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素直 に只聞 いて下 さい︒ 坐禅の目 的は悟 ること︒ 本当の 自分を知 ること です︒ 自分はこ の俺が 一番よ
く知っ ている と︑誰 もが自 負してい る筈で す︒何か の縁に 囚われ た途端に 感情が 乱れ︑に っちも さっち
も いかな くて苦 しむ︒ 道理で は納得し た筈の 自分が ︑些々た る事で 惑乱葛藤 してし まうこの 事もよ く分
かっ ている 筈です ︒又如 何に知 的に理 解したと しても ︑平安安 定とは 全然関係 ない事 実を︑幾 度と無 く
体験 してい る筈です ︒そう した自 分では なく︑い つも淡 々とさら さらと した︑拘 りのな い自分で ありた
いと願 ってい ること も知っ ている筈 です︒ 言うなれ ば︑不 安定な自 己矛盾 を幾ら 理解出来 ても何 にもな
らな い︑と言う事も 知っているので す︒
本当 は波風 が起き ない︑ 確固と した自分 である ことをみ んな欲 している のです ︒そこ で悩み苦 しみの
ない絶 対存在 と言い ますか ︑囚わ れのない 大きな 心に成 れるのか 成れな いのか︒ 有ると して︑如 何にし
たら得られるか ︒それを本当に 可能にする方法は 如何なる道か︒
確 かな方 法も道 も有る のです︒ 方法そ の一は︑ 本当の 自分を 知らない のに︑ 分かった 積もり で放過し
けんしょう

てい る︒こ の過ち を正す こと︒ 本当の自 分を知 ることで す︒心 の正体を 体得す る事で解 決する のです ︒
じきしにんしんけんしょうじ ょうぶつ

束縛や囚われ から免れるには ︑心の解決しか 無いのです︒是 れを﹁見 性﹂又 は﹁見性する﹂ と言うので
す︒達磨大師は﹁ 直 指 人 心 見 性 成 仏﹂と言われま した︒人の心を 直指して見性す れば成仏すると言 う事

誰もが知 りたい絶対課題 です︒これを一 大事因縁と言い ます︒

です ︒成仏とは達成と か成功とか到達 と思えばいいで す︒
では心の 正体は如何なる 者か？

人皆喜 んだり 悲しん だり︑ 怒ったり 苦しん だり︑考 えたり 比較し たりして 絶えず 躍動して います が︑
ど れ一つ として 留まっ たり残 ったり してはい ない︒ 自分の心 を観察 しこの事 を得心 する事で す︒発 露し
た 瞬間に終 わって いて︑ 綺麗に 消えて 無いでし ょう︒ だから次 の作用 が新たに 展開が 出来る のです︒ も
し残 ってい たら︑ まず前の 心をリ セット してから でない と心が使 えない でしょ う︒でも 本来は そうじゃ
ない︒ 心は縁 に応じ て現れ て︑即消 えて何 も無い︒ 瞬間に 現れるが ︑次の 瞬間に は消滅し て無く なって
し まう︒ 有って しかも 無い︒ 有即無︑ 無即有 です︒こ れが心 の本質 なのです ︒この 事︑空で ある事 を本
当に体 得するのが仏道修 行です︒
とこ ろが一般 は思考 思念と 言う形 で連続し ている ︑と感 じている はずで す︒瞬間 に消え て無い︑ と実
感して いる人 は先ず 居ない でしょう ︒自覚 出来ない 程のス ピードだ からで す︒間髪 を入れ ず次が出 てい
る のです ︒それ に加え て情報 化即記憶 装置に 焼き付け ていま すから︑ どうし ても切 れている より連 続し
ていると しか思えないの です︒実際は瞬 間瞬間︑全て切 れており︑消えて いるのです︒
辛い時には辛 い︑嬉しい時は 嬉しい︒その時 はそれしか無い のですから︑常 にその者それです ︒
﹁今﹂
の自分 ︑次の﹁ 今﹂の 自分と ︑変化 しつつ︑ その﹁ 今﹂あ りのまま の自分 でしかな いので す︒過ぎ 去っ
た 自分な どはど こにも 無い︒有 るのは ﹁今﹂ の様子だ けです ︒有って 無いそ の事実を 体得し て︑これ で
良し と決着 する為 の修行 です︒ 隔てが無 くなっ たその瞬 間から ︑迷った り逃げ たり囚わ れたり ︑探した
り求め たりし ていた 自己が 無くな るのです ︒だか らすっか り安心 するので す︒こ の本来の 自分を ︑本当
に 体得するのが禅 の目的です︒
こ の無上 の世界に ︑誰も が︑間 違いな く到達で きる方 法が確か に有る のですか ら︑確 かな方法 に従っ
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て修行すれば結 果が出るのです ︒
しんじんいちにょ

迷 いや葛 藤︑苦 しみの 本は心 身の﹁隔 たり﹂ です︒身 心一如 であれば 自我は 無いの です︒従 って﹁ 隔
たり ﹂を解 決すれ ば済む のです が︑一旦 ﹁隔た り﹂を 起こして しまう と︑その 瞬間か ら知・情 ・意が 分
離し てしまい ︑自己 として の塊︑ つまり 拘りを起 こす回 路が固定 してし まうので す︒別 から言え ば︑何
でもか んでも 全て思 考上で 加工して しまい ︑自分の 納得し 易い状態 に情報 化すると 言う事 です︒こ の機
能 とシス テムが 恒常化 した様 子を自己 とも自 我とも言 うので す︒拘り となり 囚われと なる厄 介者の 正体
です︒
従っ てこ の情 報化 する 自己 が有る 限り ︑
﹁ 隔た り﹂ もまた 温存 して いるの で︑ 決し て身 心一如 の端 的
にはな かなか戻 れない のです ︒何故 かという と︑直 ぐ情報 化する機 構なの で︑意識 以前︑ 意志以前 ︑認
識 以前に 既に心 は或る 傾向に囚 われて いるから です︒ その速 さは意識 の数十 倍︑エネ ルギー は更に巨 大
です から ︑知 性な どで は話 にな らな いの です︒ 要す るに 考え 方や認 識の 仕方 を変 える程 度で は ︑﹁隔た
り﹂を 解決し 身心一 如に戻 す事な ど︑靴を 隔てて 痒がりを 掻くで す︒全く 歯が立 たないと 言う事 です︒
だ から正しい方法 でない限り絶対 到達し得ないので す︒
そ の境地 を得るに は坐禅 が一番 近道な のです︒ 勿論坐 禅ばかり ではな く︑何で も一心 不乱に﹁ 只﹂す
れば 同じ です ︒
﹁ 只﹂ とは 純粋 です ︒不 純物が 無い 事で す︒本 当と 言う 事で す︒何 でも 本当 に︑ 本真剣
とんじん ち

になっ てする のが禅 です︒ している 時︑内 から妨げ る不純 物が出 てこない 迄に真 剣に取り 組むの です︒
即 ち一つ の事に 同化す るので す︒成り 切って 徹する事 です︒ 不純物 とは心の 癖です ︒貪瞋痴 となっ て現
れる もので す︒こ れが無 くなっ た人を 仏と言う のです ︒この癖 を取る のに坐禅 が最も 良い方法 なので ︑
ひといき

祖師方がこ ぞって奨めてい るのです︒
分かり やすく 言えば ︑一息 に徹する のです ︒坐禅に 徹すれ ばいいの です︒ 一歩に徹 するこ とです︒ 余
計 な気遣 いをし ないよ うに︑ 何も考え る事が ないよう に︑静 かな部屋 で静か に坐禅 するので す︒姿 勢を
正し ︑心身 を統一 させる ︒そう すると︑ 知情意 が自然に 折り合 ってく るのです ︒考え る必要が ないの で
すから 知性が 静まっ てくる ︒感情 も次第に 穏やか になっ てくる︒ 心の揺 らぎが取 れてく る︒自然 に一息
に治ま ってく る︒そし て一息 ばっか りになっ てくる ︒一息 も忘れ切 るまで 徹するの です︒ 自ずから 身と
ぜんじょう

し かん

心 とが一 つにな って︑ 我を忘 れる時が くる︒ 忘れると は︑知 的行為も 感情も 一切が溶 け込ん でしまい 一
心に成る 事です︒その物 自体になるので す︒要するに自己 を超える事です ︒これを禅 定と 言い︑只管と
言うの です︒ 只管と は純粋 ︑一心 と言う事 です︒ 囚われる ものが 無くなる 事です ︒不純 物が無く なると
真実が露 わにな り︑こ ちらに 入って くるので す︒真 相を自覚 する時 節が来た のです ︒この 自覚が一 大事
因縁 であり最も大切な 証です︒仏道の 命です︒
要す るに この ﹁道 ﹂﹁ 法﹂ を早 く獲 得す る為に は︑ 強烈 な菩提 心の 本に ︑師 を信じ てが むし ゃら にや
ること です︒ 一時間 でも三 十分でも 坐禅す る時は ︑後先き かまわ ずに坐禅 するこ とです︒ どうな っても
良 いと覚悟するこ とです ︒そして ︑心の全てを捨て て一生懸命にす ることです ︒
﹁只 ﹂吸い ︑
﹁只 ﹂吐く ︒
何もか も忘れてこれを ひたすら繰り返 しておればいい のです︒
こん な事は 大馬鹿 になら ねば出来 ません ︒代表格 が達摩 大師です ︒スト ンと坐っ たらそ のまま︒ ただ
坐るだ け︒坐 禅その もので す︒だか ら坐禅 しておる という 自覚をも たらす 自分が 無い︒つ まり︑ 心意識
や 念想観 即ち心 を用い てない から︑時 間観も 無いので す︒あ っと言 う間に昼 が来る ︒あっと 言う間 に夕
えの う

お うむ し ょじ ゅう に しょ うご し ん

いっせきが ん

方が来 る︒そうやって九 年間︑真箇の﹁ 只﹂を示された ︒これが坐禅の 標本です︒
けつじょう

六祖 慧能禅師 は︑応 無処住 而生其 心の一句 で一隻 眼具し た︒あっ と驚い たに違い ない︒ 本当の自 然は
﹁只﹂だった︒ 初めからこれで 良かったんだ︒と 訣 定が付いたの です︒心なんて 何にも無いのに ︑色々
な 意識や ︑様々 な感情 が︑縁 に依って ころっ と出てく る︒そ してころ っと消 える︒何 の囚わ れも跡 形も
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無い︒何も無い のに手足が自由 に動いている︒ 何なのかなあ︒ この自分とは一体 何なんだろうか と︒
日 常淡々と仕事に精 を出して居た事 は ︑一般と 同じです ︒只 ︑真面目さ と純粋さが人一 倍有った為に ︑
知 らず して一 心不 乱に なっ てい たし ︑
﹁ 只﹂ してい たの です ︒折 々に縁 に依 って 現れ る心的 現象 に気 が
付いて︑
﹁妙な 者が現 れたり 消えた りしてい るな︑ と気が付 いた時 には既に 出てい る︒これ は一体 何だろう か？
と思 った時には既に 消えているが・ ・﹂
この 得体の 知れな い不思 議な存 在が︑平 素何と 無く気に 掛かっ ていたの です︒ だから︑ 応無処 住而生
其心 の金 言に 触れ た途 端 ︑﹁あっ ！や っぱ りそ うだ ったの か！ ﹂と 臍落 ちして ︑確 かに 訣定 し安心 した
が︑途 方もない 世界に 驚き︑ 同時に 歓喜が込 み上げ てきて ︑この一 大事の 様子を本 当に分 かっても らい
こうにん

た い︒そ してそ れが何 なのかを 点検し てもらい たい︑ と切な る思いに 駆られ たのです ︒その 為に母を 捨
せいたいちょうよう

てて 五祖弘 忍禅師 の処に 行きま すね︒五 祖は逢 うなり︑ 彼は既 に一隻眼 具して おると看 破し︑ 素晴らし
い器の出現を どれ程喜んだ事 か︒一般大衆の中 へは入れず︑米 つきを八ヶ月間 させて悟後の聖 胎長 養を
さ せたの です︒ 朝から 晩まで 米つき 三昧です ︒単純 な事が︑ 何心な く︑全身 そのも のにな って朝か ら晩

とう

かん

だいとう

だいおう

迄 ﹁只﹂ やれる様 になっ たら本 物です ︒もうそ の人で す︒大悟 の境界 に到った のです ︒遂に 六祖と成 ら
おう

れたですね ︒
むそう

応︑燈 ︑関と 言えば 坐禅す る人で知 らぬ者 はいませ ん︒そ の有名な 大燈国 師は︑ 二四にし て大応 国師
の 元で大悟する ︒それ から ︑小さな庵に入 って﹁只 ﹂を錬る ︒もくも くと草取りをし ている様子を見 た夢窓

国 師は ︑
﹁ 我が門 流の 者は ︑そ のう ち彼 の道 風にな びく 時が 来る であろ う﹂ と賛 美し ていま すね ︒非 常
に頭 脳明晰 な上に勝 ち気で 何事に 付けて も積極的 な性格 だったの です︒ 大燈国師 の国師 たるとこ ろは︑
無我の 働き故 に徹底 法であ り単であ り﹁只 ﹂であっ たが︑ 大法の上 から見 れば︑ この天然 の様子 さえも
陶冶 すべきだとして 努力されたこと です ︒そ のために五條の 橋の下の乞食の 中に入り馬鹿を 錬るのです ︒
単を 練るん です︒ 二十年 も練っ て練って 練り上 げた祖師 なんで す︒遂 に後醍醐 天皇の 師匠に成 られた 方
です︒
単の極 が無我 です︒素 直の極 が無我 です︒本 当の単 ︑徹底 素直です ︒無我 になるた めには ︑我を捨 て
れ ばいい ︒我を 捨てる ために は︑単一 つにな ればいい ︒一つ になるに は︑単 純なこと を単純 なまま︑ な
んの 意識も 批判も 計らい 事もな く︑その 物に任 せ切って ︑淡々 とやって おれば いいので す︒何 事もそう
してお ればい いんで す︒計 らい事 なしに︑ 大自然 のままに ﹁只﹂ やれる様 になる ︒その 事を気づ かせる
ために︑ 只管打 坐を奨 めてい るので す︒達磨 大師の ように︑ 六祖の ように︑ 大燈国 師のよ うに︑単 を錬
り馬 鹿を錬るのです︒
実修行に 於いては ︑無用な我慢 は却って良くあ りませんから ︑足や 体の苦痛などは形 を変えて解消し ︑
本命の 坐禅に 陶酔す ること ︒大馬鹿 になっ て︑死 にもの狂 いでや ることで す︒一 息を死に もの狂 いでや
る なんて ︑大馬 鹿にな らない と出来 ないので す︒大 馬鹿とい うのは 知性の計 らい事 やら︑諸 々の感 情一
切 に関わら ぬ事で す︒一 切の心 を捨て て没頭す る事で す︒いき なり大 馬鹿にな ったら ︑いきな り求心 が
無くなるの です︒それが一 番早いのです ︒
﹁道 ﹂
﹁法﹂を 得る一番の早や道 です︒では︒
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学道 用心 集

提唱
じ き げ じょうとう

りょうはん

もんぽう

くふう ざぜん

ゆ げ

いよい よ最後 の第十章 ︑﹁直 下承 当 の事﹂︒ これで 完結です ︒﹁只 ﹂聞いて 下さい ︒分かろ うとせ ず︑

じ き げ じょうとう

けっちゃく

おのず

耳に任せ耳を忘れ て空っぽになっ ておることです ︒悉く空ずるこ とです︒

本文
しんじん

第十 ︑
﹁直下 承 当の事﹂
ここ

ゆうもう

まいれつ

い

どう ま

よう

じょう とう

それ

しょう

證を左右に す︒是を以て佛 道に入るに︑尚 ほ一を捨てて承 当すべからず︒ 夫︑人は皆な身心

ぎょう しょう

﹁ 右︒身心を決 択 するに︑ 自 か ら両 般あり︒参 師聞法と︑功夫 坐禅となり︒聞 法は心識を遊化し ︑
さ

坐禅は 行
いわゆる

えて ん

したが

じき げ

なづ

あり︑作は 必ず強弱あり︒ 勇猛と昧劣とな り︑動也た容︑ 此の身心を以て︑ 直に佛を 證 す ︑是れ承当な
したが

ゆ

え

きゅうけん

じょうとう

しんそう

り︒所謂従 来の身心を回転 せず︑但だ他の 證に 随 ひ去るを ︑直下と名くる なり︒承当と名 くるなり︒唯
だ 他に 随 ひ去る︑ 所以に旧 見に非 ざるなり︒唯だ 承 当し去る︑所 以に新巣に非ざ るなり ︒
﹂

かんのう どうこう

これ が学道用 心集の 結論で す︒何 時も結論 です︒ 有句無 句共に夢 事無駄 事だと言 う事を 知らしめ るた
めです ︒さて ︑無駄 事に蛇 足を付け てみま す︒この 慈悲落 草の有り 難さを 看取し感 応道交 したら︑ 道元

けっちゃく

禅師 も無上の喜びを 隠せず地下から 踊り出ますよ︒痛 快ではないです か！
しんじん

﹁右︒身心を 決 択するに ︑
﹂
し んじんい ちにょ

決択は 決着です ︒心身 が隔た ってお るとどう しても 囚われ葛 藤する ︒心が妄 りに浮 遊して ︑知性や 感
情 を刺激 し惑乱 する︒ 迷い苦 しみは此 処から 起こるの です︒ 諸悪の根 元です ︒それを 本来の 身心一如 に
戻し て決着 をつけ るのが 仏道で あり修行 です︒ 決着が付 いた瞬 間に一切 の苦厄 が草露の 如く空 に帰すの
です︒ これで 人生の 大綱を 得︑大 安心の人 となる のです︒ 本来に 目覚めて 決着す ることを 脱落と 言いま

りょうはん

もんぽう

くふ うざぜ ん

す ︒要するにこれ は﹁隔たりを取 り︑身心一如に 目覚めるには ﹂︑と言う意味です ︒
おのず

﹁ 自 から 両 般あり︒参師 聞法と︑功夫坐 禅となり ︒
﹂
その為 には絶 対必要 条件が 二つある ︒それ は︑参師 聞法と 功夫坐禅 です︒ 参師聞 法という のは︑ 師に
参 じて正 法を聞 く事で す︒良 く聞い ておかな いと︑ 本物の金 貨とビ ール瓶の 蓋との 見境がつ かない ︒こ
れだ と思い 込んだ 物がビ ール瓶 の蓋だ ったり︑ 或いは ダイヤモ ンドな のにガラ ス玉だ と思って 捨てた り
する 間違い を起こす から︒ だから 師が必 要なので す︒無 駄や間違 いを防 ぎ︑最 短で本物 を体得 する道は
参師聞法からで す ︒その一 方 ︑聞いた 通りをとにかく実 践をしなければ ︑会得する 事が出来ませんか ら ︑
功 夫坐禅・弁道精進 が必須です︒
ぜん こ

功夫に 当たって ︑道元禅師は 計らい事なしに する事の大切さ を頻りに説かれ ました ︒純粋にやるこ と ︒
﹁只﹂ する事 ︒私を 用いな い︒意 識を用い ない︒ 純粋に 努力する ︒単純 に成り切 る︒全 身を全挙 して一
心不 乱に坐 禅す る︒ これ が功 夫坐 禅で す︒ 参師聞 法と 功夫 坐禅 を抜き にし ては ﹁道 ﹂
﹁法 ﹂は 得ら れな
い ︒間違 っても 文字言 句に囚 われず︑ この二 大要素を 絶対条 件として やれよ ︒と言う のが﹁ 自から両 般

げ

證 を左右にす ︒
﹂

ぎょ うしょう

あり ﹂です ︒この﹁ 自ずか ら﹂は ︑
﹁道 ﹂
﹁法﹂ は本来で あり絶 対だから 問答無 用だ︑ と言う意 が底に 有
るのです︒
ゆ

﹁聞 法は心識を遊化し ︑坐禅は行
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おう む しょ じゅ う にし ょう ご しん

法を聞 きます と︑心 は応無 処住而生 其心で あること が分か る︒今し かなく て︑出て くる所 も︑消え 去
っ ていく 所も無 いもの ︒只縁 に応じて パッと 現れてさ っと消 えて何 も無い︒ 何者か さっぱり その正 体が
分 から ない︒ が何 時で も何 処に でも 縁と 共に 有るの です ︒こ れが 心です ︒
︵ 老師 がパ ンと手 を叩 く︶ こ
の音 が皆さん に︵パ ン︶と 現れる ︒主も 従もなく ︑なん の準備も 段取り もなく︑ いきな り現れる ︒これ
が心であり道で す︒こう言う真 実は聞かないと分 からないでしょ う︒
全 体どん な心も どれも 全部自 分の世界 です︒ 内側で幻 の如く 起こって 草露の ように消 えてお る︒心と
はそ んな不 可解な ものか ︒自分 というの は︑そ う言う不 可解な ものか︒ とは言 いなが ら︑何に も跡形 が
無い︒ となる と︑心 も自分 も︑有 って無い ︒無く て有るも のと言 う事が分 かる︒ となる と︑縁に 依って
自分の 姿︑心の 様子が 無限に 変わっ ているこ の﹁今 ﹂しか ない事も 分かる ︒こう言 う事を 聞いてよ く知
っ ておき なさい ︒そう すると︑ 心が自 在に遊び 廻って おって も︑それ に取り 付かなけ れば︑ 迷う事は 無
いの で救わ れるか ら︒心 は心の ままにし ておけ ばよいの です︒ 手を付け ず︑理 屈で知ろ うとせ ず︑何と
か自分 の都合 の良い ように しよう とせず︑ そのま ま自由に してお くのです ︒ころ っと放っ ておけ ば何も
災 いしな いので す︒惑 乱する 事はな いのです ︒心の 侭であれ ば初め から救わ れてい るので す︒色ん な姿
形 になっ て遊び廻 りなが ら一向 に跡形 が無いの は︑何 も実体が 無いか らです︒ 縁に従 ってこ ろころこ ろ
しょう

ころ転変し ているだけです ︒だ からそれ自体を どうもせず ︑そのまま にしておきさえ すれば良いので す ︒
それ自体の 性 として忽ち消え て無くなるのです ︒本もと塊者が 何も無い証拠で す︒この事を釈 尊は︑応
無 処住 而生 其心 と言 い︑ 道元 禅師 は一 歩進め て ︑﹁聞 法は 心識を 遊化 し﹂ と︒参 師聞 法す るこ とでそ の
ことが 初めて分かると 言われたのです︒
坐禅 とは坐 禅︑これ だけで しょう ︒これそ のもの が行で しょう︒ 行でも って行を 証明し ておる︒ 坐禅
が坐禅 を証明 してい るので す︒だか ら坐禅 ばかりに なって ︑坐禅は 坐禅だ と体達 すれば良 いので す︒思
う 必要も ︑更に 求める 必要も ない︒捨 てるべ きものも 無い︒ この事を 本当に ︑坐禅 に成り切 って計 らい
事が 取れた 時に自 覚出来 るので す︒やっ ぱり祖 師が言っ ていた 通りだ ったんだ ︒聞い た通りだ ったと 分
かる ︒本 当に 坐禅 をし なけ れば この大 事な 真相 が分 からな いの です ︒
﹁ 左右に す﹂ とい うの は︑自 由自
在にす ると言 う意で︑ 体得す ること です︒ま た見方 を代え れば︑こ れをち ゃんとし なかっ たら︑道 は左

い

じょうとう

右至 る所にあっても 得られないぞ︑ と言う意味でもあ るのです︒
ここ

﹁是を以て佛 道に入るに︑尚 ほ一を捨てて承 当すべからず ︒
﹂
この様 に﹁ 道 ﹂
﹁法 ﹂を 得る 方法 は明 らかな よう に︑ 参師 聞法と 功夫 坐禅 との 両輪が あっ て初 めて可
能 なのだ ︒得る には片っ ぽだけ では駄 目だ︒聞 くだけ では得 る者は無 いし︑ 坐禅する と言っ ても方法 無
しで は間 違い を起 こす から 駄目 だ ︒﹁尚 一を捨 てて 承当 すべ からず ﹂で す︒ 底意は ︑正 しい 方法 をよく
聞いてからや れということで す︒
それ

﹁夫︑ 人は皆な身心あ り ︑
﹂
三度 目の﹁ 夫れ﹂ です︒ そうです ね︒も う既に説 き得て 充分です ︒これ 以上の講 釈は法 を汚す恐 れが
あります︒
さ

﹁作は 必ず強弱あり ︒
﹂
﹁作 ﹂という のは作 用︑発 動︑機 能です ︒強い人 も弱い 人もおる ︒早い 人も遅い 人もお る︒これ 人々持
ち得た心身の縁 の様子です ︒色々だと言う事 です ︒一つ として同じもの は無い ︒個 々を大切にせよで す ︒
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ゆうもう

まいれつ

﹁勇猛と昧劣と なり ︑
﹂
勇 猛とは 命懸け ︑又猛 烈です ︒一方は 昧劣鈍 重です︒ 気力体 力の多い 人と少 ない人 も居る︒ 努力の 続
ほっしん

まか べ

く人 続かな い人も 居る︒ それな りに一生 懸命真 面目に 真剣にや ればい いのです ︒猛烈 な人は二 三日不 眠
不休 ︑命懸け でやれ るので す︒瑞 巖寺開 山の法身 国師は ︑もと草 履取り の真壁の 平四郎 です︒主 君政宗
公に草 履で頭 をぶん 殴られ て︑怒り 心頭に 達っした ︒その 怒りを菩 提心に 変えて支 那に渡 り︑無準 禅師
に ついて 苦心惨 憺︒遂 に大悟 して祖師 となっ た日本の 誇るべ き弁道の 人です ︒又井原 の平四 郎は三 日三
晩で ぶち抜 いた︒ 勇猛の 代表格 です︒そ のよう な条件を 先とせ ずに︑身 体も弱 く気迫 に乏しい 人もそ れ
なりに ︑純粋 に真面 目に︑ 一生懸 命やって おれば よろしい と言う 事です︒ 強烈勇 猛でな ければい けない
と ︑無理矢理 に弱い人にやら せると心身を壊 してしまう ︒その人なりの縁 に応じて ︑真剣にやりなさ い ︑

よう

それ が﹁道 ﹂
﹁法﹂な のだと︒
どう ま

﹁動也た容 ︑
﹂
動 とは能 動積極 な自発 力であ り働き です︒即 事に当 たり縁に 従う事 です︒動 いて事 に処する を動と い
う のです ︒即作用 するこ とです ︒容は 事の次第 を素直 に受け入 れる︒ 音のまま に︑目 のまま に﹁只﹂ 在
る︒ 縁も外 の縁と ︑こち らの内側 である 見聞覚知 の縁と が有るよ うに︑ 分けて 見れば縁 と縁と の出会い
の作用 に動と 容が有 るので す︒私が 時とし て﹁これ 何ぞ！ ﹂と手 を叩いて 試みま すね︒是 れは﹁ 只﹂是
れ ︑この 事が分 かって いる人 は︑即手 を叩く ︒尋ねら れた事 に素直 で在れば ︑その 縁の侭に 手を叩 くも
又自然 であり道です︒ 是れが道元禅師の 言われる﹁動﹂ です︒
一方 に於 いて は︑ 本当に ﹁只 ﹂在 る時 ︑﹁只 ﹂見 ︑﹁ 只﹂ 聞いて いる だけ の時 ︑﹁こ れ何 ぞ！ ﹂の音 声
のみ ︒手を 叩く影像が眼中 に有るだけ ︒自己が無いので 何の反応も無い のも自然です ︒どちらも道で す︒
ただ 不明瞭による無 反応とは雲泥の 違いである事 ︑以て知るべし です ︒見る ばかりの時 ︑聞くままの時 ︑
自己 無し︒ 反応の 無いまま を錬れ ば早晩法 縁有り です ︒
﹁ 動也た 容 ︒
﹂ 反応した りしな かったり ︑動い た
り動 かな かっ たり ︑と にか く一 切合切 みな ﹁道 ﹂
﹁ 法﹂で す︒ 動の 時も あれば 容の 時も ある ︒どち らも
道で あり︑ 時の 様子 に過 ぎな いの で︑ 如何 なる様 子も 是非 して はなら ない ので す ︒
﹁動也 た容 ﹂の まま
が既 に﹁道 ﹂
﹁法﹂ ですから︒
しょう

﹁此の身心を 以て︑直に佛を 證 す ︑
﹂
これら多 彩な働 きをす る身心 ︒身心 が有する 全ての 機能︒機 能が縁 に応ずる 動也た 容︒一つ として 漏
れる ことなく︑全てが 直にそのまま仏 である︒この事 を体得せよ︒直 下承当せよと︒
仏と は何 ぞや ︒自 己無 き事 です ︒﹁ 只﹂ の人で す︒ その 事のみ ︒余 念の 無い 事です ︒一 心で す︒ その
物と同 化して ﹁隔た り﹂の 無いのが 仏です ︒見た ままです ︒聞い たままで す︒間 違いよう がない でしょ
う︒
仏 を出して 見せよ と迫っ たら︑ 或る祖 師は︑ひ ょいと 自分の指 を立て た︒この 間︑何 者も無い ︒宇宙
総ぐるみだ から手が付かぬ ︒自己 を求むるに不可 得です ︒また趙州古仏 が ︑有 りや ︑有りやと詰問し た ︒
仏が居 るか居 らぬか ︑この 事が分か ってい るか否か を試し たのです ︒した ら︑に ゅっと腕 を立て て間に
合 わせた 祖師が 居ます ︒その もの一つ になっ て自己が 無かっ たら皆 仏です︒ その消 息を体得 する︑ 自覚
する のです ︒その 物自体 になる 事です︒ それを ﹁此の 身心を以 て︑直 に仏を證 す﹂と 言われた のです ︒
人々 分上豊に 具われ りと雖 も修せ ざるには 現れず ︑証せ ざるには 得るこ となし︒ この実 証です︒ とに
かく 命懸け で坐 禅し た暁 の話 です ︒
﹁ 坐禅 は行證 を左 右に す﹂ です︒ 勇猛 と昧 劣と 動と容 とを 問わ ず︑
我 々の働 きその ものの 一つ一 つ︑一瞬 一瞬の この様子 のまま に成り切 って︑ 自己無き を期す のみで す︒
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徹し切るまで努 力するのです︒

﹁是れ 承当なり ︒
﹂
この 努力を怠 らねば ︑確か に疑い 得ようの ない端 的に行 き着くの です︒ 身心一如 に目覚 めること ︑是

え てん

れを承当という のです︒仏祖の 心胆をえぐり取り ︑決着する事で す︒
いわゆる

﹁所謂従 来の身心を回転 せず ︑
﹂
所謂従 来の身 心とは この身 心です ︒悟る前 ︑何も 知らなか った従 来の有り 様︒環 境もそ うです︒ 承当
とは従 来のまま で︑変 わった 事は何 一つ無い と決着 するこ とです︒ 悟って も耳は耳 ︒目は 目︒舌は 舌︒
手 は二本 ︒鼻は 縦にあ って︑そ の上に 目が横に 連なっ ておる ︒ありの ままと 言う事で す︒た だ知らな い

じき げ

なづ

者が︑別 に何か有りそうに 思うて自分が迷 うのです︒その 事を自ら知らな いだけだと言う 事です︒
したが

﹁但だ他の證 に 随 ひ去るを︑ 直下と名くるな り︒承当と名く るなり ︒
﹂
他 の證と 言うのは ︑縁の ことで す︒本 より縁は 自己の 無い事を 証して いるから です︒ 縁に従っ て自在
とうざん

に作用して いる ︒その ものを円満現成 しているではな いか ︒縁に随 い法に随い去っ て ︑何も跡 形が無い ︑
一切 皆空 を証 してい るで はな いか ︒是 れを 直下 と名く るの だと ︒洞 山大師 曰く ︑
﹁ 如是 の法︑ 仏祖 密に
付 す︒汝今是れを得 たり ﹂と ︒目に 色々方面がある ︒それらを認め たら﹁隔たり ﹂を起こして法に 背く ︒
縁の侭 は目と方面と一枚 であり ︑一心同化でそ の物自体です ︒ここを﹁但だ 他の證に随ひ去 る ﹂と言い ︑
この 端的を ﹁直下﹂ と言う たので す︒坐 ってない 人︑前 後が切れ た事の ない人は ︑他を どうして も自他
の他と しか思 えない でしょ うが︑縁 の侭と 言う意味 です︒ 自分とい うもの のない 有りの侭 の様子 を︑他
の 證に随 い去る ︑と説 き去っ た道元禅 師は流 石です︒ 隔ての ない様子 を直下 とも承 当とも端 的とも 言う
のです︒
したが

﹁唯だ他に 随 ひ 去る ︑
﹂
さ っきは ﹁但だ他 の證に 随ひ去る ﹂︑こ こは﹁唯 だ他に 随ひ去 る﹂︒ま すます ︑その侭 その侭 です︒吐
いて 見よ︑ 吸うて見 よ︒他 に何が あったか ︒言い ようが無 いであ ろうと︒ その物 それだけ ︑
﹁今 ﹂
﹁今﹂
です ︒箒を握 ったら箒と一つ ︒掃く時は掃く のみ ︒もっと端 的に言えば﹁只 ﹂です ︒箒も無く 人も無い ︒
是 れを﹁ 他に随 ひ去る ﹂と言 うので す︒引っ かかる 何物もな ければ ︑解決し ようと したり 求めたり する
必 要は無 いでは ないか︒ だった らそれ でいいじ ゃない か︒な ぜ探すん だ︒何 故迷うん だ︒何 故問題に す

きゅう けん

るん だ︒だ ったら 真面目 に﹁只﹂ してお ればそれ で良い ではな いか︒こ う言う ことです ︒名月 雪を抱い

え

て清し︒
ゆ

﹁所以 に旧 見に非ざる なり ︒
﹂
だか ら︑昔 のまん まで︑ ちっとも 違っち ゃいない ︒悟る 前も︑こ のまん ま︒悟っ てみて も︑この まん
ま︒や っぱり 梅干し は酸っ ぱい︒や っぱり 喉が乾い た時に は︑水を 飲むし かない ︒あちら へ行く 時には
や っぱり 立って 歩くし かない ︒ご飯を 食べる 時には︑ やっぱ り︑お 膳に着い て︑箸 を持って ︑口で 食べ
る しか ない︒ そう だそ れし かな いん だ︒ それ でいい んだ ︒そ れは 本来の 事 ︑﹁今 ﹂の 事で︑ 決し て分 か
る分からぬ と言った意識や 観念の世界ではな い︒故に旧見も 新見も無いので す︒即今に功夫 無し ︒
﹁只﹂
の努力を怠らね ば良いのです︒
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じょうとう

﹁ 唯だ承 当し去る ︑﹂
端 的咬 む時 ︑歯先 ず滅 ぶ︒ 問う ︑承当 し去

﹁ 只﹂ を本当 に体 得す れば よいこ とだ ︒他 に仏法 は無 い ︒﹁只 ﹂坐禅 する ︒
﹁ 只﹂ 呼吸す る ︒﹁只 ﹂掃
昼は夜に非ず︒

く︒
﹁只 ﹂見 聞覚 知し 去れ ︒見 る時 ︑眼有 りや 又無 しや ？
って後如何？
しんそう

﹁所以に 新巣に非ざるな り ︒
﹂
前の﹁ 所以に 旧見に 非ざる なり﹂ に対をな して︑ だから特 別な事 ではない ぞと︒ 蛇足は 既に前述 して
います ︒是れが 結論で す ︒
﹁道 ﹂
﹁法 ﹂は本来 変りよ うがな い︒だか らそれ 以外の新 しい事 や尊い事 など
が有 る筈がない︒
では ︑未悟 の者は どうす ればいい のかで す︒この 侭で悟 ってい ると言わ れても ︑既に仏 だと言 い切ら
れても︑却っ て困惑して︑詭 弁で人を愚弄する のか！と言いた くなる筈だ︒
し かし仏 や仏祖 に嘘も 詭弁も 有ろう 筈がない ではな いか︒兎 に角祖 師方が揃 って断 言してい るのだ か
ら ︑衆生 が疑って どうす るのだ となる でしょう ︒そこ で祖師の 一句一 句は見逃 しては ならな いのです ︒
この 章に 於い ても ︑洩 らさ ず説 き尽 くされ てい ます ︒﹁ 右︒身 心を 決択 する に︑自 から 両般 あり︒ 参
師聞 法と ︑功夫 坐禅 とな り ︒
﹂から 始ま り ︑
﹁尚 ほ一を 捨て て承 当す べから ず ︒
・・ 動也 た容︑ 此の 身心
を 以て︑直に佛を證 す︑是れ承当な り ︒
・・但だ他 の證に随ひ去る ・・唯だ他に随 ひ去る・・﹂
完璧で はないですか︒ 全くその通りです から︒
分か りや すく 言え ば ︑﹁ど うも しな くてい いか ら︑ 何事 も没頭 し徹 底し て我を 忘れ てし なさ い﹂と 言
う事で す︒仏 祖もそ うした だけです ︒既に 仏祖と同 じ事を している のだか ら︑何 も心配を するな と︒之
が 承当で す︒徹 したらそ の消息 がはっき りする から ︑
﹁今﹂
﹁ 只﹂を本 当に練 りなさ い︑と言 うのが 結論
で あり ︑
﹁唯 だ他 に随 ひ去 る﹂ 事の 大切 さを 示され たの です ︒そ の中心 とな るの が只管 打坐 です ︒静 か
な部屋で︑ ただ︑端坐をし︑ ただ︑一息一息 を素直にしてお ればよいのです ︒
道元禅 師が一 番願って いる事 は︑こ の正法を 護持す る事で す︒その 為には まず菩提 心が無 くては駄 目
で す︒菩 提心と は努力 心であ り求道心 です︒ 如何にし ても自 分を済度 するの だという 決意で す︒その 決
意 が本当 なら 正師 を探 して ︑法 を良 く聞 きなさ い︒ この ﹁道 ﹂
﹁法 ﹂を 得る には 参師聞 法と 只管 打坐の
絶対要素が必 要だから︑どう しても正師に聞 法しなければいけ ない︒

そこ で最後の 章に於 いて熱誠 を振る われた のです︒ 即ち︑ 既に仏祖

そして同じく大切 な事は︑正しく 行ずる事です︒
何 を︑ど のよう に行ずる のか？

と全 く同 じ事 を日 々し てい るの だか ら︑ 素直に 信じ 切っ て﹁ 今 ﹂
﹁ 只﹂ しな さい︒ 外に 何も しち ゃ駄目
だぞ と︒ 是れ が既 に直下 承当 です ︒
﹁ 只﹂ 歩く ︒これ が直 下承 当で す︒も うこ れ以 上︑ 修行の 仕様 が無
い のです︒
空 寂となり 虚にな ってき ますか ら︑そ の侭我を 忘れ︑ 任せて︑ 空しく 時を過ご しなさ い︒虚し くと言
うの は︑時 も自分 の事も一 切見な い事で す︒それ が一日 であろう と一週 間であ ろうと一 年であ ろうと関
係なく過ぎ去る 事です︒
本 当に徹 し切っ た時に ︑法の 方からや って来 る︒証が 訪れる のです︒ これで 良しと いう決着 をつけ て
く れる のです ︒だ から ﹁今 ﹂
︑ 直下 に︑ 即任 せ切れ ば︑ 即承 当す るぞと ︒こ れが 道元 禅師の 心中 です ︒
是れが結論 なのです︒
この締めくくり に当たって︑一 つ皆さんに︑直下 承当をして︑い ただきたい︒
﹁ はい ︑こ れ何 ぞ ︒﹂
︵老 師パ ンと 柏手を 打つ ︶
︵ 間髪 を入れ ず大 衆も パン と︶是 れが 直下 承当で す︒ 徹

- 8 -

ごんせん

あなた 方お二 人︒

して自己無きに 到る迄努力を惜 しまぬ事です ︒これで 我が宗祖道元禅 師のものされま した﹁学道用心集 ﹂
の 提唱を閉講致しま す︒無事円成を 仏祖と共に大い に喜ぶところで あります︒

ちんちょう

珍 重す無門 の門︒

閉講の偈
珍重無門之門︒
誤ってただ随聞 することを放過す ︒
ふんぷん

ほ うか

誤放 過只随聞︒
縁に 従って言詮を見 ざれば︒

ず いもん

従縁不見 言詮︒
曹渓の一 滴芬芬たり︒

そうけい

曹渓一滴芬芬 ︒

大切 な事は︑一切の持 ち物を捨て尽く して︑何も無い 無念の念を守る ことである︒
多くは誤 って是の大切な ところを聞き取り 損ねている︒
うるわしい

素直に縁に従 って自己を持ち 出さなければ︑言 葉などに囚われ る事はない︒

平成十七年 十月十五日
合掌

ご遠慮なく︒

今 日遠く 大分か らお見 えになっ た方が いらっし ゃると 聞きまし たが？

老師に何か質 問がある方いらっ しゃいますか？

希道

六 祖から道元禅師 へと︑祖師の心 印は此処に於いて 真に伝統して芬 芬限りだ︒

茶礼会

師・ ・

世話人・・
老

私は 主人に 付いてき ただけ で︑坐禅 には興 味が有り ません 者で︒で も今ま で誘われ 言わ

それは 遠い所わざわざ︒ 大変でしたね︒
参禅 者Ａ・・

れるま まに一 緒にず っと坐 禅してき ました ︒意識的 に吸っ て︑意識 的に吐 いて︒こ の事を ずっと やって
い たんで すね︒ そうし ました ら此処で 先生が ︑その意 識的な 事は全て 取り除 いて﹁ 只﹂一心 不乱に して
下さ い︑と 言われ た時︑ 何か本 当にすっ と透明 な者が入 ったと いうか︑ それが 不思議 なまでに 楽で︑ ま

貴 女は微 妙な所 を︑たっ た一回 で理解し たよう です︒そ の気付 きはと ても大切 な急所 です

た嬉し く思い ました ︒一心 不乱に ﹁只﹂し ました ら本当 に楽にな りまし た︒今日 は本当 に有り難 う御座

師・ ・

いました︒
老

よ ︒今日貴女のした 方法が ︑本当 の修行に成るか 否かの微妙な所 ですから ︒初 めは猛く心念が 紛飛して ︑
全く取り留め が付きません︒ だから最初のこ こで諦める人は多 いのです︒
こ の拡散 し騒ぎ 廻る心 をどう するか で︑大変 苦労し ます︒そ れで諦 めてしま えばそ れまでで すし︑ で
なけれ ば是れを乗り越 えるしかありま せん︒そこでど うするかです︒
古来 より最 もポピ ュラー なのが︑ 心を一 点に置く ︒この 方法です ︒色々 効果的 な方法が 有りま すが︑
要点は 殆ど﹁ 心を一 点に置 く﹂事に ありま す︒釈尊 が御自 分の息 子ラゴラ に授け た﹁息念 の法﹂ がそう
で す︒ 聡明 で知 性の 走り が早 いだ け想 念思惑 に翻 弄さ れ苦 しむ︒ この 事を 熟知 してい た釈 尊は ︑﹁吐 く
時 ︑吐 くと 自覚し なさ い︒ 吸う 時︑ 吸う と自 覚しな さい ・・ ﹂と 教えて いま す︒ つま り ︑
﹁ 今﹂ の事 実
を認 知確認 する事 で拡散を 防止し ︑作用 している 身体に 心を接近 させ同 一化を 目指した のです ︒真面目

- 9 -

な彼は︑遂に一 隻眼具したよう です︒
各 祖師方の説き方 ︑心の 置き所こそ違いま すが根源は同じ です ︒公案禅の﹁無字の公案 ﹂もこ れです ︒
﹁ム ﹂を引 っ提げ ︑拈提 し続け るのです ︒ムに 身も心 も預け切 るので す︒親鸞 聖人の ﹁一向の 念仏﹂ も
同じ です︒食 べる事 も寝る 事も忘 れて︑ ひたすら 念仏に 成り切れ と言う 教えです ︒いず れも真面 目に信
じて一 心不乱 に行ず れば︑ やがて心 意識・ 念想観の 支配か ら脱して 身心一 如に治ま るので す︒要約 すれ
ば︑ 何でも良いから その事だけに成 り切る ︒
﹁今﹂そ の事のみに徹す るのが眼目です ︒
拡散 するこ と甚だ しく︑ 片時も じっとし ていな い初期状 態では ︑呼吸を 意識し て片時も 離さぬ 事が第
一です ︒心の 全てを 傾注し て呼吸 を守るの です︒ とにかく 呼吸に 心を縛り 付ける ことに よって︑ 撹乱散
漫する 癖を収め ていく のです ︒治ま っていく 理由が ちゃん とあるの で︑こ の方法は 道理と して確か なの
です ︒
拡散 も自分 だし︑ 自分の 心ですか ら︑一 つ事に全 力投球 してい ると拡散 の余地 がしだい に無く なって
いくの です︒ ここが 道の有 り難い 所です︒ 道は真 実であり 真理で あり純粋 ですか ら︑本よ り一つ しか有
り ません ︒だか ら真面 目に真 剣に一 つを守り 通すこ とです︒ その努 力をして いると ︑不純 物である 雑念
や 煩悩の 本︑つま り拡散 する心 の癖が 取れてい くので す︒治ま ってく るに従っ て嘘の ように ︑呼吸を 意
識し ていた 意識が 無くな るのです ︒つま り自然の 呼吸が 出来るよ うにな るので す︒それ だけ楽 になり清
らかになるので す︒
呼 吸は本 来身体 がして いて︑ 拡散もな く煩悩 も無い純 粋な作 用であ り事実で す︒真 理そのも のです ︒
です からこ ちらの 癖を取 り純粋 になれ ば︑自然 に真実 になるの です︒ 本来して おる呼 吸に︑只 心が着 い
ていってお ればよいと言う 事です︒
この一 点に手 が届く 迄が辛 いし︑可 成り努 力が必要 なので す︒貴女 はいき なりそれ が出来 たのです か
ら ︑何と 恵まれ た因縁 の持ち 主か︒求 道心が 無いのに いきな りそれが 出来る という のは稀な 事です ︒で
も ︑本 来誰も が道 の真 っ只 中 ︑﹁今 ﹂に 居る のだか ら︑ ただ 素直 に言わ れた 通り を実行 すれ ば︑ 実は み
んなそこへ 行き着くように道 は成ってはいる のです ︒が ︑純一になかな か成れないから 苦労するのです ︒
貴女に菩提心が あったら︑もっと 深く大きな気づ きがあったろう にと思いますよ ︒
同 じ事な ら︑よ し私も 努力して 体得し ︑安らか な人生 を送っ てやろう ︑とい う願望を 持って 欲しい︒
ある 意味で は︑高 い理想 の欲を 起こすこ とです よ︒家で 坐禅す る時も︑ 何心も 無く︑素 直に﹁ 只﹂して
しょうぼう

今日の提唱で︑参 師聞法は非常に 大切だという話 がありました︒ 先ず正師に会い︑ 正 法を

しょうし

下さい︒本来 に任せ切るので す︒あなたは好 因縁の持ち主です よ︒本気でおや りなさい︒
世話人・・

聞 きなさ い︒そ して一生 懸命修 行しな さいと言 う事で した︒ この正師 に会う ︑正法に 会うた めには︑ 初
めて の人達 からす ればど れが正法 で︑ど れが正師 なのか という のはなか なか︑ 判断がつ きずら いと思い
ます︒ 宗教も 色々あ り︑禅 に於いて も色々 な説き 方が存在 してい ます︒そ こで正 法と正師 とを︑ 如何に
し て見分 けるか ︒この 点を少 しお話 し頂けれ ばと思 います︒ それに 合わせて ︑邪人 正法を説 けば︑ 正法

おっかく

初問 の︑ 正師 をどう 見分 ける か︒ 道元 禅師は 明確 に ︑
﹁行 解相応 ﹂と ﹁越 格の 力量﹂ を具

ぎょうげそうおう

却 って邪法 となり ︑道人 邪法を 聞けば ︑邪法却 って正 法となる ︑と聞 いており ます︒ これも合 わせて お
師・ ・

話し頂けれ ば有り難いので すが︒
老

し ていな ければ ならな い︒こ のように 言って 居られる 通り︑ その人 の全分が 法だか ら︑して いる侭 を説
き︑ してい るそれ 自体を 分から せる為に 説くの ですか ら︑行解 相応し ていなけ ればな らない道 理があ る
でし ょう︒相 応しな いと言 う事は ︑理だ けが宙に 浮いて 先行して いるこ とになり ます︒ つまり考 えた作
つな

こま

ふく

ね ずみ

り物の 法と言 う事で す︒道 徳家は言 行一致 している 事が基 本ですか ら︑生 活態度全 般が綺 麗です︒ とな
る とそ れで ﹁道 ﹂
﹁ 法﹂ の人 かと 言えば ︑
﹁ 繋げ る駒︑ 伏せ る 鼠 ﹂で す︒ 内に騒 ぐ者 が有 る︒自 己が 有
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ると言 う事で す︒当 然引っ 掛かる︑ 囚われ る︒つま り迷い 葛藤から は免れ 得てい ないので すが︑ 闊逹自
在 にして いる道 人より 立派に 映ります ︒特に 禅僧は自 由が利 き過ぎ て︑破天 荒に及 ぶ事があ ります ︒法
の人 が法を 汚す事 になる のです ︒昔より 多少の 道力を 得た者に 多く居 ます︒本 当の法 でない証 拠です ︒
だから行解 相応が正師の条 件なのです︒
普通の 目から 判断す ると︑道 徳家の 方が立ち 振る舞 いが立 派に見え る為︑ 間違って しまい ます︒そ こ

是れが 見て取れ るなら 間違わな いので すが︑越 格の力 量だから ︑観る 人にそ

で﹁ 隔たり﹂の無い 心︑即ち越格の 力量がなくちゃな らないのです︒
越格 の力量 とは何 か？
れだけ の力量 が無い 限り見 ぬけま せん︒間 違える のはその 為です ︒とても 見えな い︑分 かる筈が ないの
に︑理 解し見抜 いたつ もりに なる危 険︒とて も多い 事です ︒師の言 われる 事︑示さ れる事 ︑行為な どの
大 切な要 点は︑ 相手が 大き過ぎ るだけ に分から ないも のです ︒だから 大変危 険であり 間違っ た見方を し
てし まうの です︒ 目に衝 く者は 自分が気 に入ら ないその 人の欠 点ばかり です︒ 又︑見る 力も無 い人の批
判に染 まった りする のです ︒それ だけでも 法から 遠いので すが︑ そのこと も分か らないの です︒ 自我と
は それ程に心を汚 しているのです ︒
無 色の 人は 透明 であり 拘り 無く 自在 です ︒気 にする 事も なく 個性 的に﹁ 道 ﹂﹁法 ﹂の ままで す︒ 囚わ

えんぜつ

あ

しゅしょう

かん

なか

れの 目には 何とも 矛盾に 見えたり ︑法と 違って映 ったり するもの です︒ ですか ら不遜極 まりな い批判中
のたま

傷をしてしまう ものです︒その 危険を知ってお く事です︒
ようが ん

なか

はんに ゃ

そんじ ゅう

にちに ち

道 元禅 師は 大法 を尊 んで ︑﹁ 仏の 言 わ く︑ 無上 菩提 を演説 する 師に 値はん には 種 姓 を観 ずる こと莫
らいはい

くぎょう

げんのう

こころ

しょう

れ︑容 顔を見ること莫 れ︑非を嫌うこと 莫れ︑行いを考 ふること莫れ︒ ただ般若を尊 重 するが故に日々

三時 に礼拝 し恭敬し て更に 患悩の 心 を 生 ぜしむ ること 莫れ﹂と 看破引 導されて います ︒この心 が大乗
精神です︒
そ れはそ うとし て︑絞 り込み 見極める にはど うすれば 良いか です︒本 当の師 は自分が 努力し て体達し
てい ますか ら︑そ の様子 全般が 分かって います ︒煩悩の 実体か ら起こ る根源か ら︑そ れらが全 く無害 な
者だと 言う事 から︑ 囚われ る原因 からその 解決策 まで︒ 要するに 本当に 自分が分 かって おり︑本 当の法
もつ

が分か ってい るという ことで す︒で すから拝 聴して いるだ けで浄化 されま す︒又︑ 明解な 具体的方 法を
教 えてく れます ︒どし どし疑 問質問を 呈する 事です︒ その度 に心の縺 れが溶 けていき ます︒ 法だけに 目
を向 けて︑ 個人的 個性的 な人柄 や行状等 を見な い事です ︒直ぐ 囚われて しまう 拘りの目 ですか ら︑見る
と内に矛盾を 起こすのです︒
法の人は誠実で温 かく真面目なの ですが ︑どうあって も法が第一ですか ら ︑法に於いては厳 しいです ︒
と ころが 学人は 何が法で あるの か︑法 でないの かが分 かりま せん︒ど うして ︑何故叱 るのか さえ理解 し
かね ます︒ それに 加えて 時には冷 酷です ︒何しろ 樫の棒 で公然 とぶん殴 るを常 套手段に して︑ 而もその
事を公 然と既 成化し 認めら れている 世界で す︒矛 盾から不 審感さ え抱いて いる者 に執行す るので す︒法
を 得させ ︑大自 在の人 に導こ うとす る越格の 力量と は︑そう して絶 大な信念 で︑し かも自在 に作用 しま
す から凡眼 では遙 かに届 かない のです ︒そうし た法に 厳しい師 を選べ ば良いの です︒ 無闇に荒 いから 良

げんよう

いと いうの ではあ りません ︒法に 妥協も 曖昧さも いい加 減さもな く︑口 に法を 自在にし ︑指導 が厳格な
程良いのです︒
州禅師 です︒ 厳陽でし たかね ︑後に 趙州録を 編纂さ れ

じょうしゅう

正 師は理 屈を云 わない のです ︒この 典型が趙

る んで すが︑ 僧林 に入 った ばっ かり で未 聞在 です ︒
﹁修 行は どう しら宜 しい ので しょ うか﹂ と素 直に 尋
ねた ら︑ 大善 知識 趙州は ︑
﹁ 粥を 食っ たか﹂ と︒ 理屈 がな いでし ょ︒ 正直 に﹁食 べま した ﹂︒﹁なら ば鉢
を洗 え ﹂
︒事実 丸出 し︑ 真実 その まま でし ょう︒ 他に 法が 無い と言う 事を 端的 に示 したの です ︒そ うし
た ら早く も厳陽 は︑そ の大切 な法︑即 ち即今 底に気が ついた のですよ ︒頭で 求めてい く世界 ではな い︒
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﹁今﹂ の事実 を本当 にして いたら良 い︑そ れが修行 なんだ といきな り急所 に気が 付いたの です︒ もう占
め た者で す︒趙 州古仏 は︑彼 は器だと 思った に違いな いので す︒果 たせるか な︑こ れが跡継 ぎにな った
でし ょう︒ だらだ らだら だら私 の様に説 明しま くるの は良くな いので すよ︒分 からせ てしまっ てそれ が
災うからで す︒みなさん多 聞多知にならぬよ う気を付けて下 さい︒
何はさておいて も ︑本 当に坐禅しなけ れば駄目なので す ︒し かし聞く時は一 生懸命﹁只 ﹂聞く事です ︒
分 かっ た事 や聞 いた 事を 貯め 込んだ ら怪 我を する ので ︑﹁只 ﹂聞 いて そのま ま素 通り させ ること です ︒
この事を 教えてくれる人 ならば正師です ︒
纏めて 言えば ︑法を 得るに は参師 聞法と坐 禅弁道 が絶対必 要であ ること︒ 聞く時 は無心 に﹁只﹂ 聞く
こと︒ 行ずるに 当たっ ては素 直にな り︑心を 一点に 置いて 単純にな ること ︒或いは ︑心を 空っぽに して
一 切を無 視する こと︒ 大切なこ れらの 要点を力 説し︑ それら の道理を 明解に 説得出来 ること ︒そして 最
も大切な 菩提心を駆り立て てくれる師であ れば間違いあり ません︒
正法も 邪法の 件︒説 き方聞 き方によ って正 法が邪法 ︑邪法 が正法 になるの は︑正 邪は人に 有って 他に
無 い証で す︒人 とは心 です︒ 心が正 しければ ︑説い ても聞い ても全 て正法で す︒正 しい心 とは﹁只 ﹂で
す ︒純 粋で 隔て が無い こと です ︒
﹁ 只﹂ の心 で﹁ 只﹂を 説く 時︑ 悉く 正法で す︒ 自分 の様子 を有 りの 侭
に説くだけ ですから間違え ようが無いので す︒
﹁只﹂ 聞く時 ︑一切 の分別 無しです から︑ 間違った り迷わ された りしない のです ︒聞く侭 ですか ら︑そ
れ 自体で す︒正 邪を超 えてい るのです ︒意図 して悪口 を言っ たとし ても︑耳 を過ぎ る音です から一 向に
汚され ないし ︑言葉 の外に居ますか ら引っ掛からな いのです ︒聞く侭が法です から ︑正法そ のものです ︒
邪心 の侭意 図して正 法を説 くと︑ この逆 です︒自 我によ って汚れ た侭で す︒だか ら言葉 は正法で あって
も︑と ても真 実が分 かって はいない からで す︒己見 を以て 法を説く 事は最 も宜し くないの ですが ︑己見
を 以て 法を 聞く 勿れ ︑と もあ った でしょ う︒ どち らも 正法を 汚し て邪 法と なるが ︑
﹁ 只﹂ の心 で在れ ば
どちらも 正法となるので す︒
支那 の話 です ︒詐 欺坊 主が 邪法 を説い たが ︑
﹁ 只﹂ 素直に 聞い て﹁ 只﹂ 実行し た為 に悟 った と言う 事
例もあ るので す︒邪法 で法を 得たの ではなく ︑真実 に聞く 事によっ て正法 になって いたの です︒だ から
﹁ 道 ﹂﹁法 ﹂を 得ら れた ので す︒純 一で ある 事が 法な のです ︒だ から 何事で あろ うと も真 面目に ﹁只 ﹂
する ことで す︒そ の物自 体に成 る時節が 必ず有 ります︒ 徹すれ ば自ずか ら﹁隔 たり﹂が 解けて 落ちる様
けつじょう

に成 って いる ので す︒ 本来 ﹁道 ﹂
﹁法 ﹂で ない もの は無い ので すか ら︒ 何処ま でも 何処 までも ︑潔 く心
を空っぽにし︑今 はこれだけと訣 定して﹁只﹂す るのです︒安住 する時︑即その 物自体です︒こ れが邪

良く分か りました︒有難 うございました︒

法で あっても正法にな ると言う事です ︒とにかく純一 にやる事です︒ よろしいでしょう か︒
世話人・ ・

平 成十七年十月十 五日
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