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今日 も十 二時 前から坐禅さ れてる方もいらっしゃいました︒嬉 しいです ね︒さて初 めての方 に簡単にお話しま
す︒﹁只 ﹂聞いてその通りをやって下さい︒
坐 禅を特別に思わないことです ︒坐 禅修行の目的 は︑自分を決着 付けることです︒つまり一つ事に成り切り︑
徹 することです︒徹すると身心 一如となり本 来に還るのです︒要するに︑真個に徹 すれば自己 が取 れて道 が明
らかとなり︑一切が決着するのです︒結果として迷わなくなるのです ︒平常心是 道です︒日々是 好日です︒
禅は﹁今﹂その事に徹して一 つになることだ︑と言う道 理は分かったでしょう︒何でも一心 不乱に﹁只 ﹂するので
す ︒勉強の時は勉 強に徹 して勉強も忘れ︑勉強している自分も忘れて﹁只﹂することです︒仕事 でも食事でも真剣
にその事ばかりに成れば全て禅です ︒囚われが自ず から無 くなるのです︒坐 禅の時は坐 禅ばかりになることで
す︒ここでは一呼吸ばかりになって徹するのです︒本 当に徹 したら自 ずから決着するのです︒
少し余談 をします︒この世界は人と物です︒これを縁と言います︒無限の縁があれば当然 無限の作用 が存在 し
ます︒これが現実の様子です︒この無限 の縁に﹁今 ﹂﹁今﹂出会っての関係性が生 活であり︑時 間経過の流れを横か
ら眺めて言うと人生となります︒そこに有る決定的 な法が無常 です︒宇 宙全体が無常によって存在しているので
す︒全てが流転していると言 うことです︒生命 も無常の流転によって生命たり得ているのです︒無常流転が無けれ
ば︑この宇宙も無く︑生 命も存在していないのです︒つまり無 常こそが生命の源なのです︒無常流 転による時の経
過歴 史が人 生と言うことです︒
縦から言えば﹁今 ﹂限りの世界 です︒明 日も十年先も一億 年の未 来も﹁今﹂しかないのです ︒次の﹁今﹂に流 転し
て過去 となる︑まさに無 常の姿です︒未だ来 ない﹁今﹂を未来 と言 うのですが︑﹁今﹂が未来を産みながら過去 を
形 成しているのです ︒現実は常に﹁今﹂しかないのです︒﹁今﹂は過去と未来の隙 間のない絶対 世界です︒この無くて
有る︑有って無い﹁今 ﹂が無 限の命なのです︒
だから全てその時︑その場限 りの出来 事で︑完成も未 完成も無 いのです︒一つ一つ独 立した縁の作用だからで
す︒人が始めと終わりを付けるので︑完成 未完成 と言 う囚われが去来 し︑出来 不出来 を云 々して苦 しむだけで
す ︒勿 論物事には始まりと終わりがあります ︒出 来不出 来も有ります︒しかし物事その物 は始めも終わりもな
く︑出来 不出来もないのです ︒そこに有るものはただ縁のみです︒その物は是とも不是とも言 わない︑﹁只﹂その物
です︒
全て縁の寄せ集 めですから︑集められた縁に拠っては落ちるような橋となり︑人類の文化的遺産となるような
優 れたものにも成 る訳 です︒何 れにしても宇宙の根本は無常であり流転 していますから︑形ち有るものは必 ず滅
するのです ︒現れたものは又消えるのです︒人も縁 の限りだと言うことです︒現れるのも縁︑消えるのも縁に依る
のです︒これは現象世界 の道理であり︑宇宙の真理です︒
では私 達の心はどうかです ︒知 性は経験 し認 識したものは何 でも取り込 んで情報化 します︒それらが記憶 装
置 に書 き込まれて溜 まるのです ︒過去 のこうして蓄積された情報を本にして︑﹁今﹂接する物事に適応しているの
です︒
知性で処理す る構造である限 り︑とにかく一 旦は何でも情報 化しなければなりません︒この時 既に現実から
乖 離し実相 から遊離した虚 像世 界と成っているのです が︑その事 が知性では自覚 し得 ない宿 命にあるのです ︒こ
れが顛倒夢 想です︒迷いの根本です ︒この根本の過ちを解 決するのが仏法です ︒急所 は本 当の﹁今﹂に目覚 める︒
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有って無 い︑無くて有 る﹁今﹂︒無常 流 転の真 っ直 中の﹁今﹂︒永遠 の﹁今 ﹂︒自 我 も拘りも癖 も無い純 粋な﹁今﹂︒
﹁今﹂も無い﹁今 ﹂︒真 個﹁今 ﹂に徹することでこの﹁今 ﹂が我が物に出来 ︑拘る小 さな自 己が破れて︑天 地と同 根万
物 と一 体の大我と成 るのです ︒要 するに本 当の﹁今﹂に目覚 めればいいのです︒そのためには隔てなく一 心に︑注
意深く余念のない﹁今﹂を守るのです︒それが禅修行 です ︒
現実今 この瞬 間︑これしかない︑これだけなんだ︑と言う確 かな大 自覚 が必要なのです︒その消息が何 時でも
一 つ︑何時 でも﹁今﹂の確信 をもたらせるのです︒その事だけになって我 を忘 れるのが禅の本領です ︒良 いです か︑
その事ばかりになって我を忘れる︒此 処が急 所ですよ︒それで禅とは単を示すとあるでしょう︒
坐禅は﹁只﹂坐禅です︒坐禅には自己も迷いも無いのです︒坐禅に徹して︑坐 禅そのものになることを脱落と言
うのです︒悟りです︒解脱 です︒徹す る為には一切 の目 的を持たぬことです︒無我になろう︑成り切ろう ︑我 を
忘 れろう ︑徹 してや ろうと自己 を運 ぶと︑計らい事をす る自己と二人 連れになる為︑同化 できない為に徹 する
時節が来ないのです︒悟ろうとするのも邪魔者です ︒一切を捨てて空っぽのところ︑虚を錬るのです︒純 粋世界を
只管というのです ︒
目 的が無いのだから心 も使う必 要がない︒只坐る︒体は体のままに任 せ︑心も捨てておけばいいのです︒やりっ
ぱなしにしておけば良いのです︒感情が出 よう と念 が出ようと︑煩 悩が出ようと雑念が出ようと︑や りっぱなし
てその侭 にしておくのです︒要するに自分の心から離れるのです︒
初めはこれがちょっと難しい︒要するに心の侭にほっておくと言う 事は簡 単ではないのです︒このポイントが分か
るまで苦しみます︒分 からぬ時は分からないのが道です︒分 からぬ事はどうしようもないのだから︑言われる侭に
ひたすら努力す ればいいのです ︒吸う 時には吸う だけ︑吐く時 には吐くだけになるよう努 力するのです︒﹁只﹂吸
う︑﹁只 ﹂吐 くだけです ︒一 つ事 に単純 になれば良 いのです ︒この一瞬 一瞬に没 頭して下さ い︒この単純 な事 を単
純なまま︑朝から晩まで淡々とするのです︒自 ずから単一となり︑計らっていた自己が取れてきます︒
もう一度言 いますよ︒単純な事を単 純なまま︑飽くことなく繰り返 し︑繰 り返し︑繰り返 しする事です︒実行
し続ける︑これが菩提 心です ︒信ず る事が弱 いと迷 いますよ︒信は道元 功徳 の母とある︒知性を用 いると﹁でも
ね﹂と反 論の念が邪 魔をし︑﹁どう して﹂と擬 議の念が起きて撹 乱します ︒もっと良い方 法があるんじゃなかろう
かと思 い出 すと定めがつかなくなりますから︑不動の信念 が必要です︒此処の所は信じ切ることです︒そう か︑
一 心不乱に一呼 吸を真 剣に﹁只﹂しておれば良いのかと︒無知 性無批判になり︑繰 り返し繰り返 して真剣 に﹁只﹂
やって下さい︒では︒

提唱
第七 章を提唱致 します︒一番楽 な姿 勢で聞いて下 さい︒聞 き方 が一つだけあります︒一般 の講 演とか学 術的
な話 でしたら︑知 性をフル回転 をして︑深く理解 をする様 に聞 き取らねばなりませんが︑禅はそう ではないので
す ︒無我 に導 く︑心のもつれを解 いて自由 を得 る︑自我をとるための道ですから︑いきなり無心で聞く︒心の縺れ
が既に無 い状 態で聞く︒自我無 しで聞 くことです︒要するに﹁只﹂聞 くことです︒分 かる分からないの知性 で聞か
ない事です ︒﹁只﹂聞 くと言う標 準を分かり易 く言えば︑例えば川 に行 く︒そこには無心の水の流れ︑音︑小鳥の
声等がある︒それらは只 耳をすぐるだけです︒分かるとか分からないと言う 知性とは関係無 く﹁只﹂聞 くだけ︒

第七

あの状 態です︒これが提唱の聞き方です︒自分の持 ち物一切 を捨てて素直に聞くことです ︒
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しゅつり

ごんぐ

すべか

﹁仏法を修行し出 離を欣求す るの人は須 らく参禅 すべき事﹂
出 離とは迷いから脱け出る事︒欣求とは求 め願うことです︒迷 い︑囚われ︑苦しみから真に救われたいと願 う

まさ

ゆ

え

これ

に ょら い

ざい せ

きょう

し

ならば︑文句なしに坐 禅をする事が一番︒これがこの章のタイトルです ︒真剣に﹁只﹂坐 禅したらいいと言うことで
す︒

しょど う

本文 です ︒
むじょう ぼ だ い

しゅじょう

ゆう いん

かしょう

しょうぼう げんぞう

このか た

さ いてん

とう ど

﹁右 ︒仏法 は諸道 に勝 れり︒所以 に人 之を求む︒如来の在世には︑全く二 教 なく︑全く二 師なし︒大師 釈尊︑唯
け

しょそ

てき てき そうじょう

だんぜ つ

りょう

ふつう

い ご

そう と

だ無上菩 提を以て︑衆 生を誘引す るのみ︒迦 葉︑正 法眼 蔵を傳へてより以来︑西天 二十八代 ︑東 土六代︑乃至
ば つぐ ん

き

そ

すぐれしもの

ゆ え ん

すぐれしもの

五家 の諸 祖 ︑嫡 々相 承 して︑更 に断 絶なし︒然 れば則 ち 梁 の普通 中以 後︑始 め僧徒 より︑及 び王 臣に至 るま
せ つこう

しんだん い とう

きょうもう

うみ

し

あま

あま

で︑抜群 の者 は︑帰せず といふこと無 し︒誠 に夫 れ︑ 勝 を愛 す べき所 以 は︑ 勝 を愛 す べきなればなり︒
う んしん

ひろが

は しん

から

ぐ しゃ

たしな

たと

ぎ ょもく

とっ

たま

しゅう

葉公 が龍を愛するが如 くなるべからざ るか︒神 丹以東 の諸国 文字の教 網︑海に布き山に遍ねし︒山に遍ねしと
めいし ゃ

もてあそ

たと

えんせき

ぞう

あが

ま きょう

だ

しばし

そん

あわれ

べ

雖も 雲心 なく︑海 に 布 ると雖も 波心 を枯 す︒愚 者 は之を 嗜 む︒譬 へば魚 目を 撮て以て珠と 執 す るが如 し︒
へん ぴ

きょう

じゃふう

やす

すで

ちょう

こう ら い

迷 者は之を 翫 ぶ︒譬へば燕石を蔵して玉と崇むるが如し︒多くは魔 坑 に堕して︑屡 ば自身を損す︒哀 む可 し
ぐ づう

なん

な

ちょう

かつ

辺 鄙の境 は邪 風扇ぎ易 く︑正法は通じ難し︒然 りと雖も︑神丹 の一 国は︑已に仏の正法に帰 す︑我 が 朝 ︑高 麗
にゅうとう

きょうもう

とどこ

えき

等は︑仏の正法 未だ弘通 せず ︒何 すれぞ︑何す れぞ︒高 麗は猶ほ正法の名を聞 くも︑我が 朝 は未だ嘗 て聞くこ
こう

こ じつ

しら

あわれ

いたず

ろう

にんしん

とを得 ず︒前来 入 唐の諸師︑皆な教 網に 滞 ふるが故なり︒仏書 を傳 うと雖も︑仏法を忘るるが如 し︒其 の益
おしえ

是 れ何ぞ︒其の功終に空し︒是れ乃ち学道の故実を知ざる所以なり︒哀 む可し︑徒 らに労して一生の人身を過
ほう

われ

てん

われ

てん

われ

てん

かえ

われ

てん

す ことを︒夫れ仏道 を学ぶに︑初め門 に入る時︑知識 の教 を聞 き︑教 の如 く修 行す ︒此 の時 知る可 き事 あり︒
じゅう ら い

りょう せつ

しょう てき

かつ

のうそう

所謂法 ︑我 を転 じ︑我︑法を転ずるなり︒我能く法を転 ずるの時 は︑我は強く法 は弱きなり︒法還って我を転ず
な

まれ

でんじ ゅ

ゆ

え

あやま

こ じつ

しら

よ もん

べん

ごん ぐ

いずく ん

ぶん べつ

るの時は︑法は強く我は弱 きなり︒仏法 従 来此の両 節 あり︑正 嫡に非 ずんば︑未だ嘗て之を知らず ︒衲僧に非
おのず

ず んば︑名すら尚ほ聞くこと罕 なり︒若し此の故 実を知 ずんば︑学道未 だ辨ぜず︑正邪奚為 ぞ分別せん︒今︑参
まことのどう

りょう ち

ゆ

え

これ

禅学道 の人︑自 から此の故実 を傳授す ︑所以に 誤 らざるなり︒餘門 には無し︒仏道を欣求するの人︑参禅に非

まさ

ずんば︑眞 道を 了 知 すべからず︒﹂
しょど う

﹁右 ︒仏法は諸道に勝れり︒所以に人之を求む︒﹂
何故 かと言 うと︑執着 の根本 を解 決するからです︒真実の大道 で堂々と生きられる道だから︑個 人や社 会︑

ざい せ

きょう

し

む じょう ぼ だ い

しゅじょう

ゆ う いん

そして他 の幸せを助 けても妨げる事 は絶 対に無 い道です ︒本当 の世 界を求 める人は自 然にこの道を求 めるので
す︒
に ょら い

かしょう

しょうぼうげんぞう

このか た

さ いてん

とう ど

﹁如来 の在 世 には︑全 く二 教 なく︑全 く二 師なし︒大 師 釈 尊︑唯 だ無上 菩 提 を以て︑衆 生 を誘 引す るのみ︒
迦葉︑正 法眼蔵を傳へてより以来︑西天 二十八代︑東土六代︑﹂
りょうじゅせん

如 来は大 恩教主釈 迦牟尼仏です ︒解脱の法門は只釈尊 御一人でしたから︑釈尊以前にこの大 法は無く︑当 然
二 師無しです︒又門 流も有りません︒生涯 只解 脱の法 門︑無上 菩提を教 え導 かれました︒所が霊 鷲 山 において
拈華 微笑の一大 事因縁 が起こりました︒﹁我に正法 眼蔵 ︑涅 槃妙心 ︑教 外別伝 ︑不 立文 字ある有り︒今 摩訶迦
葉に附嘱 す︒﹂と獅 子吼 され︑此 処に迦 葉尊者 が同じ解 脱を得た事を証明 をされたことです︒この瞬 間︑迦葉
尊 者が祖師の第一祖として仏法師資 正伝が始まるのです︒こうして釈 尊の生 きた仏 の心を︑体験によって伝 えて
きたのが禅の特色です ︒他の法門には決してない嫡嫡相承 印可証明 によって︑正しく解脱 の法門 を伝えて本分と
しているのです︒語 句文字の外の消息ですから︑正しく修行し正しく体得して初めて伝わる一大 事因縁です︒
西天は日本 から言 えば西の国でインドを指します︒代々伝 えて来 てインドの最 後があの二 十八代 達摩大 師で
す ︒迦 葉尊者 から達摩大 師までが二十八 代です ︒達 摩大師 がインドの東 ︑つまり支那 大陸に正法 をもたらしま
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した︒東土に来 て六祖大鑑 禅師まで六代です ︒それまでは転々 と一 器の水 を一 器に移すが如 く伝えて来ました
が︑六祖は南嶽懐 奘禅師と青原行 思禅師の二神足 を打 ち出し︑又 傍系ではあるが永 嘉大師が現れたのです︒そ

しょそ

こから正法が広がり始め︑百年余の後 には︑明眼の宗師が雲の如く天下に満ちて︑後六七百年栄えるのです︒
け

﹁乃至五家の諸祖︑﹂
五家とは青原 行思 の流 れから曹 洞宗 ︑法 眼宗 ︑雲 門宗 の門 流が現 れ︑南嶽 禅師 下から臨済 宗︑紫 仰 宗の五
家が現 れました︒更に臨済 門流から楊 岐派 と黄 龍派が加 わって五家 七宗と言 うのです︒日本 には曹 洞︑臨済︑
黄檗の流れが続いています︒現在支那 大陸に於いては既に正法は完全に断絶しました︒ご存じの様に今 から三十
余年前に紅 衛兵による文化 大革命 と称して文化 財を破壊し尽くしました︒寺から何からぶち壊 してしまったも
のですから︑健全 に形 だけでも伝えて来てたものが︑あそこで決定的になったようです ︒今復 興の気運 が高 まり︑

りょう

ふ つう

い

ご

そ うと

ば つぐ ん

達摩 大師がおられた少林寺 も修 復して立派 になりました︒これから祖師方 の足 跡を検証しつつ復 興して行くで

だ んぜ つ

しょうが︑建物の復興は容 易でも内容が無ければ野狐 の住処か︒
てき てき そうじょう

き

﹁嫡々 相 承して︑更に断 絶なし︒然 れば則ち 梁 の普通 中以 後︑始め僧徒 より︑及び王臣に至 るまで︑抜 群の者
は︑帰せずといふこと無し︒﹂
五家七 宗の祖師方 は︑正しく嫡 々相承 して正 法を伝えてきた本 流です︒支那では釈尊 とほぼ同じ頃︑孔子が
現 れて以来︑諸子百家が現れ︑四書 五教と言われる思想が体系立 てられていきました︒表 の思想は儒教︑裏の思
想が老 荘思想 の道 教です︒政治 も教 育観もそれで上手 くや ろうとして取 り入れられていたのです︒帝王学 もま
たこれが中心 でしたが︑次 第に抽 象的 形而上 学化 したため︑理 屈のための理 屈となり︑政治 にも教 育にも無力
化したのです︒要するに行き詰まったのです︒
そこへ仏 教が伝わり︑翻訳が進むに連れて空や無我や 解脱︑事々 無碍︑因縁 所生の法と言った全く新しい概念
や思 想に刺激 されて︑急速に広 まったのです︒忍耐努力 と慈 悲︑無 常観と言った精 神は︑為政 者にとっても人 心
にとっても誠に好都合でしたから︑禅僧ばかりではなく︑国王大臣 皆挙ってこの仏法 を学 んだのです︒それまで書
物による学 でしかなく︑説明書 き︑効能 書きの研究 に尽 きていました︒梁の武帝がその代表 です︒仏 法天子と言
われる程 仏法好 きで︑自らお経の講釈をしていたし︑沢山 のお寺を建て︑沢山 の僧を養 い︑翻訳 にも力を入 れて
仏法 普及 に尽力 した帝です ︒本 当にお互い相 譲り合い助け合って行く素晴 らしい世 の中 を形成す る為には︑忍
耐努力 と慈悲 が根 本です︒ところが道理では確かにその通りと分かりはしても︑一向に実が上がりません︒我見
を取らぬ限り貪 瞋痴の猛毒は如何ともし難いからです︒
つまり正法の師が居なければどう にも成らないと言うことです ︒そこへ達摩大師 が来 られました︒が文字語句
の仏法時 代が長 く続 いていましたから︑坐禅 をして修 証不二 の当 体全 是を投げ出して見 せても︑誰 一人目 を見
張る者も関心を持つ者 も居 なかった程︑理 屈仏法が主流でした︒本物を見て取る上根 の士は居なかったと言う こ
とです ︒従 って本 物が到来 しても暫くは法 難に遭う 程に法縁 が有りませんでした︒達 摩大師 は或 る時は石を投
げられて前歯を折られ︑這々の体で逃 げ廻り︑六 度も毒を盛られて遂に死んだのです︒その弟子 慧可大 師は首
を刎 ねられて死にました︒
だから五 家七 宗まで広 がるには︑矢 張り相当 の時間 が掛 かったのです︒今までの知 性による理 論展 開ではな
く︑実地に行じて解脱 を得 る︒これは理 を捨 てて事に徹し︑事実 と虚 像との涯際 を付 けることです︒これが自己
超 越であり理想 社会 へ向かう 道だ︑ということが理解 され広がるまで要 した時間 です︒徹す るには正 に坐禅 修
行に勝るものはないと知れてからは︑禅僧ばかりではなく︑国王大 臣に至 るまで参禅をするよう になったのです︒
黄檗禅師 は︑後に宰相となった役人のツラを︑二度もはり倒しています︒それ程禅僧の力量が信じられる程に正
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すぐれしもの

法が普及したのです︒
そ

ゆ えん

すぐれしもの

﹁誠に夫れ︑ 勝 を愛すべき所以は︑ 勝 を愛すべきなればなり︒﹂
最善 を愛 する理 由 は︑それが最 善であり道だからです ︒決 して特 別なことではない︒要 するに己 の為ではな
く︑﹁只﹂道の為に道を行ずるだけです から︑どうしても隔 てを取らなければ同化出来ない︒そのためにも最も優
れた道を踏むしかないではないか︒それが坐 禅であると︒
極端な時には三度の飯を一度にしてでも助け合って行 くのが人であるから︑そう言う 人間にならない限 り此の
世の中 は浄土にならない︒菩提心を起こして我見を捨 てさ えすれば皆仏法底ですから︑慈悲の当体全是です︒こ
れ以上に優れた道はないので︑真 実に生 きようとするなら︑根 本から解 決する最上の道を学ぶのは当 然ではない
かと︒
せつこう

﹁葉公が龍を愛するが如 くなるべからざるか︒﹂
梁 の武 帝は如何にも素晴らしい功徳を施した様には見 えるけれども︑仏法 は建 物に非ず︑袈裟衣 に非 ず︑講
釈に非ずです︒帝には帝としての仏法がある︒即今分に安住して任を全 うすることが仏 法です︒道を忘れて仏法
を他に求めるは大いに誤りです︒他を認めれば早穢れと知るや知らずや︒
此処に葉公 と言 う人在 り︒龍が大好 きで︑部屋 一杯に龍の絵を飾り︑龍 の彫刻 を置 き︑龍だらけの中 で生活
していたら︑それを知った本当 の龍が︑﹁そんなに龍 が好きだったら︑この俺が行 ったらさ ぞかし喜ぶであろう︒﹂
と︑本物 がひょいと顔 を出 した︒葉公 は喜ぶどころか驚いて腰を抜 かしたと言 う話 です ︒偽 物を本 気 で愛す る
と︑本物を疑い恐れるようになるものです︒だから葉公の様であってはならないと言う注意です︒
本当の仏法 とは何 ぞやと︑深く自問 して見よとの底 意です ︒祖 師方が伝 えてくれた道に従う ことです ︒日 々

きょうもう

時々 ︑只即念を練り︑自己無きを錬 るのです︒禅定三 昧で事に臨 めばいいのです︒
しんだん い とう

﹁神丹以東 の諸国文字の教 網︑﹂
神丹以 東の諸国とは朝鮮半 島︑日本です︒何処の国の人達 も皆 伝わってきた文字 や言葉 に取り付かれ︑その
解 釈の為に生涯 を費や しておる︒哀れなことだし愚かしいばかりだが︑今まではそんな教 えばかりであった︒自分

し

あま

あま

うんしん

も長らくそうであったと内心の反省が窺えます︒
うみ

﹁海に布 き山に遍ねし︒山に遍ねしと雖も雲心なく︑﹂
そう言う 教えは海 の如く︑山の如く沢 山伝わっては来たけれども︑山 にしてはお粗 末じゃないか︒雲は拘り無
く自 由自在︒縁に従 って右に左 に悠々 たりです︒山 がどんなに高くても雲は山 を汚さず ︑山も又雲を遮らず︒し

は しん

から

かし教網に触ると中毒症 になる︒拘り無き雲心どころではないぞと︒
ひろが

﹁海に 布 ると雖 も波心を枯す︒﹂
波は縁 に従 って無 心にひょいひょいっと生まれ︑縁に従 ってひょいと消 える︒けれども本の海 水の一姿に過 ぎな
い︒つまり波 は只 その時の縁 に応じた姿で︑微 塵も海水 と異なるものは無い︒海水 は何 時でも縁のままに無限 の
波 を生みつつ消 えて︑如何 なる形も残さない︒
しかし山の如く海 の如く経典経文 が広 まってはいるが︑雲心 波心を得るどころか︑皆文字語 句に囚 われて中毒
症状 をきたしておるというのです︒皆仏 の言 葉であるから尊いものに違いないが︑活文字 ︑活 語句には到っていな
い︒中毒に罹って雲心波心 を殺しているからです︒経典 経文は仏 法導引への縁に過ぎないと言うことを知れよ︑決
して文字言句に囚われるなと︒
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ぐ しゃ

たしな

﹁愚者は之を 嗜 む︒﹂

とっ

たま

しゅう

め いし ゃ

もてあそ

たと

え んせき

ぞう

あが

文字語 句を好 む愚か者は経典などに溺れる︒甚だ哀れなことだ︒真実の道に志 すには︑先ず その事の非なるこ

ぎ ょもく

とを自覚せよ︒でなければ即今 底以外に仏法は無い︑と言うことを知るよしもないぞと︒
たと

﹁譬 へば魚目を撮て以て珠と 執 するが如し︒迷者 は之を 翫 ぶ︒譬へば燕 石を蔵して玉と崇むるが如し︒﹂
例えば泥仏 を崇 めて大 事にしても︑水 に入 れば忽ち溶 けてしまう︒そんな仏は何の役にも立たない︒そんな物

だ

しばし

そん

を尊ぶ者を愚か者と呼ばずして何と呼ぶ︒
ま きょう

﹁多 くは魔 坑 に堕して︑屡 ば自身を損す ︒﹂
そう なると空 と言 う言 葉を聞くと﹁空とは何も無いと言う ことだ︒因 果も空だから︑清浄 も染 汚も無 い︒法
もまた空 であり︑煩悩も空 ︑菩 提も空︒一切この侭で法 なのだ﹂と言って秩 序を無視す る︒無 を聞 けば無に毒さ

へん ぴ

きょう

じゃふう

やす

れる︒善悪自 他に囚われる︒何れにしても概念や言葉の奴隷︑経典語句の奴隷となり︑間違 いを深めて仏 法から

べ

呪われ一生を棒に振るぞと︒
あわれ

﹁哀 む可し辺鄙の境 は邪風扇 ぎ易く︑正法 は通じ難し︒﹂
辺 鄙の境とは本当 のものが伝 わってない所 のことです︒そう言う 所は既に偽物が跋扈し流通 しているから騙 さ
れ易い︒だからこうした先 入観 の者 に正法を説 いても︑とても理解 出来ず 通じるものではないと︒当 時の日本の
事を指しているのです︒
道を得るには禅定 に徹しなければなりません︒しかし即 今底は無味 乾燥です ︒この無味 乾燥の所が無 限の味
合 いある世界ですが︑徹 して初めて分かるものです ︒それより仏法を向 こうに立てて︑金ぴかの厨 子に仕舞 い込ん
だ仏 像に︑壮大な思想 的裏 付けをして︑最も尊 くらしく説 かれた方 が︑何 となく厳かに思えるし信じたくなる
ものです︒邪法強ければ正 法弱しです︒悪 貨は良貨 を駆 逐するのは︑真 実を見 分け真 実を本 当に愛する真剣さ
が無いだけです︒
すで

﹁然りと雖も︑神丹の一国は︑已に仏の正法 に帰す︑﹂

ぐ づう

達摩大 師が東 土に来られ︑六 祖に二神足 が出た︒支那ではそれから忽ち英雄豪 傑がわっと現れ出て︑禅の全

こう らい

盛期が六七百年も続くのです ︒
ちょう

﹁我が 朝 ︑高 麗等は︑仏の正法 未だ弘通せず︒﹂
でも朝 鮮半島及び日 本には正法が伝わっていなかったのです︒典 籍は六〇 八年︑聖 徳太子の命により小 野妹子
が持 ち帰 り︑教網は来日 したのです︒正法 が初めて日本に伝 わったのは︑凡 そ六〇 〇年以上 経って︑一二二 七年

な

ちょう

かつ

に道元禅師が帰朝した時です︒その間︑仏 典は可成り浸透し思 想的研究は進んでいたのです︒
なん

﹁何すれぞ︑何すれぞ︒高麗は猶ほ正法の名を聞くも︑我が 朝 は未 だ嘗 て聞 くことを得ず︒﹂
朝 鮮半島 へは解脱 の法 門のことは早くから伝わり︑我が国は栄西禅 師︵一 一四一 〜一二 一五︶によって初めて
禅がもたらさ れ︑それまでは正法 のことはもとより解 脱の道があるなどとは夢にも知らなかったのです ︒どうし
てだ︑何故だと道元禅師の深 い嘆きが響かぬ者は道の人ではないのです︒
にゅうとう

﹁前 来 入 唐の諸 師︑﹂
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とどこ

中国へは沢 山の学僧が渡って勉強し学んできた︒弘 法大師もそうだし︑最澄もそうですね︒
きょうもう

﹁皆な教 網に 滞 ふるが故なり︒仏書を傳うと雖も︑仏法を忘るるが如し︒﹂
皆正師に会えなかったから仕方がなかったのです︒日 本の誇るべき祖師の一人である弘法大師は八〇四年に渡
り︑二年後 の八 〇六︵一説には八〇八 ︶年に帰国 しています︒大師が唐に渡った頃は︑達摩 大師から神光慧 可大
師 ︑鑑智 僧燦︑四祖道 信︑五 祖弘忍 と︑漸く一 粒種が伝わっているだけでした︒六祖に二神 足が現れ︑馬祖 下八
四人 の善 知識輩 出によって急速に弘 通し始めた矢先のことでした︒百丈 禅師は八一四 年の遷 化ですから尚健 在
であったし︑兄 弟弟子 である馬祖下 の神 足は殆ど在 世だったでしょう︒又その弟子 の代 ︑即 ち黄 檗禅師 時代です
から︑可成 りの英傑 は存在していました︒
ここで問題 なのは︑例 え正 師は居たとは言え︑大 大陸での出会 いのためには二年間 では時間が少 なすぎたし︑
何より最大 の要因は彼が解脱の法門 の有 ることを知 らなかったことです ︒彼 程の人物 ですから︑知っていたら決
死の覚悟 で尋ねたはずです ︒実 に惜しいことでした︒折角 志を持って行っても正 師に会えなかったばっかりに︑典
籍 に留まってしまったのです ︒
彼は帰っても尚 正法である解脱の法門のあることは知 らなかったようです︒
やはり余程 の縁がない限 り正師 に出 会うことは不可能 だったのです ︒しかしあの空 海が正師に出会って法 を得
ていたら︑大変な事になっていたろうと思 います ︒日本の精神史もですが︑政治も多大な影響 があった筈です︒
空 海の偉かったのは︑先ず 第一に僧として行解相 応していたこと︒そして理想とそれに向かう努力 心のおおせ
いさ︒勉強も修行も本真剣でやりました︒筆も達者であり詩文等にも優れ︑現象面全般科 学的認識に卓越して
いた為︑現世 利益 に多 大な成果 を上 げて︑多くの足 跡を残したのです︒とにかく頭脳 明晰な上に人 格者です か
ら全 体非の打ち所 が無 いと言える程︑完成度の高い人でした︒だから王侯貴族 から一般 の民みんな︑出会った者
は悉く信服し帰依 したのです︒だからこういう人 に正 法があったら︑国 を動 かしておる人達を正法に導き︑歴史
も変わった筈です︒
それにしても日本は聖徳 太子を皮切りに︑次次に立派 な精神 性の高 い指 導者が現れたお陰 で︑何処 の民族 に
も類 を見ない︑非常に自 律性の高い民族 性が出来上 がったのです︒大本は農耕民 族だったからです ︒何を見 ても
そこには天地 自然 の恵 みに対す る感謝の心︑そして何 事もそれをもたらせた大自然 の大きな愛情の様な︑人 格
の様な︑人間を遙かに越えた叡知の様な心 を感じて︑畏敬の念を込めて崇めて来ました︒感 謝と恐 れと︑諦めと
祈りと︑工夫努力 忍耐が︑八百万の神々を生み出した基本精神なのです︒
そうした下地の上に︑聖 徳太子は仏教を中心 に置 き︑儒教精 神を良 い形 にして取り入れていったのです︒内 心
には真 の人間性とは何 かと言うテーマを掲げていて︑他の畜生とは異なる理想の人間 性とは何か︑健全な自 尊心
を持ち自立性 を持 って︑自己管 理がキチッと出 来る本当 の人間 とは何かを求めていたのです ︒そして全体 の国造
りとしては︑平和 な社 会を目指 し︑その柱となったものが﹁和﹂の精神 です︒このお陰で我 が民族が今日 の様 な道
義 に厚く︑忍耐努 力と霊性豊 かな精神性が培われて来 たのです︒
しかし例えこのような立派な指導者であっても︑解脱の法門︑正法の上から言 えば︑真実 に自 己を究める道 で

こう

ない限り︑何れも皆迷いの法であることは免れぬと言う訳です︒
えき

﹁其の益是れ何ぞ︒其 の功終に空し︒﹂
幾ら知性を働かし努力しても︑仏典を諳んじて深い哲 理を構築し︑認識 論として極め尽 くしたとしても︑自分
の中 に一 念心が起こってくる限り︑貪 瞋痴の猛 毒をどうすることも出来 ないではないか︒自分自身に迷う事 実を
何ともならんではないか︒その為に費やした努 力に︑一体どんな益が有るというのか︒其 の功終に空しです ︒自己
を空じさえすればパッと無毒化して︑却って知識も知性も薬 効となり功徳力となるのです︒
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田の草を

しら

取りてそのまま肥やしかな

を肝に命じておけと︒
こ じつ

﹁是れ乃 ち学道の故実を知ざる所以なり︒﹂
故実とは︑祖師方が教 え伝えてきた本当の道です︒本当の解 脱の世 界が有ることを知らなかったために︑大切
な努力も時間も無駄 事になってしまったではないか︒知 らざ る程悲しいことはない︒知らざるは学 人の罪に非ず ︒

いたず

ろう

にんしん

教えざる師の罪なりとの底意です︒
あわれ

﹁哀 む可し︑徒 らに労して一生の人身 を過すことを︒﹂
だから学人 は仏法 を修行 すると言 うても︑それが確かに祖 師伝 来の正 法かどう かを確認 してから学ばない
と︑一生を台無しにするぞ︒努力は尊くても︑正しい努力でなければその努力は空しいばかりだ︒人 身過ぎ易し︒
時再び還らず︒無常 を如何せんと︒
おしえ

﹁夫れ仏道を学ぶに︑初め門 に入る時︑知識の教 を聞き︑教の如く修行す︒﹂
何を学 ぶにせよ︑初 めはどう しても言 葉で以 て教えを聞かなければならない︒知 性を以て道 を聞かなければ
ならない︒頭 脳を以 てそれが正しいか正しくないか︑本物 か偽物かを分 別しなきゃならない︒門 に入れば︑善知
識 の教えを聞き︑それに従って修 行せねばならないが所以に︑次の理があると︒
﹁此の時知る可き事あり︒﹂
法を聞く時︑学 人として注 意すべき事がある︒例え正法であっても︑聴き方によっては邪法となる︒例え邪法で
あっても︑聴き方次 第では却って正 法となる︒正邪は他に有るのでは無く︑法も別 に有 るのではない︑と言う こと

われ

てん

われ

てん

われ

てん

を良く心得よと︒道元禅師はどこまでも親切極まり無しです︒
ほう

﹁所謂法︑我を転じ︑我︑法を転ずるなり︒我能く法 を転ずるの時は︑我は強く法は弱きなり︒﹂
法 とは解脱の法 門です︒元 来法でないものはないし︑本来迷ったり間違っている物 はないのです ︒法はそうであっ
ても︑人には隔てがあり拘りがある︒それが邪魔をするので法の如 く円満に行かない︒ここが一大事 因縁です︒ど
うしても解決しなければならない問題点です︒
問題解 決の決め手 は︑勿論 問題 を起 こす根源 を何とかするしかないのです ︒即 ち﹁隔てを取 る﹂事にあるので
す ︒本 来法の丸出 しです から︑どうす る必要も無く︑加えたり取り除くべきものは無いのだが︑法と人とが隔た
り別々 になっているので︑法でありながら法が死んでしまっているのです︒
自己を立てて法を聞くと︑法は自 己の外に捨てたことになるのです︒自分が有ると︑忽ち知性を持ちだして分
かるとか分からんとか概念操 作をして︑これが法をずたずたにす るのです ︒隔てが無 ければそのままです ︒聞 く
ままです ︒我も無 く貪瞋 痴も無いのです︒何も無いのが法です ︒だから我を立てて法を聞 くと︑法を得 る事 が出

われ

てん

来ないから︑只聞きなさいと言うことです︒
かえ

﹁法還って我を転 ずるの時は︑法は強 く我は弱きなり︒﹂
祖師 方の教 えの通り︑今々﹁只﹂淡々 とする時 ︑何処 にも自己 はないので︑自 ずから隔てが取れてくる︒縁の侭
に従い去るのが禅修 行です︒自己が無ければ法の丸 出しです ︒一切 所︑一切 時︑何 処に我が有るか︑子細に参究
してみることです︒その物には自己 も何も無いと気が付けばしめたものです︒
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じゅうら い

りょう せつ

しょう てき

かつ

のうそう

な

まれ

﹁仏法 従 来此の両 節あり︑正 嫡に非ずんば︑未だ嘗て之 を知らず︒衲僧 に非ず んば︑名すら尚ほ聞くこと罕な
り︒﹂
仏法とはその物自体 です ︒その物自体は自己無く隔てなし︒端的 です ︒端的は元来あれこれ説明 の余地はない
のです︒本来は解脱 しておるぞと教 えているのです︒端的 に二つはないのです が︑ここに人が介 在すると︑人 と仏
法と隔 たりを起 こし悶着が始まるのです︒仏法と言 うものが人や物と離れて浮き上がってしまい︑文字や言葉 に
求 めてしまうのです︒伝える為の道具に過ぎないのに︑それが仏 法だと誤信してしまうからです︒文字や 言葉に
依って仏の心を取るか︑語句の意味を取るか︑この二つの道に分かれるのです︒心を取れば魂に入り隔てを取りま
すが︑意味を取れば知性に入り情報化さ れ理屈を増長するのです︒
法は﹁只﹂ですから︑それで﹁只﹂読み︑﹁只﹂聞 くのが道です ︒﹁只﹂は確 かな修行 をした者 で無い限り絶対 に分
かるものではないのです︒確かな修 行者でなければ︑自己から離れたことがないので︑﹁只﹂の消息は決して窺い知
ることは出来ないのです︒正嫡 とはその物 自体の消息 ︑﹁只﹂を体得 した人です︒本当の祖 師のことです︒その人で
なければ貪瞋痴 を空 じていないから真実の法ではない︑と言う 意味です︒衲僧も同じです︒だから確かな修行者

しら

べん

いず くん

ぶ ん べつ

でなければ︑本当の解脱の様 子など聞 いた事もない筈だと︒
こ じつ

﹁若し此の故実を知ずんば︑学道未だ辨ぜず ︑正邪奚為 ぞ分別せん︒﹂
本当 の衲 僧の︑本当 の解脱 の法 門を聞 かない限 り︑どんなに頑張 っても道を誤 るから︑先ず 正師 を探しなさ
い︒そして祖 師方のお話をよく聞き︑学道の精神 をよく知 りなさい︒確かな経験 に基 づいての実地の話でなけれ

でんじゅ

ゆ

え

あやま

よ もん

ば︑自 分の学道 修行が正 しいか正 しくないか︑どうあればいいのか︑これを見 極める事 が出 来ないではないかと︒
おのず

﹁今︑参禅 学道の人︑自 から此の故実を傳授す︑所以に 誤 らざるなり︒餘門には無し︒﹂
道 元禅師が多年 苦しんだ経 験と︑自分が確かに体得 した事実 を以て示 されるのです︒私が説 く正法を信じて
参禅 弁道すれば︑絶対に間違 いはない︒外にはどこにも正法はないぞと︒それがこの一文 です︒機に臨んで他に譲
らずの気概充 分です ︒仏 法らしげな事を言っておるけれども︑他の法門 にはこの確かな故 実はないと断定して︑

まことのどう

りょう ち

学人の信を確固としたのです︒この大自信こそ無我の標本です︒
ごん ぐ

﹁仏道を欣求するの人︑参禅に非ずんば︑眞 道を 了 知すべからず︒﹂
本当に仏道を究めようと願 うならば︑正しい坐禅に依らなかったら本当の道を得る事は出来ない︒この事だけ
はこの宇 宙がバラバラになったとしても絶対に確かだから︑私 の法を良く聞き︑よく弁道しなさいと︒これが第七
章 のまとめです︒先師 如浄禅 師曰く﹁只 管打坐 して初 めて得てん﹂と︒父子 相承して水も漏らさぬ間柄︑道に一
点の余 物無きを見て取らねばなりません︒是れが真 道です︒是れを了知す るために須く参禅弁 道せよと︒
参禅は﹁只﹂坐禅することです︒只管打坐です︒只管は純一 無雑です︒その物自体です︒本当に坐禅そのものに
成 らなければ本当 の道を得ることは出来 ない︒何 故なら︑坐禅と自己と隔たっていると不純 物が介入し︑本来 の
坐禅 と現成 しないからです︒坐 禅が坐禅と現成した時が覚了した時 です︒﹁本来本法性 ︑天然 自性心﹂と了知し
大安心の境界を得た時です︒
標準は兎に角 静かな部屋で︑一心 不乱に﹁只﹂吸 い﹁只﹂吐 き︑﹁只 ﹂吸い﹁只 ﹂吐く︒この何でもない事を真剣に
真 面目に︑全霊を全挙してやってご覧なさい︒自ずから心の癖 が溶 け落ちて行くのです︒これが正しい修行 です ︒
正しい修行さ えしておれば︑結果 は自ず から時 節がもたらしてくれるのです︒今から坐禅をして頂 きます︒今で
す︒一 呼吸です︒﹁只 ﹂ですよ︒
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老

茶礼会
師・・ ︵新 しい参禅者に︶此処の参 禅会をどうして知ったのですか︒
師・・ ホームペー ジですか︒それで分かりましたか︒此処の坐禅の趣旨 とか宗風︑や り方その他が︒

参禅者 Ａ・・ ホームページを見 ました︒
老

師 ・・ 成る程︒初めはどんなに親切 に細かく説かれても分からないのが普通 です︒従 いまして今回 何も得

参禅者Ａ・・ はい︒私なりに分かったつもりで︑実際の所が知 りたいと思って今日は来ました︒
老
られなかったとしても︑落胆したり悲観する事はありません︒聞いて分かる世界ではないので︒ただ実地に坐禅し
ましたから︑ちょっと落 ち着いたでしょう︒坐 禅に大層な期待はしないことです︒要求が有るだけ作為となり︑成
り切ろう とし探したりして︑却って成りきれないのです︒とにかく何も思わず に﹁只﹂坐 禅し︑﹁只﹂呼吸 すること
です︒求めないから失ったり期待はずれという こともなく︑次 第に﹁今 ﹂と親密になってきます︒
自分 を救うには︑﹁今﹂救うしかないでしょう ︒今 しか救 う時がない︑今 しか坐 禅の時がない︒禅は特別 な事 を
するんじゃない︑﹁今 ﹂を本当 に︑真 剣に﹁只 ﹂在ることです︒今本当 であれば良いのです ︒今 の自分 の一 呼吸が本
当で在ればいいのです︒本当に歩 いておればいいのです︒本 当とは﹁只﹂です︒余 念もなく感情やイメージもなく︑
それだけになることです ︒自 分が無 くなり︑そのもの自体 になることです︒万事 そう するのが禅修 行です︒探し
たり理 解するのと違います ︒何 時でも﹁今﹂であり︑何時でも自分ですから︑求 めたり探したりしたらその物と離
れて分 からなくなりますよ︒常に真面 目で素直 であれば︑自然に﹁今 ﹂︑﹁只 ﹂出来 るようになります ︒禅 は﹁只﹂
す ることです︒このことを自覚して下さい︒
初めての方の感想をちょっとお聞きしたいですね︒
世話人・・ じゃあ︑マイクを回 しますので︑初めての方質問 があればその内容を言って下さい︒
参禅者Ｂ・・ 初めまして︒隣 にいらっしゃる方に誘われて参りました︒一 番印象的な事は眠かった事です︒その眠
気 は気持ち良かったです︒それが印象と言えば印 象です︒ところで質問 です︒禅茶と言うのがあるんでしょうか︒
ちょっと興味がありまして︑お茶を通じて禅の心が分 かる様なチャンスが若 しあれば︑行ってみたいなと思 うんで
師 ・・ 茶道は禅の心得が基本 ですから︑敢 えて禅と言う 必要は無いですよ︒三 度三度 の食事 を︑禅の心得

す︒宜 しくお願い致します︒
老

で一噛 み一噛 み丁寧にやれば道ですから︑全 く茶道の内容と同じです︒今や っている事 が自 分ですから︑本当に
成り切っておればそれが禅茶です ︒一箸に全霊 を込めて﹁只 ﹂口に運び︑﹁只﹂噛む︒余念 無く成 り切っていたら食
事禅ですね︒ですから食事で悟る事は可能なのです︒成り切って我を忘 れたら自己 の無いことを体 得します ︒
ですからわざわざ茶道 を習 って禅を学ぼうとしなくても︑日 常朝起 きて寝 るまで︑私達は生活と称す る禅 修
行 があるのです︒今︑今︑余念無 く真 面目に︑一心にする事 です︒これしか禅 は無いのです︒要するにそのものだ
けになって︑他 の一 切を忘れておれば良いのです︒処が言 葉を覚えて以来 ︑自 我が形 成され︑全 て自己 の思 うこ
と感 ずるままに精神は機能します ︒面 白い事と面 白くない事を感じるよう になり︑面白 い事 ならば一所 懸命す
るが︑面白くない事︑損になる様な事はしたくない︑と言う分 別と執着が固定してしまったのです︒これが我見で
あり執着です︒心に隅から隅まで行き届き固定して︑れっきとした回路になっているのです︒だから始末 が悪いの
です︒
真剣にやろうと瞬 間は思っても︑心 の中で損得好き嫌い等の自己 保全バリアが作動して︑意志を底辺から突 き
崩 すので︑真 剣さ が次第に低 下して続かなくなるのです︒それを無 視し押し切り﹁只﹂する力が備 われば占めた
ものです︒我々には非常に稚拙な心 の決定回 路が︑知性の届かない心の奥に潜んでいるのです︒この心 の癖を取る
のが修行です︒
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それで道 元禅師 は﹁仏 道を習うと言うは自己を習うなり﹂と︒見えない固まった囚 われの自己に支配 されてい
る心の癖を取 るのが禅 修行だから︑その為には一瞬 一瞬支配されないように自分を見失うなと︒
平素 は生 活するために仕事 をしています︒非 常に疲労して修行 する余力 がない状態が普通 です︒取り敢 えず
癒しをし疲労回 復を図ります︒この時 ︑修 行しなければと気持 ちは有 っても︑実行す る状態ではないのです ︒そ
れでもす るには余程の願 心と努力 が必 要です︒とにかく知らない間 に囚われの自己が出来上がっているので︑この
無明 を自分の力でぶち壊すと言うのは︑並大抵 の事ではないのです︒
実情として二十 四時間︑自己を習い続 けると言う のは専門の場で︑ちゃんとした指導者に就いて初めて可能な
事です︒通 常の生活 の中ではとても難 しいのです︒しかしながら朝に晩に︑例え二 十分でも三十 分でも本気になっ
て坐禅す れば︑日常 が楽になり︑囚われが薄らいできます︒要はやはり菩提 心です︒どう しても自分 の見えない
殻 を破ってやるぞと本 気になる事です︒日 常︑思い出し思い出 しでも良 いですから︑目的 意識を失 わぬ事です︒
自然 に出来上 がった囚われは︑意識では分 かりませんから︑自 分流で解 決つける事 は考 えない方が良 いです︒不
可能ですから︒
それよりもちゃんとした手厳 しい指導者 に︑頭から砕いてもらうことです ︒禅門を叩く時は決 死の覚悟で望 む
ことです︒四 の五 の思わずに︑お任せコースでしごかれる事が一番 楽で早いのです︒言 葉だけの説明講 釈師にはつ
かない事です ︒少 々手荒 くても本気になって指 導してくれる師 に︑お任せコースで臨むのが一番良 いです︒ちょっ
と怖い話をしましたけれど︑そう 言う事であります︒︵笑︶
参 禅者Ｂ・・ ありがとうございました︒
参禅 者Ｃ・・ 初 めまして︒今 日参加さ せて頂いて楽しかったと言 ったら不 謹慎ですけれども︒わたくしは十五 年
位前 に︑老師 の本 に出合いまして︑何時 かはと思いながら今 日になりました︒勿論自 分流ではちょくちょく坐禅
していましたし︑坐禅会 にも出たりしていました︒楽 しかったと言いましたのは︑何処の坐禅会もじっとしたままで
す ︒ここではよく腰を捻りました︒是れが大変気持 ちよくて︑何となく雑念が切れているので︑嬉しくなり楽しく
師 ・・ 参禅初 期は雑念に気 が付 くのは少々時 間が経ってからです ︒そう言う現 実があるので︑頻繁 に動 か

なりました︒一つお聞きします ︒腰のひねりは時々で良いのでしょうか︒
老

した方が﹁今﹂が鮮明になり︑それだけ雑念 を際断 するのに有利です︒目的は雑念を切ることにあるのですが︑ト
ー タル的には頻繁に動 かした方 が︑体 の歪 みや偏 り緊 張を解消し︑睡魔を除くので︑いい状態が長 く保 てます︒
頻繁に動かした方が良いですね︒
参禅者Ｄ・・ 私は所謂西洋流のセラピーとかボディワーク関係 の努力をしてきて︑自分なりにやっと落ち着けた
かなーと言う 所に来 ていたんです︒去年 位から定まってない自分 を痛感しました︒これはもう坐禅しかないと思っ
ています ︒本 は一杯 ありますが︑どの様 に修 行するかと言う事 になると︑どの本もみな抜けていて皆 目分かりま
せん︒多分書いた人が分かっていないからだと思います︒少林窟 道場は前から知っていたんですけれども・・・
迷いという か︑雑念 などが隙を衝いてワッと出てきて︑それに囚われてしまい︑実に自分がよく分からないです
ね︒しかも気持ちよくなると眠りこけてしまうし・・・ とにかく隙だらけの自分に注意深くしているしかないんで
師・・ そうです ︒自 分以 外には知る自分 はありませんでしょう ︒過 去の囚われの自分と︑囚われから解放

しょうか︒どうなんでしょうか︒
老

しようとする自 分との戦いです ︒しかも囚われの自 分は九九パーセント以上です から︑心の殆どが汚 染されてお
り濁流化しているのです ︒だから見 ても聞いても︑読んでも喋っても︑波 紋が起こり︑感情が絡まって惑乱するので
す︒僅か一パー セント位が目覚 めた自 分ですから︑戦っても所 詮互角で戦える相手じゃないのです︒而もその中に
本能が有 るでしょう︒本能って言うのは単 細胞が地球 上に生まれて︑今日の人間に進化す るまでの長 い歴 史の中
で培ってきた︑生命維 持の為に必要な囚われです からね︒弱 肉強食 も疑 心暗鬼 も︑攻撃 性や残 忍性もそう でし
ょう︒お腹が空いたら欲しくなるのもそうだし︑疲 れたら眠たくなるのも︑綺 麗な物を欲し汚い物を嫌忌す るの
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も︑憎愛もそうです︒この体に纏わり付いた過 去何十億年の歴史物ですから︒
こう した本 能は知性的な分別 機能が作動 するより早 く作用 し︑而も意志より強力なものです︒この正 体のな
い夢の如 く幻 の如 きものが︑相談 無しに滑り込んできて心 を捕らえるのですから始末 が悪い︒これに打ち勝 って
行く努力 です︒而 もたった一 パー セントの正気と意志 力で戦 って行 くのです ︒だから少 々の努力で打ち勝てる相
手じゃないのです ︒何処までも何処までも菩提心を百倍にして鞭打 ち奮い立たせてかからないと︒
いい塩梅に菩提 心は心得次第 で幾らでも巨大化します︒だが気 力が萎えると忽ち後退 するのも菩提 心です︒
そこを何 としてもやっていくのが菩提心 です よ︒
参禅者 Ｅ・・ 初めまして︒高 木さんに紹介されて初めて坐禅させて頂 きました︒坐っていると眠くなると同 時に
気持ちが良くなってきましたが︑それで良 いのでしょうか︒チンと鳴る音が結構 心地良くて︑とても良い時を過ご
させて頂 きました︒本当に何も分からないんですけど︑﹁只﹂になるのが坐禅だと分かって︑これから努力します︒
宜しくお願 い致します︒
参禅者Ｆ・・ 今 日はどうもありがとうございました︒私も高木さんに紹介して頂いて︑今日初めてこちらに伺い
ました︒その前 に﹇参禅記 ﹈を読ませて頂いてましたから︑分 からないままに凄く坐禅に興味 を引 かれまして︑今
日こちらに伺 わせて頂 きました︒本当 にや ってみると︑﹁あー︑今 の自分 は色んな状態も止むを得ないな﹂と何か

師・・ 皆さん真剣なので何より嬉 しいです︒これは縁です︒始める縁は人々それぞれです ︒今日始 めたら今

変に納得 した部 分と︑だからやってみたいなと言う 気持ち︒今はそんな感 じです ︒どうもありがとうございまし
た︒
老

日が縁の始まりです︒共通して言 えることは︑姿勢を正して単純な事をやってると眠くなることです︒この現象は
単純化 による麻 酔化です︒と言うのは︑身体は直立 していても他は弛緩しています︒しかも単純 な繰り返しは他
の知的 行為が必要 有りませんから休息 します︒それが感情 を鎮 めます︒つまり身体 の一寸 した緊張 感と単 純な
繰 り返 しの為に︑寧 ろ全体の緊張 感が取れて︑身 体も精神 も休 息して行くのです ︒身体 の単 純作用と知的 緊張
感が抜けていく部 分とがベクトルになって︑それが麻酔作用を起こしてくるんです︒
ですから平素 の姿勢 をコントロールす れば︑或 る程度精 神をコントロール出来 るのです ︒まず脊柱を真っ直ぐに
してシャキッとす ることです︒こうしますと頭の天辺から爪先まで知性 が行き届 き緊張 感が程良く漲ります ︒す
ると余分なつまらない事を考えなくなり︑感情も安定するのです︒要す るに統一 が取れておる事は省エネ型なの
です︒それだけ精神 がぶれないと言う ことです ︒無 駄な事に頭を使わなければ︑煩悩も妄想 も自 然に減少す る
のです︒早い話︑知情意の統合一致率が大きい程︑人格向上と共に安定感も高いのです︒
ですから常に姿勢を正しておれば︑身 体と心のズレが少なく淀みも少 ないのです︒それだけその人の精 神は清
く正しく作用す るのです ︒このように気持ちを安定 させて尚かつレベルの高い精神状 態を来すには︑シャキッとし
た姿勢 をす るだけでも大 変有効 なのです︒歩くのも︑背 筋を伸ばし全身 に知性と神経を行き届かせて︑一歩一
歩注意 深く格好良 く歩 くだけで︑それだけで頭の中の無用 な廻転 が治まり︑それだけ煩 悩から解放されるので
す︒
睡魔 は坐禅 には魔ですが︑心の縺れから解放さ れて気持 ちが楽になることは良いことです︒平素眠られないノ
イロー ゼ寸 前とか初期 ノイローゼの人が︑少 林窟で本当に真から寝られて楽になるのは︑単純化し知的行為 が休
息するからです ︒健 全な人は別ですが︑極度 の疲労 や精神 的緊張 のためにバランスが崩れた時の睡魔は︑それが
坐 禅中 であっても誠 に歓迎す べき事です ︒目的 を妨 げる睡魔 はけしからん話です が︑心 身の健全さ を取りもど
す 事は何 をさて置 いても根 本問 題であり絶 対 条件 です︒従 って場 合によっては必要 な睡魔 もあるということで
す︒それを促す手段としても︑姿勢を凛として腰を頻繁 に捻ることは想像以上に有効です︒
少林窟の坐禅では誰でも睡魔は起こります︒単純化し弛緩するので平素内 在堆積した疲労 が表面 化するから
です ︒そう言 う時 には多 少の罪悪感 があっても︑これ幸 いに寝 るのが最良です ︒つまり眠たくなると言う 事はそ
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れだけの疲労があるから眠たくなるんで︑もうチャンスだと思ってさ っと寝ればいいのです ︒それを繰り返す内 に
疲 労が綺麗 に取れるのです ︒するとや おら腹のどん底 から闘志 満々 の菩提 心が出 て︑充実 した気 力と集中 力
は︑過 ぎた貴重 な時 間を忽ち取りもどします ︒これが頼りになるのです︒たった半 日の質の高い努力でぐんと向
上するからです︒
勿論どんなに短くても小 さくても︑努力は決して惜しんではならないのですが︑疲労 は修行 には極めて大敵 な
のです︒疲れを取りきり︑身 体を忘れ食べる事 も寝ることも忘 れて没頭 出来たら占めたものです︒これが少 林窟
の家 風です︒道場の具体的な参禅の様子です︒
今日の様に三四 時間の短期 の坐 禅は︑出来 るだけ体 を動かして一層覚醒 をさせておく方 が良いです︒動かさ
なかったら︑確実に九十 パーセントまで眠ってしまいます︒姿勢と緊張感と睡魔︑そして疲労と修行の質の関係 を
ちょっとお話ししましたが︑参考になりましたか︒
参禅 者Ｇ・・ 松浦 と言 います︒今日 はありがとう ござ いました︒ホームページを見 て来ました︒書いてある内容
がよく分かりませんでした︒只禅 のホームページが好きで他の所 もよく見るんです が︑少林 窟のホームページは本
物 と言 いますか︑本気みたいなものが伝わってきたんです︒それでどんな人 が集 まって坐 禅をするんだろう か︑実
際知 りたくて今日来てみました︒みなさんとても真剣で良いなと思いました︒何時 か︑私も少林窟に是非ご縁が
師・・ 着眼が掴めないと何年でも引きずり︑時を無駄にしますよ︒自分が﹁今 ﹂やっておる事 ︒これを除いて

あったら参禅したいと心から思っております︒本日はありがとうございました︒
老

外 に自 分はない︒この端的の様子が分 かると︑歩いても食 べても︑聞いても見 てもポイントがはっきりしていれば自
分を見失 わなくなります ︒ここが修 行の始 まりです︒生 きた一 瞬一瞬となり︑﹁今﹂が開けて行くのです︒最初の
このポイントが分かるまでが苦 しいので︑出来るだけ早 い方 が良いのです︒間に合 わせ的 な坐 禅では︑この大 事な
急所はなかなか得られません︒過去を離れ︑知性を離れ︑自己を離れた端的を見つけることは︑そう 簡単なもの
じゃないのです︒一週間 に一 回とか一月 に一 回︑一 日に一時間とかの坐 禅では非 常に時間が掛かるのです ︒同じ
志すのであれば︑とにかく早 く急所を捕まえた方が良いのです︒
参禅者Ｇ・・ 私は仕事がありますが︑早い内にそちらの方 に行ってご指導受けたいと願っています︒本 当になるべ

師・・ そうです ね︒少林 窟道場 で坐禅す れば︑体力的 にも精 神的にも支障がなければ指 示通りの修行が

く早い内に︒
老

出来ますから︑四 五日の後には気が付 きます ︒どうしてもこの基 礎時間が必要なのです︒
何故かと言いますと︑バケツを置いても波が静まり濁 れが沈澱 するまで時間が掛かるでしょう︒それと同 じで
す︒ですから指導 者なしで坐禅をしていたら︑静まりかけのバケツを又 持ち歩くことをするので︑結局は何時 ま
でも掴めないことになるのです︒
大 事な着眼 点がはっきりしてから初 めて本 当の修行 になるのです ︒それからが境 涯になる修 行ということで
す︒つまり頭の中の構造が変 わる事なのです ︒たかが一週間 の修行 ではあるが︑真 剣に菩提心を駆り立てて努力
したら︑大変な変革が起 こってくるのです︒只惜 しむらくは︑今 までの心の癖がそのまま存在 しています から︑普
通 の生活 に帰ると又 元に戻ってしまうことです︒だから忽ち見失 うのです が︑例え乱れても︑一呼 吸をちゃんと
すれば問題はない︑と言うことを確かに知っています から慌てなくなるのです︒それだけでも救いです︒
ところで︑泰法 さん︒随分厄 介な自 分の心と向き合い︑今日 まで少林窟 で本 当に苦心をし努力 してきました︒
修 行してみて︑自分の気付きなど︑初めての方の為にちょっと話してご覧なさ い︒
参 禅者 Ｈ・・ 泰法 と申します︒坐 禅を始 めて一 年半 になります ︒その間 ︑半 年 位道 場に常 住して坐禅 しまし
た︒自分 の内に出てくるもの︑自分が囚われてる時 と言うのは自 分では分からないのです︒です から兎に角︑師匠
を信 じ︑言われるままを実行す るしかないので︑それをひたすらしている内に︑﹁あ︑これは自分 勝手なやり方 を
してたんだとか︑自分 の見方をしてたんだ︒師匠の指示とは違っていた﹂と言うことをどんどん気づいてきました︒
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最近では兎に角 どんなに心が騒いでも︑一呼吸 一捻りを真剣 に﹁只﹂やっていれば必 ず元に戻ることを確信し
ています ︒それが今の救いです︒けれども未だ決着が着いていないので︑これをどこまでも押し進めてやって行こう
師・・ 常 在者は平 均何時 も三〜四 人は居りますが︑朝早くから夜遅くまで時を盗んで坐 禅しておるのは

と思ってます︒又 宜しくお願い致します︒
老
彼だけです︒己に勝つと言 う事は結局 時を盗んででも努力をすると言う 事に尽きるのです︒一 人で仕事 を探 し
てはコツコツと単を錬る︒夜は夜で寒い禅堂で頑張 る︒それだけでもう 大叢林です︒﹁ああ︑ここの禅堂は価値 があ
るなあ﹂としみじみ思 うことがあります︒一人本物が出たら良いです︒これからも彼はずっと続けるだろうと思 っ
てます︒
菩提心 は一に目 的︑二に目的︑三も四も目的に向かって努力する事 です︒道場に居る限りは他の小 さな目 的
は全部外して一途になることです︒何時でも﹁只﹂になり﹁単﹂になったら占めたものです︒そうなってくると︑お経
を﹁只﹂読んでおる内に成り切って自己が無くなり︑永嘉大師の様に︑お察 の様に悟った人が出てくる訳です︒
ですから時を盗んで坐禅が出来 る様になったら占めたものです︒内側で破 壊する要素 ︑つまり遊びたいとか面
倒 臭いとか楽をしたいとか言う ︑そう 言う負の作用が自然消 滅して︑どうしてもやるんだと言う決意 で固まった
らもう大丈 夫です︒決着を付けることは︑内側に発生 する余地を与えなければ︑即ち隔てさ えなければ煩悩は
自ずから消滅すると言う事 です︒
泰法さんが密かに努力しておる︒このことがとても嬉しいし期待をしてるのですが︑どうです かね︒幸い彼は体
が頑丈 であり︑食欲 も十 分です︒密 かに数えてる者がおって︑彼は五食︑いや六 食だと言う ことです︒︵笑 い︶だか
らその位馬 力があって然るべきです︒頑張りなさいよ︒
参禅 者Ｉ・・ 私 も初めての山中と申します︒有難う ござ いました︒お話の中心 に﹁只﹂見るとか﹁只﹂聞くとか︑
﹁只﹂の大切 さが強調 されていました︒確 かにおっしゃる様に何 か見 た途端に︑自分が良い悪いを判断し囚われて
いる事 が殆どだと言 う事に気づきました︒それが一つ今日 の感 想です︒それで囚われを無くすために︑吸う息 ︑
吐く息に成り切る︒一つ事に徹す ると言 うお話でした︒そのためには体 を捻 る事によって煩悩を切るとか︑一 呼
吸に戻り拘りを破 壊するとか言われたのですが︑その辺が今ひとつ分からないのです ︒又︑一人で坐る時には︑体

師 ・・ タイミングですが︑これは人々 の体の様子 に従ったら良 いです︒動 かしたくなったら動 かせば良いで

を動かすタイミングか何か特 別なものがあるのでしょうか︒
老

す︒目 的は早く煩悩 しておる自分が見 える様になることです ︒その為には︑一 瞬一瞬 の自 分を見 守り続けなけ
ればいけません︒だから一瞬 一瞬︑﹁今 ﹂をスライスして確認の連続 が必要です︒一息の度に腰を捻 る位にやった
方が早く心が見える様になるのです︒一週 間私の言 う通りにやりますと︑念がポンと出る︒その瞬間の様子が見
える様になり︑又パッと瞬間 に消える様子も見 える様になります︒
つまり︑何 も出てこない︑心も念も未 だ存在しない一 瞬にまで到達したという ことです ︒しかし︑徹していませ
んから油 断すると忽ち本 の世 界に戻ってしまう悲しい段階 ですから︑決して努力を怠っては成 りません︒それま
では心とか念はずっと連続しているよう にしか思えない囚われの世界 です︒でも本当 は連 続していないのです︒何
故なら︑心 や念は本来何 処にも無 いからです︒音や 味覚と同じです︒決 して耳 にも口 にも残っていないし連続 す
ることは無いでしょう︒ここらを詳細に参究してみることです ︒
でも途切 れることなく︑常に覆い被さるように出 れば︑雑念だらけ︑煩悩だらけですから恰も連続して見える
のです︒﹁今﹂一瞬︑無常は全 てを一新 し︑常に生まれ変わっているのです︒その様子が早く見える様になるよう懸
命に努力することです︒です から一息の度に腰を捻った方が良いです︒
成り切るとか殺 すとか破壊すると言うことについてです︒成り切る為には雑 念や心や知的計 らいとか︑とにか
く何 かが有 ったら成り切 れません︒従って真剣に努力 している真っ最 中に現れる如何なる者も︑全て法 を侵 す邪
魔 物ですから悪視 して︑それらの全てを破壊 し殺 さねば成りません︒一 切皆空を本当 に体得するには何者の去
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来も許さ ぬ事です︒お釈 迦さ んであれ親 であれ︑法を妨 げる者は全て殺 し切 るのです ︒無 用な時に無用 な者 が
現 れる︑是 れは全て煩 悩です から︒殺 し尽 くし破壊 し尽 くす ことが自 己を殺す事 です︒煩悩 を破 壊す ることで
す︒これを成り切ると言うのです︒従 って成り切 る事と殺 す事は同じ事です︒切ると言 う事︑徹すると言う事︑
﹁只﹂︑一 心︑成 り切る︑端的 ︑﹁今 ﹂等々の本質は︑言葉が違うけれども内容は一つ事 です︒だから一つに徹すれ
ば全てが判明するのです︒
歩く時には﹁只 ﹂歩く︒歩くことも忘れて全身で歩くことです︒成り切ると歩くことが無 くなる︑これを禅と言
うのです︒この時本 当に歩 いているのです︒その物自 体になって余念がない事です︒坐禅のみになった時が本当の坐
禅で︑これを只管打 坐と言う のです︒歩行 のみになった時を歩行 禅︑勉強 のみになった時は勉強 禅と言います︒
食事禅︑作務禅︒一心であれば全部 禅と言うて良 いのです ︒要す るに隔て無く成り切り成り切 り︑只 その事のみ
に単 純になる事 です︒だから禅と言う ものを分かりやす く言えば﹁素 直﹂になり﹁単 純﹂になると言 う事 です︒
﹁その物と一 つ﹂になることです ︒その時︑自 己が無 い事を体 得す るのです︒難 しく取 らないで下さ いよ︒見たま
ま︑見 る事 も忘れた世界 です ︒見っぱなしです ︒見ながら見 る事 も眼も無 い世 界です ︒つまり自 分を越 えると
は︑本当 に﹁只﹂になることです ︒自分を忘れる事です︒
禅固 有の世 界を境 涯辺と言って︑隔てのある一般の人 が聞 いたら何が何だか分からなくなり混 乱しますが︑こ
れが真実の世界 なのです︒分からない者が分からないだけです ︒本 当に見る時 ︑見 ておると言 う暇が無 い︒本当
に聞 いておる時︑聞いておるんだと言う自 分は無い︒この時本当に見︑本当 に聞 いているのです︒つまり︑生きてい
る事を忘 れている時 ︑本 当に生きているのです︒縁 の侭 です ︒この時 ︑自己 は無 いので死んでいるのです︒要 する
に︑禅 の境 界は生 死が無いのです︒常 に生 きているし︑常 に死 んでいるからです︒生 死共に気に掛からないと言 う
ことです︒本当に生きて居れば︑生も死も無いのです︒本当とは真 実と言 うことです︒生死共 に真 実だと言 うこ
と︑道 だと言うことを実地に体験することを悟りと言 い︑解脱と言う のです︒
とにかく生死をかけて真剣 にや ったら徹す るのです︒坐禅は入れば入る程面白い︒その理由 は限りが無い世 界
を自由にするからです︒訳が分からない内は︑迷いから一 歩も出ていないからです︒自分が分からないからです︒
﹁今﹂その事に没入していったら︑面白い世界が開けるのです︒その積もりで大いに頑張って下さい︒

師・・ 貴方のご質問全 部に答えましたかね︒

参禅者Ｉ・・ 有 難うございます︒
老

師 ・・ 要するに成 り切る事 が禅の世界であり本領です ︒成り切ったら全 部落ちて無くなるのです︒成 り切

参禅者Ｉ・・ と思います ︒︵笑︶
老
りきったら落ちますから安心 して下さい︒
簡 単に悟った例 を挙 げてみましょうか︒井原 の平四 郎と言う人 もそうです︒歴史上 に出てくる平 四郎が二人

而も人の真心 も分 からぬ馬 鹿殿

予の草履を履いて居 ったな！﹂と罵倒され︑そ

いるんです︒もう一人 が真壁の平四 郎です ︒これは瑞巌 寺のご開 山である法性国 師です ︒草履 取りだったが︑寒
いある朝︑主君伊達 政宗公のために懐で暖めた草履 で︑﹁下郎 ！

の草 履で頭 をしたたか殴られたのです︒﹁人 の頭 を下足 で殴るとは何事 か！

目が！ ﹂と怒り心 頭に達し︑﹁生 涯を掛けて必ず頭を下げさせてや る！﹂と誓ったのです︒この巨大なまでの自 尊
心が巨大 な怒りを産 んだ訳 です︒彼 の偉かったのは︑怒りを菩 提心に高め︑そのままを努力 のエネ ルギー にしたこ
とです ︒仙台 から九 州へ行き︑支那に渡って時の巨 匠無準師 範禅師に師事 し︑七年後遂 に大 悟して松 島へ帰りま
した︒政宗公 はまさか自分 の草 履取りであった真壁 の平 四郎とは夢 にも知 らず ︑瑞 巌寺を建立してご開山に迎
えたのです︒これが真壁の平四郎 伝説です︒確かに真壁の平四郎 は瑞巖 寺へ入り︑晋 山の偈 に﹁・・・︒本是真壁 平
四郎︒﹂と︑今全体は忘れましたが獅子 吼しました︒
ところが無準禅 師は一一七 八〜一二四九年 の祖です︒当時の日本は︑祖が亡くなる三年前の一二四六年にあ
の蘭渓道隆 禅師が来朝し︑明 くる年の一二四七年には︑時の執権時頼は鎌倉へ道 元禅師を招いています ︒正に鎌
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倉時代 です︒ところで伊達政 宗は一 五六七 〜一六三 六年ですから︑戦 国︑江 戸時代 です ︒ですから凡そ三百年
余 の開きがあって︑私 がず っと認 識していた真壁 の平四 郎をして発憤 させたのは政宗公 ではなかったようです︒瑞
巖 寺は行って見聞 してみるとなかなか複雑 でした︒瑞巖寺 以前 には色 々宗派 を替えており︑その都度 開山 が登
場しますから三人の開山が存在し︑山 号や寺の名 前も変 わました︒こうした経 緯のため交錯したようです︒それ
故いつの間 にか瑞巖 寺開 山と言われるよう になったものかと︒時の最高 権力 者に開山 を懇情さ れる程 の人物で
あったことから︑松 島 と瑞 巖 寺と政 宗とのイメー ジは極めて自 然に発 生したようです︒更 にまことしや かなの
は︑政宗に殴られて血を流 した︑その血の付 いた草履が現存しているという話しです︒
そんなことで︑真壁 の平 四郎は実在 の人 物ですが︑政宗 との関係 論は真っ赤 な作 り話のようです ︒が︑彼が修
行した洞窟は今も瑞 巖寺の境内に︑八百年の時を越えてその稀有な祖師の威光 を放っています︒
井 原の平四 郎は謙 虚で真 面目 な人 のようでした︒﹁俺 のようなつまらない男は︑せいぜい修行 者の助けをしよ
う﹂と︑或る修 行道場の寺男 をし︑極めて清浄 な生 き方 に満 足していたのです ︒特 にお風呂 当番を引き受けてい
たよう です︒掃 除をし︑水を汲み︑薪を作 り︑焚いては修行者 に供養 していたのです︒或る時に本堂の中を覗いた
のが法縁となり︑遂に道を得ることになるのです ︒彼を奮い立たせたのは︑﹁勇猛の衆生は成仏一念にあり︒懈怠
の衆生 は涅 槃三祇 に渉 る︒﹂の句 を見 た時でした︒﹁命懸けで修行 すれば︑衆生の私でも悟って成仏出 来るのか︒
逆に︑怠 惰の者 は永遠 に救 われずに苦しむとある︒よし︑それならば人 の供養だけじゃなくて俺 自身を供養して
やらなくちゃ︒﹂と訣定 して坐禅 するのです︒この真 面目 さ︑この端 的︑この菩提 心がものを言 うのです︒こうな
ると志を遮る物は何も無い︒ひたすら実践あるのみです︒
処 がお坊 さんじゃないから禅 堂には入れない︒幸い風呂 は四と九の日 しか使 わないので︑そこで坐 禅す るので
す︒方法は皆がムー ︑ムー とするのを真似て始 めました︒驚いたのは︑次から次に雑念妄 想が襲いかかって悩ませ
ることでした︒そこで初 めて坐禅の大切 さを知るのです︒これら妄 想妄念 に人間は苦しむ︒是 れを越えることが
修行 なのだなと︒さればムに徹すれば越 えられると確信したのです︒
初日 は煩悩に徹 底傷めつけられるのです︒ところが生 来の頑張り屋で真 面目一 本の人です から︑大声 を張り
上げ金切 り声で︑渾身の﹁ムー ﹂一声に没 頭して煩 悩と戦うのです︒二日目は金切 り声を上げなくても﹁ムー ﹂に
没頭出 来るよう になり︑煩悩 が極度 に減 少して少 し軽 くなってきたのです︒三日 目には﹁只︑ムー ﹂に成ったので
す ︒何も出 なくなったという ことです︒遂 に四日 目の朝︑清 寂を通 り越 して本当 に無我 に突入 し大悟 した人で
す︒
好因 縁の人は︑一 旦決心 をしたら他 に目 的を持っていませんから︑ぶち抜くまで脇目 も振 らず に没頭出 来る
のです︒三日三晩でぶち抜いた祖師︒これが井 原の平四 郎です︒真壁の平 四郎は中国まで渡って七 年間かかってい
ますが︑本 懐を遂げたことは何よりの快挙です︒時間の長短は縁と菩提心によるので︑決して尺度を以て望まぬ
事です︒大事なことは︑真面目 で真 剣であることと︑命懸けの菩提 心さえあれば︑必 ず徹すると言 う事です︒機
縁が純熟 するまで﹁只﹂を練 り込 まないと︑一大事 因縁は無いと言う事 です︒精神の構造 上︑我 を忘れて徹 した
らお終い︑と言う 方程式は簡単です︒とすると命 懸けになるか否かと言 うだけです︒です から修行とは四の五の
思わずに︑大ざっぱに四捨五入 して命懸けになれば︑三 日三晩でもぶち抜けるのが道です︒
では今日はこれにて︒

平 成十七年二月二 十六日
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