学道用心集提唱 第七回
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初めての方︑気 楽に聞いて実践をして下さい︒坐禅は本当の自分 を知 る為に︑自分 を解決 する修行です ︒これ
を︑﹁決着を付ける﹂と言います︒﹁道のために道を行ずる﹂とも言い︑結 局本当に自分を行ずることであり︑自分
に徹底 することです︒徹 底したら自分と言う意識 上の拘りが無くなる︒これが禅の生命 です︒安住 して余念のな
いことです︒その他に何か尊 い理屈を知るために︑何かを求めたりするものではありません︒
自分 を何時行 ずるか︒どうあっても﹁今﹂しかありません︒何を行 ずるかは︑﹁今﹂の縁に従 えばいいのです︒自
分を根 底から決 着付けるのですから︑自分から注意を離してはいけません︒自分が﹁今 ﹂している事に徹 底するの
です︒雑 念せずに︑成 り切り成 り切 りすることです ︒これを﹁仏 道を習 うと言 うは自 己を習 う也 ﹂と言 うので
す︒朝起きて寝るまで︑自分の一杯一杯の﹁今﹂を見 失うことのない様努 力するのです︒これが禅修行 です ︒
こうして坐っているこの瞬 間の様子が︑﹁今 ﹂の自分の全てです︒先ずこの道理を理 解して下さ いよ︒是れを﹁当
体全是﹂と言います︒間 違っても迷 ってもいない︑全て本 物です︒真理 の丸出しです︒私 達は初めから間違 っても居
ないし︑迷っても居ない︑尊い存在なのです︒全て成仏 しているのです︒
この事 を初 めて悟られた釈尊は︑﹁奇なる哉 ︒奇なる哉︒有情非情 同時成道 ︑山川 草木悉皆 成仏﹂と驚かれた
のです︒これ以上求めるものは何 もない︑この決 定的な﹁今﹂の事実である﹁法﹂を体得するのです︒体得するには︑
その物と同化 して一つに成ることです︒同 化し一つに成るには︑あちらとこちらとに隔てている自 己を無くすこ
とです︒こちらが無 くなれば隔たりが無くなり︑その物 と一 体化し同化 するのです︒つまり隔 てている自 己さえ
取れば︑常 に﹁当 体全是 ﹂です ︒﹁自己 無き時 ︑自 己ならざ るなし﹂です︒この絶 対自 覚が﹁悟り﹂です︒確 かに成
仏していたと自覚 することです︒この大 自覚を得るための修行であることを忘れてはいけません︒全ての経典は︑
そのための大切な手引き書であって︑口に唱えて済ます 物ではないのです︒この経典 に従 い︑祖師方 のお示し通 り
に修行しなさいと言うことです︒
ここに大きな矛 盾が起こります ︒既 に成仏しているのであれば︑現 実何故 迷ったり苦しんだり︑葛藤 し殺 戮ま
でするのか︑と言 うことです︒
全 て初めから成 仏しているのなら︑三世 の諸仏 は何故 修行しなければならなかったのかと言 う疑問は︑道元 禅
師十 五才 の時 に抱 いた根本的 な矛 盾観からです ︒道 元禅師 ばかりではなく︑この文脈 の論 理性からすれば誰 で
も矛 盾を抱く筈です︒
この矛盾観に強烈に囚われた十三年間の道元禅師 だったのですが︑結論から言えば︑矛盾 と知る自己︑そんな
理 屈に囚われる自己が有 ったためです︒要 するに心身が隔たっていたから自己が発生し︑それ故 矛盾という 観念
の虜になったのです ︒この心的 現象は釈尊 も同じです︒是れが迷 いや苦しみの根源 ですから︑矛 盾と感ずる自 己
を解 決しなければ治 まらないのが道理です︒
物事の矛盾を解決したとして︑その事による葛 藤が治まっても︑葛 藤したり矛盾だとして囚われたりす る自己
が有 る限り︑別のその様な事象 に遇えば︑又同 じよう に矛盾として捕らえて苦 しむのです︒とにかく心が︑その
様に捕 らえる対立的 構造 であれば︑この矛 盾観 から起こる疑 問と葛藤 は避 けられないのです︒この道 理を良く
理解して下さ い︒
従 って自己 を取 る以外に︑自 己矛盾 の根源 である対立構造 を解 決する方 法はないのです ︒対立 構造とは心 身
の隔たりです ︒この隔 てを取 るのが仏道修 行です︒これが禅修行であり解脱の法門です︒これ以上決定 的安定を
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得る方法は絶対 に有 りません︒それ故にこれ以 上の精 神の根本治療 も無 く︑これ以上 の道 はこの世 には無いので
す ︒最高の幸せは︑絶 対に自 己矛盾を起こさぬ心であり︑決着を付ける事の真意義です︒
何はさ ておいても︑正しい修 行に勝るものは無 いのです ︒自己 に於いて決着さ え付 けば︑怨 も怒 りも嫉み愚癡
も起こらず︑世界は瞬時 にして浄土に治まるのです︒信じられない人 は︑自らを信じられない人です︒地獄 に入
ること矢 の如し︑猛省して下さい︒
とにかく道 を得ることが先 決です ︒それは隔てを取 り自 己を取ることに尽 きるのです ︒素 直になって︑何の疑
義も感情も言葉もイメージも入れず︑縁に成り切る努力 です︒徹し切って自己を忘れ切るのです︒これが生きた
禅修 行です ︒つまり心の中で何か素 晴らしい世界 を空想 したり︑何 かを求めたりする想像要 求癖 があるでしょ
う︒又 ︑自 分はこう だとか︑本当 はこうあるべきだ︑等と善悪︑取捨 ︑比較 ︑分 析したりして理屈を立て︑更にそ
れらを引 っさ げて拘 るでしょう ︒これを自我 を立 てると言 うのです ︒自我 によって対立 構 造になっているからで
す︒これが迷いの元︑執着の元︑苦しみの元 です ︒この元である自我を解 決するのが修行の目 的です︒
元を解 決するには心の癖を解決するしか無 いのです︒決着を付けることです︒心の癖とは隔てです︒
それは﹁今﹂に徹し切 って自己を忘れることです︒﹁今﹂に徹し切って自己を忘れたら︑何故心の諸問題が根底か
ら解決す るのかというと︑本当の﹁今﹂に目覚 めたら︑一切の過 去も未来も現在も落ちるからです︒金 剛経の﹁過
去心不可得 ︑現在心不 可得︑未来 心不可得﹂とはこの事です︒
隔てが取 れて自 己が無 くなり︑﹁今﹂ばかりですから前後 が無くなって対立構 造が壊れるのです︒対立構 造が
壊 れた瞬 間に一元 化して︑一切が実 相の﹁今﹂に帰着す るため︑観 念による虚構現 象が消 滅するのです︒知性 の
機能 が消滅す るのではなく︑バー チャルな空 想現象 に囚 われていた自己が無 くなるのです ︒そう した虚 構から解
き放たれて自由になるのです︒即ち︑一切の過 去にも囚われず︑一切の見聞 覚知の現 象にも囚われず︑一切の心
にも囚われなくなるから︑完全なる解放を得 るのです︒このように自己から解放され︑心から解放されることを
解脱 と言うのです︒一切が落ちることを脱落と言います︒
自己 が無ければ余念は無いのです︒余 念がなければ身心 一如です ︒その物自 体です︒見たまま︑聞いたままで
す︒その物自 体には癖も迷いもない︑真 理の丸出 しです ︒柳 は緑︑花は紅です ︒何 の道 理もなく︑思う 必要も考
える必要 も無い︑本来の様子です︒これを道と言い法と言うのです︒私 達自身も又真理 の当体全 是です︒これを
体得 するのです︒
法を妨げ真相 を汚 している自己 を陶 冶しなければなりません︒そのためには徹すべく大いに努 力をして︑道を
極めなければなりません︒
けれども身 と心 とが離 れてしまうと︑心 が勝手 に浮 遊し眼 耳 鼻舌 身 意と知 的行 為 と感情 作用 が絡 むので
す︒即心が幽霊の様になり︑化け物 の様な活動を開始するのです︒折角の知性も美しい感性も惑 乱葛藤して︑最
終的にはこの苦しみから脱却す る為 に︑この心をも体をも捨ててしまう しかないのです︒つまり死ぬしか逃れる道
は無 いまでに︑自我のために行 き詰 まるのです ︒だから年々自殺 者が増えるのです︒日 本は年間 三万人︑フランス
はもっと多くて世界 第二位です︒人 口は日本の半分ですが︒
そのくらい心 身の隔ては恐ろしいのです︒従って理 想も情熱 も努 力心も旺盛 な今 の内に︑心の癖を解決してお
かないと厄 介から解 放さ れることはありません︒だから︑身心 一如 の﹁今﹂その事に成 り切 り成 り切 りす るので
す︒成 り切 るとは︑その事に没 頭して我 を忘 れる事です ︒自 分も無く︑している事 も無 いのです︒その時︑身 と心
が一つになり隔てが無くなるのです︒余分なものが無いので見聞覚 知に触発される悪 智悪覚が無くなり︑自分 の
心に振り回さ れなくなるのです︒
今から数時 間ではあります が坐禅をします ︒命 懸けで取り組 んで下 さい︒正 しい方法 で具体的に努力 をすれ
ば︑必 ず具 体的 な結 果が現 れるのです︒求 めるのではないのです よ︒追求 するのでもないのですよ︒只 一心 不乱
に︑真面 目に呼 吸しておれば︑隔 てが落ちて自ずから身心 一如になるのです︒
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本当にそこへ到達 して初 めて自分の殻が破れて自由 となるのです ︒禅 の本 領は徹 し切 って我を忘 れる事にある

第八章

さ いけ ん

とう ち

のです︒とにかく自 分を捨てて一心不 乱に﹁只 ﹂することです︒

学道用心集
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及び︑ 法は沙 界に周 ねし︒ 時に如 来の正法 眼蔵巨 唐に盛 んなり︒ 其の法 の體たら くは︑ 模索する ことを
しん
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ふうりゅう
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ほ
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得ず ︑求 債 することを得 ず ︒見處 に知を忘じ ︑得時に心を越 ゆ︒面目を黄 梅に失し ︑臂腕を少 室に断ず ︒髄
じゅう

じゃく

とどま

とどこお

じょうしゅう

と

く しにも ま

ぶっしょう

また

む

を 得︑ 心を飜 へし て風 流を 買ひ ︑拜を 設け ︑歩を 退 いて便 宜に 墮つ︒ 然れ ども︑ 心に 於ても 身に於 て
ぎ りょう

よう たい

は

び

こ

さっ
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はな

も︑ 住 なく 著 なし︒ 留 らず 滞 ら ず︒趙 州に 僧問ふ︑ 狗 子 還た仏 性ありや 也なし やと︒州 云く無 ︒
み

あん り

しょう じ

せん が

にんち く か おく

ひっきょう

無字上に於て ︑擬 量 し 得てんや ︑擁滞し得 てんや ︒全く把鼻なし ︒請ふ 試みに手を撒せ よ ︒且らく手を撒
み

み

じ ねん

どうじょう

そうりょうねん

ふ しょう
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して看よ ︒身心は如何 ︑行李は如何 ︑生 死は如何 ︑仏法は如何 ︑世法は如何 ︑山河大地 ︑人畜家 屋 ︑畢 竟
こ

しば

はん と

ぜん と

や

如何 ︒看来り看去 って ︑自然に 動 静の二相了 然とし て生ぜず ︒此 の不 生 の 時︑是れ頑然 にあらず ︒人 ︑
き とう

き とう

之を 證する 無く︑ 之に迷 ふもの惟 れ多し ︒参禅 の人且ら く半途 にして始 めて得 たり︑全 途にし て辞むる
こと莫れ︒祈 板︑祈板 ︒
﹂

いよいよ道 元禅 師の真 骨頂 です︒これこそ道 元禅 師の慈 悲の当体 全是です ︒出来 るだけ純粋に真髄 を言 うと
こうなるのです︒説明する余 地のない世界 ですから︑純粋を説明す ればするほど︑説 けば説く程汚 れてしまうの
です︒心の実体︑宇宙 の真 理は︑分 かる分からない︑理解 出来 る出来ないと言 うものを越 えた世 界なのです ︒是
れを端的という のです ︒端的 とはそれ自体のことです︒初めから知性が届かないのです︒﹁只﹂聞 けば真 意に叶う
ので︑自己を持ち出さず に聞いて下さい︒
正し い修行さ えすれ ばオン マラカ を見るが 如く明 白とな るのです ︒オン マラカと は手の 平ですよ ︒自
分の掌 を見る が如く 明白で ︑その人 はもう 絵僧の領 域です ︒絵僧は ︑隔て が取れて 大ひま が開い た︑決
着が 付いた人です︒ ここに多少の蛇 足をつけてみます ︒
ぜんそうあん り

﹁ 禅僧行履の事 ﹂

じき し たんでん

禅修行者の心得で す︒ 行履と言う のは行状 ︑行為︑様子です︒
ぶ っ そ よりこのかた

﹁右︒仏 祖以 来︑直指単傳 ︑
﹂
お釈迦 様より この方 です︒ 命懸け の修行に よって 冷暖自知 して真 実の法を 伝えて きた︒そ れを直 指単
傳 と言う のです ︒真実 の道は 真実の 人によっ てしか 伝えられ ません ︒それは 純粋な る端的 ですから ︑文
字 にも言 葉にも顕 せられ ない道 だから です︒真 箇に徹 して何も 無くな った消 息を︑証 明によ って伝え て
きた のです ︒徹し たら直 指です︒ 即その 人です︒ 単伝で す︒何 者かその 人にあ らざる︒ 誰か知 る︑雪中
に立つ人︑是 れ何者ぞ︒
さ いけん

﹁西乾 四七 ︑
﹂
乾 と は 天 ︒ 西 天 で イ ン ド の 別 名 で す ︒ 四 七 と 言 う の は ︑ 掛 け て 二 十 八 で す ︒ 摩 訶迦 葉 か ら 達 磨 大 師 ま

- 3 -

での こと です︒師の般若 多羅 尊者は︑それまでインドに伝授 されてきた正伝の仏 法が滅亡 することを恐れ︑達
磨 大師に東土 へ渡ってこの大法を伝えよと︑委 嘱したのです︒大師は三年かかって支那 の廣州 に上 陸しました︒イ
ンドはそこで正法が断絶したのです︒
滑稽 なことに南 伝仏教が釈 尊の本 当の法だとか︑スリランカに真実の法が伝わっておるとか言う 人が居ます ︒
習慣などを法だと思 っている人にはそれも又真実として映 るでしょうが︑正伝 の仏法 は二十 八代達磨大 師によっ
て支 那に来てしまったから︑この直指単 傳の妙 法︑正法 眼蔵涅槃 妙心は他 にないのです︒形式や思想 や芸術は四
方に伝 わっていったので︑そうしたものは至る所 に存在しています ︒又 ︑小 乗仏 教から大乗仏 教へ発達したという
説は︑余りにも稚拙です︒仏の教えは一 切皆空が根本です︒自 己が無 いから拘 れない完全解放の体得︑即ち解脱
することです︒無我 が発 達するか否 か︒空が小さくなったり大きくなったりする者かどう か︒初めから何が仏法

し ごう

そ

じん

やぶ

な

なのか︑法理さ えも理解していないから言えるのです︒
とう ち

﹁東地六世︑ 絲毫を添へず︑ 一塵を破ること莫 し ︒
﹂
東 地は支那です︒達磨大 師から六 祖大鑑慧能 禅師までを言う のです︒それからもず っと直 指単伝の法は伝 わ
ったのに︑何故六 祖までを上げて言われたか︒それは道元 禅師の意 中に︑それから大法 が普 く広まった事への喜び
と︑それまで辛 くも一粒 種に依って伝えられた危 機的状況 の尊 さを無視出来 なかったから︑ちょっと含みを以 て
六祖までを語ったのです︒
東 地六世まで師資一 器々々︑純粋な法を間違いなく伝授してきたと︒裏返 せば︑いい加減でもいいから一 人で
も多い方 が良いとしなかったので︑有 り難 いかな中途 半端な法にならなかったことを強調 しているのです︒そこを
﹁絲毫を添えず︑一塵を破ること莫し﹂と証明したのです︒つまり自 我を取り尽くした真 実の仏 法を︑師 資一器

そう けい

し ゃかい

あま

に伝えて来たのだ︒何と尊いことか︒この大恩が分かるかと言っているのです ︒
けさ

﹁衣は曹 渓に及び︑法は 沙界に周ねし ︒
﹂
釈尊が証 明の為 に摩訶 迦葉 に与 えた物 が二 つ有 りました︒釈尊のお袈裟と鉢です︒これを代々伝 えて六 祖ま
で来たのです︒所が有り難 いことに︑六祖には南 嶽懐譲禅師 と青原 行思禅師の二神足 が出現 しました︒この事 を
道 元禅師 は大法の慶事 として喜 ばれているのです︒それまで一資一 器に伝 えていた袈 裟と鉢は︑六祖でストップ
させたのです︒何となれば︑たった一人 だけですと師匠以 外に証明出来 る者が居ないが︑二 師現れたから複数の
証明者 が存在することとなり︑もう大丈夫 なのです︒そこで﹁衣は曹渓 に及 び﹂ましたがそこで留めた︒それはそ
こから二 神足によって﹁法は沙界に周ねし﹂です ︒
げんぞう こ とう

﹁時に如 来の正法眼蔵巨唐 に盛んなり ︒
﹂

も さく

ぐ みゃく

如来の正法眼蔵︑端的の消息は巨唐に広まっていった︒こんな嬉しいことはない︒素晴 らしいではないかと︑真底
喜 んで居られるのです︒
てい

﹁其の法の 體たらくは︑模 索することを得 ず︑求 債 する ことを得ず ︒
﹂
體たらくと は︑正体とか 真意義とか実 体とかの意です ︒如来の正法 眼蔵︑涅槃 妙心は︑探した って他に
有 る訳じゃなし︑探 しても求めても 得られるもので はない︒
何故 かと言 うと︑もう既 に私 達がその人だからです︒お腹 が空 いた時にちゃんと食べる︒疲れたらちゃんと寝
る︒一 歩を進 めたらちゃんと目 的地に到る︒立 とう と思えば立 てるし︑座ろうと思 えば座れる︒嘘で見るものは
一つもない︒偽物で聞くと言う 事は出 来ない︒偽りの味 わいと言う ものも無い︒悉 く私達のこの様子のまま︑因果
のまま︑真実の丸出 しです から︑だからそれ以上求 めても得 るものはない︒それ以上追 求する別 の世界 があるの
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ぼう

とく じ

こ

でもない︒これが大法の正体なのだと言うのが︑﹁其の法の體たらくは ︑模索するこ とを得ず︑求 債することを

ち

得 ず︒﹂です︒次も同じです︒
け んじょ

﹁見處に知 を忘じ︑得時に 心を越ゆ ︒
﹂
偉いことを言い出したものです︒いいですか ︒ 見處 とは見る 底です ︒見即処 です︒ 端的です ︒この間 ︑自
己 有りや ︑見有 りや︒ 何者有 りやと参 究すべ きです︒ ここで 躊躇有れ ば三十 棒です︒ 見る間 ︑知を 忘じ
見を 忘ず︒諸 法を忘じ 諸仏を忘 ず︒一切 を超越し ている消 息︑これが ﹁得時に心を越ゆ︒﹂です ︒これを体
得するのが修行 です︒
﹁見て いる﹂と 言う認 識が有 る時は ︑本当に 見てお るのじ ゃない︒ 妄想し ているの で︑そ れを妄覚 と言
うの です ︒本当の見時 ︑見 処は見も無いの です ︒我も無いので す ︒そこには見る と言う自覚症状 ︑知的 ︑
認識的な ものは介在する余 地はないのです ︒
ここ で迷 いと 真実 との境 目が 分か るで しょ う ︒﹁今自 分は 見て おる ︒確か に見 てお る﹂ と思っ てお る
間 は本当 に見て おるん じゃな いので す︒何と なれば ︑眼に写 ってお る情報を ︑知性 で捕ら え認識と 言う
処置を して︑それを更 に解析して︑見 ておると想像を しておるものです ︒
本当 に眼の まま︑ 全身見 ておる時 には︑ そんな余 分な事 はしてい ないし ︑時時 の真実を 汚した りはし
ないのです︒端 的はそんな汚れ も暇もない︑そ ものずばりです ︒そこで道元禅 師は︑
見 るままに︑また心 なき身にしあれ ば
見ると 言うだけ時の盗 人
と絶 妙な道 歌で端的 を言い 表して います︒ 見るま まに︑ と言うの は見る その瞬間 に成り 切って︑ 見て
おる事 も忘れ てその 物に成 っている ︒これ が本当に 見てお る時で︑ その時 に見て おると思 う事自 体が余
分な ことで︑もう時 の盗人だと言い ︑迷いであり妄 覚だと看破してい るのです︒
耳に 於いて も然り ︒他の 見聞覚 知全てが そうな のです︒ 意を用 い︑心を 作用さ せては いけない と言う
なら︑じゃ ︑どうしたら良い のかと︑本当の 修行者なら︑当 然この大疑問が 起こらざるを得ま せん︒
何時 も言う よう に︑ 何と も思 わず ﹁只 ﹂見 る ︒
﹁ 只﹂ 聞く ︒是 れに尽 きる ので す︒そ こに 何ら の知 性
を 必要と してい ない﹁ 只﹂の 端的が有 るでし ょう︒意 識を持 ち込むと 過去の 情報が絡 まって きて︑知 的
想像 世界に 引き込 まれて 妄覚の 餌食にな るだけ です︒こ うした 自己の計 らいを 持ち込ま なかっ たら︑見
るまま です︒ ﹁見處 に知 を忘 ず﹂です ︒見ていると知る自己が無 い︑と言 うことがはっきりするのです ︒それは見
処は端 的だから︑心とす べきものなど無 いと言 うことです ︒﹁得 時 に心を越 ゆ﹂とはこの事です︒本 当に名 言で
す︒心を越えるとは一切が既に端的 で︑知る知 らないの自己が無 いことです ︒自己 が無 くなると︑一 切と現成 す
ることです︒

己 なりけり軒の玉水

聞くままに また心なき身にしあれば

しつ

ひ わん

しょうしつ

だん

ずい

しん

か

ふうりゅう

はい

もう

ほ

しりぞ

べん ぎ

この 一超直 入如来地 の所が 功夫参 学の急所 です︒ 絲毫を添へず ︒そのもの自体 です︒そのもの自 体は初 めっ

おう ばい

から因果 の丸出し︑因縁の丸出し︑真実の丸出しです︒本当の﹁今﹂に目 覚めると言う事です︒
めんもく

お

﹁面 目を黄梅に失し ︑臂 腕を少 室に断ず ︒髄を 得 ︑心を飜へして 風 流 を買ひ ︑拜を設 け ︑歩を 退 い て便宜
に墮つ ︒
﹂

﹁面 目を黄梅 に失し ﹂と︑ こうな ると手が 付かな いでし ょう︒こ れが境 界辺と言 うもの です︒今 ︑道
元禅師 は含み を以て 語り︑ 自発を促 すべく 仕掛けら れたと ころです ︒黄梅 は五祖大 満弘忍 禅師の別 称で
す ︒六祖 が五祖 の所で 八ヶ月 間︑米搗 き部屋 で端的を 錬られ ましたね ︒すっ かり自己 を陶冶 し尽く して
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残り 物一 切が取 れた 様子 を ︑
﹁面 目を 黄梅 に失 し﹂と 言う たの です ︒所謂 面目 と言 えば︑ 即ち 本来 のこ
と ですが︑ここでは 道元禅師の思惑 があるのです︒
六祖 は薪を 売って 母と共 に生計 を立てて いまし た︒商い が終わ っていざ 帰りな んとし た時に︑ 門に雲
水が 唱える金 剛経の ﹁応無 所住而 生其心 ﹂の一句 に触れ て︑自己 がコロ ッと落ち た︒こ の瞬間︑ 忽念と
して本 来の面 目に気 が付か れました ね︒そ の事を五 祖は初 相見に於 いて見 て取り︑ 体得し たこの本 来の
面 目を根 こそぎ 剥ぎ取 り︑真 箇真空妙 有︑涅 槃妙心を 得させ るべく︑ 米つき をさせて 悟後の 修行に 徹底
さ せたの です ︒遂 に︑ 得て いた 面目 を米 搗きで 踏み 破り ︑
﹁ 本来無 一物 ﹂と 打っ て出ま した ︒大 成し た
のです ︒五祖 によっ て持っ ていた 面目を破 ること ができて ︑真箇 一大事因 縁に目 覚めら れた︒そ の事を
﹁面目を黄梅に失 し﹂と言われた のです︒正法を そこで得たと言 うことです︒次 も同じです︒

からくれない

﹁ 臂腕 を少 室に断ず﹂とは︑神光慧 可大師が達 磨大師の元で肘 を切 断して大法を得た事です ︒雪 中に立ち︑肘
を断つ︑是れ何者ぞ︒
少林の雪 にしたたる唐 紅 に
染 めよ心の色 浅くとも
これが本当の菩提心であり︑祖師 の祖師たる所以です︒
達磨 大師に︑﹁汝 の心 を言 い持ち来たれ﹂と︒命 懸けの一 問一答 ︒頭 の先 から爪先まで何処 に心 があるんだろ
うかと探してみた︒探しておるそのもの自 体が既 に心であると言 う事が分かって︑他に心とすべきものなど無いと
諦 めた︒そこで﹁心 を求むるに遂に不可得﹂とやった︒﹁じゃあ︑苦 しい時には苦しいで良いじゃないか︒苦しみ三昧
が道だ︒その他 に心 はないと知れば︑救うべき心など無いじゃないか﹂と︒つまり﹁苦 しいと知る自己 があるから︑
苦と二人 連れになる︒だから苦しむのだ︒苦 しい時 には苦 しいばかりだ︒苦と知 る自己が無 ければ︑苦 の侭 苦は
ないぞ﹂と︒ここで決着がついたのです︒
そうです よ︒嬉 しい時 には嬉 しいしかないから︑嬉しいと思う心 を何処かで探 して来いと言 われたって︑嬉しい
そのものがもう既に嬉しい自体ですから︑他に探しても無いのは当 たり前です︒その心自体も縁に依って生まれた
ものだから︑一時 の様子 に過 ぎない︒幻だから何処にも無いのです︒その事 がはっきりしたら苦 しみにも嬉しさに
も執 着の余地がない︒嬉 しい三 昧︑苦しい三 昧︒その時その場の限りです︒成り切って自 己無ければ何も無い︒こ
れが如 来の消息です︒
達磨 大師に四人 の弟子 が居ました︒一 人は﹁お前は皮 膚を得たり﹂︑次の者は﹁肉を得たり﹂︑三番 目の弟 子は
﹁骨を得 たり﹂︒四 番目の慧可 大師は只 礼拝をしたのです︒理屈を一言 も言 わず に︑﹁只 ﹂礼拝 したのです︒満身
の礼拝に汚れや癖や 自己が有ろう筈はない︒純 粋そのものを投 げだしたのです︒﹁お前は髄 を得たり﹂と︒お前 は
釈 尊の真髄を得 たと︒此 処で印 可証明 をされて支那 第二祖 となったのです ︒これが﹁髄 を得︑心を飜へして風 流
を買ひ︑拝を設け︑歩を退いて便宜 に墮つ﹂の意 です︒自 分を本当に離して自由 を得 た神光慧可 大師の心境を︑
道元禅師がこのように讃えられたのです︒
いま少し蛇足す ると︑心を飜 へして風 流を買ひとは︑心を求めたら心 がなかった︒その事が本当に分かったら︑
心から解放 されて自 由自在となり︑真 に風 流この上ない心 境となったと︒体得 した端的 を礼 拝で示したのです︒
この礼拝︑何 者も寄り付けぬ︒大 獅子 吼と知るや 知らず や︒歩とは一歩進 める事で︑未 だ求めて進 むものがあ
る︑求 める自己 がある︒退 くとはそれをも越えた︑求 め尽くしたの意 です︒便宜 に墮つとは︑法を得 たそれから

じゅう

じゃく

とどま

とどこお

は︑衆 生を導 く為に色々便 宜を与えられた︒つまり法を説き︑衆生を導かれて休む間もなかったと言う事です ︒
しか

﹁然れども ︑心に於ても身 に於ても︑ 住 なく 著 なし︒ 留 らず 滞 らず ︒
﹂
一読了読 でしょう︒然れども︑と一転して語り口 を転 進するのです︒今 までは︑如来の正法眼 蔵を如 何にして
単 伝して来たかに重 きを置 いたものでした︒今 日正法に遇えると言うことはそれ程に法の幸 いす る所 だから︑粉
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骨砕身も報ゆるに足 らずとの気概と責任を持って嫡々相承の那一人となれよと激励 してきました︒
それはそう であるが︑正 法とて特別に何 かが有 るというものではない︒それを﹁然 れども﹂と強く響 かせて︑次
を徐に引 き出す文 法です︒
身に於いても心に於いても︑物に於いても事に於いても︑一 分一秒たりとも留まっていない無相が実相 であり︑
是れを仏性と言うのです︒この大宇宙は無常に依って生 まれたのです︒無 常とは流転変遷 をし変化す る事 で︑今
更 言うまでもないことです︒留まらずして縁に従ってその姿を自由 にす る︒何故留 まらずして自在なのかと言う
と︑その物に実体がないからです︒実体 がないから縁と縁︑出会いと出会 い︑関係と関係に依ってコロコロ︑コロコロ︑
自由 自在に変 わって行くのです︒水は加熱 すれば気体 となって天に昇り︑冷やせば氷となって船を遮 る︒しかし
水の姿は変われどその性 は変わらない︒縁 次第と言うことです ︒
だから縁に依って宇宙 は変遷 流転して︑今︑縁に従ってこの姿があるだけです︒無常により自在 に変化 している
その物が宇 宙です︒生まれる物でも消 滅する物でもないのが宇宙です ︒始まりも終わりもないと言う ことです︒
無常にして無自性空 が宇宙 の本質です︒
﹁今﹂も同じです︒﹁今﹂の始まる時も︑﹁今﹂が終わる時 もないのです︒心もまたそうです︒生命も私達も︑因 縁
所生 の法 に依 って現れましたが︑無自 性空です から何 時でも変化す るものです︒何も無いから生まれたし︑無 常
だから生 まれたもので︑縁に依って自由に生死 するのです︒従って生死に生死は無いのです︒これを生死 涅槃と言
うのです︒﹁心に於ても身 に於ても︑住なく著なし︒留まらず滞らず﹂とはこの事です︒何処 にも固まっておるもの
もないし︑探したって住 家とする所 もない︒今 ﹁只 ﹂斯くの如くあるだけです ︒我 々も仏祖 と同 じく︑斯くの如 く
﹁今 ﹂﹁只﹂あるだけです︒仏性らしげなものや仏法 らしげなものは︑何 処にも︑何者も無いだろうと︑認める心の

と

く しにも ま

ぶっしょう

また

癖を指摘して︑速く隔てを取れよと無言 の檄です︒
じょうしゅう

﹁趙 州に僧 問ふ︑狗 子 還 た仏 性ありや 也なしやと ︒
﹂
ここで道元 禅師 は︑あの有名な﹁狗 子仏 性﹂の話をテー マにして︑仏性とは真空 妙有にして無 自性空 なる様 を
知らせようとしているのです︒
もう 亡くなって四十 年近くにもなります が︑義 光老師 ︑大 智老尼 のお弟子 で︑藤井よねと言 うお婆さんがい
ました︒この人は一生 懸命 日々隙 を与えず︑今︑今の端的 を練 っていました︒次第 に見るもの聞 くものにも汚 さ
れない﹁只 ﹂になってきた頃のこと︑気に入った茶碗を買ってきたのです ︒
当時のお風呂は︑四 五日に一 度という 頻度で︑木や 落ち葉 やゴミを焚 いて沸 かしたものです︒集 めたゴミを焚
いていたら︑買ってきた茶 碗が火焔 の中 に現れた為︑思わず 茶碗を取り出そうと手を突っ込 んだ︒﹁熱 い！ ﹂に自
己を取られて悟った人です︒それは平 素練っておったから︑時節が来て﹁熱い！﹂の縁 で徹 したのです︒
突飛もない痛 さや驚きや︑熱さ︑音︑臭い等だったからと言う者 ではないのです︒偶 々その縁に出 会い︑それに
よって自己を取られて突入したのです︒正 に縁です︒
我 れ無く︑全身そのものになった瞬間は誰でもあるものです︒けれども何故その時悟れなかったのかと言うと︑
熟 していないから隔てが落ち切らないためです ︒落ち切るまで徹していないからです ︒だから打発にまで到らない
のです︒
白隠下の於三やお察は︑極めて純粋 で真 面目で︑昼夜隙無く﹁只﹂やったでしょう︒永嘉大師 だって﹁只﹂ひたす
ら金剛経を読誦していて徹した人です︒
で すか ら日々 ︑時 々︑ 我を 忘れ て満 身そ のも のにな って ﹁只 ﹂する ので す ︒﹁只 ﹂を練 ると は一 つの

あれかな ？

そ れかな？

事に 徹する︒ その物 を離さ ぬよう に一心 不乱に﹁ 只﹂す るのです ︒それ に没頭し ていけ ば良いの です︒
禅は難しい事を するのではない ︒一心不乱に一つ 事に徹底する事 です︒
知 性が︑ あれや これや それや ︑二つも 三つも 頭の中に 並べて ︑どれか な？

- 7 -

と比較 分別し 疑って 見たり ︑是と思 ったり 非と思っ たりし て︑心を 騒がせ るものだ から徹 する事が 出
来 ない ので す︒ 先ず それ を止 める 事で す︒道 元禅 師が ︑﹇心 意識 の運 転を やめ︑ 念想 観の 測量 をやめ ﹈
と注 意され たのは はその ためで す︒だが ︑今止 めても 直ぐ出て きて撹 乱するか ら︑な かなか思 うよう に
行かないの が初期の修行状 態です︒
ではそ れをど のよう にしてク リヤー するかで す︒迷 いの原 因が隔て ですか ら︑身心 一如に 戻す努力 で
す ︒と言 う事は ︑単純 に﹁只 ﹂するこ とです ︒単純な 事を単 純に﹁只 ﹂する のです︒ 徹する まで昼 夜を
問わず努 力するのです︒
む

﹁州云く無 ︒
﹂
趙 州禅師が﹁無﹂などと言いだしたものだから︑ここから天 下が騒然とするのです︒又︑この﹁無﹂の一字が解決
すれば︑天下は即座に治まるのです︒この﹁無﹂は nothing
などの簡 単な﹁有る無し﹂の無ではない︒自己無 く︑比較
すべき相 手も無 く︑心 も物 も無く︑釈迦 も祖師 も無い︑いわば乾坤 虚空 ︑入息 出息です︒眼横 鼻直 です ︒﹁只﹂
﹁無﹂︒﹁只﹂馬鹿野 郎︒﹁只﹂南 無阿弥陀 仏︒この﹁只﹂が手 に入 ったら良 いのです︒つまり﹁無 ﹂に成り切 ったら﹁無﹂

よう たい

無となる︒

あたら言葉の障りかな

も無くなる︒﹁只﹂即﹁無﹂です︒この時趙 州も祖師 方も自分 も︑元より同じだったことが分かるのです︒
無︵ム︶というも
無とも思わぬ時ぞ
ぎ りょう

﹁無字 上に於て︑擬 量 し 得てんや︑擁滞し 得てんや ︒
﹂
この﹁無﹂の字 に︑畢 竟何が有 るという のか︒何 が隠されているという のか︒と詰め寄り︑言詮不 及意路 不到に
到らせる活 手段です ︒分からない言 葉に出合 うと︑直 ぐに何 だろうかと意を巡らせ自 己を運ぶ︒これが心の癖
であり妄念です︒煩悩であり執着の根源です︒隔てがあり自己 が有るからです︒この妄根を断って涅 槃妙心を得
させ︑真に安楽 境にしてやろうとの慈悲です︒要す るに﹁只﹂になれと言うことです ︒
この﹁無﹂に︑如何様な知 的判断を下し︑科学的分 析を導 入したって﹁無﹂は﹁無﹂でしかない︒疑義推量の余地は
無いのです︒甘い時には甘 いばかりで︑砂糖は何 故甘いのかと詮索しても︑この甘い事 実に何らの理 屈はない︒辛 も
酸 も皆同じです ︒苦 しい時 には苦 しいばかりです︒死ぬ時 には死 ぬしかないのです︒その時生 きたいと願 ったりし
て︑出来ない事を得ようともがくと︑心が更に空想妄 念を刺激し︑恐怖感 などを導き出して苦しむのです ︒死の
時には死 のままに任せる力︒その物と一体になる事を安住 すると言う でしょう︒これが﹁無﹂です︒﹁無﹂の全体露
堂々と究 めるのが坐禅です︒それ以 上も無 ければ迷いもなければ︑それ以上 に救 われるものもない︒当然苦しむ
ものもない︒しかし︑その大境界を得るには︑真箇﹁無﹂に徹して自己を忘じ切 れよと︒
擁滞 とは︑匿 ったり捕まえたり隠したりす る事です︒無字の中に︑そんな何かが有 りそう に妄 想するなよ︒そ

び

んなものは一切何も無いぞと続 くのです︒
は

﹁全く 把鼻なし ︒
﹂
把鼻 なしとは︑捕まえ所がないことです︒手が付かないのが﹁無﹂です ︒本 来因縁所 生の法です︒手が付く代物
ではないのです ︒本 来目 が目をしていて︑一切 名相 揀択に関わらないところに着眼す ることです ︒ここを﹁各 各の
方 面に知 覚を遺 さず︵幾ら見ても向こう には知覚も意識も何等の跡 形は無い︒全く把鼻 なし︶︑群生の長に此中
に使用する各 各の知覚 に方 面露れず ︵こちらも︑どんなに知覚を巡らせて見 ても︑目に向 こうが現れた物でもな
く︑目には元来何も影響される物 は無い︒全く把鼻なし︶﹂と道元禅師の結 論です︒
生老病 死︑天地自 然︑見聞 覚知共 に手 が付かない世界 です︒是れを﹁全く把鼻なし﹂と言 うのです︒気が付い
た時にはもう 産まれているし︑死ぬ時は誰 も分からない程 徹底 していて︑分かる分からないを超 越しているので
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す︒知らないのが本当 で︑知 るのは自己 の計 らいです︒是れを妄覚と言う のです ︒本来 左視 右視如来 現前です︒
もう言う ことも思う こともないのです︒更に求めると妄 念我執となり︑妄界に堕すのです ︒﹁全く把鼻なし﹂です
から︑﹁無﹂には手 が付 かないしどうしよう もないのです︒渾身﹁無﹂に参 じて徹 するしか道はないぞと言うことで
す︒
禅は根底解 決の道です ︒全 て手放しの﹁無 ﹂を錬ることです︒全く把鼻なし︑と体達 したら本 当の世界に目 覚
めた時で︑﹁無﹂を天の川一 杯に並 べて一飲 みにするくらい造 作のないことです︒趙 州・道元両古仏 のみならず︑歴

さっ

しば

はな

み

代祖師復 活して明了々︒山雲海月の情を如何せん︒参︒
こ

﹁請ふ試みに手を 撒せよ︒且らく 手を撒して看よ ︒
﹂
試 みに自分 の手 をよく見て︑深く観察 してその実体を突 き止 めてみよ︑と言う 事です ︒折角 道元禅 師がそう
おっしゃってるんですから︑皆さん手をちょっと上げてご覧なさい︒
掌を出 して︑そして指を曲げてみて下 さい︒自由に思うままになるでしょう︒
手 を収めて引っ込めてご覧 なさい︒何事 もないでしょう︒何か有るとか無いとかではない︑そう いう事ではなく︑
﹁只 ﹂縁に応じて自由 に作用 し動くけれども︑その実体は何も無いでしょう︒何処にも︑何も癖や迷いや善悪など
無く︑瞬間々々﹁只﹂縁に従ったに過ぎないのです ︒無為にして自在 でしょう ︒﹁全く把鼻なし﹂でしょう︒

﹁ 身心は如何 ︑
﹂
この身 ︑この心 の様子 はどうか︒手 だけではなく︑全身 がそうであり︑天地自然 もそうなのです︒その瞬間のあ
れこれの作用︑動き︑関係 性の現象 として︑その瞬間にそれがその様にあったけれども︑今 どうじゃと︒得道三十
棒︒不得道 三十棒の勢いです︒何とか言わぬと道元禅師に申し開きが立たぬところです︒
ここで︑﹁全 く把鼻 なし﹂と言えば︑いきなり三 十棒 を喰らいます︒﹁全く把鼻 なし﹂ならば︑是 れはどうじゃ
と︑二の矢 を放って試みるに決まっていますから︒
この時若し︑﹁全く把鼻 なし﹂と本 当に決 着が付 いていたら︑何事 も無いから︑﹁却 って老 和尚に問 う︒身心 如
何︒﹂と問 う充分 な余 裕があるのです ︒このよう に切り返 して問うことを﹁検 主問﹂と言 うのです ︒些か力 量のあ
る気色の悪い相 手ですから︑主客伯仲です︒
そう 出られると当 然ここでは︑﹁只︑我れ是の如し﹂と又々言 下に三十 棒を喰らわせます ︒ここで竜 蛇を見分
ける必要 があるからです ︒本物なら本 物のように︑偽物 なら偽物のように扱うのが法 であり︑師家の本領だから
です ︒
本 当に﹁全く把鼻なし﹂ならば︑流石 の道元 禅師も命乞 いをする事 になるのです ︒若し未在 底ならば︑徹底尽
くさ せるべく︑自己を砕くための手立てを講じていかねば仏祖に申し訳が立たないのです︒
皆さ んはどのように応 じますか︒得 道 三十 棒︒不 得道 三 十棒 です よ︒徳山 底です︒知 慮す れば喪 身 絶命 で
す︒
現 実はその場︑その場︑その時 ︑その時 で完結 し終 わっているのですが︑それを情 報化 して頭 に貯め込んでいく
自己 が問題 なのです︒自己 を尽くすには︑自 己無 きまで徹 するしかないのです︒常に︑この身 心如 何と︑自 己に
習い︑自己に徹していくのです ︒一心に治まり切れば︑自己無き消息が体得出来るのです ︒
あん り

﹁行李 は如何 ︑
﹂
行李とは立ち居振る舞 い︑様子︑行 為です︒一日 中動いたって︑何一つ残ってはいないし跡形がある訳ではない︒
全て因 縁所 生の法であり︑無 自性空 です から︑何 一つ有 る訳がないのです︒空 の流 転がその時の行李 です︒この
間 ︑自 己有 りや 否や を看破せよ︑と言 うのが真意 です︒只如 是です ︒更に何をか言 わん︒立ってみよ︒歩 いてみ
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よ︒何者か是れを遮るものあらん︒
しょう じ

﹁ 生 死は如何 ︑﹂
本当 に生 きておるとはどう言 う事じゃ︒死ぬとは何 じゃ︒と修行の目的と本分を突きつけて試 みたのです︒こ
れが明らかにならなければ︑仏 道 修行 者とは言 わさ ぬぞ︑と道 元禅 師の本 音がよく見 えます︒修 証義 の冒頭
に︑﹁生 を明め死を明 むるは仏家 一大 事の因縁なり﹂とあるでしょう ︒高 祖の末裔 ならば︑何とか言わなければ
袈裟衣が泣きます︒
無門関 に﹁倩女 離魂﹂と言 う公案 が有 ります︒是れが分かれば面目が立 ちます︒理屈で分 かる世界とは違う
ので︑それには腹の下でしっかり坐るしかないのです ︒体 を認めると︑始 まりと終わりが付 く︒これが生死の元で
す ︒この体 が無 くなると生死 と言う 言葉が無用となる︒要するに忘れることであり︑気に掛からなくなることで
す︒それには只管打坐して自己を忘ずるの外はないのです︒生 死の実体 など︑何処にも無 いじゃないか︑と言うこ
とがはっきりするのは︑自己 を忘 じた消息が有 ってからのことです︒そこでどう答えるかは自由自 在です︒もう問
題 ではないのです ︒元より言 語上 には何も 無い未 生以 前の消 息 ですから︑右視 左視 ︑見聞 覚 知に用 はないので
す ︒道元 禅師は︑﹁生死 は仏 の御 命也﹂と言って︑生 死をご馳 走にして食 べてしまわれました︒そうして︑﹁生死と
して厭 うべきもなく︑涅槃として欣う べきもなし︒﹂ご馳走様 でしたと言うに同じ︒美食も飽人の喫に当 たらずと
放下したところです︒徹して自己無き境界には︑何事も無用の長物 です ︒

﹁仏法 は如何 ︑
﹂
我が這 裏仏 法無 し︒自己 が無ければ法 ならざ る無しです ︒有 りの侭︑真実 丸出 しですから当然 です︒これが
仏法です ︒他 に法 は無 いのです︒だからわざわざ法を探す必 要は無いじゃないか︒自 分の全 体が既に法丸出 しだ
ぞ︑と︒﹁仏 道を習 うと言う は自 己を習 う也﹂癖の自己 を捨てて︑本 当の自己︑即ち前 後の無い自己 ︑本 来の自
己を見出しなさいと言 うことです︒早 い話が︑只管打坐︑只管活動に徹し︑即心 是仏の当 体︑自己 仏に目 覚めな
さいと言うことです︒
見る時︑見るものはない︒これが仏法ではないか︒真実ではないか︒仏ではないか︒先ずは徹してからの話 しだ︒
その前に︑とにかく菩提心 に恥じ︑且つ鞭打って努力せよと言う ことです︒
﹁世法は如何 ︑
﹂
仏法に実であれば︑世法にも実ならざる無しです︒世 の中は縁の集 合体です︒それぞれが関わり合って成り立
っています︒患者が居ればお医者さんが必要だし︑衣食住みな布施の檀度 です ︒
その実体はとなると︑全て因縁所 生の法です から︑流転をしているのでその時の様 子でしかない︒儲けたからと
いって喜んでいても︑縁 に従 ってさらっと裸になる︒宝くじに当たる人もおる︑当たらない人もおる︒足 は頭の代わ
りにならぬし︑目は口の働きはせぬ︒皆 縁の独立 した様子 であり︑個々 の差別と個々の作用から成 り立っている︒
何れも和気藹々 として少しも衝突 したりはしないでしょう ︒空の働き故に︑世 法と仏 法と何 処が違うのか︑とく

にんちく か おく

ひっきょう

と道取 して見よ︒それだけじゃないぞ︑と次 に続くのです︒
せん が

﹁ 山河大地︑人畜家 屋︑畢 竟如何 ︒
﹂
須く一つ物の分かれです ︒縁の違いで様子 が異 なっているに過ぎない︒或いは山河大地 となり︑羊となり草木と
なる︒縁の自在さ加減 を見 て取れよ︒何処に問題があり︑迷うことがあるのだと︒山河 大地︑人畜家屋︑畢竟如
何︒皆全く把鼻 なし︒仏祖も退 倒三千 です︒言うことも思うことも無い︒﹁是時 十方法 界の土地草 木牆壁 瓦礫
皆 仏事 を作 す﹂と言 われたのは道 元禅 師です︒おのおのの利益に預 かっているのだから︑何処 に不平不 満が言え
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るのか︒満身その物 に成 って自己 無く﹁只﹂しなさい︒それが報 恩であり真如実 相であり︑山河 大地︑人畜家 屋︑

じ ねん

どうじょう

そうりょうねん

山 川草 木︑悉皆成 仏だぞと︒妄 覚をもって見 聞覚知 をしてはならぬと︑暗 に注 意しているのです ︒古 人曰 く︑柳

み

は説く観音微 妙の相と︒
み

﹁看来り看去っ て︑自然に動 静 の二相了 然として生 ぜず ︒
﹂
言う ことも思 うことも無 ければ︑﹁只 ﹂見︑﹁只﹂聞くだけ︒その時︑動くとか動かないとか︑有るとか無 いとか︑
分かったとか分からないとか︑そんな分 別をする自己 などは無 い︒そこを︑﹁看来り看去って︑動静 の二相 了然と
して生ぜず﹂と言 われたのです︒
要するに隔てが無 ければ︑ありのままです ︒その物自 体です︒﹁薪は薪の法位に住 し・・・灰は灰の法位に住す ﹂
と︒薪 の時︑燃える時︑灰 の時︒時が異なれば縁も又異なる︒従って様子も異なる︒これが因縁所生の法です︒捕
まえようがないのです ︒どれが本当の時か︒どれが真実 の様 子かと問う ても︑その時︑それ以外の真実 も様 子も
無いから答えようがない︒全く把鼻なしです︒前後 が有りながら︑﹁今﹂は前後際断︑不二無二の世界です︒
時 に二つは無いし時に真偽は無いので︑真実 以外に余物は無い︒薪 の時︑燃えておる時︑灰の時︒全 て本当の時
です︒宇宙は因縁所生 の法です︒間違った物も偽物も無い︒端的にして露堂々です︒だったら縁のままに従い去る
しかない︒今 ︑今 ︑真 面目に﹁只 ﹂やるしかない︒本当 に看 来り看去っているなら︑自己 など何処にも無いではない
か︒動 だの静だのと相対 的に見る癖などは起こらぬ筈だ︒本 当に看る時 ︑看来り看去 って何 も無 いのだ︒動 静の

がんねん

二 相了然として生ぜざるを自知するぞと︒
ふ しょう

﹁此の不 生 の時︑是 れ頑然にあらず ︒
﹂
自我が取れ理屈が無 くなった時︑いきなりからっとしてしまう ︒だからといってそれは決 して融通 が利かない様
なことではない︒見 方や考 え方 が固まって無知 性無感 覚になったのではないぞと︒頑とは頑固の頑で︑固まって融
通が利かない事です︒
それらとは全く異なり︑本 来の様 子であり自由で隔てのない消息だから︑絶 対に心 配はないと︑疑 義を払 袖し
たのです︒
こ

﹁人︑之 を證する無く︑ 之に迷ふもの惟 れ多し ︒
﹂
人には認識す る自 我がある︒分別をし比較をし︑過去に囚われて迷いをわざわざ 引き出して苦しむ︒人︑即ち
心があり隔 てがあり自 我があり︑自 他分別 に囚 われる︒だから人としての意識 を離 さない者は︑﹁不生の時︑是
れ頑然 にあらず﹂の様 子は絶対に分からない︒と言うのが︑﹁之を證 する無 く﹂で す︒な かなか体 得する 事が
出来 ないの です︒ つまり 人我でも ってあ あじゃこ うじゃ と︑理 屈で取り 沙汰し て迷う者 が多い ︒いや︑
全てと言って いいくらいだと ︒
﹁之に迷ふもの 惟れ多し﹂とは この事です︒
然 るに依 って︑ 先ず人 として の自覚と 自尊心 に基づ く自己意 識を捨 てなけれ ばなり ません︒ 自己を 捨

はん と

てなけ れば︑人として の迷いから抜け 出られないし︑ 仏法を證する事が 出来ないのです ︒
しば

﹁参禅の人且ら く半途にして始 めて得たり ︑
﹂
半 途にし て始め て得た りとは ︑一体ど ういう 事か︒こ こらは 誤まり易 いとこ ろです ︒半途に してと は
法の 本分の 上から ︑今は 半途で も﹁只﹂ 出来る ように 努力を怠 らねば ︑全てそ れが道 だから皆 分かる 時
節が 来るぞと ︒要す るに︑ 平生が 道だか ら︑余念 さえ入 れなけれ ば道自 体でしょ う︒既 に道だか ら分か
ろうとする必要 はない ︑
﹁只﹂ 努力しておれ︒そ もそも捕まえよ うがないし認め ようがない端的 だから︑
分 から ない のが 道な のだ ︒分 かる自 己が ない から こそ 徹する こと が出 来るの だぞ と ︒﹁半 途にし て始 め
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て得たり﹂とは この事です︒
中 途半端 だと言 う自覚 が有れ ばこそ︑ 本当に 何とかし ようと いう努力 心が起 こる︒ その菩提 心を大 事
にし て大い に努力 しなさ い︒努 力さえ怠 らなけ れば︑ 必ず道に 行き着 く︒実際 の努力 を怠るな ︒小成 に

や

腰を掛けて は成らぬと言う ことです︒
ぜん と

と言う 理屈や自 信を持 つなと言 うこと です︒分 かった と思った ものは 全て法

﹁全 途にして辞むる こと莫れ ︒
﹂
分か ったぞ ︒これ だ！
理です ︒法理 が分か ると︑ 到り得 た積もり になる ︒これを ﹁全途 ﹂と言う のです ︒道を 塞ぐ恐い もので
す︒自 己を運ん で法を 得るは 迷いだ と︑古人 はちゃ んと注 意してい ます︒ その途端 に自我 のバリア が出
来て しまい︑動きが取 れなくなるので す︒
その 上で幾 ら坐禅 しても 一向に埒 が明か なくなる のです ︒得た と思った ら信念 になり自 信にな り︑そ
こから なかな か抜け 出られ ない︑ 所謂法我 見とな るので︑ 正法を 受け付け なくな るのです ︒信念 の世界
は 知性を 超えた 世界で すから ︑未だ 本当では ないと 理屈で分 かって も︑それ を撤回 するの はとても 困難
で す︒自 然そこに 腰を掛 けてし まい︑ 自信が実 地の修 行を疎か にさせ るのです ︒だか ら修行 者の心得 と
して︑深く 注意を促された のです︒
結局眼 に任せ ︑耳に 任せ︑ 体は体に 任せ︑ 心は心に 任せて ﹁只﹂一 心を守 るのみ です︒何 事も一 心不
乱 に﹁只 ﹂しておればい いのです ︒結局只 管打坐 ︑只管活動こ そ ︑仏祖の堂奥に 到る唯一の道な のです ︒
道元 禅師の 真意は ︑仏法 さえも 持たず ︑捨てて ︑捨て て︑ひた すら行 じていく のが本 当の修行 だぞ︒ 得

き とう

たつもりに なるなと︒
き とう

﹁祈板 ︑祈板 ︒
﹂
此処 が大事 なとこ ろだか ら︑頼 むからし っかり 努力して 大法を 守ってく れよ︒ と道元 禅師は血 を吐く
思いで我等 に道を託されたの です︒誰か寒毛 卓立せざる者あ らんや︒祈祷︑ 祈祷︒

こ れが第 八章で す︒此 処は真骨 頂丸出 しです︒ 珠玉の 固まり です︒分 かる分 からない の自己 を運ばず
に︑ 只読む ことで す︒時 節が来 ︑徹する 時が必 ず来ます から︒ 大切な事 は日々 努力する 事です ︒朝に晩
にしっ かりと 坐禅を する事 と︑心 を空っぽ にして 単々とや る事で す︒これ が徹す る一番 の早道で す︒時
間があ った ら坐 禅す るこ とで す︒ 功夫 も修 行も何 もせ ず ︑
﹁只﹂ 坐す のみ です ︒心が 動い ても ︑そ れは
癖だ から勝手にさせて 付いて行かない ことです︒やが て治まりますか ら︒
信心 銘に﹁ 大道は 難易な し﹂とあ る通り です︒既 に眼は 眼をして いる︑ 見てる ︒難しく 見ると か易し
く見るとかは 有り得ない ︒全身その ものになっておれ ば自己がない ︑心がな い ︑我がない ︑拘りがない ︒
い きなり仏の世界 ︑悟りの世界で す︒徹しきらない から元に戻るの です︒
本 当に真面 目に︑ 淡々と やって おれば 即行です ︒行が そのまま 結果を 出してく れるの です︒般 若心経
に﹁ 深般 若波 羅密 多を 行ず る﹂ とは この事 です ︒結 果と して ︑
﹁五 蘊皆 空と 照見し て︒ 一切 の苦 厄を度
す﹂る 時節が 自ずか ら来る のです︒ ですか ら真実の 道を道 として行 じてお れば良 いのです ︒他に 求める
は 全て煩悩です︒合 掌︒

茶礼会
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老

師・ ・

募 金有難 うござ いまし た︒その ご報告 を致しま す︒お 陰様で目 的通り 袴五十本 ︑作務 衣五

十着︑ そしてあちらで二 十枚の座布団を 調達する事が出 来ました︒本当 に有り難いこと です︒
十日 に少林窟 を出発 して明 くる日 現地へ入 りまし た︒フ ランスで は日本 人はかな り信頼 され優遇 され
て怪し まれる 事はあ りませ んでした ︒それ らを持ち 込む時 ︑検閲に 引っ掛 かる心配 があっ たから︑ これ
は 先輩方 の誠意 ある行 動が︑ 日本人全 体の信 頼を高め てくれ たお陰で す︒先 輩方に感 謝しま した︒ 民族
が信頼さ れると言う事は ︑理屈無く気持 ちが良いですね ︒有り難かったで す︒
フラン スの民 族性の 一部が 少し分 かりまし た︒一 つは生活 様式に 依るもの です︒ 畳の日 本人と︑ 椅子
の西洋 人とでは ︑腰の 座りが 違うと 言う事で す︒畳 生活は 腰が坐っ ておる と言う事 です︒ 同じ事を やっ
て も持ち が全然 違うの です︒彼 等はた った一日 半の坐 禅でへ ばっちゃ いまし た︒腰掛 けは適 当にもた れ
ます から︑ 精神性 として も知ら ずに依存 心が育 ちやすい 姿勢な のです︒ 腰に力 が入らな い生活 だと言う
ことで す︒正 坐には それら は有り ません︒ その姿 勢は覚悟 済みで ︑最後ま で自分 を守り通 す気構 えを育
て ているようです ︒
そ れから 先は坐禅 が苦痛 になり ︑集中 力が極度 に低下 して散漫 になり ました︒ 後半の その分だ け進歩
向上が遅々 としました︒こ れが身体上にお ける日本人との 差です︒
もう一 面は内 面です ︒通訳 が必要で すから 説明時間 が倍か かること は当然 ですが ︑通訳者 が坐っ て法
が 分かっ ている 人とそ うでな い場合と では︑ 真意の伝 わり方 に可成 りの差が ある︒ これも当 然です が︑
法が 分かっ ていな ければ 言葉に 忠実に ならざる を得ま せん︒さ れば概 念変換に 多大な エネルギ ーを費 や
すこ とにな ります︒ 先ず正 しく理 解した かどうか の自己 採点があ り︑そ の上で適 切な概 念選び言 語選択
となり ます︒ 自分の 知性領 域を超え た世界 に対応す るとな ると︑理 解に苦 しみな がら領域 外の表 現のた
め の連続 努力で す︒極 度の緊 張ですか ら限界 があり︑ 二人の 通訳がい ました が︑一 人は倒れ るとい うハ
プニング も有りました︒ 当然だと思いま したよ︒とても 真面目な通訳者で 今後が楽しみな 人達です︒
何しろ 西洋は 今日的 な文明 を発達 させた本 家本元 ですから ︑実に 論理的物 理的で あり︑ 実に機械 論的
なんで す︒日 本人の様 に︑本 音と建 前と言う 様な︑ 知性と 感情と︑ 個人的 意見と一 般論と ︑今現実 の事
と 過去の ことと ︑これ らを同 時的に思 考し判 断しよう とする のとは根 源的に 違う精神 構造で あり思考 系
です ︒裏側 に感情 があっ たり人 間的計算 があっ たりと言 う様な 民族と違 います から︑そ の点は 実に端的
であり明快で す︒
と言うの は︑具 体的論 理的に 説いて 行けば︑ 想像以 上に伝わ り易く て︑それ だけ楽 に納得す る精神 構
造 をして います ︒しかも 彼等は ︑その 精神の深 遠さに 即敬意 と信頼を 置いて くれると いう︑ 直接的直 線
的な知性 と感性をしていま す︒
日本の 色々な 指導者 がヨー ロッパに 於いて 参禅の指 導され ていま す︒それ はそれ なりの効 果を上 げて
い るでし ょうが ︑﹁まあ ︑とに かく坐 れ︒坐ら なけれ ば分かる 世界で はない︒ 坐れば 分かる ︒﹂と言 った
指 導では︑ 彼等は 心の内 で迷動 したま まです︒ だから 決して心 は定ま らないが 故に︑ 納得した 方法論 を
持た ない修 行だか ら︑実際 に於い て従来 の侭の信 仰的心 情の坐禅 に過ぎ ない筈 です︒つ まり︑ 坐禅が瞑
想と訳されてし まうのも︑心の 状態から言えば まさにそうだか らです︒
ど こが適 正では ないの か︒簡 単に言え ば︑理 と事が明 確に区 分して作 用して いる精 神ですか ら︑修 行
とい う事の 前に︑ 先ず理 解して 貰えるよ うに徹 底的に 理を尽く すこと が肝要だ と言う ことです ︒理は 言
うま でもなく 知性の 世界で あり︑ 言葉と 概念と論 理の集 積体です ︒彼等 の精神基 盤は︑ ヨーロッ パ文明
を支配 してき たキリ スト教 信仰が根 底です ︒しかし この精 神的傾向 は︑殆 ど無意識 無自覚 的なもの に近
い ので︑ 明確に 知性に 訴えて ︑一句一 句理解 し納得し ていく 論理展開 が必要 なのです ︒そう であれ ば︑
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自然体 でキリ スト教 的に理 解しよう とする よりも︑ より優 れた確か な解決 方法で あって︑ 明確な 理解が
得 られる 理論で あれば ︑素直 に納得し てくれ ます︒信 じられ さえす れば︑彼 等は積 極的に坐 禅修行 しよ
うとす るのです︒
とに かく曖昧 な理屈 では納 得しな いし︑納 得しな い限り 彼等の底 辺に潜 む従来型 の認識 法で禅を 理解
します から︑ 決して 上手く いくもの ではな いのです ︒実質 の成果が 出てい ない何十 年間の 指導は︑ ここ
に 根本原 因があ るので す︒事 の初めに は︑徹 底して理 を尽く すことで す︒そ の為には 本当に 体得し 理解
していな ければ︑彼等の 自由な発想と疑 問と︑完全なる 納得要求には対応 出来ません︒
現在主 流を為 してい る一団 があり ますが︑ 彼等は 決して真 の求道 者とは言 えませ ん︒人 間性不在 の一
方的な 祈りに虚 無感を 持った 人達で す︒キリ スト教 信仰に は修行と しての 事︑即ち 明確な 自己存在 が有
り ません ︒自己 努力に よる具体 的な信 仰︑それ が禅修 行です が︑彼等 は真箇 自己を解 決する 坐禅を目 指
して いると は思え ません ︒自我 のままの 坐禅に 終始して います からね︒ 禅的仏 教的信仰 生活に 安住して
いると言った 方が適切です︒
結 局キリ スト教 信仰の 形体を 奥に引 きずった ままの 坐禅です ︒ここ が擦れ違 う点で す︒と言 うのは ︑
正 しい禅 修行のた めに必 要な︑ 自己を 捨てると 言う肝 腎な基本 精神が 理解でき ないと ころで す︒自己 を
捨て る具体 的な方 法こそ が坐禅修 行の中 心です︒ ですか ら旧来を 引きず ったま まの坐禅 では駄 目だとい
う事を ︑徹 底理解させ納得 させることから 始まると言うこ とです ︒つま り ︑確固と した論理が必要 だし ︑
質 疑応答 を徹底 して根 底から 納得させ なけれ ば駄目な のです ︒悲し い事です が︑今 までの指 導に欠 けて
いた決 定的な要素です ︒
正法 に縁が 有るか無 いかは ︑これ からの我 々の努 力に掛 かってい ると思 いました ︒私に はみなさ んと
ても良き学人達 です︒

実質 明くる 日︑四 月十五 日から 始まった のです が︑十六 日の午 後︑僅か に丸一 日の参 禅なのに ﹁是れ
は是れ ﹂と言 う事が 分かる んです から︒み んなで はあり ませんが ︑日本 人からし たら驚 異ですよ ︒二日
目と 言えば 七転 八倒 して る時 でし ょう ︒
﹁ 人生し てき た中 で︑ これ程 の落 ち着 きは 感じた 事が ない ﹂と
言い ︑しっとりと落 ち着いて来てる のです︒脳構造が 全然違うのです ︒
私に とって 実に説 得しや すいのと ︑今後 気を付 けたいの は︑彼 らに腰の 粘りが 無い事か ら︑坐 を半分
にして 後は説 法と質 疑応答 の時間 に当てて いこう と思いま した︒ 徹底的に 疑問を 解き質 問に答え て行く
と︑坐禅を半分に 削ったとしても ︑時間的な到達 点は大差ないと 確信しました︒

別の お知ら せです が︑例 のカソリ ック寺 院のホテ ルは大 部出来上 がって いまし た︒全体 更に俗 化して
いて︑ 本当に 寺院と 言う空 気じゃな くなっ ていま した︒悲 しい事 ですね︒ ゆっく りと全体 を散策 して見
ま したが ︑実に 環境が 良いで すね︒ あれが精 神文化 のサロン と言い ますか︑ センタ ーとして 使える 様に
なれば と︑思いを新に しました︒
その 事を現 地の門 下生の 方達に少 し吐露 しておき ました ︒未だ本 当のノ リまでに は到っ ていませ んの
で︑
﹁シ オン を守る 会﹂ の結 成に 至る まで には もう少 し時 間が かか るかな と思 いま す︒本 当に 大乗 精神
で ある禅 の心を 持って しない と家庭も 駄目に なる︒社 会の健 全性も ︑本当の 平和を 構築して 行く事 もあ
り得な い︑と言う信念に まで早く高めた いものです︒
会が 結成され ますと ︑自分 たちの 力で護持 して行 きます から︑草 刈りも ︑腕に覚 えのあ る者は建 物の
修復に も︑又 物心両 面に渡 って協力 しあう でしょう し︑禅 のみなら ずヨガ やお茶︑ お花な ど︑向こ うで
は結 構武道も浸透し 始めていますの で︑曜日を変えて 活用すれば素晴 らしい事に成る でしょう︒
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ドイツ にもＥ Ｕの中 心にも 近いし︑ ヨーロ ッパの主 要都市 に非常に 近いで すから面 白くな るんじゃ な
い かと思います ︒この度 二十一人だった のですが ︑二十人以 上が寝泊まりをし て修行すると言 う環境は ︑
なか なかあ りませ ん︒か なり山 の中の個 人持ち の館を お借りし てやっ た訳です ︒ドイ ツではそ ういう 施
設が 各地域に ある様 で︑原 田雪渓 老師の 参禅会は 五十人 から集ま って︑ 一週間の 接心が 催された と言う
事です︒フラン スでは無いので す︒
あの 僧院が速く自由 に使える様にな ったらなと思い ます ︒向 こうの人もやり 出したら結構熱 心ですし ︑
これ だと決 めたら 一筋に 進める 頑固さを もった 民族性で すから ︑ひょっ とした らそう なるかも 知れま せ
ん︒
それか ら︑袴と 作務衣 は日本 全国か ら道を志 す人達 によって 寄付さ れたもの だと伝 えまし たら︑皆 さ
ん 不慣れ な手で ︑あの 複雑な袴 をたた んでいま した︒ やはり 誠意は誠 意に通 じていき ますね ︒期待は 大
きいと思 いました︒
十七日 に終わ り︑又 シオン に帰って 一泊し ︑十八日 早朝パ リに出 ましたが ︑流石 にもう疲 れまし た︒
泰 法さん だけは 元気で した︒ 彼は一 日五食で すし︑ 時間があ れば眠 っていま すから ︑彼に とっては 時差
と 言うも のは無い ですね ︒あれ は良い ですね︒ 元気百 倍で彼だ け一人 でルーブ ル美術 館へ行 き︑私達 は
すっかりの びてベットの人 でした︒
その夜 は日本 食を探 して慰 労会をし ︑タク シーでコ ンコル ド広場︑ 凱旋門 そして エッフェ ル塔を クル
リ っと廻 って帰 りまし た︒観 光と言え ば僅か にそれだ けでし た︒二 十日には 日本に 上陸して おった んで
すが ︑大阪 でちょ っと用 事を済 ませて 一昨日帰 窟して ︑今日こ ちらへ 赴いた次 第です ︒昨日一 日道場 に
居ただけで す︒少々ハード でしたね︒しかし 着実に少林窟の 法は浸透してい ます︒
七月には道場へ 単身で来られる 夫人も現れまし た︒物理学者の奥 さんです︒
第 三回目 は十月 の終わ りから 十一月に 掛けて 行います が︑カ ソリック 系のラ ジオ放送 局部長 にアンさ
んという 方が居られます ︒そ の折り ︑その方は私と の対談や仏通さ んとの対談も予 定しているそう です ︒
又︑ア ンさん が中に 立って ︑カソ リック本 部のト ップ連 中と出会 えるよ うに計ら って下 さってい るそう
です︒前途はと ても明るい︑と言 うのが実感です ︒

もし今回 の写真を見てみ たいなと思った らネットを開いて 見て下さい︒大 体以上でありま す︒

初 めまし て︑田部 と申し ます︒前 回も参 禅させ て頂いて 今回は 二回目で す︒普 段仕事を

質問がある人 は遠慮無くして 下さい︒

参 禅者Ａ ・・

して いて︑ 何か引 っかか る事があ った時 に︑今ま でだっ たらず っと引き ずって しまい︑ 家にま でも続い
ていま した︒ 最近心 に引っ かかった 時には ︑その 時その時 の行為 に戻ると 言うか ︑その時 やって る事に

例えば今 ︑こうして 立っています ︒この 立っている事実 に集中するように 心がけている ︑

その通りで す︒ずっと真剣 に続けて下さい ︒必ず様子が変 わってきますから ︒

注 意を置 いて︑ 引っか かった 事から 離れる様 にして いるんで すけれ ども︑そ う言う 事で宜し いんで しょ
師・・

うか︒
老
参禅者Ａ・・

師 ・・

そ うで す︒そ れが 一番 良い 解決 方法 です ︒﹁今 ﹂に 成り 切ると ︑過 去は 落ち て完全 に過 去

こ れで宜しいのです ね︒
老

にな るのです ︒そう すると 過去の 引きず りは自ず から減 少してい くので す︒今︑ 今に親 しくなれ ばなる
程︑過 去から 解放さ れるの です︒要 するに 引っかる 自己が 落ちてい きます から︑過 去ばか りではな く︑
見聞 覚知全てに引っ 掛からなくなる のです︒難しく考 えないで︑それ だけを遂行して 下さい︒
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参 禅者Ｂ ・・

参禅者Ａ・・
竹 内と申 します︒ 坐って る時の腰 の事で すけれど も︑実 は腰が 悪いため に痛み に対する

ありがとうござ いました︒

警戒 心が邪 魔をし ていま す︒凄 い痛むと か︑火 に手を 突っ込ん だ様な 痛みじゃ ありま せん︒何 時もだ る
いな ︑ちょっ と腎臓 の裏あ たりが 痛いな とかその 位です ︒普段不 自然な 具合に対 して︑ 何かアド バイス

師・ ・

そ れはお 気の毒 ですね︒ 気にし なかった ら良い と言う のは︑心 得とし ての事で す︒が ︑こ

があったら頂き たいと思います ︒
老
の体 は条件 の固ま りです から︑ 痛かった り辛か ったり︑ 寝不足 であった り栄養 失調で あったり すると ︑
それから先の 生活に大きな影 響を与えます︒ ですから治せる ものは努力をして 治す事です︒
今︑得 たいの知 れぬ病 が増え ておる のも確か です︒ 一方では 病気の 捉え方が 西洋と 東洋と は違うこ と
も 確かで す︒西 洋は対 処法と言 います か︑病症 に対し て治療 する︒そ の為に 分析し検 査して それを数 値
に表 して対 応する ︒現象 の対応 ですから 即効性 が高く︑ 眼に見 える形で 療養す るのです ︒今は 世界的に
これが主流で す︒
東 洋の体 の捉え 方は︑ 大切な のは全 体のバラ ンスで あって︑ 健全か どうかは 全体が バランス 良く整 っ
て おるか どうかだ と捕ら えるの です︒ 西洋式の 検査で は病気じ ゃない と結論付 けます が︑で も調子が 悪
いと 言う様 子が屡 々ある んです︒ これは 東洋から 見た時 には明ら かに病 的なん です︒本 当に健 康じゃな
いのです︒そう すると健康の定 義はどうかとな ります︒
朝 明快な目覚めと同 時に︑バッと活 力が漲ってくる 身体︒
疲れて もちょっと休ん だら直ぐ気力も体 力も回復する身 体︒
何を食べて も美味しく︑い くら食べても太ら ない身体︒
直ぐに眠れて︑ 朝まで目覚めな い完全弛緩出来 る身体︒
二日 位眠らなくても 持続が利く身体 ︒
暑さ寒さ にも十分耐えら れる身体︒
風邪など引 くべき時には引い てさっと治る身 体︒
であれ ば本当 に健康で す︒平 素調子 の良い時 と悪い 時とあ りますか ら︑そ れは上手 に︑悪 い時には 悪い
様 に対応 しなく ちゃい けませ ん︒君は 腎臓の 裏あたり が思わ しくない そうじ ゃないか ︒これ は明らか に
偏り疲労 や偏り緊張等が 原因ですから︑ それを取れば良い のです︒
どうや って取 るかで す︒や はり各 組織や骨 格の可 動性や柔 軟性を つけて柔 らかく してやれ ば︑自 動復
帰機能と 言うか 自然調 律機能 と言う か自然治 癒力が 活発にな り︑元 の自然体 に還ろ うとす るので︑ それ
を助 けてやれば治るの です ︒気にしなかっ たら健康になる ︑禅で 無心になり無視 したら治るとい う様な ︑
非科学的 な自己管理ではい けませんよ︒や っぱりマイナス 時には意識的に 努力をしなけれ ばね︒
で︑君 の体に 対して のアド バイスは ︑ぐに ゃぐにゃ とよく 脱力を するよう な運動 をするこ とです ︒弛
緩 と緊張 が明確 な身体 にする ことで す︒頑張 る時に はバッと 力が入 るけど︑ 抜く時 にはスパ ッと抜 ける
身 体︒そう すると 常に元 に返ろ うとす る自然治 癒力が 働き︑少 々無理 をしても 元に復 帰してく れます か
らね︒
何時も オーソ ドック スの状 態のまま におれ るのかと 言った ら︑そん な事は 無いです よ︒や はり疲 れた
ら 疲れた 様に︑ 次の日 ︑その 又次の日 ぐらい にどっと 疲れが 出て︑ 自然に休 息を取 って復帰 するよ うに
成って いるのですから ︒元に 返る力を旺盛に しておくことが ︑予 防と同時に健康で あると言うこと です ︒
それ が健康の バロメ ーター です︒ 今はと にかくグ ニャグ ニャ体操 が良い と思いま すよ︒ よく可動 性をつ
けてや って下 さい︒ そうす ると良い 眠りが 来る︒発 刺とし てくる︒ 自ずか らいつの 間にか 活力が漲 って
くる ︒その上で修行 して︑何事も気 にしない境界でや って行くと最高 です︒参考にな りましたか︒
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師・・

参禅者Ｂ・・
老
参禅者 Ｃ・・

はい︒ありがと うございました ︒
頑 張って下さい︒
はい ︒古本と 申します ︒老師がご法 話の中で ︑目の禅と言 うか ︑耳の坐禅と言い ますか ︑

法話 を聞く時 は分別 心無し で聞け ︑とお っしゃい ました ︒それは 音の禅 ︑音その ものに 成れば坐 禅と同

師・・
同じ 事です か︒そ れで今に 徹する と言う事 の私の イメージ は︑過 去をポ ンポン捨 てて︑

全く その通り︑同じ です︒自己が無 ければ全てそれ 自体です︒これを 禅と言うのです ︒

じだと理解して 良いのですか？
老
参禅 者Ｃ・ ・
忘れて いけば よいと 理解し ていま すが︑ご 法話は どんどこ 忘れる 事は出来 ません けれど も︑手放 して忘

師・ ・

そ うです ︒けれ ども忘れ よう︑ 捨てよう とする のは︑一 回脳の 中に取り 込んで ︑次に捨 て

れて行く事が今に 徹する事ですか ？
老
ると 言う作 用を必 要とす ること です︒ワ ン手続 きを余分 にする 状態です ね︒禅 の心得は ︑心の 中に取り
込まな い事で す︒取 り込ま なかっ たら捨て る用も ないので す︒つ まり今︑ 今は自 動的に終 わって いて︑
捨 てる物 もなく ︑捨て る作用 も必要 無いので すよ︒ これを只 管と言 います︒ 只管打 坐︑只 管活動で す︒
単を錬 るとはこの事で す︒
それ で﹁只 ﹂する ことが 根本治療 だと言 うのです ︒ぎり ぎり一杯 の今︑ 今を守 っておれ ば︑捨 てなく
ても自 動的に 消えて 用がな くなって いるの です︒こ れが確 かな事 実です︒ 日常を 綿密にや ってい たら︑
﹁ 全く今しかないな ︑全く過去がな いな︑これだけ だな﹂と言う事 が自然に分かっ てきます︒
今少 し科学 的に︑ もう少 し真剣 に︑ぎり ぎり一 杯の本 当の生命 の躍動 そのもの に切り 込んでい くので
す︒ 生命と は何かと 言った ら︑見 る時に は見るこ の事実 ︒立つ時 には立 つ自体︒ 歩く時 には歩く そのも
の︒怒 る時に は怒る 世界︒ 今一瞬一 瞬が生 命であっ て他に 無いので すから ね︒一 瞬一瞬の 全ての 出来事
を ︑こち らから 理屈を つけず にあるが ままを 見逃さず におれ ば︑全部 終わっ ていっ ている事 が分か りま
す ︒終わって 無い ︑無いながら今有る ︒今 はちゃんと有るけ れども ︑次の今には 既に瞬間前の今は 無い ︒
有りな がら無 いのが 今︑無 いなが ら有るの が今︒ この如 実の様子 がはっ きり分か って来 ると︑も う全く
把鼻なし︒捕まえようが ないからね︒只縁 に従って素直に 淡々と在るのみ ︒自然体と言う ことです︒
﹁動静 の二相 了然 として生 ぜず ﹂とあったでしょう ︒もう囚 われるものが初 めっからないと言 う事 が分かるか
ら︑後はさらさ ら︑さ らさら︒自分の事 でもなく︑他 人の事でもなく︑それがそれだからそれをしておるだけで
す︒全て終 わっていると言 う事 がよく分 かる︒そうなると面白いです よ︒恰 も手 に意志がある様 にね︑足に意志
がある様に︑体 に意志 がある様に︑宇宙に意志がある様にコロコロ︑コロコロと自ず からそう なって行くだけです︒こ
れを宇宙の側から言えば︑宇宙の意志と言うことになるのです︒
もっと細 かく言 えば︑あらゆるものに意 志があり︑命 があるから︑その縁 に応じ意 志に応 じて﹁只﹂在ること
を︑﹁天 地と同根万 物と一体﹂と言 うのです ︒指 から目 から耳から︑全て円 満に縁に応じていると言う 事実が分
かってくるのです︒
ところが一 方の理に偏 すると自 分を運んでしまう ︒﹁ああ︑これが宇 宙の意志 だな﹂と勝手に思 い込んでしま
う︒すると想像した空想の宇宙となり︑事実の﹁今﹂﹁是れ﹂が既に宇 宙である事を体得出来ないのです ︒今のこれ
を除 いて宇宙は無いのです︒だから一円 無くして一 億円は無いのと同 じで︑今の事実を抜 きにして無限の空間 も
時 間も無いので︑﹁今﹂﹁今﹂を実参実究 していると︑﹁只﹂が宇宙 だと言う事が分かってくる︒
自己 を運んだ空想論 の宇 宙は︑空間 的に無限 ︑時 間的にも無限な世界 という概 念をもって想像する︒そんな
事を想像 すると︑必ず この宇 宙の創造主 という ものを想像 しなければならなくなるのです ︒理 屈が合わなくな
り混沌としてくるからです︒その為に神が出て来たりす るのです︒それは実体とは何等 関係ない観念 上の世界 に
過ぎないのです ︒
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実際の宇宙は︑無自 性空で縁のしからしむるものです︒今がそれです︒無常であり流 転で︑自 由に姿形を変遷
している生きた世界です︒眼 前の様子であり︑日常です︒大きいとか小さいとかを越えたのが宇宙なのです︒
大小 を越えているから計ることが出来ないのです︒だから無限なのです︒だからたった一呼吸に宇宙が治まって
いるのです︒指 一本が宇宙を代表しているのです︒比較 の余地の無い世界が宇宙ですから︑拘りがなかったら即宇
宙です︒隔 ての無い﹁只﹂の世界を言う のです︒それが本来 の今です︒私達その物のことです︒隔 てがあるから分か

今になると言 う事は︑無我と同 一と言う事です か︒
その通りです︒同じです︒

らぬだけです︒
師・・
先生︒今言 われた事は﹁一念﹂と言う事ですか︒
そう です︒同じです︒﹁一心﹂と言うても﹁今﹂と言 うても﹁無我﹂と言うてもね︑﹁是れ﹂と言うても

参禅者Ｃ ・・
老

師・・

参禅者Ｃ・・
老
先生︒縁に応 じて動いて行けと言 われたんですが︑浄土真 宗では他力と言う事 ですか︒同じ様

﹁這裏﹂と言うても一つ事ですよ︒言 葉が違 うだけです︒
参禅者 Ｃ・ ・

師・ ・

他 を立 てた時は他力です ね︒何となしに向こうの縁に従ってや っていくよう に捕 らえるから︒だけ

な事でしょうか︒
老

縁 と一つと言う事は宇宙と同化していると言う事だから︒

自他を越えている？

れども自発 的に縁に従って自己無 く﹁只﹂あれば︑もう自他を越えてるでしょう︒
参禅者Ｃ・・
師・・
ありがとうございました︒

老
参禅者 Ｃ・・

私︑やっぱり腰 にきます︒少し猫背な上に腰も強くないので︑精 一杯やりますと段々痛 くなって

ありますが︑無理 に坐る事に耐 えていますと︑無 理を重ねた分だけそこが老 化し硬直してしまい

坐り慣れると言う 事はあります か︒

それは負荷 を自然にかけていますから︑良くないですね︒状態に対してや りすぎですよ︒

参禅者Ｄ ・・

師・・

くるんです︒
老
師・・

参禅者Ｄ ・・
老

ます︒そこが一 番疲労 して体全体 アンバランスを起こします からね︒そうす ると頭 の或る部 分だけが緊張して眠
りが浅 くなりますよ︒
何故︑筋肉の疲労が眠れなくなるのかと言うと︑鶏や ら猫を見ても分かる様に︑自 分の痒い所を間違いなくカ
リカリと掻くでしょう ︒それは皮膚の表面の地図が︑キチンと頭の中にミリ単位 の正 確さで存在 していて︑間 違い
なく知 覚されているということです︒痒い所にさっと手がいくのはその為ですよ︒全身の地図が脳の中にあって︑手
なり足なりに指示 されて︑行 動になるのです︒
だから筋肉のそこがくたびれてくると︑担 当しておるその脳 の部 分が何時も刺 激されている為 に︑脳までくた
びれてくるのです ︒そう言う 事は︑精神 衛生上にも非常に良くないのです︒我 慢し耐 えて慣れると言 う発想は︑
全 く問題のない健 全な身体 に言えることで︑既 に症 状となって現れている場合 には間 違った考えですから︑よく
例えば坐 禅はしたいのだけれども︑腰が痛い場合 だったら椅子 に座 ってやるとか︑壁にもたれて

気を付けて下さ い︒
参禅 者Ｄ・ ・

師・・

とても良 い方法 です ︒更に良い方法は︑呼吸に合わせてグニャグニャと柔 らかく動かすことです︒自

するとかでも良いのですか︒
老

然の動きに任せて大きくゆっくり動くことです︒こうやってね︒ほぐれて疲 労も取れます︒こう いうようにするの
です︒︵老 師︑タコのように脱力してぐにゃぐにゃと︶この運動を真剣に﹁只﹂した方がずっと効率的 です よ︒偏り疲
労を取って自然体 に戻 せば︑何 でも快適 に出 来る身体に成るのです から︒今の状態 では坐禅 はせずに︑﹁只﹂ぐら
ぐらすることです︒そうすれば身体は自然体にもどり︑合わせて修行にもなって一番 良いのです︒
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師・・

参禅者Ｄ・・
老
師・ ・

参禅者 Ｄ・・
老

その様にしたら修行しようと思わなくても︑勝手に修行になっていると言う事ですか︒
そうです︒一つ事に没頭して我を忘れてやっていたら︑全部生きた正しい禅修行ですよ︒
はい︒
だから勉強 の時は勉強に没頭して余 念無くす ることが禅です ︒﹁遊びたいな﹂とか﹁厭だけれど︑今

勉強しなければいけない﹂などと余 念を起こすと葛藤 します︒勉強 の一 心でしたら勉強禅 です︒この時︑勉強 も

葛藤 は何 処から生まれてくるのです か？
良い質問 です︒それが心 なんです ︒何 処にも無いのに︑縁 に応じてぱっと内 発す る︒これが自我 で

僕 は葛 藤を望んでる訳ではないのに︑いつの間にか︑

無く︑勉強 している自分 も無いのです︒本当に徹したらいきなり祖師です︒是れ程大きな獲物は無いでしょう︒
参禅 者Ｄ・ ・
師 ・・

何処からか葛藤が生まれてくるのですが？
老
あり隔 てであり心です︒そう 言 うものをつつくと起こってくる︒嫌な事を言 われると嫌な感じがしてくるでしょ
う︒それは何処から起 こって来 るのかというと︑何処にも無 いのだけれども︑そう言う 風に反 応するものがちゃん
とある︒それが心です︒
怒 りと言 うものは﹁今 ﹂は何 処にも無いでしょう︒何 時でも何処 かに有るのではないのです︒平素は何も無いので
す︒でも猛 烈に厭なことをされると怒りが出てくるでしょう︒そう 反応する心が有るのです︒これが隔てです︒し
殺してやる！﹂と攻撃性や 残忍性が表に出てきたら殴り合 いになったり殺し

かもそう動き出したら過去 数十億年の人間に到達してくるまでの進化歴史 の中の過去世の業 が呼 び覚まされて
しまうのです︒終いには﹁おのれ！
合 いに成るのです︒
これは生 きて行く為 に身 を守らねばならない状 況下 に在って︑自然 に具わった作用 です︒弱 いもの強いものが
存在 し︑強い者は弱いものを取って食うし︑弱いものは取って食 われない様に常に警戒 して生 きて行 かなくてはな
らない︒人 間もこの弱肉 強食の本能 を引 きず っておるから恐いのです︒そう言う 心がある限り︑それを刺激する
と出てくるのです︒つまり何処かに有るのじゃなくて︑そういう 歴史即ち業を引 きずっておるものだから︑刺 激さ
れるとそう機 能してしまうのです︒知性で思考し判断して自分がそう するんじゃない︑そう言う 過去を引きず っ
ている為に︑刺激に対 して自 然に反応 し発 動するものだから手がつかないのです︒意志 や理性 で何とかしてや ろ
うとしてや っても︑そう言う訳にいかない︑ずっと生来的 な代物なのです︒
だから幾ら真 剣に祈っても駄目だと言う のです︒どんなに助けて下さいと頼 んでも祈 っても信 じても駄目 なの
根元 を解決す る事が今 の話 で言えば︑今 やってる事に自分 の意 志を向けていく︑集 中していく

です︒この根 元を解決 しない限り必 ず顛倒する事がある︒だから修行は怠る訳には行かないのです︒
参禅 者Ｄ ・・

師・・

そうです︒無いのです ︒構造 的に不可能 だということが分かったでしょう ︒だけれども﹁今﹂発 動す

と言う以外には方法がないと言う事なんですか︒
老

るのだから︑﹁今 ﹂を押さ えてその正体を体得 すれば︑発動 する元が空 だと分 かりますから︑前後が無 い純粋な
﹁今﹂です から問 題化しないのです ︒﹁只 ﹂に目覚めれば引っかからないし︑﹁只﹂であればそう言うものに刺激 を受

言葉 としては分かりました︒体得しない限 り知識 だけでは何とも成 らないと言 うことも分かり

けなくなる︒分かるでしょう︒過 去も自分も無いからです︒
参 禅者Ｄ・ ・

ました︒やはり﹁今﹂やってる事の後に結果がついてくるから︑どうしても最初は︑根 本の﹁今﹂に徹す る努力 をして

師・ ・

ポンと起きた念 に︑引きず られてしまう か︑知 らん顔 して転 がしておけるかです︒ここが努力 のし

行かなければならないな︑と言う事はよく分かりました︒
老

どころであり急所です︒念の無い念︑無 念の念 ︑無相 の相を錬っておれば隔てが取れるのです︒﹁今﹂﹁今﹂です︒聞

それは分かります︒

いたまま︑見たままならば自己が無いので︑感情に揺すぶられて葛藤することは無いのです︒道理としてはよく分
かるでしょう︒
参禅 者Ｄ・・
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老

師 ・・

だから﹁今﹂を体 得す べく努 力するしかないのです︒迷う 自分を救 うためには︑今を離しては駄目

だということ︒日々︑﹁今﹂を真剣 に︑大事に︑﹁只﹂や っていかなれば︒これは祈ったって無 駄ですよ︒そんな事で解

正にそれです ︒自 分の問題 だから自分 が﹁今 ﹂引っかからない様に﹁只﹂するしかない︒何でも出 た

他人がする事と同 じ事ですよね︒お茶は自 分が飲 まなきゃお腹に入らない訳だから︒

決がつく相手ではないから︒
師 ・・

参禅者Ｄ・ ・
老

それは筋肉と一緒 で徐々 にやってく内に︑﹁今﹂が分かってくる︒何時でも﹁今﹂に焦点 を合 わせ

瞬間 にさっと外す︒出 た念 に引っかからない様 になったらしめたものです︒一 大事因縁も近しです︒
参禅 者Ｄ ・・
師・ ・

そうなんだが︑別の言 い方 をしたら︑引っかかると言う事は目の刺 激が大脳に入り︑知識と結びつ

られるようになるには︑やっぱり少しずつ慣らして行かない事 には︑未だ直ぐには出来ませんので︒
老
く︒それが一秒の何百分 の一のスピー ドで繋 がり脳を揺すぶる訳だから︑筋肉を鍛えると言 うよりも︑見ても情

そうです︒そう です ︒認 識って言う のはある特定 のものに対して意 を用いて概 念構 築す る事だか

自分が認識する前って言う事ですね︒

報化する余地を与えない様に︑﹁只﹂見るように努 力するだけでいいのです︒鍛えるのではないのです︒

師 ・・

参禅者Ｄ・・
老
ちょうどこの換気扇の音と同 じ事ですよね︒ゴーッと言う音がしてるけれども︑僕がそれを認識

ら︒認識す る自 己さえなかったら観念と観念︑概念 と概念の結合がないので問題が起こらないのです ︒
参禅者Ｄ ・・

師・ ・

その通 り︒認める自己がある限り刺激に会う と︑即関係 が出来ちゃう︒出来 たら即 大脳がクルク

しない限り︑常に有っても存在 しない︒そう言う事ですよね︒
老
ル回り出 す︒忽ち身動きが取れない様になる︒
そうすると︑禅とは何かと言うと︑首から上を切り落 とす事です︒聞いても聞かない︑見ても見ない︑嗅いでも
嗅がない︒要す るに囚われないと言う 事です ︒その時 そのまま︑その場 そのまま︑それそのままであれば良いので

無いと言 われるのは︑ちょうど花の香りと同じ事ですね︒香 り自体は事実として有っても︑﹁あの

す︒これを︑自己が無いというのです︒
参禅者 Ｄ・・

花の香りだ﹂︑と言う 風に意識 で関連づけて捕 まえないことですね︒それ以 前の事実 ですね︒僕がそれを意 識し

師・ ・

その通り︒要するに︑自 己が無ければ一体です から︑何も言うことはないのです︒有るとか無いと

なければ︑それがそこに有っても︑僕が関わっていないから︑香りの侭 ︑花 の侭︒それは無いと同 じ事 なんですね︒
老

かと言 う状態になった時には︑もう 関係が有った上 の話しです︒本当に香りのままになっておる時 には︑有 るとか
無いとか︑香 りとかの理屈は無いのです︒勿論︑良い悪いの念も無い︒自然 の侭︑本当に素直であれば良いのです︒

簡単に智恵で持ってパッと解決 つけちゃいたいと誰もが思う ︒けれどもそう言う自 己がある限り永

はい︒癖がやはり出 てしまいますが︑努 力します︒

簡単に簡 単に取って︑単調に修行しなさい︒

師・ ・

参禅 者Ｄ・・
老

遠に自己から脱 出出来 ないからね︒そう言 う拘る自 己を取って行 くのが禅修行 ですよ︒何でも只素直 に淡 々と

時間が参りました︒終 わりましょう︒合掌︒

ありがとう ございました︒

や っておれば良いのです ︒
参禅者 Ｄ・・
世話人・・

平 成十七年四月二十 三日
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