学道用心集提唱 第八回
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道

坐禅は決して難しい事 をす るものではありません︒囚われる﹁心 の癖﹂を取るだけです︒これが修 行であり目的
です︒何故囚われるか︒それは身と心とが隔 たって︑勝手 な心の浮遊現 象が起きる︑それが自己となり囚われと
なるのです ︒思 惑し惑 乱する元 です︒この癖を取るのです︒要 するに身心一如に目覚 めるのです︒そのためには︑
成り切って我れを忘れることです︒これが禅の要点です︒
では成り切るにはどうす ればよいか︒自 己を忘れるにはどうす るかです︒ここで大 切なのが着眼 です︒要する
に︑単純な事を︑一 心不乱にする︒単純に繰り返し没頭し切る︒没 入し切 る︒この努 力が禅修行です︒自然に心
の拡散が収 まり︑一切 の知 的行為も感情 作用も治まって︑隔てが取れていくのです ︒自 ずから身 心一如になるの
です︒
自然 に﹁心の無い心﹂に気 が付きます︒﹁心の無い心﹂とは︑囚われる自己 のない心です︒前後 の無 い﹁今﹂です ︒
それを何処までも守り切ればよいのです︒
﹁今﹂が始まりであり終 わりです ︒﹁今 ﹂に成り切 って﹁今﹂も無くなったら︑本当の﹁今﹂が現 成するのです ︒それ
は過去の全 てが落 ちて一切が無 くなった時でもあるのです ︒この一大 事因縁を解脱と言うのです ︒祖師西 来意が
現前して微 塵の疑義も無くなり︑一切が明々白々と成った瞬間です︒
禅はその事に徹して自 己のないことです︒﹁今 ﹂に成り切 る事です ︒そのために︑﹁今 ﹂しなければならない事を
真剣 に︑一心不乱に没頭することです︒別 に難しいことをするのではないことが分 かったでしょうか︒
仏法 の理 が幾ら分かっても︑拘りの元が取れるものではありません︒実際に隔 てを取 る修行 をしない限り︑何
の救 いにもならないのです︒仏道の価値が無 いのです︒﹁今﹂一息だけを大 事にして︑没頭 し切 って下さい︒不純物

す べか

しょう

それ

しゃくゆうちょう ご

ぼ だ いじ ゅ げ

が入 ったらすぐ捨てて︑直 ぐ呼 吸に帰る︒直ぐ今に帰る︒この事に全分 を懸 けて努 力す るのです よ︒兎に角坐 り
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切ることです︒一心不乱に﹁只﹂一呼 吸に徹し切ることです︒では︒
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﹁ 右︒学道 の丈夫は︑ 先づ 須 らく道 に向ふの 正 と不 正とを知る べきなり︒ 夫︑ 釋 雄 調 御︑菩提樹 下に
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坐して︑ 明 星を見る ことを得て︑忽 然として頓に無 上 乗 の道を悟る︒ 其の悟る所の道 は︑声 聞 ︑縁覚
いわゆ る

ようす

あきら

にんにん

等の能く 及ぶ所に非 ず︒ 佛 能 く自から悟 りて︑佛︑佛 に傳へて︑今 に断絶せず ︒其の悟を得 る者は︑豈
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の 脚 踉下なり ︒道に 礙へられて当處 に明 了し ︑悟に 礙へられて当人 円 成す ︒是に因 て縦ひ十分の會 を挙
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すと 雖も︑ 猶ほ一 半の悟 に落る か︒是れ 則ち道 に向ふの 風流な り︒而今 学道の 人は︑未 だ道の 通塞を辨
しい

かく さ

ぜず ︑強て 見驗の あらん こと を好む ︑ 錯 らざる は阿 誰そ︒ 父を捨 て逃 逝し︑ 宝を捨 て
ご しゃく

一 子たりと雖も ︑久しく客作の賤 人と作る ︒良 に 以あり ︒夫 ︑學 道の者は ︑道に 礙へらるることを 求む ︒
道に 礙へらるる とは︑悟 跡 を忘ずるな り︒佛道を 修行する者 は︑先づ須ら く佛道を信ず べし︒佛道 を信
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ずる者は︑ 須らく自 己本道中に在 りて︑迷惑せ ず︑妄想せ ず︑顛倒せず ︑増減なく︑ 誤 謬 なし といふこ
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たる ︑意根を 坐断して ︑知解の路に 向はざらしむるな り ︒是れ乃ち初心を誘 引するの方便な り︒其 の後 ︑
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身心 を脱落し ︑迷悟 を放下 す︑第 二の様 子なり︒ 大凡そ 自己︑佛 道に在 りと信ず るの人 ︑最も得 難きな
こつねん

り︒若し正 しく道に在 りと信ぜ ば︑自然に 大道の通塞 を了じ迷 悟の 職 由を 知らん︒ 人試みに意 根を坐断
せよ ︑十が八九は︑ 忽然として見道 することを得ん ︒﹂

提唱
どう

﹁道 に向って修行す べき事﹂
説き方が如何にも道元禅師 らしく︑微にいり細に入っております︒貫かれておる所 は申すまでもなく︑道を得
る為の心得であり方法 です ︒この通りを行ずる事です︒
先ずタイトルです︒道 に向 かって行 く︑と言う のは修行者の本分としては良 くないのです︒何故かと言うと︑即
今 底が道だから︑他に向かって道 を求 めたら︑天地 懸隔となるからです ︒なのに﹁道 に向かって﹂とわざ わざ言 わ
れたのには訳があるのです ︒世 間は損得 や名誉 の為 に努力 するので︑苦 も争 いも絶 えない︒反対に本当 の安 心︑
生死 解脱の道 を体 得す るために努力 する︒これが修行 です︒だから道 のために道 を行 ずるのでなければならな
い︒その為には先 ず娑婆事 を捨 てなさ い︒この事を明確 に自覚させるためにわざわざ ﹁道に向かって﹂と言われた
のです ︒本当は向かって行 くべき行 き先は無いのです︒本来既 に道でないものは無いからです︒
しかし娑 婆心が有って損得や 名誉心 が息づいている内は︑必 ず迷惑 し仏 道を誤る︒だから此処 で殊更に﹁道 に
向って修行すべき事 ﹂を強調 したのです︒
じょう ぶ

﹁右︒ 学道の丈夫は ︑﹂

どう

しょう

丈夫と言う のは男子の気概︑らしさですね︒この道を求 め学んで行く者 の本分 ︑志す 所はと︒その位 に受 け取

すべか

っておいて下 さい︒
ま

﹁先づ 須 らく 道に向ふの 正 と不正とを 知るべきなり ︒﹂
それで︑向かうと言う言 葉がここで活 きてきます ︒道に正と不正とがあって︑大切な分かれ道だからよく注意
せよと︒その説 得がこれから始まるのです︒
それ

﹁夫 ︑
﹂
ソレ︑と言う 切り出し語は︑これから衲 の言 うことを心して聞 けよと︒注意 を促 す道 元禅 師独 特の文法 です
が︑この語に多少 の思 いがあるのです︒道元 禅師 二十八 才にして如浄禅 師の法を継いで帰 朝されるや︑﹁普 勧坐
禅 儀﹂を 撰述されま した︒その動機となったものが︑百 丈禅師の法嗣である宗

賾

禅 師が撰した﹁坐禅儀﹂です︒道

元禅 師はこの﹁坐禅 儀﹂を︑百 丈禅師 の真意 も坐 禅全体 をも表し切っていないとして︑熱誠 を振るって不足を補い
撰せられたのが︑万 古の宝鑑 である﹁普勧 坐禅 儀﹂です︒ところが動 機になった﹁坐禅儀 ﹂の冒頭 に︑﹁夫︵ソレ︶云
々 ﹂とある︒﹁普勧坐禅 儀﹂の冒頭にも﹁原 夫︵タズヌルニソレ︶﹂と引用し︑ここに於いても同じ論法で語りかけてい
ます し︑この学道用心集にはまだあります︒余程 この切り出し語の﹁夫 ︵ソレ︶﹂が気に入ったようです︒
最初 にも言いましたが︑﹁坐 禅儀﹂は総 数六百 四十四 文字︑﹁普勧 坐禅儀 ﹂は八百八 十一文 字あります︒道元
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禅師は先輩 を尊 ばれて二百四 十余文 字も同じ語を用いられています︒祖は師を産み︑師は祖を活かす︒正に知
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音 底の道を愛する事同一なるを見て取るべしです︒
しゃくゆうちょう ご

﹁ 釋 雄 調 御︑菩 提樹下に坐して ︑明 星を見 ることを得て︑ 忽然として頓に 無 上 乗 の道を悟る ︒
﹂
﹁釋雄﹂とは釈 尊の別 称︒﹁調 御﹂は心を整 えること︒そして悟りに突入していきましたね︒初めは難行苦行 した
が︑一向 に埒が明かないので︑﹁これはおかしいぞ︒方 向が違っていた﹂と気付き︑打坐 三昧に入 られたのです︒正
と不正とを知るべきなり︑とはこの事です︒道元禅師も初めは︑言句上に真理を求め︑知解 情量に費やした時 間
は十五年 間です ︒自 分も初めはそれで悟 れると思 ってやったが︑全く方向が違 っていたため大 変無駄 なことをし
た︒だから道を行ずるに当 たり︑間違えると大変だから︑余程この点については注 意深くしなさいと︒
釈 尊は自内 省すること︑樹下 石上六 年端 坐したのです︒心の本性 を徹 見す るために︑雑 念が出たら捨 て︑煩
悩が出 たら切り︑何 処から現れるのか︑何故ひっきりなしに出るのか︒何処 へ消えるのか︒この追究をずー っと続
けたのです ︒捨て尽 くして完 全に宇 宙と融合 した消息が︑十 二月の八 日朝まだきの︑あの明星 一見の一大 事因
縁 がそれです︒明星を一見した時︑本当に隔てが取れて明 星と一つに成ったのです ︒その瞬間︑今迄他に向かって
探 し求 めていた︒求める自己 があったが故に︑全 てと隔 てて迷っていた︒が︑隔てが取れてみると︑迷うべき者は何
も無いと言う事がはっきりしたのです︒﹁忽 然として頓 に無上 乗の道を悟る﹂とはこの事です︒
電灯をつけたらいきなり部屋が明 るくなり︑全てが明白 に見えるでしょう︒他の条 件が整って徐 々に明るくな
ったり︑見 えるようになったりするんじゃなくて︑瞬間に部屋全体が明白 になる︒口に物を入れた途端にパッと味
が出現 する︒﹁有 難う！ ﹂と言ったら︑皆さ んに﹁有難う ！﹂がある︒眼を開けた瞬間 ︑天 地自然 がいきなり現れ
る︒この待 ったなしを﹁忽然﹂とも﹁頓﹂とも﹁端的 ﹂とも言うのです ︒間髪の余地がない様子です︒﹁今﹂一 瞬一瞬の
この様子 で︑何等問 題がないことを言うのです︒勿論 それがそれだから比べようがないのです︒全て成 仏していて
ひとつも間違っておるもの︑偽物︑嘘はなかった︒一つも迷ってないので︑悟るべきものもない︒釈尊はこの事を本当
に自覚された人類最初 の人です︒これが﹁無上 乗の道﹂です︒この事がはっきりした時︑大変驚かれて﹁有情非情︑

え んがく

よ

同時成道︑山川草木︑悉皆成仏﹂と叫ばれたのです︒
しょうもん

﹁其 の悟る所の道は ︑声 聞︑縁 覚等の能く及ぶ 所に非ず ︒
﹂
声聞 ︑縁 覚という言葉 は仏 書には頻繁に出 てきます︒声聞 ︑縁 覚を二乗と言い︑解脱の無上 道からは小 乗と
して退 けられています︒自分悟りだからです︒声 聞は釈尊が言われた苦 諦︑集諦︑滅諦︑道諦︑所謂 四諦の教え
を聞 いて悟 ると言う ものです︒縁覚は︑他 の教えに拠らず︑自ら諸 々の因 縁を観じ︑迷いの因 縁を熟知した段階
をもって悟りとしているので︑理に於いてはそうだが実地が無い︒つまり作 り事だからです ︒いずれも禅定を錬って
自己を忘じた境界 とは別 物です︒
馬祖下の鹽官斎安禅 師と学者 との痛 快な問答があります︒学 僧が華 厳経を読んでいるのを看て︑﹁何が説いて
あ るのか﹂と問う た︒﹁実 に深 遠な理法 が色々 説いてある﹂と学 者が主 張した︒鹽官 禅師 は払子 を立てて曰 く︑
﹁これは何の経文理 法に当たるのか﹂と︒この一問にあってグウの音 も出なかった︒鹽 官禅師曰 く︑﹁思慮を推敲し
尽くして理 解し︑道理を究めてみたところで︑是鬼 窟活計 ︑日下 孤灯︑果然失照︑下去︒︵全て虚像 のでっち上げ
に過 ぎぬ︒お前 達が大層 にしている知的 研究などは︑昼間の行灯の如く全く用をなさぬ下らぬものだ︒とっとと
立 ち去れ︶﹂と手厳しく叱りとばして追い出しました︒痛快々 々︒
徳山 が婆 々の一問 ﹁過去心 不可得︑現在心不 可得︑未 来心不可 得︒いづれの心で餅を喰らう のか﹂とや られた
と同じです︒﹁只 ﹂食べれば良かったものを︒﹁只﹂は何 れの心でもないから︑何 れの場合 でも通 用す る万能薬 だか
ら︑何でも﹁只﹂するのです︒
力 量内容の差歴 然でしょう ︒それらとは大凡境 界が違い︑比較にならぬとはねつけて︑黒 白を明確にして見 せ
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みず

だ んぜつ

たのです︒その真意は︑誤るなよと駄目 押しをしたところです︒
ほとけ

﹁ 佛 能く自から悟り て︑佛︑佛に傳 へて︑今に断絶 せず ︒
﹂
自分の心に自分が囚われて迷 っていた︒迷う自 分が有った︒つまり隔てが取れて﹁只﹂になった途 端︑迷 いも自分
も無くなった︒本当の自 分とか嘘の自 分など︑初めから無かったのです︒花は紅︑柳は緑︒しかし︑花は紅とも︑柳
は自ら柳とも緑とも言わぬ︒そんなごたごたしたものは何も無く︑ちゃんとほどけて端的を露呈し尽くしていた
のです︒初めから仏だったのです︒その物自 体︑端的の消息を得ることが大 切なのです︒
本当 に自 分が分かった時︑自分が無 かったと知った時 なのです︒この消息だけは真箇体 験以外に得 ることはな
いし︑伝えることが出来ない︒この事を悟った人は皆仏です ︒それで仏が仏を証明 し︑自らが自らを証明すること
です︒その大 切な消息 を釈尊から釈尊へ︑祖から祖へ︑心から心 へと伝えて来たのです︒これが﹁佛能く自から悟 り
て︑佛︑佛に傳 へて︑今に断絶 せず ︒﹂です︒辛くも今日 この私までは確かに伝 統してきた︒何 と有 り難 くも不思
議なことであったと︑立卵の危機を暗に響かせているのです︒
あ

﹁其の 悟を得る者は︑ 豈に佛にあらざ らんや ︒
﹂
この事 をこの事だと知 る︒それ自体 にならねばその物 の本質 は分 からない︒眼でなければ色形 が分からぬと同
ま せん

様に︑仏でなければ仏の全分を知ることが出来 ない︒元来仏じゃないか︒外に何が仏なんじゃと︒
﹁南嶽磨甎﹂の話は有名です︒常 に坐禅 している祖の処に往て問うて曰く︒﹁大徳 坐禅して箇の什麼をか図る﹂︒
祖 曰く︑﹁作仏 を図る﹂︒南 嶽即 ち一 甎を取って祖の庵前 の石 上に於いて磨 す︒祖問 う︑﹁師 什麼か作 す﹂︒南 嶽
曰く︑﹁磨して鏡と作 す﹂︒祖曰く︑﹁磨甎豈 に鏡 と作 すを得んや﹂︒南嶽曰 く︑﹁坐禅 豈に作仏を得んや﹂︒祖曰
く︑﹁如何が即 ち是ならん﹂︒南嶽曰く︑﹁人の車 を駕す るが如 き︑車若し行かずば車を打するが即ち是か︑牛 を
打 するが即 ち是 か﹂︒祖無 対︒南嶽 又示して曰 く︑﹁汝 坐禅 を学 ばんとするか︑坐仏 を学 ばんとするか︒若し坐
禅を学せば禅は坐臥に非ず ︒若 し坐仏 を学 せば仏は定相に非ず ︒無住 の法に於いて取捨 す可からず︒汝 若し坐
仏せば即ち是れ殺仏なり︒若し坐相を執せば其の理に達するに非ず ﹂︒祖示誨 を聞いて醍醐を飲むが如しと︒
いわゆる

﹁所 謂道に向ふとは ︑佛道の涯際を 了ずるなり ︒
﹂
坐禅 は道をはっきりさせることです︒涯際とは極 まる所︑きわ︑違 いの境です︒この物をこの物だと︑真 箇確信
することであり︑坐禅は坐禅だと知ることです︒この事を道元禅師 は﹁仏 道の涯 際を了 ずる﹂と言 われたのです︒
現実の﹁今﹂が明確になれば︑夢と混同 することはない︒絵に描いた餅と同視する事 はない︒つまり眠りから覚め
ることです︒目覚 めさえすれば迷って寝 小便などすることはない︒真実 の確かな証を得ることと同 じです ︒涯 際
をはっきり付ける為の修行です︒夢から覚めることです︒
法身国 師は一 字不知 の人でありながら︑無 準師範禅 師に就いて九年︑遂に脱体現成 して還 る︒政宗公 に請 わ
れ瑞巖 寺に晋山 して曰 く︒﹁遠上徑 山弄風 月︒帰開円 福大 道場︒法身 覚了無一 物︒元是真 壁平四 郎︒︵遠く径
山に上って風月を弄す︒帰 り開く円福大道場︒法身覚了すれば無一物︒元これ真壁の平四郎︒︶﹂と︒
死ぬ時︑﹁生時明 明︒死時 了了︒是 個何物︒︵これこの何物ぞ︒︶﹂侍者曰 く︑﹁一句足り申さ ず︒﹂国師 ︑大喝一

あきら

声してその侭死んだ︒
よう す

﹁佛道 の様子を 明 む るなり ︒
﹂
もう少し詳しく言うと︑と道元 禅師腹綿 全部を出して見せるのです ︒自己 が無 ければ仏道 ならざる無し︒元
来仏法丸出しだから︑﹁只 ﹂自己を取る︑隔てを取る︒それが﹁佛 道の様子を明むる﹂ことです︒
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にんにん

きゃくこん か

﹁佛道は人人の 脚 踉下な り ︒
﹂
﹁今﹂の様子 全体 が仏 道であり法です ︒日 常の喫 茶喫飯 ︑行 住坐臥 が既に道の丸出しではないか︒と結論 を出
してしまったので︑これ以上 取り付 くしまがない︒だとすれば︑﹁今 ﹂﹁今 ﹂︑道を道として真 実に行ずるしかない︒
人々分 上豊か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︒この言︑真なるかな︑名言
なるかなです︒
仏 と衆 生と何 処に差があるのか︒この事 を悟らざるが故 に迷い︑悟るが故 に煩 悩即 菩提となる︒天地の差大
きいぞと言う 事です︒要 するに真 剣さです︒真面目に行じて他を見ないことです︒菩提の行願 として行ずれば自

と う じょ

めいりょう

ずから自己 無しです︒徹すれば明 了了︒是れ仏法です︒仏 道の当体全 是です︒
さ

﹁道 に礙へられて当處 に明 了し ︑﹂
﹁道 に礙へられて﹂とは︑その物ばかり︑一体同 化して︑と言うことです︒自己 無く︑当所 その物ばかりです︒その
もの自 体︑成り切ることです︒是非 する者 が無いので︑その物が明 瞭す るのです ︒初 めからその物 自体を守 り切
るよう努力するのです ︒﹁今﹂﹁今﹂です︒﹁只 ﹂﹁只﹂です︒この努力が禅修行です︒
ここまで来 たらもう占 めたものです︒坐禅ばかり︑呼吸ばかり︑歩 行ばかり︒天 地の坐禅であり呼 吸であり歩
行です ︒これを﹁道﹂と言 うのです︒道ばかりになれば自 然に道が道 を教 えてくれるのです︒悉く道です ︒そのま
ま︑その事 実︑その様子 ︒それ自体 でどう しようもない様 子が厳 然としてある︒﹁道に礙へられて当處に明 了﹂で
す︒
試みに立って見よ︒歩 いて見 よ︒さあ︑是 れを何と言う︒言う者が有れば本 当に歩いてはいないのだ︒歩行自体
には︑そのようなものは何 一つ無 い︒この端的に気が付くまで︑全身全挙してひたすら歩行に参ずるのです ︒自己

とう にんえんじょう

を離しさえす れば︑即道です︒道に礙へられて当處に明了するのです ︒明了は又円成です︒成功です︒
ご

﹁悟に礙 へられて当人円 成す ︒
﹂
円成は到達です︒道理で分かったものは法理 に過ぎない︒仏道ではないのです︒本 当に徹 し切るまで只管 打坐︑
只管活動 を錬 るしかないのです︒自己無 く﹁只 ﹂していたら︑自ずから純粋になり無色透 明になるのです ︒縁のま
ま︑道のままです︒本当 に自 己が無くなって落ちたら︑悟の方からや って来る︒これを﹁縁より悟入す ﹂と言う ので
す︒﹁悟に礙 へられて当人円成す︒﹂とはこの事です︒
佛道は人人 の脚 踉下で円 成したのです ︒これで良い︒これ以上の世界 はない︒これ以 上の今 は無 い︒これ以上 の
人生はない︒何時死んでも良いぞと決 着したのです︒涅槃であり寂滅です︒成功又満足の意です︒

い

い

徳山 が高亭と言う雲水 を迎 えに川へ行 きますと︑彼が対岸 に現 れた︒徳 山はここじゃと扇子を広げて振った︒
それを見た瞬間︑彼は決着 してしまいました︒
何故 それだけで悟れたのかです︒あの﹁道得 三 十棒 ︑道不 得 三十 棒︵道い得るも三 十 棒︑道 い得ざ るも三 十
棒 ︶﹂を喰 らわす 鬼老 師となると︑これは命掛 けにならざ るを得ぬ︒この決 心が徹底 させたのです ︒怖 さと真剣
さが全身に漲って︑努力心をいよいよ高 めたために︑﹁只﹂一 歩になったのです︒これが﹁道に礙 へられる﹂です︒もう
その事しか無いのです ︒道に礙へられて我 を忘れ︑歩いておる事 も無くなったのです ︒カラッとして﹁只﹂の世 界に突
入したのです︒宇宙 同事の歩行であり宇宙大 の眼です から︑徳山を見るや 徳山と一つになったのです︒釈尊が明
星 一見した時︑星 と同化 して脱 落した同 じ消息 が現れたのです︒﹁悟に礙へられて当 人円成す ﹂です︒そのまま円
成 しちゃったのです︒頓中の頓です ︒す っかり仏道の様子 が明らかになったので︑今更 行く要がないと︑川も渡ら
ず去って行 ってしまったでしょう︒これが当人円成 した時の自信力です よ︒絶対確信 です︒それで大安心 を得る為
には徹して自己無 きを期すのみです︒
知 性の範 囲におる限 り絶対 安心はあり得 ないのです ︒ぎりぎり一杯 の﹁今﹂に徹すると︑﹁悟に礙へられて当 人
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円成﹂するの時節があるのです︒知性 も感性 も︑イメージを作り出す 想像力も思考系も何もかも一回全部 スパッ
と落とす事 です ︒落とすためには成 り切って︑何もかも百雑 砕です︒

たと

ぶん

え

こ

な

ぱん

おつ

徹するには︑一つ事に没入して自己無きを証するのみです︒これが禅の極意であり本領です︒
これ

﹁是に因て縦ひ 十分の會を挙す と雖も︑猶ほ一半 の悟に落るか︒ 是れ則ち道に向 ふの風流なり ︒
﹂
是 によって当人円 成した︒大変目 出度い限 りです ︒しかし道元禅 師から見れば︑一応 道がはっきりしたことは
肯 がうが︑尚十 全ではないぞと言 う訳 です︒はっきりしたこの体験によって道理 が十分 に理解できても︑會 を為
し︑理 解する自 己がある限 り本 当の道ではないからです ︒釈 尊と同じ端的 を垣 間見ても︑釈尊 と決 して同境界
ではないと言う ことを自覚させなければ︑本当 の道と間違 えてしまう のです︒悟った自 己が残っている限り﹁猶ほ
一 半の悟に落つるか﹂です ︒それは未だ悟 りの半分 だと︒十牛 図で言 ったら第八 章の所です︒第七 章迄が声聞 縁
覚︒第八章 が大 乗の法 門です︒本当に空を体得したんだけれども︑未 だ其処に空と言う大きな囚 われ物が有る
ではないか︒本当 の無我 は無 我も無い︒悟ったと言 うものや︑道理 などがちらついておるならば︑それは真箇に徹
し切ってはいないと︑道の尊厳 から注意されたのです︒
言 うなれば︑煩悩 を持 つも悟りを持つも空 を持つも︑持ったら皆煩 悩だぞ︒だから潔 く捨 てなさい︒未だ自己

欓

が残っている証拠だから︑うたた悟れば うたた捨てよ︑とは 老の境 界です︒悟後の修行の疎かに出 来ないことを
注意されたのです︒

(

嚴 陽問趙州云 ︒一物 不将来時如 何 心中 に何物 も有りません︑如何でしょうか︶︒師云︑放下著︵無いという 物
をもって居 るではないか︒それを捨てなさい︶︒厳云 ︑既是一 物不将来︑放下箇恁麼 ︵既に何も無 いので︑何を捨て
よと言 われるのか︶︒師 云︑放不 下擔取 去︵そんなに無いという物が有 りがたいのなら︑何時 までもそう して担い
でおれ︶︒嚴陽言下大 悟︒後に善信禅師となって師の後を継いだ人です︒
こう言 う 事 が修 行中 には幾 度 と無 く起こるから気 をつけなさ い︑と言 うのが﹁是 れ則 ち道に向ふの風 流 な
り︒﹂です︒この風流は︑我々の言う風流の意味ではありません︒こう言う風 な横道が生じ︑道草 を食わせる色 々
な事が起こってくる様子を言うたのです︒
古仏曰 く︑﹁有仏の処留 まる可 からず︒無仏 の処 急に走過 せよ︒﹂決してそこに留まらず︑只管で只 管を超え

つうそ く

て行けと︒何処までも只管の万里 一条鉄で錬るしかないのです︒
に こん

﹁而今学道の 人は︑未だ道の 通塞を辨ぜず ︑
﹂
通は通 じる事︑卓越す る事︑到 る事 ︒塞 は塞ぐ︑妨 げ毒 すること︒要するに順境逆境 の意も有り︑正と邪との
意味 です︒何 が本当の道なのか︑修行 なのか︑と言う事が本当 にはっきりしていないぞ︒だから正しい修 行方法も
分からないのだ︑と言 うのが真意です︒
余談ですが︑﹁辨﹂の字を見て下さ い︒中が刀になってるでしょう︒刀の意味する者は︑左右を物理的に二つに切
り分ける事 です︒﹁言 ﹂を入れます と﹁辯﹂となり︑これが辯護 士の﹁辯 ﹂で︑正と不正 とをはっきり言 葉で分 ける

辦

意です︒ついでに︑﹁力﹂を 入れると﹁ ﹂です︒女性が赤ち ゃんを 産み︑胎児と 離れること︑産み分ける事です︒そ
の時 ︑大変な努力と力みを必要 とする事から︑努 める︑努力する意となり︑勉強 の﹁勉 ﹂と同 じ意味となったので
す︒こう言う 風に中 の一 文字が入 れ替 わると意 味がコロッと変わってきます︒此処でわざ わざ 刀の辨を使ってあ

げんけん

るのは︑正 邪︑明暗︑白黒を︑誰にも分 かるように眼 に見える形でキチッとしていない︑と言う事 です ︒
しい

﹁強て見驗 のあらんことを 好む ︑
﹂
はっきりさせる事を強 く望 みなさい︑望 んで求 めなさ いと言う 意ではありません︒修行とは︑権密 の説くよう
な怪力 神通を得る為 の行を好 む連中 ばかりだ︑と暗に加持 祈祷や 山嶽信 仰︑アニミズム的 信仰等 ︑当時 一般に
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流行していた宗教全 般を言っているのです︒それらは罰が当 たらぬよう に︑或いは神仏の功徳を願い︑物金となっ

た

て現れることを信じての信仰でしたから︒
あやま

﹁ 錯 らざるは阿誰そ ︒
﹂
それらはともかくとして︑何 処に着眼すれば間違い得ないのか︒そこの所をよく辨じて見よと︒誰 か︑と言う の

すて

ちょうじゃ

かく さ

な

まこと

ゆえ

跰
跉

す︒ 長 者 の一子たりと雖 も︑久しく 客作の賤人と作 る︒ 良 に 以あり︒﹂

れ いへい

せんにん

は人の事じゃなく︑着眼 する自分の中の何者 か︑と言 うことです︒先ず自分 の何処が誤 っているのか︑よく点検し

とう せい

て見よの意です︒それで有名な譬喩を持 ち出しての説得︑禅師慈悲の極みです︒
す

﹁父を捨て逃逝し ︑宝を捨て
本 当は大金 持ちの子 供なのに︑自分 には親 も兄弟も居 ない︑住む家もない貧 乏人 だと思 い込んで︑あっちこっ
ち彷徨き廻るのです︒そこに居りさえしたら︑お金持ちの親の側で︑豊 かに暮らせるのにと︒自分で思い込んで彷
徨き廻 っている愚かさを言 っているのです︒
つまり我々の日常 が仏道 なのに︑それを知 らずして他に向 かって求めて行く︒そんな事をしていたら永久に迷い
からは脱出出来 ないぞと︒
それでその子供 を︑初 めは丁稚 として家に入 れて︑見習いをさせ︑段々 その家に馴染ませ取り立てて︑本当 に
此処が自分の家であったと分からせる︒親 の方は分かっていますから︑子供を抱きしめよう と近づく︒しかし子供
の方は恐れて逃げていく︒それにはそれなりの道理があるではないか︒
本当 の法 を聞 かされても︑自分の方が疑って聞くので︑真意が伝わらない︒仏 道は人人脚踉 下だから︑心 を素
直にして︑真剣 に︑﹁今 ﹂﹁只﹂すれば良いのだ︑と聞 けば︑その事を先ず 信じることです︒そして素直 に実行す る
事です︒
で︑今から言う事 をよく聞けよと︒どうしても本当の道を分からせたいばかりです︒
それ

﹁夫︑學道 の者は︑道に礙へ らるることを求 む ︒
﹂
﹁夫﹂︒二度 目です ね︒本当に道に志す のならば︑娑婆心 を先 ず捨てて︑道心 を専らにす べきです ︒菩提 心をモッ
トー にして我見 を陶 冶するのです︒上来説いて来た通 り︑今やっておる事に成り切り成り切 りするのです︒満身
そのものに成り切って自 己の無 いことを︑﹁道に礙へらる﹂と言 うのです︒身と心 と一つになり︑その事と一つになっ
て隔たりを解決しない限 り︑本当 の安 心は得られません︒つまり執着 を取 り拘 りを解放 する為には﹁道に礙へら
れ切って自己を忘ずる﹂ことが肝腎であるぞ︒その事を偏に願っての実 践生活をしなさ いよと言うことです ︒
ご しゃく

﹁道に礙 へらるるとは︑悟 跡 を忘ずるなり ︒
﹂
だから︑悟とか未悟 とか︑仏 とか衆 生とか︑仏道 であるとか無いとか言 ってる隙 間は無い︒認める何 物も無い
事 です︒そう言う事の一切を忘れきって︑成り切 り成り切りや って行くことだと︒どんなに素晴らしいことであっ
ても︑分かったこと︑体験したことを持 っていたら︑本当 の世界に目覚めることが出来ないので︑常に一切を捨てて
空っぽに成ってやりなさい︒と言うのが﹁悟跡を忘ずるなり﹂です ︒

﹁ 佛道を修行する者 は︑先づ須らく 佛道を信ずべし ︒﹂
この事 を分かっても分からなくてもいいから︑徹 底信じて実行しなさい︒それが本当の修行者の心得です︒信は
道源 功徳の母と︑古人 は言 うています︒それが仏の教えであり間 違いのない道だからです︒それが仏道 だからで
す︒仏に嘘はないからです︒列車に乗 るに当たり︑その行き先を信じればこそその列車 に乗 るのです ︒信 無けれ
ば忽ち不安 と焦 りが起 こって︑これでいいのか︑どう したらいいのだ︑と葛 藤します ︒折 角の努力 心も腰が砕けて
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娑婆心に翻弄されてしまいます︒
火 の中を分けても法は聞くべきに 雨風雪は物の数かわ

め いわく

の信 念思 い知るべしです ︒信の浅 きは道 念 の浅 きです ︒道念 の浅きは菩 提心 の浅 きです ︒道成 らずと言 う事 で
す︒
もと

﹁佛 道を信ずる者は ︑須らく自己本 道中に在りて︑迷 惑せず ︑
﹂
その通りです︒道中に在りてと言う のは︑法の真っ只 中だと言 う事︒自分の全体︑法で無いものは無い︒道で無
いものは無いと言 う事です︒眼に於いて見 る︒これ法です ︒これが仏道です ︒何故仏 道かというと︑万人も一千万
人も︑一 億年先も眼に於いて見 るです︒この真実は変わらない︒変わらないから法です︒釈尊の眼も達磨大 師や
道 元禅師 の眼も︑はたまた現在 の我 々の眼 も全く同 じです︒今 日なお眼に於いて斯くの如くある︒仏道です ︒こ
れが真実です︒この事をはっきりさせるのが坐禅です︒
違いがあるとすれば︑﹁確かに眼に於いて是の如 くある﹂と決着がついておるか否かです︒見に見無き消息を得
ておるか否かです︒この事を体 得しているか否かです︒
それで見 ても見ている者 が無いから囚われないのです︒見てて見 るものがあると︑情報 と知 性と連動してしま
い︑脳 の中 で問題が起こる︒満身見 る︑見 る三 昧︑道そのものになる︒道に礙へられて︑自 己が無ければ最早分別
の世界じゃない︒宇宙大 の眼故に︑囚われる物は全く無いのです︒
是 れが仏 道です︒今が道 です︒その事を信じ切 って﹁只 ﹂行事 しておりさえすれば円 成するのです︒この事を︑
﹁仏 道を信 ずる者は︑須らく自 己本道中に在りて︑迷惑 せず﹂とありますように︑迷ったり惑乱したりしないので

ぞう げん

ご びゅう

す︒当 然です︒菩提心 さえ強ければ︑それがそのまま信となり道 となるのです︒
てんどう

﹁妄 想せず︑顛倒せ ず︑増減なく︑ 誤 謬 なしとい ふことを信ずべ し ︒
﹂

ほん き

本当 にそうです ︒当 然です︒疑義の念も求心 も無 ければ︑即道だと言うことがはっきりします︒その物 にはご

よっ

たごたしたものは無いのです ︒皆さんも︑そう信じてひたすら努力して下さい︒
かく

﹁是 の如くの信を生 じ︑是の如くの 道を明め︑依て之 を行ず︑乃ち學 道の本基なり ︒﹂
至れり尽くせりです︒学道に向かう時の正邪をはっきりと見極めて︑絶対確信 の上で今︑真実に行じておりさ
えす れば間違 いがない︒これが根 本だぞと︒もっと細密に言えば︑知 性的に理 屈が正しいからそれを信 ずるとい
うものではなく︑それが仏の教えであり真 理であるからだと︑絶 対信頼 を置 いて微塵の疑いを差し挟まないこと
です ︒つまり︑知性を根本 から退 けた信と言う ことです︒元もと考 え方 の間違 いを正す とか︑知性の使い方の是
正とは本質的 に違うのです︒そう した知的機 能は心 全域から見 れば大 海の一滴に過 ぎないのです ︒そんな小さ
なもので限りない不可 思議な心を︑解明 したり改善 したりなど出来る訳がないのです︒
元 もと不 可思議 不可商 量にして実体 のない代物です から︑手を付けようとしても無 駄なことです︒だから決
定的に手を下さないことです︒突 かないことです︒計り事の一切を止めることです︒自分を捨て尽くすことです︒

ざ だん

ち

げ

みち

むか

し ょしん

ゆ う いん

ほう べん

要す るに﹁只﹂になることです︒﹁只﹂になれば純 粋な天然の道がはっきりするのです︒依って﹁只﹂に成 る為に︑真

い こん

面目に︑何でも一心不乱に︑﹁今﹂その事に没頭するのです ︒
ふう き

﹁其 の風規 たる︑ 意根を 坐断し て︑知解 の路に 向はざ らしむる なり︒ 是れ乃ち 初心を 誘引する の方便 な
り︒
﹂
風規と言うたのが面白 い︒修行 者の様子です よ︒意根 と言 うのは迷わせる根本 ︒知 性を刺激して分別 等を揺
さ ぶる元 ︒即ちこれを意根と言います ︒この意 根を坐 断する︒坐るだけになれば意 の入り込む隙間 が無くなる︒
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要するに相手 を看たり︑道理を持ち出 したりする癖が無くなれば良いのです ︒
坐 禅 の目 的は何 かといえば︑意 根を坐 断す ることです ︒意根 を坐断 した様 子を言 うなら︑坐禅 が坐 禅をす
る︒﹁只﹂坐禅ばかりならば即ち意根 を坐 断しておるのです︒坐禅の当体 全是です︒分別 知解の余地無 き端 的で
す︒
方便と言うのは手 の内 です︒や り方︑方法 ︑手順 です︒だから手 順が必要だと言う 事は︑未だ未 だ向かって行
かなければならない距離がある︒取 らねばならない癖がある︒捨てなきゃならない自己 がある︒その為 にはどう
しても正しい方 法を行じなければならない︒つまり︑道 が分からない初心 の修行 には︑必ず的確 な方 便に従わな

だつら く

ほう げ

ければならぬと言う事 です︒全ての世界に於いて︑初心者 の道 はすべからく是の如 しです ︒仏法 世法共 に道 は全
く同じです ︒
のち

﹁其の後 ︑身心を脱落し︑ 迷悟を放下す︑ 第二の様子なり ︒
﹂
この方便 を尽くし切りなさい︒これがとにかく道 を行 ずる者の本分である︒すると︑全く掴み所のない端的に
達 する︒端 的を錬り切 る事 によって自 己が取れ︑身心脱 落するのです︒だから迷いじゃ悟 りじゃと言う 自己がす
っかり落ちるのは︑徹して後 の事であり結果だぞと︒これが﹁第二の様子﹂であると道元禅師の言い振りです︒
性空禅 師曰く︑﹁多年 疑著趙州無 ︒疑去 疑来渉有無 ︒銀山 鉄壁忘己時 ︒通身 吐露一声無 ︒︵多年 疑着す趙州
の無︒疑い去り疑い来たって有無に渉る︒銀 山鉄壁己を忘ずる時︒通身吐露す 一声の無 ︒︶﹂功 夫が純 熟して本当
に落ちた様子︑明 了了︒法 には無論段階など有ろう筈 がない︒しかし人々の癖を取り隔 てを取る修行には︑方法
と段階が現実として有るから注意しなさいと言うことです ︒
おお よ

﹁大凡そ自己︑ 佛道に在りと信 ずるの人︑最も 得難きなり ︒
﹂
真 実の人の少ないことは今も昔も変わらざりけり︒このままの全 てが仏道の真っ只中なのだと︑本当に信じら
れたら迷う事 はないのです ︒このままでもう悟 るべきものなど何も無 い︑と言う事 が信じられないから皆 修行 す
る訳です ︒こう 言う道 理を聞いて︑心底本 当に疑義 無く信念 にしている人に出 会う事 は希 です︒道 元禅師 ご自

じ ねん

つうそ く

しょく ゆう

身︑叡 山を下りて十三年間 ︑この為に苦しんで来 てますから︑得難いと言うのは︑それ程に確かな信 念に達する
事は至難だと言 うことです︒
まさ

﹁若し正しく 道に在りと信ぜ ば︑自然に大道 の通塞を了じ迷悟 の 職 由を知ら ん ︒
﹂
若し正 しく既に道 に在 りと信ず ることが出来 れば︑物と親しく︑﹁今 ﹂に切実であるから︑自 然に仏道を弁え
るぞと︒通塞 とは先 程と同じ事です︒本物と偽 物︒迷悟︑真偽の道が明 確に成ると言うことです︒職 由とは物事
の興る理 由︒基 づく所 ︒拠 り所︑と言う 意味 です ︒要 するに︑自 然に仏 道の内容 ︑様子 が全て判 明明 瞭す るか
ら︑安心して修行 しなさ いと言う訳です︒
い こん

﹁人試 みに意根を坐断 せよ ︑
﹂
良き詰 めよう です︒おい︑君 ︒今 迄色 々言って来たが︑究極 的には徹 するしかない︒試みに兎に角只 管打坐 し
て見なさい︒本 当に坐禅だけになって見よ︒そうすると坐禅 が意根を切ってくれるから︒理屈を言う癖 を殺 して
くれるから︒本気になって坐れ︒もう理 屈の要は無いはずだぞ︒真 剣に﹁只﹂坐れと︒
こつね ん

﹁十が八九 は︑忽然として 見道することを得 ん ︒
﹂
ここで身代 全部を投げ出して保証するのです︒兎に角衲が言う通 り只管 打坐し切れば︑坐禅が坐禅 を教 えて
くれる︒さ すれば意 根が自ず から切れて︑十が八九 は端 的に気づくからと︒これは遠慮して言ってるんです︒百
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人が百 人︑千 人が千 人皆 漏れることは無い︑と道元禅 師は言 いたいのです︒何となれば︑人の鼻 で息はしていな
い︒皆 自分の鼻でして居るので︑その事に気 が付けばいいのだ︒否︑既にしているではないかと︒
忽然 とは︑突如突然 です ︒この事は絶対確かだからとの底 意が有っての上です︒自然に道がはっきりする︒行き
着いてしまう︒だから一番大 事なのは︑真 剣に打坐 せよ︒兎に角 只管打 坐して意根を坐断 せよ︒これに尽きるの
だと言 うことです︒道元禅 師の文法は徹底 して論を尽くしていることです︒微に入り細に入って丁 寧に言う てい
ることです ︒要 約すれば︑成り切って意根を坐 断せよ︑ということです︒意根 を坐断す るには只 管打坐 です︒身
心 一如です︒只吸 い只吐 き︑只 一歩 です ︒真 実丸 出しになれと言 うことです ︒徹 底した時 ︑忽 然として道 を得
る︒この事を先ず信じなさい︒その上で︑徹底行 じなさいと言う遺訓です︒
それではこれからしっかり坐禅 しましょう ︒提唱はこれで終わります︒

世話人・・
ありのままのこの様子 が仏道 です から︑これを汚 さなければ良 いのです︒理屈 を立てず︑素直 に

それでは︑老師に問法して下さい︒些細 なようでも︑修行者にとっては大いに参考になるものです︒

茶礼会

師 ・・

老

自分 は空手 を学 んでいます︒何故 か腰を痛 めて二 三ヶ月 になります ︒今は稽古 さえ出 来ませ

﹁只﹂在 れば良いのです︒何事も﹁只﹂すれば確かな修行ですよ︒
参禅 者Ａ ・・

ん︒色々 考えてしまいました︒それで禅 の事を思 い出 しまして︑ここに来させて頂 きました︒最近 はもう走れない
状 態です︒治るかどう か分かりません︒けれども人生を全うしたいので︑どの様に過ごしたら良 いのでしょうか︑
師・ ・

体あっての人 生ですから︑これは何はさておいても早く治 す事ですね︒私も実は高校二年の時︑不

ご意見 を聞かして下さ い︒
老

注 意で自動車に跳ねられましてね︑九 死に一 生を得 た口 です︒それが原因で今もってむち打 ちがあり︑腰 が悪 く
って︑しばしば引きずってるのですよ︒当時は未だむち打ち症と言 う病名すらなかったし︑後遺症なんて言う医学
概念す ら無かった時代 です︒外 傷が治ったら治ったと言う 時代でした︒その後無理な坐 禅もしたお陰で大 小便も
出ない様になる程バランスを崩 しました︒
その時 に︑野口整 体に優れた児玉先生 がおられて︑その方にずっと面倒 見て頂いて︑ここまで治ったんです︒君
のは西洋 医学的 療法では大変無 理だと思いますよ︒カイロプラクティックもちょっと危 ないですね︒外圧を加えて
ガチッと捻 ったりする技 物は︑余程 の達 人でない限りとても危険 です︒野口 整体 のちゃんとした人に見 てもらっ
て︑時間が掛かりますが︑整体操法と活元運 動で治すのが良いですね︒何れにしてもじわりじわり壊していったの
と︑自動 車事故 の様に瞬間 的に衝撃 で歪めてしまったのとではちょっと様子 が違います ︒貴方の分は稽古 して何
一番最初は引っ越しのアルバイトをしていて傷めたみたいです︒それでも無理して練習 を続けてい

時の間にかそうなったみたいですね︒
参禅者Ａ・ ・

師・ ・

ああ︑そうですか︒ちょっと講義 調になりますが︑尾底骨 が三つ乃至四 つあります︒それに連なっ

たものですから︒
老

て腰椎 が五つあります ︒その上 に胸椎が十二 個︒そして頸椎︑つまり首の骨 が七つあります ︒キリンも︑人間も︑
牛も七 つです︒この事は哺 乳類 として骨の形態 はほぼ同じだという ことになるので︑同 じご先 祖だという ことで
す︒
先 ず不調 原因 である歪 みを突き止 めることです︒骨格 の何 処の何番 が︑どのように歪 んでいるかと言 う事 が
判明したら︑そこを元に戻せばいいのです ︒実に高度 な人体 観察力が必要 ですし︑それを得るには確かな指導者
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について永 年月の研参 を要します ︒原因や 異変 状態が分 かっても︑それを修 正する整 体操法 をしなければ治り
ません︒それには更 に高度な技術が要るのです︒です から確 かな先生でなければ無理 なのです︒歪 を元 に戻 した
ら痛みはスパッと治るのも︑原因が取れれば正 常になるからです︒その顕著なのがギックリ腰です︒私も今迄二 〜
三人のぎっくり腰を治しました︒杖をついて来 たのに︑帰る時にはもう 要らないのです︒良い先 生に早く就 けば簡
単に治 る場合が多いのです︒ところが長くそのままほっておくと︑歪んだ状 態が基盤になって他の組織体もどんど

ええ︒ちょっと貴 方立 ってみて︒ちょっとこっちを見 て︒万 歳をして︒左 右へ身体を捻って︒前 かがみ

分かりました︒野口 整体ですね︒

ん影響して歪んで行きます︒最後には全身が影響してしまいます から︑早く治した方が良いですよ︒
師・・

参禅者Ａ ・・
老
をして︑そのまま右へ廻して︑左 へ廻して︒はい︒腰椎 の二 三番が捻 れています︒︵整 体操法 する︒みんな興味深 く

師・ ・
ああ︑とても楽 に曲げられます︒

どう です か︒

見守 る︒見違える程軽 やかに腰が動くようになる︶
老
参禅者Ａ・・
少 しでも楽になれば何よりです︒
どうも有難 う御座いました︒

師・・

参禅者 Ａ・・
二回 目来 させて頂きました︒老師 のご提唱 の中 で︑未来 を考 える事について︑もう少 し詳しく

老
参禅 者Ｂ ・・
教えて頂きたいのです︒例えば将 来を設計 する事と︑今に徹す る事とは矛 盾するんでしょうか︒つまり︑考 える

師・ ・

一 番大事 な事 は︑理 と事 とを混 濁させないことです︒その為には事にも理にも囚われないことで

ことは修行する事に反するように思えるのですが︒
老

す︒事とは﹁今﹂の事実 であり︑理は事の次 第をどう理解をするかと言う知 性の世界です ね︒全 く異 なる世界 で
すから︑本 来は混濁出 来ないのです︒しかし隔てがあるとどちらをも情 報化してしまうので︑どうしても同質化
して︑それ故に理と事とが錯綜するのです ︒ここが問 題であり︑精 神修養を必要とする所です︒両者の涯際を明
確にする︑つまり違いをはっきりさせるのが修 行なのです︒見性するとはこのことで︑﹁今﹂の事 実には理屈 が一 切
無いことをはっきりさせることです ︒
従って考えるべき時には考えて理を尽 くす︒これが考 える時の道であり︑考えの単に成る事です︒だから何 でも
そのものの単に成って理 屈がなければ︑それ自体 だから考えもまた道 だと言 うことが分 かるでしょう ︒事 の予 測
を立てることは大切 です︒その為には過去 の実績︵事 ︶をよく反省︵理を尽くす ︶をして判断材料 ︵考える﹇事 ﹈︶に
するのです︒日常は事ですから︑その時に理 に囚われると事を見失うのです︒
それがはっきりしない間 は迷い易いのです︒仕事︑勉強︑修行など︑しようと思っている内は理の世界です ︒始め
たら事の世界だから︑その上 ﹁しよう と思 う﹂のは煩 悩ですから迷いです︒この事を明確 に分 ける︒理屈無 くひた
すら実 行するのが道です ︒明 々白々 たる﹁今 ﹂の展開です から︑考 えるのも﹁今﹂の事 だという事 が分かれば迷わ
ない︒
其 れ迄 は考えた道理 が真理だと錯覚 していますから︑道理が通 っておったら真実 だと思ってしまう のです︒道
理 に縛 られ囚 われているということです︒道理 は何 処までも観念の世界 に過ぎないのです︒事とは関 係ないので
す︒そこで皆迷う のです︒これを健全にするには見 性しかないのです︒禅定を練ることです ︒禅定 を練 るには︑出
来るだけ単純化 して捉 えることです︒そして淡々とするのです︒一心に只 やる︒一 方では︑時間 のある限り只管

よく分かりました︒ありがとうございました︒

打 坐に専念 するのです︒
参禅者 Ｂ・・

参禅 者Ｃ・ ・ 今回 初めて受けさせて頂 いて大 変為になりました︒今︑進路 変更を目指 して来 年試験 を受けよ
うと思っています ︒合 格をしたら別 の職に転 じるつもりで受 験勉強 をしています ︒それは決断してやっていること
で迷 いはないのですが︑夜とか寝る前になると︑合格 の成 否を考えてしまい︑どうしても不 安がつきまとって仕方
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がないのです︒どの道勉 強して合格 するしか︑この不 安を解 決する方法はないのですけど︑どうしても不安が出て

師・・

そう なのです ︒貴方 のように進路変更す る為に試 験を受けなきゃならないと︒こう言 う絶対条件

きて集中出来ないのです︒どうしたら不安なく落ち着けるのか︑お伺いしたいのです ︒
老
に直面すると︑十が八︑九人は皆心配をするのです︒当 然です︒何 故かと言う と︑﹁もしかして﹂と言う疑 義の念
が出 没するからです ︒そう すると﹁落 っこちたらどうしよう﹂と言 った不安を皮切りに︑留まることなく心配にな
る条 件を思惑して︑不 安感を次々 と増幅 するのです ︒それが﹁隔 てのある心﹂です︒そう言う 心の使い方 になって
しまうのです︒
今は勉強 するしかない︒受かるか落ちるかやってみなければ分からない︒とにかく今 は勉 強のみ︒と決 心し信
けつじょう

念にして他を見ないことです︒分からない未来を想定 してドキドキ︑ハラハラして恐怖を自 分で煽り出す︒これが
煩悩 であり凡夫です︒何にも起 こっていない今から︑思 い煩う 必要は全 くないでしょう︒だから﹁今﹂この事と決 定
する必要 があるのです ︒今は勉強だけ︒後は天に任せる︒落 ちたら落ちた時の事︒こうやって︑運命に逆らわず︑
素直になって結果に任せ︑如何 なる事も受 け入れる心で努力 することです ︒
そうしないと︑実体も保証も何もない未来は︑想像次 第で何でも出現するのだから︒悪い面 だけを想像してご
覧 ︒それは誰だって狂 っちゃいますよ︒心は実体がないから使 い方 によってどんなにでもなって行く︒これが心 です
よ︒それで理と事を弁 えて︑今 ︑目的を達 成す る為には勉強 しかない︑と決 心したら他の事は考えない︒思 い煩
う事をしない︒﹁今﹂その事だけ︒勉 強の事 だけであれば︑不安 を呼 び出す隙 間はないでしょう︒だから一 心不乱
が大切だし﹁只﹂が大事なのです︒
そのよう に︑今自分を教育することです︒勉強だけに成り切れよ︑と言う教育 を自分 に言い聞かせて︑自分自
身を教育して行くのです︒今は他の事を考 えるな︑と言い聞かせて︑今は勉強 一途になれ︑と教育するのです︒そ
うしたら不 思議 なことに︑落 ちたら落ちた時 よ︑と言 う決 心もついてくるものです︒思いっ切り頑張 った時 にし
か︑本当 の決心 はつかないものだ︒中途半 端にやってるから︒本当に勉強してご覧︒そしたら何処 にでも︑何時も

はい︒勉強したいって言う気になりました︒

さっぱりしましたか︒

ありがとうござ いました︒

満足感があるから︒中 途半端だから不安 に取り付かれることを知っておきなさい︒
師・・

参禅者Ｂ・ ・
老
参禅 者Ｂ・・
心とはそんなものですよ︒

師・ ・

老

アグラかいてご覧よ︒︵あぐらをかく︶

今は正座なので痛みは在りません︒アグラはかけないので︒

︵先ほど整体 した彼に︶それで貴方どんなですか︒段々痛くなってきてる？

他には何方か︒宜 しいです か？

師・・

世話人・・
老

師・ ・
あー ︑痛みがないです︒はい︒

武 道や格 闘技 は俊 敏な動きをするでしょう︒どう しても急 速な緊張を極 限的にします ︒筋 肉や

ありがとうございます︒

いや︑悪くなる可 能性のある様な事は︑無理にしない方が良い︒ま︑少しでも楽 になったら良 かった

一時間 くらい坐禅 組んで・・・︒

今 は大丈夫なのだね？

参禅 者Ａ・・
老

師・・

参禅者Ａ・・
老
師 ・・

参禅者 Ａ・・
老
ですよ︒

師・ ・

参 禅者Ａ・・
老

靭帯 が事 故を起こしやすいのです︒従って準備 運動をしっかりやってからしなさ いよ︒子供が息を吸ってる時にぶ
つかったり転んだりした場 合は︑割 合に大した異常は起こらないのです︒ところが︑吐 いておる時に頭なり腰 をガ
クッとやったりするとね︑こう言 う風に異常を起こしちゃう︒ちょっとの事で︒抱き上 げるのでも︑息を吐いている
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時にいきなりパッとやると︑むち打ち症的 になりやすい︒また恐怖感 を抱 いたりします ︒息 を吸う時 は︑緩や か
ながら全身が緊張した状態にあるのです︒
児玉 君江先生と言う整 体の大家 が居 られまして︑その息 子さんが北 海道の航空 司令官だった時︑落下傘部隊
がよく腰を痛めて仕様 がない︒先 生がしょっちゅう行っては治療 されていました︒着 地の様子を見てね︒﹁あ︑これ
では事 故が起こる﹂と言われました︒着地 の時 に息 を吸 うこと︒吸っている時です と少 々尻餅ついたって大丈 夫な
んですよ︒ハーッと抜いた時にドーンと落ちるもんだから骨 が異 常起こしちゃう ︒
教育 者は呼 吸と衝 撃との関係を理解 しておく必 要があります ︒運動 やスポーツなどで身体 を悪くしないよう
に気 を付ける︑そのポイントだからです︒

この調 息︑呼 吸を整えると言う 事は︑古 来から修 行のみならず ︑色々 な方 面でその大切さを説い

はい︒吐いた時に入ると︑確かに効きます ︒

貴方も攻 撃する時には︑相手 が息を吐いた時に攻撃 したら成功率が高いですよ︒

師・・

参禅 者Ａ・・
老
ています︒基本 的な留 意点は︑昔から言われている通り下腹ですることです ︒即 ち腹 式呼吸 です︒この呼吸法 が
何 故 優れているかというと︑腰 が自然 体で決まることです ︒所謂 腰が入るのです ︒物を持 ち上げるにも運ぶに
も︑綱 を引 っ張るにも突 きを入れるにも︑全 ての要は腰です︒腰が決まっての動作は安定のみならず︑省エネ型 最
大効 率の体位なのです︒椅子を選 ぶ際に︑腰 が抜けるような角度の物は一時ならともかくも︑仕事 となると避
けるべきです︒腰が入り︑全身 が統一体 としてビシッと決まる物を選 んでくださ い︒第 一疲 れないし必 要な緊張
感 の持続性が全然違います︒
それ程体 の動 きと呼吸 ︑緊 張と弛緩との関 係は絶妙だと言うことです︒単にバランスだけの問 題ではなく︑身
心一如の要となる呼 吸法も腰 にあるのです︒
健康の為にするスポーツにしろ武道にしろ︑呼 吸の調御を通して腰を決めることです︒これ等を疎かにしたら

合掌

身 体を壊すことにもなるので︑充 分に注意して下さ い︒既に壊 している人は︑自然治 癒し易いよう に脱 力体操し
て︑決 して無理しないことです ︒貴方は速く治癒 して︑元のよう に武道を楽しんで下さい︒
時間もなくなって来た様ですが︑何かご質問ありましたらして下さい︒
無いようですから︑これで終わりましょう︒

平成十七 年六月十一日
井上希道
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