般若心経夢影録

序章
一，般若心経は最も親しまれている経典
はん にや しん ぎよ う

井

上 希 道

こう まい

かん けつ

この 般 若 心 経 ほど親しまれている経典は他にありません。それは内容が 高 邁 にして 簡 潔 な上
に、ボリュームが 丁度い いからです。お題 目も加 えて纔に二七六文 字です 。早口で一分足ら ず。

にゆ うず い

ゆっくり読んでも 三分弱 の小編ですから大 変早く から親しまれ愛さ れてき ました。
おののいもこ

じゆ んに ん

いわ

く

げ と う

じゆじどくじゆ

え

とく あつ

７３３～７６４）は 勅 令 を発し

ちよ くれ い

我が 国 に 到来 し た の は 、 小野妹子 が 入 隋 し 持 ち帰 っ た も のが 最 初だ と 言 われ て お り 、 今 そ れ
ほう りゆ うじ

しよ ぶつ

し

は 法 隆 寺 に納められているそうです。 淳 仁 天皇（四十七代
すす

こ

て国民にこれを読 むよう 勧 めました。その文 に 曰 く、
ま か は ん に や は ら み つ た

すな わ

へよ うか くさ いが いり

しよ にん ねん

「聞くならく、摩訶般若波羅蜜多 は 是 れ 諸 仏 の母なり。四句 の 偈等 、受持読誦 せば、福を 得 、徳 聚
し り よ

かち ゆう

さい わい

え

こ

まること 思慮 すべからずと。是れを以て、天子念ずるときは 則 ち 兵 革 災 害 裏 に入らず。庶 人 念
しつやくれいき

てんかしよこく

だん じよ ろう しよ う

きざぎようほ

く

く

しず か

ずるときは則ち 疾疫厲鬼（悪病・疫病神）家 中 に入らず。悪を断ち、 祥 を 獲 ること 此 れに過ぎ
よろ

ま か は ん に や は ら み つ た

まん えん

ねん じゆ

うん ぬん

さ

が

こくどあんのん

てんかたいへい

た る は な し 。 宜 し く 天下諸国 に 告 げ て 、 男 女 老 少 を 論 ず る こ と な く 、 起坐行歩 、 口口 に 閑 に
みな こと ごと

やく れい

皆 尽 く、 摩訶般若波羅蜜多 を 念 誦 すべし。 云 々 」
こう にん

ごこうごん

ごはなぞの

弘 仁 九年、天下に 疫 厲 が 蔓 延 して手の打ちようがなかった時、嵯峨 天皇は「 国土安穏・天下泰平
ばん みん け ら く

な

ら

おおぎまち

こう かく

び れ い

なら

・ 万 民 快楽 」を祈り、三 拝されて は一字をお書きに なった そうです。 後光厳 天皇、 後花園 天皇、
ご

が

だいかくじ

しん ぎよ うで ん

きん のう

後奈良 天皇、正親町 天皇、光 格 天皇もこの 美麗 に 倣 ってお書きになられたものが各々国宝として、
さ

嵯峨 の 大覚寺 の 心 経 殿 という宝庫に 謹 納 してあ るそうです。

二，般若心経について
まかはんにやはらみつたしんぎよう

この般若心経について少し触れておきます。正式名は「 摩訶般若波羅蜜多心経 」です。略して
しん ぎよ う

「 般 若心 経 」 又 「 心 経 」 とも 言 い ます 。 広 本 と 略本 と が あ り、 広 本 は 六 百巻 と い う 途方 も な い
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しよ うし ゆう ぶん

るつうぶん

い

物です。序文と 正 宗 分 と 流通分 の三部になっていて、序文は、謂 われや因縁を述べてあり、正
宗分で内容極意を 説き、 流通分は、これを 世界に 広めて無明から救 うため の手立てを説いた もの
です。
おののいもこ

略本は正宗分のみです。小野妹子 が持ち帰ったのは是れです。漢訳されたものは八通りあると
く も ら じ ゆ

言われていますが、最初に漢訳したのが 鳩摩羅什（三四四～四一三）で、この訳が基になってい
るようです。
らじゆさんぞう

この方はとてつもない方で 羅什三蔵 とも称せられています。三蔵とは聖典に精通した偉大な仏
ちよ うあ ん

教 学 者に 対 す る 尊 称で す 。 西 暦四 〇 一 年 に 長 安 の 都に 招 か れ、 そ こ で 没 する ま で の 十三 年 間 を
ほん やく さぎ よう

翻 訳 作 業 に没頭された方です。今から凡そ千六百年前です。彼によって中国仏教が画期的に発展

たい そう こう てい

ちよ くし よう

げん じよ うさ んぞ う

し、思想を始め多 方面に 多大な影 響を与え ました 。弟子三千人居た と言わ れています。

だい はん にや きよ う

それから凡そ二 百五十 年後、 太 宗 皇 帝 の 勅 詔 によって、かの 玄 奘 三 蔵 （六〇二～六六四）
い

がイン ドへ 逝 き、 大 般 若 経 六百 巻を はじめ 多く の仏 典を 持ち 帰り翻 訳さ れま した 。こ れから 以
後のものを新訳本 と言い 、それまでのもの を旧訳 本と呼んでいます 。
おも む

彼がインドへ 赴 く時、この「心経」を携えていったため無事を得たとして、この経典に大功
徳有りと言われた のが始 まりのようです。
三，玄奘翻訳の定款
しよ うと くた いし

余談ですが、我が朝の 聖 徳 太 子 は（五七四～六二二）玄奘三蔵より二八才年上でした。小野妹

てい かん

子の時は、ですか ら旧訳 本しか無かったの です。 現在 は殆ど新訳本 が遣わ れています。その 理由
ぼ ん ご

は 梵語 の 原 典 に 限 り な く 忠 実 だ か ら で す 。 玄 奘 三 蔵 が 翻 訳 す る に 当 た り 独 自 の 定 款 を 立 て ま し
た。次の五項目に 該当す るものは漢訳しな いとい うものです。
一つ、たくさん の意味 を含んでいるもの 。
二つ、非常に秘 密的な 言葉。
三つ、彼の国に あって この国に無いもの 。
四つ、古えのも の。
五つ、梵語音そ のまま の方が功徳がある もの。
例えば最初の「 摩訶」 ですが梵語 で「マ ハー」 。「大」と「多」 と「勝 」の意味がある言 葉と
されています。今 日的に いうならば、空間 的時間 的に無限。物質的 にも精 神的にも、具体的 にも
抽象的にも無限を 意味し ます。
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釈尊は心身、自 他、大 小、凡聖、生死、 善悪等 、一切を超越され ていて 、而も全てを包含 して
いるため、該当する漢字が無く、訳すことが出来なかったのです。ですから梵語の音律「マハー」
を「摩訶」字に当てたのです。同じく「般若」も「波羅密多」も最後の。「羯諦羯諦。波羅羯諦。
波羅僧羯諦。」も 無訳で す。従ってこの漢 字を幾 ら解析しても意味 はあり ません。
四，玄奘三蔵の真意
文字を解析し概 念的、 哲学的に解釈して 般若心 経を理解し体得し たとな ると、釈尊の真意 を誤
ってしまいます。 是の危 険を回避するため に安易 に文字変換せず、 人々宜 しく研鑽して自ら 体得
しなさい、という のが玄 奘三蔵の心意気で す。何 より釈尊に忠実で ありた かったからです。
意味のない漢字 を殊更 に当てたのは、杯 で大海 を測ろうとする愚 や、筒 を覗いて大空を見 た積
もりに成ったりす るよう な過ちを救うため でした 。こうして釈尊の 真意を 忠実に伝えるため に訳
さなかった玄奘三 蔵の真 心に感謝すると共 に、こ の広大慈恩の涙を 私たち は忘れてはならな いの
です。
では翻訳をしな い部分 はどうしたらいい のか。 当然真意は何であ ろうか と自ら大疑団を起 こし
て追究し自得する しかあ りません。
ここで二手に分 かれる ことになります。 知ろう として語句に執着 して道 理に落ちる人と、 真に
行じて体得しよう とする 人です。つまり自 己の分 別を立てて語句や 言葉を 理解していく人と 、そ
れらを捨てていく 人とに 分かれるのです。
真意を体得する には、 文字や語句を離れ 、素直 に釈尊の指示の通 りを実 地に行ずることで す。
これが仏道修行で あり釈 尊の意志に従うこ とです 。即ち、この般若 心 経の 通りを行えば良い と言
うことです。修行 純熟し て徹し切った時、 是の心 身が無くなり法と 一致す るのです。その瞬 間に
全ての真相がはっ きりす るからです。言句 は死物 です。
全ての経典がそ うであ るように、この般 若心経 も読んで法理を理 解する のではなく、釈尊 の意
志の通りを行じて 初めて 真意に到達するこ とが出 来きるのです。要 するに 昼夜を分かたず、 「行
深般若波羅密多」 です。 徹底即今底を行じ なさい と言うことです。 本真剣 に「今」「只」す るこ
とです。
五，舍利子について

きつ すい

この心経は観自 在菩薩 が説いた文脈で始 まり、 内容は実地の修行 法方を 説いたものです。 相手
し や り し

は 舍利子 を初め 生 粋 の十大弟子に重きを置いての説法です。既に彼等は一隻眼（心眼・空）を得
ており、いよいよ 真空妙 有の大悟に到るべ く導か れたのがこの般若 心経で す。特に舎利子の 境界
は良く、後一歩と いう処 からして、釈尊は 特に期 待していた様子が 伺えま す。
智恵第一と言わ れた舍 利子が八歳の時、 インド のマカダ国を旅し て或る 城下に入りました 。年
に一度、国王ご臨 席の下 で大議論を 展開す る恒例 行事にたまたま出 会った 時のことです。
高座に席四つが 設けら れていました。一 つは国 王、一つは太子、 他の二 つは議論問答する 二人
のためだと聞いて 、彼は 泰然とその回答者 の座に 着きました。
国王大衆共に余 興のつ もりで彼と問答を させた のですが誰も勝て ず、遂 に大論師の御出ま しと
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なり大議論を展開 したの です。国王大臣、 そして 一般市民の前で見 事な答 弁を以て全戦全勝 を果
たしたのです。
特に驚嘆した国 王は、 彼をインド中智恵 第一と 称し、領地まで与 えて学 問の指導に当たら せた
のです。舍利子は それ程 の頭脳でした。
当初バラモンで したが 、歳十六才の時、 真剣に していてちょっと 自己を 忘じたことがあり 、既
に空の様子を知っ ていた のです。
めし よう

或る時、馬 勝 と言う釈尊の弟子に遭遇して、釈尊の法を聞くや忽ち理解し帰依しました。是れ
が法縁となり舍利 子の人 生を大きく開くこ とにな ったのです。
既に一隻眼を具 し百人 の弟子を持つ実力 者でし たから、釈尊の深 淵なる 法の素晴らしさを 見て
取ることが出来た のです 。生まれながら大 善知識 の資質を具してい たので す。
もく れん そん じや

この時、友人である神通力第一人者の 目 連 尊 者 も百人の弟子を持っていました。共に信頼し合
う道友だったので 、舍利 子を信じてそれぞ れ百人 の弟子を伴い釈尊 の門を 叩いたのです。
天才釈尊も舍利 子の頭 脳明晰さには舌を 巻きま した。彼を称して 、「舍 利子の智恵は、イ ンド
中の知恵を全て集 めても 彼の十六分の一に 過ぎな いだろう。」と賞 賛して います。
飛び抜けた知力 ・徳力 ・指導力・説得力 ・統率 力を具備した人で したか ら、忽ち教団の信 望を
得ることとなり、 彼が補 佐してより教壇は 急速に 飛躍したのです 。 当然な がら大法体得の期 待も
ゆる

大きく、大法成就は釈尊が一番望んでいたことでした。ところが釈尊の 肯 す底の境地を得ること
無く、無念にして 師匠よ り速く亡くなりま した。
この「心経」は あたか も舎利子一人に説 くよう に、良く聞けよ、 と言わ んばかりの語りか けで
説法されています 。本当 に一箇半箇です。 一人で も伝わったら大安 心だか らです。
今は我らが舎利 子とな る時です。釈尊は 今、我 らに向かってこの 絶妙の 法を説かれるので す。

ふ

ぎ

聞かずんば有るべ からず 。思えば実に尊い こと限 り無 しです。いき なり釈 尊の暖皮肉に出会 える
かん のう どう こう

のですから。ここ で直ち に 感 応 道 交 し、 不疑 の境界に至れば即 祖師です。

六，経典の真髄は何か
ところでこの般 若心経 を初め、全ての経 典の真 髄は何を説いてあ るのか 。誰もが知りたい とこ
ろです。勿論「真理」であり「心」を説いたものです。どの経典もそうです。別名「法」とも「道」
とも言います。そ の真相 は「空」と言うこ とです 。
我々を含めた天 地自然 には山川草木があ り、雪 月花がある。春夏 秋冬が あり東西南北があ る。
出来たり壊れたり 、燃え たり流れたり、薬 もあれ ば毒もあるし、水 を掛け れば火は消える。
我々には心身が あり、 眼耳鼻舌身意があ り、色 声香味触法があり 、生老 病死があり、喜怒 哀楽
がある。これらも 宇宙の 様子であり「空」 の働き です。
食欲に任せて思 い切り 食べれば満腹にな り、次 にはもう欲しくな いと拒 絶したりする。愛 した
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り信頼したり、裏 切った り騙したり、与え たり奪 ったり、助けたり 殺した りすし、平和を望 んだ
り大量殺戮を考え たりす る。
是れを因縁所生 の法と 言うのです 。因縁 所生の 法とは、因、縁、 果のこ とです。一口に因 果と
か因縁と言われて います 。無限にあるこう した縁 は、全て正体が無 いので 、縁次第でどのよ うに
でも関わるから、先程のように何でも起こるし、縁が尽きれば全て終わっていくのです。ですが、
縁さえあれば又同 じ事が 発生するのです。 是れを 因果流転と呼んで います 。縁に拠って起こ るの
で「因縁生起」と 言うの です。
経典はこの因縁 所生の 法を説き、実体が 無いこ とを延々と説いて おいて 、一番大切なこと は、
我々の心身も人生 も、や はり縁の者で「今 」仮に このように「只」 在るに 過ぎないのだ。だ から
菩提心を起こしてその実体のないことを悟りなさい。解脱しなさい。急ぎなさい。人生は短いぞ。
本来「皆空」であ ること を悟れば、不生、 不滅の 法が我が世界とな り、生 死を透脱して大安 心と
なる、と説いてい るので す。
七，空とは何か
「空」とは宇宙そ の物で す。宇宙と言えば 絶対無 限を意味し、且つ 一切を 言います。勿論そ の大
きさも深さも量も 、時間 的にも空間的にも 、最大 も最小も、何もか も測り 知れないから宇宙 と言
い無限と言うので す。要 するに、時により 、処に より、人及び物が 関係し 関わることであり 、又
その関わ りが終 わった り すること です。 その物 に 実体が無 いから 縁に拠 っ て何にで も成る が、
「只」縁のもの故 、全て 仮の姿なのです。
しかし「今」仮 だとし てもそれが事実で す。是 れが「空」です。 有りな がら無いと言うこ とで
す。
あたかも鏡の如 くです 。何でも縁に遇え ば鏡中 に現れるが実体は 何も無 いのです。全て縁 の様
子ですから、縁以 外に何 も無いのです。「 空」で ある証拠です。こ の事を 体得するのが仏道 修行
です。
植物に例えるな らば、 種が因です。それ ぞれの 種にはその物固有 の過去 世があり、又情報 があ
り未来を産み出す 因縁を 携えています。だ が種だ けでは何も発生し ません 。ただ種のままで す。
しかし大地に落ち ると、 この大地が縁とな り、や がて芽も根も生え て、時 節を得ると花咲き みだ
れ、遂には結実す る。是 れが因縁果の果で す。こ の果が次の因とな るので す。
全てそれぞれが 因果で あり縁ですから、 縁と縁 が関われば必ずそ の結果 が在るのです。こ うし
て連綿と流転する のです 。是の計り知れな い様子 が宇宙であり、我 々が携 わる日常であり人 生な
のです。ですから 是の因 縁所生の法に漏れ る物は 何一つ無いし、全 体流転 していますから、 全て
仮に、今、このよ うに「 只」在るだけです 。是れ を「空」と言い因 縁所生 の法 と言うのです 。
宇宙の真理であ るこの 法、つまり「空」 を体得 すれば、一切の苦 厄が霜 露の如く消滅して 大安
楽を得るぞとの教 えが、 即ちこの般若心経 です。 内容に入れば事の 子細が 分かります。
八，釈尊は如何にして空を伝えたか
釈尊は解脱する ための 道を説かれた御生 涯でし た。解脱が完全な る救い だからです。では 、ど
のようにして「空」を体得させようとしたかです。それが是の般若心経に凝縮されているのです。
特に「行深般若波 羅密多 」を徹底しなさい と言う ことです。
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しよ うほ うげ んぞ う

要するに日々即 今底を 錬ることです。修 行が純 熟して時節が到来 し 「時 照見五蘊皆空。度 一切

いちじふせつ

苦厄」の覚証をも たらす 。だからこれを実 行し体 得させようとした のです 。

きよ うげ べつ でん

いしんでんしん

あ れほ どの 法を 解き 尽 くし てお きな がら 、死 を 前に して 一字不説 と 言わ れま した 。 正 法 眼 蔵
ねは んみ よう しん

涅 槃 妙 心 は 、 教 外 別 伝 で あ り 、 以心伝心 。 つ ま り 言 葉 や 語 句 で は 伝 え ら れ な い た め 、 自 ら 行 じ
て自得するしかな いぞと 。
つまり、自分が 説いた 法門は全て月を示 す指で しかなく、示した 通り実 行しなさいと言う のが
「行深般若波羅蜜 多」で す。
説かれた全ての 法門は 、法を得るための 方向付 けであり、信を深 め、着 眼を定めるためで す。
法は口でも文字で も説く ことが出来ますが 、法を 伝えることは出来 ません 。つまり、人の説 明な
どでは自分の心を 究める ことは出来ないと 言うこ とです。
何故でしょうか 。
言葉や文字上の法は知性によって処理されます。何処までも自分の考えに基づくものですから、
どうしても分かる 、分か らないに拘り是非 の念も 好き嫌いの感情も 介入し てしまいます。謂 わば
言葉や書物で得た 法は、 何処までも個人の 意識で 設えた理屈の法に 過ぎな いのです。
そこで釈尊は迷 いの元 である意識を離れ ること 。即ち禅定を錬る ことを 仏道修行の根本と した
のです。
知的計らい一切 から離 れて、無分別にな って素 直に行ずる。つま り余念 無く即今底をひた すら
行ずること。一つ に成っ て我れを忘れ切る ことで す。
徹した時が「空 」の体 得だからです。
この般若心経は そのた めの大切な実践方 法なの です。語句の意味 を如何 に理解しても意味 が無
いと言うことです 。
自転車でも自動 車でも 、その部品や構造 を詳細 に理解しても決し て乗れ ないし運転できな いの
と同じです。実地 に行ず る以外には真髄を 会得す る道は無いのです 。
九，一華五葉を開く

せそんねんげ

か し よ う は がん み し よ う

人類にとって最 も幸い したのは釈尊の出 現であ り、人類が根底よ り救わ れる道、即ち解脱 の法
りよ うじ ゆせ ん

門が 開か れ たこ とで し た 。更 なる 幸 いは 、 霊 鷲 山 に 於い て 世尊捻華 、 迦葉破顔微笑 の一 大 事因
縁により第一祖が 誕生し たことです。
霊鷲山は初めて仏法が伝統した世界一神聖な御山なのです。迦葉尊者が解脱したと言うことは、

だ る ま

徹底即今底を練っ たと言 うことであり、や れば誰 もが体得出来ると いう途 轍もない証明者第 一号
なのです。
てき てき そう じよ う

「空 」の 真相 、解 脱の 消 息は こうし て迦 葉尊 者が 伝統し てよ り、 嫡 々 相 承 し第二 十 八祖 達磨 大
師に正伝しました 。

ごけひちしゆう

達磨大師は師の 命によ り、遂に支那の廣 州に東 来されたのです。 そして 凡そ三百年の後、 正法
いつけごよう

は 一華五葉 を開き、 五家七宗 が開花してい ったのです。
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そう とう

うん もん

ほう げん

よ う ぎ は

せき とう

りん ざい

いぎ よう

ば だ い し

五家とは 、 曹 洞 ・ 雲 門 ・ 法 眼 （ 石 頭 系） 臨 済 と 潙 仰 ・（ 馬大師 系）を言い 、更に 臨済系は宋
おう りゆ うは

に ひ ち

と う ど

に さ ん

代に入るや、 黄 龍 派 と 楊岐派 が生まれ、合わせて五家七 宗と言 うのです。
さい てん

加えて、曹洞宗に 西 天 の二七 、東土 の 二三 と言う語句があります。西天とはインドです。二七

しよ うち やく

代まで正法が伝承 しまし たが、第二十八代 の達磨 大師が支那に来ら れて以 後、印度には正法 は断
絶してしまいまし た。
どう げん

そして東土の初祖、達磨大師より 道 元 禅師までが二三代です。道元禅師は 正 嫡 第五一祖にし
て日本曹洞宗の開 祖です 。
インドから支那 、そし て遂に我が朝へ正 傳の仏 法が伝統したので す。こ れを仏法東漸と言 いま
す。今より凡そ七 百八十 年前のことです。 東漸し て百年後、渡来僧 もさる ことながら多くの 祖師
が誕生して鎌倉五 山、京 都五山と開花して 、日本 に正法が流通して いきま した。

い つ し

何れの祖師方も 命懸け で般若波羅密多、 即ち即 今底を行じて解脱 された 英傑で す。祖師方 を大

こ

善知識とも言いま す。
お

烏滸 がましくもここに山僧が 一梓 を呈するのは、この般若心経は解脱への道、即ち仏道修行の
しなんしよ

大 指南書 である点を際だたせて、釈尊の正法と慈悲を伝えんが為です。最も端的にして究極の道
が説かれているの で、こ の通りに日々努力 すれば 必ず時節が訪れ、 結果が 現れると言うこと を伝
えたいのです。
今、釈尊は我等 に「心 身脱落の急所はこ こだぞ ！」と渾身の熱誠 を注い でいるのです。我 等、

曰

即今、能く聞き、能く学び、深く行じて迦葉尊者の復活なるべしかと。これ無上の報恩底ならん。
参。
井上希道
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摩訶般若波羅蜜多心経提唱
「摩訶」
まずはお題目の「 摩訶 」ですが、字義 は既に序 文で説いた通り で、「大 」「多」「勝」 の三義
があり、比べる相 手が無 いこと。唯一絶大 の意で す。唯一とは一心 です。 大自在力です。徹 底で
す。徹底する時、自己は無いのです。自己無き時、自己成らざる無し。つまり自己無きを「摩訶」
と言うのです。自 己が無 いほど大きくて強 い者は ないのです。
勉強や仕事に徹 底した 時、三・四時間が あっと 言う間に過ぎてい た経験 は誰にも有ったは ずで
す。この時、仕事 も勉強 も、している事も 自己も 忘れていて、「只 」仕事 だけ、勉強だけで す。
時間も空間も是の 心身も 何もかも忘れて無 くなっ ていたのです。そ の時、 その事に成り切っ てい
たからです。だか ら妨げ るものも、余物が 入り込 む隙も無かったの です。 唯一にして純粋、 徹底
「今」に成っていて自己を超越していたのです。更に徹底し切るまで何日も没頭していたならば、
自己を忘じ切り解 脱して いたのです。悟っ ていた のです。「摩訶」 を体得 できたのです。
ところが菩提心 がない 限り大切な経験は 一切活 かされず、直ぐに 普段に 還り、折角の悟り への
道を捨て、惑乱・ 葛藤の 凡夫に落ちるので す。即 ち、過去を振り返 り、結 果を取り上げて云 々す
る癖が有るため徹 底し切 ることが出来ない のです 。是の悪い癖を自 己とも 言うのです。目が 覚め
切る前に又眠って 夢を見 続けているのと同 じです 。実に悲しい癖で す。
この悪弊を仏が 哀れみ 、早く眼を醒ませ と是の 「般若心経」を説 かれた のです。自己が有 る限
り他との衝突は免 れない し、内においても 惑乱・ 葛藤から逃れるこ とは出 来ないのです。そ れで
本来の「摩訶」に 目覚め るべく坐禅修行が どうし ても必要なのです 。
倶胝和尚は何を 聞かれ ても生涯一指を立 てて済 ませ た異色の禅師 です。 不在中、求道者が 現れ
て法を尋ねた時、弟子の小僧が師匠を真似て、ヌッと一指を立てたのです。それを知った倶胝は、
小僧の指を刎ねま した。 小僧は激痛のあま り走り 狂いました。倶胝 は「小 僧！」と大声した と同
時に一指を立てた のです 。それを見た小僧 は咄嗟 に指を立てようと したが 無かった。是の瞬 間、
忽然と自己を忘じ て大悟 したのです。徹底 したの です。
倶胝禅師に人権 意識や 世間があり、恥が あり、 責任感があり、危 機感や 痛さを慮る心が有 った
ら、人の指を切断 するこ となど到底出来な かった ことです。自己が 無かっ たから自在 に出来 たの
です。自己が無い 是の心 、是の働き、是の 自由さ を「摩訶」と言う のです 。雪竇禅師は是の 越格
の力量を「道まさ に高し 」と誉めました。 祖師を 育てたからだけで はあり ません。本当に自 己を
尽くし切り、「摩 訶」に 到り得ていたから です。
命を捨てて求法 してい た小僧は、痛さ以 上に無 限の宝を得て心か ら歓喜 したに違いない。 と同
時に、師匠に生涯 限りな く感謝報恩した筈 です。 世念を捨て尽くし 、摩訶 自在、悠々自適の 大生
涯を思うべしです 。
「摩訶」の倶胝で すから 、指も「摩訶」で す。死 に臨んで大衆に曰 く、「 我れ天龍より一指 頭の
禅を得て一生受用 不尽。 会せんと要すや？ 」と言 いつつ一指を立て 、身を 指頭上に隠して去 りま
した。無論生死を も超越 した「摩訶の指」 ですか ら使い切れるはず はあり ませんし、指に実 体が
無いので倶胝だけ のもの ではないのです。 「只」 一指を立てる時、 即倶胝 の再来です。「摩 訶」
を体得するには、 心血を 注いで「今」に徹 すべく 努力あるのみです 。
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「般若」
「般若」は仏智で す。自 己の無い心の働き です。 個人的な意見や見 方では なく、何も無い処 から
出る知恵です。
一個のパンを百 人でも 千人でも自然に分 かち合 って食べることが 出来る 、途方もなく純粋 で 豊
かな智慧が「般若 の智恵 」です。救いです 。その ためには何が必要 なのか というと、徹底思 いや
る心、即ち慈悲で す。諦 めも妥協も自由に する力 。即ち拘りも何も 無い「 只」の心です。そ れは
自己を徹底捨て尽 くし空 っぽの心でなけれ ば現れ ない智慧です。こ れが「 般若の智慧」です 。
徳山の弟子に雪 峰、雪 峰の弟子に玄沙が 顕れ、 門風大いに栄えま した。 皆天下の英傑です 。玄
沙が師匠の元へ三 枚の白 紙の手紙を送った ら、さ すが雪峰です。是 れを、 「君子は千里同風 」と
読んで祖師方を喜 ばせま した。矢張りお前 もか。 安心安心と。玄沙 は師匠 に「只」送り 、雪 峰は
「只」見たのです 。「只 」ほど大きい智恵 はない のです。到り得た 者同士 は以心伝心、一心 同体
です。何も書いて なくて もお見通しなので す。時 間空間、文字語句 など関 係無い心が「般若 の智
恵」です。
赤ちゃんは何事 もなけ ればスヤスヤ眠り ますが 、空腹になったり 異常が ある時は「只」泣 いて
知らせます。泣き 止まぬ と殺すぞ、と脅し ても「 只」には関係無い のです 。意識的な要求で も個
人的な欲望でもあ りませ ん。縁のままです 。無分 別の智恵です。無 為、無 策、自然のままの 智恵
は何者にも妨げら れない のです。自己が無 いとは そう言うことであ り是れ が「摩訶」です。
徹すれば自己が 落ちて 身心一如になりま す。こ の一刹那の大自覚 が解脱 です。赤心の無分 別智
に還った瞬間です 。この 時から開けて輝く 智恵が 「般若」であり仏 智です 。これが釈尊の心 であ
り諸仏祖師方の心 です。 「君子は千里同風 」です 。捨て尽くし、徹 し尽く して白紙になり「 只」
に成ることが般若 心経の 主眼です。
「般若」を実相般 若、観 照般若、文字般若 等三つ 乃至五つに説明し たりし ますが、今は分析 に用
は無いのです。実 地に修 行する人は須く語 を離れ 道理を捨て、専ら 行じて 徹することです。 徹し
得たのが次ぎの「 波羅蜜 多」です。
「波羅蜜多」
到彼岸と訳すのが 一般 です。迷いがあ るから救 いがある。この ように迷 いを前提にすれ ば、当
然悟りへ向かうこ とにな り相対的に説くこ とと成 るのです。それで 此方の 岸より彼の岸に到 る、
となる訳です。一 見分か りやすい道理です が、是 れには落とし穴が 有るの で注意が必要です 。
何にが迷いかで す。
極日常のことで す。食 べる時は確かに食 べるし かないのです。更 に厳密 に言えば、箸を持 つ時
は箸を持つことし か無く 、摘む時はそれし か無い 。口に運び、一噛 み一噛 みする。祖師方も 我々
も全く同じなので す。是 れが食事と一 口に 言って いる様子です。箸 を持つ 「今」。摘む「今 」。
運ぶ「今」。こう して時 が異なり作用が異 なり、 そして事が異なっ ていま す。徹底「今」し かな
いということです 。是の 一点に能く注意し て下さ い。
「今」に実体が無 く、縁 も実体が無いので 束縛し ている物は何も無 いので す。ですから自由 に如
何様にも行為する ことが できるし、全て事 実であ り、別に迷いでも 悟りで も無いのです。「 今」
既にその事が成就 してい るのです。迷いの 食べ方 、救いの食べ方な どない のです。常に「今 」、
その一事実がある だけで 、この岸もあの岸 も無い のです。
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まよ えば この きし

さとればひがん

とら われ なけ れば

そのままねはん

じきゆうぐ

古 人 曰 く 、 迷 則 此 岸 。 悟則彼岸 。 迷 悟 共 亡 。 離彼此岸 と 。 で す か ら 適 訳 は 「 事究竟 」 で す 。
即今このまま、事 がちゃ んと成っていると 言うこ とです。何時も縁 その物 であり、常にその 物な
じきゆうぐ

のです。常に有るべき 様 に「今」「只」有るだけ です。それで「波羅蜜多 」を「 事究竟 」と言う
のです。
是の事がはっき りする か、しないかだけ です。 此処が禅の独壇場 です。 はっきりした時が 「波
羅蜜多」です。
ではどのように すれば この境界を得るこ とが出 来るか。既に「波 羅蜜多 」ですから、成ろ う、
至ろう、得ようと 思わな いことです。思う だけ、 到ろうとするだけ 煩悩な ので徹することが でき
ないのです。
「今」が既に「波 羅蜜多 」ですから、その 事に気 が付けばよいので す。気 が付かないのは邪 魔物
が有るからです。 邪魔物 とは自己です。身 と心と の隔たりです。本 の身心 一如に還りさえす れば
よいのです。身心一如に目覚めるために「今」に成り切り成り切りの努力を続けることです。「今」
その事だけに一心 不乱に 成っていれば徹底 する時 節が訪れ、是の心 身が融 合して「隔たり」 が融
け落ちるのです。 この刹 那に従来の業障が 破れ、 本当に夢から覚め るので す。一大事因縁、 解脱
の到来です。
もし「即今底」 以外に 向かって努力する と、そ れが迷い道となり 方向が 逸れてしまいます 。

じつ さい

がん とう

けん つい

菩提心の強い修 行者が いました。未だ證 契を 得 ず、時の悶々と過 ぎ去る を悔いていた或る 日、
しや くじ よう

錫 杖 を 手 に、 笠 を か ぶ っ たた だ な らぬ 修 行 者 が ヌ ッと 現 れ たの で す 。 名 は 実 際 。 巖 頭 の 鉗 鎚

を受けた強者の尼 僧です 。巖頭の弟弟子に はあの 雪峰がいますから 、相当 鍛えられているは ずで
す。実際はそのま ま禅堂 を三周してスック と立ち ました。自己 無く 、僧無 く、禅堂無く、「 只」
法有るのみ。狼狽 えた僧 は禅堂の神聖さを 重んじ たつもりで、「笠 を取っ ては」と。精一杯 の挨
拶です。
い い え

実際曰く。「 道得 ば即ちとらん。道得ずんば即ち去る。」本当の修行者なら祖師が小踊りして
喜ぶような挨拶を しなさ い。さもなくば立 ち寄る 意味もない故、ワ シは去 るぞ。僧無対。実 際立
ち去らんとしたら 、「も う日が暮れるから 、今夜 は宿まってはどう か。」 と親切を尽くした 。
実際曰く、「道 得ずん ば宿まらじ。」で は、仏 法の何たるかを言 え。言 えな いなら宿まら ぬ。
僧遂に対する無し。実際忽ち去りました。自由自在、何者も侵すことが出来ぬ境地は天晴れです。
自己を忘じたほど 強くて 大きい者は無いの です。 天地を身と為し、 虚空を 心と為す。到り得 た境
界是の如し。将に 摩訶般 若です。
僧大いに憤慨し て思え らく、「我れ丈夫 の形を 処すと雖も、丈夫 の気息 無し。明日庵を捨 て遍
参せん。」と。そ の夜、 大善知識の来たる を夢に 告げらた。数日を 経ずし て天龍が現れ、即 ち丁
重に迎えて涙なが らに実 際との始終を訴え る因み 、やおら天龍は「 只」一 指を立てた。
時節因縁なるかな。この時、修行純熟した。僧、見たまま徹底して自己を忘じ大悟したのです。
大歓喜を思うべし 、尊ぶ べし。確かに一指 は一指 にして一切の疑団 が解け 、実際が伝えよう とし
た摩訶般若、大慈 大悲に 證契したのです。 天龍老 師に対しては元よ り、香 を焚いて涙ながら に実
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際に礼拝したこと であろ う。
し よ ち

是の僧こそ、小 僧の指 を刎ねたあの倶胝 禅師で す。是の 処知 を忘じた一刹那 の体験が「摩訶」
であり「波羅蜜多 」なの です。到と未到の 差、是 の如し。
「心」
カリダと言う梵語 をこ の「心」の字に 当てたの です 。それには 理由があ るのです。カリ ダは草
などの芯を指し、 全ての 中心を意味してい ます。 あらゆる物に中心 がある ということです。
では人間の中心 は何か 。
「心」です。
では心の中心、 精神の 中心は何か。
真実なる心、自 我・我 見の無い、本来の 心です 。
ところが「心」 ほど掴 み所のない者はな いので す。捕らえること も固定 することも離れる こと
も出来ない霊体で す。し かも怒ったり悲し んだり 、信じたり裏切っ たりし て留まることのな い魔
訶不思議な働きを する、 将に霊体です。そ う簡単 にその真相を体得 出来る 代物ではないので す。
何故かというと、 実体が 無いからです。
無い者をどうや って体 得するかが一大事 因縁な のです。
長い余談になり ますが 、少し「心」を砕 いて説 明します。
【普段の心】
普通能くあるこ とです が、昔の嫌なこと を思い 出すと、意志や願 いや気 持ちとは関係なく 、即
その時の嫌な感情 が現れ ます。普段私たち の頭の 中は、今まで得た 情報が たっぷりと集積し てい
ますが、精神の成 り立ち は遺伝性は勿論、 経験や 環境や努力に大き く影響 されています。特 に両
親と家庭環境、そ して人 間関係は人生を決 定づけ る要因とも成って います 。
これらの情報が 或る縁 に遇うと、忽ち概 念とな り言葉となりイメ ージと なって心の全域に 影響
し、更に喜怒哀楽 、怨念 憎しみなどの感情 が発動 するのです。
言うなれば常に 即応体 制にあるため、一 瞬にし て一機に複雑連鎖 し多重 多角化するのです 。ボ
リュームに於いて も速度 に於いても、知性 や意志 の力では到底コン トロー ルできる相手では ない
のです。この連鎖 する癖 が固定化し構造化 してい るから始末が悪い のです 。是れが自己、自 我と
言われている癖で す。
だから忽ち平常 心を失 い惑乱・葛藤する のです 。これが日常の様 子です から心の安まるは ずが
ないのです。一体 我々の 精神作用は如何な る要素 で成り立っている のか紐 解いてみましょう 。
【知性・感性・意志の三要素】
一、知 性
精神作用は大きく分けると知性と感性と意志の三つです。これらは常に顕れているのではなく、
或る時、或る縁に 遇うと 忽然と顕れる不可 思議、 不可商量の霊体で す。何 れも人として重要 なも
ので、どれ一つ欠 けても 重大な異常をきた すもの です。
知性は人間の最 も顕著 な特性で、その個 人差は 限りなく大きいも のです 。しかし知性は大 きけ
れば良い、という 簡単な ものではありませ ん。悪 人の知性は悪に遣 われる し、より高性能 で あれ
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ば更なる悪を作す からで す。
悲しいかな知性 自体に は人格や社会性、 又徳性 などの働きは皆無 なので す。若しそれらが 有る
のであれば、知性 が高い ほど人格性も高い はずで す。無いから問題 なので す。
つまり知性は要 求のま まに、主の命ずる ままに 情報処理をする単 なるコ ンピューターに過 ぎま
せん。確かに頭の 良い方 が何かに付けて便 利だし 有利です。しかし 知性自 体には反省機能も 思い
遣りも、そして倫 理観も 信念も無い代物で すから 、知性を絶対視す ること は大変危険なので す。
幾ら知性が高くて も、魂 と言われている道 義や信 義、誠意や情味や 責 任感 が無ければ人間ら しい
人間とは言えない し、知 性が高い人だから 煩悩が 無いなどと誰も思 っては 居ないはずです。
特に日本民族が 幸いし たのは、早くから 大勢の 祖師方を得たこと です。 祖師方はこの知性 と次
ぎに説く感性の危 険性を 熟知していて、そ れを自 己調御するための 心得を 、日常の信条とし て教

ちい さな あく もす るな

えてくれたことで す。日 本人の宗教観は特 別視し たものではなく、 生活信 条そのものが既に 宗教
よい こと をお こな い

性の高いものだったのです。 修 善 奉 行 、 諸 悪 莫 作 。仏教の道徳観はこの簡潔な言葉で纏めら
れており、加えて 、己に 克ちて礼を履むと 言う儒 教の仁の精神を、 親が代 々住職や儒学者よ り学
び、それを子供の 成長に 伴って色々に説い て聞か せて人格の亀鑑に したの です。時に宗教的 、時
に道徳的、人間的、特に常識として浸透させたため、今日の日本人固有の民族性と成ったのです。
どんな自然災害が 起きて も決して略奪行為 が無い のは一人々々の人 格性が 高いからであり、 聖徳
太子から始まった 人徳教 育のお陰なのです 。
知性の大切さ、 勉学の 尊さを説きながら 、その 上位に「美しい心 ・徳力 」に重きを置いた 生き
方を勧めて、日本 民族の 基本精神、即ち信 条を育 てた功績は実に大 きいの です。何だか危な げな
政治であり経済的 にも危 機感を感じる状況 であり ながら、国民の意 識が安 定しているのは天 皇の
存在と共に、美し い生活 信条が健全な国家 観を形 成しているからで す。今 日是れが次第に退 廃し
てきたことは誠に 悲しく 恐ろしいことです 。
二、感性
その信条を為す のが感 性です。感性は感 情、又 情操など色々に言 われて いるもので、所謂 「気
持ち」です。これ こそ人 としての大切な要 素です 。この情操が無か った ら 生きている価値は ない
のです。理性と呼 ばれる のは、知性に道義 ・信義 が裏打ちされた時 を言う のです。是の感性 や情
味が人としての潤 いや安 らぎ、喜びや種々 の心情 をもたらし、これ が有る から生が尊くなり 執着
するのです。
若し是の情が無 かった ら味気なくて、生 きよう が死のうがどうと 言うこ とはないし、生き てい
る味わいも潤いも 実感も 何も無いのです。 ですか ら情が無かったら 家庭も 家族も夫婦も友人 も、
畢竟社会も成り立 たない し、人類は絶滅し ている のです。
何故なら、情愛 が無け れば男女が結ばれ ないし 、慈愛が無ければ 赤ちゃ んを可愛いと 感じ ませ
んから育児が出来 ないた めに絶滅するので す。
何が知性と本質 的に異 なるかと言えば、 感情は エネルギーと直結 してい ることです。つま り感
情は身体と一体で あり生 命力と連結してい ること です。愛情とはエ ネルギ ーであり生命力で す。
本当に愛すればこ そ本当 に叱ることが出来 るし、 本当に護るし、本 当に教 えるので人が育つ ので
す。愛が無くなる とは、 そのエネルギーが 無くな ることです。欲望 も怒り もエネルギーなの で、
その働き方によっ ては実 に面倒なことに成 るので す。
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無くてはならな い大切 な要素ですが、愛 の裏切 りに対しては殺人 まで起 こしてしまうほど のエ
ネルギーですから 、実に 恐い両刃の剣なの です。 怒り心頭に発する と、も はやそれは感情と 言う
精神作用に留まら ず、現 実に肉体現象化し て、時 に衝動的に行為し てしま います。エネルギ ーの
暴走であり、取り 返しの 付かない事態にも 成るの はこのためです。 エネル ギーの暴走は生存 本能
に基づくもので、 自己保 存のための攻撃力 であり 残忍性であり、須 く暴挙 です。
一方、大切な人 や国家 のために身を賭し て護る 力でもあるのです 。この 情が有るから種が 恒久
的に存在するし、又戦争も殺戮も無くならないのです。世界を騒然とさせるのは是の情なのです。
極限状態に於いて は自分 もしくは大切な者 を護ろ うとすれば、相手 を倒す しかないのです。
殿中松の廊下の 歴史的 大事件は是の類で す。国 を失い大勢が死ぬ ことに なりました。だが 、同
じく怒り心頭に発 した真 壁の平四郎は祖師 になり ました。怒りのエ ネルギ ーを菩提心に高次 化し
たからです。感情 はこの ように生命力と直 結して いるということで す。同 じエネルギーです が、
それを如何に健全 に活か すかが大課題なの です。
古来より宗教家 や哲学 者や思想家が、高 邁な論 理を駆使して精緻 に道な るものを説いてい ます
が、根本は行為行 動を如 何にコントロール するか と言うことに尽き るので す。つまり、動物 的生
命エネルギーのコ ントロ ール法であり活用 法なの です。
美しい心とは、 正直で 素直である上に、 美しい 概念と美しい思考 系が作 用して常に反省す る心
です。それには優 しく暖 かい気持ちが豊に 育って いなければなりま せん。 家庭を基盤として 育ま
れる魂は魂に由っ てしか 培われず、而も貧 道に於 いて本当に育つの です。 現代は貧や苦を避 けよ
うとするのが一般 です。 しかしそれを克服 しよう とする気持ちが大 切であ り、幸せを実感し て生
きるには是の気持 ちは無 くてはならないの です。 強い心と は意志が 強いと 思いがちですが、 意志
以前に心の方向付 けをす るのは気持ちなの です。 信念です。美しい 心の人 は、いざという時 、別
人のように強くな るのは その為です。
三、意志
意志は知性や感 情や行 為を、公私の目的 の為に 程よくコントロー ルする 大事な機能です。 この
機能が健全で強力 、且つ 継続性が高い場合 、最も 効率が良く快適に 仕事も 勉強も出来るので す。
健全な志の元に、 同士と 共に意志の共有を 図り、 常に率先垂範出来 る人は 、必要とされる立 派な
リーダーです。
逆に自己中心に 働いた 場合、我見に拠っ て絶え ず他と衝突して問 題を起 こす 、即ちトラブ ルメ
ーカーとなり、み んなか ら疎んぜられ嫌わ れ者と なるのです。意志 は感性 を活性化して知性 の悪
しき思考を健全に コント ロールしたり、又 サイエ ンスの道理に従っ て、知 性や感情の暴走を 阻止
したりする究めて 大切な 機能です。最低限 、常に 全体の安全と平安 、そし て公益性を護るこ とが
主眼ですから、自 己主張 以前に、大前提を 信念に した意志が必要な のです 。つまり信念とな って
いる信仰心さえも コント ロールするのが本 当の意 志なのです。
国際的に能く見 る光景 ですが、他国で生 活する 場合、自民族を意 識する のは良しとしても 、そ
の国の歴史や文化 伝統、 教育方針などより 自民族 意識や信仰など自 分の世 界観を強調すれば 、融
合どころか取り返 しの付 かない衝突だって 起こり ます。
こうした問題は 理性に 由ると思い勝ちで す。理 性でコントロール 出来得 るならば、このよ うな
問題は起こらない のです 。しかし世界中実 際に絶 えず起こっている という 現実を見れば分か るよ
うに、理性の領域 ではな いのです。勿論感 情領域 も大きいのですが 、意志 決定する時、如何 にサ
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イエンス的な背景 を持っ た意志であるか否 かです 。理性はしばしば 自分達 に都合の良いよう に働
く危険性があるの です。 根本に自我がある からで す。これをコント ロール するのが本来の意 志で
す。やはり己を後 にして 、大原則であるそ の国や 地域の基本ルール に従う ようコントロール する
のが意志なのです 。融合 発展は大前提を共 有した うえで、より高い 未来へ の志が全体に受け 入れ
られて自然に進む もので す。
意志が健全に機 能する ためには、健全な 知性と 感性との深い関わ りが必 須条件です。それ ぞれ
が健全であればあ るほど 、三位の関わりも 又自然 に健全な関係なの です。
一番拙いのが自 己実現 要求のために自己 主張が 過ぎて、他と対立 し無用 な刺激を造り出す こと
です。その事でみ んなが 困るからです。
又問題を解決し なけれ ばならない時、何 が何で もがむしゃらに意 志で押 し通し貫徹しよう とし
ても、気持ちと身 体が着 いて来なければス トレス ばかりが増幅して スムー スに事は進まず、 却っ
こじ

て問題を 拗 らせてしまいます。知性は必要性を理解し、又堅く決意しても、気持ちが反発したり
嫌悪していると身 と心が 離れてどうしても 充分に 機能しないのです 。必要 条件をきちっと整 える
よう気持ちを整理 し，そ の上でより知性的 になる よう導くのも意志 なので す。意志は無駄な 精神
行為をカットして 単純化 し、必要な作用を 継続す るためのエネルギ ーを供 給することなので す。
健全な意志は健全 な感性 と知性の証明なの です。
【三位の関係】
是の三位の関係 が大切 なのです。古来よ り言わ れている魂とか人 格、或 いは社会性や道義 は知
・情・意の融合一 致領域 に於いて発動する 精神作 用です。勿論基本 的には 三位それぞれが良 質で
あることです。そ して融 合領域の大小・広 狭がそ の人の、その時の 安定度 と、働きの質と内 容を
決定するのです。 つまり 三位が限りなく融 合一体 化するほど理想な のです 。それぞれの力が 相乗
的に作用するから です。
「それは良いこと だ。確 かにそれは全体に とって も将来にとっても 必要な ことだし、第一に 人と
してやらなければ 恥ずか しいことだ。及ば ずなが ら出来ることは協 力しよ う。」と知性も感 性も
意志も同時に同調 するの で、何事に対して も何の 抵抗もなく、究め て気持 ちよく行為できる ので
す。出来た人、人 格者と はこのように作用 するの です。
更なる功徳とし て、こ の安定した状態は 揺らぎ が小さく、不必要 な思惑 も邪念も無いので 日々
惑乱・葛藤も無く て救わ れているのです。 当然不 安も不足も不満も 無く、 気持ちが豊ですか ら自
然に感謝報恩の気 持ちも 現れて、自ずから 円満な 人柄であり、道義 や信義 に基づいた生き方 です
から至って淡々と 自信を 持って人生ができ るので す。
逆に限りなく遊 離する ほど心がバラバラ になり ますから、コント ロール 機能は低下して双 方向
に刺激し反発し合 い劣悪 化していくのです 。要す るに決断が付かず 、野心 や邪念が噴出して 不安
定なので、何かに 付けて 不条理な理屈が出 てきて 騒がすのです。
責任約束は果た さなけ ればいけない、と 知性で は分かっていても 、気持 ちが乗らなければ やる
気が起こらず、身 体が付 いていかないので す。
「しなければいけないのだが・・あれも是れも気に成る。・・避ける上手い手はないものか・・」
等等。この相殺心 理は、 三位の遊離が大き いこと を物語るもので、 これが ストレスの大きな 原因
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となり人格低下を 来すの です。
言い訳も種々に 発生す るし、不平不満は 元より 、惑乱・葛藤の苦 しさを 他の性にして、し かも
恥じない精神に成 ってい くのです。決断も 諦めも 、信ずることも任 せるこ とも出来なくなる のは
そのためです。是 れが身 に付くと性格にな るので す。
欲望が先走りし 、恥と 恐れを超えてしま うと人 ではなくなり、人 を人と 感じなくなってし まう
ほど三位の関係は 重大な のです。経済合理 主義を 極度に 推し進める 背景に は、人の重みが感 じら
れなくなって欲望 が優先 するほど三位の関 係が狭 隘化しているので す。直 ぐに切れて事件を 起こ
すのは、喩え一瞬でも三位が完全に乖離して、知性も感性も意志も関係が断たれた状態なのです。
この状態では自分 の心で あってもどうする ことも 出来ない決定的な 心の様 子があって暴走す るの
です。
これが悲しい人 間の業 性（業障）であり 、何十 億年も天敵と戦い 、生存 するために弱物を 捕食
し、須く勝ち抜い てきた 生命維持本能の一 姿なの です。生きている 事自体 が紛れもなく生命 現象
であり、心底に於 いては このように自己 中 心に作 用していることを 決して 忘れてはならない ので
す。自己中心の心 底とは 、自己絶対・他否 定によ る残忍性、どう猛 性とな る業障が潜んでい ると
言うことです。
仏道修行は本来 に目覚 めてこの業を解決 するの です。即ち、三位 が乖離 する癖を除去する ので
す。禅固有の語と して、 身心一如、徹する 、成り 切る、解脱、悟る 、自己 を忘ずる等が有り ます
が、癖を除去して 本来に 達したことを意味 します 。是れは三位が完 全に融 合一体化して何れ も無
くなった状態です 。
完全に融合合一 して境 が落ちた時、三位 の元で ある心身が無くな った自 覚症状が有るの で す。
これが脱落であり 見性で す。
此処に於いて発 露する 心は、国境もなく 人種や 過去も老弱男女も 無く、 損得邪念も越えて いる
ので、極自然に「 道」「 法」にもとずき最 善に向 かって作用するの です。 是れが祖師方の内 容で
あり仏智です。正 しく般 若の智恵です。
見性するには坐 禅修行 、只管打坐しかあ りませ ん。そのためには 世念を 捨てて菩提心、向 上心
を強く持つことで す。自 己中心のままにし おくと 、簡単に俗念に心 を奪わ れて、自己満足の 快樂
や安易な誘惑に落 ちてし まうのです。結果 、歓楽 極まって哀情多し の通り 、真の平安は無い ので
す。未来を決定す るのは 、今、今の行為で す。善 悪徳性を常に見極 め陰徳 を積むことと、道 義・
信義に悖らぬ事が 大切な のです。
【無分別智】
赤ちゃんは何の 欲も邪 念も囚われもあり ません 。全く無我、無爲 、無策 です。純粋の天然 物で
す。赤ちゃんのよ うに純 粋な心でありたい と誰も が願っています。 だから 汚れのないこの心 が宗
教の目指すところ です。
そもそも赤ちゃ んは三 位が無く混沌です 。五相 （見聞覚知の道具 。即ち 眼耳鼻舌身）を完 具し
ていても、個々が 確立し て居らず、それ故 統一的 に機能していない のです 。つまり自分が自 分で
あることも、人間 である ことも、生きてい ること も、存在感も無い のです 。確かに無分別世 界で
あり、少しも汚れ は有り ませんが、これで は人と してやっていけま せん。
赤ちゃんが全て 良いと いうのではなく、 或る特 定の精神性、即ち 無分別 智に深く眼を付け たの
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が禅です。大人と して精 神が健全に機能し ていて 、それらに汚され ず囚わ れない心、即ち赤 ちゃ
んの無分別智を理想として自我・我見を捨てて赤心を取り戻すのです。その法方が只管打坐です。
社会性を備え羞 恥心も 自尊心も堅持した 大人が 、赤ちゃんの如く 無分別 智に還る事は並大 抵の
ことではないので す。意 識や知性や念が発 生する 前の世界に目覚め ること ですから、人間を 止め
ることであり生き ながら 死ぬことなのです 。だか ら見性の大事を体 得した ければ大死一番し 来た
れ、とあります。 一度死 んで（自己を捨て て）出 直してこいと言う ことで す。見性すること が如
何に困難であり大 切かが 分かるはずです。 徹し切 るとはそういうこ とです 。
将にそれを達成 するの が禅の本領です。 それほ ど全てを捨て切る こと、 成り切る事は容易 では
ないのです。殊更 に修行 と呼ぶのはそれ故 なので す。艱難辛苦を物 ともし ない決意と努力が 要る
と言うことです。 是れが 仏道修行、参禅弁 道の心 得です。
普段「心」と思 ってい るものは、観念現 象とし ての言葉や概念に なった もの、現れたもの を指
しています。それ も心に は違いないのです が、意 識上に現れたもの は全て バーチャルであり 妄想
・妄念・妄覚に過 ぎない のです。本来の心 は姿形 も無く、勿論分別 以前で すから意識も無い ので
す。つまり無意識 の意識 、無念の念、無分 別智で す。実体のないこ の真相 を体得すると妄想 ・妄
念・妄覚の一切が 消滅す るのです。この違 いが覚 と不覚であり迷と 悟にな るのです。
では、本来無分 別にし て清淨だった赤ち ゃんが 、何故乖離して惑 乱・葛 藤の 六度四生を形 成し
ていくのでしょう か。こ れこそが人間の業 なので す。言語を覚え、 概念を 蓄積するに従って 自然
発生的に思考作用 も感情 も複雑になります 。概念 を操作する力、知 力の強 化発達は文化・文 明を
形成します。確か にどの 様な事柄でも科学 的、理 論的にしかも精細 に解明 出来れば出来るほ ど難
問は解決され、社 会は発 展していきます。 この能 力と努力はとても 大切な ことです。
しかし是れによ って心 を更に不透明にし 不純に する事が問題なの です。 それが社会問題、 国際
問題を煽り出すの です。 知らず知らず自己 主張と 欲望追求を増幅し 、自己 弁護に長 けると同 時に
相手を騙し倒す事 を目的 とするような精神 構造に なるからです。
心意識・念想観 を逞し くすればするほど 自我・ 我見は強固になり 、直ぐ に自己中心の妄想 ・妄
念・妄覚して問題 を発生 させる危険を、も っと真 摯に慎重に反省す べきな のです。知性豊か な国
の指導者は、あの 危険極 まりない武器を更 に開発 しようとし、持っ た物は 離そうとしません 。
処が小学生に、 持つが 是か、持たざるが 非かを 問えば、答えは単 純明快 です。殺すしか用 のな
い物騒な物など捨 て去れ ば良いと。この差 は何処 から起こるのか、 その涯 際を確立するのが 禅の
命なのです。人と して問 われる「誠」の正 体を確 立するという事で す。
全て自我が過ち を起こ すのです。だから 自我・ 我見を捨てる修養 が必要 なのです。釈尊の 説か
れた大乗の法門は 、全て の人が自我を捨て て大安 楽に成る道です。 世界平 和は心の平和が有 って
成り立ち、最強の 安全保 障は自身の心を平 安にし て、信じ合い、そ して和 することです。ど うし
ても修養が必要な のです 。余談が随分と長 くなり ました。提唱に還 ります 。
「経」
字義は布の縦糸の こと です。縦糸が切 れたら布 にならないので 、どこま でも不変な一本 でなけ
ればなりません。 転じて 「常なり、不変な り、真 理なり、法なり」 となっ たのです。既に四 書五
経のように、聖人 の教え を「経」として使 われて いたので適訳だっ たので す。つまり、大事 な道
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が「経」であり、 一束ね に纏めた物が「経 典」な のです。
「摩訶般若波羅蜜 多心経 」を簡単に言えば 、「大 法の真髄を説いた 聖典」 であり「解脱する ため
の大切な要点を説 いた経 典」と理解したら よいの です。要するに成 り切っ て自己を忘じ解脱 する
道を説いた教典で す。
大切なことは三 蔵が心 血を注いで釈尊の 心を生 のまま伝えようと してい ることです。それ は将
に本当に行じて欲 しい。 そして本当に体得 して欲 しい、と言う願い だけで す。
私たちが坐禅を するの は、本当に「マカ ハンニ ャハラミッタシン ギョウ 」であったと体達 する
ことです。これに勝る真実は無いのです。だから素直に、「マカハンニャハラミッタシンギョウ」
と一心に唱えるこ とです 。この間に一切余 念が無 ければ端的です。 要する に一心に成れば自 我・
我見は無いのです 。この 時、一大事因縁が 訪れる のです。永嘉大師 、又お 察の再来です。
これが直指人心見性成仏の様子です。この消息を体得するための道を説いているのが、この「心
経」なのです。
いよいよ本分に 入りま す。見方によって は三段 にも五段にも分け られま す。弘法大師は五 文節
に見ています。坐 禅修行 に於いて分析は禁 物です 。
禅の世界は飛び 切りで す。その物に成り 切れば 、自ずから脱落し て本来 の面目が現前する ので
す。故に一円相で ケリが 付くし天龍の一指 頭、洞 山の麻三斤、趙州 の無で 決着するのです。
いよいよ本分で す。
「観自在菩薩。」
この般若心経は 観音菩 薩が説いたような 文脈で 始まっています。 見方に よっては一層端的 にな
ります。例えば「 観自在 菩薩曰く。」或い は、「 観自在菩薩とは。 」と見 れば分かり易くな り ま
す。これから展開 する仏 法の真髄を示唆し ている ところです。
ここで「観自在 菩薩」 に付いて、大法の 上から 一ひねりしてみま す。参 究功夫の究めて大 切な
ところですから、 そうか ！と膝を叩く者の あらば 法の幸いです。
「観」とは観ることです。眼を開ければ山河大地が現成している様を「観」又「見」と言います。
当たり前のことで すが、 しかし此処に大変 重大な 様子が有るのです 。
「見た」と自覚する。その意識が発生する前に、眼には既に映っていた事実が有るのです。眼と、
映る物とは直接的 ですか ら何かが介在する 隙間は 無いのです。眼を 開け た ら即、それが現れ てい
る。この心境一体 、間髪 を入れる余地のな い様子 。認識以前の、此 処が着 眼の要です。事実 その
ものは意識以前で あり、 意識や観念とは関 係が無 いと言うことです 。此処 が大切な処です。
その物は花とも 赤とも 綺麗とも表現出来 ない無 分別世界です。元 来無為 自然です。しかし 我々
の見聞覚知は実に 良くで きているのです。 一見し て花であり人であ り、親 であり子供である こと
が分かるし、鳴き 声だけ で牛か犬かが分か り、水 に触れた瞬間、冷 暖が分 かります。是れを 端的
と言い無分別智と 言うの です。
眼にしても耳に しても 何時も自 由に勝手 次第に 作用しています。 これを 、観ること自在、 即ち
「観自在」と言う のです 。
耳は音です。聞く、と自覚する前の出来事です。聞いた時は既に終わってその音は無いのです。
これが我々の本当 の様子 です。つまり、一 切の意 識も知性も概念も 言葉も 手段も関係無く、 囚わ
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れも迷いも無い事 実が堂 々と在るのです。 我々の 眼耳鼻舌身意であ る全体 作用がそうです。 是れ
を観自在菩薩と言 うので す。これが本来で あり大 自然の不滅の法で す。是 の無爲大自然の法 に目
覚めるのが仏道修 行であ り参禅弁道です。
しかし心身が乖 離して いる限りは様子が 違い ま す。既に終わった 過去の 事実を、意識で捕 まえ
て情報化したのが 、観る 、とか、聞く、と 言う観 念です。無い物を 後から 作り上げた虚像で すか
ら、バーチャルで あり妄 想・妄念・妄覚で す。こ れを悪知悪覚と言 うので す。みんな是れに 欺さ
れているのです。是の間違いをなかなか自覚することが出来ない人を、仏は衆生と呼んでいます。
それでは折角の 人生が 台無しです。勿体 ない限 りです。惑乱・葛 藤は辛 く厭な筈です。そ んな
自分を根底的改革 は出来 ないものかと、本 真剣に 反省出来れば、無 常に過 ぎゆく年月を儚く 感じ
て、俄に求道心が 湧出し てくるもので す。
道元禅師は「無 常を観 ずるの心も又菩提 心なり 」と言われました 。腹の 底から菩提心が湧 いて
きたら占めたもの です。 凍り付いていた処 へ太陽 が輝くようなもの です。 いよいよ切実に是 の般
若心経が必要にな ってく るのです。
「菩薩」とは道の 人、真 実の人です。妄想 ・妄念 ・妄覚が無く、悪 知悪覚 の無い人のことで す。
「観自在菩薩」と は汚れ のない本当の我々 自身の ことです。本来自 由無碍 だと言うことです 。
「行深般若波羅蜜多。」
深く般若波羅密多を行ず。
「深般若波羅蜜多 を行ず る」でも「深く般 若波羅 蜜多を行ずる」で も同じ で す。「行深」と は徹
底です。身心を擲 って昼 夜を分かたず行じ ること です。親鸞聖人は 「一向 に念仏せよ。」食 べる
ことも寝ることも 忘れて 徹底念仏しなさい と。同 じことです。
坐禅の時は徹底 坐禅で す。呼吸の時は徹 底呼吸 です。勉強の時は 全身全 挙して一心不乱に 勉強
する。食事の支度 も片付 けも、歩く時も余 念を入 れないように徹底 行ずる 。「今」この一瞬 を、
我れを忘れて行ず ること です。是れが「行 深般若 波羅蜜多。」です 。
「今」何をするか は、人 それぞれの様子で すから 一口には言えない ことで す。ですが「今」 すべ
き事を、余念無く 一心不 乱にす ることには 変わり ありません。是れ が生き た仏道修行です。
初期修行は心が 静まら ないものです。坐 上に心 を置いておきたく ても、 一呼吸を護ろうと して
も、一歩だけに成 ろうと しても、癖付いた 拡散状 態は平常心を目茶 目茶に します。何をどう して
良いのか見当が付 かない ために闇雲な坐禅 でしか ないのです。如何 に心念 紛飛する癖が強烈 かを
知らしめられ、妄 想・妄 念・妄覚にさんざ ん苦し められる時です。 身に付 いた思考の癖は、 片時
も休むことなく連 鎖して 妄想を繰り返しま す。こ れも一時の仮の様 子であ り固定してはいま せん
から、決して気落 ちする 事は無いのです。 ここで 根負けしたらお終 いです 。如何に猛しい癖 であ
っても実体が無い のです から菩提心、努力 心を専 らにして真っ向勝 負を続 けて居りさえすれ ば必
ず破れるのです。 実体は 無いが心は一つで すから 必ず壊れるのです 。
とにかく脇目も 振らず 一心不乱に打坐す ること です。精魂込めて 一つ事 に打ち込んでいる と、
無駄な精神行為が 自然に 取れてくるのです 。
例えば破損した 地中の 水道管を補修する として 、初めは廻りの野 次馬が 気に成ります。し かし
溢れ出る水との戦いに全力投球せざるを得ませんから、いつの間にか廻りのことを忘れています。
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余念が修まり仕事 に夢中 に成れば成る程、 心身が 軽くなり無駄なく 能く動 くのです。その事 だけ
になり、一心不乱 にする のが最も仕事効率 が良い のです。
坐禅も仕事も呼 吸も同 じです。その事に 没頭す るほど余分な心的 行為が 修まります。一心 不乱
に「只」吸い、「 只」吐 く。是の単純なこ とに徹 底するのです。初 めは呼 吸を逃がさぬよう に、
呼吸を捕まえよう と無我 夢中で頑張ります 。雑念 煩悩との戦いです 。その うちに頑張りが徹 底し
てくると、捕まえ ようと していた念、逃が さぬよ うにしていた念が 入り込 めなくなるのです 。捕
まえようとしなく ても、 呼吸は逃げること も隠れ ることも出来ない 。ちゃ んと初めから自分 の上
に明らかに在る。 是の事 実に気が付くので す。こ の気付きを「即今 」とも 「即念」とも「只 」と
も「今」「事実」 ともい います。「念の無 い念」 「心の無い心」「 前後際 断した念」「虚」 「空
っぽ」のことです 。即今 がはっきりすると 、出た 念は既に終わって いるこ とが分かるし、雑 念を
無視する力が具わ ります 。この時から修行 の着眼 がはっきりして急 に楽に なります。少しず つ念
無しに見ることも 聞くこ とも出来るように なるの です。
ですが此処に気 付かな い限り、出た念に 必ず心 を取られてし まい 、妄想 して惑乱します。 従っ
て手の打ちようが ないの で拡散の癖は治ら ないの です。徹するには 、出た 念を認めず、手を 付け
ずに放置する事が 一番で す。しかしその急 所が分 からない以上どう するこ とも出来ません。 着眼
が分からない悲し さです 。
即今が手に入る と身も 心もふっと軽くな り、視 力が上がったかと 思える ほど全てが鮮明に 見え
るのです。それだ け心の ブレが修まってき たので す。即今を護れば よいの です。この努力を 只管
功夫と言い、これ が癖を 落としてくれるの です。 要は「今」「只」 淡々と することです。
功夫についても う少し 加えてお きます。 何が何 でも文句なく無我 夢中で 一つ事に没頭する こと
です。単純な事を一心不乱に為し続けることです。一呼吸、一呼吸を離さず、丁寧にするのです。
吸い始めを自覚し 、中を 確認し、吸い切っ たこと を確認して片時も 呼吸か ら心を離さぬ事で す。
これが散漫癖を 取り、 身心一如に戻す端 的な方 法です。是の単純 な努力 を続けてさえ居れ ば、
自然に前後の観念 が取れ 、連鎖し連続する 癖も拘 りの癖も自然に取 れてい くのです。
仏道修行は特別な何かをするのではなく、朝起きて眠るまで、「今」の自分を見失うことなく、
余念を入れずにそ の事に 成り切り成り切り するこ とです。
坐禅の尊いとこ ろは、 本当に菩提を究尽 して尽 未来際救われるこ とです 。上求菩提、下化 衆生
の高い理想を指針 として 即今底に徹して自 己を忘 じ切るのみです。
要するに是れが 「深般 若波羅密多を本当 に行じ る」ことです。是 の努力 をしなさいとのお 示し
がこの心経なので す。こ れが釈尊直伝の仏 道修行 ですから疑う余地 は無い のです。
徹底是の努力を すれば 次のように成るぞ と。
「時照見五蘊皆空。度一切苦厄。」
五蘊皆空と照見した時。一切の苦厄を度す。
「時」は時節です。今この時です。偶然ではなく、成るべくして成ったと言うことです。「照見」
は徹底、即ち脱落 です。 「五蘊」は五つの 縁の寄 り集まりのことで す。「 皆空」とは実体が 無い
ことと、縁次第で 自由自 在に何にでも成る の意で す。実体無きを縦 軸とし 、自由自在を横軸 とし
て、縁に由って万 物が草 創育成し活動して いるの です。
食べ物が口に入 ればそ の味は有る。しか しその 味を抽出すること はでき ないのです。実体 が無
いからです。又、喉を通過すれば縁が無くなり、実体が無いので残る物も無く、留まる物も無く、
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感覚であり幻 なので す。無いが縁次第 で現

どんな味も綺麗に 消滅す る。だから次の縁 に由っ て又その味が出現 するこ と自由自 在です。 有り
ながらその実体が 無いか らです。では味と は何か ？
れる。だから衝突も混乱もなく、公平無私に運行流転しているのです。「皆空」とは是の事です。
心も又そうです 。この 事実を人類最初に 発見さ れたのが釈尊でし た。
我等は「皆空」と決着付けて初めて人生の成功者なのです。即ち、「一切の苦厄に実体が無い」
ことを実証して大 平和と 大満足の境界に達 したら 、それ以上の世界 が無い からです。
少し踏み込みま す。「 五蘊」は「色受想 行識」 。「蘊」は蔵する 、寄せ 集めの意です。「 色」
は人と物。「受想 行識」 は精神作用です。 人は眼 耳鼻舌身意を兼ね 具え、 色声香味触法と働 く活
動体です。見聞覚 知です 。我々は五要素の 縁に由 って、今、仮に身 体とし てこのように有る だけ
で、実体は何も無 いので す。毎日活動して います が、全て「五蘊」 の作用 に由るものです。
つね

抓 ると痛いですが、味覚と同じく、眼や耳と同じく、痛みの実体は無いので抽出することも留
めることも出来な いので す。縁ですから縁 が無く なれば痛みは消え るので す。見ても聞いて も眼
にも耳にも一切跡 形が無 いのと同じで す。 先に見 た物、聞いた者が 残って いないから自由に 活動
して、而も変質し たりす ることは一切無い のです 。縁さえあれば又 何時で も何度でも抓れば 痛み
は復活するのです 。
要は全て縁であ り、今 、仮にこのように 在るだ けだと言うことを 本当に 自覚することが大 切な
のです。体得です 。その ための坐禅修行で す。
家も着物も同じ です。 木材を初め多くの 建材を 組み合わせて家と 成る。 着物でも一本の糸 の寄
せ集めです。家と いい着 物といい、木材と いい糸 といい、その物に 実体が 無いので、どのよ うな
形にも大きさにも 自由自 在に作れるし、何 時でも 壊すこと が出来る のです 。是れが真実の様 子で
あり普遍の法です 。是れ を「五蘊皆空」と 言うの です。
坐禅に徹し切る と是の 様子がはっきりす るので す。四苦も三毒も 一切の 悩み苦しみも、実 体の
ないことが本当に 判明し た刹那に一切氷解 するの です。是の事を「 五蘊皆 空と照見した時。 一切
の苦厄を度す。」 と言っ ているのです。
我々は好むと好 まざる とに関わらず、オ ギャー と一声した時は既 に純天 然物のこの眼耳鼻 舌身
意の道具をみんな 丸抱え しています。是れ が身体 です。身体の道具 は父母 の縁に拠って寄せ 集ま
ったもので、実体 が無い から縁が無くなれ ば 丸ご と元の大自然に還 るので す。確かに「皆空 」で
すが、是の事に気 付かな いために問題が起 こるの です。
問題の根源は、物心が付いてよりいつの間にか是の心身を自分だと固執してしまったことです。
実体が無いのにこ の心身 を在ると思いんで 、他と 区別するその念が 離れな くなった。謂わば 自分
と言う塊を認めた 時から 他が発生したので す。是 れが自我・我見の 確立で す。
是れにより心と 身体が 乖離したのです。 心が幽 霊のように取り留 めが付 かなくなったのは この
時からです。つま り意識 界を限りなく駆け 巡る癖 が付き、概念と思 考系の 拡大により迷動し て止
まらなくなったと 言うこ とです。
自然発生的に心 の内に 自と他と、是と非 とのよ うに、何かに付け て対立 的相対的に思って しま
う癖が付いたので す。外 界が気になり人や 物が気 になり、見た物、 聞いた ことに心が騒ぐの はそ
の為です。常にあ れか是 れか、損か得かと いう要 求や理屈や好き嫌 い、取 捨する心に付きま とわ
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れて終末が無いの です。
この展開が欲望 や怨や 不平であれば猛い 感情も 疑心暗鬼も加わる ことに なり、この取り混 ぜが
即ち惑乱・葛藤で あり争 いまで引き起こす のです 。外見はともかく 意志や 理性で対処出来な いた
めに古来より皆な 苦しん できたのです。三 毒も四 苦も六道四生も凄 まじい 煩悩のことです。 元は
心と身が「隔たり 」を起 こしたためです。 元の身 心一如に還れば実 体のな い縁のままに、皆 空で
すから縁と親しく 自在に するのです。徹す るとは 是の事です。是れ が安住 です。
釈尊は是の苦し みを解 決するために六・ 七年間 難行苦行されまし た。そ れは極限まで身心 を酷
使して耐えること でした 。しかしそれは間 違いだ と気が付かれて、 それま でとは逆に身も心 も用
いない努力をされ たので す。つまり動かな いこと であり心を徹底遣 わない ことでした。是れ が坐
禅です。耐える必 要のな い状態 に於いて、 何が起 こるのか。問題は 何かを 探求されたのです 。
身体の不動は誰 でも出 来ますが、心の不 動は当 初とても出来ませ ん。釈 尊も同じでした。 湧出
し続ける雑念煩悩 に苦し められていたので 、その 正体を解明しよう と決意 したのです。
解決するにはそ の出所 を究明する以外に ない。 出所を究明するに はどの ようにするか。「 今」
瞬間に現れ、「今」瞬間に消える以上、「今」瞬間に着目するしかない。と定めた釈尊は、「今」
に着眼して出て来 る元へ 、元へと精細に追 求し続 けたのです。言葉 を換え て言えば、雑念煩 悩を
払いのけ、払いの けして 心の発 生する源へ 迫った のです。それには 坐禅が 最適だったのです 。
六年端坐の末、 遂にそ の元へ到達して一 切を明 らかにしました。

あさ もや

今より凡そ二千六百年前、十二月八日。朝 靄 の中、樹下石上で起こった明星一見の大事件でし
た。 明けの明星と釈尊が一つに成り、否、迷いが発生する以前は、見た物と一体同化していて、
自己も囚われも何 も無か った。皆空であっ たと自 覚されたのです。
「我れと有情非情 と同時 成道、山川草木悉 皆成仏 」と大自覚された 内容は 、「時照見五蘊皆 空。
度一切苦厄。」と 同じで す。
この一大事因縁 が全人 類にどれほど大き な救い に成ったことか。 人類が 初めて根底から救 われ
る道を得た瞬間で あり、 それ故に人類最大 の聖人 として、大聖釈迦 牟尼仏 と尊崇されている ので
す。
難行苦行されて 得た心 身の鍛錬は、究め て高度 に磨き上げられて いて、 精緻にして繊細に 研ぎ
澄まされた感覚器 官と観 察力は、一般を遙 かに超 えて神通力の域に 達して いたのです。
苦しみの動機と して「 眼耳鼻舌身意」が あり、 「色声香味触法」 がある 。即ち全ての身体 感覚
です。見聞覚知の これら の機関は全て縁に 依って 瞬間に作用するだ けのも の。実体は何も無 く、
本来無為自然であ るから 人間の思いなどは 関係な く厳然としている 。真理 であり法である。
ところが忽ち見 た物、 聞いた者に囚われ て雑念 煩悩が発動する。 これが 一般の様子です。 つま
り念を起こすと想 念の連 続が始まり、是れ が雑念 煩悩である。想念 の連続 は「受想行識」と いう
構図で展開するこ とを発 見したのです。
これらは釈尊な らでは の追求と観察結果 です。 遂に知性や科学で はどう にもならない煩悩 発生
の原理を解明され たと同 時に、その解決方 法も明 らかにされたので す。さ すがに大聖釈迦牟 尼仏
であり、その図り 難い求 道心と精緻さに畏 懼する ばかりです。
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その驚きの一つ に、「 受想行識」と連鎖 する速 度は何と一秒の千 分の一 よりも遙かに速い と言
うことまで突き止 められ ました。「一弾指 に九百 の生滅有り。」と 。指を 弾く瞬きほどの時 間で
す。
女性を見た瞬間 、「女 性」だと意識した 一念の 発生と同時に美醜 感、憧 れ、取捨等々の多 様の
感情と念が発動する。同時に、過現未の時間観、空間観も即時誘発され一瞬にして心全域が想念、
妄想、妄覚で覆い 尽くさ れる速さと凄まじ さ。釈 尊の観察結果から 、瞬き の間に凡そそのよ うな
九百ほどの心的活 動が有 る。それほど身 に 付いた 想念の癖、即ち囚 われは 猛いのだと云われ まし
た。
瞬きは凡そ二十五分の一秒とも五十分の一秒とも言われています。一弾指（指をパチッと弾く）
もそのくらい早い のです 。「一弾指に九百 の生滅 有り」は不惜身命 の暁に 得た結果なので決 して
軽くはないのです 。徹す るとは将に「時照 見五蘊 皆空。度一切苦厄 。」の 一大事因縁を体得 する
ことです。
この経典は釈尊 の内容 であり、悟りの消 息を語 ったものです。実 に簡潔 にして無上です。 釈尊
はこれから十大弟 子を中 心にこの消息を伝 えよう と大法輪を転ずる のです 。とりわけ目につ くの
は舎利子です。
「舍利子」
舎利子よ。
「舍利子よ。良く 聞きな さい。」と詰め寄 るよう な気迫で語りかけ ていま す。徹底を期する ため
です。
是れほど素晴ら しい道 は他には無いぞ。 本当に 自己を忘じ切れば 訣着す る。未だじゃ。未 だじ
ゃ。弁道精進を怠 るなよ ！と、徹し切りの 足らざ る処をずはり指摘 したの です。
居並ぶ十大弟子 はもと より、全大衆いや が上に も菩提心が燃え上 がりま す。
「今説いた法が完 全に自 己の消息でなけれ ば本当 に救われてはいな いのだ ぞ！」とたたみ込 むよ
うに説きつつ点検 してい るのです。般若心 経全体 にみなぎっている この 気 迫は、そのまま釈 尊の
慈悲なのです。こ の時は 既に十大弟子みな 一隻眼 を具していました から、 悟りの垢を取って 大成
（大悟）に導いて いるの です。
この短い説法中 に二度 も呼びかけている のは、 釈尊はよほど舎利 子に期 待していたからで す。
又この心経に比喩 いが全 く無いのは、彼等 が生粋 であり、端的な法 と更な る菩提心だけが入 用だ
ったからです。
気合充分な釈尊 は、是 れよりとっときの 法を獅 子吼されるのです 。獅子 吼とは百獣の王の 一声
に因んで、何者も 救い尽 くさずにはおかぬ 宇宙大 の説法と言う意味 です。
「色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。」
色は空に異ならず。空は色に異ならず。色は即ち是れ空。空は即ち是れ色。受想行識もまた
また是の如し。
これよりいよい よ詳細 に「色」と「空」 の関係 を説き明かして、 法の円 満無欠を計るので す。
「色」は人と物。 即ち無 限の縁であり相で あり差 別です。宇宙全体 です。 而も時間的にも空 間的
にも縁限りの物で す。そ れは実体が無いと 言うこ とです。
全て常に変化し ていま す。生まれた暫く は赤ち ゃん顔ですが、次 第に男 女の相が明確にな り、
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花のように美しい 娘にな る。四十も過ぎれ ば目付 きまで堅くなり風 を切っ て歩くようになる 。後
は御決まりのコー スです 。
春はいつの間に か夏と なり秋となるが、 全て宇 宙総ぐるみの縁、 無辺の 縁の絡み合いの様 子で
す。「今」が「今 」で無 くなる姿が即ち変 化であ り流転です。「今 」確か に有りながら無い 。流
転変化があればこ そ我々 の生活が成り立っ ている のです。それが人 生であ り物事の真相です 。
縁に由って起こ ること ですから是れを縁 起と言 い、因縁所生の法 と言い ます。実体が無い 証拠
であり、「空」の 証明で す。だから「色」 は「空 」から漏れること はない ので、「空」の働 きが
「色」と思えば間 違いな いので す。
是の事を簡潔に「色は空に異ならず。空は色に異ならず。色は即ち是れ空。空は即ち是れ色。」
と言ったのです。
「受想行識もまた また是 の如し。」同じ事 じゃと 。
受も想も行も識も、やはりその時限りの縁の姿に過ぎず、何れも時が違い作用が違う。受の時、
想の時、行の時、 識の時 で完結していて、 一連で もなく連続もして いない のです。これを一 時の
法位と言いやはり 「空」 の様子です。本来 前後際 断していることを 知れば 良いのです。
つまり全て心であり別物ではないので、思うまま、考えるまま、感じたまま、その時それです。
振り向いても何も 無いか ら振り向くなと言 うこと です。
此処が問題なのです。出た念に囚われるから惑乱・葛藤するのです。徹すれば身心一如となり、
身心一如は念も無 く、念 を振り返り見るこ ともな いのです。要は即 今底に 徹して体得するこ とで
す。
「舍利子」
舍利子よ。
おそ

「舍利子よ。」二度目のこの言、雷よりも 懼 るべし。胸ぐらをむんずと鷲づかみしたと同じです。
その眼光や、その 威厳や 、閻魔も身震いし て命乞 いするしかないの です。

ふ

く

ふじ よう

ふぞうふげん

何もかも放下し て徹し 切らないと、これ から説 く大切 な法に目覚 められ ないぞと。慈悲ま た慈

ふしようふめつ

悲、寒毛卓立です 。

ぜしよほうくうそう

「是諸法空相。不生不滅。 不 垢 不 浄 。不増不減。」
この諸法は空相にして、不生、不滅、不垢、不浄、不増、不減なり。
「是の諸法」とは 万物固 有の作用。つまり 水は水 の、火は 火の、眼 は眼、 舌は舌の作用、つ まり
森羅万像のことで す。
縁ですから実体 が無い 、即ち「空相」で すから 何に成るか、どの 程度か は縁次第です。一 つ物
の分かれですから 、人が 人に留まらず、花 が花に 留まらず、生が生 に留ま ってはいないので す。
生に実体が無いから縁が有れば生まれ、縁に由って死ぬし、死に実体が無いから縁に由って死に、
縁が無ければ死ね ないの です。
生は生であって 、生の 中に死は何処にも 無いの です。生はどうし ても生 です。徹底生です 。死
も同じです。須く 無爲自 然の働き、即ち空 相の様 子です。
前後を付けたり 比較し たりするから、生 滅も垢 浄も増減も生まれ るので す。姿形に囚われ た人

- 25 -

の見方であり形容 であり 名相です。縁その ものに は、そう言う邪魔 物は無 いのです。それら に名
前を付けたり、形容したりするのが妄想・妄念・妄覚です。この癖を除去するのが仏道修行です。
「不」で邪魔物を 打ち消 して「空相」に目 覚めさ せているのです。
その物には邪魔物はありません。何時もそれがそれで完結しているのです。
だから縁のまま「只」
在れば癖が取れる ので、 必ず空相に気が付 く時節 が有るのです。そ の刹那 、一切の邪魔物が 無く
なるのです。「無 」「不 」の真相が確かに 手 に入 って洒々落々の境 界とな るのです。
ここは解脱の働 きを細 かく説いたもので す。要 は「只」の体得で ありそ れがそのまま「不 」の
体得なのです。
そのために邪魔 物であ る自己を取らねば なりま せん。それには法 を与え たり、拘りを奪っ たり
して「只」に導く のが指 導者の任務であり 力量で す。
即今底は空相で す。だ から何処に生じゃ の滅じ ゃの、垢じゃ浄じ ゃが有 るというのか。生 滅垢
浄増滅等は須く人 我の見 に拠る意識の分際 じゃか ら即捨てよと言う ことで す。即今底にその 様な
ものは無いことを 知らし めるために、邪魔 物を「 不」で奪い「只」 に導 い たのです。次ぎも 、そ
の次ぎも「無」で 打砕く のです。
「是故空中、無色、無受想行識、無眼耳鼻舌身意、無色声香味触法、無眼界、乃至無意識界。」
この故に空中には、色も無く受想行識も無く、眼耳鼻舌身意も無く、色声香味触法も無く、眼
界も無く、乃至意識界も無し。
「無」で意識辺を 叩きつ ぶし奪い去って空 っぽに 導いた所です。先 ず「空 中」は、と本題を 持ち
出しました。そう してお いて、以下ずらり と並べ た精神作用も感覚 機能も 全て実体無きが故 に、
そうした名相や形 容に関 わるなと言うこと です。
言葉や名前や概 念を捨 てても、熱いもの は熱い のです。塩は辛く 砂糖は 甘いのです。それ が事
実であり確かな法 です。 何処にも自己は無 いので す。是れが無分別 智であ り般若の智恵です 。
是の事を本当に 体得す るためには、名前 や言葉 や念から離れなけ れば駄 目なのです。これ らが
づらりと有る間は 真実か ら隔たり、無為自 然では ないからです。
徹底捨てなさい と言う ことは、精神作用 も感覚 機能も全てです。 となる と是の心身を捨て よ。
自己を捨てよと言 うこと です。生きながら 捨てる ことを「自己を忘 ずる」 というのです。そ れを
「無」で強調した のです 。つまり、意識無 く、自 己無く 、「只」受 想行識 をしなさい。「只 」眼
耳鼻舌身意をしな さい。 「只」色声香味触 法をし なさいということ です。
こうして「空」 「不」 「無」で以て一切 合切奪 い取られてはどう するこ とも出来なくなり まし
た。
そうなのです。 釈尊は そこが狙いなので す。ど うすることも出来 ないの だから、一切何も する
な。身も心も遣う な。動 かすな。見るな。 聞くな 。思うな。生きる な。死 ぬな。
畢竟どうする。
「今」「只」在る のみ。 縁のみ。こうして 徹底意 根を坐断せしめて 癖を取 り、大悟させよう とし
ているのです。
大燈国師が一隻 眼を得 て、明眼の師 に点 検を乞 うと皆「是」とし てその 境地を認めました 。本
人は無我の連続と いかな い何かが引っ掛か ってい ることに納得せず 、遂に 大應国師に出逢い まし
た。間髪を入れず性急な問法の始まりです。道有って身無しです。大應国師は「まあ、茶を飲め」
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と。しかし「生死 事大。 無常迅速です。そ れどこ ろではありません 。」と 大燈。すると大應 国師
は「汝、仏法を知らず。」と一言でたたみ込み、悟りも求心も擬議もすべてを奪い取ったのです。
何物か仏法に非ざ る。即 今底が仏法ではな いか。 茶を飲む時は、「 只」茶 を飲むのが仏法で あろ
うがと。後、徹し て是の 玄旨を大悟し、「 汝は雲 門の再来じゃ。」 と大應 国師を唸らせまし た。
かいあんこくご

大燈国師の「 槐安國語 」は無類です。蓋し、悟後の修行に開くべき玉書で、大凡未悟には歯が
ひと しお

立ちません。雲門 大師も 大燈国師も境界は 一 入 立派で あり、共に足を傷 めてお られた祖師です。
雲門大師の師匠は あの雪 峰禅師で兄弟子が 巖頭。 その師匠が徳山禅 師です 。
殆ど同時代の大 宗師が 趙州古仏です。十 八で大 悟し、後四十年間 師匠の 南泉普願禅師 の本 で悟
後の修行をし、六 十才よ り行脚に出て二十 年間、 明眼の宗師を歴訪 して研 鑽されました。将 に祖
師の中の祖師です。八十才にしてようやく弟子を迎え入れ、二十名の英哲漢を打出した古仏です。
入門したばかり の厳陽 は、素直に趙州禅 師に聞 きました。「入っ たばか りです。修行とは どう
することですか？ 」州曰 く、「お粥をたべ たか、 否か？」。「頂き ました 。」「では、鉢を 洗っ
たであろう。」こ の一言 で厳陽は即今底に 気が付 き、仏道修行の大 事な着 眼を得たのです。 一切
の道理から離れ、 「今」 なすべき事を「只 」すれ ばよいと。後、大 悟して 天下 の大宗師と成 り、
あの「趙州録」を 顕した のが是の祖師です 。
「無受想行識」に就いて付け加えておきます。「受」の時は「受」しかなく、「想」「行」「識」
と作用しますが、 それぞ れの働きは時が違 うので 、全く連続性も無 く、そ れぞれその時限り の作
用で終わっている のです 。此処が禅の本領 であり 仏法の命です。そ れが「 無」です。此処が 明確
に成れば前後の無 い端的 に目覚めて一切解 決する のです。
「無」は即ち心に 持ち込 まないことです。 持ち込 まねば「受想行識 」と連 続しないのです。 是れ
が「無」の意味で あり脱 落のことです。是 の事が 本当に分 かった時 、実体 が無いことを体得 した
時です。解脱した 時です 。
ではどのように すれば 心に持ち込まない 「受」 か。将にここが只 管功夫 の急所です。見聞 覚知
のままにしておく のです 。「只」見、「只 」聞い て、心に留めない 、持ち 込まない、心を動 かさ
ないことです。と 言うこ とは眼耳鼻舌身意 を無視 することです。要 するに 「只」見、「只」 聞く
ことです。
思考は瞬時に「 受想行 識」と作用するこ とです 。これ自体が心で あって 、本当にこのまま であ
れば何も問題は無 いので す。では何故一般 の「受 想行識」ではいけ ないか を自覚することが 大事
です。
普通「受想行識 」する ことは、自己を立 てて対 象化し認めること から始 まります。心に取 り上
げてあれこれ取捨 是非比 較し詮索すること です。 此処が問題の震源 地です 。この瞬間に心の 大地
が揺れて波風が発 生する のです。
つまり実体の無い心の働きなのに、自己が有るために妄想・妄念・妄覚するのです。これが「受
想行識」です。だ から相 手が気に成るので す。対 立するから争うこ とにも なり、勝とうとし て色
々策略など邪念し て惑乱 ・葛藤して苦しみ が着い て廻るのです。先 ず是の 癖があること。つ まり
自己・自我の有る こと事 を能く自覚するこ とです 。「 受想行識」す るとは そういうことです 。是
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のことが分からな いから 、是れが当たり前 になっ ているのです。仏 の目か らすると、是れは 明ら
かに顛倒夢想して いるの です。
自分で出したぎ りぎり の結論でありなが ら確信 が持てなかったり 、或る 時は絶大な固執を して
全体を混乱させた り、又 或る時は訳もなく 不安と なり不満となった りしま す。何かが介在し 邪魔
をしているからで す。
何かとは自己で す。心 身の隔たりであり 相手立 てる癖です。是れ が大課 題なのです。
本来は実体が無 いので 、何を考えても、 感じて も思っても、それ 限りで 終わっているので 取 り
上げる者も無く、 取り沙 汰する自己も無い のです 。何もかもきちっ と始末 が付いてさっぱり して
いるのです。これ を「無 受想行識」と言う のです 。身心一如に目覚 めない 限り、受想行識は 妄想
・妄念・妄覚なの です。 次ぎも同じです。
「無眼耳鼻舌身意。無色声香味触法」
「眼耳鼻舌身意」 と「色 声香味触法」は我 々の心 身とその働きのこ とです 。「無」は条件も 手続
きも必要なく、こ れらを 無制限に遣い尽く して跡 形が無い事です。 これら 全ての機関は好き 嫌い
取捨無く、瞬間々 々「只 」機能してそこで 立ち所 に終わっている優 れもの です。今有って、 即無
いということです 。だか ら次々に、自由に 、条件 無しに眼耳鼻舌身 意が作 用できるのです。 この
簡潔にして跡形が 無い、 而も無制限に作用 するこ とを解脱と言うの です。 これが「無」の意 味で
け ば く

す。この真相を体得して、自らの 繋縛 を解き、空相を自由に使いこなすのが仏道です。これが「無
眼耳鼻舌身意。無 色声香 味触法」です。
「意」も実体は無 いので す。なのにその作 用は全 ての情報を取り纏 めるパ イロットです。道 であ
ることを知り、自 分が自 分であることを知 り、因 果の道理を弁え、 間違い を間 違いだと知る ので
「意」が「法」と 成るの です。
大事な事は「眼そのものが見ている」などと思って見てはいないということ。耳も「聞いてる」
などの念はないの です。 自由自在に「只」 見聞覚 知しているだけで す。自 己さえなければ眼 耳鼻
舌身意・色声香味 触法の ままで何事もない のです 。涅槃なのです。 我々は こうした天然の勝 れた
存在なのです。是 の事を 自得して大安心を 勝ちと るのです。
自己が有る限り ずっと 「受想行識」の練 り廻し となり、惑乱・葛 藤のリ ンクから解放され るこ
となく、心が定まる事がないために悪知悪覚によって六道四生から逃れることができないのです。
とにかく受想行 識・眼 耳鼻舌身意・色声 香味触 法を忘れて真剣に 坐禅す ることです。徹す れば
前後際断、即ち「 無」と なるのです。
「無眼界、乃至無意識界」。
此処は随分中を 省いて いるので、少し補 足しな いと分かりにくい 所です 。
眼耳鼻舌身意・ 色声香 味触法を六根六境 と言い 、合わせて十二処 になり ます。さらに眼に も耳
にもそれぞれの意 識界が 随伴するので、厳 密に云 うと六根・六境・ 六識で 十八界になります 。
そこで最初の「 眼界」 で代表し中の十六 界を「 乃至」と省略した のです 。そして最後の「 意識
界」を取り上げて 、意識 も実体が無く、無 為自然 の作用であり、全 てその 時限りの本当の様 子な
がら何も無いのだ 。本当 に見る時、見ると いう者 も無く、見ている 自分も 無いのです。此処 が問
題なだけです。色 々細か に取り上げては実 体のな いことを解いてい ますが 、要するに「隔た り」
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を取り身心一如に 目覚め なさい。徹し切っ て脱落 しなさいと言うこ とです 。
何故厳密な釈尊 が大幅 に省いたかという と、十 大弟子達はこのよ うな法 理は既に究めてい たか
らです。「お前達 、此処 がはっきりしない のは未 だ自己が有るから だぞ。 」と徹底を促した ので
す。
「無無明。亦無無明尽。乃至無老死。亦無老死尽。」
無明も無く、亦無明の尽きることも無い。乃至老死も無く、また老死の尽きることも無い。
「無」は空の別名です。実体のないことです。自己が無ければ無明は無いのです。自己が有れば
妄想・妄念・妄覚 します から無明です。自 己が有 る限り本当の事が 分から ないので、無明は 尽き
ることはないので す。是 れを「無明も無く 、亦無 明の尽きることも 無い。 」と親切を尽くし ての
説法です。
箸は箸です。徹 底箸で す。箸に自己は無 いので す。無我です。坐 禅は坐 禅です。坐禅は無 我で
す。是のことが何の疑団無く徹底臍落ちしなければ、なお無明です。自己が有ると言うことです。
徹すればその物自 体です 。この瞬間にその 物がそ の物の真相を教え てくれ るのです。
本来、坐禅も箸 も、光 明とか無明とかに 関係無 く、「只」坐禅、 「只」 箸です。その物自 体に
はその様な理屈は 一切無 いのです。徹底そ の物で 余物は無いと言う ことで す。坐禅に徹した 時、
坐禅によって自己 の無い ことを知らしめら れ、実 体の無いことが証 明され るのです。この一 大事
因縁を体得するの が坐禅 修行です。
「乃至老死も無く、また老死の尽きることも無い。」
老死は生老病死の 四苦 です。四苦も六 道四生も みな心であり煩 悩の様子 です。心身の隔 たりで
あり自己によるも のです 。即今底に成り切 る事は 老死に成り切るこ とです 。この時、老死そ のも
のには自己の無い ことが 分かり、自己が無 ければ 老死は無いと確信 します 。生老病死は人の 常で
あり尽きることは ありま せん。「老死も無 く、ま た老死の尽きるこ とも無 い」とは是の事で す。
受想行識も人の 常であ る以上は尽きるこ とはな く、眼耳鼻舌身意 も無く 、また眼耳鼻舌身 意の
尽きることもない のです 。徹し切って身心 一如に 目覚めた消息です から、 この論法は何れに も適
合します。
正しい修行は難行苦行することではなく、相手を見ず、余念無しに「今」「只」することです。
是れが生きた般若 心経で す。日々の生活の 全てが 法ですから、食事 の支度 も掃除も、片付け も洗
顔も余念無く「只」する時、「隔たり」が取れて法が入って来るのです。是れを「縁より悟入す」
と言うのです。
大切なことは、 とにか く何事も深く行ず ること です。深くとは徹 底とい うことです。
至道無難禅師は 、
「無色声香味触法 」を、 モトヨリナキ也。
「無限界乃至無意 識界」 を、前ニ同。
「無無明亦無無明 尽」を 、無明モナシ、又 無明ノ ツキテナキト云ウ コトモ ナ シ、元来ナキト 云事
ナキト思ウ事モナ カレ。
「乃至無老死亦無 老死尽 」を、前ニ同。
無 とも思わぬ時ぞ無 となる
思わじと だに思 わじな君

無とい うもあ たら言葉の障りか な
思わじと思うもも のを思 うなり
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む ち や く む と く

い む し よ と く こ

ぼだいさつた

え は ん に や は ら み た こ

実に簡明にして 端的で 面白い説き振りで す。字 眼はやはり「無」 です。

むくしゆうめつどう

う

く

ふ

おんりいつさい

てんどうむそう

くぎようねはん

し ん む け い げ む け い げ い こ

「 無苦集滅道 。 無智亦無得 。 以無所得故 。 菩提薩埵 。 依般若波羅蜜多故 。 心無罣礙。無罣礙故 。
む

無有恐怖。遠離一切。顛倒夢想。究竟涅槃。」
苦集滅道も無く、智も無く又得も無し。無所得をもっての故に。菩提薩埵。般若波羅密多に依
るが故に。心に罣礙無し。罣礙無きが故に。恐怖有ること無し。一切の顛倒夢想。究竟涅槃を遠離
す。
此処はとても面 白い所 です。「無」の集 大成で す。
「無苦集滅道」を 至道無 難禅師は、空ニ苦 ナシ、 集ナシ、滅ナシ、 道ナシ 。と全てを御破算 にし
ました。零を掛け たら全 て零です。坐禅は 零です 。坐禅に徹し切っ た時が 零です。零が仏 で す。
「只」です。山川 草木悉 皆成仏です。
釈迦殿よ。初転 法輪に 於いて、人生は是 の心身 が有る限り苦集滅 道だな どと言うて、泣く 子に
飴玉など嘗めさせ て上手 く泣き止めさせた が、こ の俺は欺されんぞ 。是の 呼吸の何処に苦集 滅道
が在るんじゃ。立 つ、歩 く、食べる、行住 坐臥、 喫茶喫飯の何処に そのよ うな汚らわしい者 が有
と本来の零を突 きだし て釈尊に詰め寄っ たの

るというのか。有 ると言 い張るなら、即今 此処へ 出してもらいたい 。「我 れと有情非情と同 時成
道。」と歓喜して 叫ばれ たが、あれは嘘で すか？
です。
釈尊は最初に四 聖諦と 八正道を説 かれま した。 最も有名なあの初 転法輪 です。その時は囚 われ
うけ が

苦しんでいる衆生の立場で話されたので、苦集滅道の説を皆ご尤もですと有り難く 肯 ったので
す。小学生には小 学生に 説く法があり、大 人には その向きの法があ るから です。是れを対機 説法
と言います。
此処では前言否 定して 裏腹に、苦集滅道 など無 いと断言したので す。だ から只では済まさ れな
いのです。あの釈 尊に二 枚舌有りと、後世 の愚か 者が迷はないよう にちょ っと正法のために 手当
をしておこうと言 う訳で す。
今、無難禅師に 正体を 暴かれ丸裸にされ た釈尊 は、横丁を向いて にこり として曰く、「だ から
本来は違うと言う てある 。即今底に苦集滅 道など は無いと、此処で ちゃん と理を言うておる では
ないか。」と言わ んばか りです。
「八正道」の中心 は禅定 を錬ることであり 、徹し て本来を体得する 。その 道を示されたのが 是の
心経です。その理 りとは 「無」の「苦集滅 道」で す。これが釈尊の 真骨頂 であり真髄です。 「苦
集滅道」を超越し た真の 境界です。徹すれ ばこの 道が明らかに成る 。つま り心身を忘れて即 今底
に安住し切れば、 自ずか ら苦集滅道は方便 であっ た事が分かるので す。
自らの意志で修 行を目 指してさえ、なか なか坐 禅に没頭できるも のでは ないのです。しか し好
きなことや得意な こと、 或いは勝負事は寒 さも空 腹も眠気も忘れて 没頭し 夢中になります。 嬉々
として徹夜も平気 でしま す。ところが厭な ことや 辛いことは、いち ゝゝに 意識辺が着いて廻 りま
す。
平素はその様な 気持ち は無いのに、自然 に不満 や嫌悪感が沸き起 こるの です。ましてや理 不尽

- 30 -

な命令などとなる と心身 共にくたくたに成 り、し かも相応しい労い の言葉 も処遇もなければ 、腹
に不気味な一物が 居座っ て何時までも毒気 を垂れ 流すのです。自分 でも不 愉快ですか ら忘れ たい
のですが、知性の 領域で はないので思い方 、考え 方では解決出来な いので す。その領域は知 性も
理性も届かないの で、妙 なものが信念にな ると実 に厄介なのです。 信念に 成ったものはなか なか
取りきれるもので はない のです。
何故なら生命維 持本能 の領域だからです 。その 本能には天敵観念 があり 自己絶対・他否定 に働
くのです。此処に 焼き付 けられたものは生 存の危 機に関わる本能で すから 、意識ではなかな か処
理できないのです 。その 一物は声でも姿で も縁に 遇えば何時でも忽 然と現 れ、自分を護るた めに
敵視する一物だか ら厄介 なのです。
是れこそ苦楽共 に実体 が無い証しであり 、心と すべき者が無い証 拠です 。無いのに是れま たど
こからともなく現 れるの が自我・我見の凄 まじい 所です。
では、自我・我 見の無 い自分とはどのよ うな心 なのか。「今」「 只」の 心。空っぽの心で す。
好き嫌いや是非な ど、自 分の見解や気持ち に囚わ れない心です。実 体が無 いことを明らかに した
心です。是の心境 を境涯 辺と言い、知性に よる理 解とか想像などで は思い も及ばないのです 。何
も無い心だから不 変なの です。是れを簡単 に解脱 と言いますが、得 るのは 簡単ではありませ ん。
心身の「隔たり」 を取り 、元の身心一 如に 目覚め なければ体得出来 ないの です。
参禅弁道はまさにそのための努力です。昼夜を問わず、素直に即今底に参じることです。「今」
「只」することで す。努 力を怠らねば自然 に禅定 と成り、徹する時 節が訪 れるのです。本当 に身

い む し よ と く こ

を捨てて求道する 時は昼 夜は無いのです。 是れが 菩提心です。行深 般若波 羅密多です。

む ち や く む と く

「無智亦無得。以無所得故」
智も無く又得も無し。無所得をもっての故に。
至道無難禅師は 、
「無智亦無得」を 、空ニ 智ナシ、ウルコト ナシ。
「以無所得」を、 云ニ及 バズ。
徹し切って「只 」に達 し、知るべき者も 得る者 も無く、一切が絶 えたの 意です。何時も一 杯一
杯だから言うこと も思う 事も得る物も何も 無いの です。
食べているでは ないか 。歩いているでは ないか 。「今」それをし ている ではないか。箸で 摘み
口に運ぶ。口に入 れば咬 む。是れ自体が真 実であ り法ではないか。 「今」 「今」で一杯々々 では
ないか。他に何が 有る。
更に「智」るべ き何か が有るように思っ たり、 それ以外に「得」 るべき 物が有りそう に思 った
りする癖が自我・ 我見で あり妄想・妄念・ 妄覚で す。この癖を取る ための 坐禅修行です。
徹し切らないと 、意識 の片々が邪魔をし て無意 識の囚われと成る のです 。是れが阿頼耶識 と言
う魔道です。能く 能く気 を付けよと、我々 にも厳 重注意していると ころで す。

え は ん に や は ら み た こ

し ん む け げ

とにかく只管打 坐と只 管活動で練り上げ るのみ です。

ぼだいさつた

「菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。」

- 31 -

菩提薩埵は般若波羅密多に依るが故に、心に罜礙無し。
菩提薩埵は又摩訶薩埵です。薩埵は菩提と同じで、菩提道心であり求道心又求道者のことです。
確かに即今底を 行じた 故に隔てが取れた 。「般 若波羅密多に依る が故に 」です。だから心 に何
の問題も起こらな くなっ た。と言うのが「 心に 罜 礙無し」です。罜 礙は妨 げです。一点の障 りも
無くなり「只」に 成った と言うことです。
祖師方と凡夫の 違いは 、心身の隔てが有 るか否 かです。念を起こ すか否 かです。連続性が 有る
か否かであり、相 手立て るか否か、「只」 か否か です。つまり自己 が有る か否か、徹したか 否か

け

げ

こ

む

う

く

ふ

です。何れも一つ 事です 。だから一つ事に 成り切 れば全てが解決す るので す。

む

「無罣礙故。無有恐怖。」
罜礙無きが故に、恐怖有ること無し。
将に言うに及ばずです。水を飲めば渇きが癒える。満たされれば何の憂いも不満も無いのです。
それで満つること を涅槃 というのです。坐 禅ばか りに成った時が満 です。 自己が無くなった 時で

てんどうむそう

くぎようねはん

す。坐禅がこれを 証明し てくれるので、坐 禅に徹 し切れば良いので す。

おんりいつさい

「遠離一切。顛倒夢想。究竟涅槃。」
一切の顛倒夢想、究竟涅槃をも遠離す。
この句は、最初 の「五 蘊皆空と照見する 時、一 切の苦厄を度す。 」に呼 応していますが、 是れ
は之です。是れで 徹底し たのです。
「顛倒夢想」とは 、名相 や語句 や概念、思 想など に囚われる悪い癖 ですが 、即今底が手に入 った
らこれが決定的に 無くな った。涅槃は究極 であり 無上ですが、即今 底は本 来であり当たり前 です
から涅槃とすべき 者もな いのです。当然顛 倒夢想 も究竟涅槃も綺麗 に無く った。本当の「只 」に
到り大悟徹底した のです 。
道元禅師帰朝し て曰く 、「空手にして郷 に帰る 。一毫の仏法無し 。唯眼 横鼻直なることを 認得
す。朝々日東に出 で夜々 月西に沈む。鶏は 五更に 向かって啼き、三 年一閏 に逢う」。
「只」に成って帰 朝した 。法もまた空じた ので仏 法らしきものは何 も無い 。ただ眼は横に連 なり
鼻は立てに成って いる当 たり前のことが得 心でき た。朝になると間 違いな く日は東から出て 、毎
夜月は西に沈む。 三年経 つと閏年が訪れる 。昔も 今もこれからも、 それが それであり、是は 此れ
であると。
おお よそ

無門曰く、「 大 凡 参禅学道は切に忌む。声に随い色を逐うことを。」参禅弁道する者は特に見
聞覚知に囚われて はなら ぬ。心身を忘れて ひたす ら即今底に参徹せ よ。「 今」「只」せよと いう
ことです。
即今底の意、作 麼生。 飯に逢えば飯を喫 し、茶 に逢えば茶に応ず 。我が 這裏、仏法なし。 参。
「三世諸仏。依般若波羅密多故。得阿耨多羅三藐三菩提。」
三世の諸仏は般若波羅密多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得給えり。
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三世の諸仏祖師 方は、 既に脱落して「只 」に成 った人。即ち成来 の仏で す。今行じている 我々
は将来の仏、つまり当来の仏です。得た人も、是れから得る人も「般若波羅密多に依るが故に」、
つまり即今底に参 徹して 阿耨多羅三藐三菩 提を得 るのです。
経に曰く、「諸法は因縁より生ず、因縁より生ずるが故に去来無し。去来無きが故に処住無し。
処住無きが故に畢 竟空な り。是れを般若波 羅密多 と言う。」と。
是れ以上の真理 も法も 悟りも無いのです 。遂に 「阿耨多羅三藐三 菩提を 得た。」無上正等 正覚
に達した。悟りの 垢も取 れて大成したと言 うこと です。祖師の如く 成るに は、祖師の如く只 管を

みよ うし ん

錬るのみです。只 管の時 、何れも仏の時節 です。

ぎよ うざ ん

仰 山 下に 妙 信 尼あり。時に蜀より十七名の修行僧、明日仰山に問わんと欲して妙信尼の坊に
めく らろ ば

一 宿 す。 そ の 夜 話 、六 祖 風 動 幡動 の 話 を 論 ずる を 聞 き て、 山 主 の 妙 信尼 曰 く 。 「十 七 頭 の 瞎 驢
惜しむべし。仏法 未だ夢 にだも見ざるあり 。」と 。是れを聞いた蜀 僧、威 儀を正して意を問 う。
尼曰く、「近前来 。」も っと近くへ来いと 。僧、 近前す。尼曰く、 「是れ 風動に非ず。是れ 幡動
に非ず。是れ心動に非ず」と。この一声に時節純熟した十七の蜀僧、みな了悟して仰山に逢わず、
辞して蜀に還る。 みな阿 耨多羅三藐三菩提 を得給 えり。般若波羅密 多に依 る。
遠方より来る道 中、全 てを忘れて「只」 歩いて きたからに相違な いので す。只管歩行、有 り難
こう てい

きかな。徳山に参ずるべく川向こうまで来た 高 亭 は、出迎えてくれた徳山の打ち振る扇子を見て

どう

さえ

大悟した。一切明 瞭した から用が無いと、 高亭は その侭行ってしま った。 道中ひたすら歩行 に成
り切っていた結果 です。
きや つこ んか

仏道は人々の 脚 跟 下 なり。道 に 礙 られ当処に明了。悟に礙られ当人円成す。何時も即今底なれ

ぜだいじんしゆ

ば、何時何処で打 発する か分からぬ 。今は 常に時 節だからです。

こ ち は ん に や は ら み た

「故知般若波羅蜜多。是大神呪。」
故に知る。般若波羅密多は是れ大神咒なり。
「故に知る」とは間違いなく体得したと言うことです。般若波羅密多は是れこそ無上道であり、こ
れ以上の願はないと自覚したのです。「神」は自由自在の働きを意味し、将に解脱の智慧は神通力
であるぞと。
「呪」は祈祷とか まじな いで、願いが叶う よう祈 ることです。契当 を意味 し、心と身、思う こと
と行為とが一致し た。つ まり願ったことが 叶うこ とを言うのです。 これが 「大神咒」です。
今や全て有りの 侭が微 塵の疑いもなく頷 ける。 立つことも座るこ とも、 見ること聞くこと 、心
のまま、自由自在となった。即ち身心脱落ほど尊いものは無い。今、是の大目的が叶ったのです。
ここを至道無難 禅師は 「言ウニ及バズ」 と一括 処理しました。今 更何を 寝言を言っておる のじ
ゃ。眼は初めから 眼では ないか。山は山。 眼横 鼻 直ではないか。他 に何が 有るのじゃと。徹 底本
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来からの決裁です から手 が付きません。は い、さ ようならと潔く退 散、退 散。
底意は、是の真 実を知 らねば活きた屍だ ぞ。そ のためには即今底 に徹せ よ。それが「般若 波羅
密多」よ。解脱を 得さえ すれば宝の山を自 由自在 に出来るのだ。本 当に徹 して眼を醒ませと 言っ
ているのです。以 下、本 旨は皆同じです。
「是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。」
「是」は「これ」と言う指示代名詞です。阿耨多羅三藐三菩提（無上正等正覚）を指しています。
つまり脱落のこと です。
僧百丈に問う。 「如何 なるか奇特の事」 。
丈曰く、「独坐 大雄峰 」。
僧礼拝す。
丈即ち打つ。

と

これ碧巌録第二 十六則 の話です。いささ か力を 持った僧が百丈禅 師に問 うた。百丈を試そ うと
いう意図です。こ うした 問いを検主問と言 います 。
老師、一つお聞きして見るんですが、世の中で一番の摩訶不思議なこととは一体何ですか？

知り切っていてと ぼけて 聞いたのです。怪 力神通 などを奇特とは言 わない のです。因果を無 視し
法を自在にするこ とです 。「只」の働きで す。

たものは真理では ないか らです。
では奇特とは何 か？

百丈曰く、独坐 大雄峰 と。只、どくざだ いゆう ほう、の一声ある のみで す。その他何者も ない
のです。
俺が此処で坐禅 するこ とだ、と言う文字 面です が、百丈禅師には そのよ うな意図的なもの は無
いのです。ただ、 口から そう発せられたま でです 。洞山の「麻三斤 」、趙 州の「無」又「庭 前の
柏樹子」、雲門の 「乾屎 瀘ー糞掻きへら」 等等み な然り。釈尊の拈 華・迦 葉尊者の微笑も同 じで
す。ここがはっき りした ので願いが叶った のです 。
この僧、「只」 聞いて 何とも思わず「只 」礼拝 した。見上げたも のです 。此の僧、一隻眼 を具
していたので、自 己も百 丈も無い。綺麗な 者です 。
百丈は何んとも 言わず 、「只」ぴしゃり と打っ た。是、不是を超 越して いて何者も無い。 空と
空の出会いは是の 如し。 何も無いから縁次 第で何 にでもなる。この 「只」 の働きを奇特の事 と言
うのです。これが 法です 。
今この奇特の事 が明ら かになった。即ち 一切の 苦厄を度し終わっ た、体 達したと宣言した 歓喜
の一声が「無上呪 」「大 神呪」「大明呪」 「無等 等呪」です。
これも無難禅師 は「言 ウニ及バズ」と。 陽は東 から昇り、西に沈 む。そ んな当たり前の事 を今
更気が付いて「大 神呪」 「大明呪」「無等 等呪」 などと騒ぎ立てる な。そ んな事に感心して いる
場合か。珍しいこ とでも 有り難いことでも ないぞ 。今更恥ずかしい から口 にするなと。とて も大
きな慈悲です。大 慧が碧 巌の版を焼き捨て たにも 似たるかな。
上ばかり向いてい ては般 若が泣きまするぞ 。と

白隠禅師は、「 脚根下 又ソモサン。我ガ 為ニ最 下底ヲ拈ジモチキ タレ」 と。般若を無上じ ゃと
讃歎して言われる が、般 若に上下があるの か？

横槍を入れて後世 の我々 に即今底こそ「大 神呪」 「大明呪」じゃな いか。 般若ではないか。 他を
探してはならぬと 自覚を 促して、更に大上 段より 、「是の俺は無上 般若は 要らぬ。その替わ り最
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下底の般若を、即 刻出し て見せよ」との厳 命です 。言葉や文字に就 いて廻 っては般若が汚れ るの
で即今「大神呪」 「大明 呪」などの飾り物 を打ち 消して「只」たら しめ、 法の円満を計った ので
す。
さあ、白隠禅師 にどう 答えるか？
「只」に無上も第 二、第 三もない。最高も 最低も ないのです。いち いち宇 宙大です。これ無 上に
して最高に非ずや 。「只 」に成れ、「只」 に成れ 。
無等とは比べる 物無し 、等しき物無しで す。独 立独歩、天上天下 唯我独 尊です。何一つと して
同じ物はなく全て 無等で す。「今」じゃ、 「今」 じゃ。これもそれ も「只 」を讃歎した語で す。
皆、観自在菩薩 と互角 にて小気味よし。 因みに 白隠禅師の師は正 受老人 、正受老人の師匠 が至
道無難禅師です。
「能除一切苦」。
能く一切の苦を除く。
是れも冒頭あたり の「 一切の苦厄を度 す。」に 呼応した論法で 、到り得 たことです。そ もそも
過去心不可得、現 在心不 可得、未来心不可 得です 。除くべき苦など 、何処 にも無いことが本 当に
分かったと言うこ とです 。成り切って自己 の無い ことです。次も同 じ事で す。
「真実不虚」。
真実にして虚ならず。
真実とは不純物 の無い 、純粋にしてあり のまま です。即今底です 。食べ るは食べる。歩く は歩
く。坐禅は坐禅で す。水 は水にして火に非 ず。虚 であるはずがない のです 。
だから既に充分です。「妄想を除かず、真を求めず」。「別に聖解無し、ただ見を息むべし。」
とあります。取り 除く物 も無く、求める物 も無い 。能く気を付けね ばなら ないところです。 即今
底に徹底して自己無き消息を体得すれば、初めから真実にして虚ではないことが明瞭するのです。
参。
「故説般若波羅密多呪。即説呪曰」
故に般若波羅密多の呪を説く。即ち呪を説いて曰く。
既にそれがそれ だ。飯 は飯、汁は汁です 。堂々 と手に入れたので 、堂々 と飯も汁も食べた 。 是
れが般若波羅密多 であり 真実であり、どう しても 即今底であると行 き着い た。もう終着点で す。
今や為すべき事 も得る 物も絶え、知るべ き事も なく、これ以上説 ことも 伝えることも無い ので
す。全て尽くし切 って、 確固たる大法を確 かに体 得して仏道は成就 したの です。
その事を簡潔な 呪文に 纏めた。「故に般 若波羅 密多の呪を説く」 です。
そし やく

「即ち呪を説いて曰く。」説いて聞かせるから、是の呪を能く 咀 嚼 してみよ。仏の言うことには
一つの無駄もない ぞと。
「羯諦羯諦。波羅羯諦。波羅僧羯諦。」
鳩摩羅什も玄奘 三蔵も 漢訳しなかった語 句です 。ここは端的にこ のまま が一番良いのです 。
カアー、カアー はカア ー、カアー。ワン ワンは ワンワンが真実で あるよ うに、ギャーテー ギャ
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ーテー。ハーラー ギャー テー。ハラソーギ ャーテ ー。このありのま まが摩 訶般若波羅蜜多で す。
この事がはっき りした か、否かです。つ まり即 今底が本当に手に 入った かどうかです。
梵語の「ギャー テー」 は、去と度の二義 があり 、概念としては過 去に属 する言葉とか。既 に結
果だと言うことで す。遂 に成し遂げて決着 した。 度し終わった。解 脱した 。 「只」に成った 、と
言うことです。
我れと有情非情 と同時 成道、山川草木悉 皆成仏 と叫ばれた釈尊。 言葉を 換えれば、天地と 同根
万物と一体であっ た。自 他が無くなり、全 てが大 円成した。
「ハーラーギャー テー」 。波羅とは波羅密 多で、 ぶち抜いた。成し 得た。 本来を得た。本当 の今
に目覚めたという 意です 。事究竟です。
「ハラソーギャー テー」 。のソーは、普く 、みん なです。皆共に真 理を悟 った。全て解脱し た。
このように余り に多義 を有し深さをもっ た言葉 故に、呪文として 扱った のです。到り得た 涅槃
寂定・解脱の世界 は言葉 では言い表せない し、又 理解できないので 、三蔵 はそのことを正し く伝
えんが為に取った 策です 。求道の途と、到 り得た 結果とを明確にし た素晴 らしい方法です。 次で
いよいよ最後です 。
「菩提薩婆訶。般若心経。」
菩提は道、真理で す。 薩婆訶は、速や かにと成 就と直入の三義 を含み、 忽ち普遍の真理 に達し
た、という意味で す。即 今底即涅槃であっ た。今 その事がはっきり した。 身心脱落したと言 うこ
とです。「即心是 仏」と 言うも同じです。 般若心 経はその事を説い てあり 、且つそれを体得 する
道を示しているの です。
この羯諦、羯諦 、波羅 羯諦、波羅僧羯諦 、菩提 娑 婆訶を総じて訳 せば、
「とうとうぶち抜 いた。 （悟った）。痛快 にやっ た。確かに解脱し て皆共 に真理に達した。 かく
して仏の道は成就 した。 目出度し、目出度 し。将 に万々歳だ。」
釈尊の真意は全 ての人 を解脱させること です。 八万四千の法門全 てがそ うです。そして全 ての
祖師方がそうであ り、全 ての経典・祖録が そうで す。要約すれば、 般若波 羅密多（即今底） を徹
底行じなさいとい うこと に尽きるのです。
道元禅師曰く、 「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。」と。結果 は行じ て後の様子です。 参。
辨道話に曰く、 「諸仏 如来、ともに妙法 を単伝 して阿耨菩提（無 上道） を証するに、最上 無爲
の妙術あり。これ ただほ とけ仏にさずけて 、よこ しまなることなき は、す なはち自受用三昧 その
標準なり。この三 昧に遊 化するに端坐参禅 を正門 とせり。」と。
坐禅は只管打坐 が標準 です。思慮分別の 入る余 地なく、見聞覚知 の六塵 、六境が入る隙間 の無
い打坐です。フイ フイと 折々出て来る念は 、その まま只管打坐に吸 収され て禍にはなりませ ん。
とにもかくにも心 身を忘 れて、昼夜を問わ ず坐禅 を専らにすること です。 又、四六時中、為 すべ
き事を単一にする のです 。掃除の時は掃除 に徹し て、掃除無き掃除 をする のです。只管掃除 、只
管活動です。身心一如。無爲端的の法門は斯くして仏祖より単伝するのです。見よ、眼横鼻直を。
誰か眼横鼻直なら ざる。 参。
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茶話会
老 師・・

先般は心境 の進んだ 古参 ばかり でし たから、 みん な本当 に能 く只管を 錬っ ていまし

た。しかし徹し切 る時節 を目前にして下山 しなけ ればならないのが 残念で す。こうして仏が 生ま
れる時節を前にし て障道 の因縁が現れる。 世の常 ですが誠に残念な ことで す。徒に時間が掛 かる
のはその為です。
初めはどうして も禅の こと、法のこと、 悟りや 見性のことが気に なり、 それを知りたくて 仕方
がないものです。 こうし た願望を追及しま すと、 知らずして語句を 漁り、 法我見の魔道に落 ちて
しまいます。心境 は進ま ないが理屈だけは 分かっ てくると言う厄介 な時で す。
ところが何も分 からな いままに、とにか く坐禅 をする。とにかく 呼吸に 専念することです 。見
失っても見失って も坐禅 に還ることです。 呼吸に 還ることです。こ の努力 を怠らねば早晩こ れが
坐禅、是れが呼吸 だと、 念の無い事実に気 付きま す。
この念の無い事 実を徹 底護るのです。是 れが只 管 功夫です。その 他のこ とは何もしてはい けま
せん。やがて散漫 も治ま り、心身が次第に 親しく なり楽になってい くので す。それは修行の 功徳
であり光明です。
未だチラ チラ念 が出沒 しま す。け れども 確かに 言え ること は、念 が出る 一瞬 が分

道場から帰った ばかり のお二人に、修行 の様子 を聞かせて貰いま しょう か。
参禅者Ａ・・

かる様になったこ と。こ のことは修行者と して一 つの明解な区切り じゃな いかと思います。 歩い
ている時もパッと 出ます が、その不自然な 様子が とても能く分かる ので、 直ぐ今の事実に戻 って
います。
このように明確 な修行 が出来るようにな りまし たので、どのよう に修行 すればと言った疑 問が
すっかり無くなり 、単調 になったと言うか とても 楽になりました。
老 師 ・・ それだけの光明を得たのですから、益々深く、油断無く行じ尽くすことです。
・・

そうです 。歩く 時は 「只」 歩く が 法であ り真 実です 。他 に 何か付 随し ていた ら二

参禅者Ａ・・ しつこく御聞きするんですが、歩く時は呼吸も関係なく「只」歩行ですね。
老 師

人づれの修行とな り、徹 し切れませんから 能く注 意して下さい。と にかく 成り切るためには 単一
になってそのもの 自体に のめり込まなけれ ばいけ ないと いうことで す。こ れが成り切るため の原
則です。一心不乱 に「只 」するのです。一 つにな るとは徹すること です。
参禅者Ａ・・ 成り切りやすいようにするには、単一化して一心不乱に「只」することですね。
そうしま したら 百人 の「今 」が あ り、百 人の 修行方 法が あ って当 然だ し、そ れに

老 師 ・・ その通りです。
参禅者Ａ・・

貫かれておる原則 は「只 」することで良い のです ね。その方法は人 々勝手 次第ということで 、歩
くのも速い人もお れば遅 い人もおる。遅速 や内容 に関係無く、その 事のみ に陶酔して余念の ない
事が主眼ですね。
深く信じ ること によ って宗 教間 で の争い が起 きるの は、 根 元的な 違い が有る から

老 師 ・・ 全くその通りです。徹した時が見性です。
参禅者Ａ・・

・・

そうです 。神や 仏を 信じる こと は 大切な こと です。 患悩 の 心、邪 悪な 心を見 透か

ですか。例えば自 己を越 えるための「只」 の努力 ではなく、想像し 画かれ た世界を信じて求 める
とか。
老 師

す存在だからです 。祟り や裏切りへの怖さ が心の 暴走を鎮めてくれ るので す。しかし、自己 から
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起こる固執した特 定な絶 対観は、根本が自 我です 。過去世の業障を 引きづ り三毒に侵されて いま
す。その危険に気 付かな い信仰は怖い こと が起こ る要素なのです。
信ずる自己自信 が常に 問題であり、諸悪 は自己 の内に有ると気付 かせる のが本当の宗教で す。
それだけでは不充 分で、 きちっとした具体 的な解 決策をもった宗教 こそ、 人類に必要な道で あり
法です。絶対信仰 の自己 は他否定の心を携 えてい ることが多く、そ うした 人は対立を免れる こと
は難しいのです。 しかも 深い所に究めて残 虐な精 神が発生する心の メカニ ズムがあるのです 。
信仰を裏切ったとして、神が平然と人を焼き殺すはずはありません。是れが権力と結びつくと、
人間として最も卑劣な行為が公然と行われてしまうのです。戦争より非道です。是れが邪教です。
歴史を見れば分か ること で、充分に気を付 けなけ ればなりません。
仏道修行は信ず るので はなく、この心身 を捨て て純一に行ずるこ とが主 眼であり全てです 。こ
のことを深く理解 できれ ば修行に迷うこと はない のです。何故なら 、他を 見ず、「今」「只 」真
というこ とは、 間違 いを起 こす 根 本要素 は心 身の「 隔た り 」によ って 起こる 自己

剣に行じておれば 良い、 と言う信念が具わ るから です。
参禅者Ａ・・
ですね。成り切っ て自己 を忘じ切った時、 「隔た り」が無くなり身 心一如 となったその時、 この
心身に纏わり付い ていた 過去世の癖が無く なり、 真実がはっきりし て真に 自由になると理解 して
宜しいですか。
自己を根 本にし た信 仰や信 念は 固 執であ るか ら危険 なの だ と言う 事が 能く分 かり

老 師 ・・ その通りです。
参禅者Ａ・・

ました。信を起こ す自己 そのものを捨てる 。その 為の坐禅修行なの だと言 う事もはっきりし まし
・・

仏道修行 は自己 を捨 て尽く す努 力 です。 です から心 の癖 が 取れて 、結 果とし て解

た。有り難うござ いまし た。
老 師
脱するのです。成 り切る とはそういう絶大 な世界 に目覚める道です 。
（小森さんは禅定 に入り 、只管そのものに なって い た。他の一切が 無くな った状態であった 。老
師が足早に小森さんのそばへ行き、「喝！」と大喝する。その後、小森さんはゆっくりと、手を
静かに挙げ、左に 右に動 かすのみ）
老 師 ・・ 今の彼の様子が明々白々に分かる人。言ってご覧なさい。どうじゃ！
・・

よろしい 。「只 」そ うして いる だ けです 。見 た通り で、 言 う必要 が無 い。そ れが

参禅者Ａ・・ 今の彼の行動が全てで何もない、只それだけです。
老 師

そのままだから説 明の余 地がない。ここが 修行の 要です。日々この ように 念の無い一点を見 失わ
今の方の心境なんですけども、明日も明後日も続くものなんでしょうか。

ないように努力し てくだ さい。
参禅者Ｂ・・

老 師 ・・ 「今」は続くんですか、どうですか？
・・

その通り 。その 心境 がずっ と継 続 するか どう かとい う問 で すが、 固定 した心 など

参禅者Ｂ・・ 「今」は「今」ですが、「今」は既に在りません。
老 師

無いことは分かっ ている でしょう。
・・

しかし自 分にと って 都合が 良い 、 気持ち が良 い場合 、そ れ がずっ と続 くこと を願

参禅者Ｂ・・ はい。
老 師

ったり求めたりす るもの です。これが自我 ・我見 であり、拘りであ り妄想 ・妄念・妄覚です 。要
するに囚われです 。この 有り得ない事を願 う癖を 解決するのが仏道 修行で す。「今」だけに 成る
ことです。しかし 徹しな い限りこの癖は決 して落 ちませんから、弁 道功夫 をゆるがせに出来 ない
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のです。
参禅者Ｂ・・
・・

能く分か りまし た。要 する に即念 を徹底 守り切 るこ と。思 惑や想 念の余 地の ない
その通り です。 余念 を入れ ぬよ う 縁に成 り切 る努力 です 。 是れが 只管 功夫で す。

「今」を錬るのが 禅修行 ですね。
老 師
全て縁だ から何 事も「 今」 「只」 淡々と するの が只 管功夫 である ことが 本当 に能

「今」「只」です 。
参禅者Ｂ・・
・・

良かった ですね 。只 管とは 縁自 体 ですよ 。そ のもの 自体 は 是も非 もな く、過 不足

く分かりました。
老 師
が全くありません から何 時もちょうど好い のです 。是れを極楽とい うので す。
ここに極楽の話 が出ま したので、少し蛇 足しま す。普通は極楽を 理想郷 として空想します 。忍
耐も苦痛も努力も 必要無 く、望んだことは 何でも 叶えられるような 世界と して。
若し有ったら地 獄です 。確固たる因果が 無い為 、大混乱が起こり ます。 大混乱は別として 、退
屈し空虚だし忽ち 飽きて しまいます。
何故なら何時も 満服で は何も食べられん でしょ う。お腹は空かな ければ いけないのです。 何で
も叶えられたら自 分の希 望や技術など、持 ってお る能力や理想を発 揮し試 すことができない ので
す。味わえないの です。 だから自分の存在 意義が 何処にも無いので す。
試したり発揮するためにはそれだけの条件が必要です。不可能を可能にするから愉快なのです。
その為の研究努力 は希望 であり理想です。 何事が 起こるか分からな いから 注意もいるし、忍 耐も
妥協も諦めも苦し みも存 在する環境が必要 なので す。そうした条件 がある からこそ満たされ る要
素が整っているの です。 まさしくこの世界 しかな いのです。此処に 於いて 縁に成り切って自 己の
無いことが、これ こそ本 当の極楽世界なの です。
したがって極楽 は彼の 岸に有るのじゃな い。自 分自身、「今」是 の様子 なのです。理想郷 など
を妄想・妄念・妄 覚した 途端に即今底を見 失って 地獄になるのです が、安 住すれば即極楽で す。
地獄も極楽も自分 の心境 次第と言うことで す。そ の事が分からぬだ けです 。六道は地獄・餓 鬼・
畜生・修羅・人間 ・天上 ですが、天上界が 迷いな のは、良いことば かりの 空想世界だからで す。
天上界を悟りと勘 違いし ないようにして下 さい。
現在の環境は子 供にと って究めて不幸で す。物 に於いては殆ど叶 えられ ているため、忍耐 も努
力も我慢も育たな いので す。自分で幸せに なるた めの力を養う条件 が無い と言うことです。
努力できる自分 。創意 工夫し、真似て失 敗して そこから学ぶ。そ の達成 感は他からは得ら れる
ものではないので す。つ まり、真剣な自分 。耐え ている自分。汗し ておる 自分。それを味わ える
のは自分自身です 。何時 でも何処でも自分 です。 是の事を親がして 見せて 、やらせてみて、 如何
なる境遇であろう とも最 善を尽くす精神を 培うこ とです。是の環境 条件が 有って人らしく育 つの
です。
是れが人として 生きる 正しい信条ですか ら、宗 教者は勿論、教育 者も親 も、社会全 体、未 来を
担う子供達にはも っと根 本的なところに注 意を払 って欲しいもので す。
参禅者Ｂ・・ 今までその様な説法を聞いたことがありませんでした。着眼がはっきりしたので一
層良く分かりまし た。「 今」「只」するこ とは今 に安住することで あり、 即今底そのものが 極楽
・・

縁に任せ て心を 動かさ ない 。是れ が徹す るです 。こ れだけ です。 是れが 「只 」で

であることが能く 分かり ました。
老 師

す。「只」が極楽 です。

- 39 -

・・

徹しない 限り臍 落ちし ませ ん。徹 底する と何故 納得 するか という と、分 から ない

参禅者Ｃ・・ 能く分かりました。
老 師

まさにそ うです 。何故 か、 という 精神行 為は全 ての 疑問と 思考の 源泉な ので す。

やはりそ うです か。 何故か と考 え ること も妄 想・妄 念、 つ まり拘 る自 分が有 るか

という自分が無く なるか らです。つまり擬 議や不 審の念が無くなる から自 然に安住するので す。
参禅者Ｃ・・
・・

らですね。
老 師
早く心の 癖を落 とすに は、 どんな 疑問が 出ても 無視 して「 今」「 只」の 努力 です

ですから心意識や 念想観 の運転を停めない と、想 念し続ける心の癖 は取れ ないのです。
参禅者Ｃ・・
その通り です。 仏であ れ親 であれ 、出て 来る者 は全 て妄 想 ですか ら、そ れを 捨て

ね。
・・

老 師
る努力こそ仏道修 行です 。要点は一つに成 り切る ことです。他の全 てを捨 て切ることです。 捨て
切ることが徹する ことで す。つまり自分を 忘れる ことです。
参禅者Ｃ・・ 分かりました。有難うございました。
・・

余念無く 一心に 「只 」食べ るこ と です。 畜生 のよう にお 腹 かへ入 れる 作業で はな

参禅者Ｄ・・ 食べるときの心得を教えて下さい。
老 師
く、本当に一噛み を真剣 にすることです。 これを 成り切ると言うの です。
修行の主眼は身 と心を 一つにして菩提を 究尽す ることです。一心 に「只 」することです。 その
ためには、噛みな がら箸 を無闇に動かさな いこと です。噛む時は噛 むだけ ですから、他の一 切の
行為を停止する事 です。 要するに単純化す ること です。この努力に よって 無意識に作動する 動物
的本能行為を改革 するの です。精神構造を 根元的 に大変革する事な のです 。
そのポイントが 一瞬で あり「只」にある のです 。動物的食事を改 め、注 意深く一心に「只 」食
つまり食 事のみ なら ず全て にわ た って注 意深 く「只 」す れ ば良い と言 うこと です

べることです。端 的に言 えば、食事一つが まとも に出来なければ、 禅を語 る資格はないので す。
参禅者Ｄ・・

その通り です。 全て と思わ ずた つ た「今 」だ けです 。本 来 全て道 だか ら愚直 に努

か。
・・

老 師

力しておれば自然 に開け ていくのです。心 は一つ ですから、何でも 一心に して居れば行き着 くの
です。
・・

そうです 。信じ て素 直に行 ずる し かない ので す。非 常に 専 制的な 言い 方です が、

参禅者Ｄ・・ 言われるとおりに、真剣にやればいいと言う事ですね。
老 師
実際にそれしかな いので す。
医術でもスポー ツでも そうですね。学ぶ ために は信ずる先生に従 って、 言われるままに努 力し
て習得するしかな いでし ょう。己を捨てて 学ぶし かないし、本当に やろう と思ったら本当 に 教え
てくれる人に付かなきゃいけないのです。本当に体得させようと思ったらぐずぐず言わずに、「こ
れをやれ！」と言 うだけ です。そのことを ひたす ら実行するしかな いので す。だから道に厳 しい
人ほど良いのです 。
・・

そうです 。はじ めか ら己を 捨て て います から 、癖を 捨て る には好 都合 なので す。

参禅者Ｄ・・ そこにおいて馬鹿になると言うことですか。
老 師

馬鹿になって素直 の極を 行けばいいのです 。自分 があるとそれが対 立して 決して馬鹿になり 切れ
ません。「只」すればいいのですから、思いようではこのくらい楽で有りがたい事はないのです。
心に何も無い、大 馬鹿が 実は本当の聖人な のです 。虚偽の無い無心 が聖人 です。
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参禅者Ｄ・・ 「今」「只」になることは大馬鹿になること。それが聖人ですか。
くどいよ うです が、 結局、 今、 現 実この 瞬間 しかな い。 こ の真相 を体 得する ため

老 師 ・・ そうです。
参禅者Ｄ・・
・・

その通り です。 徹し た時、 徹し た 証が有 るの です。 体得 し た自覚 です 。是れ が仏

の修行が即今底で あり、 本当に徹した時、 解脱し た時ですね。大馬 鹿に成 った時ですね。
老 師
法の命です。
しかし「今」や 「只」 が在ったら本当に 徹せら れないので解脱出 来ま せ んよ。だから「只 」を
軽く取る人は軽い 法しか 得られないので気 を付け て下さい。「今」 が全て ですから。どうあ って
も「今」が始まり であり 「今」が終わりで す。要 するに始まりも終 わりも ない「今」が「只 」で
す。ここに体達し た時が 涅槃寂定であり成 仏と言 うのです。
本当に「今」に 徹し「 只」に成った消息 が大事 なのです。決定的 な大自 覚が起こらねば決 着し
ないのです。とに かく大 馬鹿になり徹する ことで す。
・・

そうです 。無心 に遊 ぶ子供 の時 は そうだ った のです 。行 き 当たり ばっ たり、 何も

参禅者Ｄ・・ 子供の時はそうやってたような気がしますが。
老 師
かも忘れて無我夢 中です 。それでいて満足 なので す。此処が大切な 急所で す。これが無分別 智で
す。
しかしながら彼 らが悟 れないのは、それ がそれ だと確信を持つ自 覚作用 が起こるまで徹し てい
ないからです。そ の場限 りの遊びで終わり 、想念 の世界に立ち所に 戻るか ら、徹する時節が 訪れ
ないのです。
一回本当に徹し て冷煖 自知しない限り、 囚われ であることを知る ことが 出来ないため、癖 を打
破することもまた 出来ま せん。猿は矢張り 水中の 月を取ろうとして 命を捨 てるのです。それ が猿
なのです。
自分を本当に知 ること も空ずる事 もでき るのは 、この心が有るが 故です 。心が有る故に迷 い、
心あるが故に悟り が可能 なのです。したが って菩 薩になるにも、仏 になる にも、とにかく心 を授
からない限り不可 能なの です。逆も又真な りで、 心が有る限り努力 次第で 誰でも悟れると言 う事
です。眼耳鼻舌身 意の「 意」が、色声香味 触法の 「法」となる理由 が能く 分かったでしょう 。

道

識

世話人・・ では、時間が参りました。良い参師問法でした。有難うございました。

平成二十三年二月二十二日

七十一 衲
希
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