです。 

気が付いたならば、まず薬が治すのではなく食べ物が治すのだと、特に内因性の病気の場合は、

食べ物以外に本当に治る道はないのです。外因性といって、ウイルスによって侵食されるような場

合は、現代医学によってピシャッと抑えることが出来ても、腎臓、肝臓、膵臓、あるいは胃腸病、

十二指腸、我々の体内の各機能は、皆さんの日常生活の中の食べ物から始まるということを知らな

くてはいけないでしょう。 

そのために、我々はまず、食事というものが如何に大事か、そしてこの食べ物によってエネルギ

－を補給したならば、それに相応するところの仕事の量が必要だということを知らなくてはならな

いでしょう。その仕事の量というのは、歩くこと、運動することです。運動が不足になれば、やは

り不完全燃焼を起こしてくるものなのです。 

この運動というものと同時に必要なものは、良く寝ることです。昔から、良く寝る子は育つと言

います。そりゃ寝てばかりいたら育ちすぎますけれども、寝る具合もやはり、神は我々に二四時間

の周期を与えております。八時間眠って、八時間を良く自分の為に仕事をし、そして我々はさらに

八時間は人々の為に日常の生活、社会生活を営む、仕事をする。こうして二四時間はピシッと決め

られておるのです。 

ところが、若さに自分自身の身体を過信して、夜になると元気になっちゃう人達がいます。これ

はあまり健康とは言えません。ですから、良く寝ること、良く運動をすること、正しい食べ物を自

分の肉体管理の上に吸収すること、この三つの条件が、色心不二の色、皆さんの肉体を健康に保つ

ことなのです。 

この色というのは、色気じゃないのです。目に見える世界、皆さんの目に見える世界というもの

は限界があります。我々は全てのものは目で捉えなければ信じないと言うが、我々の目は非常に不

確定なものなのです。七色の虹の世界、四○○○Å（オングストローム）から七○○○Åの周期し

か、周波数の位置、この波の位置しか皆さんは自分で確認することは出来ません。 

ｘ（エックス）線やγ（ガンマ）線や、或いはまた我々自身の周辺の熱線、或いは紫外線、これ

もまた皆さん自身は見ることも出来ないし、今私の喋っているところのこのマイクは、ワイヤレス

と言いまして、電線がありません。私の言葉を即座にここで受信し、そしてその言葉を振動にし、

そうして向こうの受信機によって音に変わり、その間には電気のエネルギーが磁石のエネルギーに

変わって、皆さんに言葉を伝えて増幅しているのです。 

しかし、私の喋っている言葉は、実は全く関係のないところで受信されておるのです。その電波

が皆さん見えますでしょうか。まず見える人はこの中に残念なことにいないのです。心の目で見た

ならば分かるのです。 

こうして我々は、見えない世界の方がはるかに多い為に、ついテレビとか色々の世相を見ていま

すと、不景気だと言って竹竿にちょっとした物を細工して、一万円だ、二万円だと売れます。 
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或いはダルマさんの目が二つあったとか一つあったとか言って、商売繁盛とか言って、これは、

関西ばかりじゃなく東京だって、うちのそばに観音様があります。この観音様の浅草にお参りに来

る人達は、商売繁盛、どうか儲かりますように。ひどい所になると、お札を洗えばもっと儲かる、

札洗いの弁財天なんてのがありましてねえ。それで本当に儲かったのはいないんです。ですから、

貯金通帳まで綺麗に洗っちゃったなんちゅうのがいてねえ、それで商売繁盛なんて言っているんだ

から、人間ていうものは恐ろしいものです。 

まあ、ＧＬＡを、本当に正法を知っている人達はそんな愚かしいことはしないでしょう。しかし、

長い我々の歴史と習慣は、正しいものをもいつの間にか、弁財天が札を洗うことによってその札の

増札することに協力する大蔵省みたいな事を考え出すのです。そんな馬鹿なことはないんです。 

そもそも弁財天というのはどういうものかと言うと、財産を貯めるための協力者じゃないんです。

お金を儲けさせるために協力する者じゃないんです。財とは、皆さんの心の中にある永い転生輪廻

に体験された偉大な智慧、偉大な宝物を湧現する、これが弁財天というのです。その心の窓を開か

せて協力するのが弁財天なのです。 

まぁあるとこ行けば弁天様なんてね言って、一生懸命この中にもある何人かの人は、それを一生

懸命拝んできた人がいます。弁天様だって同じです。あのところで琵琶を持って弾いて、しかも裸

になっちゃってんのは、それは地獄霊がそういうふうに見せたんです。 

しかし、彼女が奏でているところのあの弦というのは、弁財天の中道の道、強く締めても弱く締

めても弦というものは音色が悪い、偏らない中道、弦の音というものを中心にしてあの琵琶を持た

しているのです。まあ、もちろん持っております。 

天上界で奏でるところの琵琶の音は、皆さんの心を安らぎへの道に持って行きます。そのような

力を持ち、そのような安らぎの中から偉大なる心の門を開かせる、心の中に体験した偉大なる財の

転生輪廻の智慧を湧現させることの出来るのが、これが弁財天であり、別の名を弁天さまというの

です。 

ところがいつの間にか動物霊達が、変化して見せる、それが、真っ裸なものに変わってしまった

のです。それだけに我々は、弁財天が財産を作る協力者だ、とんでもない話です。また、恵比寿様

がなんてね、恵比寿大黒だなんて言って、昨日は一生懸命にやってましたねえ。 

恵比寿様、笑うどころではない、悲しんでいますよ。恵比寿大黒も同じ事なんです。それをお参

りすることによって、人間が商売繁盛するのではなく、正しく一生懸命に努力して働く、その中に

皆さんの生活の財を与えられるのです。 

それを祈りによって、他力によってやるとしたら、そのような間違った道を操っている人達の強

欲によって出来るだけなものであって、言うなれば、多くの大衆は、全く狂信と盲信だけによって

利用されているにすぎないということを知らなければならないでしょう。 

ですから、信心というものはそんなものじゃないんです。皆さん自身一人一人皆、偉大なる神の

子なのです。しかも、空の世界、実在の世界、あの世という不変的な皆さんの心の世界、心の世界、

あの世という世界から皆さんは誰も出てきているのです。皆さんはそれを知らずに只肉体という船

に乗ってしまって、人生の苦しみや悲しみを体験して盲目になっているだけなのです。しかし皆さ

んの真我なる心の中の神の子は、すべて、皆さんのすべてを知っているわけです。 

我々はこの肉体船に乗ってしまうと、例え如来であろうとも菩薩であろうとも、或いはまた言葉

を変えて大指導霊であろうとも、皆、メクラになるようになっているのです。次元の違った世界か

らこの地上界に肉体を持ってしまうと、自分の本性すら忘れるところに、修行の場があるというこ

とを知らなくてはならないでしょう。 
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しかし皆様、あるものは夜夢を見て、あの世にも行っているんです。或いは昼間の病状が悪けれ

ば、そのまま地獄の世界を体験してきている人達もいるのです。それは、皆さんの心なのです。そ

の心はちゃんとまた、光の肉体を持っております。光の肉体を持っておるのです。これが永遠の皆

さんの肉体です。 

今、皆さんの持っているこの肉体は、自分のものだと思っておっても、自分のものではないので

す。誰でも自分のものだと、確信を得られる人はいないのです。ただ、自分のものだと錯覚を起こ

しているだけなのです。「そんな馬鹿なことがあるか。現に自分じゃねえか」と皆さんはもし思っ

たら、大きな間違いです。 

少しくらい顔がまずいからといって、がっかりすることはないですよ。天上界へ行ったらみんな、

美男美女ですから。ですから今生において、少しぐらいひん曲がっとったって、心までひん曲がら

ないようにすることが第一条件です。 

まぁ、その内に、皆さんが自分の心が綺麗になってきたら、あの世に行って見てくれば良いんで

す。ああ、これはミスユニバースというより綺麗だなあと、自分で思いますから安心して下さい。 

もう年をとって、まあここには皺の出た人はいないと思いますけれども、仮に出ておったら、あ

の世へ帰ったらまだ若いんだということを知ってください。 

あの世では、年寄りはいません。ただし、光の天使達は。女性の人達は皆三○代です。二○歳代

から三○代、皆美しいです。男の人達でも、四○代が関の山です。みんな若いです。そして彼らは、

皆働き盛りです。一生懸命にやっています。 

もちろん中には、一万歳とか二万歳なんていうような老齢もいます。幽界あたりにはおります。

しかし、光の天使達のいる、言うなれば仏教で言う金剛界、光明に満たされた光の世界にはおりま

せん。 

我々の心の段階があるように、あの世にも厳しい段階があります。その段階は、人為的に神が創

ったのではないのです。皆さん一人一人の想念と行為、思っていることと行っていることの積み重

ねによって創り出された世界なのです。ですから、心の豊かな広い大きい人々は、それだけに広い

豊かな世界に住んでおります。 

ただし、地球上で如何に金があろうとも、地位があろうとも、財産があろうとも、そんなものは

一つの基準にもならないということを皆さん知らなくてはいけないでしょう。何故ならば、如何に

財があろうとも、この地上界へ出た時に、誰しもが自分自身、財産を持って来た人はいないように、

如何なる財閥であろうとも、この地上界を去る時は無一文で還って行くのです。どんな財産も持っ

て還る事が出来ないのが掟なのです。 

この地上界は、あくまでも肉体舟に乗って、人生を如何に豊かに、そして、我々の生きていると

ころの環境を如何に調和させるか、神の子としての調和されたユートピアを造るかという事が、人

間に課せられたるところの使命なのです。 

それ故に、私は、去年丁度区切りよく、一カ月ばかり格子無き牢獄の中で、しかし、心は自由に

抜け出して行きます。天上界へ何度も行きます。そして、色々な現象や、色々な事を見て参りまし

た。 

本来ならば、私は去年の一二月の二四日、この世を去ることになっていたのです。ですから、私

の本は四八までしか予言してありません。しかし、その先を生きていくのは、また使命があるので

す。あと五年です。そうして、その間に使命を持った人達が芽生えて、自覚され、天上界に行って

色々な状態を見てきて、この地上界の人々に報告しなければならない義務があるのです。 
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そして、次の使命を果たす人達が力を出さなかったならば、私は五年のち、この世を去ります。

そして、使命を持っている人々に、天上の世界から肉体を持っているこの地上界の指導者達に、現

象を今度出さなければならなくなるのです。これは掟なのです。自分の約束なのです。それだけに

私たちはそれだけの覚悟をして出てきております。そのために決して私利私欲、自分さえ良けりゃ

いいなんて、微塵も自分の心の中には有りません。 

既に去年の内に心の整理がついておりました。去年は丁度五、六月頃でした。関西本部長にも、

「今年の一二月まで保たないと思う。僕がこの世を去った後は、しっかり頼みますよ」、予言して

おきました。そのような自分が書いてきたプランも変更できる環境、私は自分自身がもう一歩やら

なきゃならないという自覚は、心の中から沸き出ております。 

そして、我々のこの世界における色（しき）というものは、すべての物質も経済も色です。我々

はこの物質や経済というものが、絶対的なものではなく、これはあくまでも生きていくために必要

なもので、足ることを忘れ去ったならば、無限に欲望は大きく広がっていくものです。皆さんが、

自分の肉体ですら自分のものでないように、いつの日か皆さんは、もし自分の物ならこの肉体もあ

の世に持って還れるのです。ところが、持って還った人は一人もいないんです。 

それだけに我々は、そういう無常なものに自分の心を奪われてはいけません。一番大事なのは、

不変的なこの心、空という世界、これが本当の永遠の皆さんの世界なのです。今も空の世界に皆さ

んは住しているのです。それは、肉体と同時に、皆さんは空の世界、実在の世界、あの世にも常に

コンタクトされているのです。我々が実在の世界、あの世という所で、この地球上から出ていると

ころの全てを知っております。三七憶数千万の人々の一人一人が、その状態によって光を皆発射し

ているのです。 

正法を知って、道を知って、正しく生きている人達は、光明に満たされ、そして、金色の柔らか

い光が、次元の違ったあの世にちゃんと点灯されております。ですから、あの世で見ればすぐに、

「あっ、あの人は心を清くして生活をしている」ということが分かります。 

争いと混乱の中に自分の身を置いて、人生の目的と使命も分からない人々は、全く混迷の灰色の

雲に覆われた世界で住して苦しんでおります。或いは正法に触れずとも、内なる心のままに、正し

く、善我なる自分の生活をしている人達もまた、金色でもちょっと色の薄い光がちゃんと向こうに

通じております。 

或いはまた、正法に触れても生活の中に生かさず、その時だけ、講演を聴くときだけ心を丸くす

る人達は、点いたり消えたりして、天上界でちゃんと分かっております。ですから、ごまかすこと

は出来ないのです。 

それでも、日本列島が非常に多く光が出ております。アメリカにも台湾にも、相当光が出始めて

おります。或いはまた、隣の韓国にも光が出始めております。中華人民共和国からも光が出て来て

おります。 

そして、今私の説いているものは、来年の秋頃から再来年の冬にかけて、今アメリカのスタンフ

ォード大学のドクター・ディードレイという教授が書いておられる私の翻訳された本が、まず、ア

メリカ全土に広がって行きます。そうして、それは更にひとつ大西洋を越えてヨ－ロッパに広がっ

て行きます。その中から、今まで物質と経済や地位や名誉の欲の中に渦巻いておったものを振り払

って、私達の説く法について来る、目の色の変わった人達も一杯出て来ます。そしてその人達も、

自分自身の目的と使命を悟り、正法を人々の心の中に灯していく人達も出て参ります。それは少な

くとも、五年以内です。 
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舶来に弱い日本人は、やがて外国から入ってきたその本を通して、翻訳の内に、自分がまた悟る

ような人も出て来ます。けつ曲がりの日本人なるが故に仕方がありません。 

しかし大阪の黒田知事が、去年の暮れの「大阪府民」の「職員」という中に私のことを書いてお

ります。共産党かと思ったら、結構人間性のこと、私の本も読んで彼は書いております。どうも関

西に来たときに知事選があって、知事選の時にちらっとそのポスターを見たら、「心の調和」なん

て書いているから、本部長に、「あれ、分かっているのかなあ」と思っていたら、根本はこっちに

あったということで、でもそういう意味で、例えどういう人であろうとも、ああいう方が堂々と名

前を挙げて尊敬できる人だと、自分の師だと言えるだけ良いと思います。 

まあこうして人生というものは、いろいろな体験を踏んで道が開かれていくのです。それだけに

皆さん自身も、他人事ではありません。皆さんの偉大なる内なる魂が芽生えてきたならば、その時

に皆さんは偉大なる神の子としての自覚を知り、人生の有意義に自分自身を悟りうることが出来る

のです。 

皆さんは、自分自身の内なる魂の声を聞きなさい。人の声ではなく、皆さんの肉体を支配してい

るところの、魂の内なる声を聴きなさい。善我なる、真我なる神の子としての雄叫びを聴きなさい。

その時に皆さんは、その事実を知ることが出来るのです。何故ならば、皆さんも皆神の子だからな

のです。そして我々は、その声を聴いた時に、人生の有意義を、今生きている価値を、悦びを、皆

さんは知ることが出来るのです。 

私は、その悦びを自覚させるための先導者にしか過ぎないのです。如何に私が一○○万言言って

も、皆さんが内なる心に芽生えるための生活をしない限り、その門は開かれないということを悟ら

なくてはならないでしょう。 

現に、空の世界、あの世という所から誰も出て来ているのです。それだけに皆さんは、皆さんの

肉体を支配しているところの心は、自分に嘘をつけないのです。じっくり一人になって自分を見つ

めてみてください。そして、生まれて現在まで、自分自身の作り出してきたところの自分の心に嘘

をついた分野を、勇気を持って切り捨てることです。それを実行したときに、瞑想という真実の神

の道に通ずる光明の世界があるのです。それが空の世界です。永遠の世界です。私達は、あの世、

この世を転生輪廻をしてきております。 

丁度去年の一○月、一一月にかけて、ＧＬＡの中で、毎日新聞で、私達の仲間のお坊さんが、宗

派から相当な弾圧をされました。しかし、その私達の同志達、結局において、何とか雪隠攻めをさ

せて罷免しようと、頭のいい指導者達が押しかけてきて、合法的にやろうとしました。しかし、私

達の神理を知っているお坊さんは、泰然として、そちらの質問に一つ一つ答えていきました。 

ところが、「お前が唱えているところの転生輪廻、これは愚かしい、お前はそんなものを信じて

人々に教えるとは我々の宗派の違反者である。速やかにそのようなものを止めるか、それともお寺

の住職を辞めて欲しい」 

ところが、（私達の仲間のお坊さんが）言いました。「分かりました。それならば皆様は、何故

私が永遠の転生というものが無いとしたならば、弘法大師の説かれている最後の末尾に、『予はか

つてリョジュセンにおいて釈迦牟尼仏の説法を聴いた』という事実があります。これについてお答

えが出来ますか」 

ところが、大学の教授連中は、「ああ、あれは後の人が付け足したんだ」、もうここまで来たら

話になりません。 



522 

 

「分かりました。それならば、あなた方は、葬式の時に引導を教えているけれども、その引導と

は何ですか」と質問したところが、あの世が無かったら引導を渡すことはないんです。これはどう

いう訳だと、答えられないんですね。 

「引導は形式だ、そういう習慣になっているんだ」 

そんな習慣止めちゃったらいいじゃないですか。引導を渡すならば、引導を渡してそれを確認す

るだけの自分自身の心の調和が無かったならば無駄なのです。それを形だけで、袖の下で「えい、

やっ」と九字を切ったところで、とんでもない話です。それで引導を渡すどころじゃありません。 

その次に、「あの川が無かったならば、施餓鬼は何とせられるのですか」と質問した訳です。施

餓鬼も、あの世がある、迷っているということは、あの世があるから迷っているのです。それをや

りながら、「あの世などは無いんだ、生命はこの世限りだ。だからこの世にやりたいことをやりや

あいいじゃないか」、そういう馬鹿げたことを教えております。 

こうして次々賀問に答え、逆にこちらの方の質問には全く無抵抗、返答が出来なかったのです。

その結果、このような僧侶を私達の宗派から追い出すのはとんでもないマイナスだ、こういう人こ

そ、我々の宗派にとどまって改革をして欲しい。逆になって、今度は頼まれるようになってしまい

ました。 

それもただ、ある大学を卒業していない、卒業せず大僧正になっただけに、学者達が頭によって、

彼らを追求することによって、彼は必ずしっぽを出すだろうと思ったら、たとえ学校は出ていずと

も、生活の中に正法という体験をしている為に、どうすることも出来なくなってしまったのです。 

このように、いつの日か仏教も、二千五百有余年間に皆分からなくなってしまったのです。自分

はプロだからと言いながらして、プロと素人ではどこでけじめを付けるのですか。それすら分から

ないのです。プロなるが故に、己を正しく見つめ、正道の生活をするところに道が開かれるはずな

のに、栄耀、栄華にふけり、自らをないがしろにしている僧侶がいかに多いことか、哀れなもので

す。 

こうして、実在の空の世界というものを知ったならば、我々はたやすくそのような間違った行為

は出来ないはずです。同時に、皆さんの心というものは生きているのです。同じ丸い中にも常に一

定の振動があります。バイブレーションがあります。心のブレがあります。生きている証拠です。 

皆さん自身がこの地上界にあるところの、一つの個体、気体、液体という三つの相の変化をいた

すもの、鉄も、アルミニウムも、銅も、或いは石ころも、或いは水も、全てそのように鉱物は三つ

の変化をいたします。個体と液体と気体というように変わって行きます。或いは気体からまた液体

になり、固体に変わって行きます。これもバイブレーションです。振動です。 

よく皆さんは、氷は零度で溶ける、摂氏零度でメルタルポイントがある、そうして零度で氷結す

る、このように教わっておりますね。ところがこれは、温度はただの触媒にしか過ぎないというこ

とです。温度が上がるということは、水の分子に振動が当たるのです。振動が当たる、バイブレー

ションが当たるのです。そうしてその振動が一定数になったならば、熱して一○○度に上げなくと

も、水は水蒸気に変わるのです。水蒸気は空に舞い上がります。 

それだけに我々は、この空間、空、空、空っぽだなんて思っていたらとんでもないことですよ。

今、皆さんの一人当たり約一〇ワット、熱エネルギーが出ておりますから、この部屋の中を総合し

て計算すると、この中の部屋の熱量が出て参ります。 

それも急速にこの中を冷やしていったならば、その外についている水蒸気を見れば分かるでしょ

う。外が冷え切ると曇っちゃいました。これは水滴です。分子が、この振動が変わってきたのです。
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低くなったのです。低くなったために、水分に変わったのです。それをよく水に対して、mc2=hμ

と、私の本の中に書いてあります。これは熱粒子のエネルギーだと。 

即ち私たちは、この熱粒子のエネルギーの中においても、振動というものがどうなるかと言えば、

ちょっと難しくなりますと、こういう一つのμという振動は、プランク常数（h）で mc2という積

を割ったものです（μ= mc2/h）。 

これと全く同じように、皆さん自身の心も同じです。硬くなって意固地になった人達、意志の強

固なという人達、柔軟性を失っている人達、同じように頑なな人間です。 

心は常に同じ振動で感情も、知性も、理性も、想念も、常に豊かで平和で、調和されている人達、

こういう人達は安らいでいる人達です。 

常に心の中がしこり、感情ばっかり出ている人達、そうすると必ず理性がひずみを作ります。こ

ういう生活をしている人達は、安らぎなどはありません。家庭の中はバラバラです。バラバラなら

まだ良いほうです。やはり調和などはないのです。 

皆さん自身が生まれて現在まで、死ぬまで、皆さんのテープレコーダーは、否応なしにすべてを

記憶しております。思ったこと行ったことは、好むと好まざるに拘わらず、すべて記憶されており

ます。 

そしてその体験は、やがて生きている内に結論を出すか、あの世に還ってから結論を出すか、そ

れは皆さんが選ぶのです。何故ならば、六○兆からなる小宇宙の細胞集団の支配者、皆さんの人生

行路の乗り舟の支配者、皆さん自身の魂が結論を出すのです。小宇宙の肉体舟、皆さんの肉体の支

配者は、個の生命としてその責任を果たさなければならないのです。それ故に全ての審判は、人が

するのではなく、内なる善我なる皆さんの心が裁くのです。 

この現象の世界、地上界においても同じ事が言えます。原因と結果、今苦しい、悩みがある、そ

の原因がどこにあるのか、その原因を取り除かない限り、苦しみから解放されないのです。 

常に、自然界は、原因と結果、作用と反作用の法則から逸脱する事が出来ないのです。ですから、

今毎日の生活を通して、心の中に悩みがあるならば、その悩みの原因はどこにあるのか、その根を

取り除く為の作業を皆さん急がれることが大事です。 

無常な風が一つ吹けば、私達はいつまでもこの地上界にとどまることが出来ないのです。それ故

に、いつ無常な風が吹いても、今、自分自身が逍遙として死に向かえるような心構えが大事なので

す。もしそれに執着を持ったなら、間違いなく地獄の世界に行くこと請け合いです。 

それ故に今、皆さんがずっと目をつぶって、いよいよあの世へ還る、宣告されます。私のように

五年のちなんて言われてね、執行猶予付くか付かないか知らんけれども、設定されておったらどう

しますか。うろたえるでしょう、普通ならば。 

もし皆さんが、この地上界を、この中から、明日発つかもしれない、明後日還るかもしれない、

同じ仲間同士でもまた、五年のち、二○年のちに還るかもしれません。これを止めることは出来な

いのです。 

その時に、「いやぁ、長い間ご苦労様でした。皆さんに大分ご厄介になりました。私は一歩先に

失礼させて頂きます。また何十年先かあの世で会いましょう。さようなら」 
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還れる勇気のある人ありますか。あったら手を挙げてみてください。「いや、ちょっと待ってく

ださいよ。まだ、あれもしなきゃならん、これもしなきゃ、いやこういうこともしなきゃならん」、

皆さんはあるはずです。 

もし勇気のある、「いやぁ、私は大丈夫です。今でも十分還る資格があります」という人は、も

っと光が出てるはずです。光がまあ、毛が無くて出ているんじゃなくて、たとえ頭が黒々としてい

てもあの世へ還るんですから。ですから、毛が有ろうが、無かろうが、後光がびしゃっと出ている

人達ならそれが出来ます。しかしこれは、誰をもが阻止することが出来ない厳粛なるものなのです。 

ですからそれだけに皆さんがいつでも還っていいだけの、そして生きている内は、朗らかにゆと

りを持って、そして自分の心は常に安らいで生活すること、これが本当の人生なのです。そして、

与えられた仕事、一生懸命に元気ではつらつとして、「ああ、今日も一日終わった、今日も一日悔

いはなかった」、こういう生活をしている人達こそ、本当の信心深い人達なのです。 

ところが、「はぁ、嫌だな、去年はもう思い出すのも嫌だ。一つ今年こそ、新年早々から心を入

れ替えてやっていこう」まあほとんどみんな、そう思ってるんですがね。日が経つに従って、「咽

もと過ぎれば、熱さを忘れる」で、忘れちまうんですね。そしてまた、来年になったら、来年こそ

やろうと、まあ、フクロウみたいな考えの方もいっぱいいます。 

フクロウちゅうのはね、今度は巣を作ろう、巣を作ろうって、ホウホウ鳴いているんだけど、明

日になるとまた忘れちまうんだよね。まあ人間も、そういう点まあ、同じような性格を持っている

人達が非常に多いのです。 

ですから、私達はまず、自分というものをしっかりと見極めて、毎日の生活を一生懸命にやって。 

あの世という世界は素晴らしい世界なんです。まあ、住めば都っていうからね。スモッグだらけ

のこの地上界だってやっぱり楽しいと思います。しかし、あの世はそれ以上に調和されて、楽しく

て、ウソのない、ユートピアだということを知ってください。 

ただし逆に、地獄へ行ったら別問題です。これは、ひどい厳しい世界です。同じ地獄界の中にも、

ものすごい段階が有ります。そして、安らぎの無い世界です。自殺をしたような人は、何回もあの

世で自殺をします。ところが死んでも死なないんです。この地球上からは肉体は消されるけれども、

あの世へ還って、仮に肉体をくくっても、また生き返っちゃうんです。そして、またくくるんです。

まあ、いつまでも自分の苦しみから逃れられない世界なのです。 

それですから、もうこの地上界でもういやになっちゃった、もう死んじまおう。その現在から逃

れることは、皆さん、自分の心からは逃れられないということを知りなさい。環境からは逃れられ

ても、その苦しみからは死んでも逃れられないのです。死ねばもっと厳しい、思えば即座に現象化

する世界なのです。 

それだけに、考え直さなければなりません。逃避は出来ないのです。自分の心はどこにあっても

逃げられない。たとえ、南極に行こうが、北極に行こうが、皆さんの心から、自分の心の世界から

逃れることが出来ないのが掟なのです。今が苦しいから、悩みが多いから、仮に自殺をしたところ

で、それから逃れることは出来ません。死んでもまた、同じような苦しみが倍増され、何十倍にも

跳ね返ってきます。 

そのために、この地上界において正しい道を失い、人生の価値を忘れ去って去った人達の多くは、

そういう厳しい地獄の世界で彼らは生活をしております。その結果、死んだ場所に執着を持つ。そ

ういう場所に同じような心の人が近づくと、彼らの獲物になっちゃうんです。またその中で苦しみ

の人生を体験していく訳です。 
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地獄が騒げばこの地上界は混乱します。この地上界の人々の心が混乱すれば、地獄もまた大騒ぎ

になってくるのです。そういう時代を末法の世というのです。人間の心の中に神の教えである、そ

の法、神の心である法、これが失われ、法灯が灯されなくなった時に、世の中は混乱していくので

す。闘争と破壊と混乱が繰り返されていくのです。 

それだけに皆さん自身は、正しい法というものを自分の心の物差しとし、心に灯して人生を生き

ていくことは幸せなことなのです。それ故に、皆さんの心には、少なからず私達の説いたものが、

皆さんの心に記録されております。たとえ死んでも、ウソだと思っても皆さんのテープレコーダー

をあの世でひっくり返した時に、「はぁはぁ、あの男の説いたのはホンマや」、なんてことになる

んです。 

そのホンマやっていうのがね、「こりゃ早速反省しなきゃいかんわい」、そういうことで、自分

自身が収容所に入って反省をして、やがて天上界へ行くのです。そして、あの世へ私が還ってから、

「ああ、ホンマでした」、まあ、言って来れる人が何人いるでしょうか。そして皆さん自身、自分

自身を自覚して還るのです。百万言のお経より功徳のあるということを知って欲しいのです。 

何故ならば、私達は、神の名の下において、この地上界に肉体を持って来ているのです。そして

間違った人間の道を改める為に、物賀と経済の奴隷から自らを解放させる為に出て来ているところ

の使命を持っている人間なのです。信じようと信じざるにかかわらず、これは事実なのです。 

そして、間違った宗教は、やがて私の説く道に付いてこなければならなくなるのです。たとえ人

間どもがどのように反発しようとも、神の威厳の前にはどうすることも出来ないのです。それだけ

皆さんは、自己の確立の為に、もっと勇気を持って己を確立し、その為に立ち上がらなくてはなら

ないのです。 

後悔は先に立ちません。我々は生きている内に、自分を確立することなのです。そして、太陽の

ように人々の為に奉仕することなのです。無所得のままに、人々の幸せの為に奉仕することなので

す。そして、社会をより良くしていった時に、地上界はユートピアが生まれてくるのです。 

そして今年、来年、どんどん私達のグループの中から、或いは別のグループの中から、天上界に

行ってこの目で、この身体で体験をしてきて皆さんの前に報告する人達も出て来るのです。信じざ

るにかかわらず、事実なのです。 

皆さんの内なる心の門を開いたならば、その偉大なる人間としての価値を、皆さんは自らして悟

ることが出来るのです。それは、人の幸せになることではなく、自らが幸せになる近道だというこ

とを悟らなくてはなりません。 

いかに南無妙法蓮華経を百万言上げたところで、一つの正しいことをした方が、遥かに有意義だ

ということを悟らなくてはならないでしょう。遥かに自分の心を豊かにするということを悟らなく

てはならないでしょう。 

その上げている時間があったならば、子供と対話することもまた愛なのです。その時間があるな

らば、ご主人の為に、妻の為に、或いは近隣の為に、一つの良い行為をした方が遥かに皆さんの心

を光明に満たすということを知らなくてはならないでしょう。 

南無阿弥陀仏も同じ事、天にまします我らの神よ、と祈るならば、祈るに値する己自身の心を作

り出すことがまず第一条件だと悟らなくてはならないでしょう。内なる神を湧現するために、皆さ

んは自分自身の心をより正しく、勇気を持って見つめ直す時が来たのです。 

そして、皆さんは自らの力により、その法灯を目指して立ち上がることなのです。それ以外に自

らを救うことも出来ないし、社会をより調和させる道は開かれていかないのです。その心の偉大性
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を認識する年なのです。そして多くの人々が、その事実を知ってくるのです。その時に、地上界は

光明に満たされていくのです。 

そういう人々がより多くなるに従って、地上の文明は神の世界の文明に近づいていくのです。そ

の時には闘争と破壊は全て無くなり、人々は皆兄弟だということを、神の子の下において全て平等

であるということを悟っていくのです。皆さんが実現するのです。 

それはまず、内なる心の中に平和を作り出すことなのです。己の心がユートピアになれば、また

人々にその道が説かれていくのです。その光は、人々の心に安らぎと調和となって響いていくので

す。それは実行です。いくら頭で分かっておっても、これは知識の枠の中から外に出ないというこ

とを知ることです。 

いかに法華経の理屈が分かっておっても、頭だけで理解しても、これは片ちんばなものなのです。

それを実行してこそ、知恵に変わるということを悟らなくてはいけません。知恵に変わるというの

は、知った知識を実践体験してこそ、初めて知恵に変わっていくのです。皆さんは評論家になるの

ではないのです。経済評論家に事業をやらして、成功した試しは無いのです。評論家になるのでは

なく、実践者になることなのです。 

こうして心の世界は無限に広く、豊かなものだということを知ったならば、一つでもいいから、

人々の為に奉仕し、より豊かな自分自身を完成していることが大事だと言えましょう。 

こうして我々は、色心不二という色即是空の世界、色心不二、同じですね。或いは色即是空、こ

ういう仏教の言葉の中にあるこの空こそ、この心こそ、同じものであり、今、たとえ姿は見えずと

も、皆さんは現に肉体舟の船頭さんなのです。今聴いて、それぞれ皆さんは耳を通し聴いて、心の

中に響いている振動は、それを聴いているものは、決して皆さんの頭でなく、頭脳ではなく、皆さ

んの内なる魂だということを知らなくてはいけないでしょう。その魂が実践した時に、全く私と同

じ意見に到達するのです。 

そして皆さんが、天上の世界、光明に満たされた世界から出て来ている人もいます。或いはまた、

神界や幽界から出てきている人もあります。人それぞれです。しかし、如何に人間の肉体が欠陥車

であろうとも、地獄からは絶対に生まれてこないのです。 

もし欠陥車が生まれたとしたならば、それは両親の肉体的条件、精神的条件が左右しているので

す。子供の肉体細胞が出来る間における胎教の中で、母親の心の状態が作り出しているということ

を知らなくてはいけないのです。 

それは細胞分裂の時に核酸反応が起こります。その核酸が正しく細胞分裂に協力するときは、心

が美しいときです。心が混乱しておったならば、その核酸は即座に核分裂を起こすときの不調和な

地獄霊を呼び、その地獄の細胞が分裂を阻害しているのです。現代医学では分かっていません。次

元の違った世界から見れば、その事実が分かるのです。不思議でも何でもないのです。 

皆さんの肉体の中におけるところの、外因性によるところのウイルスも、同じ現象として現れて

くるものなのです。 

それ故に私達は、常に健全なる精神と、健全なる肉体を持ち、調和された人生を有意義に送って

いくということが、本当に幸せへの道なのです。 

健全なる精神を作るためには、正しいルールを知らなくてはいけません。偏らない中道の道、も

のの見方、行い方の基準を、しっかりと自分が知っていたならば、間違いを犯すことはないのです。 
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正しい正法を知っている人達は、思ったり行ったりする時に、自分の心の中にサッと来るものが

あります。そして心でちゃんとブレーキもかかるようになるのです。正法とはそのような素晴らし

いものです。そのような正法を実践している人達こそ、神の子としての本当の自分を悟り得ること

が出来るのです。 

山の中に入って、六根煩悩を消滅するために、厳しい肉体行によって得られるものではないので

す。日常生活の中で、自分自身をしっかりと一歩一歩見つめていく人達こそ、正しい悟りを得る近

道だと言えましょう。 

こうして、神理というものが、我々はでたらめでこの地上界へ出て来てやっているのではないの

です。一銭の足しにもならないのです。経済的に考えたならば、むしろ家におってひっくり返って

おった方がいいのです。しかしそれは出来ないのです。何故なら我々にはその使命があるからなの

です。 

人間は金じゃないのです。誰しもがこの大自然の太陽、自然界の慈悲のように、人間は誰もその

ような心を持っているのです。その慈悲の心を人々の上に無所得のままに奉仕する時に、社会は一

段と光明化されていくのです。ＧＬＡの会員を増やすことではないのです。我々から見れば、人類

は全て平等なのです。ＧＬＡの会員であろうとなかろうと、不幸になることを阻止しなくてはなら

ないのです。 

幸いにしてＧＬＡという一つの組織の中に、私達のグループが一杯来ております。しかし我々は、

ＧＬＡの会員ばかりが人間じゃないということです。世界の人類は全てです。たとえどのような人

であろうとも、ただ、分からないから間違った道を歩んでいるだけなのです。たとえ反発しても、

彼らはそれをよく理解する根拠が希薄だからなのです。そういう人達にも理解させることを、皆さ

んはまた道なのです。会員を増やすことじゃないのです。良き心の友を増やすことなのです。 

そして、この世の中が、神の法に基づく、心に基づく社会を築き上げていくということが優先さ

れなければならないのです。それだけに、私達は、誰でもいいのです。人間は誰でもいいのです。

その人達が平和で暮らすことを、その協力者でなければならないのです。その中に奉仕の精神が生

まれてくるのです。 

気の誰な人々には、たとえ自分が金が無ければ、肉体を通して奉仕せよとも、或いは経済力のあ

る人達は、またその人々の為に奉仕することも、神に対する報恩の行為なのです。これを陰徳と言

います。 

たとえ人が見ていようが、見ていまいが、人々の為に奉仕している姿は、偉大なる神の心の、よ

り己を高めていく近道だと言えましょう。見ていようとも、見ていまいとも、関係ないのです。内

なる心の中から出てくるところの善なる行為は、皆さんの心をより美しく、広く、光明に満たして

いく近道なのです。 

そして、自分を常に平和に安らいで、人生を送っていくことが大事なのです。その時に道は開か

れるのです。それは、マルクス主義でも、資本主義でもありません。資本主義やマルクス主義は、

物を基準としたものであって、人類が長い歴史の中に作り出してしまった、一つのカルマなのです。

それが、資本主義の中における争いも、或いはマルクス主義の中におけるところの権力闘争も、彼

らは物を基準としているからなのです。心の偉大なるものを知ったならば、我々は自らして物に足

ることを知り、世の中が良くなってきたならば、調和されていくのです。 

去年の暮れにおけるところの官公労のストライキ、結局何を得たのですか。国民大衆を犠牲にし

て、これも一部分の間違った思想家達の行動です。しかし聖なる道を知った人達が一〇〇万、二〇

〇万になったら、彼らにそのような悪辣な行為は許しません。それが道です。 
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現代の社会混乱、経済混乱は、間違った一部の思想家達によって作り出されているのです。その

ようなものも、私たちはやがて正して行かなくてはならないのです。それは闘争ではないのです。

話し合いです。 

対話の中から国民大衆が立ち上がれば、そんなことは出来ないのです。ところが現代の国民はバ

ラバラです。だから一部分の統制の取れた間違った人達の犠牲になるのです。 

しかし私たちが成長していったら、出来ません。させません。当然なことです。我々の税金で食

っている人達が、それ以上に世の中を混乱し、経済混乱をさせる。間違ったことを正しく叱るのも

愛だということを、人間は知らなくてはならないでしょう。そうしていかない限り、日本はイタリ

ーや、或いはまたイギリスのような惨めな経済社会を作り出していきます。 

私たちはそのものに対して、間違いであることを大衆の力によって教えなければいけません。そ

れは闘争ではないのです。私たちが、私たちを、正しい社会を作っていったならば、間違った人達

も、その道を方向転換するのです。 

こうして一九七六年、我々は人生というものを、より大きく広く、自分を完成させていくと同時

に、たとえ一つでもいいから、今年一年を通し、「確かに私はやった」と言える自分の心に光明の

光を灯して下さい。 

長い時間、どうもご静聴有り難うございました。 
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【心の尊厳】 

1976-3-○○ 講演場所不明 

草木は春になると花を咲かせ、やがて実を実らせ、秋の収穫期を迎えます。この循環は永遠に不

変なものです。 

私たち人間も、この地球という環境の中で、人生航路の乗り舟である肉体を両親からいただき、

この自然の恵みの中で成長し、やがて年老いて、自らが好むと好まざるとにかかわらず、この地上

界を去って行くものなのです。 

しかし、この地球上という場に肉体を持ってしまいますと、生活に結びついてくる物質や経済や

名誉といったものがすべてと思い、それを得るところに幸せがあると錯覚を起こしてしまいます。

そして、自ら苦しみの多い人生を送って行くのです。 

しかし、本当の私たち自身は、いま心の中で思い、考え、判断している自分自身であり、それは

永遠に不滅なのです。そして、肉体を支配しているその心の中に、普遍的な神の心が存在している

のです。 

私たちには、絶対に自分に嘘のつけない善我なる心があります。この善我なる心は、神の心と同

通しているのです。その嘘のつけない善我なる心こそ、偉大なる神の道に通じている自分自身なの

です。 

ところが、肉体を持ってしまいますと、私たちの意識というものは、わずか 10％しか表面に出て

いません。そのために、目や耳を通して五官で得るものが、あたかも絶対のごとく思ってしまいま

す。 

その中からやがて、自己保存の思いが生まれてくるのです。その自己保存の思いが、いつか偽り

の我を生み出してしまいます。  

私たちは皆、短い人生の間により豊かな魂を作り、より調和された地球という環境を作るという

大きな使命を持って生まれてきたのです。しかし、生まれた当時の美しい心は、やがてその環境や

教育や思想や習慣の中で泥まみれになり、心にスモッグを作り、自ら苦悩という人生を送り、神の

光を遮ってしまうのです。 

私たちの心の中には、偉大なる内在された智恵が存在しています。その内在された智恵は、善我

なる心の中に存在しているのです。 

その善我なる心を芽生えさせるために、人間として正しい生き方、人生の歩み方というものが説

かれたのです。それが、二千数百年前、あの中インドにおいてゴーダマ・シッタルダ、釈迦牟尼仏

が説いた教えだったのです。 

仏教の本質というものは、人間の生まれてきた目的と使命は何か、そしていま人間が何のために

苦しんでいるのか、 経済的、精神的、肉体的な苦悩から脱皮するためには、どのようにしたらいい

のだろうかという、道を説いたものなのです。 

ところが、その仏教も長い年月を経て日本に伝わってくる間には、中国でさらに難しく哲学化さ

れ、いつの間にか、仏教と言えばお経をあげ、お線香や灯明をつけることが信仰のごとく思われる

ように変わってしまいました。 
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そもそも仏教には、お線香とか灯明などと言うものは、本来は必要のないものだったのです。ゴ

ーダマ・シッタルダ、釈迦牟尼仏が、あの中インドを中心にして法を説かれていた当時、インドに

はお風呂というものがありませんでした。 

いまの日本では、お風呂というものがあって、いつも身をきれいにしておくことができますが、

当時は川の中へ入って簡単に水で洗うぐらいでした。まして、多くの修行者たちは、日中歩いて汗

だくになって帰って来ます。 

また、山の中に入って禅定する場合にも、毒虫や毒蛇から身を守るために、自分の身体に色々な

薬草を塗ります。それらの臭いが鼻をつきます。そのようなことから、当時、ゴーダマ・シッタル

ダ、釈迦牟尼仏の弟子に、プルナ・ヤニプトラーといわれるアラハンの方がおられましたが、この

アラハンの方が出家する前に、この臭みを何とかしなければいけないといって、栴檀（せんだん）

の香というものを発明したのです。 

それがインドにずっと広がり、体臭を何とか消そうとして試みられたのがお線香なのです。それ

がいまは、お墓参りにお線香を持ち、仏壇やお寺に置いて来ます。その上、さらに香水までつけて

いる人がいます。私たちは最早旧来の陋習を破る時が来ているのではないでしょうか。 

灯明も同じことです。夜、説法を聞くときに、真暗闇の中で聞くよりは、顔が見えるようにとい

うことで、菜種油や、松の根からとった松根油を灯明として使ったものなのです。 

それがいつの間にか、電気をつけた上にローソクまで点すようになってしまったのです。しかし、

信心というものは、本来そのようなものではないのです。私たち自身の嘘のつけない善我なる心を

信ずることです。 

もっと具体的に言うならば、常に善意なる第三者の立場に立って、自分の思うこと行うことをし

っかりと見極めることなのです。 

南無阿弥陀仏というのも、インドの言葉が中国語に同化されて日本に伝わって来たものであって、

本来の意味は、アミの説かれた法に帰依するということなのです。アミというのは、エジプトでア

モンと呼ばれたファラオのことで、それがソロモンに行ってアミーに変わり、インドのバラモンに

入ってアミとなったものです。 

そのように、神は遠くにあるのではなく、私たちの内なる心の中に存在しているということを知

ったならば、その善我なる嘘のつけない自分を大切にし、正しく人生を生きて行くことが道なので

す。 

太陽をごらんなさい。1 秒間に 2 百万トンからの石炭を燃焼するほどの莫大なエネルギーを、こ

の地球に無所得で与えています。もし太陽がなかったならば、私たちは生存できるでしょうか。そ

の無所得の姿、行為そのもの、自然界そのものが神の心の現われなのです。 

いま地球は、私たち一人一人の美しい心を必要としているのです。なぜならば、この地球という

ものは、広大な宇宙の中にあって、一つの小さな細胞にすぎません。 

その細胞を調和させていくためには、万物の霊長である私たち一人一人の心の集約された姿が必

要となってくるのです。そのことはつまり、人生の目的である仏国土・ユートピアにもつながって

行くのです。 

人間は長い歴史の中で、国境という複雑なものを作り出しました。それは人間のエゴが作り出し

たものなのです。 
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本来神の世界は一つであり、地球は一つです。人類はすべて兄弟なのです。同じ太陽の下に人間

は皆平等です。 

このように私たちは、末法といわれる複雑な現代社会の中で生活をしていますが、たとえどんな

ところで生活しようと、自分の本質を忘れてはなりません。 

そして、心の中が常に丸く豊かであるということが人生の大きな目的・使命なのだということを

私たちが忘れたとき、苦悩を作り出して行きます。また、その苦悩は心に曇りを作り、歪みを作っ

て行くのです。 

本当の意味の修行というものは、私たちの日常生活の中に存在しています。病気にしても、経済

的な苦しみにしても、そのような体験はより豊かな心を作る一つのチャンスでもあるのです。それ

を通して、その原因と結果を知ることが大切です。その中から、心の中にある偉大なる神の智恵、

神の光を涌現することが大事なのです。 

人間は万物の霊長であるにもかかわらず、偉大なる神の智恵を自ら放棄しています。それも体験

です。その中から、自分はこれでいいのだろうかと悩み苦しんで壁にぶつかり、やがて自分の間違

った心の歪みは修正されて行くものなのです。 

しかし、私たちは皆、偉大なる魂です。それを自覚するためには、自分自身を常に正し、日常生

活をより豊かにし、心の中から出てくる愚痴、怒り、妬み、こういうものを自分の心や生活から取

り除くことです。 

愚痴っぽい人というのがいますが、愚痴は自分の欲望が満たされないために出てくるのです。そ

の愚痴は自分自身の心に大きな曇りを作り出し、苦しみを作り出すということを知らなくてはなら

ないでしょう。 

怒りっぽい人の場合は、まずちょっと待てと、この怒りを直接相手にぶっつけたら一体どうなる

だろうか、自分が逆の立場に立ったら一体どう思うであろうかと考え、思いやりの心を持って事に

あたったならば、怒りの心など出ては来ません。 

〝叱る〟と〝怒る〟というのは別です。叱るということは愛です。相手自身をよくしようとして

厳しい言葉を言うことは叱ることです。怒ることは自分中心の思いです。欲望です。つまりは、思

うようにならないから怒るのです。それは許されるものではありません。 

そのような、怒る心、妬む心、そしる心というような心の思いはすべて、心の中にあるテープレ

コーダーやビデオテープに記録されていきます。 

そして、いずれこの地上界を去るときに、私たち自身の善我なる心がそれを裁くようになるので

す。それから逃れることは誰一人として出来ないということを知らなくてはなりません。ですから

決して自分の心の中に毒を作らず、飲んだりもしないことです。 

悪口を言われても感情的にムキになり、仕返しをしてやろうなどと思わずに、相手が言うなら、

その原因、理由をよく知って、許してやることもまた愛だということを知らねばなりません。 

こうして私たちは常に自分の生活を正して、毎日の生活を豊かにしていくことが大事です。その

ようにして、信じると信じざるとに関わらず、普遍的な真理は、人間の心の中に誰も種を播かれて

いるのです。 
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その種が一つのきっかけによって心の中で花開いていきます。私たちは、まず間違った考えから

自らを解放することです。そして、自分自身を信ずることです。嘘のつけない自分を信じ、それに

添った生活をすることです。 

自己保存、自我我欲の思いは、小さな自分を作ってしまいます。逆に、お互いに助け合い、協力

し合い、補い合う愛の行為が私たちの心を限りなく豊かにして行きます。 

心は、神の世界において、すべて同根であり、全人類は皆兄弟なのです。皮膚の色による差別や

国境などといったものは、愚かしいことです。皮膚の色が違うのは、その国々の気候風土に合わせ

て神が作られたからであって、同じ人間に変わりはないのです。その肉体舟に乗っている魂たちは、

すべて兄弟であり、同じなのです。 

そのようなことを知ったとき、私たちは小さな世界から脱皮し、自分をより豊かにしていくこと

が、私たち自身の生きる道であると知るでしょう。そして、やがて好むと好まざるとにかかわらず、

自覚しなければならない時が来ることを知っておいて下さい。 
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「正法の流転」 

1976-5-2～5 富士綠の休暇村 

 去年に続いて、この場所で皆さんとともに神理の勉強をすることができましたことを嬉しく思っ

ております。本日の演題は、正法の流転と言いましょうか、神理がどのように伝わって来たのか、

そして現在どうあるのか、この問題について語ってみたいと思います。 

 ちょうど今から、三億四千数百年前、私達は地球上よりはるか離れた、数億光年先の最も調和さ

れたベーター星という星より、脱出し、円盤に乗りまして、年若き調和された緑に包まれた地球上

に、円盤に乗ってまいりました。それは現代のアフリカ、ズーッと北の方にあるところのエジプト、

エルカンターレーというところです。ナイル川の三角州より少しスエズ運河に近づいたところ、そ

の場所が最初のエデンの園でありました。 

 その当時エルランティーと言われる天上界の責任者が、七人の大天使達を連れて来ました。その

時に、ミカ、ガブリ、ラファエル、この様な人達、ルシェ、彼等が地上の世界において調和された

ユートピアを創られた当時は、その功績を讃えて、ガブリエル、エルの字を全部与えました。ラフ

ァエル、あるいはまたミカエル。エルというのは神の光、神の心そのものであります。 

 その大天使達は、全部神の光を受ける、パワトロンというものを全部つけておりました。そして

当時は、人々の心も既に調和されておりましたために、天上の世界と自由に交渉を持ち、肉体を持

ちながらして、すべての事を見通し、未来のことまで分かっておりました。 

 その当時、一部分の船団でまいりました中から、エデンの園において、規律を乱す者達がありま

した。その一部分の人々は、その責任者であるところのミカによって、他の場所でよく反省し、自

らを造り直すために、彼等はその場所を離れました。しかし彼等は、ついに音信不通になり、これ

が後においての伝説となるエバの問題です。 

 我々の正法は、最初において、この地上界に法の種は蒔かれて行きました。時代が進むと同時に、

我々の肉体を持った子孫を主体とし、自我が芽生えるとともに、すでに地上界と天上の世界の交渉

は絶たれ、その間において、大きく七回の天変地変を体験しております。 

 この地上界において、ルミジア大陸にしても、ムー大陸にしても、アトランティス大陸にしても、

代表的な大きな天変地変を人類は体験して来ております。アトランティス大陸の当時においては、

イエス・キリストの前身であるところのアガシャーが、失われた人々の心に、偉大なる人間の道、

愛、慈悲の道を説いて行きました。 

 しかし彼は、当時の魔女狩りにあって、多くの仲間を引き連れて再び、現代のナイル渓谷に逃げ

てまいり、７０数カ国の元首を集めて一つの帝国を創り上げました。そこでユートピアを創って行

ったのです。 

 その当時はまだ人間の心の偉大性を知り、人々はその道を遵奉し、調和された社会を創ろうとし

て努力し、多くの文明を築いて行きました。しかし人間は、その文明の栄えるに従ってますます、

物に溺れ、地位や名誉に溺れ、完全なる神の子の本性を失ってしまったのです。 

 そのために、今から三千五百年ばかり前、現代のギリシャに、アポロという光の天使ミカエルを

出したのです。ミカエルはアポロと名乗り、やがて自らを悟り、人間の人生における目的と使命と

いうものを多くの衆生に教えて行きます。そしてギリシャのエーゲ文明を創り出していったのです。

アポロの教えはやがて東洋に伝わり、バラモンとなり、現代のインドに伝わって行きます。 
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 必ず光の大指導霊達がこの地上界に肉体を持つ時には、次々と、次にバトンをタッチする人達を

予言して帰らなければなりません。そのために、天上の世界から、やがて東の国にゴーダマ・ブッ

タが生まれることを、アポロは予言してこの世を去って行きます。 

 既に千年の歴史を過ぎ、その教えは再び化石化され、一部分の人間の独占するところとなり、ゴ

ーダマ・ブッタはまたその道を説くようになります。 

 一方において、今から三千百五十数年前は、あのエジプトにおいて、モーゼを送り込みます。時

のファラオは、その権力によって、モーゼの多くの仲間達を滅ぼそうとします。彼は天の命により、

その使命を遂行するべく、イスラエルの民をカナンの地に導くために、天上の世界のヤハヴェによ

って導かれて行きます。 

 当時の信仰は、やはり同じように、間違った多くの他力信仰がありました。そのために、真の道

というものは、十戒として、あのシナイ半島の山に、モーゼ達の前で現象を見せたのです。 

 「汝、偶像を崇拝することなかれ。汝をカナンの地に導きしは、我ヤハヴェなり。この地上界に

あるもの一切全て、神と祭ることなかれ。その本質は、その力は、全てヤハヴェなり」、この様に

して道は説かれて行きます。 

 混乱した家庭環境、一つの歪みを直す上においても、「汝ら両親に対して孝養をつくすべし」、

人間としてこの地上界に生まれた以上は、両親の縁生というものによってこそ、今肉体があります。

現代の世相においては、親は勝手に生んだのだと言うような間違った考え方をしています。天上の

世界において皆さん自身が、両親の縁をいかにして頂いたかということを知ったならば、無所得の

ままで皆さんを育ててくれた現代の両親に対し、育てた親に対して、我々は報恩の感謝が足りない

はずです。親孝行することは当然なこと。その様に道を外して行くと、当時の世相も同じように、

親子の間における断絶があったのであります。そのために、「汝ら、両親に対して孝養をつくすべ

し」、十戒の中へ入れたわけです。 

「汝ら、みだりに姦淫することなかれ」、この世の中における男女というものが、お互いに愛よ

り混乱を引き起こして行きます。そしてまた、全て独占しようとします。皆さん自身の肉体は、自

分であって自分でないのです。今の肉体を、我のものとしても、皆さんはしょせんこれは一時、借

り物にしかすぎないのです。それなのに、いわんや相手を独占することは不可能です。その独占の

中から、嫉妬が生み、嫉妬心が恨みを生み、その恨みから闘争と破壊が生まれて来るのです。 

 縁生によって夫婦になる以上は、その中に真の相助け、相補い合うところの真実のものがなかっ

たならば、それは道を外して行くものです。それゆえに、「汝みだりに姦淫するべからず」同時に

また、「近隣を愛せよ」「近隣に偽りの証をすることなかれ」 

 ややもすると私達の日常生活の中において、相手を中傷します。その中傷から、ストレートでそ

の人に話しが行けばいいが、また己自身の心に第三者から入れば、またその言葉が大きく跳ね返っ

てまいります。それゆえに私達は、他人を中傷する前に、己自身をよく振り返り、善意なる第三者

の立場に立って、自分を見つめてみることが大事だということを忘れてはいけません。 

 さらにまた、我々自身が日常生活を通し、真に内なる神、皆さんのウソのつけない善我なる心、

己を信ずることです。己の善我なる心に、勇気を持って行動をすることです。 

 この様にして、十にわたるところの項目を、当時の衆生にヤハヴェは、モーゼの前に現象化して

見せたのです。 

 我々が永遠の生命とし、またゴーダマ・ブッタはインドの地において道を説き、化石化したアポ

ロの教えを、バラモンを修正するために、たとえ王侯貴族に生まれようとも、人間におけるところ
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の苦しみや悲しみ、無常なものを、如何にして克服するか、生老病死という苦しみから解脱するた

めにはどの様にしたら良いのか、ゴーダマ・シッタルダーは、六年間も山中において己自身を見つ

めます。しかしその中から、何も得られなかったのです。 

 ネランジャラ川のほとりにおいて、今日も一日過ぎていく。朝まだき、霧の中から、「弦の音は

強く締めれば切れてしまう。弦の音は弱くては音色が悪い。弦の音は中程に締めて音色がよい。弦

に合わせて歌えや歌え。弦に合わせて踊れや踊れ」という、ただその民謡の中から、六年間の苦悩

が一挙に解決への道へと進んで行ったのです。 

 皆さんがギターを弾くときに、ギターのあの弦を、締めすぎても音色が悪いはずです。音楽には

なりません。逆に弱く締めたならばなお、音楽にはなりません。調和された中程にこそ真実の道が、

真実のメロディーが奏でられるはずです。 

 ゴーダマはその中から初めて、カピラ・バーストにおける優雅な生活、思うようになる蝶よ花よ

の生活の中から、真実の道を悟り得ることは出来なかった。一方において六年間、山中において、

厳しい肉体行にも、己自身を悟り得ることが出来なかった。この両方の極端を捨て、真に合掌の姿

に己自身を戻した時に、彼は初めて道を知ったのです。中道という片寄らない道を悟り得たのです。 

 自らの自分で、人生を通し三十六年間の、生まれたその環境や教育や思想や習慣を通し、心の中

の垢を一つ一つ落とすにしたがって、苦悩から解脱していったのです。一週間、あのピパラの木の

下で、己自身をしっかりと見つめたとき、彼は死に物狂いで、このままこの世を去ろうとした時に

初めて、一切の執着は除かれ、自分の目の前が何時の日か、真っ暗な夜でありながらして、大宇宙

の姿に変わって行きます。宇宙即我の境地になったのです。 

 いつも手を合わして拝んでいた明けの明星が、今朝に限って自分の膝元に。当時のガヤダナの山

は遙か向こうにあったのにも関わらず、自分の膝元の中にあります。自分が大宇宙の姿になったと

きに初めて、これこそ真の仏の境地であることを彼は悟って行きます。「もうこのままでこの地上

界を去ろう。この様な深遠な神理を人々に説いたところで誰がわかるであろうか」、ゴーダマ・シ

ッタルダーは、命を絶ってこの世を去ろうと考えたのです。 

 その時に、イエス・キリストの前の生命アガシャー、アモンが来て、「そなたは、よくここまで

悟ってくれた。そなたはこれだけの偉大なる力を、病める多くの衆生を救うために生まれて来たの

だ。そなたはこの道を大衆に広めなければならない」 

 またミカエルが来ます。色々の人達は、バフラモン、梵天として姿を現し、迷える衆生に真の道

を説くことを説いて行ったのです。 

 ブッタは初めて腰を上げます。城の警護として出て来たところの五人の弟子達にも、すっかりあ

きられ、彼等はとうにゴーダマの側を離れてしまいました。しかし、離れることによって、自分自

身の心もまた引き締まります。生か死かの厳しい体験を、自らして一切の執着を取るための、よき

触媒となったわけです。人間の無常ということを知って行くのです。 

 彼はこの様にして己自身の心というものの、静寂な姿を知ります。心を落ち着け、さて、当時の

梵天、今で言えば光の大指導霊達が、姿を見せて色々と教えてくれたこと、一体誰から説いていけ

ば良いだろう。 

 一人しかいないです。山の中。その時、頭にひらめいたのが、「そうだ、バックーバの弟子達が

良いか、アララカラマの弟子が良いか」 
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 アララカラマには、既に３００人からの弟子達がおります。しかもアララカラマからは在世中に、

その跡取りとして頼まれたことがあります。それだけに親しい人達がおります。「そうだ、あのア

ララカラマから道を説いて行こう」としたのです。その瞬間、アララカラマはその前に現れます。 

 「ゴーダマ・ブッタ、よく悟られました。私は既に一週間前この地上界を去ってしまいました。

私の弟子達は今私の修行所にはおりません」、心の窓が開いておりますから全部分かってしまいま

す。彼は色々考えます。「そうだ、わしを捨てて行ったあの五人のクシャトリヤ、侍達、この者達

から道を説いて行こう」として、彼はおみこしをあげます。 

 道すがら、色々な人達に説くけれども、意味が分かりません。ミガダヤという地に、幾日も掛か

って到達したとき、初めてそこで、五人のクシャトリヤ達に道を説き、初めてアラハンの境地に到

達して行きます。 

 アサジをはじめとし、或いはまた、彼等の道を学ぼうとする心はブッタとて同じことです。遂に

ブッタの道を彼等は知り、自分の心の窓を開いて行きます。そして、自分自身の転生の異言が出て

来たのです。当時の古代インドの言葉しか知らないのに、違う国の言葉が出て来ます。そして、自

分はかつて今此処にいるところのブッタの前の弟子であったことを、彼等は悟って行くのです。 

 この様にして、ブッタの教えというものは、人間の言うことを正しく聞きなさい、正しく見なさ

い、片寄ってはいけない、正しく語りなさい、正しく思いなさい、正しく念じなさい、正しく仕事

をしなさい。八正道という道が説かれて行ったのです。 

 自分自身の心を正しく反省し、間違いを修正していく、正道の道を説かれて行きました。４５年

間、ブッタの教えは多くの人々の心を救い、間違った宗教を修正して行きます。「やがてこの神理

は、マンデアディシャを渡り、更にまたケントマティー・ジャブドーバーに広まって行くであろう」、

彼は予言をしてこの世を去って行ったのです。 

 中国に渡り、ブッタの説かれたものは難しく展開され、皆さん自身も知っている難しい経文に変

わりました。経文の中に我々は真実があっても、その意味を理解することは非常に困難になってし

まいました。 

 一方、今から二千年前、私達の世界から、イエス・キリストをこの世に送ります。マリヤが受胎

の時には、ミカエルとガブリエルが予告に行きます。多くの天使達に通知をし、予言者達にイエス・

キリストが生まれることを通告して行きます。 

 やがてメシア降臨する時期が来ます。メシアが降臨すればゴーダマの時も、或いはまたイスラエ

ルの時代においても、同じようにサタンの跳梁は、これを覆すことが出来なくなってくるのです。

人間の心の隅に食い込んでまいります。 

 正法というものが多くの人々の心にされて行くと、彼等の住む場所が無くなって行くために、彼

等は挑戦をしてくるのです。しかし、たとえサタンなりといえども、彼等も皆神の子なのです。彼

等はその道が分からないために、彼等は自らをして、泥沼の悪魔の世界に自分自身を売っているだ

けなのです。彼等の本性も必ず目覚める時がまいります。 

 もう既に私達の現代でも、サタンの手下達が続々と我々を目がけて来ております。そして我々の

正法の、先を阻もうとしております。しかし彼等もやがてその愚かさを知って行きます。彼等も自

分自身を悟れば、やはり彼等も天使であったのです。 

 かつて、アール・エルランティーが、この地上界に肉体を持った時、ルシュエルという大天使も

この地上界へ肉体を持ちました。彼は後にサタンという名前で、この地上界に肉体を再び持ちまし

た時、自らの自我の芽生えにより、心を悪魔に売り、今は彼は地獄の帝王になっております。それ
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は皆さん自身の心の中を混乱させているところの帝王も、かつては我が弟子であったということで

す。 

 しかし彼等は今生において救われなければなりません。なぜならば、地球という所を縁として、

彼等は地獄に堕ちたのです。天上界を縁として地獄に堕ちたのではないのです。私は今、三億四千

数百年ぶりに今、肉体を持っております。彼等をまた我々によって救わなければならないのです。 

 道は開かれたのです。私達は自覚をしたのです。そして長い転生の中から、自ら偉大なる魂の価

値を知り得たのです。皆さんは今、あらゆる光の天使達の築き上げて来たところの正法を、そして、

長い歴史の中に、塵と埃にまみれたところの神理を、その塵払いに出て来ているのです。 

 しかも皆さん自身が日本人として生まれていることは、選ばれた魂であるということを、自らし

て自覚しなければいけません。皆さんの内なる魂は、皆、偉大なる魂達なのです。その偉大なる魂

が、物に溺れ、情欲に溺れてはいけません。自らを正しなさい。自らを自覚しなさい。皆さんが目

覚めたときに、偉大なる神の光明によって皆さんは自らを悟り得るのです。 

 そして、今何をすべきかということを、内なる魂の叫びとなって、皆さんの心の中に、芽生えて

来るのです。今その時期が来たのです。偉大なる、皆さんは魂の持ち主なのです。 

 かつてイエスの当時、モーゼの当時、選ばれたイスラエルの民と同じように、今私達の中に、選

ばれた日本人として、世界の地球上の代表者として、皆さんは日本人として生まれているのです。 

 我々の霊団は、それぞれ一団となってそれぞれの国に転生を重ね、今、東の国に来ているのです。

そして化石化した神理を、再び光明に満たすために、失われた心を、我々は取り戻すために、そし

て、物質と経済の奴隷になり果てて、真の人間の使命を忘れたところの人間に、偉大なる魂を、価

値観を呼び起こさせるために、価値の転換をさせるために、私達は今肉体を持っているのです。 

 皆さんは立ち上がらなくてはいけません。そして、我らの説いている道を信じなさい。その道を

実行しなさい。その時に皆さんの心は、神の光によって満たされて行くのです。偉大なる魂の目覚

めなのです。そして、我々はまず、この地球上に光明を、灯火を心の中に灯してやらなければいけ

ないのです。その時に、皆さんの心の中から、その事実を自覚して行くのです。 

 そのためには、生まれて現在までの自分自身の心の歪みを直すことです。たとえ現在、厳しい環

境に生まれていようとも、それはまたこの地上界における一つの魂の修行の場であり、その環境を

通して自分自身が、魂の学習をしているということを皆さんは知らなくてはいけません。 

 優雅な環境に生まれている人達は、その優雅の中からより自分自身を見つめ、惨めな人々に愛の

手を差し伸べてやるところの慈悲の心が必要なのです。その時に皆さんの心は、光明によって満た

されて行きます。 

 我々の心の中に、作り続けたところのスモッグは、自らの責任において払うことです。人に対し、

恨みや妬みや誹りや怒りや愚痴、この様なものも、全て自ら発するところの不調和な想念なのです。

我々は虚栄心を捨てなければいけません。こんなものは愚かしいものです。 

人間は全て神の名のもとにおいて平等なのです。太陽は全て貧乏人金持ちに関わらず、全て平等

に熱光のエネルギーを与えております。神の心はその様に寛大であり、全てが調和です。それだけ

に私達は自らを正さなければいけません。その時に道は開かれて行くのです。 

我々は本来国境などは人間のエゴが造り出したものなのです。間違った思想は、人間の心の価値

観が失われた時から、いつの間にか造り出されて行ったのです。今のマルクス主義にしても、資本
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主義にしても、このイデオロギーは全て人間自身が、間違った、心を失った時からそのような物に

偏り、現代のような世相を造り出してしまったのです。 

 我々は物質文明の奴隷になってはいけないのです。物質文明を駆使し、魂をより豊かにするため

の一つの道具でなくてはならないのです。我々はその奴隷から自らを解放することです。そして、

我々は今に生きていることに感謝することです。 

 足ることを忘れ去った時から、愚痴と不満が出て来るのです。そのために我々は、働く環境に感

謝の心を待たなければいけません。感謝の心は、我々は報恩として報いなければなりません。感謝

と報恩は輪廻しているのです。自然界が輪廻するように、全ての物は輪廻しております。原因と結

果全て輪廻しているのです。 

今、悪い結果が生ずれば、悪い原因があるから結果が生じているのです。その原因を追及するこ

とが、また己自身を前進させて行くことになります。こうして私達は、今道が開かれ、自分自身を

もう一度しっかりと見つめ直してみてください。 

思想というものは一つ狂えば、人間の心まで腐らせてしまいます。イデオロギーは、真の人間を

幸せにする道ではないのです。皆さんの内なる、己の善我なる心を信じた時、それを実行したとき、

道は開かれて行くのです。その時に、真の文明が訪れて来るのです。 

 我々は今、この地上界に最終ユートピアを築かんがために、肉体を持ち、今から５年、１０年先

は、多くの同士達があらゆる国々から集まり、真実のものを皆悟って行きます。その時に、人類は

皆兄弟だ、全ての富は人類のためだ。不平等であってはならないことを悟って行きます。 

 経済問題に関しても経済方面も、今のような間違った思想から、新しい思想が生まれ、人類全て

平等の上に立ったものが生まれてまいります。芸術は芸術としてその面において前進をして行きま

す。 

 正法はこのように、長い歴史を体験し繰り返し、その都度その都度、メシア達の出たものに対し、

そのメシアが説かれたものが何時の日か化石化され、人間が利用し分からなくなった時に、次のま

た宗教改革者を出しております。或いは社会思想の改革に出しております。 

 社会思想におけるところのオーギスト・コントにしてもハーバード・スペンサーにしても、ヘー

ゲルにしてもマルクスにしても、当時の思想というものを、正しい方向に持って行くために出した

ところの天使達なのです。それぞれ専門、専門の指導者達をこの地上界に送り、人間の生きる道に

正しい方向付けをするのが、天上界の、そのような仕組みをちゃんと私達は実行して来ているので

す。 

 過去において、１５世紀の時代におけるところの、レオナルド・ダ・ビンチにしても、ラファエ

ロにしても、このような人達は七大天使の一人です。彼等は盲目の人々に、絵を通し、天上の世界

の真実を知らしめようとし、多くの人々にその道を解き明かして行ったものなのです。それゆえに

不滅の芸術です。 

 皆さん自身の心の中にも、あらゆる国々の転生を重ね今あるのです。皆さんは、過去現在を集約

した一点なのです。今、自分自身の過去を知ろうとするなら今の自分を知りなさい。己自身の器を

知った時に、過去何をしたか自らして答えが出て来るはずです。過去やらなかったならば、現代よ

り、自分自身を造りあげて行くことです。それ以外に道は開かれないのです。 

 皆さんは己自身をしっかりと見つめ、真のメシアというのはこの地球ばかりではありません。既

にＭ３７、地球からはるか離れた、Ｍ３７に真のメシアが降臨し、既に悟られました。我々と交信

を始めております。Ｍ２６からもやがて通信が来るようになるでしょう。今我々は、この地球ばか



539 

 

りではない、宇宙一つになるために、真のメシアはこの宇宙に数人現代出ております。そして太陽

界からも、我々がこのようにして出て来ております。 

そして多くの人々は、やがて、真実の法則に基づいた宇宙というものの環境が整って行くのです。

一人一人の心に調和と安らぎの道が開かれた時に、真実の宗教というものは、万古不滅であり、そ

して誰をもが、これに中傷することのできない真実のものなのです。 

 そして皆さん自身の心の中にも、ある時にはエジプトの地においてモーゼの教えを、ある時には

インドの地においてゴーダマ・ブッタの教えを、ある時にはイスラエルの地においてイエス・キリ

ストの教えを、或いは中国において難しい仏教哲学を、皆さんはそれぞれ転生の過程において皆学

んでいるのです。皆さんの心の中には、その偉大なる仏智があるのです。その仏智をひも解いた時

に、皆さんは偉大なる己自身の智慧を発見することができるのです。 

 そのためには、まず自分自身の間違った、思想や間違った行為を直すことです。それは、中道と

いう偏らない物差しを通し、善意なるところの第三者の立場に立って己自身を、しっかりと見つめ

てみることです。見つめた時に、自分の誤りが出てまいります。その誤りを修正し、心の曇りを晴

らしていったときには自ら、神の光によって満たされ、皆さんは内なる自分自身の真実のものを発

見していきます。 

 その物差しに当てはめれば、どのようなことがあろうとも、真実のものは真実として自分自身が

理解できるようになって行きます。その時に皆さんは、真に、今私がこのように皆さんの前で力説

していることが、一体誰であるかを、皆さんは自分の心の眼で、私を確認することができるのです。 

 やがて間違った宗教は、わたくしの正法の前に次々と屈服していきます。彼らは間違った思想家

達に、そのように現象化されていきます。モーゼの時より、エリアの時より、もっと大きな現象が

皆さんの前へ起こってきます。私達の仲間が、その準備態勢が整った時に、信じようと信じざるに

関わらず、真の正しい道が何であるかを、大衆はそれによって知らざるを得なくなるのです。 

 皆さんは自覚することです。そのときの準備のために自己を完成しておくことです。いかなる正

法の前に立ちはだかる所の、魔が我々の前に邪魔をしようとも、我々はそれを完全に支配していき

ます。我々は真実だからです。 

皆さん自身もそのための準備のために、自己の確立をすることです。自己の確立は、毎日の生活

の中から行われるのです。研修会に来ているときだけではありません。一秒一秒の思うこと行うこ

とからです。こうして私達は、まず自己をしっかりと見つめ、その時に皆さん一人一人の心の中に、

安らぎという真の調和の心が芽生えてまいります。 

 正法というものはそのように、ナイル川の流れはかつて、四千数百年前も四億数千年前も、さら

にまたガンガーの流れが二千五百数十年前も、或いはまた、ヨルダン川の流れが二千年前も、ちっ

とも変わっておりません。正法は人によって変えられたのです。神理は変わらないのです。 

それだけに、正法は難しいところにあるのではないのです。既に皆さんの内なる心の中に芽生え

ているのです。己自身の嘘のつけないところの、善我なる心そのものです。それを分析していくと、

偏らない中道になるのです。そのままに自分を生かしていくことです。 

そして今、わたくしの話していることは、皆さんの心の中に、次々と記憶されていきます。その

記憶されたものは、否定しようとしまいに関わらず、この地上界を去る時に、全て記憶されており

ます。その時に分かります、しかし、それを生かすことです。生かして智慧にすることです。 

 いくら聞いて知識が豊かになっても智慧にならなかったならば、絵に描いたぼた餅に過ぎません。

智慧にするためには、勇気と努力と智慧が必要です。実行が必要です。我々は今が修行です。一秒
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一秒が修行です。思うこと行うことを常に正すことです。中道という偏らないものの考え方です。

そして人々のために、真に奉仕することです。自分の私利私欲を貪るのではなく、多くの衆生のた

めに、皆兄弟であるということを忘れてはならない。 

 顔一人一人が違っても、神の子の名の許において全て、兄弟であるということを忘れてはいけま

せん。その中から我々は真の愛が芽生えてくるのです。肉体を持てば、生まれた環境が違えば別の

ように思うけれども、今私達は地球号という宇宙船にのっているところの、同時代の同期生なので

す。同じ仲間たちなのです。そして我々はやがて地球を調和し、また他の天体に私達は移行してい

きます。 

 我々のこの太陽系も、十惑星から成り立ち、三億数千万、三十数億、それだけの範囲を通し、惑

星集団、衛星集団から成り立っております。我々は今、その地球の中の一地球号という惑星の中に

住んでいるのです。そのもの同士が、お互いに争いと闘争を繰り返してはいけません。 

そしてまた地球には、月以外の衛星が飛んでおります。それもやがて発見されるでしょう。そし

て私達は今、太陽系の中の新しい惑星を、天文学者たちは発見していきます。そして十惑星の事実

を知って行くでしょう。まだ、そこまではっきりしたことが解っておりません。しかしその事実を

知っております。そして我々はやがてまた、地球を調和し、他の天体に帰らなければいけません。 

 そのためには、地球自身が調和し、後光が出て来なけりゃならないのです。皆さん一人一人の心

の調和が即その人を調和し、その家庭が調和されれば家から光が出てきます。また、国の人々が調

和されればその国から光が出てまいります。天上の世界から全て分かります。そして地球から、全

て調和された時には、地球からきれいな後光が出てきます。その時に初めて、人類は他の天体に脱

出することができる環境が整っていくのです。 

 より文明は高度化され、今のような、非常に危険な乗り物ではなく、もっと安定な、反重力場の

新しい乗り物が、光によって操作できる乗り物が完成されていきます。そして私達は、また他の天

体と交渉を持つようになって行くのです。マンガでもＳＦでもありません。これ真実です。 

 皆さん自身もそのように、まずそのためには自己を確立しなかったらいけません。ソビエトが人

工衛星船をソユーズ何号か飛ばしても、ちっとも成功していないのは何故でしょう。彼らに心がな

いからです。神を信じていないからなのです。彼らは唯物論者です。ソビエト共産党と同盟のため

にという間違いが、神の加護を得られないのです。 

アメリカのアポロ１２号以降は全部成功しているのは何でしょう。彼らは全世界人類のために自

らの命を賭してやっています。これが神の光を仰いでいるのです。そのためにアメリカの飛行船が

旅立つ時には、光の天使たちがみな防衛していくのです。やがてその事実も皆さんの前ではっきり

する時が来るでしょう。神は光なり。その光によって満たされていくからなのです。 

 人間は、真の心を失われた時から真実の道が分からなくなってしまうのです。皆さん自身も、毎

日の生活に心を失われ、物に溺れた時から、己を失っていくのです。自分を取り戻しなさい。自分

の日々の生活の中から軌道修正をすることです。それが正法です。そして自分の歩むべき道の軌道

が修正されたら、間違いなくその軌道を正しく歩んでいくことです。 

 このようにして、心というものは皆さん自身の見えないところにあります。しかし、心眼の目で

見れば皆さん一人一人の心には形があるのです。盲には分かりません。皆さん自身の鏡に写ってい

る姿は自分の姿ではないのです。自分の真の姿を見た人は、皆さん、この中にはおりません。真の

姿は、偉大なる神の光によって満たされているのです。皆さんの心です。魂です。 

皆さんは自らを知りなさい、自らを信じなさい。そして、自分自身が正法を知ったら実行しなさ

い。その時に、皆さんの道は開かれて行くのです。 
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 それには、まずこのような環境を選び、毎日の生活の基本線を自分自身が知り、人生の物差しを

しっかり持つことです。そして、お互いに人間として生きる道を、より調和された、助け合い、補

い合うところの生活環境を整えて行くことが大事です。 

この中には勤めている人もいるでしょう。経営者もいるでしょう。それぞれが闘争と破壊の中に、

前進はないのです。闘争と破壊はやがてお互いの首を絞めていくことです。原因が悪いからです。

もう、そのような時代ではないのです。目覚めなければいけません。手を取り合い、助け合い、そ

して全て人間は平等だという、大きな思想の上に立って助けあっていくことです。 

人生はわずか６０年７０年、線香花火のような幻のような一生です。現に皆さん自身がそれぞれ、

人生を体験し過去を振り返ってご覧なさい。過去現在未来は一点なり、過去現在未来は一点です。

それの連続体なのです。過去何億万年といえども、自分自身の心を調和すりゃ、ついこの間のよう

に皆さんの自分の心には記憶されているのです。 

 ＧＬＡに来ると、二千年、三千年て、大分でかいことを言うようだけれども、皆さんの心の中に

は全て記憶されているのです、その記憶が蘇った時に、一体時間とは何でしょう。空間とは一体何

でしょう。時間と空間は不確定です。絶対的なものではないのです。 

現に私達は大阪から東京まで行くのに、昔は８時間も９時間もかかっていた。それが新幹線はわ

ずか３時間です。さらに飛行機で行ったら４０何分です。一体時間と空間はどうなるのでしょうか、

その人にとって。人工衛星は地球の周りを一日に２４回も５回も回ります。そしたら彼らは２４日

間過ぎたのでしょうか。じゃぁ、時間と空間は一体どうなるのでしょうか。 

 我々は一日は２４時間、大体定まっております。一年は３６５日４分の１。しかし時間と空間は、

人間自身が都合上単位を付けたにしか過ぎないはずです。この様にして、時間と空間は不確定なも

のなのです。過去を振り返ってみても、自分がその過去自身を、思い出したならば、その人にはも

う既に過去は存在していないのです。一点なのです。過去・現在・未来は一点なり。 

 そして我々自身がこの世に日常生活をし、あらゆるものに当る、そのもの自身も無常なものであ

り、皆さん自身の肉体は、あたかも肉体ありと思っておっても、この肉体そのものも、無常なもの

であり、本来肉体というものはないのです。 

なぜならば、光の集中固体化した最も不安定な振動によって作られているものであり、やがて私

達の身体も分解されてしまうのです。自分だと思っておってもそのものと別れなければならないの

です。物質もまた同じです。 

 しかし皆さん自身の世界にある、真のものは不変です。真の色（しき）は不変です。真の心（し

ん）は不変です。変わらないのです。永遠に我々と共にあるのです。皆さんの心の世界にあるので

す。 

今私達は、現物はこうして見ても、真に写っているものはただの陽炎にしか過ぎないのです。そ

の陽炎に惑わされ、真実のごとく自分のもののごとく錯覚を起こしているだけです。そのような無

常なものから自らを解放することです。足ることを知り、日々の生活の中に、より調和された生き

る悦びを知ることです。 

 このようにして正法というものは、長い歴史の中に、その人々の知と意によって難しくされ、真

実のものから遠ざかってしまいました。その結果が皆さんご存知のように、難しいお経を上げるこ

とが信仰なり、皆さん自身も「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」「天にまします我等の神よ、我

に御名を崇められたまえ」、一生懸命拝んだはずです。本当に拝んで人間は幸せになるのですか。 

 拝むことによって幸せになるのではありません。 
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 神は全てのものを皆さんに与えております。皆さんの生きられる全ての環境を神は与えてあるの

です。それ以上何が必要ですか。あとは欲でしょう。それは自らの努力によって道を開いていく以

外に道はないのです。神は全てのものを私達に与えてあります。今後は自分自身の努力により、そ

して自分自身がそれを取るための自力が必要です。 

正しく心を整え、調和された時、その道に努力しておったならば、黙っていてもまたそれだけの

力が与えられてゆくのです。物は与えられてゆくのです。努力もせずにただお祈りすれば、「南無

妙法蓮華経」を一日に４時間も５時間も、日本人は相当拝んでいる人が居る。そのロスを生産に向

けたら皆さんどのくらい上がると思います。バカみたいなことをやっております。 

 汝偶像を祭って祈るなかれ。神理です。曼荼羅にしても仏像にしても、これ全て偶像です。己自

身の心の中に曼荼羅を持つことです。神理という、その神理を自らして実行することです。我々は

祈る対象物は、形にあるのではありません。 

 かつて今から、二千八百七十数年前、モーゼの教えは化石化され、そして、間違った宗教が、時

の王侯貴族が信仰し、天上界からエリヤを送りだします。エリヤは光の大天使です。彼はミカエル

といわれる方です。彼をこの地上界に送って間違いを正します。そしてその間違いを、修正させる

時、彼は単独一人の中で、４５０人の間違った宗教家達を前にして、バールの神を打ち破って行き

ます。今後もその様なことが起こります。彼はバールの神との対決をした時に、３年数ヶ月間雨を

降らなくさせました。天上の世界でヤハヴェによって、コントロールすることは簡単です。そして、

ヨルダン川の川まで日干してしまいます。それを通告させます。 

 しかしその時、王様は、「そなたはイスラエルの敵である」と言って、彼を追放します。彼は逃

げまどいます。生活も大変困りますが、彼は心の中に常にヤハヴェの言葉を信じております。「そ

なたの食料は、ヨルダン川の支流において、このように岸辺に待っておれ」、鳥によって魚を持た

してやり、みかんを持たしてやり、或いはまた、色々な食べ物を送り、彼の飢えを、小鳥たちが皆

手伝って生活の環境を整えてやります。このように天上の世界から次々と協力をしながら、彼の、

間違った宗教団体を潰すための方法をとりました。 

そしてある時に、ヤハヴェの命により、エリヤは自ら、やがて雨が降ってくることを予告します。

そして彼は山に登り一心に「自分のような力のないものにこの様なことはできない」「何とかわた

くしにこの力を与えてください」、彼は一生懸命にヤハヴェに祈ります。その時、焚き火を焚いて

いるところに火の玉が、ピヒャーと光りと同時に落っこちます。その瞬間において、バールの塔は

全滅してしまいます。四百数十人の人達は、ある者は感電死し、ある者は大衆から殺されて完全に

自滅してしまいます。正法というのは、最終段階はそこまでいくのです。しかし、私達は人間の犠

牲を出してそこまでやってはいけません。 

 犠牲を出さずに、真の道を人間に目覚めさせるための実践力と行動力が必要になってきます。皆

さんはそのためにも、その準備に自己を確立して欲しいのです。今私達の道は開かれたのです。皆

さんはその道を今歩んでいるのです。そして世界は一つ、人類は皆兄弟だという偉大なる使命を持

って、「俺達はやってきたんだ、やってきました」、この地上界を去ってあの世に帰ったときに、

堂々と帰れるような自分になって欲しいのです。裏切る者が出てもいいのです。我々はあの世に帰

ってから話し合います。今生きているうちに自らを完成しなさい。そして自分自身が、真に人間と

して生きる道を完成していった時に、内なる心は、その事実を皆さんの心の中から説明するでしょ

う。 

 神理はこうして永遠に灯されていきます。そして我々は今、仏教もキリスト教も、あるいはまた、

モーゼの教えたユダヤ教も、あるいはまたマホメットの教えた回教も、真はまた一つなのです。全

てがエルランティーといわれる天上界の指導によって造られたものなのです。今私達はそれを一つ
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にするために出てきているのです。そのためには容易ではありません。大きな現象を、奇跡を、大

衆の前に見せていきます。 

今までは私の身体から金が出ました。そんなちっぽけなことじゃありません。今後はもっと大き

なことが起こります。信じなくてもいいのです。目の前でやります。そのようになっていきます。

そして我々の道は、段々と厳しくとも開かれていくのです。皆さんはそのための準備を自らして作

り出してください。その時に道は開かれていきます。今このような事実を、もう一度、私でなく、

天上界の人から語ってもらいます。 

 

（以下、現証は省略） 
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「太陽系霊団について」 

1976-5-13 東京小金井ＧＬＡ道場 

 ・・・九〇％の魂、善我なる心は、絶対に自分に嘘つけないということです。だから自分に忠実、

忠実なものが真実。 

まあ人間は、やはりこの地球上に出てしまいますと、最もこの不安定な、霊的に波動の荒い光の

粗悪な肉体に我々は乗ってしまうと、その粗悪な分だけ本当の人間の魂というものは分からなくな

ります。ですから皆さん、こうやって体はそれぞれ個性を持っているけれども、で、自分の顔を鏡

で見ておっても、本当の自分を見た人は一人もいません。本当の自分を見ることの出来るのは、心

を完全にピュア（pure：純粋）にしない限りは見られません。 

 丁度、私は一昨日、先一昨日と夕べと、天上界で会議がありまして、丁度こういう、これとはち

ょっと違いますが、丁度このくらいの大きな大理石のような机で、みんな腰掛けまして、私はここ

に座って、で、イエス・キリストといわれる方、インマネルという人、インマネルはここに座って、

その隣がカンターレ。カンターレといって、これはお釈迦様ですね。それからこちらの方ではモー

セ、それからミカエル、それからパヌエル、それからガブリエル。 

 で、やっぱり十人、そして主として今度、地球上の問題についての打合せがありまして、そのそ

ういった夫々の天使の役割がありまして、七人の天使というの皆さん、聞いたことありますね、七

大天使。 

 で、七大天使というのは、どうして七人の天使か、知らないでしょう。七大天使というのは、宇

宙ですね、宇宙から考えまして、えー、神の光が、このように宇宙の、神の光ですね。この神の光

は、もう真っ暗を想像して頂ければ結構ですが、神の光が一つスッパッと入っております。 

 これが、あのエルランティーという光の大指導霊がおります。このエルランティーという人の、

大々天使の所へ、天使というよりか光の大指導霊のところへ入っております。そしてこの光の玉か

ら、それぞれの、ここから発散されます。これが全部の色で七色出ております。七色です。そして

これがこんど、更に集約されまして、こういうように集約されて、で、このところに、もう一人の

大天使がおります。これがミカエルといわれる大天使です。 

 これは七色ですね。それからさらに、で、この光は、あのゴールド・カラー（金色）です。ゴー

ルド・カラーです。このミカエルという大天使の所からスリットのようなのがあります。一、二、

三、四、五、六で、これからまた方向を変えて、六つになっております。 

 それから今度は下がって、このスリットを通して下がってきているのが、こうなっておりまして、

そのスリットから出ている一番この、こちら側にあるのがラファエルです、ラファエル。それから

その次がウリエル、その次がパヌエル、その次が … 、これがガブリエル、ガブリエルです。ラグ

エル、サリエル、こういうようになっております。 

 で、実は、これが神からの直接の直、直系といいます。力の直系です。これは、ただし太陽界で

す、太陽界。力の直系。そしてこの下に、こんど、菩薩がみんないる訳ですね。 

 ラファエル、ラファ・エル、“エル”みんな付いていますね、こうやって。このエル、このエル

というのは神の光ということです。神と一緒ということです。 

 そうしてエルランティーの光の分霊として、今度は肉体の光の分霊として、ここに三人おります。

これがメシアです。 

 この方はモーセ。 
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 で、この方はカンターレ、カンターレです。 

 で、この方はアガシャーです。 

 この方達は、かつてこの地球上に肉体を持っているメシア達です。 

 アガシャーはインマニエル、イエス・キリスト。 

 カンターレはゴーダマ・ブッタ（釈迦）。 

 モーセはモーゼです。これは光の分霊です。そしてこれが皆さん自身が、神とつながっていると

ころの霊子線です。 

 霊子線、これから地球上、何百億の人間、他の天体との関連が全部出きあがって上っております。

この下に全部ある訳です。 

 ですから、こちらの光の量と、こちらは段々薄くなっていきます。 

 それですからこのエルランティーは、かつてモーセが出た当時も、カンターレ、ゴータマ・ブッ

タが出たときも、アガシャー、即ちイエスキリストが出た時も、みんな天上の世界に於いて指示を

与えております。 

 そのつど、ミカエルはその責任をストレートで果して、そしてこのガブリエルは、常に伝達を専

門にしております。伝達係です。 

 そしてそれぞれ七大天使の役割は、医学、政治、経済、律法、それからそれぞれ自治関係から、

そうして芸術、文芸関係、担当があります。 

 特にラファエルというのはラファエロとして、中世のルネサンスの当時に絵かきとして肉体を持

たれました。これは七大天使の一人です。 

 彼は知らない内に自分の名前を使っていた訳です。そしてこのラファエルは、彼は言葉よりか、

絵で全部、天上界の仕組みを、この地上界の人々に教える使命を持って出たんです。 

 で、これは丁度、我は七色の光を持つ天使なり、というのは、地より湧き出でて天に帰らんとい

うのは、お母さんの腹の中へ、この地球上のお母さんのお腹の中から一旦、出て、それからやがて

天に帰るという、それを地湧の菩薩といいます。地から湧き出る地湧の菩薩といいます。 

 で、現在、サリエル、それからパヌエル、この人達は主として、報道関係、政治関係、世界人類

に出ている天使達の指導に当たっております。 

 そして天上界といっても太陽界ですが、宇宙に数人の真のメシアがいます。真のメシアというの

は、地球の周期は三百六十五日と四分の一です。ですから約三十六億五千年近くの周期で（編者注：

三億六千五百年？）、この地球上に肉体を持って出てきます。その時は他の天体にも同じように。 

 今度は宇宙界というのがありまして、この宇宙界からでてきております。宇宙界には七人の真の

メシアがおります。それは神とストレートで直系しております。大宇宙大神霊と直系しております。 

そしてこの七人は全て転生から解脱しております。転生から解脱しているということは、例え肉

体を持っておっても、自由自在に天上の世界に行っておりますから、生と死というものは全て超越

しております。 
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 既にＭ３７の惑星にメシアは降臨して、今から十五日くらい前に悟られました。それはエルラン

ティーの友達です。同じ仲間です。宇宙に七人、現在でておりますが、Ｍ３７が悟られました。 

 で、これは全て、今現在は、ミカエルや、カンターレや、アガシャーや、モーセ達が、太陽界の

軌道修正コントロールセンターというのがあります。それが、太陽界の心臓部です。そこに伝達が

ありました。 

 Ｍ３７、真のメシア降臨し、既に悟られました。 

 我々の太陽系グループは、最初は地球から数光年（編者注：数億光年と仰っておられる講演もあ

ります）離れておりますところのベータ星、ベータ星から脱出しました。ベータ星は全て調和され、

そして神の体である地球の、細胞の一つであるこの地球という環境を神より与えられ、緑青く、調

和された環境を神より与えられ、一つの円盤に乗りまして、地球上の最初の場所である現在のナイ

ル渓谷の東側のエルカンタラという所に降下しました。そこに私達はエデンの園を造りました。 

 第二艇団は、それから後に約六千人の宇宙船母船を通して、ベータ星より地球上に全部に到達し

ました。それがエデンの園です。 

 その当時の人間は、みんな心が非常に美しかった為に、自分の肉体と魂は、いつでも分離して天

上の世界へ行かれました。 

 それは執着というものが一切ありません。そして我々の見るこの五感は、全ての煩悩であるとい

うことを知っておりました。そのために人を信じ、お互いに協力体制の敷かれたユートピアだった

のです。そのままベータ星のユートピアを持ち込んできたのです。 

 ところが後に来た、第二艇団で来た六千人の中から、自分の子孫ができるに従って、所有権を主

張し、自分の生活の場を確保するようになったときから、徐々に彼らは、肉体と魂の分離ができな

いようになりました。 

 そのために、研修道場ですね。こことは違います。もっと自然の中で、お前達、一部分はここの

場所で生活して、すべて自分の間違いを反省しなさいとミカエル大天使に言われました。そのため

に彼らは、そのエデンの園から、自分の魂を修正し、考え方、行うことの修正の為に、他の場所に

移したんですが、それから彼らは音信不通になり、天上界の世界と交信を断ってしまいました。 

 それから約二百年くらい過ぎたあと、我々はすべてまた天上の世界に帰りました。それが地球上

の天上界の創世紀です。地球天上界の創世紀です。ですから今から三億六千数百年前です。地球上

の天上界の創世紀です。 

 そこで天上界に残っている天使の一人に、ルシフェルという男がおります。これはガブリエルの

系統の人です。しかも、ミカエルから直接指導を受けた人です。天使です。 

 これを別のエデンの園から離れた一部分のグループ、それが相当人数が増えておりますので、そ

の人達を修正させる為に、彼は地上界に肉体を持ちました。それがサタンという名前です。サタン、

ルシフェルという天上界の光の天使です。それがエデンの園から離れたグループの中で生活してい

るうちに、彼も、物に溺れ、情欲に溺れ、自ら天使の道を閉ざしてしまい、彼は地獄界に落ちてし

まったのです。 

 その結果、いま我々が住んでいる所の地球上は、天上の世界を頂点とし、宇宙界を頂点とし、そ

していつのまにか、こちらの世界に逆三角形のピラミッドが出きあがってしまいました。 
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 こちらの世界が地獄界です。逆三角形の世界が出来上がりました。この世界は自らそこに住む人々

の心の不調和により、神の光を遮ってしまいました。 

 これは地球上です。地上界、現象の世界。そしてその頂点にいるのがサタンです。 

 こちらの頂点にいるのは神です。そして正法というものが伝わっていくに従って、地獄の底辺か

ら悟らせるためには、地上界を緑として地獄に堕ちているために、地球上の人の心が調和されてい

かなければ、地獄は救われません。 

 自分の肉体先祖が地獄に堕ちている場合は、家庭の家族がみんな心を一つにして、正法の生活を

することによって、信の薄い人達は、生きている自分の子孫の姿を見て悟ります。そしてやがて天

上界に、自分自身の幽界という所へ行きます。 

 さらにまた地獄の連中は、その下の連中が、こちらの上の仲間達が、いつの間にかいなくなって

いく姿を見て、これはおかしいぞ、俺達の考え方、違うのじゃないかということから、やがてこの

連中も天上界へ帰ります。そしてさらにその下の方の連中も、どうも最近、上の方に誰もいなくな

っちゃったぞといって、この連中も見て、ああ、これはあかんぞ、俺達はおかしいじゃないかと、

また天上界へ上がります。 

 こういきまして、やがて地球上の調和がとれますのを見ますと、地獄はなくなってしまいます。

ルシフェル・サタンはやがて救われます。彼は偉大なる能力を持ち、知恵を持ち、それだけの力を

持った光の天使だったのです。しかし彼は今、既に人間とは違った肉体を持っております。彼の体

は動物も動物、想像もつかないような姿になっております。ルシフェルも私の所へ、たびたび姿を

見せます。 

 しかしやがて、彼も救われる時がまいります。それには地球上自身が、そのように正法というも

のによって、その人々の真の生きる道を悟らない限りは、道は開かれてはいきません。 

 そうして我々の世界というのは、皆さんが自分の肉体というものを見て、その肉体はあくまでも

光の部分であり、光の最も粗悪な集団固体化されたもので、本来は進化する過程のものにしか過ぎ

ないのです。皆さん自身の魂は、すべて光です。しかし肉体の舟に乗って、この現象界に出てしま

いますと、どんなに出しても十％しか表面に出ておりません。 

 そして皆さんの九十％は、みんな天上の世界に意識はコンタクトされております。例え地獄で、

何億年おろうとも、彼がその死を悟った時、いつの日かまた天上界に戻って来ます。 

 こうしてサリエルも、ガブリエルも、ミカエルも、ウリエルも、或いはまたラファエルも、パヌ

エルも、殆んどこれらは、魂の兄弟は男三人・女三人のグループであります。 

 そして地球上に出てきた時は、一挙に、皆さんは擦りガラス、この透明のガラスを六枚を合わし

たってガラスの方は前と同じです。合わしても全く同じ。縦にしても、横にしても、光の量は変わ

らないのと同じように、魂が浄化された六人の兄弟達は、一つになることもできます。 

 その為に天上の世界においては、この人達はみんな若いです。二十七～二十八才から二十五～二

十六才です。ミカエルが三十才くらいです。 

 そして顔は非常に男ともつかない、女ともつかない、非常にみんな優しい顔をしております。で

すから若いからと思ってバカにしたら、とんでもない力を持っております。私が現実に何回も天上

界で打合せをしておるんですが、一番年寄りです。ショック起こしちゃいますね、 
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 こっちは若いつもりでおるのに。そしたら最近、頭を刈ったら、「主は幾らか年がお若く見えま

す」、なんて冷かされる。 

 で、こういうようにして、真の直系というのが、こういう魂の仕組みになって、勿論この下には、

水や、火や、空気や、植物や、その担当は全部あります。 

 そして共産国は特にソビエトは非常に人間の心が粗悪になっております。物凄い武力を、今、彼

らは大衆を犠牲にしてやっている為に、食糧問題はどんどん窮屈になっていきます。 

 そして現に餓死者が相当出ている為に、一昨日の晩は、この問題について討議をし、雨は降らな

いんです。そしてこれ以上やると、もっと善意な人まで犠牲が出るということで、少し食糧を、ま

あ獲れるようにしようじゃないかという事でやっております。それから今、海流を変えつつありま

す。北極の方で魚、獲ろうとしても段々獲れなくなります。そのようにして、今は準備体制を整え

ている最中です。 

 ですから本当に皆さんが、自分の心を奇麗にして、えー、天上界はそれぞれ器があります。人そ

れぞれによって、永い転生輪廻の中の器がありますから、器を大きく見せるんじゃなくて、自分の

器なりに一杯愛の水を満たすことが大事です。 

 自分の心の中に、今の自分の心は一番大事なものですから、それ故に自分の器を大きくするより

か、今の器を大事にすることです。 

 物理学の新しい法則に、今すでに、現在・未来、過去・現在・未来は一点なり、一つの点にしか

過ぎないということを皆さんは知っているでしょう。過去・現在・未来は、本来はありません。 

 今の皆さんの集約された今の姿が、過去・現在・未来を全て集約しております。皆さんの心の中

をオープンすれば、何億年も先のことをみんな記録されております。今即座に思い出すことも出来

ます。ですから我々の時間と空間は不確定です。物理学になりますけれどもね。時間と空間は、人

間が生活の一つの車輪として作り出したに過ぎません。 

 時間と空間は不確定である。不確定原理ですね。ですから過去・現在・未来が１点である以上、

時間と空間は人間自身の作り出したものであって、こんなものは当てになりません。ですから皆さ

んの魂は、年をとらないという事を知ってほしいです。 

 肉体は年をとります。形あるものは全て無常です。肉体の船頭さんである魂は年はとりません。

我々はその舟の、最も不安定な、目や、耳や、鼻や、口の五感・煩悩に翻弄されて、いつも奢って

おります。ところが真の肉体を支配しているところの皆さんの魂は、偉大なるものです。それを自

覚した時に、今、私の言っていることが解ります。過去・現在・未来は一点です。 

 我々がかつて今から三千五百有余年前、モーセをエジプトの地からシナイ半島を通しカナンの地

に導いたのは、エルランティー、ヤハベです。ヤハベ。汝、近隣を愛せよ。汝をエジプトの地より

神の地に導きしはヤハベなり。宇宙すべて、土から天から水に至るまで、一切の偶像を祀り祈るな

かれ。我れヤハベの法を信じよ。 

このヤハベはエルランティーです。カンターレ、ゴーダマ・ブッタがインドの地に生まれた時に、

バフラマンとして、梵天として彼の前に立った事もあります。或はまたアガシャー、イエスキリス

トの時にも、エホバとしてその前に姿を現わしました。エホバ。 

更にまたマホメットが道を説く時に、ガブリエルが指導霊とし、その当時は、エルランティーは

アラーといいました。このアラーが、アラーとして人々に道を説いた当時は、光の玉になって、色々

人々の前に立って声を出しました。 
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 そしてその当時、マホメットの当時は、中国に芳玉林（ほうぎょくりん）という女性が出ており

ます。芳玉林は後に宝珠を戴きます。天上の世界に帰って、宝珠というものを戴きます。 

 宝珠（ほうじゅ）、これを宝珠輪といいます。 

 そしていつ何の時でも、意のままになるという所から、この方は如意、このりん（輪）をとりま

して如意輪、如意輪観音とも呼ばれた方です。 

 丁度、六世紀の時代です。それはミカエルの分身です。その為にミカエルはマホメットの指導は

出来ませんでした。その為にガブリエルが主として、その方の指導をしました。 

 或はまた、過去に於いてモーゼの教えが化石化するに従って、エチゼン、（越前、エリヤ？）と

か、或はまた多くの天使達、ガブリエルの系統の天使をこの地上界に送り、今、私が書いている“甦

った聖書の原点”というのを書いておりますが、それは当時の模様を今、書いております。そして

色々な事実というものが、浮き彫りにされてまいりました。 

 で、カンターレであるゴーダマ・ブッタは、霊的な力はあまり出させなかったのです。彼には神

理を説かしたのです。人間としての生きる方法、勿論、イエスキリストも同じです。一番力を出し

て、現象を出したのはモーセです。 

 それから、今から二千八百七十三年前は、エリヤという人を出しました。イスラエルの東北部の

寒村に農夫の子供としてエリヤを送りました。これは全てヤハベが送ったのです。そしてモーセの

教えが、いつの日か化石化され、バールの神というものを主体として拝むようになった為に、多く

の人々は犠牲者が出てまいりました。 

 汝、偶像を祀って祈るなかれ。その真実のものは失われ、いつの間にか間違った教えに変わって

いった為に、エリヤを出して修正を、宗教改革をやらせます。これは今から二千八百七十三年前で

す。 

 またイエス・キリストの神理が中世以降において問題が起こり始め、そのためにマーチン・ルッ

テルを出しました。フランスにカルビンを出しました。カルビンはガブリエルです。マーチン・ル

ッターはミカエルの魂の系列です。 

 こうして直系の光の、力の直系は、殆んど神理を地上界の人間が間違えを犯していく時に、その

修正の為に出ていくのです。 

 そうしてゴーダマ・ブッタにしても、モーセにしても、アガシャーにしても、地球上に於いて既

に数回の大きな天変地変を経験しております。そして今、我々は、地球上に最終ユートピアを築く

ために、私達は肉体を持っている。 

 特に日本人として生まれてきているところの多くの人々は、天上の世界から選ばれた民であると

いうことを知らなくてはいけません。アガシャーのことイエス・キリストの時代、イスラエルの地

に生まれた光の天使達が、また皆さんが日本人として同じ魂が今、生まれているんだということを

知って下さい。 

 私の出る前に、多くの光の天使達が日本に生まれました。彼らは殆んど教祖になって、この世を

去りました。そして一部分の人は地獄に堕つちゃっております。そして真の道を説いた人はおりま

せん。 
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 そして今、我々はキリスト教、仏教、ユダヤ教、回教、この四つのものを一つの真実のものに返

すヤハベの教えに、真のエルランティーの教えに返す為に肉体を持っております。そしてあと五年

後は、相当大きな現象が現れていきます。十年後には多くの人々が正法に目覚めてまいります。 

 現在、地球上を見ると、日本から出ている光が一番多く出ております。その次はアメリカです。

それから西ドイツが多く出ております。イタリーも一部分出ております。ギリシアも出ております。 

 アルバニヤ、中華人民共和国、ソビエト、北朝鮮、これは殆んど出ておりません。その為に彼ら

の国は、食糧は不足して、どんどん不足してゆきます。そしてお金はありません。自由諸国のお金

を引っ掛けようとしております。そのうちに皆さん、新聞で知るでしょう。そして彼らはやがて自

滅してゆきます。 

 中華人民共和国は毛沢東（1893～1976）がこの世を去った時、一年以内に混乱を引き起こし

ます。そのときソビエトからの武力介入があります。 

 アシュラはアシュラ同志で闘います。 

 しかし毛沢東は心は奇麗です。周恩来（1898～1976）も心は奇麗です。私欲はありません。

人民の為を思ってやった人達です。彼らは一旦、地獄へ堕ちますが、天上界へ帰ります。 

 そうして今、地球上で最も占拠されている、サタンの占拠されている分野はソビエトです。過日、

ミカエルの報告によれば、ソビエト連邦には強力な原子爆弾、水素爆弾の設備があるようです。そ

して一発で地球が吹っ飛ぶだけの力を持っているもの、幾つも世界中に、彼らの領地に据つけてい

るそうです。 

しかし心配する必要はありません。彼らはそれに対して引金を引けないように、みんななってし

まいます。仮に今それも天上界の神界（付記、如来界、菩薩界、神界というように、神が人間に求

める心の段階という意味の神界）で研究しております。やがてそういうものが未然に発覚されて、

例えそれをコントロールしようとしても、出来なくなるものが発明されます。ですから心配はいり

ません。 

 アメリカは心がありますが、物に溺れている人達が非常に多い国です。その為に我々の神理がア

メリカに大きく広がっていた時、彼らはもっと本当の文明が発達していきます。日本も同じです。

日本はあと二百年間文明は栄えます。そして今の文明は虚飾の文明であって、真のものではないと

いうことです。 

心というものを知り、人間性の価値に芽生えた時に真実の文明は発達してゆきます。そしてあと

二十年ぐらいの間に、神理を知る人達が多く日本に集まってきます。そしてやがて人類は、闘争と

破壊の愚かさを知っていきます。 

 そして私達はやがて中近東に行き、大きな奇跡を現し始めます。その結果、彼ら自身は真の神の

実態を悟るでしょう。それはもっと先になります。その時は、回教徒はアラーを眼の前で見てしま

います。その為に問答無用です。その時すべて彼らは調和されていきます。そしてキリスト教も回

教も、根本はヤハベの教えであったという事に気が付くのです。そして宗教戦争は無くなっていき

ます。 

 そして今からアメリカ、イギリスに既に天使達が出ております。彼らが気が付けば名乗り上げま

す。イエスキリストの、即ちアガシャー系の偉大な魂達です。四大天使の直轄の部下達です。菩薩

です。これはやがて気が付きます。今アメリカのフロリダにも出ております。 
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 フロリダに出ているのは、イエスキリストの当時の十二使徒の一人です。それからマタイがイギ

リスに出ております。彼もやがて気が付きます。まだ年が若いです。 

 そしてパヌエルは日本に生まれたことがあります。聖徳太子（574～622）として生まれました。

ラグエルも日本に生まれました。三代将軍家光です。彼は徳川家康の間違った政策を根本的に改良

する為に出ました。大天使達は故意的に日本にも生まれております。ですから日本語も結構うまい

です。候文ですけれど。 

 まあこのように、真の直系、太陽系の真の直系は、このようになっております。ですから、光の

量の区域なりと、「心行」にありますね、ここから出ているんです。心の広さは光の量の区域なり

というのは、ここから出ている訳です。このスリットというのも、三段になっていて天上界にあり

ます。 

 これが霊子線ですから、ですから地球上一人一人のものの考えていること、心は天上界に全部通

じております。だから、ごまかしようがありません。 

 こうしてその地球上に出てくると。みんな盲になるから面白いです。それで盲になったのを、も

う一回、盲から取り戻す為には、こうやって自分の心の中の真実を裸にすると、虚栄心、こんなも

のナンセンスです。人間の心は偉大なるものです。我々は物にとらわれ、情欲にとらわれ、そして

自分自身を苦しめております。愚かしいことです。 

 いかにお金があろうとも、お金は人生を生きる為の、ただの手段にしか過ぎません。無ければ困

ります。しかしそのものの奴隷になってはいけません。それを利用することです。ですから利用し

ても、利用されてはいけない。 

 現在の社会は、利用されているのです。ですから物は利用するものです。それも全て、より豊か

な魂をつくり、調和された環境をつくる一つの手段にしか過ぎないということを知らなくてはいけ

ません。 

 ですから物に溺れてはいけない。皆さんの永遠不滅のものは、皆さんの魂、心だ、思っているこ

とだ。思っていること行っていること、これが全ての基準だということです。 

 ＧＬＡのある方が、こないだこの世を去りました。私は全く知りませんでした。普通は守護霊が

気にして、大体の人なら予告があるんですが、この世を去るに当たって、なぜ去ったか、予定を縮

めることは恐ろしいことです。労働組合の突き上げ、今まで腕章をあげなかったのに、ここまで腕

章巻いて、労働組合でストライキを始めようとして、社長を吊しあげます。それが一つ。 

 それから家庭、奥さんや子供さん達がＧＬＡなんて行っているお父さん、その為に私達は結婚で

きない。その為に、お父さんがあんなことやっているから、私は良いところへ嫁に行けないという 

この二つの問題をお荷物にして、そのまま死んでしまう。 

 私は直ぐに天上界へ行きまして、そしてアガシャー、イエス・キリストにお願いしました。彼は

無意識界におりました、一晩。そして魂を揺すりました。目覚めます。 

 「私は死にたくないんです」と言っていました。 

ところが真実の自分の姿を死体を見たときに、「もう帰れないんでしょうか」 

 『帰れないよ』 

 「私は何でこんなことになったんでしょうか」 
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 『あなたは自分で良くしたが、労働組合のことなんです。もう肩荷を下ろしていいでしょう』と

捨てちゃったら、心が奇麗になっちゃいました。家族の人だけは心配です。家族も犠牲者なんです。

見せしめです。 

 そうなりまして、結局、正法の前にはばかれば、例え家族であっても犠牲を出させられます。そ

れは仕方がありません。彼らが気がつくか、つかないかは知りません。で、本人は、私はやっと肩

の荷が下りました。天上界におります。今。それも幽界の丁度、研修道場です。 

 自分の、こうやって反省日記を書いています。いいことです。今やがて神界に帰ると思います。

泣いておりました。彼はイエス様を初めて見たんです。地球上じゃ話し合っていたけれども、見て

ない訳です。 

 私は非常に疑い深いといいましょうか、一人では判断しません。自分で見たそっくりのものを、

そのままやっていて、また別の人に、ちょっとあの人、行って見てこい。その報告が三人同じでな

ければ信じません。 

 三人共、全部同じでした。つい自分が科学者なんだもんですから、科学的に結果を出さないと、

私自身が信じないもんですから、自分で出した結論だけで判断をしません。 

 何人かの人達、地上界のその人達に同じ問題を投げかけて全部レポート出して、そのレポートが

三人共、同じなら信じざるを得ないはずです。 

 だから飛躍しているように皆さん、思いますけれども、これは真実です。皆さんはともかく、疑

ってはいけません。本当のことです真実です。 

 そしてまず一番大事なことは、これはただ仕組みであって、皆さん自身の内なる魂を、自分自身

以外に修正する道はないということを知らなきゃいけません。我々はそれのヘルパーにしか過ぎま

せん。 

 そして自分の心の中の歪みを、勇気をもって直したときに、道は開かれるんです。ユートピアの

「エデンの園」の時代は、肉体を持っていながら、天上の世界に自由に行けたんです。 

 しかし皆さんが、その努力の次第によっては、そこまで行きます。自然と行きます。そして自分

が見てきます。自分の肉親を見てこれます。 

 そうしてやる為には、自分の心の中の歪みを直すことです。それには勇気が必要です。智慧が必

要です。妥協はいけません。間違っていることは捨てることです。人間ですから間違いを犯します。

この中の皆さんをサーッと見ても、色々毒を食べています。それぞれ一杯あります。だからそんな

こと愚かしいことです。 

 「光が出ていますよ、あなた。ですから本当の裸になりなさいね。だがあなたは独りよがりのと

ころがあるから、気をつけなければいけないよ。分かりますね。あなたは、かつては天使として相

当やられた方ですから。あのそういうことは、いいことがあるから、あの、オープン・ザ・ハート

（Open the heart）にして、心を奇麗にしなければなりませんね。もうちょっとですからね」 

 それから、「隣の方も同じように、若い娘なんですが、大分、ずっと詰まっています。気をつけ

て下さい」それから、「次の方は判事だったからね、自分がこうだといったら、もう人のいうこと

を聞かないでやったタイプ。そうでも相当に心が奇麗で後光が良く出ています。毛がないからです

ね」 
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 ですから、「お隣の方は、ちょっと精神的に弱い面があります。若い頃から、家庭環境、非常に

その面であなたは色々問題を起こしてきている。その為に自分自身でも、どうにもならんこと一杯

あります。そして今からどうやって生きていくか、死を考えたこともあります。いけません。あな

たは勇気をもって自分を活かしなさい。神から与えられた慈悲を忘れてはいけません。あなたはそ

れだけの使命があるんです。その為、若い頃から親を恨む、使命も恨む、自分と自己いうものばか

り主張し、それを直すことが大事です。解りますね」 

 まあこうして、自分一人一人の心をしっかり見詰めて、やっていくことですね。そうしてゆけば

道は開かれていきます。一番大事なことは、自分自身の欠点、自分が一番良く知ってるんです。そ

してその膿みを切り捨てることです。その為に道は開かれていきます。勇気をもって取り組む、自

分自身の心に真実に忠実であることです。そうすれば自分の心の歪みは除いてゆけます。 

 そして今、皆さんが流している涙は、その広い自分の心の歪みを取ってゆき、垢を流しているん

です。これを法雨といいます。法の雨といいます。 

 ですから自分の心の中に素直に、肌が出るまで。この世を去ったときに自からを裁く者は、神で

はなく己自身の善我なる自分だということです。 

 実は、本来は、地獄も、天上界もないのです。生きている人間がこの地上界で作り出してしまっ

たということです、実は。ですから自分自身の心の歪みを皆さんが一人一人払っていったときに、

これは大変な革命です。今まで心の中を色々と観る人達はいるけれども、それを真に理解できた人

は、日本、世界には誰もおりません。ＧＬＡだけです。 

 それだけに自分の心の中をしっかり見詰める。そして我々は一人でもいいから、自己を完成する

人が一日も早く出ることです。そうすれば周辺はおのずから開かれていくのです。 

 そして間違いは間違いとして、あやまちに、はばかりはいけません。あやまり、人間なるが故に

あやまちを犯すんです。そのあやまちも自分自身の魂を知る為の学習であるということを知らなけ

ればいけません。その学習を無駄にしてはいけない。そして間違っているところは、自分で勇気を

もって取り払い、どのようなことがあろうとも、自分の心が惑わされない自分であること。そして

正しい心の柱を自分が持って、いかにこのような耳であろうとも、こんな耳は大したことありませ

ん。この眼でいかに見えたところで大したことありません。 

 皆さんは心の耳を持ち、心の眼を持ち、そして全て生活の中から、法を中心にして生活すること

が大事です。そのときに初めて真実を知ることが出来ます。商売をやっている人達もおりますが、

皆さんは仕事を根底として正法を活かしておれば、商売は当然繁盛します。それが正法です。私の

ドル箱こそ、自分の魂をつくるための修行の場であるということを知らなくてはなりません。 

 今この場所はあくまでも自分自身を完成させるための、一つの、より調和させる方法の場所です。

ですから一秒一秒の心と行いの在り方が、その人の最終的な姿になって行くことを知って欲しいの

です。恥ずかしくありません。いつの日かオープン（open） にしなきゃならんのです。 

間違ったこともあるでしょう。それにこだわってはいけない。大事なことは、なぜ、どうして間

違ったのかというその原因を追求することです。その根を取ることです。その根を取ったら、同じ

間違いを犯さないことです。ですから、原因を追求することです。そうするとそこから、なぜ、ど

うして出てきた。 

 ですからもっと簡単に言えば、今でも死んでも悔いが無い人です。死はいつでも訪れて来ます。

今死んでも誤りがない、わしはやるだけやってきた、どうも皆さん、長い間ご苦労さんでした。私

はお先に失礼しますという位の心の修正が大事です。 
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 それには大変ですね。ですから、こないだ亡くなった方みたいに、ポックリ死んだもんですから、

私はどうしたんでしょうかという事になるんです。いい加減に言ってるのではありません真実です。 

 しかし死は恐ろしいものではありません。皆さんは新しい肉体の乗り換えにしか過ぎません。死

は人生の卒業式です。天上の世界へ行くための準備を、我々は今しているのです。 

 時間というものは有限です。物質の世界は移り変わります。皆さんの魂の世界は厳然として、永

遠不滅であり変わりません。ですから今の肉に囚われることなく、自分自身をしっかり見詰めてみ

て下さい。そして自分に勇気をもって自分自身の欠点、いい所を探し出してみて下さい。ここはい

いとこだ。これはわしの悪いところだ。 

 今やっていて、悪いところばかりやったら、みんな屑だと思っちゃうから、いいところもあるけ

れど、そして悪いところも。いいところも、いいところはどんどん伸ばして、そしてそのいいとこ

ろは、より自分の魂を豊かにしていく為の … 。 
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【新復活】 

1976（昭和 51 年）-6-4 岩手県盛岡市 東北研修会 

（四日：「新復活」、五日：「太陽系の天使達」） 

六月四日 「新復活」                       

 非常に美しい自然の、緑に包まれた環境の中で、東北の研修会が行われることを心からお祝い申

し上げます。 

 今日の演題は「新復活」。 

 丁度、現在、東京地方には、創世記時代の映画が来ております。                         

 しかし、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

百有余年前にはじめて、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、いまで云う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エル・ランティーという方が中心になって、エル・ランティ

ーは直接神の光を受けている真のメシアであります。 

 そしてエル・ランティーの光の直系として、光は七色に分かれます。七色のプリズムということ

を想像いたしまして、まったく同じように神の光はここから七色の光に分かれます。 

 この七色の光の方向を決めているのがミカエル（ミカ）と言います。神の光の直系ミカといわれ

る天使です。 

 そしてこのスリットを通し（神は光なり）その光の六人の光の線がこのスリットを通して霊子線

がつながっております。この中にそれぞれのスリットを通して七人の天使がおります。 

 これがガブリエル、この方がウリエル、サリエル、パヌエル、それから全部で六人、この七大天

使というのが、じつは新しい、新天地を求めて来た時の最初の光の大天使達です。この下にそれぞ

れ何億何十億という魂の霊子線があります。 

 さらにまたエル・ランティの光の天使の分霊として、カンターレ、さらにアガシャ、モーゼ、一

方においてガブリエル系統にマホメットがいます。 

 そして第一艇団がエル・ランティを中心にしてミカエルに、ラファエル、ガブリエル、ウリエル、

サリエル、この七大天使が中心にして、現代のエジプト・ナイル渓谷の東部にあるエルカンタラー

というところに着地します。 

 その場所が一番最初のエデンの園です。約六千人のベーター人が全部この地球上におりてまいり

ました。 

 それぞれ七大天使はラファエルをはじめ文芸や芸術、政治経済、あるいは立法、科学、あらゆる

担当をして総括的にミカエルが中心になってエデンの園をつくりあげました。 
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 そしてその当時は同じベーター星の人間であっても皆さんの肉体とまったくかわっておりません。

風土、気候いっさい地球上とかわっておりません。 

 魂と肉体、今皆さんの持っている肉体は、あくまでも物質であり、人生航路を渡っていくための

舟にしかすぎません。その船頭さんである魂、このものとは完全に分離することができました。 

 その為当時の人々は天上の世界とコンタクトでき、人間の心は調和され、物にこだわることなく

全てが調和された世界であります。 

 そのようなエデンの園にやがて第二艇団が地上界に移ってまいりました。その時エル・ランティ

ーは天上の世界へ帰りました。 

 これが天上界、地球上の創世記です。 

 地球の創世記は三億六千数百年前に最初の七大天使がこの地上界に行き、約六千人の人類がエデ

ンの園をつくり、第二艇団が地上界に着地し生活するようになって、立法を犯す人々が出てまいり

ました。 

 その為に、その責任者であるミカエルは規律を破るところの民に対し、一部分エルカンターラか

ら移しまして、『そなた達は神の子としての己れ自身を再確認するために、もう一度自分の思念と

行為、行っていることと、思っていることを修正していらっしゃい』と、その場所から多くの人々

がその位置をかえました。 

 その人々が後、エデンの園との連絡を絶ち、やがて天上界との連絡をたち、ついに天上の世界に

帰ることなく、地獄の世界をつくり出してしまいました。当時は地獄は存在していなかったのです。

それがアダムとエバの後物語に変わってしまったのです。 

 その為に創世記の映画とはちょっと違いますけれども、私はこの肉体をもって天上の世界に行っ

て、現実にその姿を見て来たのです。 

 皆さん自身は、なぜ三億数千年前のことがわかるんだろう、と疑問を持つでしょう。疑問など持

つ必要はないのです。皆さんの心の中には、過去、現在、未来は一点なり。皆さんの肉体を支配し

ているところの、潜在されている九〇％の意識の中には、永い永い転生輪廻におけるところの一切

の記録を持っております。 

 そのために過去、現在、未来は一点なり。皆さんの心の中に今、存在しているのです。皆さんの

現在は過去、現在を集約した現在そのものの姿なのです。ただ肉体を持ってしまったために、自分

がわからないだけなのです。 その心を正し、真の神の子としての道を己自身が生活に生かしてい

ったならば、その実体を知ることができます。 

それだけに最も粗悪な光の集中固体化したところの地球上の肉体を持ってしまうと、人間は皆盲

目になり、それがために、物がすべてだ、地位がすべてだと、情欲に駆られ、神の子としての本性

を失ってしまったのです。 

 しかし、皆さんの心の中には、偉大なるところの智慧が誰しもが存在し、持っているのです。そ

れが、生まれて現在までの間に、思ったり行なったりする正しい基準を失ってしまったために、心

をスモッグにおおわれ、神の光を自からして遮り、ただ分からなくなっているだけなのです。 

 それゆえに、我々の物理学上におけるところの時間と空間は不確定です。しかもまた、心の面に

おけるところの時間は過去、現在、未来は、現代をして一点であるというのです。 
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 皆さんの心の中には、そのようにはっきりした偉大なる智慧が存在しております。それを調べあ

げて行く結果において、三億数千年前のエデンの園は、すでに人類がこの地上界へ出て来て、第二

艇団移住の時にエデンの園は、一部分の物質欲に駆られた人々によって道を間違えてしまったので

す。 

 そしてエル・ランティをはじめとして七大天使は、この地上界をあとにします。そして、多くの

遺産をこの地上界に残し、後の世の人々が、その偉大なるこの残した地上界の遺産をどのようにし

て活用するかを、私達は天上の世界において暖かく見守ってまいりました。 

 しかし物におぼれ、肉におぼれ、情欲におぼれた一部分のエデンの園から離れた人達を救済する

ために、天上の世界よりルシュフェルという天使を出しました。 

 ところが、たとえ天使なりといえども地上の不安定な肉体を持ってしまうと、手足をもがれたと

同じごとく、生まれた環境や教育や思想や習慣を通す中に己の本性を忘れ、ついにルシュフェルは

サタンという名前に、その環境に生まれている間に彼は自分の地位と名誉のとりこになり、ついに

天上の世界と交信をたち、この地上界を去るとき、天上の世界に帰ることなく、地獄の世界へかえ

ってしまったのです。 

 そのサタンは現代は地獄の帝王になっております。これが最初の地獄界の実態です。 

 こうして多くの天使達は天上の世界からこの地上界の動きを観察し神の子に戻す為に、多くの光

の天使たちをこの地上界に送りました。エルランティ自身はアガシャーという方を、光の分霊です。

この方を送ります。 

 さらにまた、カンターレーという方を送ります。後のゴーダマ・ブッタです。天上界ではカンタ

ーレーと言っています。お釈迦様とは言ってません。ゴーダマブッタ。アガシャーは後のイマニエ

ル、イエス・キリスト。モーゼはモーゼです。 

 さらにまたイエスがゴーダマ・ブッタが生まれるときにはガブリエルという方は主として伝達の

係をし通信関係の責任者です。ゴーダマ・ブッタがインドに生まれるときには、ガブリエルのグル

ープの方がゴーダマの生まれることをゴーダマの両親に通信を送ります。アシタバという仙人です。 

 あるいは又、アガシャーであるイマニエルに対しては又、ガブリエルはミカエルの命によって受

胎の告知に出ていきます。モーゼが生まれると当時の王に、その命令によって多くの人は殺されま

す。 

 彼は葦船に流されていく途中、七大天使はサタンより守るために、彼が拾われるまで彼の成長を

楽しみます。 

 それぞれこうしてメシヤというのを送り出したのです。これはすべて神の心である法を説くため

に、出て生きているのです。特にモーゼの時代というのはサタンの跳梁が厳しく、世は混乱し人間

は、本当に底辺の人々は自由になりません。人を殺すなんてことはヘイチャラです。 

 その為にモーゼというメシヤを出して、社会の人心を正しい法によって導かなくてはならない。

その時にエル・ランティはヤーヴェという名前で彼を指導します。ヤハウェー（ヤーベ）という名

前でモーゼを指導します。それが十戒です。 

 汝をイスラエルのカナンの地に導きしは我、ヤハヴェ（ヤーベ）なり。 

 汝、偶像を祭って祈ることなかれ。汝の主はヤハヴェなり。 
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 汝、近隣を愛せよ。 

 近隣のために偽りの証をすることなかれ。 

 これが十戒です。 

 我の他、なにものも神とすべからず。 

 偶像を崇拝するなかれ。 

 神と主のみ名をみだりに唱えるべからず。 

 安息日には休め。 

 汝の父母を敬え。 

 汝、人を殺すべからず。 

 汝、姦淫するなかれ 

 汝、盗むなかれ。 

 汝、偽るなかれ。 

 汝、隣人の家を侵すなかれ。 

 それは丁度、シナイ半島の岩壁にヤハヴェが現証として、その当時現証として現わしたのがセラ

ビムというのがおります。セラビムという諸天善神です。現代もおります。 

 このセラビムや他の天使たちに命令し、あるいは、その目的を果すために、それぞれの指令を天

上の世界から命令を出します。聖書の中にはエロシムと書いてあります。このエロシムという者は

エルシムというのです。これは聖書の間違いです。 

 エルシム。このエルシムと名乗るのは、七大天使がほとんど名乗るのです。それはエル・ランテ

ィの命令による秘書的な立場に立ってエルシムとして名乗ってそれぞれの指令を出します。            

 しかし、今から三千百五十年前、ヤハヴェの真実の教えは、いつのまにかサタンの喰いものにな

り、汝、偶像を祭って祈ることなかれといえども、余りにも霊的な奇跡的な現象が一杯現われる為

に、モーゼはその偉大性をたたえて、ついにお祭りをしてしまったのです。そしてヤギの生き血、

或いはまた、羊の生き血をあげるようになってしまったのです。それは、サタンの命によって、彼

は動かされてしまったのです。 

 ヤハヴェはそのようなことは一つも言いません。あくまでも十戒というものを中心にして、人間

の生きる最低の道を説いていったのです。混乱した世相、主を名乗りながらして、サタンに利用さ

れてしまったのです。 

 そのために、すでにモーゼが亡くなられて二百年にして、間違った思想はどんどん出てしまいま

した。その為に、天上の世界よりミカエルの分身を地上界へ送ります。エリヤです。 
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 今から二千八百七十三年前、エリヤをこの地上界であるイスラエルの北部に農夫の子として肉体

を持たせ、彼の心を揺さぶりヤハヴェはつぎつぎと指令を出して、当時のイスラエルの間違った神々、

これを世の中から抹消する命令を出します。 

 アハブという王は、最も悪辣で、皆さんが知っているアスラーというやつ、アシュラー（阿修羅）。

争いばっかりやる神様。地獄霊です。この悪霊を祀らしたり、いろいろな偶像を祀らせる。仔羊を

犠牲にするならまだいいが、自分の子供まで犠牲にさせるような間違った教えをするようになりま

す。 

 こういう教えに対してエリヤは疑問を持ち、ヤハヴェの教えとは全く違う、十戒とは全く違う。

そして、彼はついに立ち上がり、その王と対決するようになります。 

しかし、当時は、約四百数十人もの予言者たちが、エリヤの前に立ちはだかっております。その

ためにヤハヴェは、『今から三年間、もう雨は降らせん。イスラエルの地に雨は降らせん、それを

王に言ってこい』という。 

ところが、王様にしてみれば、「お前は国賊だ、イスラエルの国賊だ」といって、エリヤは追放

をくらいます。それでも彼の心を揺さぶって、ヤハヴェはつぎつぎと指令を出していきます。 

 これは実は、このあいだ、エリヤが私に原稿用紙で約百五十ページ近く、当時の模様を全部語り、

現象を見せてくれました。その現象の一端として、五月の丁度七、八日頃、東京には大きな雷が落

ちました。それはその時の百分の一だそうです。今後はそういうことはどんどん起こります。そし

て、アハブをやっつけてしまった訳です。そういうようにヤハヴェは大きな現象を与えました。 

 多くの予言者達が輩出して、間違った教えを再び元にもどそうとしたけれども、どうにもならな

くなって、今から約二千年前に、再びアガシャであるところのインマニエルをこの地上界に送りま

した。その時は、ヤハヴェとはいいません。エホバと言って名乗ったのです。エホバ。神ではあり

ません。神の命を受けた最高責任者です。間違ったユダヤ教を修正するために、そして、イエスに

人間の愛を説きこの地上界へ送り出したのです。 

 ヤハヴェは、『六日間働いて一日を聖日となし、自分の一週間の間違った過去を振り返り、心を

修正し、二度と同じ間違いを犯さない』という聖日を設けたにもかかわらず、後の司祭者達は、「そ

の七日目の一日は仕事をしてはいけん。人と会ってもいけん、動物に食糧をやってもいけん」とい

うようにしてしまったのです。このように、ユダヤ教は大きく歪みを作り出してしまったのです。

そのものを修正するために出したのが、インマニエル、イエス・キリストです。 

 しかし、彼もやがてサタンの餌食になって十字架に架かってしまいました。 

 さらにまた、変えられてしまったために、ミカエルの分身であるところの天使、魂の兄弟をこの

地上界へ送ります。この方がマーチン・ルッテルです。さらに、フランスからは、ガブリエルであ

るところのカルビンを出して宗教改革に出したのです。 

 一方において、仏教の方は、ゴーダマ・ブッダが悟りを開き、道を説く課程において、このミカ

エルの説いたその過去世である、今から三千五百年前のあのギリシャに於いて説いたアポロの教え、

アポロ。このアポロの教えは、やがて東の国、インドに伝わってゆくであろう。そのインドに伝わ

ってゆくその神理をやがてメシアであるゴーダマ・ブッダという方が生まれて、それを悟り、道を

説くであろう。このようにして東の方にはカンターレを出したのです。これが後の仏教ですね。 

 ところが、いつの間にか仏教も化石化して、お経をあげれば救われるようになってしまったので

す。「南無阿弥陀仏」、「南無妙法蓮華教」、それで救われた人は一人もいないのです。 
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 「南無阿弥陀仏」というのも、ゴーダマ・ブッダが、かつてラジャグリハという町の郊外のベル

ベーナ（竹林精舎）におる時に、ビンビサラーと言われる王様がおります。その奥さんが幽閉され

ます。コッサラーと言われるイダケダという婦人です。アジャスターという倅に幽閉され、子供自

身が何んとか仏教を知って欲しいと思ったけれども、ゴーダマ・ブッダの従兄弟であるところの、

同じ王子として出家された方がおります。その方にそそのかされて、お父さんとお母さんを幽閉し、

お父さんは死んでしまいます。 

 お母さん自身は最後の望みとして「仏陀から何か一つ話を聞きたい。私は何もいらないから仏陀

から真の話を聞きたい。お母さんの一生のお願いだから」と言って、牢獄に入りながら、お母さん

の願いだけをいれて仏陀の話を聞かせたのです。それが阿弥陀教と言うのです。 

 この阿弥陀教と言うのは西方浄土、インドから西方といいますと、現代のイスラエルからエジプ

ト方面。このアガシャーの過去世の中には、転生の過程を通してアミーと言われる方もおります。

そのアミーという名前は、最初はアモンと言ったファラオ（王様）です。魂の系列です。 

 そのアモンがエジプトに行ってアーメンに変わり、ソロモンに行ってアミーに変わり、それから

ギリシャに渡ってアミーに変わり、インドに行って陀仏が入ってアミダブツ（阿弥陀仏）になった

のです。 

そして、その西方浄土にアミーと言われる偉大なる指導者がおって、そこに浄土があるんだよ。

あなたは今、自分の子供に幽閉されているけれども自分の子供を恨んではいけません。あなたは厳

しい環境の中にあっても子供の罪を許してあげなさい。やがてあなたはこの地上界を去らなければ

ならない。その時にあなたは阿弥陀の浄土に帰ることが出来るのです、と言う阿弥陀教を説法した

のです。それが阿弥陀教。 

ところが日本へ来たら「南無阿弥陀仏」と拝めば救われる。馬鹿げた話です。これはインドの言

葉だから通用するんです。「南無阿弥陀仏」ちゅうのは、これはインドの言葉が中国に渡り日本へ

来たから丁度うまくいっているんです。これを直訳したら「阿弥陀様の法に帰依する」っていうこ

とです。「ナム・アミ・ダボ」っていうんです。阿弥陀という悟られた方に帰依する。それを仏壇

やお墓やお寺に行って「ナムアミダブ・ナムアミダブ……」そりゃ語呂はいいやね、確かに。とこ

ろが日本語に直訳したら「阿弥陀様に帰依します。阿弥陀様に帰依します……」って何百回ゆって

もやらないんだね。そしたら阿弥陀様は皆さん何んて言いますか。「お前、帰依すんならやってく

れよ」って言いますよ。 

 そのように仏教も化石化したんです。最近は、又はやりでね「南無妙法蓮華経」 

 「妙法蓮華経」に「南無」をつけたらもっと良いんじゃないかと日蓮さん考えちゃってね。一千

万人近くの人間が「南無妙法蓮華経……」をまあ、二時間も三時間もやっていますね。あれも馬鹿

げた話ですよ。あれで救われた人はいないんです。 

「南無妙法蓮華経」というものも、本来ゴーダマ・シッタルター、釈迦牟尼仏がインドの地に於

いて、ガンガーの流れを通し、無学文盲の人々に対して方便として説いたものです。 

 『諸々の衆生よ、比丘、比丘尼たちよ、あの汚いドブ沼の中でも美しい蓮の花が咲くであろう。

ときに、そなたたち、比丘、比丘尼たちよ。サロモン、サマナーたちよ、そなたたちの身体を見て

みなさい。目が疲れれば、目糞が出て来るだろう。汗、大小便、あのドブ沼より汚いそなたたちの

肉体である。しかれども、そなたたちの心が、宇宙の真理を知って生活をしたならば、あの蓮の花

と同じように、調和された境地に、安らぎを得ることができるのだ』と、説いたのが法華経なので

す。 
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 それをわからないで、「法華経に帰依します、法華経に帰依します……」「南無妙法蓮華経、南

無妙法蓮華経……」最近はもっと速くやればいいと、「ナミョホレンゲキョ、ナミョホレンゲキョ

……」、馬鹿げた話です。気違いです。 

いわんや汝、偶像を祭って祈ることなかれです。人間の印刷物をいくら拝んだところで、救われ

る道はないのです。我々は旧来の陋習を破らなければいけません。 

 もし、神が必要ならば皆さんがこの地上界に生まれて来た時に持たしてよこしたはずです。曼陀

羅をみんなブラ下げてよこしたはずです。男性のブラ下げて来ているのは違うじゃないですか。こ

のように仏教ですらわからなくなってしまったのです。        

 こうして太陽系霊団というのは、光の直系として、エル・ランティーを中心に、エル・ランティ

ーは、その時代その時代によって、ある時はヤハヴェを名乗り、ある時はエホバを名乗り、ある時

はまた梵天を名乗り、また、さらにマホメットの時にはアラーを名乗りました。 

 人類は皆兄弟であり、同じ一つの太陽の下に生活しているのです。宗教は一つなのです。ガンガ

ーの流れも、ヨルダン川の流れも、いまだかつて方向は変えていないのです。時代の新旧によって

道は変わらないのです。 

 今、私たちは、モーゼやイエスやマホメットや、ゴーダマの説いたものを一つにするために、私

達は肉体を持っているのです。皆様は、その選ばれた民なのです。そして、自らの心を開いた時に、

あらゆる国々の転生を体験し、その心の中に、その神理が皆記録されているのです。それを甦らせ

た時に、今、私の言っていることがわかるようになるのです。 

 神は己の心の中にあり。己の嘘のつけない善我なる心こそ「神」なのです。神は形づくった中に

あるのではないのです。皆さんの心の中にあるのです。次元の違った世界なのです。そこから皆さ

んは今、肉体を持って、今、生きているのです。                             

 その肉体を持ってしまうと、私達は目や耳や口や、心の中に思ういろいろな想念、こういうよう

なものによって、本当のものが見られなくなってしまったのです。皆さんは、真の自分の姿を見る

ことは出来ないのです。ただ、肉の姿しか皆さんは鏡で見ることは出来ないのです。しかし、皆さ

んは誰しもが本当の自分があるのです。 

 本当の自分を見るように私は教えているのです。それは心です。魂です。皆さんの今、思ってい

る思う根源です。それは不変なものなのです。皆さんの肉体は、今、自分のものだと思っておって

も、それはただの錯覚なのです。 

 何時の日か朽ち果て、我々はこの地球上の塵に変わってしまうのです。肉体を支配している皆さ

んの魂は、永遠なのです。ただそれを形づくられて、私達は生きていくに最低必要なものとして、

五官が与えられているだけなのです。 

 しかし、真の五官は、皆さんの心の中にあるのです。心の眼です。心の耳です。そしてまた、心

のすべての機能は、皆さんはすべて所有しているのです。それを自分が開発した時に、真に永遠の

自分自身を知ることができるのです。 

 私達は、今、この地上界がすべてだと思っておってはいけません。皆さんの、この、人生の五十

年や百年は、幻の如く、線香花火のような、ほんの一瞬にしかすぎないのです。そして、我々の眼

前に現われてるところの物質や諸現象は幻です。永遠のものではないのです。朽ち果ててゆくので

す。形を変えていくのです。しかし、皆さんの心の中に体験された偉大なる智慧は不変です。 
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 この地上界を去る時に、皆様は何一つ持って帰ることはできないのです。また、生まれて来た時

に何一つ持って来た人は誰もいないのです。我々は、こうして五官に惑わされ、物質的光景の中で、

物に溺れ、苦悩を自らしてつくり出しているのです。 

 その盲目の中から、人間というものの価値観を知っていくのです。手探りの中から、そして、自

らして心の安らぎを得、正しい普遍的な神理を、己の心と行ないの物差しとして生活をしていった

時に、真の己を知ることができるのです。これが悟りです。 

 悟りというのは、己自身の心を知ることです。己の心を知った時に初めて、人生の目的と使命を

知ることができるのです。それは他力ではありません。自力です。神はすべての物を皆さんのため

に用意し、与えてあるのです。太陽をはじめとして、生活できる一切の動物、植物、鉱物すべて、

神は皆様に与えてあるのです。それを取らないだけなのです。取り方がわからないだけなのです。

何を欲するというのでしょうか。物質や経済は無常なものです。 

 しかし、現代のように高度化した社会生活の中において、真の人生の幸せを得ようとするならば、

まず、最も大事なことは、健全なる精神、心です。その次に肉体です。その次に生きる為の経済で

す。 

 経済は衣・食・住です。この五つの大調和があって初めてユートピアが出来るのです。ところが、

いつか人間は、その道を外し、エゴに変わり、すべて皆兄弟だという道を外して、エゴの方に走り、

自己保存に走ってしまったのです。 

 皆さんは、同じ太陽の下で、すべてが皆平等なのです。今皆様から、自分の地位と名誉と財産を

差っ引っいたものを想像して下さい。何が残りますか？ それが今の皆さん自分自身なのです。地

位や名誉や財産は永遠のものではありません。真の皆さんは、それを差っ引っいたものです。この

世を去るときの真の姿なのです。 

 こうして私達は過日、天上の世界に於きまして会議をやりました。私の隣りにはインマネール・

イエス・キリストがおりまして司会をやり、その隣りにはゴーダマ・ブッタ、カンターレがおりま

す。その隣りにはガブリエル、サリエル、ウリエル、こちら側にはモーゼ、さらに又光の天使約十

人ばかり、そして地球上の状況を次々と報告して来ます。 

 心を失い権力の座について、人間の自由を剥奪しているところのソビエトは、モスクワを中心と

して食糧危機は彼等が自覚するまで続きます。北朝鮮も又、同じです。中華人民共和国の北部も同

じです。 

 アフリカの西部海岸も同じです。一方に於いて中南米のパラグアイも同じです。サタンの跳梁を

許しているのです。そのような心の人達のくもりは、神の光をさえぎり、自からして、天変地異を

造り出しているのです。 

 更にイタリーの北部からベイルートにかけても同じです。宗教の同じヤハヴェの教えであるその

神理を曲解して、それぞれの道を歩んで、又同じ現象が起って参ります。日本の食糧危機は、心あ

る人が出て来ているためにありません。 

 こうして天変地変は次々と起ってまいります。それは天上の世界の神の光の届かない所に起るの

だということを知って欲しいのです。 

 やがて北朝鮮は破産をします。日本は戦後わずか三十年で世界のトップに成ったというのも、そ

れだけ偉大なる魂達だからなのです。一つ間違えたら又、逆の方向へ進んでいきます。それは危険

なことです。皆さん自身の進むべき道は真の道、普遍的な己自身の心に嘘のつけない善我なる心を
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芯として生活を知ったとき道は開かれていくのです。それが神理です。今後大きな現象が起って来

ます。 

 間違った宗教家達は、私によってつぶされていきます。どのような宗教家であろうとも、間違っ

た宗教家達は私達の霊的な力によって現象化されてまいります。信じようと、信じまいとそれは事

実です。皆さん、見ておって下さい。 

 地震も雷も自由自在です。それだけに、今、私達はその受け入れ体制をしておかなければなりま

せん。日本ばかりではありません。やがて私は中近東へ行きます。そして真の道を彼等は知るでし

ょう。それは地球の最終ユートピアの為に私達は今、肉体を持っているのです。その為に自分の生

活の場は自分の生活として今度の光の天使は全部事業をやりながら出てきております。宗教でなど

飯は喰いません。それが本当です。神は一銭の、人間から金などいらないのです。 

 太陽はただです。神の心です。これが神理です。私は実業家として、その面に於ても、世界でも、

知らない人がなくなるでしょう。当然なことです。それが道です。 

 イエスの時代や或いはゴーダマの時代なら良かったのです。現代の時代はそれではだめなのです。

教祖や、その取り巻きが優雅な生活をする為に宗教があるのではないのです。真の宗教とは宇宙の

真の人間としての生きる道を教えているのです。そして、人間に生きる喜びを与える道なのです。

これが神理なのです。 

神は人間の造ったものを欲しません。大事なのは美しい一人の人間の心が欲しいのです。道はや

がて開かれていきます。我々の前途は光明に満たされます。そして、その人達は救われていきます。 

 やがて、地上界の人々の一人一人の心が調和されてきた時に、我々の肉体先祖はその姿を見て、

「俺達の時代とは違う。なぜ俺達は、この厳しい環境にいるのだ」 

難しいお経ではなく、皆さん自身の日常生活一つ一つの想念と行為の光が、やがて地獄の世界を

救っていくのです。 

 最終ユートピアは地獄のなくなる時です。サタンは私が今、一生懸命に“新復活”という本を書

いております。モーゼの十戒をはじめとして、間違った宗教を修正しているために、やっきになっ

て私のために攻撃をしてきます 

 しかし、例えルシフェル・サタンなりといえども私のかつての弟子です。彼はやがて私の軍門に

くだるでしょう。知らないから地獄に落ちているのです。彼等も救われるでしょう。私は命がけで

す。 

 それは皆さん一人一人が自覚された時に、皆さんの周辺の肉体を持っているところの先祖達も救

われていくのです。坊主の難しいお経によって救われるのではないのです。 

 お経の意味がわかって生活しているような人なら天上界へ行きます。ゴーダマ・ブッダは決して

死んだ人間を成仏させるために坊さんをつくったのではないのです。生きている人間をどのように

導き、人間の心をどのように導き、人間の心を指導するために、この地上界に出てきたのです。 

 地獄に落ちるというのは、他人のせいではなく自分の思念と行為の間違いそのものが、自分の行

動によって地獄に落ちたのです。天上の世界がピラミッドのように高くあれば、逆にまた地獄の世

界は逆ピラミッドとして存在しているのです。 
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 この地球はその中間的環境にあるのです.そのために皆さん自身が、善を想い善の行為をすれば天

上の世界へ、悪の行為をすれば地獄の世界へ、彼等はいつでも待っております。それだけに正しい

心、正しい法、この道を己自身のものとして、生活をしなかったならば、人間は救われないのです。 

 しかし、皆さんの心の中には誰しもが神の子としての真の愛の心を持っているのです。なぜなら

ばすべて皆さんは天上の世界から約束されて、この地上界へ出てきたのです。 

 還るときに、あれもしょう、これもしょうではなく、今の一秒一秒、一日一生の己自身の完成が

皆さんをより大きい豊かなものにしていくのです。 

 今きびしい経済的環境にあろうとも、悲観することはないのです。今、その厳しい環境の中で、

今、皆さんは、自らの魂を学習するために、今、その体験をしているのです。 

たとえ経済的にめぐまれていようとも、その環境に安住するものではないのです。恵まれている

ならばそれを大事にし、気の毒な人達に真の愛の行為を無所得のままにしてやることなのです。こ

れが道なのです。皆様は皆兄弟なのです。 

 生まれの環境が違おうとも、神の子としてすべて太陽のもとに兄弟なのです。他人ではないので

す。袖すり合うも他生の縁といいます。まことにその通りです。皆さんが目覚め、自らを自覚した

時に、皆様は神の子としての道を己自身が実行して行くのです。 

みな、私がしゃべっているこの言葉は、皆さんの心の中にすべて記憶されていきます。そして、

この地上界を去ったときに、真実であるかないかを、皆さんは自らしてわかるのです。 

 そのときに救われるのです。生きているうちに自らをつくることです。道は永遠に続きます。今、

この世限りではありません。やがて我々はあの世に還ります。そして、またいつの日か、地上界か、

或は、また他の天体に出てくるのです。 

皆さんは自らに目覚めなさい！ 自らの心を開きなさい！ 小さな自分を捨てなさい！ 偉大な

る神の光に目覚めなさい！ それは愛です。それ以外にないということです。この研修会を通し自

分の心を裸にして、神の己自身の本性に目覚めなさい。 

 永い時間本当にありがとうございました。 
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【太陽系の天使達】 

1976 年-6- 5 岩手県盛岡市 東北研修会 

（四日：「新復活」、五日：「太陽系の天使達」） 

 六月五日「太陽系の天使達」                      

 お早ようございます。今、皆様にあげました“心行”は昭和四十三年十一月二十二日に完成いた

しました。 

 そして二十三日の夜、午前一時、天上界で初めて“物質と生命”という講演をやりました。その

時の司会がモーゼです。その前にミカエルが講演をやりまして、約一時間半、二十三日午前二時三

十分はこの地球上に震度三の地震がありました。私は禅定のまま天上界にいったものですから、そ

ばに寝ていた家内が、「今、お父さんの講演を聞いていました」ということでした。 

そして、過日、やはり天上界に於て、色々と七十年前のこの地上界に出てくる時の模様。“心行”

というものの成り立ちをいろいろと本になって現代は、ミカエル大天使が持っていますが、その中

をめくってみますと、自分で驚いてしまいました。 

 “我、見聞し正法に帰依することを得たり”という最初の出だしが、“我正道に目覚め正法流布

のために一命を投げ出す”という書き出しから、最後が“禅定三昧の境涯に到達せん”、全く同じ

です。そして書いてあるものは地球的に書いて私のはありましたが、天上界のものは宇宙的でした。

これを見てホンのわずかしか違っていなかった。ですからやはり書かせられていたと言うことです

ね。 

 現代もミカエルといわれる大天使が、丁度このくらい厚い（二～三十センチ四角位の立方形の本

の形を手で示されている）本にして、私自身が出てくる前の計画一切、現在も書かれている本、将

来も出す本、それに記録されてあります。 

 実はそれは私ばかりではなく、皆さん自身の心というものをヒモ解いていけば、恐らく計画書が

あるはずです。それに気が付かないだけです。それに我々は色々な人生の苦しみを通して忘れてし

まったんです。 

その為には、先づ自分の心の中で思っている事や、毎日生活していること、これの正しい物差し、

フィルター、このようなものをしっかり持つ、これが正法です。このフィルターを思ったり行った

りすることについて、一つ一つ、そのフィルターにかけて、正しいものだけを自分のものにしてい

く、それがわかって来た時に、皆さんは本当の自分を知ることができます。 

 人生は一度だけではありません。皆さんがこの地上界に出て来て、親が教えなくとも、生まれた

ばかりの赤ちゃんが、お母さんのお乳を吸いはじめます。人はこれを称して本能だと言っています

が、これは前に生きていた証拠です。 

 そして赤ちゃんは、わずか、二週間や三週間位で赤ちゃんは一人で笑っています。ところが私達

が心の眼で見ますと、赤ちゃんの魂の兄弟や或いは又、守護霊や指導霊達が「よかったね。しっか

りやるんだよ。今度生まれた所は、君にとって厳しいかもしらないよ。大丈夫かい」「まかしとい

て下さいよ。約束通りちゃんとやるよ」と笑っているのです。 

 そして成長するにしたがって環境や思想や習慣の中から、そんなことは、もうとっくに忘れてし

まうんですね。それを今度、天上の世界から見ている魂の兄弟や指導霊や守護霊は一体どう思うで

しょうか。皆さんは、あたかも自分一人の意思で生活しているが如く錯覚しているだけです。すべ

て天上の世界からコントロールされているのです。 
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 コントロールされているにもかかわらず、肉体を持ったその個性は、或る程度、勝手なことをや

ります。あやつり人形です。天上の世界であやつっているのが、あ、うまくやっているな、と最初

のうちは。その内に、自分の意思が働き出すと、アーまた、またパチンコ屋にはいったな。また、

三十六番、出ないとわめいているな。アーまた、おかしな所へ行き出したゾ。それで悩むわけです

ね。 

 天上の世界の悩みは、地上界へ出ている魂の兄弟や、或いは友達、こういう人達、先ず五歳、六

歳のうちは、そんなに心配しません。もの心つき、十歳、十五歳、特に、中学時代から大学、それ

から一部分の人は、社会に出てから、おかしいことをやり出すわけです。毒を喰い始める訳です。 

それまでに一杯、喰っちまうのもいるんですけれども。最近は、早ければ、小学校の三年か、四

年の内に、もうおかしくなり始めるのがいます。鍵っ子ちゅうのですね。親子の対話がなくなって

しまう。 

 そして自分自身は、親との対話がないから、自分なりの、ものの判断で生活をしだす。ノイロー

ゼです。そうなりますと、そういうお子さんにも、そばに不調和な霊が来ております。そのものの

意識に支配されるから、生きている人と話しするのもいやになっちゃう。対人恐怖症になる。段々、

心の丸い豊かな心が小さくなる、暗くなる、そうして孤独になっていきます。 

 その頃から親は、どうも家の子供はおかしいな。最近、親の言うことを聞かない。またガチッと

やるわけですね。子供は段々また、小さくなる。こんな子供に誰がしたなんてね。子供自身は自分

でつくって、自分で苦しんでいながら、他人のせいにする。親不孝するようになって行くわけです。 

 勿論、その家庭において反抗期という、人間の一つの成長する過程における性格的変化がありま

すけれども、それが、憑依現象として現われてくる場合が多いわけです。心の暗い人々は、その心

の暗い分野に、その暗さに比例した悪霊。 

 この地球上というのは丁度、ピラミッドと逆ピラミッドの中間にあるんです。即ち、天上の世界

と、地獄の世界の丁度中間的な世界が物質の世界です。それだけに非常に敏感です。ところが、皆

さん自身が肉体を持ってしまうと鈍感になります。わかんなくなります。 

 皆さんの、この眼の見える世界なんていうものは、ほんの小さいもの。七色の虹の世界、四〇〇

〇オングストロームから七〇〇〇オングストロームの周波数の位置しか皆さんは見ることはできな

い。 

現に、虹の両極端は紫色と赤色です。赤色からは赤外線にはいっていきますね。赤外線からは電

波にはいっていきます。これも見えない。それから紫色からは紫外線にはいっていきます。紫外線

から熱線にはいっていく。これも見えない。ですから人間の眼が、どんなに、いいといったところ

で、ほんのわずかな世界しか見ることが出来ないわけです。いわんや、嗅覚にしても同じです。聴

覚にしても、たいしたことはありません。 

 しかし、私は、聴えます。あの世のことまで見えます。心の耳、心の眼、心の鼻、心の本当のも

のを持っていればそのように自由自在、観自在、ということになるのです。ひとごとではない。皆

さんも、その力をもっているんだが、ただ、ちょっとだけ鈍感になっているだけなのです。その鈍

感の理由というのは、日常生活の中で、人を恨んだり、妬んだり、そしったり、またグチを言った

り、自分と言うものの心の中は、まろやかでない。そしてイライラしている。それが、みんなスモ

ッグになってしまうわけです。 

 夕べは、だいぶ風を吹かせました。なるべくならば、今日は雨が降って欲しくないものですから。

そのようにスモッグを払うにはそれなりの作用を起さなければなりません。皆さんの場合は反省で

すね。反省ということは、まず正しいフィルターをもって、自分の思ったこと行ったことを一つ一



567 

 

つ、振り返って見る。人間なるが故に間違いも犯す。又、間違いも自分自身の心を豊かにする、一

つの菩提であるということに。たとえ間違えたからといって、自分はだめなんだといって自分を小

さくしてはいけない。 

 皆さんの今ある環境は、皆さんの魂をより豊かにする一つの学習の場であるとしたならば、小さ

なことにこだわる必要はないのです。失敗も又、成功のもとです。 

“改むるにはばかることなかれ”という諺があります。まことに、その通りです。そして、それ

を土台にして、より自分を豊かなものにし、同じ間違いを犯さないというようにしていくことが大

事です。 

そうして今、皆さんは、こうやって原子肉体を持っているけれども、そこに、こちらから２番目

の絵があります。（ポスターの図を示され）皆さんは、もう一つの肉体を持っております。誰もで

す。この中で後光の出ている人もいます。頭の毛がなくて、電気によって光っている人もいます。

これ誤解の方です。 

本来は頭の毛があろうと、なかろうと心がきれいで太陽のように美しい丸やかな心で慈悲深い、

そして自分というものを常に、自分だけではない、相手もいるんだ、常に調和ということに心掛け

て正法の生活をしている人には、きれいな後光が出ております。この後光が、あの世に還るための

皆さんの肉体なのです。今、ちょっとヘタな絵ですが書いてみましょう。 

 こうやって今、禅定している人のことを考えますね。そういたしますと、皆さんの心は丁度、胸

のあたりにあります。胸のあたりに、きれいに丸くなっている人とハート型になっている人と、歪

みをつくっている人とあります。そして、このように丸くなっている人達の心の中には、この心の

絵がありますね。智性と本能と感情と理性と想念、これを大きく分けますと、このようになってお

ります。丁度、風舟玉のようになっております。そして心の中の機能というものはピシッとなって

いる訳ですね。これはもう一人一人あります。 

 或いは、こうやって見ますと、前の方には、きれいなピンク色の光の出ている人は、何かという

と、もっか恋愛中ということです。それと一定の年頃を過ぎても、ピンク色になっている人がいま

すが、こういうのは困りますね。 

そこで今度は、心が丸くなっている人達というのは、身体からもきれいな後光が出ております。

このように光がでております。ダルマさんのような、きれいな光が出ております。こういうような

光が出ております。やわらかい金色の光です。 

 この光の出ている人達は、まず心は百パーセントきれいで、夜、寝ても地獄へ行かない人です。

夜、寝てから、追い駆けられたり、怖い所へ行ったり、もう、おどおどしているのは、まず、その

前の日、寝る前に、あんまり良いことをしていない人達です。ですから、心がこうやって、丸く、

感情も智性も理性も想念もみんな丸く豊かであると、そういう地獄の世界に行かないわけですね。 

ですから、夕べ夢を見て、どうも怖かったという人は、あんまり心が丸くなかったという証拠で

す。何か心配事がある。何か、何かある場合ですね。更に又、この心というものは、今までは形が

ないんだなんて思っていたけれども、とんでもないことですね。 

 私、ある講演をした時に、九州の方でした。心なんかあるものか、人間は、すべて頭で判断する

んだというわけですね。確かに頭で判断するんです。だから心は頭にあるんだというわけですね。

一流大学の有名な一流のお医者さんで精神学会で日本で一番という人ですよ。その先生が「頭がお

かしくなったんですよ。それを治す為には、大脳をこのようにしなけりゃいかんよ」ということを

僕の前でとうとうと言ったわけです。 
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 そこで、「先生、心というものは、どこにあるんですか」と聞いたら「そりゃ君、頭にあるんだ

よ」、ハハァーと思ったんです。その時にそれを説明したわけです。 

 「それでは先生は、嬉しい時、悲しい時に、こみあがってくるのは頭からこみ上って来ますか」 

 「そりゃ君、ここだよ」 

 「じゃ、こっちから、こみ上ってくるものは何ですか」ったら 

 「それがわかりゃノーベル賞だ」 

 もうそこまできたら、もう話しにならないんですね。そうして、（黒板に図で示し）光の方の肉

体、こちらの方の見えないところの神の光によって満たされているために、心にスモッグがないか

ら後光が出て来て、実はこれが本当の肉体なんです。皆さんの、あの世に還る舟なんです。そして

そちらにも、ちゃんと大脳も全部あるんです。ですから今、皆さんの脳細胞は受信と送信をする一

つの機能にしか過ぎないのです。 

 耳で聞きます。聞いた聴覚神経は皆さんの脳細胞の聴覚の、一つの物を聞く機能、その信号を違

う次元の方に送る装置にしか過ぎないのです。ですから、今、物を見ますね。“赤”って見たもの

は視覚神経の“赤”しか見られないのです。その“赤”自身を判読しているものは英語であろうが、

ドイツ語であろうが、フランス語であろうが、日本語であろうが、言葉が違うだけで、“赤”には

変わらない。“赤”はレッドと言えばレッドなんです。 

 脳細胞は二百五十億あります。この二百五十億の中にそれぞれの一つの分野が神経繊維の一つは

一方通行です。それでそれが記憶している訳です。ですから世界各国、“赤”は赤なのです。ただ

言葉が違うだけです。ですから、本当に記憶しているのは光の方の肉体が記憶しているのです。 

 ですから皆さんが夜寝て、夢を見ている時に、自分の肉体を自分が見ていることがあるでしょう。

どうでしょう。自分の肉体は、今、寝ているんです。そして寝ている肉体の又、もう一つの肉体が

活動しているのを、自分が又見ていますね。そういう経験のある人、手をあげて下さい。 

 それは皆さんの光子体の本当の舟頭さん、その舟頭さんが見ているのです。それが皆さんの真の

真我な自分です。ですから、私達の今のこの肉体というものは、本当に皆さん、この世を去ってい

く時によくもまあ、こんな舟に乗っていたものだと思います。 

 なにしろ私達は天上界でよく会議があります。肉体を持っているのは私だけですから、まず醜い

ですよ。そして僕が一番、年寄りなんです。自分は若いつもりでいるのだけれども、相手側の方は

皆、二十六、七歳、ミカエルが二十八、九から三十位、イエス様が三十六、七から四十歳位ですか

ら、それですから膚の色が違うんです。握手したならば、こちらは石のようなもので、相手の方は

ロイヤルゼリーか何か、なんともいえない、もう違うんです。 

 女性の方は、菩薩界におられる方は、何かミス・ユニバースみたいで、皆、美人です。目を覚し

てがっかりしちゃうわけです。ですからこの地上界の皆さん、少し位顔がまずいからといってガッ

カリすることはありません。いずれ天上界へ還れば、皆、美人だってことですから。我々のように、

ニキビの噴火した跡なんか一つもありませんから。これは光子体の方の肉体、皆、美人ですね。も

う、女の方なんか、本当に、ほとんど美人です。 

 地獄界は別ですよ。地獄界へいったら例えば、魔王の近辺におるのなんかは、美人のような顔を

しているけれども、心が、ころっと変わった瞬間に、もう口はサケてしまって、そりゃ、もう、ま

ともには見られませんよ。鬼ババアなんて可愛い方です。おっそろしい顔です。骸骨のような姿に
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なってしまうしね、地獄界は又、別の世界です。こりゃ、ミスブスなんてもんじゃない。表面がき

れいだからと思ったら、とんでもない話しです。 

 過日、私の家を訪問してきましたアステリアという魔王・サタンの姪が来ました。それは私の持

っている法輪をパーンと投げましたら、そこに引っかかって来たのを、皆んなの前に見せて、この

通りだよと言って、手の中に踊っていたものですから、ポンと投げて、そのまま寝ちゃったら、夜

寝ている最中に、成長しちゃいましてね。私のフトンの中にはいって来たんです。 

 アレ、こんな女の人が、なんで、僕のフトンの中に、はいってくるの。そして、しかし丁度アン

マさんにかかっていたものですから“なんで、お前は、こんな所にはいってくるか、出なさい！”

と言った訳です。ところが按摩さんは見えないですからね。メクラだしね。“私は何もしてません”

と言う。それはそうでしょうね。本人はビックリしちやうわけです。こっちの方は見えちゃうし、

向うは見えないんですから。 

 “いや、あんたじゃなくて、今、外人のものすごい美人の女の人が、私の隣りへ、お見舞いに来

たといって、お見舞いに来たのに何でフトンの中に、はいるのか、出れ！と言ったんだ”と言った

んです。“ハアそうですか、私はそんな積りではなくて、私は何か悪い気がしました”“いやそれ

は違うんだ”と、そんなことがありました。 

それはもう外国の映画女優の、ものすごくきれいな女の人に似ていますね。それでも、一旦、彼

女が心をガラッと変えたら、もう悪党、鬼婆です。口許は切れるは、まともには見られません。そ

れが地獄界の実体ですね。 

 天上界はそんなことはありません。怒りもありません。そして又、天上の世界の、今度は、心の

調和されているエル・ランティという方になりますと、ここにパワートロンというものを持ってい

ます。（以下図を書きながら説明）頭にちゃんとパワートロンというのをつけています。パワート

ロンといいます。 

 神の光をストレートで受けている光ですね。このパワートロンから、光がピューッとこうやって

出ているわけです。ですから見ておりますと、頭からも、身体からも光が出てきておりますから、

光の化身だと思えばいいですね。 

そうして、このパワートロンと、その人の、エル・ランティの心のところと、全く同じ位置、だ

いたい八十センチから七十センチのところに玉があります。このようになっております。これがド

ームです。そして、このドームからも光が出ています。やわらかい金色の光です。こういう光が出

ております。 

 大きな光ですね。そして、このパワートロンの光が、このように発射していると同時に、ここに

今度は魂の分霊ですね。光の分霊である、イエス様、モーゼ様、カンターレ、この意識がはいって

おります。これから七十センチ位ですね。 

 この頭の上から、そして例えば、私が、イエス様の当時の話をしますと、例えば、これがイエス

様だとすると、今度、これがクルクルッと廻りまして、こちらの人の、私の身体の中にはいってく

るから、今度、イエス様の顔になっちゃうわけですね。お釈迦様のこんど、話をしますと、こちら

が出て、今度、お釈迦様の意識がはいって、その当時の意識が身体の中にはいってくるから、今度、

お釈迦様の顔になっちゃうわけです。ですから、普通、私が講演を全国して歩いとって“あの方は、

お釈迦様の生まれ変わりだ”という人が出てくるわけですね。見えちゃうから。 

 インドの時、耳たぼなんかこんなに小さいのに、こうなってくるわけですね。眼の方が、ずーっ

と、こうやって細くなってきちゃう。見とって、皆んなビックリしてしまうわけです。そうすると、

その人達にとって、お釈迦様に見えちゃうわけです。これは光の分霊っていうわけです。 
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 エル・ランティの光の分霊、この光の分霊というのが、個性を持っておりますから、そうやって

出て来ますね。 

 ところがいつのまにか、お釈迦様や、モーゼや、イエス様や、或いは又、もっと下の方の段階に

おるところの回教、こういうのをメシヤというわけですね。このメシヤを拝むようになっちゃった。

メシヤ信仰になってしまった。これは大きな間違いですね。 

メシヤの説くのは神の心である法を説きに来ているのです。人間はこのようにしなければいけな

いんだ。メシヤ信仰ではなく、メシヤを信じることです。メシヤの言葉を信ずることです。そうし

て、その言葉が法なのです。その法を行ずることです。これが本当の信仰なのですね。ですから本

来はメシヤ信仰であってはならない。 

仏教では、お釈迦様は絶対ですね。だからいつのまにか”オシャカ”なんて言葉が出来ちゃうわ

けです。それは困りますね。お釈迦様の説かれた法、その法を生活の中に生かすことです。そうし

て、自分自身が、説かれた、その悟られたメシヤのような豊かな心になるということ。 

 イエス・キリストを拝んじまって、何んでもイエス様、イエス様、迷惑ですね。イエス様は一人

しかいないんだから、世界中の人が、イエス様を呼んだらどういうことになるでしょう。そこでエ

ル・ランティーであるところのヤハベー（ヤーベー）は“汝ら、みだりにヤハベーの名前を呼ぶこ

となかれ”といっていますね。それなんです。一人なんですから、呼ばれたって仕様がないんです。 

皆さんだってそうでしょう。仕事をしておって、仕事の途中で何回も呼ばれると、“うるせえな

あ”ということになりますね。これは同じです。 

 我々は、ややもすると、次元の違う世界を呼べば、何んでもやってくれると思っているが、とん

でもない事です。一番大事なことは、メシヤの説く、法というものを実行するということ、これが

大事です。そして、このエル・ランティは、光そのものです。天上の世界へ行くと光そのものです。

光の化身です。 

 といって、神ではありません。神は、又、こちらにあるわけです。いまだかつて地球上に神だな

んて言って出て来た人は百％嘘です。どんなものだって、神様になんかにはなれないんです。神は

一つです。宇宙には神は一つです。こういう、エル・ランティと同じような人達が、宇宙に、真の

メシヤという人達がおります。遂に、過日はＭ３７という星があります。   

 Ｍ３７に出ているメシヤが悟りました。そのＭ３７のメシヤはついに、自分自身を悟ったという

のは、太陽系の中の、軌道修正コントロールセンターというのがあります。太陽系の軌道を修正す

るコントロールセンターというのが次元の違った、あの世にあります。その中心の心臓部に伝達が

あるわけです。宇宙的ですね。 

 そして、真のメシヤが、それぞれの惑星の地上界に出て、皆んな互いに連絡がとれるようになっ

て、真の調和が完成されたとき、そのメシヤが神になるのです。大変なことですね。Ｍ２６、この

太陽系それぞれに出て来ておりますね。今、出て来ているのは、太陽系で、一人、悟っております。

Ｍ３７で悟っております。Ｍ２７、Ｍ２６、出ております。このＭというのはメシヤという意味で、

つけたようですね。 

 我々の出て来たところのベーター星というのも、調和されている世界、ユートピアです。その、

皆さんも出て来た所ですね。ところが、今、我々が住んでいるのは、自分の住んでいる地球だけだ

と思っているだけなのですね。 

 かつて皆さんは、三億六千数百年前には、そのベーター星という所から、移住民族として、地球

上へ来たわけです。そして、その間に何回も転生輪廻して、まあほとんど皆さんは地獄へは行かな
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かったと思いますけれども、まあ、今、いるわけですね。そして、自分というものを知るようにな

っていくわけです。 

で、それは、何んのために、現象の世界に出て来るかというと、この色心不二といいまして、皆

さんが肉体と魂を持っているように、神の身体も、また、物質と心から成り立っているわけです。

神の身体の地球という細胞を、神の子である人々と心と心の調和によって、はじめて、地球は円満

に調和されていくんです。 

 それが神の子である地球の中の細胞の一部分が、互いに争い、闘争を繰返される。即ち、皆さん

のツバキ、ダ液のようなもの、皆さんは、地球の消化する、ダ液のようなもの、そのダ液の中にバ

イ菌がはいったら、どういうことになるでしょう。消化不良を起こしちゃいますね。同じです。 

ですから地球に住んでいる人達の心の丸くない人達が多ければ、即ち不調和な人達、法を間違え

た人達が多ければ、その分野に天変地変が起こるんです。神の光をその分野が失ってしまうからで

す。 

 地獄が多くなれば、そのような現象が起りますね。だから恐ろしいことです。ですから、心がき

れいな人達が集まれば、その集まっただけ、その環境は調和されて、光明に満たされるわけです。 

それは事業だって同じですよ。家庭だって同じです。ですから、家の中が、どうも不幸が続いて

いるっていう人が、こん中にも、何人か来ておりますねえ。自動車事故で亡くなっちゃったとか、

私は一生懸命に拝んでいるのに、何んで、何んで不幸なんだろう。 

 というのは、何か原因があるんですね。思っていること、行ってる性格を通して、何か原因があ

るんですね。夫婦の関係、子供の関係、その原因は、それを除かない限りは、そっからは、光明は

満たされないわけです。その原因はどういうところにあるのか、それをどのように除けばいいのか、

ということを私達は教えているわけです。 

 ところが、普通、宗教は、そうじゃなくて、不幸があると、お前さんとこの先祖が浮かばれない

んだよ、一生懸命、お経をあげれば、なおるんだよと、馬鹿なことを言っている。又、それを信ず

る。溺れる者、ワラをも掴みますからね。 

その原因はどこにあるかということ。その原因の根を、どのように取り除くかということに努力

しなさい。出た結果に翻弄されちまってね。増々、深まりにはいって行く。だから神様、拝めば拝

むほど、不幸になっていくわけです。 

ですから、宗教家、お坊さんとか、或いは神主さんとか、宣教師とかいう人達ね、神様を扱って

いる人達、偶像を拝んでいる人達の家庭をご覧になって下さい。混乱してますよ。あんなに信仰深

い人が、なんでだろう、と、こう思うんですね。そういうのは本当の信仰ではないんです。皆んな

は兄弟が、円満で仲良く、お互いに助け合っているのが本当の信仰なんです。 

 ですから家の中で色々、まずい問題が起ったりするのは、俺達の考え方、生活のあり方に何か間

違っているんだと。正しい法則を踏みはずしているんだ。先祖がどうではないんだよ。苦しんでい

るのは自分達です。それを、その根っ子を考えることです。そうして、それをなおすことですね。

そうすると、なおっていきますね。 

ここにも、そういう人が何人も来ています。ですから、その時は、拝むんじゃなくて、私達の考

え方、生活の在り方、物の考え方、これらのものの修正、そのチャンスを与えているわけですね。

それで、その根っ子は、どこにあるのか、その原因はどこにあるのか。その悪い面を取り除かない

限り、だめ。 
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それをただ、先祖のせいにして、先祖を拝めば、なおるんだと、それじゃ、先祖に、いい戒名を

あげようじゃないかといってね。そこにパックリ待っているのが、パックリ屋ですよ。 

 戒名のいいのをあげれば救われるなんて、馬鹿みたい。先づ、皆さんね、戒名をどんないいもの

をあげたって地獄は地獄ですよ。〇〇院殿〇〇大居士というのが何年か前に死にましてね。その方

が、東急の社長をやっておりまして、私の親分出してくれって、言うもんだから、すっかりゴトウ・

ケイタだと思ったんです。そうしたら違うんですね。元総理ですよ。 

「ワシじゃ」って出て来ましてね。ノドから声が出ないわけですよね。ガンで切って死んだ総理

ですから。それが地獄にいるんだから、どうしようもならないじゃないですか。 

 名前みたら、院殿大居士ですよ。そしたら、「ワシャ、そんな名前は勝手につけたんだから、俺

には関係ねえ」って「高野山へ行って聞いてくれ」って。そういうものなのです。 

皆さん名前じゃない。“冥途の沙汰も金しだい”なんてナンセンス。一銭の金がなくたって天上

界へ行けるよ。そういうことを知って下さい。絶対に戒名なんか、どんなにいいのつけたって、地

獄へ落ちるものは、地獄へ落ちるんです。 

 名前なんか、どうでもいいんです。地獄へ行って、戒名なんか名乗っているのなんか、一人もい

ないから。これは日本人の、色々都合が御座居まして。 

戒名っていうのは本来はね、生きている内につけるんです。昔の坊さん達はね、自分の寺子屋み

たいな所へ連れてきてね、正法をよく教え、仏教を教えて、「ア、あなたは、大分よく勉強し、生

活も変わって来ましたな、じゃ、このあたりで、今までの名前をかえて、じゃ、居士という名前を

与えましょう」 

 「ありがとう御座居ます。お蔭げ様で、私も、心がなごみました」 

 そうしてなったものですね。それが、そうじゃなくて、日本は、死んで、しばらく経ってからね、

お金持って行ってから戒名つけるんですよね。死んでいる人がわかる訳ねえじゃないですか。 

“あなた、どなた？”ったら、自分の本名を言うんです。〇〇院殿〇〇大居士なんて知らねえよ、

なんて。同じですね、だから冥途の沙汰は金次第じゃないんですよ。 

 それは都合の悪い人が、そう言ったんでね。だから皆さんは戒名なんて本当はいらないんです。

生きているうちに、自分の心と行いをなおして“よっしゃ”と今までの名前を捨てて、新たに、生

まれ変わった積りで、人生をやり直すんだと言って、名前を変えるんだったら大いにやりなさい。

死んでから貰うんだったら、そんなのはいらないんです。生きている内に自分の心を改造してね、

生活を改めて名前を貰う、これが本当のものです。 

 戒名とはインドの当時、ブッダの弟子に、シャーリー・プトラという男がおります。彼はウパテ

ッサという名前でね、どうもウパテッサというんじや、うだつがあがらねえんじゃないかと言うん

でね（笑）。お前はよくやるから、お母さんの名前のね、シャーリーというお母さんの名前のね、

お母さん、なかなか陰徳のある方で、一つその名前を貰ったらどうだ、心を改めて心身を改めてシ

ャーリー・プトラーという名前にしたらいいといって戒名を変えていったのですね。 

 或いは又、コリーターという名前がありまして、何度もコリても困るから（笑）、なんとしろ、

お前の名前を一つ、この際、心もきれいになったことだから、モンガラナーということにしようと

言って、マーハー・モンガラナーという名前に変わりました。これは大目連ですね。それ生きてい

る内です。死んでから、いくら、どんないいの貰ったって、どうにもしようがないじゃないですか。   
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 最近、日本人、そういうのが好きになりましてね、死んでから、一パイ貰うのがいいんじゃない

か、と。最近は結婚にまで影響しましてね、お墓行って、戒名見て、この家の先祖は、余りいいの

じゃないからダメだなんてね、馬鹿みたいなこと言って。院殿大居士がねえから、結婚の対象にな

らんよなんて、そこまで来たらもう、悪霊ですね。ですから皆さんは、そんなもんじゃないんです。 

 その点はクリスチャンの皆さんの場合は、生きている内に、自分の心を入れ換えて、マリヤに近

い、マリヤ様のような気持ちになりたい、とマリヤとつけてみたり、色々と人の名前をつけている

人もいますね。クリスチャンの方は、はるかに御立派です。生きている内に変えるんだから、もの

の考え方を。ところが仏教は死んでから変えるんですからね。死んでから変わる訳、ないじゃない

ですか。だから、そんなものに皆さんは心、うばわれてはいけません。 

 だからＧ・Ｌ・Ａのお坊さんはそんなことしませんよ。“院殿下さい”と来ても“まあ院でいい

じゃないですか”なんてね（笑）、そんなことでやってますね。ですから商売繁盛しちゃうわけで

す。仕事が忙しくなっちゃうわけです。あそこ行きゃ、天上界へ行けるっていうわけで、葬式多く

なっちゃう。 

 本当は、お坊さん、葬式専門じゃ困るんですよ。生きている人を救うことでね。死んだ人はもう

しようがないんだ、これは。ところが日本はお坊さんイコール、生きている人には関係がないんだ

な。だから、お寺さんが入院している患者さんをお見舞いに行きますと、縁起が悪いや、なんてね。 

 そうじゃなく、病院に入院して、今、死ぬか、生きるかという人に“お前さん、あの世があるん

だよ、といつまでも執着を持っているな、みな捨てちまえ。子供達にみな分けてあげなさい”と教

えてやりゃあいいんだよね、本当は。ところが、お坊さんが行ったら、縁起が悪いや、あいつは死

ぬんじゃねえか、なんてね。 

 僕が丁度、この間、坊主になって船に乗っとったら、“坊主と一緒じゃ魚一匹つれねえや（笑）”

なんてね。だから坊さんは縁起が悪いことになっちゃってんだ。私も一応、心を改めて、自分の頭

の毛を、一つ形の方からやってみようと思いまして、色々検討の結果、頭を三分刈りにしてみた訳

です。そうしたところが、“坊主と一緒じゃ、魚も釣れねえや”なんてね。こりゃ不思議なもので

す。 

 ですから本来は、坊さんは、生きている人を救うんです。インドの、本当のお釈迦様のお教えは

ね。お弟子さん達、ブッダが亡くなる時にね、アナンという方に、アナンが「ブッダが亡くなった

ら、どうしたらいいでしょうか、私達はよんどころがありません」と、彼はブッダの枕辺で泣きま

した。 

その時、ブッダが、何を言うかと、「ワシが説いた四十五年間の法は、お前達の心にあろう、お

前達は、その法をたよりとして、人々を救うことなんだ」と教えているんだね。それが、何か、死

んだ人を教えるように坊さん、変わったんだなあ、こりゃ。本当は、もうだめです。その坊さんが、

“見えて、聞えて、話せ”たらなお、いいんだけど、“見えて聞えて話せない”のが（付記、見え

ず、聞えず、話せないのが…の意）引導を渡すというから、どうしようもならない。 

 どういうわけですか、私達は、死んだら“ああ、こいつ地獄へ行くゾ、こら、お前ちょっと待て”

と。こないだ、ある人が亡くなりましてね、ショック喰いました。私、行って見たら、無意識界に

いるわけですね。事業やっとるもんですから。ソレーッちゅうわけで、すぐ行きまして、“あなた、

どうしたんですか”っちゅったら、“私しゃ便所でこんなことになっちゃって”便所におったまま

ステンと逝っちゃったわけですね。 

 予告なしですよ。大抵の場合なら、報告があって何日頃死にますと、あるんですがね。元気なも

んだから、こっちは元気だと思っていた。朝になったら、電話来まして、亡くなったっちゅうから、
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“エエーッ”って。私が、パーッと、もう行きましたところが、無意識界、自分の肉体から離れて、

自分で意識ないわけですね。 

 『あなた、どうしました』 

 「私は便所にいる間は、わかったけれども、後はわかんなくなっちゃった」と。 

 『しっかりして下さいよ』、と。『あなたはこんなに早く、いくなんて思わなかった』 

 それでイエス様、イエス・キリスト、“イエス様、すぐ行って協力してくれ”って、すぐ魂をゆ

さぶりましてね。今、修養所におります。 

 労働組合につるし上げられ、家庭の中から反発されてね。精神的よんどころなく、心悩んでいる

時に、そういう一つの死を迎えたわけです。だから恐ろしいですね。ですから無常です。人間はい

つ、この世を去るかわからないんです。ですから、皆さんの場合も、自分の心は、いつでも準備体

制は整えておかねばいけない。これが私が言う“一日一生”ですね。 

 明日、生きとったら又、一生懸命やろう。今、若いからって、わからないんだから。それで又、

なんというと、しめっぽくなるから、まあまあ、明日生きていることにして頑張るわけです。そう

して希望を持ちながらね。そうして、死んだ、生きたって区別つけられる人は少いですよ。アー俺

は、今、死ぬんだなんてね。そういう人は御立派ですよ。でもＧＬＡの人達の一部の人は死ぬこと

がわかってりゃ、親孝行する人もいます。 

 或る人は二日前に、もうわかりましてね。「ワシャもう、あと二日だよ。皆さん、どうも永い間、

本当にスマンかったね。本当は、もっともっと、生きたいんだけれども、どうも、もうだめなんだ

よ。あと二日のちには、この世をかえるけど、ま、一つ、よろしく頼んまっさ。せっかく家も作っ

たから、ＧＬＡで、ぜひ使って下さい。家内も、さみしいようですし、今度、又、生まれて来た時

は、正しく自分を知って行きます。しかし、今生は、本当に楽しくありました。ありがとう御座居

ました」ってかえっていった人、一杯いますよ。硬直なんか、全然しません。生きている時よか、

もっときれいになっていくわね。これが本当の成仏ですよ。 

 もう、こうやって硬くなるのは、皆んなダメ。ですから、皆さん、死んだとき見てね、亡くなっ

た人、見て硬くなったら、こりゃ、地獄だなって思って下さい。 

その時は、“ちょっと、あなた、ここにおりなさい”と。“あなたは今、この地上界を去るんで

す。執着を捨てなさい。今、あなたの肉体は滅びるのです。あなたは今、新しい肉体を持つのです。

いつまでも、そんなことをやっとったら、あなたは地獄です”。 

 死というのは大変な行事なんですよ。地獄霊が皆、来ますからね。モーゼの時など、モーゼの肉

体をサタンが欲しくてね。そして引き取りに来たのです。その時にミカエルを中心とした七大天使

が、モーゼの死体をかわしましてね。その死体を渡さなかった。その死体を渡しちゃったら、モー

ゼが生き返って、サタンになっちゃうんです。それで、皆さん死んだあと、よく魔よけっていって、

刀をあげるでしょう。あれは、そういう習わしなんですよ。 

 復活されちゃうから、おかしくね、悪霊がおれば、だから、そのように教えて、それが本当の引

導ですね。 

 ところが、最近のお坊さんなんか、“なんで、あの世なんかあるものか”ってね。現に、僕んと

こに言って来ている大僧正ちゅうのがいるからね。そいで檀家を何百軒も、何百人も持っていて、

“あの世なんか、あるもんか。ＧＬＡでいっているのなんか、ありゃ気違いだ”なんてね。その内

に、お灸すえに行こうと思ってるんですがね（笑）。 
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 ＧＬＡのお坊さんとこ大分、いじめているからね。皆んなの前でやっつけられるもんですからね。

毎日新聞にもだいぶ出ました。あの世なんかなくてね、引導渡しとったら、詐欺じゃないですか。

あの世なんかなかったらねえ、お経なんか、あげるこたあ、ねえじゃないですか。だけど、ま、こ

りゃ商売だからって、言っているっていうから、ま、その内にお灸すえに行きます。 

 あの世があることを教えにね。又、その檀家からも、ＧＬＡへだいぶ来ているわけです。不思議

なもんですね、これは。それも、ま、なかなか悪党坊主ですよ。でも、私が出たら、一番恐ろしい

んじゃないでしょうかね。そういうもので、皆さん、心が大事なのです。肉体からサーッと離れる

と、地獄へなんか、行きませんしね。そこで、又、ここで、こんど地獄の話になりましたから。神

様が出てくる人がおりますから。 

 「ちょっと出て来て下さい」 

(以下省略) 
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【番外及び講演日時不明】 

「心にゆとりを」  星 洋子 

 普通、私たちはあの世といいますと色々想像したりしています。 

 霊視のきく方、あるいは夢の中に出てくる世界をあの世と思っておられる方もございます。 

 私たちの生命はあの世が元でございます。 

 高橋信次先生がお話しておられますように、私たちの生命の元はあの世であり、この世はただ現

象化された世界なのでございます。 

 本当はあの世の方が皆様は好きでございます。 

 なぜかと申しますと、この世は魂の修行所であり、この地上界を仏国土にする、調和させるとい

う使命があって出てきているからであります。 

 この世は苦しい学校と思ってください。 

 私たちの生命は何故にこの世に生まれてくるかといいますと、人間は常に転生輪廻して魂の修行

を重ねているためであるからです。 

 私たちがこの世に生まれてきたのは両親という縁によってであり、そうしてその両親の環境、金

持ちであるかないか、その時の思想などによって人間形成に大きくひびいてくるものでございます。 

 人の生命はこうした転生輪廻のくりかえしの中で、自分の性格というものを作り上げていきます

が、キリスト教ではこうした人間の性格をとらえて原罪といい、仏教では過去世の業（カルマ）と

申しております。 

 そのような性格、生命を持って、また肉体的遺伝をうけつぎ、そうした中で修行しなければなら

ないのでございます。 

 やがて私たちはそうした環境の中で行為し、思惟し、そのさまざまな修行が意識の中に記録され、

その記録を持ってあの世に帰るのでございます。 

 よく先祖の供養といって仏壇に手を合わせる、人に良いことをしてやったという自己満足、GLA

にきて生命の不変や生活の心のあり方を耳で聞いても、心の中で、行為の上でどう処したかによっ

て、あの世にゆく自分自身の姿が分かるのでございます。 

 五十歳の方は五十歳なりに、自分の意識に書き込まれた環境や教養、その時の思想、習慣によっ

て自分自身がどのように生きて来たか、その生き方を決定づける判断が、果たして本当のものであ

ったであろうか、そうではないのではなかろうかと、考えてみたことがございましょうか。 

 自分自身をくりかえし反省し、その中で自分の心を見つけ出し、その場で反省できるように自分

の心をまず知ることによって、あの世に帰る姿も必然的に分かってくるのでございます。 

 いくら神理をきいて、自分は聞いているから仕合せである、人に話ができるからこれでよい、と

いうものではないのです。 

 常に私たちの心の中には神が存在するのでございます。 
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 神というのは、自分自身の心は、無限大に大きく潜在されているところの９０％の意識には善し

かないのでございます。 

 その９０％の善は、常に悪に対してブレーキをかけ、悪に対しての心のあり方に、私たちは常に

１０％を牽制しながら生きているのでございます。 

 その９０％の善と、１０％の悪、そのような原罪というものを抱きながら私たちは人生行路を渡

っておるのでございます。 

 すべて１０％が悪いということはございませんが、私たちが目で見たもの、耳できいたもの、肌

で感じたものがすべてでなく、心で感じる、意識で思う、考えることが大事なのでございます。 

 慣れてきますと、今話した言葉は本物かニセモノか自分で分かるのでございます。 

 反省ということも時間をかけねばできないと思いがちですが、人と対話しながら、即反省ができ、

即懺悔ができ、即そのなかで、相手に本当のことを伝えることができるような心を持つことが必要

であります。 

 禅定をしたり、形を整えたときだけが反省ではなく、自分達の毎日の想念行為が即、善か悪かを

見わけるだけの心のゆとりを持つことでございます。 

 心のゆとりのない方は、いくらどのような行いをしても、進歩的な言葉を使っても、お金儲けを

しても、なんの意味を持ちません。 

 心のゆとりが、即反省のできる大きな力となるのでございます。 

 自分の心の開拓は常に善であるということでございます。 

 日々の生活の中で、自分が経験したそれのみをもって物事を判断することは非常に危険なことな

のでございます。 

 自分の欠点、自分の美点、自分の弱味、自分自身の心のくもり、それらの自分の心を分析して、

分析することができれば、人からの少々のことをいわれようが頭にくることがなく、納得し理解で

きるものでございます。 

 「汝自身を知れ」とソクラテスがいっております。 

 自分を知らぬ者は、相手の心を見る力を持つことはできません。 

 誤解や失敗は、みなこうした心を知らぬために起こるものでございます。 

 自分を知ることによって、神の存在を知ることができると申されているのは、自分の９０％の潜

在されているところの意識をふさいでいる想念帯の幕が破れて、霊感や霊視ができ、人の心を見る

力が生まれてくるのでございます。 

 そうすることにより、人間としての善、慈悲と愛の心と行為が生まれ、人に対して悩みや苦しみ

を与えず、自分自身がそのなかで、たとえ苦しみ悩んでも相手に手をさしのべるだけの余裕ある心

のゆとりができ、そのような心を、あの世に持ってゆくのでございます。 

 そうして、その心の世界が、あの世のさまざまな世界にも通ずるのでございます。 
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 いくら地位や名誉があろうとも、この肉体は、いつかは焼かれてしまうのでございます。 

 持ってゆけるものといったら、五十年、六十年のその人のなした行為と、自分自身の心の在り方

であって、あの世の住む世界、段階が決まってくるのでございます。 
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愛の原点（父母への反省と感謝） 

（高橋信次先生が両親への感謝を深める為に講演されたものをテープより起こしたものと聞き及ん

でいます） 

それでは皆さん、静かに呼吸を整えてください。 

今から、私たちをこの世に送り出してくださった両親の事を静かに考えてみたいと思います。 

あなた方は今、生きています。肉体があります。呼吸しています。今、ここに自分というものが

あることを誰も否定できません。なぜあなた方が今、ここにあるのでしょうか。 

 ご承知のように物事には、すべて原因と結果があります。私たちの魂もこれから外れることが出

来ないから、今ここにある訳です。人間には転生輪廻があります。何十回・何百回生まれ変わった

か知れません。その繰り返しを重ねて、今ここにあなた方があります。それは丁度、数限りなく繰

り返した輪廻という法の中にあります。その法の端にいる今のあなたをこの世に送り出して下さっ

たのは、他ならぬご両親です。ご両親を縁として、今のあなたがあります。 

 お父さんがいなければ、あなたは今ここに居ることはありませんでした。お母さんが居なければ、

あなたは生まれることはありませんでした。あなたの肉体は、ご両親によって与えられました。し

かもビタ一文払うことなしに、この肉体を頂きました。ただで頂いたばかりでなく、ただで育てて

頂きました。全てが与えられたものばかりでした。 

よぅく考えてみてください。あなたはただで肉体を与えられ、ただで育てていただいたのです。

今、もし仮に、あなたのご両親がその肉体を返して欲しいと言われたら、あなたはどうするでしょ

う。………あなたは拒むことは出来ないはずです。そうではありませんか。あなたの体は、すべて

ご両親から与えられたものだからです。自分のものは、何一つありはしないのです。 

皆さんの中には様々な事情があって、ご両親に対して良からぬ想い出や感情を、お持ちの方がい

らっしゃるかもしれません。しかし、それは狭い心に基づいた偏見だと申し上げましょう。今ここ

にあなたがいる。そのために、両親がどれほど心を砕き、身を挺し、その結果としてあなた方が存

在しているかを振り返って頂きたいと思うのです。 

遠く昔に遡って見ましょう。………今、あなたがお母さんのお腹の胎内（なか）にいる自分を想

像してみてください。お母さんのお腹の胎内（なか）は暖かです。ゆったりしています。何の不安

もありません。そのようにして十月十日（とつきとおか）の間、あなたはお母さんの体に守られて、

ゆっくり育っていきました。 

お母さんは大変でした。ある時はつわりで吐きそうになり、何日も苦しみました。体は重くなり、

動くのさえ大儀になってきました。トイレに行くのも苦しいほどです。肩で息をしました。でもそ

の体でおむつを縫ったものです。夏の暑い日には、かんかん照りの日差しの中を、お腹を突き出し

てあえぎながら、毎日市場へ買い物にいったものです。 

お母さんも、たまには映画を見たいと思ったこともあったでしょう。けれども人ごみの中へ出か

けては、お腹の子に悪いと控えたのでした。胎教に悪いからと読みたい本を控えたこともありまし

た。いつも考えるのは、お腹の子のことばかりでした。丈夫な子が生まれるように、そればかり念

じておりました。時には赤ん坊は、お腹の中で手足を動かしあばれました。「ああ、丈夫に育ってい

る」とそれが何よりの喜びでした。 

みなさん、よーく考えてください。お腹の胎内（なか）にいた、僅か十月十日（とつきとおか）

の間でさえお母さんは、これだけの犠牲をあなたに注がれたのです。 
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やがて出産の時が来ました。お母さんの陣痛は大変なものでした。骨の節々まで痛み、身体中か

ら脂汗を流しながら痛みに耐えたのでした。この子が無事に生まれてさえくれればそれでいい。た

だ、それでいいと、必死になって陣痛と戦ったのです。命をかけてあなたをこの世に送り出そうと

されたのです。 

お父さんもそうでした。出産が近づくともう欲は言わない、ただ赤ん坊の手足の指が五本づつ揃

っていれば、母と子が無事であれば、もうそれ以上何もいりませんと、ひたすら祈り続けました。

ひたすら祈りながら産室の前を歩き回ったものでした。それがあなたのお父さんの姿でした。あな

たがこの世に生を受けるまでに、すでにご両親はこれだけの愛と犠牲を払われているのです。 

思い出してください。こうしてあなたはこの世に生まれました。「おぎゃー」と呱々の声を上げた

時も、両親の喜びはどんなに大きかったか。その声を聞いて母親は自分までが、初めてこの世に生

まれたように喜びました。お父さんもまた、安堵の胸を撫で下ろし、涙さえ浮かべたのでした。そ

して手を取り合って二人で喜び合ったものでした。 

それからは一切がお母さんの手によって育ちました。母の懐を寝床として、母のひざを遊び場と

して、母のお乳が唯一の食べ物として育ててくれました。母の手でなければ夜も昼も明け暮れませ

ん。母の手がなければおむつはそのままです。夜中にむづかり、泣き出して母親を起こします。両

親は昼間の疲れもいとわず、二人で飛び起きてあなたの世話をして下さいました。 

あなたがヨチヨチ歩きを始めると、両親の気遣いは大変なものでした。お母さんは台所で水仕事

をしていても、あるいはちょっとした買い物に出かけていても、気がかりでならないのです。泣き

声が聞こえてくると、縁側からでも落ちたのではないかと息せき切って走ってかけつけました。そ

れがたとえ、空泣きであっても急いで抱き上げておっぱいを含ませました。痛いほど乳房を噛まれ

ても、母は吾が子があどけなくおっぱいを吸い、にっこり笑う笑顔を見さえすれば、母親は一切の

苦しみを忘れるのです。それがあなたのお母さんでした。 

赤ん坊のあなたは何もわかりません。父親が注意していなければ、ストーブの火が身体を焼くこ

とを知りません。母親がいなければ、刃物が指を切ることを知らないのです。両親がいなければ、

毒で命を落とすことも知らず、何でも飲み込んでしまうのです。どれほどの心づかいや、目配りが

赤ん坊のあなたに必要だったか、あなたはお分かりでしょうか。 

熱を出して、お医者さんを呼びに走ったこともあるはずでした。夜も寝ずに、心配で胸をいっぱ

いにして看病してくださったのはご両親です。大病をした子供に私の命に代えてもこの子を救って

くださいと、お百度参りをしてくださったのは、あなたのお母さんでなくて誰だったのでしょう。 

ご両親がいなければ、あなたは今、ここに居なかったはずです。自分一人で育ってきたと当然の

ような顔を出来るはずはありません。両親がよその家にお客に招かれておいしいご馳走がでたとき

に、ああこのお菓子の一つでもあなたに食べさせてあげたいなぁと思うので多少格好が悪くても、

わざと食べ残したものを紙に包んで持って帰ったこともあり、あなたはそれを喜んで食べた。ご両

親は自分が食べなくても、子供が喜んで食べるその姿を見てひもじい思いは消し飛んでしまいます。 

戦争直後は、ひどい食糧難でした。その時に、子供にだけはひもじい思いをさせたくないと、自

分は食べずに、自分の分まであなたに食べさせて下さったのは、お母さんでした。お母さんはお釜

の底や、しゃもじに残った一粒一粒のお米を食べて、さも充分食べているような素振りをしていた

のです。それ程の愛を注いで下さったのがお母さんの外に誰があるでしょう………。 

 やがてあなたは成長しました。学校に行くようになりました。洋服を整え、学用品を買い、世間

並みの恥ずかしくない用意を整えて下さったのは誰でしょうか。毎日、ハンカチからチリ紙まで気

を配って下さったのは誰でしょうか。「車に気をつけなさいよ」「道草をくわないで」、毎日そう言っ
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て送り出して下さるのは誰でしたか。お母さんの心は愛で一杯です。たとえお金をもらっていても、

これだけの愛の行為が、誰に出来るでしょうか。 

 あなたが成長するにつれ、しだいに大きな洋服がいります。靴がいります。あなたのお父さんが、

汗水たらして働いて得た収入があってこそ、必要なものが整えられていったのです。 

俗に男が家を外に出れば、七人の敵が居ると言われます。会社に勤めたり、また独力で商売を営

み、それにはどれ程の汗と涙が流されているのでしょう。上役の厳しい命令にも耐え、辛いことも

忍んで父親は家族のために収入を得てきました。本当に苦労の連続です。 

あなたはその苦労を知りませんでした。欲しい物が買えるお金が家にあるのは当然のように思っ

ていたのです。いやお金の事なんか、全然考えもしなかったでしょう。しかし実際は、限られた収

入の中からやりくり算段して母親は、子供たちに必要なものを買い与えていたのです。自分は流行

りの着物を着なくても、あるいは、化粧品は、百円の安いクリームで我慢して、あなたに恥ずかし

くない服装を用意したのです………。 

 冬がやってくればあの子はセーターがいるだろう、この子は手袋がいるだろうと心をくだいて、

あなたの事ばかり考え配慮して下さったのはお母さんです。思い出してください。何年も前の古ぼ

けたオーバーのままで、町を歩いていたお母さんの後姿。その後姿にあなたへの一杯の優しい愛が、

母の心が溢れていたことを、いま知ってください。こうした多くの両親の犠牲と愛によって、あな

たは、いま、ここにある訳ですが、それに気付いたことがあるでしょうか。 

「正法は愛に始まって、愛に終わるものです」 

愛の献身によって、人は生かされ、生きています。 

その愛は、両親の身を削るような犠牲の中に育み、今のあなたがあるのです。幼い時を反省し、

父や母の愛の行為に感謝されたでしょうか。たとえされたとしても、両親の愛の心に対して、両親

の愛の大きさ広さに見合う心は、容易に得られない事を知る事でしょう。現にあなたは、ご両親の

心を痛め、苦しめることを、何度繰り返した事でしょうか………。 

食事がうまくないと言って箸を投げ出し、口も聞かなかったことがなかったでしょうか。苦しい

家計のやりくりの中から作った食事に、このおかずは嫌い、このおつゆは辛い、そう言っていささ

かの感謝もなく、心を不満で一杯にした事もあったでしょう。 

犬猫でさえ、文句を言わずに食べるのに。あなたは好き勝手なことを言いました。洋服の柄が気

に入らないと言ってぶつぶつ文句を言った事もあります。親の愛が満ち溢れているその洋服を怒っ

て、身につけて泣きわめき、我を通そうとしたこともあったでしょう。お母さんが忘れたと言って

怒鳴った事もあると思います。忙しい上に心配事の多いお母さんが、一度か二度忘れた事を、罵り

（ののしり）返す権利が、いったいあなたのどこにあったと言うのでしょうか。怒鳴っているあな

たは、鬼です。己の事しか心にないエゴイスト、それがあなたではないですか。 

受験勉強でお腹が空いただろうと、一緒に夜遅くまで起きていて夜食を作って下さったお母さん

………。「しっかりやっているか」とのぞきに来て肩を叩いてくれたお父さん。努力が実って入学試

験に合格したとき、お赤飯を炊いて顔中を涙でくしゃくしゃにして、喜んでくださったお母さん。 

あなたが社会に出た時もそうでした。入社試験に受かって、これで一人前になったと励まして下

さったお父さん。お祝いの料理を作り、お酒を買ってきて前途を祝って下さったお母さん。どれ程

の大きな愛が、生まれてから現在までのあなたに、注がれ続けてきた事か。あなたは、その愛の重

さを感じ取る事が出来ますか。 
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あなたの身体は、両親の、父と母の愛が、一つ一つ集まって出来ているのです。あなたの身体は、

単なる肉体ではない事を知ってください。そうした大きな愛を受けながら一人前になってしまうと、

両親をなおざりにしがちになるのが人間です。まして結婚しますと両親の事を忘れてしまい、自分

の家庭だけが心の関心事になってしまうのです。 

「去る者は、日々にうとし」もはや、あなたは自分の妻や子供達だけで自分の世界を作ってしま

い、両親の事は遠くへ押しやってしまいます。故郷を離れ都会に出てきてしまうと、その繋がりは

いよいよ薄くなり、親の年が幾つであるのかも忘れてしまい………、ご両親の年が幾つかを、正確

に覚えていらっしゃる方がこの中に何人いますか。 

お父さんは還暦じゃないかな…七十七のお祝いの年じゃないかな、といつも心掛けている方が何

人いるでしょう。両親と言うものは、歳を取り仕事が衰えてくると頼りにするのは子供だけです。

ですから、電話を掛けたり手紙を出してあげれば、両親が喜ぶことは、あなたは百も承知のはずで

す。それでいて、滅多に電話も掛けなければ、葉書一枚書くのもおっくうがって、一日延ばしにし

てしまうのはどう言うことでしょう。 

でも、ご両親は、あなたを恨みません。愚痴もこぼしません。それどころか、夫婦仲は上手く行

っているだろうか…。病気はしていないだろうか…。会社ではうまくやっているだろうか…。孫達

は風邪をひいていないだろうか…。 

ご両親の愛の思いは尽きる事がありません。幾ら歳を取っても、親不孝であった子であればある

程、気掛かりなのが親心です。そうした両親が連れ合いに先立たれると淋しさは一段とつのります。

丁度、独りぼっちで旅先の旅館で泊まっているようなものです。話し合える人もなく、淋しさをま

ぎらわせる物は何もありません。 

独りぼっちの親も、頼みとする子供夫婦が、そして、孫が訪れる事もありません。皆と笑いささ

めく楽しみもなく、夜は冷たい布団の中で身を横たえるのです。眠れない布団の中で思う事は、子

供達と一緒に暮らした昔のことです。その淋しさを、あなたは想像できるでしょうか。淋しくとも

文句一つ言いません。その心の内を、あなたは思いやった事があるでしょうか。 

夜中に目が覚めて、子供達夫婦はどうしているかを考えるのです。そのような母の心、父の心を

思いやる時が、あなたにこれまで、何回あったでしょう。たとえ同じ家庭に同居していても、夫婦

が親をそっちのけで、ひそひそと楽しく語り合う事ばかりが中心で、独りぼっちの父や母と語り合

う機会がどんなに少ないことでしょう。それがどんなに、父や母の心を傷つけていると思いますか。 

けれどお父さんやお母さんは恨みません。あの子は優しい子だった…。いろいろ忙しくて大変な

んだ…。この頃は余り話も出来ないけれど、あの子は悪意がある訳じゃない。そう思って、自分を

なぐさめるのです。我が子が悪いとは、露程にも思いません。 

たまにちょっとした事があって、遠慮がちにお母さんがあなたに何か言えば、「そんな事じゃお母

さん困るよ」と文句を言ったのは、あなたではないでしょうか。いつも妻の肩を持って、「お母さん

はそれだから」「お父さんはそれだから」、と逆に両親を責める事はなかったでしょうか。そのよう

なあなたであれば、あなたの奥さんやご主人、あるいは子供達も、あなたのご両親に対して心よか

らぬ感情を持つでしょう。 

ひどい時には「人間老いぼれて生き永らえるよりは、早く死んだ方がいいよ」と、鬼のような言

葉を吐く人もいます。そのような言葉を聞いた時に父母の悲しみはどれほどのものでしょうか。お

腹を痛め、ひたすら育ててきた子に、裏切られる親の悲しみはどんなものでしょうか。 
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それ程の言葉でなくとも、それに類した親の心を刺す言葉を、あなたは口にした事はないでしょ

うか。両親にこんな思いを抱かせる人があったならば、もはやその人の心は地獄の心、畜生の心、

餓鬼の心です。如何なる守護霊、指導霊も手をつけかねて、見守る以外ありません。 

考えて下さい。今は年老いてしわだらけのお母さんの顔は、あなたを産み落とした頃は、花のよ

うに美しい顔でした。あなたを育てていく苦労が深いしわを、その顔に一本一本と刻み、顔・かた

ちはすっかり消沈してしまったのです 

じっ～と、あなたの心を見つめてください。今、あなたがたの心の中に父母に対する本当の思い

があるはずです。お父さん、お母さん、本当にすみませんでした。そういう思いがよみがえってい

るはずです。その思いこそが本来あなたが持っている愛の心、善の心です。その心をしっかり知っ

てください。 

さあ、その心を持ってあなた方は、ご両親に感謝し、感謝する思いをご両親に愛の行為を返して

いって下さい。おいしい物があったら持って帰って「お父さん、お母さん、これおいしいよ」とす

すめて下さい。どんなに喜ばれる事でしょう。その時また、愛の言葉が返ってくるでしょう。「私は

いいよ。孫にあげようよ…」、そのご両親の心をしっかりと胸に刻み込んで下さい。 

ご両親が病気になったら、あなたが自分で看病しましょう。そして愛の言葉を掛けてください。

便を取ってください。寝入っている時は、寝息を伺ってください。これは皆かつて、ご両親があな

たにして下さった事なのです。それがあなたには出来ないはずはありません。その時、あなたは初

めてご両親の愛の深さを体験する事が出来るのです。初めて親の心と同じ心に成ることが出来るの

です。 

このように親に孝養を尽くす時、ご両親はあなたという子を得た喜びに胸を震わせるでしょう。

良い子を持ったという、嬉しさで一杯になるでしょう。その時、親と子の間に愛の交流が始まるで

しょう。その時ご両親の煩悩は菩提と替るでしょう。 

中には頑（かたく）なな心を持ったお父さん、お母さんがいらっしゃるかも知れません。しかし

それは、長い苦しい人生の間に、あなた方を育てる苦しみのために、止むなく作り出した心の癖で

もあるでしょう。そうしたご両親でも、あなたの愛の行為の積み重ねによってご両親の内なる心は、

広く人間性に目覚めてゆくでしょう。ご両親がそのように成られた時、本当の親孝行が成就される

でしょう。なぜならご両親も修行のため、人間として、この世に出てこられたからです。人間が親

子の縁を持って生まれたのも、豊な人間性を養うために、お互いを磨き合う目的を持って縁を結ん

だからです。愛の行為を通して意識（意思）を高め合ってこそ、本当の親孝行が完成するのです。 

あなた方の中には、既にご両親が他界された方がいらっしゃるでしょう。そういう方は、普通の

形の地上界での親孝行は出来ません。しかし父母に対して、今自分達がここにある事を感謝し、こ

のように育ててくださった恩を感謝し、至らなかった不幸を詫び、自分自身を善なる者につくり変

へ、暖かい調和ある家庭を作り上げて行くことが素晴らしい親孝行と言えましょう。そして、その

姿を見て両親は天上界から喜んでいらっしゃるでしょう。 

今、皆さんは生まれてから今まで、ご両親があなたに注がれた愛というものを振り返って来られ

ました。そして、ご両親への数々の誤ったあなたの行いと行為に気がつきました。その誤った自分

中心の価値観を身につけて来た過程を、これからも毎日の生活で正していって頂きたいと思います。

それは両親の愛の心に相応（ふさわ）しい、それに立ち戻るという事です。 

その心で今から生きてまいりましょう。お父さんやお母さんに、その心で接して頂きましょう。

その心とは愛の心です。思いやりの心です。 

「愛多ければ、成すこと多し」 
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もう一度申し上げます。「愛多ければ、成すこと多し」 
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【八正道を通して】 高橋一栄先生 

 青年部の皆さんとは、なかなかお逢いする機会がなくて、当初にお逢いしてもう一年を迎えまし

た。それで私が一年目を迎えた時の心境を皆様にお話して、共に考えて頂きたいと思います。 

 私が霊道を開いて、先生のお話をいつも聞き、また家の中でいろいろの霊的現象が出て来る様に

なっても、私はあまり仏教に関心を持つことがなかったので自分自身でやってみようという気は余

りなかったのです。 

 けれども私は若い時から「私はこの世に生まれた自分自身の証しとして、四十歳になった時には

何か人の為に役に立ちたい」という希望がありましたし、「人間は自分自身しかない」という気持ち

だけは若い時から持っていました。 

 霊道が開いて色々の事柄が解って来た時点でも、なんとなくまだ自信がありません。 

 八正道という事を一つひとつ分析していき、一つひとつその行いをするのに、これは一体どうす

れば良いのだろうかと、一つひとつの事柄に、慌てふためいている自分を見つけ、また生活の中で、

どれが善いのだろうか、悪いのだろうか、、八正道に非常に迷わされた時期がありました。 

 皆さんも、そういう経験をお持ちではないかと思います。 

 そうしている内に、自分自身が慌てふためき、八正道八正道と宙を向いている自分が解った時に、

この八正道というコトバを追っかけている内は、全く八正道ということが悟れないんだ、と解って

来ました。 

 八正道とは生活なんだ、生活が喜びに変えられれば、これは立派な八正道になるんだ、というこ

とを、慌て、悩み、苦しみの中から自分自身で掴んだ時には、ヤレヤレという気持ちで、ホッとし

たのです。それがまず一年位たってからの事でした。 

 ちょうど皆さんも八正道という言葉が、何となく身につき、何となく解ったような感覚を覚え、

でもまだ戸惑っている様に感じる自分、これが丁度一年目の私が経験したと同じ様な一年の歳月だ

と思います。 

 そこで今度は「八正道は最低なんだよ」と皆様に云いたいのです。 

 これは私が経験したことですが、私があの世に行った時、「変な所に来たなぁ、一体ここはどこな

んだろう？」と思っていましたら、ここは亡くなった人たちが行く場所でした。たくさんの人が並

んで順番を待っていました。「私は死んではいないのに」と自分でも不安な気持ちで順番を待ちまし

た。 

 番が来ますと、一段高い所に居られる光の天使から名前、歳などを質問されるので答えました。

そして「貴方は人間として、何をして来ましたか？」と質問をされました。さて、私は困りました。

その時は二年くらい昔でありましたので、普通の家庭の主婦と同じ様に、毎日お勝手をしたり、お

掃除をしたり、子供を育てたりして来ました。兄弟とも仲良くして来ましたと答えました。 

 「そうですか。貴方は人間として、兄弟と仲良くすることが、それだけで善いことだと思います

か？」、そう云われた時には、ハタと私も困ったのです。 

 兄弟が仲よくすることが取り立てて、善い事だというほどのことではありません。夫婦が仲よく

することも、子供を可愛がることも、考えてみれば当然なことなのです。そうすると、指を折って
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善い事だと数える事柄がなくなってしまって、「他にありますか？」『別にありません』、私は非常に

恥ずかしく思いました。 

 今まで三十何年かの生活をして来て、指を折って数える程の、模範になる様な事はしてこなかっ

た。 

 その場を終わって帰って来た時、私は今まで八正道、八正道と大きな口を重ねて来たけれども、

八正道とは、人間が実行することで取り立てて騒ぐということではなく、人間として最低の線であ

ったということをハッキリと自覚したのです。 

 人間はお互いに「隣人を愛し」「親子仲良くし」「夫婦仲良く」するのも当然、また職場で廻りの

人たちと仲良く朗らかに仕事をし、明るい生活をして行く事は当然のことであったのだ、当然イコ

ール八正道なんだ、そしてそれが最低線だということを今日、皆様方に解って頂きたいと思います。 

 そして、私たちが、為してもいないことを、為して来たと言って嘘をいったり、誤魔化しの旨い

ことを言ったり出来るのは、現世だけの事であって、あの世では、そういった心にはふれない事を

知って頂きたいと思います。 

 そして、私は、八正道が最低なら、それより上ということは一体何をすればよいのだろうか？ そ

れを、ああでもなし、こうでもなし、といろいろ考えました。その時に一番最後に残ったのが「人

を導き救ってゆく」ということです。私は自分の役目すらも忘れて、自分勝手に八正道だけを追い

廻して居た自分をとても恥ずかしく感じました。 

 皆様はまだ若くてこれからすることが沢山あります。これからは、自分自身が八正道を最低とし

て、感謝の気持ちをもって生活し、出来る範囲の中で、人の為に尽くし、また自分たちをも喜びの

世界へと誘って頂きたいと思います。 

 そして八正道がしっかりと解ってきますと、忙しくても、暇でも、人と話をしている時でも、い

つでも楽しく、退屈する時がなくなってきます。 

 悩みがあれば、それに合った様な解決の方法がとれるし、お喋りをしている時は、「あ、健康であ

ったから、こうして皆と顔を合わせ楽しく話が出来るのだ、病気でなくてよかった、健康だから忙

しくとも、皆と一緒に仕事ができる、本当に幸せだなぁ」と、なってきます。 

 私もこちらに来る前は大変忙しいのですが、「関西本部へ行って皆さんに少しでも話を聞かせて上

げ、そして聞いてもらう、一緒に話をしよう」、そういう気持ちが、「この仕事は何日までに片付け

たら、関西へ行けるから・・・」と皆とお顔を合わせられる、それが嬉しいから、忙しくとも一寸

も辛く感じないのです。 

 子供の成長するのと同じ様に、初めは皆さんも転んだら慌てふためき、どんなふうに起き上った

らよいか分からない生まれたての赤ちゃん、そして自然に話を聞き大きくなって、這い這いが出来

るようになり、自分で掴まり歩きが出来るようになり、そして一人で歩き始められた皆さん。 

それは何度か今までお逢いするたびに、「あ、あの方は明るくなったな」、「あの人はこんなふうに

聞かれたな」、「あの人は丸味が出て来たな」、「短気が直ったな」とか、また「あ、まだ駄目だな、

井戸の中でなんかグズグズして居るなぁ」と、とってもよく解るのです。 

 そういう時には慌てないで静かに考えてください。自分を静かに考えてみて、私はまだ這い這い

を抜かして立とうとしているんだなぁと感じたら、それではもう一度這い這いから順序よくやって

みようと。赤ちゃんと同じ様に考えて焦ることなく順々にやってゆかれる事だと思います。 
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 私自身も焦ったり、悩んだりした事がありました。そんな中から自分は赤ちゃんだったんだ、正

法を初めて知った大人の赤ちゃんだった、そう思って焦らないでやって来ました。三年余りの自分

がそうしますと三年位で、あれやこれやということが自然に解ってきます。 

 焦って、「あれもこれも」といっても人間はなかなか一度では成れません。けれども、日々毎日毎

日少しでも実行している人は、それが段々と身について来て、自分が意識せずとも行為が出来る自

分になっている、それだけ進歩しているのです。 
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【反省の仕方・・・質疑応答より】 

 八正道を通して、一つひとつチェックしていく。 

 どのようにチェックしていくのか。 

 自分の生まれた環境・教育・思想・習慣をチェックしていく。 

 その基準は、あくまでも中道、偏らない中道ということを根底にする。 

 両親の教育方法と、兄弟と、だんだんと分析していく。 

 ・両親のことば 

 ・兄弟や、兄弟との対話 

 ・その頃の生活環境 

 この中で、どのへんに、正しいという基準からもって間違いがあったのか。良い面と悪い面を、

はっきり区別してみること。 

―― 前段で、このようなお話のあと、以下具体的に述べてあります ―― 

 続いて、生まれた一歳の頃から、五歳ぐらいまでのことを一つひとつ、生まれた環境・教育・思

想・習慣というものを通し、モノの考え方、偽善・偽りの我がどのように出てきたのか。 

 善なる我が、どのように芽生えてきたか。これを、一つひとつチェックしていく。 

 そして、お父さんやお母さんに対して、自分はどのような行為をし、こういうことを言われて、

それがどのような結果になったのか。ということは、自分が生まれた時からの、自分の心の歪を発

見する。 

 こうして、五歳ぐらいから、徐々に他人との関係、友達との交友関係・・・、他人との関係で、

友達同士で、どのようなことがあったのか。 

 特に、この頃は自我が大きく芽生えてくる。・・・喧嘩、あるいはまた、自己保存、自我我欲。こ

ういうものの原因が、どこにあったかを自分を振り返ってみる。そして、自分自身の心の中に、思

ったこと・行ったことを基準としてやることが大事。 

 モノには、すべて原因と結果がある。この原因と結果、この因果というものを、はっきりと見定

めて、その原因がどこにあったのか。 

 両親から、怒られたことにより、心の中に歪を作り、親を恨む結果を作り出している場合がある。

ノイローゼは、ほとんどが自分のせいではなく、他人のせいにする。 

 自分というものの、悪い原因がどこにあったか。その種の根っこを、根を除く。除かない限り、

また心の中に歪が出てくる。 

 それは、恨み・ねたみ・そしり・怒り・愚痴・自己保存、自我我欲。こういうものを分類して、

その時の状態というのを、しっかり見定める。 

 そうして、我々は、このような反省の基準というものを、しっかりと自分が知って、一歳から五

歳までを、最もきれいに、心の中のテープレコーダー・ビデオテープの失敗した分野を修正してい

くことが大事。 

 我々は完全なモノにすることはできない。失敗したことは失敗として、二度と同じマチガイを犯

さないようにすればいいんだが、人間はどうしても、同じマチガイを犯すんです。そのために我々
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は、自分の偽りの我には、どうしても弱いのです。甘いのです。その偽りの我に負けてしまうんで

す。 

 「今度は、やめよう・・・」、また、やりだすんです。 

 それには、勇気と知恵と努力というものが無ければ、できません。 

 

 そこで、反省は、そのような心の中の歪を、スモッグを取り除く一つの方法なのであり、神が我々

に与えられた慈悲なのです。 

 煩悩即菩提というのも、我々は、その煩悩を自らして作った悪を修正し、その悪を芽として、新

しい芽を我々は作り出した時に、煩悩は即菩提になるのです。 

 「人のふり見て、我がふり直せ」ということわざがあります。我々の周辺は五官を通しても、す

べて勉強の道具があるのです。人の失敗を見て、自分が失敗しないように、自分というものが、常

に他人を参考として見られるように・・・。それも、すべて正しいという中道の基準を持ってなけ

ればなりません。 

 こうして、小学校に進むに従って、周囲の関連が深くなってきて、自己保存という偽我・偽りの

我が芽生えております。こうして八正道という基準を持って、私たちは一歩一歩、自分自身の心の

状態を修正していくことが大事です。やれば、やるほど心の中には・・・。 

 「・・・いやー、ぼくはもう、一回やったから大丈夫なんだ・・・」と、思っているけれども、

そこには必ず、荒削りの分野があります。心のメッシュは、どんなにでも、細かくなっていきます。

それだけの細かく、自分をしっかりと知り、そして、毎日毎日の生活を、同じマチガイを犯さない

ように前進させて行くことが大事なのです。 

 まず、一歳から五歳までは、特に父親に対しての問題。母親に対しての問題。兄弟に対しての問

題を、はっきり区分して、まず皆さんは、じっくりと瞑想して、心の中で考え、思い出し、やれば

やるだけ結果が出てきます。 

 スモッグがとけてくれば、自らして、神の光は皆さんの心を満たします。禅定というのは、それ

をしないでやるから、魔王に支配されたり、自分自身の「己心の魔」という、心の中にある魔が、

心を騒がせ、不調和な状態を作り出してしまうわけです。それゆえに、自分を見つめるということ

は、最も細かくやることが大事です。 

 「研修会のたびに、ぼくはやってるんだよ」・・・そう言っても、皆さんは歳に比例します。とれ

ば、とっただけ、それだけの曇りを作り出しているのです。独りよがりの、どうしても判断をしが

ちになるのです。 

 あくまでも、自分を、まったくの第三者の立場に立って物事を思い・見・したならば、公正な自

分を発見することができるのです。公正な自分とは、正道をしっかり踏んだ己自身の姿なのです。 

 こうして、両親・兄弟、区分して、一つひとつ、両親に対しては、あるいは兄弟に対しては、周

辺の人に対しては・・・、これを一つひとつチェックしてみることです。 

 五歳から十歳、徐々に自分というものの性格が完成されていきます。ほとんど、人生における一

歳から五歳までの環境が、大きくその人を支配してしまうのです。 
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 「思いこんだもの」を変える、ということは、難しいことです。そのために、皆さん自身でも経

験があると思うんですが・・・自分の子供たちに、自分の兄弟の悪口を言ったり、ほめたり、いろ

いろあります。 

 小さな子供、お父さん、お母さんを絶対信頼している子供たちが、両親の言うことを信じ、悪口

を言われれば、その子供たちは、また、その心というものは、なかなか消え去るものではありませ

ん。 

 子供の教育に対しても、そういう問題は必ず出てきて、それを、子供は毒を食べて、誤解する結

果を招いてしまうわけです。 

 兄弟というものでも、よほど正しく語らなければ、子供は、絶対信頼している両親の言葉を信じ

てしまいます。 

これが、一歳から、約十歳くらいの間が、特に影響されます。 

 十歳からは、だんだんと今度、学校の先生という対外的なものを信ずるようになってきます。そ

の学校の先生は、現代は、心なく、物質至上主義、そういう教育をしているのが現代の、心の中の

歪を作る大きな原因になっているわけです。 

 本来は先生たちが、自分の心の状態をしっかり分析・・・。 

 このようにしてみて、真実のものを子供たちに教えていけば、間違いは無いんです。 

 ところが、修身教育・道徳教育というものは、現代は、日本だけがありません。それだけに、暗

中模索の中で、人々が迷っているわけです。だんだん、こういう日本の教育が普及されていきます

と、外国からは相手にされなくなります、日本人が。すべての基準を、物質や経済にもっていって

いるからです。 

 こうして、今度は、十歳の状態というのは、対外的・・・。 

特に、先生というものが絶対的な力を持ち、今まで、親の言うことは聞いとったが、今度は逆に

先生の言うことを聞くようになります。 

ですから、子供さんたちは、「お母さん、こんなこと言ったって、先生はこう言っているんだ・・・」

先生の意思によって、子供たちの人格が徐々に形成されていきます。 

 こうして、その当時は、今度は、先生と自分の関係というもの、先生に対する自分の心の在り方、

その教えに対して、自分の心に記憶している分野、これは少なくとも、皆さんの場合は、三日間く

らい、その問題だけに取り組んでみてください。 

 小さい時なら、小さい時。大きくなったら、大きくなった時。一つの問題をしぼって、そして、

それを書き出していくのです。瞑想をして、自分が反省しているうちに思い出す。それを記録して

いくことなんです。そして、しっかりと自分の欠点というものは、こういうところに欠点がある。

あーいうところに欠点がある。こういうものを、しっかり修正していくと、皆さんの、その状態に

おいて後光が出てきます。当然、後光というのは、その人の心の状態が反映しておるからです。 

 十歳から十五歳までの間は、今度は徐々に、本能的分野の異性に対する感情、こういうものが出

てまいります。そのときの自分の心というものが、どのように・・・。果たしてこれが、情欲的な

面にまで発展していった、欲情的な問題を、だんだんと解決していくことです。 
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 自分さえ良けりゃ良いという自己保存の念は、ますます心の中を占拠してきます。その念を、も

っと分析していくと・・・対人関係・・・ 

 十五歳から二十五歳くらいの間は、自分自身の対外的・・・仕事の面。 

会社の場合、勤めているならば上司と自分の関係。 

取引先と自分との関係。あるいは、下請けと自分の関係。 

 ・・・その心と行いの状態というもの。 

 毎日の仕事の中において、給料さえ貰えば良いんだ・・・という考えがあったか。あるいは、正

しくその中で自分が一所懸命に仕事をしたか。・・・こういう面を、ずーっと分析していくことです。 

 そして、自分の心の、あらゆる、自分と周辺の関係というものを、はっきり区分して、自分の正

しいという基準の中に当てはめていったならば、「この分野は自分の歪だ。あぁ、これは直さなきゃ

いかん。これは、こうせなきゃならん」というのを、最後にピックアップしてみることです。 

 そして、自分の欠点は、堂々と人の前で言えるようにならなければ、いけないのです。「いやー、

ぼくは、こんなことやっちゃった。これは良くなかった・・・」 

 心の中で、まだ、恥ずかしい、とか自己保存しているうちは、まだダメなんです。これを懺悔と

いいます。懺悔。 

 そういうように、自分の欠点を堂々と言い、二度と犯さない人たちこそ、本当の、勇気ある人と

いうのです。 

 そして、自分自身というものを完全に作り出して・・・、こうしていきますと、自分というもの

との両親との関係は、生きている間は続いていきます。 

 さらにまた、二十五歳・二十六歳からは、だんだんと家庭問題が入ってきます。 

 夫と妻、妻と子供に対する関係。独りよがりのモノの考え方で、自分を見ていなかったか。 

 妻と子供との関係において、正しく、偽りと善なる我を見極める教育をしたか。あるいは、独り

よがりの判断をしたか。 

 他人様と自分の子供との関係。 

 こういうことを一つひとつチェックしてください。 

 当然、両親が生きていれば、それとの関係。 

 兄弟との関係。 

 心にウソのない事実のモノをはっきりと思いだし、自分が八正道という正しい心の基準に照らし

合わせていくことが大事なんです。そして、自分の、常に、心の中に思っていること、行っている

ことが、果たして、正しいものであるか、ないかを、しっかりと吟味できるだけの余裕が大事なの

です。 

 ・・・病気。この病気に対して、自分自身が、その原因がどこにあったか・・・。病気の問題。

あるいは、拾得物。拾ったその拾得物の処理。あるいは、偽りの生活・・・。こういうものをしっ

かりみて、その原因がどこに、なぜ、起こったのか。 

 こうして、一つひとつ、自分の心の中をチェックしていって、本当は、禅定をしなければいけな

いのです。 
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 そうなってまいりますと、自ずから、生と死というものに対する執着から離れていくのです。 

 人間は、「生まれた」とか「死んだ」とかいう、こういうような執着。こういうものから離れてい

くものなんです。心には安らぎ・・・というものが出てまいります。 

 その過程の中には、自分の犯した、いろいろな悲しみや苦しみの中から・・・。 

 マチガイを犯したことは事実なんだから、「・・・許してください。こういう、原因だったんです。」 

―― 高橋信次先生、質問者に対して ―― 

 「・・・もう、わかりますね？・・・そうです。そうして、なるべく細かくして、やって欲しい

のです。・・・いいですか？」 

―― 質問者 ――  

 「一歳から五歳までのこと、ほとんど忘れているわけです。それで、どうしたら良いかと、いろ

いろ考えてみたんですけれど・・・。」 

―― 高橋信次先生 ―― 

 「そのときは、瞑想をして、自分自身というものの、先ほどの、生まれた環境や教育や思想や、

習慣を思い出してください。だんだんと、自分の生まれたとき・・・あぁ、こういうことがあった。

こういう話を親から聞いた。そのとき自分は・・・ 

 それから、あぁいうこともあった。お祭りの時は、どうだったのか。あぁいうこともあった、こ

ういうこともあった。だんだん・・・ですよ。月ごとに追っかけて」 

―― 質問者 ―― 

 「それで・・・あのー、方法が無いもんですから、憶えている五歳以降の自分の行ったことを、

逆に突っ込んでいったわけなんですが、そうすると、だいたい、こういうことであったろう・・・

ということが出てきたんですが・・・」 

―― 高橋信次先生 ―― 

 「そうですね。それでも良いです。」 

―― 質問者 ―― 

 「それで・・・」 

―― 高橋信次先生 ―― 

 「方法としては良いと思います。」 

―― 質問者 ―― 

 「それでも、尚且つ、細かいことは、ほとんど忘れているわけです。」 

―― 以下、高橋信次先生 ―― 

 はい。それが出てきます。それは、まだ、反省の、自分自身の状態が中途半端なんです。ですか

ら・・・「よっしゃぁー・・・」と。 

 今日は、自分自身の生まれた時の環境を、一つひとつチェックしてみよう。兄弟や姉さんや兄さ

ん。あるいは、親父・お袋から聞いたこと。そして、自分の関係。自分はどうだったかな。・・・こ

ういうこと。 
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 で、罪を犯している偽りの我・・・というのはね、あんまり、小さい内は、我はあっても、その

我自身が、自分自身を食い潰すようなことは無いんです。知らない間に・・・、さっき言われたよ

うに、理性というものが無いんですから、欲しいと思えば欲しいし、泣いてでも取ろうとする。ま

ぁ、そういうことが出てくるわけですから、その分野においてのスモッグは、気がついた時に・・・ 

「あっ、これは、いかん・・・」と。「・・・やっぱりガキだなぁ」と・・・。「小さかったから仕

方ない。これ、許してください」・・・で、済んでいくんです。 

 ところが、一番大きいのが、もうね、自分の心が両親から巣立って外へ出てからです。そうして、

心の中で思っていたこと、行っていたこと、こういう問題が大きく影響します。そちらのほうのス

モッグを払うまでには、一番元からこうやって、だんだん、だんだんやってくると、「あっ、これも

あった、あれもあった。あれもあった、これもあった・・・」 

 そこで、皆さんは、いろいろ、先ほど言ったこと。両親に対して、兄弟に対して、分類してしま

うんです。 

 その時の状態を一本にしぼっていくんです。そうすると、「はっ、父親は、こんなことをしてくれ

たなぁ。自転車に乗っけて、こういうこともして、あすこへも連れてってくれて」「・・・そのとき、

自分はどうだったかなぁ」 

 「あっ、お袋におんぶされて、こういう所へ行った。ああいう所へ行った」「あっ、このときは、

自分は、どうだったかなぁ・・・」 

 こうやって、ひっくり返していくとね、小さいとき・・・ 

 ぼくは、二歳まで、はっきり分かります。二歳の、キントキっていうのを着てね、ここで、あの

ー・・・ 

 子供の頃のこと、思い出していきましたねぇ。そして、あのー・・・川に、こうやって、兄弟が

おって、自然と石が転んで、水の中にアップアップしている時、えー、それで、その中で・・・「誰

か助けてくれ・・・」その時、ただ、泣いとって・・・感謝なんか、ありませんね。子供だから。 

 あー、あの時に救ってくださった方にね、「ありがとう・・・」と。ぼくは、あの時、お礼も言え

なかった。・・・知らないんですから。 

 えー、そうやって、やっていくわけですね。 

 ですから、小さいときも、そうやってね、やっていけば、やっていくほど、「あっ、お父さんに対

して、こういう感情を持ったことがある」「お袋に対して、こういう感情を持ったことがある」 

 あるいは、生まれた自分の環境自身に、「こういうことをもう少し、こういうふうに、せめてして

もらえば良かった・・・」とか、欲望も、いろいろ、あるわねぇ。 

 そういうことを、チェックしていくわけですね。そうして、それのチェックの中心が八正道です。

そして、自分が、その頃の、恨みや、ねたみや、そしりや、怒り・・・ 

 

 そしてまた、病気をしたら、その病気を徹底的に追及するんです。その時の、病気の自分の心の

状態は、どうだったかなぁ・・・周辺は、どうだったかなぁ・・・感情は、どうだったかなぁ・・・

両親の状態は、どうだったかなぁ・・・そうして、その根っこは、どこにあったのか・・・ 
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 こうやって、反省していけば、良いわけです。ですから、あらゆる・・・、たとえば、事故でも

いいですね。あるいはまた、いろいろと、火災とか。いろいろと、周辺に、そういうものを思い出

していくうちに、周辺が、はっきりと映り、投映されてまいります。 

 そうして、自分を修正して、今度は、それをやってから瞑想していけば、その心さえ崩さなけれ

ば、光明に満たされて、光の天使たちが、自然と、その人たちの心の状態を反映して語り始めます。 

 ですから、そのように、一つ、徹底的に、自分というものを、もう一回、見てください。 

 しぼらなきゃ・・・。あまりに広すぎるから。一つひとつ、しぼっていく。「・・・自分の生まれ

た時は、どうだったかな」「それから、どうなった。「・・・どうなった、・・・どうなった」「・・・

どうなった・・・」と、突っ込んでいく。 

 やれば、やるだけ、細かくなってきますね。そしてまず、自分を、そういう調和の状態に持ち込

んでいくことが大事なんです。 

 そうして、我々は、人間としての自分を、ほんとうに、「これは偉大な人生なんだ・・・」という

ことを発見したら、もう、これは、しめたものですね。もう、後は、自分が勇気を持って、神理を、

ちゃーんと生活の中の法灯を消すことなく、ともかく、実践していくことです。 

 ところが、人間は、そういう、ひとつの状態になっても、苦労して、そこまでなっても、下がる

のは簡単なんですよ。ちょっと、思った時、バーッと、下がっちゃいます。それだけに、生活の中

に、ガッチリと、自分の正しい基準を持っていなかったならば、下り坂は、瞬間にして下ってしま

います。難しいですよ。ですから、上るのは難しいけれども、下るのは、ウンと早いということで

す。 

 それですから、自分を常に、毎日、それからは、「今日一日はどうだったかなぁ・・・」「今日は、

こういうことが無かったかなぁ・・・」「あっ、ぼくは、こういうところに、心に歪を作っちゃった

なぁ・・・」「・・・許してください。私は、今日、今から、このことは、もう、二度と同じマチガ

イを犯しません」・・・といって、勇気ある自分を作っていったら、それは、素晴らしい力になりま

す。そのときには、次元の違った世界から、より偉大なる、また、現証を出されるようになるでし

ょうね。 

 このように、まず、自分というものを、しっかり見つめるためには、小さい時から思い出して、

それを更に、今度やっていくと、心の中が綺麗にスカッとなっていくと、今度は、前生まで分かる

ようになるわけですね。 

 その前生のカルマは、「あぁ、こういうカルマがあった。このカルマは取り除かなくちゃ、いかん・・・」

ということが、自分というものを、はっきりと見分けがつくようになるわけです。 

 ですから、まず、しぼってください。ひとつ。 

 ・・・あまりに大きすぎるからね。しぼって。「この分野・・・、お父さん、お母さん。これも欠

点。悪かった」「これは、どうだ」「小さいときは、どうだった・・・」 

 ・・・そのために、さっき、生まれた環境や教育や、思想や習慣・・・「どういうものが、あった

かな・・・」「習慣・・・。あっ、お祭り」「あっ、お盆・・・」「暮れ・・・」「・・・そのとき、

友達と、どうだったかなぁ」「親には、どうしたのかなぁ・・・」「小遣いを、ねだらなかったかな

ぁ・・・」「自分さえ良けりゃ、良いと思わなかったかなぁ・・・」 

 これから入っていけば、いいでしょう。そうすると・・・ 



595 

 

―― 高橋信次先生、質問者に対して ―― 

 「・・・だいぶ、分かってきましたね。」 

―― 質問者 ―― 

 「はい。」 

―― 高橋信次先生、質問者に対して ―― 

 「ええ、いいんです。それで。」 

 


