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分かり切った 簡単な話しです から︑只聞いて下 さい︒何のために坐 禅をするかという と︑心身の隔
てを取 り︑真理に目 覚めて洒々落々の境 地で︑自由闊達に 人生し︑貴重な生 涯を全うすること にあり
ます︒そのため には︑とにかく 隔てを取らねば︑ その境地が手に入ら ないのです︒自分 で作った虚像
に誤魔化されているからです︒つまり迷いを解決するのが坐禅修行です︒
釈 尊の教えであり 解脱の方法がそれ です︒私達に︑と にかくこういう努 力をしなさいと︑救 いの道
を指し示し て下さっておる 法です︒その通り を実行すれば︑斉し く皆救われる絶大 なる教えです︒究
極的なこの道は簡単に言えば坐禅です ︒禅定を錬ることです ︒
﹁只 ﹂の世界を体得することです ︒
﹁只 ﹂
になるには︑単純なことを単純に淡々としておればいいのです︒
その物 自体になり︑そ の物ばかりになると ︑その事も忘れて 無くなるのです︒ している自分も忘 れ
て無くなるのです︒これを成り切るというのです︒
要するに 単純になり︑その 事に徹して我を忘 れきれば全てが落 ちて無くなるのです ︒解脱と言って
も同 じです︒本当 の今に目覚めるこ となのです︒これ が禅の生命であり救 いの世界ですから ︑これを
体得すること が禅修行の目的 です︒そのために は﹁只﹂坐禅しな さいとのお示しです ︒坐禅ばかりに
なるこ とです︒呼吸 ばかりになって我を 忘れきることです ︒我が無くなると 無我です︒無我は 超越で
す︒拘りが取れた世界のことです︒
迷いとは 何か︒心身の隔 てによって心が勝 手に飛び回り︑心が 定まらないために 迷うのです︒惑乱
であり葛藤する事です ︒心のそうした癖を取ればいいのです ︒要するに心身の隔たりを取ることです ︒
今に成り切 れば心は自ずか ら定まり︑本来の身 心一如に治まるの です︒一呼吸に徹 すれば治まると云
うことです︒
無用な自意識 を立てるから︑相 手が出現して対立 するのです︒相手 を認めるから囚われ となるので
す︒見 聞覚知に囚われ るのはそのためで ︑目まぐるしく飛び 回り定めが着かな い状態にしている ので
す ︒つまり︑認 める自己が有るか らです︒自己が立 てば全てと対立する のです︒だから心 が心を拘束
していると 言うことなの です︒自分が自分を 迷わせているので す︒自分が自分に囚 われていると言う
こと です︒自己さ えなければ対立も 束縛する者もないの です︒だから本来 は迷ったり囚われ たりして
は居ないので す︒自己を立て て心身を隔てるこ とから生じる精神 現象です︒そのこと が対立を起こし
色々な事が問題化するのです︒
気になり心の動きが取れない事を囚われと言うでしょう︒隔てが有れば皆そうなのです ︒
﹁そんな馬
鹿な﹂と 思うでしょう︒ そこで祖師方があ の手この手を尽く して﹁分からんだろ う︒囚われがある か

生まれぬ先の父ぞ恋しき

ら だ︒それが迷い なんだ﹂と分から せるようにして︑ 囚われを解く鍵︑ ヒントを沢山示して いる︒こ
れが公案です︒
闇の夜に 鳴かぬカラスの声聞かば

牛過窓櫺︵ぎ ゅうかそうれい︶ と言う公案があり ます︒大きな牛が出 口を通ったんだが ︑どうして
も尻尾が通らな︑何故か︒
山が八つある︒一晩雪がどっさり降って︑その中の一つがどうしても雪が積もらない︑何故か︒
千尺の海の底の石を袖を濡らさずに取って来い︒
これ ら悉く非科学 的であり非論理的で ︑知性を越えた設 問です︒事実と矛 盾している為に︑知 性で
答えを探して も分かる世界で はないのです︒今 出した意味不明なる 語句の真意が明ら かでない内は︑
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概念に囚 われ言葉に捕ら われ︑畢竟自分の 心に囚われている 証拠です︒この見え ない世界︑自分で 作
っ た虚像の世界に 封じ込められてい て︑動きが取れな くなった自分の様 子︑葛藤する心の状 態︑これ
を夢中の人︑迷いの衆生と言うのです︒
この隔 てる心の癖を 破り︑身心一如にも どると︑今の様な 不条理な問題が問 題にならなくなる ︒引
っかからなく なるのです︒どう しても理解してや ろうと思って百万 年考えたって駄目で す︒考えの世
界は所詮 概念の世界︑ 空想の世界ですから ね︒そうしたもの で捕まえられる世 界じゃない︒これ を破
る のが坐禅です ︒本来の身心一如 に還るのです︒心 の霧を破り︑執着を 破り︑迷いを破り ︑囚われを
破って始め て自由があり︑ 本当の静けさが有 るのです︒是れが 坐禅の生命であり祖 師の命です︒これ
を体得する為の坐禅修行でなければ釈尊がお示しの坐禅でもなく禅定ではないのです︒
坐禅に心の 坐禅と体の坐禅が あります︒こうし て今皆さん坐って いる︒これはまさし く体の坐禅で
す ︒体に心がぴたっと符合し身と心が一つになった坐禅 ︑即ち心が坐禅となる ︒これが心の坐禅です ︒
この心身一如 の坐禅を只管打坐 と言うのです︒こ の時︑坐禅ばかり で身も心も無いので す︒これが本
当の坐禅です ︒
﹁只﹂の坐禅です︒これが仏の世界です︒
い きなり超越底 で行ずるのが最善 の修行です︒即ち︑ 坐禅三昧︑一つ事 に没頭して心身を 忘れきっ
たら良いの です︒これが一 切を超越する最短 距離です︒別に方 法は無い事が分かる でしょう︒一切余
分な ものを加えず に﹁只﹂やってい ればそれで良いので す︒徹し切って落 ちきるまで努力する ことで
す︒
初めて の方︑たったこ れだけの事をもう 一度肝に銘じて︑ これからの坐禅に望 んで下さい︒今こ の
一瞬一呼吸に徹 すれば良い︒た った一呼吸をする︒ 一つ事に没頭して ︑我を忘れきるま でやること︒
これだけです︒
雑 念や煩悩が出た らどうするか︒無 視し振り切って一 呼吸にしがみつき徹 して行くこと︒い つも言
う事は一つ 事ですからね︒ 無我に二つがない︑ 今に二つがないか ら言う事は一つに 決まっているので

二・三章

す︒徹するだけです︒では︒

学道用心集提唱

初め ての方は坐禅 がつらかったでしょ う︒動きを止めて 一定の姿勢で一点 に凝視し続けるこ とは︑
初めは大変な 苦痛を伴うもの です︒精神も含め て全身が疲れてし まうのです︒ですか ら腰を捻って疲
れをその都度その都度分散し取って行くのがいいので︑腰を頻繁に捻ることです︒
さて第二章です ︒タイトルは﹁正法を見聞しては必ず修習すべき事 ﹂︒この正法を見聞してはの﹁は ﹂
が少し気 になります︒原 本は漢文ですから ︑わざわざ﹁は﹂ を入れて読む様には なってないように 思
うんですけれどもね ︒
﹁正法を見聞して必ず修習すべき事﹂の方がすっきりしている様に思います︒さ
てちょっと中身を読んでみます︒
﹁右 ︒中臣一言を献 ずれば︑しばしば 回天の力あり︒仏 祖一語を施せば回心 せざるの人なし︒ 自ずか
ら明主に非ず んば︑忠言を容る ることなく︑自ず から抜群に非ずん ば︑仏語を容る事無 し︑回心せざ
るが如きは︑順流生死の未だ断ぜざるなり︒忠言を容ざるが如きは治国徳政の未だ行われず﹂
学 道用心集の中 で一番短い文章で す︒十章に別れて おりまして一気に書 き上げられた様に も見える
んですが︑ この一〜二章 は大体三十三才位に ものされているよ うであります︒この 学道用心集は用心
集で すからね︑心 得です︒普勧坐禅 儀は実践用の指南書 です︒かくやれと ︒これは坐禅の心 得であり
大乗精神の要 旨を説かれたも のです︒従いまし て私達七百五十年 を隔たっております けれども︑高祖
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道元禅師の末裔を任ずるならば︑この心得を本分として修行しなければならないのです︒
少 しく注釈を加え てみますが︑提唱 は講義と違います ︒この文字の意味は こうとか︑ここは 誰それ
がこう言っているとか︑そう言う講釈と違います︒道元禅師及び祖師の中身を目の前に出して ︑
﹁さあ
見てみろこれだ！ ﹂
﹁絵に描いた餅とは違う︒さあ︑即食べてみよ！﹂といきなり出して見せるのが提
唱です︒従いまして︑知性で聞かず ︑
﹁只﹂聞いて下さい︒
知性を捨 てて聞いたら どうなるかと言うと ︑全身が耳になる ので縁のあるものは 残り︑縁の無いも
のは過ぎ去ります ︒ここが大切なところです ︒知性は意味が分からないと引っかかってしまうために ︑
縁のない言 葉が幾つも残っ てしまうのです︒ これらが分かろう として詮索し続け︑ 災いを起こすので
す︒ 分かっても分 からなくても︑言葉 も概念もどんどん 捨てて行くのがコ ツです︒聞いた瞬間 ︑ああ
そうかと指針 になればそれで 良いのです︒心に 持ち込むから︑後か ら疑義の念が起こ って︑ありゃ？
何だろう？ でもな？ と不審の念が心を騒がせるのです︒
だから知性を持 ち出さずに﹁只﹂ 聞くことです︒全 身これ耳となって 聞くのが一番良いの です︒こ
れが正法の聴き方です︒余談が長くなりました︒
﹁忠臣一言を献ずれば︑しばしば回天の力有り ︒
﹂
これは私心 無き時︑真心は真 心に伝わると言う 故事です︒唐の太 宗皇帝が︑洛陽宮︵ 城︶が壊れて
きたので直そうと言い出した時︑優れた部下の張玄と言う人が諫めて言うには ︑
﹁民を今使うことは︑
収穫している 時期だけに大変な ことです︒結局軍 事をするにしても 何にしても民あって の国︑富有っ
ての国だから︑一番大切な時にそんな事をしたら国が滅ぶ﹂と進言したんです︒そうしたら ︑
﹁ああそ
う か︒自分が間 違っていた﹂と言 って素直に引っ込 めた︒将に自己無き 働きの素晴らしさ です︒次も
同じです︒
﹁仏祖一語を施せば回心せざるの人なし︒
﹂
仏祖は解脱し 解決を付けてい るので︑迷いの根本 が何であるか︑ど うすれば決着が着く か︑事の子
細がはっきり分かっています︒そんな確かな祖師方が示されたならば ︑
﹁自分が正しいと思っておった
事は違っていた ︒単なる執着であ り間違いであった ﹂と領解し回心︵ えしん︶する︒本物 に成りたい
のですか ら︑間違いと分 かれば即捨てて︑ 正しい法を取る︒然 しながら︑と続く のです︒上根と下 根
との 違いを示し︑ 仏道の人は皆等し く上根でなければ ならぬ︒つまり︑自 我を捨てて掛かれ よとの注
意が次です︒
﹁自ず から明主に非 ずんば︑忠言を容 ︵いる︶ることなく ︑自ずから抜群に 非ずんば︑仏語を 容るこ
と無し ︒
﹂
説くまで もないことです ︒事の次第を弁え た者が忠告したと しても︑その事が正 しいかどうかの理
解が出来ない帝なら ︑忠言を容る事が出来ない ︒名君でなかったら ︑忠言が役に立たず死んでしまう ︒
この仏道も同じ事で ︑我見を捨てた器量の者でなければ ︑仏祖の大切なお示しを正しく聞き取って ︑
正しい修行をすることなど到底出来はしないぞと︒
そうすると忠 言とは何かと言う 事です︒私心がな い事に加えて︑事 の次第を詳細に把握 し理解して
居るこ とが前提です︒ つまり事柄を正し く熟知した上で︑ 間違いに対して進言 する事ですから︑ 事実
無 根であったり 間違っていたら忠 言には成らないの です︒私心が無い ことだから︑自分勝 手な思い込
みや軽薄な思惑ではないと言うことです︒
私が或る時︑親孝行について師匠から点検されたことが有りました︒
﹁親孝行とは何か？﹂と︒
﹁我見のない心で尽くす事でしょう﹂
﹁我見がなかったらどうなるんだ？﹂と︒
﹁我見が なかったら親 の心に成る︒自然に 親を大切にするか ら︑親の願いや気持 ちに素直に従うで し
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ょう﹂と︒
﹁それそれ ︒その通りだ ︒従って親が ︑これをして欲いと ︒又これはして欲しくないなと言われたら ︑
はい︑分かりましたと言って︑直ぐに実行するのが親孝行なんだ︒それでな・・﹂
と言っ て︑師匠が二 つの事例を出されま した︒一つは︑ま だ稲が青々してい て︑実も付いてい ない
のに︑母親が 稲刈りをせよと言 うた︒その息子は どうしたと思うか ︑と言う応用編で試 されました︒
息子は一 株だけ刈り取 ってきて﹁お母さん ︑今稲はこんな状 態なんですが︑こ れを刈りますか？ ﹂と
尋 ね た ︒ す る と︑
﹁おお︑そんなんか︒未だ刈っちゃいけんぞ ︒
﹂と︒
と前のお前ならそう 言うだ

﹁ここに水 も漏らさぬ信頼 関係と親の心を大 切にしている無我 の様子があるだろう ︒お前がもし正し
い修 行をしてなか ったら︑何を言んで すか︑実も成って いないのに・・
ろう︒でも法 があると親の心 を大切にするから ︑まずどのようにし て分かってもらお うかなと道の上
で考え る︒だからこの ような対応が出来 るんだ︒我見があ ったら︑例えそれが 事実であっても逆 らう
様な言い方にな る︒本当の親孝 行と言うのは︑真実 であるとか事実だ とかの理屈を越えて ︑親の心に
成る力がなければ駄目じゃ︒法が有ればこそこういう風に尽くせるんだ ︒
﹂と︒もう一例です︒
﹁親 孝行で名高く ︑村の誉れとまで 言われておる息子 が居た︒そんなに 立派な親孝行する若 者が居る
のか︒どれ ︑本当の親孝行 とはどうするのか観 てみようと︑家の 中を覗いた︒そし たら息子が母親に
足を洗わせて居た︒親孝行が聞いて呆れるわい︒親に足を洗わせるとは以ての外と怒ったと言う︒
朝早くから一 生懸命野良仕事を する息子が不憫で ︑老いた母親は息子 の手助けをしてや る事も何も
出きない から︑帰って 来たらせめて足を洗 ってやって労をね ぎらってやりたい んだと言う親心︒ この
有り難い親心に対して素直に従う優しさと真心が大事なんだ︒これが水ももらさぬ親孝行の姿なんだ ︒
﹂
と話してくれました ︒変な理屈で親孝行を説明するのと違い ︑只素直であること ︒我見の無い真心 ︒
純粋な心︒将に実際の親孝行の標本を観るようでした︒
又ある祖師に仏法とは何ぞや︑に答えて曰く ︒
﹁嫁牛に乗り︑阿姑引く﹂と︒慣れない若嫁がみんな
と野良仕事をした ︒よう働いたな ︑頑張ったな ︑さぞや疲れたろうと ︑姑さんが嫁を労うて牛に乗せ ︑
姑さんが牛を引 いて帰る︒我見も 何にもない︒姑の 心の侭に従う素直 さ︑愛情丸出しで遠 慮は何処に
もないし 引っかかりもな い︒自他不二でさ らさらと行っておる ︒この美しい姿丸 出しを法と言うの で
す︒ つまり嫁姑の 拘りを越えた隔て のない様子が法で す︒無我です︒これ が本当の親孝行︑ 嫁孝行で
す︒
現代に どうこうでは なく︑真心を大切に し︑素直で我見の 無い心こそが法で あり親孝行の本質 であ
る事には変わ りがないのです︒ だから︑親孝行と はこうあるべきだ と言う決まったスタ イルは無いの
です ︒その時時の様子であり ︑その時の信頼と愛情と我見の無い作用であれば言うことは無いのです ︒
こ ういう嫁姑の 関係だったならば ︑生涯どれ程にか 幸せな家庭ではなか ろうかと思います ︒我見が無
い︑これが忠言となり︑立場が異なれば名君となる︒真心の関係と言うことです︒
核兵器 でも︑お互い我見 が無ければ ︑
﹁是れ危険 で且つ無用じゃない ですか ﹂
﹁はい﹂で済む でしょ
う︒
﹁無用ならば破棄した方が良いじゃないでしょうか ﹂
﹁はい ﹂
︒
﹁はい ﹂と言えない我見があるから ︑
血で血を争う事態になる︒問題は只我見だと言う事は明白なのです︒
我 見とは何か︒ 執着でしょう︒そ れぞれの思惑に固 執すれば必ず対立し て︑押し込んで行 くもんだ
から︑それが争いになる︒
我見 を取る為の修 行であり︑仏法で す︒我見が強いと︑ 例え仏祖がこうす べきだと言っても ︑それ
をよう聞き取らない︒我見執着は永遠に苦の本であり迷いの源です︒
﹁回心せざるが如きは︑順流生死の未だ断ぜざるなり ︒
﹂
にもかかわら ず我見を立てて対 立すれば回心は思 いも及ばぬ事です︒ そんな事だから︑ 何時までも
過去の業 から免れる事 はなく︑畜生同様の 動物的対立抗争の 世界を生まれ変わり 死に変わりして︑ 生
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死の苦し みを受けなけれ ばならない︒何と なれば︑法を聞こ うともしなければ救 いの道は無いし︑ 迷
いとも見分けられない哀れな衆生ではないかと言う訳です︒
﹁忠言を入れざるが如きは︑治国徳政の未だ行われず ︒
﹂
とある ように︑忠言 を入れない王は国を 滅ぼすぞと︒本当 に国を思い︑本当 に民を思い︑本当 に人
類の将来を思 うならば︑忠言を 用いない筈はない との意です︒真実 が真実として通ずる には︑自我の
固執が有ってはならないのです ︒でなければ国を争乱に陥れると言うことです ︒恐ろしきは我見だぞ ︒
仏祖の言を決して疑わず︑祖師の心を心として坐禅修行しなさいと言うことです︒

第三章 ︑
﹁仏道は必ず行によって證入すべき事 ︒
﹂
﹁ 右︒俗に曰く ︑学べば即ち禄そ の中に在りと︒仏 の言わく︑行ずれば 証その中に有りと ︒未だ嘗て
学ばずして禄を得る者︑行ぜずして証を得る者を聞く事を得ず ︒
﹂
意味合いは分かる筈ですが︑蛇足を付けてみます︒
﹁右︑俗に曰く︑学べば即ち禄その中にあり ︒
﹂
これは 論語の中の一節 です︒俗に曰くと は︑祖師の言葉で はないが︑世間にも このような真実を 言
っているぞとの 意です︒論語に ﹁君子は道を謀っ て食を謀らず︒耕す や食その中に在り ︒学ぶや禄其
の中に在 り︒君子は道を 憂いて食を憂いず ﹂これは君子の定 義です︒本当の君子 は︑人々が幸せに 暮
ら す為の策を練る ことに専念をする 者で︑自分のため ではないのだと︒ 先ず国の安泰を考え ︑その為
に争いのな い方法を選び︑ 民を豊にするために 治産事業を考える 者だ︒それには教 育も文化も大切に
しな ければならない ︒畢竟真実の生き 方とは何かを常に 模索し推考しなけれ ば進歩向上はない と︒常
に大局的に物事を考えて居るのが君子であって︑自分の為にするような者は君子じゃないと︒
自分の天 職に専念する ︑これが人の道です ︒お百姓さんはお 百姓さんの道に専念 し︑お百姓さんが
使 う鋤や鍬を造 る鍛冶屋さんは一 所懸命それに専念 し︑各々その本分の 道を全うすれば︑ 天下は何一
つ無駄がな いので︑円満に 助け合い︑感謝し あっていけるから 自ずから皆が食に預 かる事が出来る︒
そうした道を謀って政策実行するのが君子だと言う事です ︒
﹁学ぶやその禄その中にあり﹂で︑研究す
る者は一生懸 命研究し︑その 成果を生かしてお りさえすれば︑道が その人を飢えさせ やしないと言う
事です ︒だから︑君 子はそうしたそれぞ れの道が円満に遂 行されているか否か を憂えて︑自分の 事な
どを憂えないと︒
こう言う 事が一般に言わ れているのだから︑ 況や仏道を志す者 に於いてをやと︑ 道元禅師は実践修
行の大切さを案に響かせているのです︒
私も父親に似たようなことを数度言われました ︒それは実に鮮烈な響きで ︑決死の覚悟をしたのは ︑
父親から将に孔子聖人のこの精神をぶっかけられた時からでした︒
﹁道は貧にあり ︒求道者はまず ︑食えるじや食えないじゃ ︑そう言う事を気にかけるようでは駄目だ︒
初めっから貧乏は当たり前 ︑食えなくて当たり前じゃ︒食をものともしない者でなければ道はならん︒
だ から檀家の多 い寺に入るな︒な んとなれば檀家の 多い寺は食豊にして 贅を為し︑娑婆縁 深くして道
を行ずる事を疎かにするから ︒
﹂
﹁檀家が無かったら三度の食が無いでしょう﹂
﹁修行者が三度の飯を喰おうなどと思うな︒三度の飯が喰えなかったら二度にせい﹂
﹁二度の飯も喰えなかったらどうする﹂
﹁一度で良いじゃないか﹂
﹁一度の飯も喰えなかったらどうする﹂
﹁飯が喰えなかったらお粥にせい﹂
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﹁お粥も食えなかったらどうする﹂
﹁その時は水を飲め﹂
﹁水だけでは死ぬじゃないか﹂
﹁じゃあ︑死ね﹂
親父も修行者ですから︑私を本当の修行者にしたかったんですね ︒
﹁じゃあ︑死ね︒大燈国師も言っ
てるじゃ ないか︑肩有 って着ずということ 無し︒口有って喰 らわずという事無 しとあるではない か︒
お 前が本当に行 じておったら仏祖 が殺しはしない︒ 己を捨てて本当に行 じ︑道に勤しんで 真実に行じ

父のこ の言葉に呼応する 気持

ておったな ら︑諸仏をして 人を動かしめ︑必 ず法を助ける者が 現れる︒まず仏を信 じ法を信じろ︒そ
して人を信じろ﹂と︒
それでなけれ ば本当の禅僧とは 思わぬ！﹂

父から頂いた最大の宝が是れでした︒
﹁まず 己を捨ててやれ ！
ちはただ一つ︒
﹁よし︑やってやろうじゃないか！﹂
勿論家内も聞いて居ました︒家内も同じ様に決心したようです︒もう決死の覚悟です︒
﹁これでよし︒
お互いに選 んだ道で飢え死 にするんだったらか まわん﹂こう言う 調子で中国三脈の 電気がようやくつ
いた様 な僻地で︑年 によっては零下十 三度にも落ちる様 な荒れ寺に入りまし た︒外部との境は 障子一
枚しかないん ですね︒吐いた息 で蒲団がカリカリ に凍ってしまう寒 さです︒ストーブ一 つも無く︑練
炭火鉢一つで暫く凌ぎました︒
で も︑内に激し く燃えるものがある 時には︑それでも やっていけるんで すね︒本山に出たり 入って
りするのに ︑草鞋でしょう ︒真冬には町から 山奥に入りますと 雪の世界です︒溶け る訳ですね︒藁で
すか ら冷たい水を 吸い込む︒踏みつけ る度にポンプの役 目をして︑冷たい 水を上へ押し上げ︑ 浸みて
脚絆の上にま で来ます︒脛の 所まで来て締め付 けられるんです︒で すから草鞋を脱ぎ 捨てて素足にな
るんで す︒その方が雪 の上を歩いても楽 なんです︒冷たさ がそれ以上上がって こないもんですか ら︒
決死の覚悟と言 うのは︑私達に思 いがけない力を発 揮させるものです ︒だから食えるとか 食えない
とかなど 問題外です︒有 ったら食べるだけ の話しです︒だから 二日も三日も何も なかったら何もな い
まま ︒その変わり 体力が落ちてくる から寝坐禅です︒ 面白いもんです︒そ うこうしよる間に 親から小
さな小包が 来て︑うどんが 三把入っておったり ︑雪の中を村人が 大根を持って来てく れたりですね︒
その一 本の大根の価 値の高い事︒誰か 是れを感謝せざる者 あらんやです︒本 当に有り難いです よね︒
家内はそんな中で愚癡一つ漏らさず ︑清水の湧くところを見つけては寒芹など採ってきたりして ︑
﹁な
ーに︑天 ぷらにすれば 大概の植物は食べら れるんです︒美味 しいでしょう﹂な んて毅然として道人 ら
しく堂々と生活し修行していました︒本当に私の最高のライバルでした︒
こうやって 数年の後には︑ 本当に貧しい村で あり寺なんですけど も︑殺しちゃなら んと言う訳で︑
皆が 動き出し︑それ で息が繋げる様に なる︒ますます道 に励む様になる︒ 家内なぞは切手代も 無い︑
そんな状態の 中で一人で何ヶ 月も頑張っていま した︒本懐を遂げる まではと言うやつ ですよ︒この時
分︑私は殆ど道場で二人の師匠の側にいる訳ですから︒
道 は貧に有りで すよ︒皆さんも道 を志した時には︑ 一日でも一時間でも ︑そう言う風に決 死の覚悟
でやると 言う事が大事な んです︒今丸裸にな れと言ってるんじ ゃないんです︒志 した時にはそうす る
と言う気が起きて くる︒それが本

と︑ 娑婆心がすか っと落ちるから軽 くなるんです︒軽 くなった途端に腹の 底から純粋な第一 目的に対
する情熱が ばっと表に出るん です︒よし︑信じ てやってみよう！

当の菩 提心です︒後 は菩提心の命ずる ままに只淡々とやっ ておれば良いんで す︒外に方法なん か要ら
ないんです︒ 本当に成り切って 我を忘れたら︑そ れで解脱するんです からね︒そう言う 今の話しを中
心にして聞いて下さい︒
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﹁仏の言︵たま︶ わく︑行ずれば証その中にありと ︒
﹂
斯 様にして行ずれ ば︑もうそれ自体 で道だから後は本 当に徹するだけ︒他 に求めるもの無し ︒一切
心配には及ばぬと︒
﹁未だ嘗て学ばずして禄を得る者︑行ぜずして証を得る者を聞くことを得ず ︒
﹂
働かずして食 べられたり︑学ば ずして利口になっ たり︑修行せずに悟 った者が居るなど 聞いた事が
ない︒原 因が無いんで すから︑結果が出る 訳がない︒因果無 人とはこの事です ︒逆に原因があれ ば必
ず具体的な結果が有ると言うことです ︒
﹁行ずれば証その中にあり﹂です︒
﹁縦︵たと︶ ひ行に信法頓 漸︵ しんぽうとんぜん ︶の異あるも ︑必ず行を待って超 証す︒例え学に浅
深利鈍の科︵しな︶あるも︑必ず学を積みて禄に預かる︒
﹂
﹁信法頓漸﹂とは︑私達の機根です︒信ずる力︑実行する力の深浅です ︒
﹁これ味噌だから喰え﹂と言
って出 されて︑それが ウンコか味噌か分 からんでも︑言わ れた通りに﹁はい﹂ と言って喰うだけ の︑
己を捨てて実行する︑信じ切る︑成り切って行ける人と ︑
﹁そうかい？本当に喰えるのか？糞じゃない
のか？﹂ とそう言う自我 を立てての疑義の 念が出る者と︑色々 あるでしょう︒こ れが信法頓漸です ︒
従っ てそれがその まま修行に反映す るので︑信が浅い か深いか︑行に迷 いが有るか無いかと 言う事に
なる︒当然そこで修行に差が出てくる︒が然し︑そう言う深浅の違いこそあってみても︑やはり︑
﹁必ず行を待って超證す︒
﹂
浅いなら浅い なりの修行が本当 であれば︑必ず隔て が取れて道に気が 付く︒入り方はどう でも良
い︒とに かく本当に只 管を行じさえすれば ︑そのまま端的に 通じておるから︑ 信じて行じなさい と︒
修 行なくして解 脱は有り得ないが ︑正しく行ずるな らば︑必ず自覚する と保証しているの です︒何と
なれば︑因 果無人ですから ︑原因があれば必 ず結果が有るから です︒だから道の人 は︑先ずこの絶大
な因果の道理を弁えなければいけないのです︒
﹁例え学に浅深利鈍の科あるも﹂これは解くに及ばないですね︒
﹁必ず学を積みて禄に預かると ︒
﹂これも同様です︒その世界の実力者になれば︑プロ中のプロになっ
たらば︑自ずから道が開かれるので︑とにかく努力が先だぞ︑と言うことです︒
﹁是れ即 ち独り王者の優 と不優と︑天運の 応と不応とに由るべ きに非ざるか︒若 し学に非ずして禄 を
得る 者ならば︑誰 か先王理乱の道を 伝えん︒若し行に 非ずして証を得る者 ならば︑誰か如来 迷悟の法
を了ぜん ︒
﹂
王者と は名君︑君子 です︒名君に出会わ なかったらば︑如 何に忠臣がいて忠 言を吐いたとして も︑
聞き取って貰 えないから道を誤 るしかない︒とな ると名君︑君子に 恵まれるか否か︒是 れは天運かも
知れない がどうだろう か︒如何に菩提心が 有っても祖師に出 会えなかったらば ︑と言う意味をも含 ん
で います︒本当 の正師に出会える か否かは︑一つは 運命だが︑自分でよ く探せと言う訳で す︒それも
菩提心だからです︒
﹁先王理乱の道を伝えん︒
﹂
これは治国平 定の道の事です︒ 天下万民を幸せに する道であり︑失 敗して国を滅ぼした 理由などで
す ︒実情を良く確認し ︑それぞれの担当責任者の報告等を聞き ︑過去の王達がどうして成功したのか ︑
何 故国を滅ぼし たのかを参考にし 手本にして︑良く 解析し判断する︒ この綿密な努力をこ こでは﹁学
す﹂と言 ったのです︒そ のような努力無くし て国が平安なら︑ 治国統制の法や四 書五教のような教 え
など必要ないではないか︒それと同じ事で︑
﹁もし行に非ずして証を得る者ならば︑誰か如来の迷悟の法を了ぜん ︒
﹂
これを 繰り返し言っ てるには大事な訳が 有るからです︒本 当に行じなかった ら︑仏が命がけで体 達
した解脱の消息は伝わらない ︒お釈迦様が霊鷲山︵りょうじゅせん ︶に於いて金婆羅華︵こんぱらげ ︶
を拈じ ︑そこで拈華微笑︵ねんげみしょう ︶した迦葉尊者に何を証明し伝えたのか ︑その重大な法 ︑
﹁我
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に正法眼蔵︑涅槃妙心あり︒今摩訶迦葉に付囑す ﹂
︒この一大事因縁の端的をどのようにして伝えるの
だ ︒この法がなけ れば︑どのように して迷いと悟りの 区別を付けるのだ ︒畢竟自分で自分を 度するし
かないが︑ どのように修行 すべきか︑その方法 が分からないじゃ ないか︒だから修 行努力して体得に
より伝えるしかないと︒
﹁知るべし行 を迷中に立てて︑ 証を覚前に獲るこ とを︒時に始めて 船筏の昨夢なるを知 りて︑永く藤
蛇の旧見を断ず ︒
﹂
﹁ 行を迷中に立 て﹂と は︑菩提心を起こす その時は︑迷いの 真っ只中でしょう ︒真っ只中で修行 の方
法を聞く︒ これが修行の始 まりです︒迷中の 真っ只中で︑この ように工夫しなさい と具体的な修行の
方法を聞いたら ︑
﹁よし！﹂と訣定して︑その通りに行ずれば良いのです︒行ずるとは︑見る時には見
るばかり︑歩 く時は歩くばか り︑坐禅ばかりで 微塵も迷は無い︒迷 中だとしても︑そ の物ばかりにな
ればい いのです︒この 瞬間自己は無いの で︑迷中がそのま ま道となり端的です ︒この意が次の句 に成
るのです︒即ち︑
﹁証を覚前に獲る ︒
﹂ことです︒迷に対する証ではない︒迷中にあって己を捨て︑只見︑只聞き︑只食
べ︑ 只歩き︑只坐 禅をして︑吾我の 心無く端的であれ ば︑それ自体が既 に確かな道︵証︶と なって現
成している ︒その物それと 悟っていなくても︑ 目前にその物が現 れておる︒本来の 道とは︑このよう
に迷即証であり一つ物だから︑心配するなと言う事です︒
覚る前とある 通り︑要するに本 来既に道だから︑ 誰でも徹すれば得る 事が出来る道だと 激励してい
るのです︒
﹁ 時に初めて﹂ 菩 提心を起こして即 今底の修行を始め たら︑あれこれの手 段や沢山の仏の教 えなどに
迷っていた ものがストンと 落ちて無くなる︒ 即ち言葉や理屈を 頼りにしていた悪知 悪覚が取れて︑執
われから解放された時です︒その時初めて︑
﹁船筏の昨夢 なるを知りて﹂ 船筏とは船であり 筏です︒それら皆 ︑昨夜の夢事で何 にも成らない事が
分かっ た︒その意は何 かと言うと︑迷い の岸から悟りの岸 に渡すには船や橋や 筏がいる︒仏が法 を説
いて導いている のも船筏であり月 を示す指に過ぎな い︒つまり言葉に 過ぎず︑語句に過ぎ ない︒それ
らに囚われているのが迷いです ︒月は天にありです ︒今既に道であり ︑既にその物だと気付いた途端 ︑
指も 言葉も語句も 無用だと分かる︒ 渡ったら船筏から は降りなきゃならな い︒降りたら無用 であり捨

蛇

ててしまうでしょう︒自然なことです︒事実の様子が分かったら皆そうなるのです ︒
﹁只﹂には一切御
無用々々々と︒当然ながら︑
﹁永く藤蛇の 旧見を断ず﹂ です︒藤はやたら 絡み付くし︑ぐに ゃぐにゃっと出てお ると︑あっ！

じゃない かと驚いたり する︒智を働かして 疑ったり想像する からです︒自己有 るが故です︒これを 藤
蛇 の旧見と言う のです︒迷中にあ っても本当に行じ れば︑それがぽとり と落ちてしまうの です︒早く
そう成れとの意です︒
﹁ 是れ 仏の強為に非ず ︑機の周旋せしむ る所なり︒況や行 の招く所は証なり︒ 自家の宝蔵︑外よ り来
らず︒証の使う所は行なり︒心地の蹤跡︑豈に回転すべけんや ︒
﹂
﹁是れ仏の強為に非ず ﹂これら余りに素晴らしすぎて信じられないだろうが ︑仏がわざと誇張したり ︑
こじ着けて言ったものではない︒ただ︑
﹁機の周 旋せしむる所な り﹂ です︒機とは 我々修行者の事で す︒修行者自身一 人一人が︑菩提道 心に
由っ て努力した者 が︑自ずからそう 成って行くだけで す︒誰がどうした物 でもない︒従って もっと端
的に言えば ︑正しい坐禅さえ しておれば︑それ 自体がそれ自体を 証する時節がある︒ つまり︑具体的
な行為には必ず具体的な結果がある︒それを︑
﹁況や行の招く所は証なり﹂と言ったのです︒
﹁自家の 宝蔵﹂ 自家︵じ け︶とは自分です︒ 本人です︒一人々 々みんなです︒宝 蔵とは本来の自己 で
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す︒囚われのない本来の自己を﹁自家の宝蔵﹂と言うたのです︒この素晴らしい世界は︑
﹁ 外より来たらず ﹂です ︒初めからその物 でちゃんとしてい るのだから︑求める ことも離れること も
出来ないの が道です︒況や 他から持って来たり 失ったりする代物 じゃない︒頭の中 で研究とか言って
観念で 作り上げた虚 像話しとは全く違 う宝︒八風吹けど も動ぜず天辺の月で す︒有って無いの だから
変質しない︑使っても無くならない宝です︒今の様子その物ですから︑永遠の命です︒
﹁証の使 う所は行なり ﹂証とは明ら かで疑う余地のな い様子です︒事実 であり真理です︒い ちゝゝ明
々 白々の端的で す︒これを証明し ているのが今の様 子です︒見聞覚知そ のものです︒眼耳 鼻舌身意で
あり色声香 味触法です︒使 う所と言うのは︑ 証を現しておると 言う事です︒これは 行︑即ち日々時々
の様子しかない︒それが︑
﹁心地の蹤跡 ﹂ です︒本来の心 の姿であり様子で す︒今︑今︑平常 心是道です︒応無所 住而生其心で
す︒ま さに住する所無 くして而も其の心 を生ずです︒何を 思っても考えても︑ どんなに感じても ︑そ
れらの一切が何 処にも留まり残 ったりしない︒作用 はしてもその蹤跡 は何処にもないのが 心です︒こ
の空なる消息を体得すればいいのです︒要するに前後の無い﹁今﹂です ︒
﹁只﹂です︒何もない︒今︑
今で す︒瞬間に現 れて跡形もなく消 えている︒有って 無いのが心です︒ 無くて有るのが心で す︒だか
ら自由自在 なのです︒これ を空というのです︒ 心は本来迷っても 苦しんでもいない ︑解脱しておるか
ら︑次の様子があるのです︒
﹁豈に回転︵えてん︶ すべけん や﹂ です︒だからどう して変わりようが あろうか︑有る筈が ない︒道
は捨てたり無くなったりする物ではないと言うことです︒
﹁ 然れども若し 証眼を回らして行 地を顧みれば︑一 翳︵ いちえい︶の眼 に当たる無し︑将 に見んとす
れば白雲万里 ︒
﹂
﹁然れども若し﹂とは ︑反語に見えるが今は強調です ︒そうは言っては見たがと反芻を促すべく下 ︵し
も︶に掛けて︑更に本源に気付かせる論法です︒
﹁証眼を回らして行地を顧みれば﹂
証眼とは全く癖 のない心眼です︒ 無我です︒隔ての ない︑拘りのない 心です︒確かな眼で 今の様子
を子細に点検して見れば︑又端的から見れば︑
﹁一翳の眼に当たる無し﹂です︒
一つも法で ないものは無い︒ 気になる物は無い ︒捨てるべき物も 無い︒つまり不自然 であったり不
明な事 や擬議すべき こと︑過不足など 何一つ無い︒全てが 明白で︑極めてか らりとしさっぱり してい
るのです︒翳とは遮るとか曇りや影のことで邪魔物のことです︒
それはそ の筈です︒眼は 良くも悪くも無く ︑たださらさら︑ さらさら見て瞬間々 々で終わって何物
も 無いのが事実 であり本来です︒ 見るのが悪いんじ ゃ︑あれが好きじゃ 嫌いじゃと言って も眼は一切
関係ない︒ 善にも悪にも拘 わらず︑美醜にも 拘わらず︑自他に も拘わらず︑一切に 拘わらないのが眼
の真実の世界です ︒だから ︑
﹁一翳の眼に当たる無し ﹂です ︒耳もそうです ︒全く公平にどの音も﹁只 ﹂
聞いて終わっ てしまう︒何に も迷ってないし︑ 引っかかってないし ︑執着していない し︑差別もして
いない ︒完全平等であ り完全平和な世界 です︒全身すべて がそうです︒心もそ うです︒これ程本 来は
救われておるぞと言う事です︒この事を本当に知れば良いのですよ︒
結局自我 を起こして認め るから問題化するだ けです︒認める我 見が出た瞬間︑真実 と隔たり迷いが
始まるのです︒この心の癖︑旧見を取る事が修行です︒
﹁将に見んとすれば白雲万里 ︒
﹂
そう言 う旧見︑拘り を持って︑真理とか 非真理だとかを立 てる自己が有るか らです︒認める物が 有
るからです︒ そんなものは初め から無いのです︒ 無い物を追いかけた ら十万億土の彼方 です︒白雲万
里です︒永遠に迷い続けるぞということです︒
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その物それ ︑今︑今は明々白々 じゃないですか ︒
﹁只﹂ 吐き ︑
﹁只﹂吸うばかり です︒他に向かって
何 かしたら道から 逸れてしまう︒見 たまま︑聞いたま ま︑今の様子の侭 ︒これが道であり法 だから︑
その物に任せて ﹁只 ﹂在れば良い ︒従って ︑若し自己を運んでこの上 ︑分かろうとしたり ︑求めたり ︑
見ようとすることは全て煩悩だから迷いなのだと︑有り難い注意です︒
ではどうすれ ばいいのかです︒ 初めから祖師方が 言っている通り︑只 管打坐することで す︒坐禅ば
かりになって我を忘れきることです ︒
﹁只﹂坐禅し ︑
﹁只﹂行ずる事です︒
﹁ 若し行足を挙 して證階に擬せば ︑一塵も足に受る 無し︑将に踏んとす れば天地懸隔す︒ ここに於い
て退歩せば︑仏地を勃跳す ︒
﹂
﹁若し行足を挙して﹂
如実に﹁只 ﹂
﹁今﹂即ち只管でありさえすれば︑言うことも思うことも無いのです︒そのものが既に
真理であり道だからです︒
﹁證階に擬せば﹂
だから未 悟であっても自 己なく只管にあれば ︑迷いも汚れも惑 乱葛藤も無いので 證の世界と同じで
す︒その上から観るならば︑と言う意です︒擬は計る︑推論する︑相談する義です︒
﹁一塵も足に受る無し ︒
﹂
只管には一塵も無い︒歩いて歩く者も足も無い︑歩行無き歩行です︒これが本当の歩行です ︒
﹁只﹂
是の如し︒
﹁将に踏まんとすれば天地懸隔す ︒
﹂
己 を計り出して 掴もうとしたり︑一 歩を踏み出して他 に求めたら総て迷 いです︒仏を求めて も悟り
を求めても駄目です︒
です から皆さん︑ 合掌礼拝する時は﹁ 只﹂やりなさいよ ︒仏の心と直結する ように無心に只の 合掌
です︒何でも只出来たら ︑
︵老師恭しく合掌︶鰯の頭もこうして只拝める︒そうしたら仏も拝むが︑三
才の童 児の足元も﹁只 ﹂拝める︒と言う 事は相手なしに誠 の心が色々に作用す るだけです︒限り なく
純粋で美しいでしょう︒
従って皆 さんは自分の機 根を試すならばね︑ 草取りでも雑巾が けでも何でもやっ て見なさい︒只淡
々と ︑何の心も無 しに出来るや否や ︒出来たら上根で す︒確かに上根なら ば︑本気になって やれば悟
れるなと思ったら良いです︒それだけ法縁が熟していますから法所近きに有りです︒
いらい らして続かな かったら︑これは悟 るまでに片付けな きゃならない問題 があるぞと思った ら良
い︒でも行じ てさえおれば必ず それに近づくので ︑根気よく続ける ことです︒それで草 取りでも掃除
でも︑始 める時には決 心してやるんです︒ よし︑何が何でも 只やるぞ︒一本だ けで取り切るぞと︒ 一
本 だけを本当に 取るのです︒千本 も一本です︒やれ やれこれだけしたの に未だあれだけ有 るのか︑は
落第ですからね︒
こう やって自分自身 の機根を自分で点 検をしてみて下さ い︒他に求めること ではなく︑内に於 いて
一心で有るや 否やです︒自分 が﹁只﹂出来るか 出来んかの問題です から︑自分だけの 問題です︒我を
忘れて ﹁只﹂やってい たら何時悟るか分 からないのです︒ 正師に出会った瞬時 に道を得た人がお るの
も 頷けるでしょ う︒三日三晩でぶ ち抜いたのもそう です︒竜樹は七才 ︑六祖の師匠︑五祖 は十四才で
物になっ てるんです︒永 嘉大師やお察は読経 三昧で悟り︑お三 は縫い物三昧で道 を得た︒これは只 一
心不 乱にして︑成 り切って自己を忘 じたからです︒で すから道は決して遠 くにあるんじゃな い︒今こ
こ︑これで す︒今この事に徹 すれば良いんです ︒その為には意味 のない単純な事が一 番良いです︒草
取り薪割り︑食事の支度や洗濯︑掃除の様な単純な事が良いです︒
子供さんや孫 さんが朝から晩ま で色々なことをし て遊ぶでしょう︒危 険なことでなけれ ば一つの事
に夢中に なってたら︑ 知情意が一つになっ て我を忘れておる その時︑心が一番充 実しておる時です ︒
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ですから その瞬間はそっ としてやる事です ︒これが心の最も 安定した所︑心が折 り合った所です︒ 小
さ い時から︑自分 が一番安らいだ世 界が何であるかを 体験して知ってお ること︑そしてその 領域をち
ゃんと持っ ていることは大 きな救いです︒大局 にある騒がしさか ら︑瞬間に静寂に 帰すことが出来た
らどん なに楽か︒今 の子供達︑テレビ のアイドル達に雄 叫びをあげたりして いますが︑本来的 な静寂
さが無い証拠 です︒これは不平 不満イライラが募 り易い状態なので す︒実に不健康なの です︒自発的
にやり出 した時が一番 延びる時ですから︑ この時を見逃すこ となく幾らでもや らせることで解決 する
のです︒
つまり︑心 として発動する 前の混沌とした所 を大切にすることで す︒身心一如︑物 と我とが一つに
なっ て没頭するよ う育てるのです︒従 って知性を注ぎ込 む事と違い︑知情 意の同化がポイント ですか
ら︑我を忘れ て没頭する所に ポイントをおいて 育てて下さい︒その 子は理由無く端的 に行為していま
すから ︑成り切りやす い状態です︒純粋 な心を育てること は︑単に親から見て 素直で良い子と言 うだ
けではありませ ん︒豪快にして ストレート︑無邪気 にして端的に成長 するなら︑成り切る 力が基本的
に具わっていますから︑志さえ起こせば何時悟るか分からない︑これが楽しみじゃないですか︒
とに かく無我夢中 になることです︒ 我を忘れて事に当 たる力がありさえす れば︑勉強でもス ポーツ
でも仕事で も夢中になり没 頭すれば︑何時成り 切って自己を超え るか分からない子 供です︒先ほどの
﹁知る べし︑行を迷 中に立てて︑証を 覚前に獲ることを ︒時に始めて船筏の 昨夢なるを知りて ︑永く
藤蛇の旧見を 断ず﹂とあるよう に︑無我夢中にな って我を忘れる力 がついていたら︑何 時隔てが落ち
るか分かりません︒
道元禅師は本当に長い間苦心しましたから︑こう言う細かい所を説くこと至れり尽くせりです︒
﹁将
に踏まんと すれば天地懸隔 ﹂です︒知性で求 めて行ったら︑葛 藤惑乱の虜となり︑ 苦しみはしても救
われ ることはない です︒そうじゃなく て︑何でも良いか ら無我夢中になり ︑我を忘れて一心不 乱にし
ている時︑そ れを乱さぬ事で す︒夢中でテレビ に見入ることと違い ますよ︒行為です ︒行ずれば證そ
の中にありです︒
当座︑皆さんには離れる事が出来ない生活︑仕事があるのですから ︑
﹁只﹂夢中になり一心不乱に没
頭するこ とです︒能率的 でもあり丁度良い じゃないですか︒体 を壊さない程度に やれば︒損得を忘 れ
己を忘れ︑何もかも忘れて夢中になる事です︒それだけで良いのです︒
﹁ここに於いて退歩すれば﹂
ここが 大事です︒将 に自我を立てて相手 に対し︑踏み込も うとするでしょう ︒この癖を退けて ︑只
端的であればよいのです ︒退歩とは図り出さない︑自己を立てない︑つまり相手の無い端的の事です ︒
只管です︒退歩して只管を錬る︑そう努力さえしておれば︑
﹁仏地を勃跳す﹂
一切を超越するのです︒悟りも仏も無いのが真実の世界です︒仏の境界は何にもない世界ですから︑
仏地 をも勃跳して始 めて道が得られる のです︒本来我々 は仏の丸出しです が︑他に向かって求 めるか
ら︑仏であり ながら衆生とな り迷いとなるので す︒だからその癖を 取ればいいのです ︒他に向かって
求めず︑今︑縁のみ︒成り切り成り切りの努力です︒いいですね︒
こ れを間断なく 一心にすることが 修行です︒修行が 迷いの雲︑心の癖を 取ってくれるので す︒安心
しておや んなさいと︒仏 の言われる事ですか ら︑信じてやって 下さいよ︒仏祖に 嘘はないですから ︒

初めまして︒今 日初めて伺いまし た︒呼吸に徹する と言う事だったんで すけれども︑

信じて行ずるだけです︒はい︑今日はこれまでに致しましょう︒

茶礼会
参禅 者Ａ・・

私はそれがな かなか出来なく て頭の中で吸って ︑吐いて︑吸って︑ 吐いてと言葉で追 っていく︑と言
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師・ ・

はい︒初め は結構です︒それを 失うと心が何処か へ行ってしまいま すからね︒初めは仕

う事で宜しいんでしょうか︒
老

吸って 吐いての事実は︑止 む事の無い様子で すから︑そこに着 眼がさだまれば︑ 頭でど

ありがとうございます︒

方がないのです︒自転車が乗れるようになるまで何度も転ぶのと同じです︒
師 ・・

参禅者Ａ・・
老
うこうす る事がいらな い事だと分かってき ます︒この大事な ポイントが分かっ た瞬間から修行が 急に
楽 になります︒ 事実は頭でこねく り回す観念や理屈 とは全く違う事が分 かると︑後は事実 だけを純粋
に守るだけです︒事と理の違いが分からない間は︑その区分が出来ない為に一番苦しいのです︒
理と 言うのは観念 の作り事の世界︒事 は事実の世界︒理 と事は全く関係な いのです︒事実でな い世
界︑今で無い 世界がどこにあ るかと︑自分の上 で深く点検してご覧 なさい︒今︑全て 事実でしょう︒
見る事 から︑聞く事か ら︑食べる事から ︑手を上げる事か ら下ろす事から等々 ︑起きて寝るまで の全
てが事実だから理ではない︒
と言うことは意識や知性や観念とは関係がない世界です ︒ですから事実には本々自己が無いのです ︒
この事が分かると頭の騒ぎは収まってくる︒要するに本当の事が分かるに従って迷いが取れるのです︒
この事を道 理で知ったとこ ろで何の力にも成り ません︒実地に事 実ばかりになり︑ 事実に直接触れな
ければ 分からないの です︒それで早く 念想観や心意識か ら離れた今の事実に 気付くことです︒ 一呼吸
ばかりになることです︒
簡単な言 い方をすれば︑ 迷うのは事実の中 に居りながら事実 から外れて︑頭の中 の虚像の作り事の
世 界に迷い込ん でると言う事なの です︒この根本的 構造が改善されない 限り︑騒がしいし ︑不安定だ
し︑悲しみ やら辛さやら︑ そう言った諸々の 感情に翻弄され︑ 諸々の煩悩から逃げ られないのです︒
虚像世界から脱出するには︑今の事実に居れば良いだけです︒事実には煩悩など何も無いからです ︒
だから一呼吸 だけになってお れば根本的解決が 付くのは︑根本の構 造改革をするから です︒自分の生
活の原 点に光を当てて ご覧なさい︒つま り︑本当の今︑本 当の事実に注意深く ︑注意深く成るこ とで
す︒これを中心 にして生活するな ら︑虚像との涯際 が自ずから明白に なり︑自ずから落ち 着いてくる
のです︒ 無用な時に勝手 に動き廻る心の癖 がなくなり︑必要な 時に自在に作用す れば良いでしょう ︒
意識で何とかしようと思っても︑それは無理ですよ︒

ここで ですね︒先生とお呼 びしたら又叱られ るんですが︑原子 物理の世界的な大家 がお

ありがとうございました︒

その為には今︑為すべき事を大事にして ︑
﹁只﹂する事です︒
師 ・・

参禅者Ａ・・
老

られます ︒慶応義塾大 学の名誉教授でらし て︑湯川先生とか 友永先生に師事さ れたり協力されたり し
て ︑今や世界的 な権威者の小沼先 生が居られます︒ 科学者と精神そのも のの真髄をついて 行こうとす
この前私︑実は質問したい事があったんですが・・︒

る禅との兼ね合いの所を ︑ちょっと御伺いして見たいんですが︒ちょっとマイクを回して見て下さい︒
小沼先生・・

呼 吸に徹すると言う 事を︑私習ったんで すが︒この会初め てなんですけれど も︑実は

はい︒どうぞ

今の事から離れて︑先に質問させて頂いて良いですか︒

老 師・・ そうですか︒
師・・

小沼先生・・
老
小沼先生 ・・

今日 ここに来るに あたり︑老師の坐 禅に︑ほんの僅か ですが触れていたん です︒昨日の朝ま で数日間
老師とご一 緒でしたから︒で ︑呼吸に徹するこ との大切さを昨日 ︑一昨日と強烈に教 えて頂いたもの
ですから︑今日電車の中でも︑何となく注意し真面目に呼吸してるんですね︒
で︑一方では 歩く時には歩くに 徹しろ︑と言う教 えを受けております ︒電車の中で呼吸 の事ばっか
り考えてると︑これはどう言う関係になるんだろうかと︑実は頭の中で混乱しておりました︒
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老

師 ・・

私 達生活していく為 の色々な機能が備 わっています︒一 つ一つの機能は全部 独立してい

て ︑それぞれを妨 げないんです︒だ から呼吸しながら ︑見ながら︑聞き ながら︑歩きながら ︑食べな
がら︑全部 可能になってい ます︒それは生き物 としては真に自由 自在で便利ですが ︑目的が悟る為と
なると ︑道としてや らねばなりません ︒身心一如に成り 切り︑事に徹し自己 を忘じ切らなけれ ば解脱
出来ませんから︑ばらばらでは困る訳です︒
このばら ばらに機能す ることが当たり前に なっている意識構 造と行為の関係を改 め︑一つ事に統一
し 全身一体型に 集約する必要があ るのです︒つまり 今︑その事に徹する 努力です︒坐禅ば かりになる
ことです︒ そのためには一 切を休止すること が前提です︒坐禅 の時は呼吸も意識か ら外して自然にさ
せて おくのが道で す︒呼吸ばかりにな る為には呼吸に意 識を集中して︑他 に向かわないように するこ
とです︒この 時は一切の動き を制止することで す︒歩きながら呼吸 に没頭すると︑自 動車にひかれて
死ぬ事 態も起こり兼ね ませんから︑それ よりも︑そんな事 に成らないように充 分気を配って一心 に歩
くことです︒呼 吸を忘れて﹁只 ﹂歩くことです︒で すから歩く時には 歩く事を優先する︒ つまりその
時の一番 大切な事に中心 をおくのです︒食 事の中心は何かと言 うと︑摘む時には 摘むが中心であり ︑
運ぶ 時には運ぶが 中心であり︑口の 中に入れた時には 噛むが中心で︑中 心が時々刻々変化し て動きま
す︒これ全 体が食事ですか ら︑今の中心が流転 をして食事たらし めているのです︒ これも無常だから
自由が 利く︑自由が 利くから流転が出 来る︑流転が出来 るが故に︑機能し作 用する︒だから視 点がこ
ろころ変わって行きます︒
変わって も︑今︑今の一 番の中心を離さな い様に注意し努力 するのが︑生きた本 当の修行です︒電
今は 先生じゃありませ ん︒私は実はです ね︑ここで先生と言 われますと困るん ですけ

車に乗った時は︑今 ︑先生がおっしゃった様に何もする必要がない ︒
﹁只 ﹂呼吸ばかりになることです ︒
小沼先生 ・・
師 ・・

列車の 中では意識して呼 吸をしていた︒こ れは正解です︒今は 意識してやらない と︑呼

れども ︒
・・じゃ︑仰って下さい︒最後まで︒
老

吸と心 が一体になりま せん︒心が定まっ ておりませんから ︒これが最初の段階 のしなければない ない
修行です︒先程 のお方も同じです ︒何でも最初はそ の事をわざと意識 して︑逃がさぬ様に 努力しない
と駄目で す︒落書きする なと書いて置かな いと︑落書きします からね︒落書きす るなと言う事も落 書
きな んで︑本当は やっちゃ行けない 事なんですよ︒が ︑しかし落書きされ るから落書きする なと書い
ておかなきゃいけない理由があるのです︒
それと 同じで︑嘘で はない真実そのもの の呼吸を初めから しておるんだけれ ども︑心身が隔た って
いる限り︑呼 吸から心が離れて います︒呼吸と一 つになる為に︑余 分な事ながらもう一 度知性と意志
を持って 明確化させ︑ 意識でとらまえてお かなければ︑頭の バラバラ現象はま とまらないのです︒ 一
つ にまとめる為 には︑どうしても 意識もいる︑注意 力もいる︑それを認 めると言う事もい る︑執着も
いるんです ︒で︑まとまれ ばそういうものは ︑自ずから余分だ と言うことが分かっ て︑その瞬間から
ありがとう御座います︒又先生 ︒
︵笑︶あのー︑私ご紹介頂いた様に大学で︑確かに大

余分な事をしなくなるのです︒如何ですか︑先生︒
小沼先生 ・・

学では 先生なんですけ ども︑ここでは新 参者の第一年生の ︑しかも初めてです から︒とっても落 ち着
か ないんですね ︒で︑実は先程ち ょっと申し上げた んですけども︑実 は老師と二月の二十 九日から三
月の一日 まで︑二日間京 都で一緒の会議に出 ておりました︒そ れまでは︑こう言 う会が存在する事 も
全然知りませんでした︒
只︑坐禅と 言うものに関心も 興味も全然なかっ たかと言うと︑そ うでもないのです︒ その辺の事を
ちょっと申し上げたいんです︒
その前に実は 老師とは︑九年前 にもある会議でご 一緒だったんです︒ 九年間ご無沙汰し ていて︑今
年の今月 の初めにお会 いした時に︑仰る事 が私にとって非常 にピンと来たもんで すから︑それで三 月
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の末に︑ 広島に行く用事 があったもんです から︑お尋ねした 次第です︒四十時間 ご一緒でした︒四 十
時 間の私の経験と 言うのは︑ものす ごい強烈な経験で ︑一つだけの事を 教えて頂いたと言う 感じと︑
同じ事なん ですけども︑非 常に沢山の事を教え て頂いたと感じて ます︒で︑その中 身を別に今から講
義を始 める訳ではあ りませんから︑先 程の老師のご発言 の﹁科学者が何でこ こに坐ってるんだ ﹂と言
うお話し︒
ちょっと それについて ︑以前から気になっ てた事をお話し申 し上げたいんです︒ 実は︑禅と言う言
葉 は︑私の頭の 中に︑と言うか私 に意識的に降りか かって来たのは︑外 国なんですね︒今 から言うと
四十年位前 なんです︒私︑ 今︑年なんですが ︑外国に行ってい ると日本の事︑色々 聞かれるんです︒
日本 の政治の事も 聞かれるし︑科学者 の様子も聞かれま すけれども︑それ と同時に歌舞伎とか ︑或い
は禅について ︑仏教について 聞かれるとですね ︑困っちゃうんです ね︒何にも分かっ てない︒本当に
分かってない︒
で︑そんな事が あって︑これも非 常に大事な日本や 中国の文化の一つ だなと言う事が︑前 々から気
になって ︒そういう意味 では機会があった ら知りたいなと︒宗 教心と言うより︑ もっと言ってしま え
ば好奇心だったのかも知れない︒
では本職の 方の科学をずっと してきますとです ね︑科学は果たし て限界があるんだろ うかどうだろ
うかと ︑こう言う問 題があります︒順 番順番に物事が解 明され︑その都度新 しい論文が登場す る︒問
題が解けてく る︒じゃ︑何処か 行き着く終わりが あるんだろうか︒ で︑私ですね︑ここ まで行ったら
科学はや る事が無くな っちゃったと言う事 は︑今後も限界は 来ないんだと︒何 処まで行ってもや る事
はあるんだと︒
ニュートンがリンゴの落下から或る法則を見つけて ︑その法則についてはそこでお終い ︒だけども ︑
それ 以外の問題が 出てくるとか︑或い はその問題が限界 があるとか︒色ん な意味ではですね︒ 一つ一
つの問題には 限界がある︒で ︑科学全体として お終いになる事はな いと思う︒次々に 今だったら︑遺
伝子の 構造から何から 想像がつかない様 な︑相当なスピー ドで分かって来てる ︒そうすると︑分 かっ
たらお終いかと 申しましたら︑終 わりは無いだろう と︒無いんだけれ ども︑それじゃ︑科 学は全ての
事をいずれ解決するんだろうか︒
人間 の脳の働き︑ これは今の科学で 随分分かります︒ 遺伝と言う事につい ても︒何故人間の 子供は
人間になって ︑猿の子供は猿かと言う事も ︑そういう事は科学で皆分かるんですけれども︑それじゃ ︑
将来全 ての事が分か るだろうかと言う と︑私そうじゃない と思うんですね︒ 科学で説明つかな いもの
が︑やっぱり ある︒そういう気 が以前からしてい ました︒で︑老師 にたまたまお会いす る機会があっ
て︑たま たまお話しす る機会があって︒も っとお話しが聞き たいなと言う心境 でおります︒ありが と

︵笑︶ 分かりました︒私 達心を追究する側 からしてみますと︑ 科学性とか自然と か︑そ

無し！ ここでは何も教えてませんから︑私︒

師・・ ありがとうございました︒今後先生と言う尊称は・・

うございました︒
老
師 ・・

小沼先生・・
老

れらの言葉の意味する所と ︑禅の純粋性︑法と言うものとが相反しないんですね︒衝突しないんです︒
仏 法は事実であ る因果の世界を直 視する事から始ま って行きますので ︑正に科学的な純粋 精神がない
と禅は成 り立たないので す︒妙なものを信じ て︑常識や科学性 を無視したら︑禅 ではないのです︒ 因
果の 法則が基本で すから︑禅は非常 に科学的でクール で︑純粋な事実に着 目して始まるので す︒だか
ら寧ろ科学 ︑特に自然科学の 学者は禅的な要素 が在るのです︒天 文学とか実験家は新 しい発見の為に
無我夢中です︒自分を忘れています︒
ただ根本的に 異なる点は︑禅者 は自分を超えるこ とに目的があり︑内 側の汚れ無き世界 を求めてい
ます︒科 学者は自分の 内的世界などどうで もよくて︑折角我 を忘れて良い線に達 していても︑それ を
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摂らずに 外側の学問︑即 ち新しい発見を大 切にすることにあ るのです︒そうでな ければ学問が成り 立
た ないと科学者が 思い込んでいたと したら︑それは間 違いです︒学問さ れる自分自身が純粋 で在れば
こそ︑本当 の学問となり活 かされる学問となる のです︒ここで不 純な学問や科学が 出現し︑人類を危
うくするのです︒
いずれにしま しても我を忘れて 学問する様子は︑ 純粋で単一の世界に 於いて禅その物で す︒基本は
非常に禅 的なのです︒ が︑禅にならないの は︑他に向かって 結果を求めるから です︒かの清水先 生も
し ばしばそれを 感じました︒それ があるもんですか ら︑小沼さん︑初め の内は︑心身の分 裂状態がま
とめるまで は苦しむかも知 れませんが︑この 要点が一端手に入 ったら︑学問の為に もとっても良いと
思う んです︒楽に なることは勿論︑人 生の為にも真実を 知ると言う意味で も︑追究なさってみ たら如

先程三十分坐りまして︑最後に老師が ︑
﹁今︑三十分坐った︑そのすっきりした気持ち

何かとお奨め致します︒今世紀︑今生最大最上のお奨め品でございます ︒
︵笑︶これ以上のお奨め品は
ありません︒
参禅者Ｂ ・・
を深く味 わって見ろ﹂と 言う様なお話でし た︒そのお話しを私 なりに解釈すると ︑勿論未だ悟って ま
せん から︑悟りと 迷いが同居してる んだと︑私は取り ました︒その︑同 居してるんだから何 パーセン
トか悟りが ある訳なんだか ら︑それを味わって 見ろと︒片方では もにゃもにゃした 妄想が沢山あるか
らはっ きりとは分か らない︒それをな るたけ掴んで見ろ と︒こう言う事だっ たようですけど︒ その辺
師 ・・

悟 りと迷いとが混 同していると受け 取って宜しいです︒ 悟りと言うのは決 定的な自覚症

の事をもうちょっと詳しく教えて頂きたいんですが︒
老

状を得た時です︒その時迷えない明確な法のライン︑涯際がきっちりするのです ︒だから尊いのです ︒
見ておる時 は︑見ているこ と自体に迷いが無 いのです︒それは 見ている自分が無い ことを意味してい
ます ︒この時︑本 当に見ているのです ︒この決定的な様 子を体得した時︑ 大きな自覚があるの です︒
これが迷いから覚めた消息の悟りです︒
ところが同じ見ておる時に ︑人から﹁あ︑それ純金だ ﹂
﹁いや︑メッキだから違うよ ﹂と言われたら ︑
眼の世界から頭 脳の世界となり︑ 純金だメッキだと 言う分別比較推考 判断の知的観念世界 となり迷い
が始まるのです︒
只見 ておる時には そんな問題は一切 無いので︑迷いも 悟りも無いのです︒ それらを湧出する 内的要
因が無くな った時︑全ての 問題から解放され解 けるのです︒この 人を仏と言い︑その 道を仏道と言う
のです︒仏の世界であり︑悟りの世界です︒
決着が付いて いないと︑横丁か ら入って来る刺激 に直ぐ迷動し惑乱す る︒この人を凡夫 と言い衆生
と言うの です︒それで 迷いと悟りが同居し とると言うことが 出来るでしょう︒ それではっきり決着 つ
け てしまい︑決定的に 安定した方が良い に決まっています ︒見る時には徹底見 る︒
﹁ 只﹂見る ︒
﹁只﹂
坐るだけ ︒
﹁只﹂聞くだけ︒等々﹁只﹂するだけ︒眼は純金ともメッキともダイヤモンドとも知らない
し︑ 言わないし︑思 わないし︑そんな ごたごたしたこと に関わらない純粋 世界です︒解脱して いるか
ら︑そんな拘 りの人間的価値 観の支配を受けな いのです︒全体既に 迷ってはいない世 界ですから︑一
切の思いや考えを入れずに︑本当に︑何を見るにも︑何を言われても ︑
﹁只﹂見 ︑
﹁只﹂聞き ︑
﹁只﹂働
く様に努力することです︒徹し切ればよいのです︒
師・・

そうです︒言 われた事に耳を貸 すと︑脳が即反応 して︑人間の価値観 ︑自我と言うもの

参禅者Ｂ・・ 何を言われても？
老

が出てきて ︑総てと相対関係 となり対立構造と なって迷いが始ま るのです︒何を言わ れても﹁只﹂見
て︑
﹁只﹂聞いておれば隔てが無いから迷う動機が無い︒迷いは身と心とが隔たり︑物と自己とが隔た
る事です ︒
﹁只﹂を体得すると常に一心だから隔たらない︑これが悟りです︒結定するとは一心を確立
する事で ︑本当に徹し た時に︑大きな自覚 症状がある︒切れ て落ちた時にもたら される衝撃的な大 事
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件なので一大事因縁と言うのです︒
自 覚症状がなくて も︑迷わない一心 の時は仏の世界で す︒だから迷わない 様に︑迷わない様 に︑淡
々と努力し ておれば良いの です︒つまり己を図 り出さなければ隔 たらないから道で す︒聞いても己を
図り出 さなきゃ︑聞 きっぱなしが出来 るでしょう︒そし たら迷いが起こらん でしょう︒煩悩が ない時
が仏︑迷いが ない人が仏です︒ つまり己が無けれ ば仏です︒私達は 本来仏です︒自分を 立てて隔てを
作って自 分から迷って 行く︒自分から心騒 がせて仏を殺して いく︒ここの所が 分かると︑これか ら貴
方が日常の中で︑悟りと迷いの上で︑隔てのない事実のみのラインでやっていけば良いのです︒
﹁只﹂

出来る とか出来ないでは ない︑初めから眼 はどうあっても迷え ない︒見るだけし か出来

日常で︑そんな事出来るんですか︒

淡々と迷いのない生活をして下さい︒
師 ・・

参禅者Ｂ・・
老
ないの だから︒だから 眼は迷えったって 迷えない︒それ程 確かなのです︒だか ら今の一事実に任 せて
﹁只﹂あれば良 い︒とにかく心 静かにして意を持ち 出さないことです ︒初めからそうは出 来ないし︑
又意識的 に出来るもので はない︒けれども 今を見失わないよう に努力し︑雑念は 直ぐに捨てて今の 事
実に 帰る努力をし ていたら︑無自覚 時間も心の無意識 行為も取れてきま す︒心のそうした癖 が取れて
はっきりしてくるのです︒努力無くして解決していく筈がないでしょう︒
その理屈は分かるんですけど ︑
﹁只﹂見ると言うのは努めてやれば出来るんですか？

そう︒本当 に眼に任せて見る ︒本当に耳に任せ て聞く︒本当にパチ クリやってみる︒ 眼

眼に任せてみる？

とにかく出来る出来ないではない︑眼に任せて見る！

参禅者Ｂ・・
老 師・・
師・ ・

参禅者Ｂ・・
老

の世界と意 識や観念の世界 とは関係がないこ とが分かってくる ︒つまり︑眼にも耳 にも全身総てに意
も心 も無い︑自己 が無いことが分かる ︒有るのは単に事 実だけだと云う事 が分かる︒その他は 自分で
作り出す観念 現象︑精神現象 に過ぎないと言う こと︒それらに迷わ されているだけだ と言うことが分
かると ︑修行のポイン トが手に入る︒そ れからは今が本当 に錬れるから︑楽に なり今が益々はっ きり
する︒
師・・

そうすると 好きとか嫌いとか言 ってられない事実 に目覚める︒見るま ましかないから︒

参禅者Ｂ・・ はい︒
老

他に何にも ないから︒そし たらさらーっとして くる︒事実によっ て事実の真相を知る しかないので︑
今の事 実だけに着目 して生活するだけ です︒それを頭で理 解しただけでは駄 目です︒本当に徹 するま

この 人の質問は大好き ですよ︒一番根本 の問題を掘り起こ すでしょう︒後は実 行するか

はい︑良く分かりました︒

で︑理屈を入 れない様に努力し 続けないと道を得 られません︒着眼 が掴めたらひたすら 行ずるのみで
す︒
師 ・・

参禅者Ｂ・・
老

否か︑です︒ここが問題です︒やるしかないですよ︒
師 ・・

自分は出きないと 思っていても︑眼 は﹁只﹂見るばか りです︒外に何もし ていないので

参禅者Ｂ・・ やるしかないですね！
老

す︒無我です ︒
﹁只﹂見てるんですから︑隔てなく︑平等に︒この事実を自分で体得し自覚するだけで
初めて参りました ︒半年程坐禅をしているんですけれども ︑色んな事が浮かぶんです ︒

す︒迷いのままじゃいけんでしょ︒努力するしか無いですね︒
参禅者Ｃ・・

同時によく 分かったのは︑雑 念が出沒するのは 一つ事だなと︒そ れが次から次に入れ 代わり立ち代わ
りする けども︑その 様子は一つだけだ なと言うのが分かり ました︒だったら その一つを呼吸に 徹すれ
ば良いんだな と言う感じになっ て来ました︒徹し ているその自分を意 識している自分が いまして︑そ
う意識し ているのは未 だ徹してないからか なと自覚していま す︒しかしこれは多 分過度期で︑そう 言
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う状況で も良いんじゃな いかなと︑認めて そのまま続ければ 良いのか︒ここら辺 をちょっと教えて 頂
師 ・・

勿論 ︑過渡期でもあり ますし︑認める自 己があると言う事は ︑徹してないと言 う事です

きたいんですが︒
老
から︑ どちらも事実 です︒それではっ きりしない訳です ︒それではやはり縁 に触れたら迷うか ら︑迷
わない様に結 定するまでは努力 すべきです︒徹し 切ると観察する自 己が無くなります︒ だから深く禅
定に入ら なくちゃ駄目 だと言う事です︒そ れ自体に成ること です︒今に成り切 って今を忘れ︑自 分自
身 に成り切って 自分を忘れると︑ 道が分かるのです ︒ですからどうして も今︑この物にし か行きつく
所はないの ですよ︒行の招 くところは悟りし かないと道元禅師 も言っておられるで すね︒即今底を錬
っておりさえすれば徹する︒これは信じて実行するしかないです ︒到達するまでやるしかないのです ︒
そしたらその 他のものは全部 途中辺ですからね ︒未だ途中だ︑まだ まだと言って途中 の出来事は総て
捨てることです︒

大丈夫です︒特別何かをする事とは違いますから ︒
﹁只﹂は何もしないことですから︒坐

少しは安心しました︒

これだけやった けれども︑まだか とか︑この先どれ 程あるのかとか︑ そんな妄想せずに行 ずること
が大事です︒
師 ・・

参禅者Ｃ・・
老
るだけ ︑見るだけ︑ 聞くだけです︒増 々興味深くなって きたじゃないですか ︒当に禅の本質で すよ︒
質問させて下さい ︒縁が有って昨日 ︑ある禅寺がやってる合気道道場に入所しまして ︒

皆さんの質問は︒
参禅者Ｄ・・

そ こは気と言う ものをすごく重ん じていて︑ヨガと かも凄く気とか大事 にしていると思う んですけど
も︒以前駒 沢大学で沢木先 生が授業やってる 時に︑学生に戒め る為に︑なんか気で 電柱に止まってい
る雀 を落とした事 があるって言う話し も︑確か大学に伝 わってたと思うん ですけれども︒坐禅 をして
行く上で︑そ ういった気みた いなものとの付き 合い方とか︑禅宗の 考えを少しお聞き したいと思うん
師 ・・

気自体を 取り出して禅者の私 に尋ねられたらで すね︑禅者は気と いうものを別に見 てい

ですが︑お願いします︒
老

ないし捉 えていませんか ら︑全身これ気と 言うしかないのです ︒ですから︑皆さ んが殊更に語るよ う
な気 なんて無いの です︒修行に当た って︑死をも厭わ ない気力があればこ そ︑雪の上でも裸 足でやっ
て行けるの です︒これが怒 りになれば︑殺人に も及ぶのです︒気 は生命力と直結し身 体と一体のもの
ですか ら︑それが縁 に由って様々に作 用するものです︒情 熱となれば恋の炎 と成り︑芸術や技 術を生
み出すエネル ギーとなるもので す︒時所位の縁に 拠って︑現れる様 子が異なります︒無 限な姿で現れ
るもので す︒だから気 と言うものを特別視 せずに︑目的に向 かって全挙した時 ︑気が大きければ大 き
い 程︑目的に向 かうエネルギーが 大きいので︑思わ ぬ力となると言う︑ 得体の知れないも のであると
理解して下さい︒
だか ら娑婆心も切り 捨て易くなり︑迷 いも払袖出来る︒ 即ち知情意が一つに なり易くしてくれ るエ
ネルギーです ︒不可思議なの が気と言うもので す︒従って他と区別 して特別な存在と して見てしまう
と︑気 は特定されて小 さくなり︑自由が 無いだけ死んでし まうでしょう︒気は 当に我々が生きて 居る
そ のものですか ら︑この体に同化 しているものです ︒心そのものであ り魂です︒簡単に言 う気力その
ものであ り︑理想そのも のと離れられない状 態にあり︑一つの エネルギー化し︑ 方向性を出した時 の
働きが気というものです︒
気の本質は 我々の身体自体の 外にはどこにもな いのです︒在ると したら体であり︑有 るとしたら心
であり ︑有るとした ら気迫であり︑有 るとしたら霊気です よ︒把握出来ない ものです︒無いが 何時で
も有る︒現れ 方はその時の様子 によるのです︒邪 気になれば悪を無す し︑時に信念とな って心身を超
えて作用 するのです︒ それこそ非常に大き な目的を達成する 為の巨大なエネルギ ーになって出てき た
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りするでしょう︒
邪 気が溜ったら病 気にもなるでしょ う︒気は神経にも ホルモンにも呼吸に も心臓にも血圧に も直に
影響をもた らす代物です︒ 有って無い︑全く得 体が知れないが︑ 何時でも何処にで も自由に現れる霊
体です ︒この気を自在にする為には ︑気を特別視せず ︑身心一如 ︑環境と一体になったその接点の﹁今 ﹂
の自在な働き そのものを﹁気﹂ と理解した方が自 然です︒総て気と 関わっていますから ︑気と言う言
葉に囚われない方が良いです︒
本 来の道に目覚 めたら︑気は自ず から魂を大切に守る エネルギーとなり ︑断じて行う時には 全身を
火玉にして 事を為す力とな るものです︒禅者 が気を語るとこう 言う事です︒そうす ると︑気じゃ気じ
ゃと 言ってる先生 達からは︑素人で気 が分っとらんと言 う筈です︒けれど も禅の我々から言え ば︑そ
れが本当の気 なのです︒とら まえる気︑気の本 質など無いというこ と︒縁に応じ心に 応じてその時時
にエネ ルギーとして化 して出てくる︒あ る時には勢いにな り︑ある時には動作 になり︑ある時に は言
葉になって出て くるものだとい うことです︒身心一 如になれば是の様 子が皆解ります︒矢 張り正しい
ありがとうございます︒

修行に勝るものはないと言う訳です︒如何でしょうか︒
参禅者Ｄ・・
師・・

高田と申 します︒修行の仕 方についてお伺い したいのですが︑坐 禅をずっとしてて ︑

はい︑どうぞ︒

参禅者Ｅ・・ 老師︒
老
参禅者Ｅ ・・

自分の念 を立てない様 に努力してきました ら︑段々先程言わ れた様に雑念が少 なくなってきまし た︒
出 ない事が多く なって来ました︒ そうしますと︑自 分が馬鹿になったと 言うか︑そんな気 がするんで
すが・・︒ 後︑何て言うん ですか︑眼だけが 有ってですね︑物 がこう動いてるんで すが︑動いてるだ
け︑ それだけ︒そ れだけ見えると言う か︑写ってると言 うか︑そんな感じ なんです︒それをど んどん
師 ・・

とても良い所に来 ておりますから︑ そのまま努力を続 けて下さい︒単純に なっているの

そのままやっていけば︑宜しいでしょうか︒
老

です︒単純にな ると︑あの見方︑ この考え方︑ああ でもないしこうで もない︑といった観 念現象︑知
性の謀り ごとが次第に少 なくなり軽くなり ます︒無反応状態と 似ていますから︑ 馬鹿になり鈍感に な
った ような気がし て︑不安になる人 もあります︒全く 別です︒向上底です から安心して下さ い︒むし
ろとても心が軽くなっている筈ですよ︒
隔ての ある間の知性 は︑認めて直ぐに対 象化しますから︑ それに対して直ぐ に考えて行く構造 にな
っています︒ これが執われです ︒それ自体の単一 だと分別無用です から︑意味のない無 駄な思考をし
ないのです ︒
︵老師マイクを取り上げて︶是れ︑大きいか小さいか︑そんなことを思いもしないし思う
必 要もない︒決 めようがないし決 める必要がないで しょう︒何かが別に 有って必要となり ︑比較が可
能となり︑始めて大小が決められる︒大小に拘ると問題が発生する瞬間です︒
従っ て﹁只﹂単で在 れば︑決して問題 が起こらないので す︒何かを対象にし た時から︑大小が 生ま
れ︑善悪が生 まれ︑好き嫌い が生まれ︑貪瞋痴 が生まれて迷う︒禅 はこの一心を得る ことにより︑一
切を超越するのです ︒それ自体は大でも小でもない ︑
﹁只 ﹂その物それですから ︑それ自体即一心です ︒
貴 方はそこに向 かって向上してい ますから︑次第に 囚われが少なくなり ます︒見る時には 見るだけ
はい︒

に近づいてます︒一つに纏まりつつありますから︑安心して努力して下さい︒
参禅者Ｅ・・

須川と言います ︒雑念が出た時に ︑出る本を見なさい と老師がよく言わ れますけど︑

老 師・・ 遠慮は入りません︒今が機会じゃと思って何でも遠慮なしにお聞きになって下さい︒
参禅者 Ｆ・・
師・・

これは面白い質問ですね ︒連想はもう永久運動です ︒智恵を延ばすと際限はないのです ︒

自分が雑念連想したのを数えることと︑出る本を見るとの違いを教えて下さい︒
老
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どんどん 連鎖し続いて行 く様になっている からです︒深く思 考することが出来る と同様︑妄想も限 り
な く連鎖して果て しがありません︒ ここが厄介なとこ ろです︒しかし︑ それがどこから出て 来るのか
と本を尋ね ると︑連想ゲー ムはそこで切れてし まうのです︒本に 着目することによ り連想から離れる
ことが 出来るのです ︒ここが大事なと ころです︒本を尋 ねることは本を枯ら す事が目的です︒ 連鎖の
癖を取ることにあるのです︒
連想した 回数を数える のも︑全く同じでは ありませんが目的 がそこにあれば効果 は高いものです︒
何 となれば︑数 える為には雑念が 出た事実の認知が 必要です︒出たと自 覚した時︑雑念は 瞬間切れて
いるのです ︒が︑直ぐ又始 まる︒数える為に は確かに自覚が有 って後の作用ですか ら︑確かに瞬間的
には切れてはいても︑切り込みが浅いので次の連鎖が早いのです︒何故浅いかです︒
数える時は横 から眺めている 時︒その本は何処 だと念自体に尋ねる 時は︑根本を手繰 り寄せている
時です ︒切り込みの深 浅はここで起こる のです︒ですから 同じ努力をするので したら︑必ず本を 尋ね
ることです︒本 を尋ねていない 時は︑修行をしてい るつもりで的が外 れているのです︒貴 方の聞きた
雑念を捨てた 時︑あ︑雑念して たと気がついて︑ 呼吸を離さないよう 意識してするの

かった事と外れてるかな？
参禅 者Ｆ・・
師 ・・

切る事において は同じですし︑今 に帰るのも同じで す︒ですから修行の 方法はその人の

と︑雑念が出る本は何処だ︑と見るのとどう言う風に違うんでしょうか︒
老

様子ですから ︑幾らでもあるの です︒考える必要 の無い時に出てく る念は総て雑念であ り煩悩です︒
これがい つも言う心の 癖です︒災いを為し 苦しめる本です︒ これらは総て悪と して内容の如何を 見ず
に ︑即捨てることです ︒この癖を陶冶するためにパッと捨てる事が修行です ︒道たらしめる努力です ︒
いち早く離 れる為に﹁どこ から出たか﹂と︑ 念の本を追究して行 くとパッと切れる のです︒積極的
攻撃的な修行の方法です︒
消極的には ︑何もかも突っぱねて無視することです︒嫌な思いでも好ましい思いでも悉く無視する︒
しかし これは流され易 い為に初歩ではな かなか難しいこと です︒例えば︑惚れ て身動きが取れな くて
苦しい時︑その 心を切り捨てられ るかというと︑消 極的な無視の方法 ではなかなか出来る ものじゃな
何時出るのだ！ ﹂と本を追究する 事に依って︑得体の 知れない執着力を 切り刻む

い︒そうした時の修行は攻撃的に裁断するしかないのです︒一呼吸に力を入れたり ︑
﹁この念︑一体ど
こか ら出るのだ！

ことが出来るのです︒生ぬるい方法では切れませんよ︒君︑惚れた事ありますか？
何んですか？

苦しかったでしょ︒

あります︒

女性に惚れたこと︒

参禅者Ｆ・・
老 師・・
師・・

参禅者Ｆ・・
老
師・・

ね︒この自分 の念をどう処理する か︒処理するポイ ントが分かり︑そ れを守る力がつい

参禅者Ｆ・・ 苦しかったです︒
老

たら煩悩を処 理出来るし︑自 分をコントロール 出来る︒人生の迷い を切る刀を手に入 れた事になるの
です︒ 要するに修行の 大事な着眼が手に 入ったなら︑努力 を惜しまなければ次 第にそれが出来る 様に
なる︒さっと外す事がね︒努力に拠って初めて可能なのですよ︒
師・・

今の 質問の続きなんです けれども︒何処か ら出たかと︑自分 の内に対する追究と 言う

はい︒

参禅者Ｇ・・ すみません︒
老
参禅者Ｇ ・・

勿論そうです ︒言葉と言うより方法です ︒切り尽くすと ︑出所の無い本に行き着きます ︒

のは︑それに対する答えを求めるんじゃなくて︑雑念を切る為の言葉なんですか？
老 師・・

結論から 言えばですよ ︒決定的に出る所な ど無いと言うこと が分かります︒有る のは今の流転の様 子
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だと言う 事実を︑徹底的 に追及し尽くして 体得しない限り︑ 心が納得せず折り合 わないのです︒正 体
が 初めから無いと 分かると︑惚れた 腫れたも︑囚われ による幻想だと分 かって納得するので す︒つま
り︑囚われ とは︑作ったイ メージが心の中に焼 き付き固定して︑ そこを占拠された 様子と言えます︒
つまり︑囚われる心︑自己が有るからです︒
身心一如にな り隔てが無くなる と︑自分を意識し ていた囚われの心が 無くなるので︑焼 き付けてお
ったもの が根底からパ ッと消える︒囚われ ている間は絶対分 からないことです ︒暗い所で幽霊が おる
と 思ったら︑も う恐ろしくて近づ けない︒夜が明け て見たら︑こんなも のを幽霊だと思っ たのかと気
付くでしょ う︒ただね︑迷 いの中で迷いの無 い世界を知る事は 不可能な話しだから ︑どうすれば迷い
が取 れるかと言う 方法をよく聞いて︑ 後は追究するしか ないのです︒明る くなれば︑何もかも はっき
じゃあ︑ぼちぼ ち時間となりました ので︑茶礼会を終 わりたいと思います ︒正坐お願い

りしますから︑だから安心出来るのです︒そのための修行ですよ︒
世話人 ・・
します︒どうもご馳走様でした︒
平成 十六 年四 月三 日
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