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みな さん︑ 法のた めによ く集まら れまし た︒坐禅 はたび たび申し 上げて おるよ うに︑一 つ事に 成り切
って︑ 自己無 きを証 する事 が眼目で す︒本 当に成り 切った ら︑一 つという ものも なくなり ︑一切 が自己
と して現 成する ︒その 消息を 体得する のです ︒これ だけは我 々の考 え方じゃ なくて ︑本来が そうで す︒
だか ら︑考 え以前 の純然 たる本 来の道 を体得す るため の坐禅で すので ︑知的計 らいを 一切止め て︑一 つ
こと を馬鹿 になって 一生懸 命やっ て下さ い︒その 事に徹 すれば︑ その事 がその事 の真相 を知らせ てくれ
るので す︒歩 くなら 歩くば かり︒噛 む時は 一噛みだ け︒勉 強の時は 勉強だ け︒坐 禅だけ︒ 呼吸の み︒そ
の 時︑そ れに一 生懸命 になっ て︑我を 忘れて おればそ れで結 論が出る のです ︒この ようにし て︑そ の事
のみ の単を 練るの が生き た修行 です︒簡 単にい えば︑ 今ばかり になる ︒一呼吸 だけに なる︒坐 禅だけ に
なるの です︒ 雑念が 出よう と︑煩 悩が出よ うと気 にする ことは無 いので す︒要は 徹する 事です︒ 徹する
事が大事なので す︒
坐 禅は禅 定を錬る 事が原 則です︒ 禅定と は自己の 無いこ とです ︒
﹁今﹂
﹁ 只﹂です ︒法の 侭にと言 うこ
とで す︒心 が乱れ 拡散す る︑こ の心の癖 を離れ ること︒ これら の癖を取 るには ︑心を一 点に置 くこと で
す︒一 点に置 くため には︑ 素直に なって単 純な事 に没頭す ること ︒意識の 計らい 事で鎮 めてやろ うとし
ても出来 るもの じゃな いので す︒単 純な事を 単純な まま︑繰 り返し ておれば いいの です︒ 注意深く ︑丁
寧 に︑一 つ事を 繰り返し ておれ ば︑自 ずから︑ 整って くるの です︒整 うに従 って動く のもの がなくな る
から ︑自ず から身 心一如 になり鎮 まるの です︒本 来そう なるよ うになっ ている のです︒ たった それだけ
の事で す︒そ れを何 とかし ようと ︑意を運 んで計 らい事を すると ︑知性は あらゆ る働きを 展開し て無限
大 化し︑いよいよ 惑乱します︒こ の動きを繰り返し ますから訳が分 からなくなるの です︒
そ れで馬鹿 になり ︑昆虫 のよう に単々 と﹁只﹂ やりな さい︒つ まり一 つになる 事を禅 というの です︒
単純 になる 事︒馬 鹿になる 事︒こ れを徹 するとも 言うの です︒要 するに 一つ事 に︑自己 無く素 直に︑何
でもすることで す︒
聞 いて︑ 覚えて ︑賢く なる事 と違うの です︒ 聞いたま まを実 行して︑ その人 になる ことです から︒ 呼
吸で も食事 でも勉 強でも ︑人に やっても らえな いと同 じように ︑分か ったから といっ て︑一息 一息に な
れず ︑そのものに 徹することは出 来ないのです ︒ひたすら﹁只 ﹂することで す︒体得以外に ないのです ︒
徹する ために 一生懸 命﹁只 ﹂するの みです ︒何か不 純物と いうか計 らい事 というか ︑そう した徹し 切れ
ず に残っ た意識 の端く れが︑ あっちへ 行った り来たり して知 性を色々 に突い て騒が せるので す︒そ んな
余地 が無い ほど︑ 残りも のが無 いほど一 生懸命 吸うて︑ 一生懸 命吐いて おれば いいの です︒さ すれば 自
ずから ﹁今﹂ になり 自己が 取れ隔 てが取れ るので す︒こ こは素直 に信じ て︑無我 夢中に なってや ってく
ださい ︒没頭す る事︒ 陶酔す る事︒ 徹する事 ︒成り 切る事 ︒三昧と も言う のです︒ 無我の ことです ︒天
上 天下唯 我独尊 と言う のと同じ です︒ 唯一に して宇宙 大であ り︑余念 も邪念 も煩悩も 無いか らです︒ 出
来るだけ 早くそこへ到達 した方がいいです からね ︒ですから ︑我を忘れ て︑無我夢中 でやってくださ い︒
では︑坐禅し ましょう ︒
﹁只﹂坐禅 ︑﹁只﹂呼吸で すよ︒
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じ

げんじょう こうあん

有時 提唱

ぶっしょう

正法眼蔵
う

しょうぼうげんぞう

有 時︑仏 性︑現 成公案の三巻は︑ 正 法眼蔵中最 も難解と言われ ています︒しかし 空に二つ無く︑ 今
に二 つ無い ︒つま り真実 はその もの以 外には無 いし︑ 道には難 易は無 いのです ︒言葉 の外の世 界であ り
理屈 を離れ た如実の 事柄で すから 面白い のです︒ 特にこ の巻の希 望者が 多かった ので︑ 有時か ら始めま
す︒
ご 承知の ように 道元禅 師は︑ 余りにも 頭脳明 晰で︑有 り余っ た知識と ︑そし て哲学 的思考系 が非常 に
発達 した方 ですか ら︑つ いぞ慈 悲から説 明が豊 かに︑ 且つ丁寧 を究め ています ︒その ために使 われて い
げんぞう

る語句 は非常 に精緻 であり 多彩で すから︑ それだ け魅力 的なので 言葉に 取り付き 易いの です︒多 彩な語
へ きがんろく

せ っちょう

え んご

句を理解するた めに勉強をして しまい︑一生を掛 け眼蔵学者で終 わってしまうの です︒
だ いえ

碧巖 録が雪 竇禅師と 圜悟禅師によっ て完成されまし た︒しかしなが ら︑それが非情 に良く出来ていた
ため ︑圜悟 禅師の 弟子で ある大 慧禅師が ︑その 板を焼き 捨てま した︒こ れにお ぼれる 者が多数 出て︑ 本
当の修 行の妨 げにな る︑と 言う理 由からで す︒こ れも大き な慈悲 です︒こ の正法 眼蔵九 十五巻も ︑その
感無きにしも非ず です ︒これを焼く熱烈 な師がいなかった ことは ︑大法にとって良 かったか悪かった か ︒
日 本人の 気質と して︑立 派な宗 祖の片 鱗は全て 伝えよ うとす る︒これ が日本 人の優れ た民族 性です︒ け
れど も如何 せん︑ その精 緻を極め た語句 に取り 付かれて ︑一生 涯本道に 一歩も 入れなか った人 には実に
気の毒なこと です︒

じ

う じ こうこうほうちょうりゅう

ちょうさ ん り し

じ

う

しんしんかいていこう

だ いちこ くう

う

じ

さんず はっぴ

じょうろくこんじん

じょうろくはっしゃく

とき

しゅじょう ほ っ す

立 ︑有 時深深海底行 ︑有 時三頭八待 ︑有 時丈 六八 尺 ︑有 時窟 杖 払子 ︑

今 からこ の有時 の巻き を紐解 きます ︒出来る だけ詳 しく︑且 つ言葉 に囚われ ないよ う端的に 説いて み

のたまはく

ましょ う︒

本文
ろちゅう とうろう

﹁古 仏 言 ︑有 時高高峰頂
う

有時露 柱燈籠︑有時張 三李四︑有時大 地虚空︒
さん ずはっ ぴ

いちにょ

いはゆる有 時は︑時すでに これ有なり︑有は みな時なり︒丈 六金身これ時な り︑時なるがゆ ゑに時の
しょうごん こうみょう

ち ようをんたんそく

た くりよう

こ らい

ほ うしゃく

荘 厳光 明あり ︒いまの十二時に 習学すべし ︒三頭八 待これ時なり ︑時なるがゆゑに いまの十二時に 一如
ぎぢやく

まいもつ ま い じ

なる べし︒十二時の 長 遠 短 促︑いま だ度 量せずとい へども︑これを 十二時といふ︒ 去来の方 跡あき ら
いちぢょう

べってい

かなるに よりて ︑人これを 疑著せず ︒疑著せざ れども ︑しれるに あらず ︒衆生も とよりしらざる毎 物毎事
ちょうちょうもつ もつ

を疑著するこ と一 定せざる がゆゑに︑疑著す る前程︑かなら ずしもいまの疑 著に符合するこ となし︒た

見
覰

し ょけん

そ うげ

ど う じ ほ っしん

ど うしん ほ つ じ

だ疑著 しばらく 時なる のみな り︒わ れを排 列しおき て尽界 とせり ︑この尽 界の頭 頭 物 物 を時時な りと
じょうどう

いん も

すべ し︒物 物の相 礙せざ るは︑時 時の相 礙せざる がごと し︒この ゆゑに ︑同時発 心あり ︑同心発 時

なり︒お よび修行成 道も かくのごとし︒
ばんぞうひゃくそう

われを排列し てわれこれをみ るなり ︒自己の時なる 道理 ︑それかくのご とし ︒恁麼の道理な るゆゑに ︑
ほっ そく

と うい んも

で んち

え ぞう ふ え ぞう

しょ うとう い ん も じ

尽 地に万 象 百 草 あり︑一草一象お のおの尽地にあ ることを参学す べし︒かくのご とくの往来は︑修 行の
とき

発足な り ︒到恁麼 の田地のとき ︑すなは ち一草一象なり ︑会象不 会象なり ︑会草 不会草なり ︒正 当 恁麼時

のみ なるが ゆゑに ︑有時 みな尽時 なり︑ 有草有象 ともに 時なり ︑時時の 時に尽 有尽界あ るなり ︒しばら
ぼんぷ

けんげ

くいまの時に もれたる尽有尽界 ありやなしやと 観想すべし︒
かわ

やま

し かある を︑仏 法をな らはざ る凡夫の 時節に あらゆ る見解は ︑有時 のことば をきく におもは く︑あ る
せん が

ぎょくでんしゅろう

とき は三頭 八臂と なれり き︑あ るとき は丈六八 尺とな れりき︑ たとへ ば︑河を すぎ︑ 山をすぎ しがご と
くなりと︒ いまはその山河 ︑たとひあるら めども︑われすぎ きたりて︑いま は玉 殿朱楼に 処せり︒山河
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こらい

とわれ と︑天 と地と なりと おもふ︒ しかあ れども︑ 道理こ の一条の みにあ らず︒ いはゆる ︑山を のぼり

う

じ こん

じ こ うこうほう ち ょうりゅう

ちょうさん り し

し んしんか いていこう

だ いちこ くう

さ んず は っぴ

ろく そ

し ゅじょうほ っ す

やくさん い げ ん

立 ︑有時 深深海 底行︑ 有時三頭 八待︑ 有時丈 六八 尺 ︑有時窟 杖 払子︑

じ ょうろくは っしゃく

河 をわた りし時 にわれ ありき ︑われに 時ある べし︒わ れすで にあり ︑時さる べから ず︒時も し去来 の相
にあら ずば︑上山の時は 有時の而今なり ︒
﹂

の たまはく

本文の冒頭︑こ こに道元禅師の 言いたいテーマが 投げ出されてい ます︒
ろちゅう とうろう

﹁ 古仏 言 ︑有時 高高峰 頂
有時露柱 燈籠︑有時張 三 李四︑有時大地 虚空 ︒
﹂
うんがんどんじょう

ば

とんざんりょうかい

なんせん

ばんざん

えんかん

いさ ん

じょうしゅう

ちょうしゃ

ぎようさん

きょうげん

げんよう

てんりゅう

にわか

鞏︑

しゃっきょう

丈 禅師︑ その子 が黄檗希 運禅師 で︑その

ひゃ くじょう

おう ばく き う ん

つまり道元禅 師は︑古仏の是 の言葉に触発さ れたのです︒こ の古仏祖師は︑六 祖下三世の藥山 威厳禅師

てんのう ど う ご

な んがくえ じょう

です︒この弟子に 雲 巖 曇 晟︑その 弟子が曹洞宗の 祖・洞 山 良 价禅 師です︒
りんざい

六 祖下二 神足の 一方︑ 南嶽懐 譲禅師か ら馬大 師︑そし て百
だいばい

子が臨済 大師です ︒天皇道悟 禅師を兄弟子に 持つ藥山禅師は この頃の方で ︑当時は南 泉 ︑盤山 ︑石
とくさん

州︑ 長 沙︑そして仰 山︑香 嚴︑厳 陽︑天 龍︑等々 の英傑が 俄 に現 れた時で

りゅうたん

大梅︑鹽官︑ 匠山︑趙
す ︒天皇に引き続 き竜 潭︑そして 徳山が現れる時 だったのです︒
く まらじ ゅう

げんじょうさんぞう

仏 教到来 まで支那 大陸に は︑儒 教道教 等︑四書 五経が 百花繚乱 期でし た︒が︑ そろそ ろ論理的 限界を
迎え飽きが 出て来た時︑仏 教が鳩摩羅什や 玄 奘三蔵等によ って翻訳され導 入されました︒ これが思想的
だるま

文化的 に大刺 激とな ったの です︒翻 訳され て書物と しての 仏教は ︑当然行 き渡っ ていまし た︒そ こへ論
理 を超え た禅が 達磨大 師によ って伝え られた 為︑所謂 カルチ ャーシ ョックは 絶大で した︒そ れまで は知
ま

か かしょう

性の 範囲を 超える 事はで きず︑ どこま でも理論 であり 理屈です ︒説明 の世界に 留まっ ていまし たから ︑

そ し さい らい い

しんじんいちにょ

釈尊 が摩訶 迦葉に以 心伝心 した消 息は︑ 禅定を錬 る事に よって体 得する 事が出来 る︒と 言うフレ ーズは
くう

強烈だったよう です︒
無 自性と は何か ︒空と は何ぞ や︒祖師 西来意 とは何ぞ ︒是れ を坐禅に よって 体得する という 身心一如

の行 は︑全 く新し い意識 へと誘 うもので した︒ これらは 全く支 那に於 いて形成 された ︑今まで の仏教 書
籍等の形体 ではない︑これこ そ禅固有の形で ︑文化として秀 才達に受け入れ られて行ったので す︒
達磨大 師︵不 詳〜５３ ０説︶ より凡 そ百七八 十年近 く経て 六祖︵６ ３８〜 ７１３︶ の時代 を迎え︑ そ
れ から三 四世代 経つと 更に百 年すすみ ︑一般 に布衍し ていく 時節を迎 えたの です︒禅 門を叩 く人が増 え
てく る︒初 めは一 粒種だ ったも のが︑学 道の士 が十倍百 倍千倍 になって くると ︑やはり 芽吹き も十倍百
倍千倍 になっ てくる のです ︒丁度 それが始 まった 時です︒ 祖録を 賑やかし 貴重な 南針を 垂れてい る祖師
方の何と多いこと ︒この時の祖師 方です︒
かいていこう

こ の藥山 禅師︵ ７４５〜 ８２８ ︶の語 句を日本 人の道 元禅師︵ １２０ ０〜１ ２５３︶ が︑凡 そ四百五
立︑ 有時深深海底行 云々というよう な言葉に触れ

ほうちょうりゅう

十年隔て て読んだのです︒ 普通なら︑有時 高高峰頂

ほとばし

ても︑ 成る程 そうか ︑祖師 方は上手 い事を 言うな あ︑で済 ませる んです︒ が︑そ こから始 まるの が道元
禅 師です ︒有り 余った 知識と 豊富な 表現力 が慈悲と なり法 となって 迸 るの です︒ 私がもう 一つこ れを
深 めて︑詳 しく解 りやす く説い て聞か してやろ う︑と なったの です︒ だからこ の一句 がなかっ たら︑ 有
時の巻きは 生まれなかった のです ︒時を語った としても随分と 違ったものにな っていた筈です ︒それ程 ︑
道元禅師にとっ てこの言葉が刺 激的であり惚れ 込んだと言う事 です︒
日 本曹洞 宗開祖 の道元 禅師︑ 渾身の熱 誠を振 るって藥 山禅師 をさらに 深く大 きく輝 かし︑躍 動せし め
て大法 を伝えようとされ た慈悲は︑やは り道元禅師なら ではです︒
だそうです ︒
﹁ある時 ﹂じゃないんです よ ︒
﹁有時 ﹂
at one time

さて本文に 入ります︒この ﹁有時﹂という語 句がしばしば出 てきます ︒
﹁有時﹂の 読み下しを見る と︑
﹁ある時 ﹂と訳しています ︒英語で言えば

は ﹁時そ のもの ﹂︒ つまり端 的です ︒
﹁ 今そのも の﹂の ことで す︒それ 以上説 明できな いそれ 自体の事 で
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じ

う

す︒だから﹁時 すでにこれ有な り﹂とあるので す︒
つ まり︑ 如何な る物も 今でな いものが あるか ︑時でな い物が 有るなら 出して 見せよ というこ とです ︒
何も 無いで しょう ︒水の 今があ る︑空の 今があ る︑木 の今があ る︒鳥 の今があ る︒生 まれつつ ある今 ︒
う

じ

死に つつある 今︒壊 れつつ ある今 ︒作ら れつつあ る今︒ 即ち今と は全宇 宙という ことで す︒だか ら今度
は﹁有 はみな 時なり ﹂と︒ これが結 論です ︒何時も 言って いるよう に︑今 しか無い し︑今 でない物 は無
い ︒今は 有りな がら有 りつぶ れ︒山河 大地で す︒山川 草木で す︒有っ て無い ︑無くて 有る︒ 又作用 ・働
きで あり因 果その もので す︒存 在が有時 であり 法という ことで す︒これ だけ前 思想が あれば良 く分か る
筈です︒

しんしんかいていこう

立︑有時深深 海底行 ︑
﹂

う じ こうこう ほうちょうりゅう

さて︑本文に入り ます︒
のたまはく

﹁古仏 言 ︑有時高高峰頂
立で す︒今︑ 此処が 一番の頂 上です ︒今

こうこう ほうちょうりゅう

山の頂 上に立 つ︒何 時も山 頂です ︒即今こ の時︑ 高高峰 頂
は 比較で きない 絶対世 界です ︒此処 もまた宇 宙で唯 一です︒ 此処は 最も高い 頂です ︒その 力が我々 にあ
る のです ︒一呼吸 自体が それで す︒坐 禅がそれ です︒ 無二無三 にして 唯一の絶 対世界 です︒ そのもの ば
かり ︑その 物自体 は常に 絶対です ︒次も 同じです ︒今︑ 深い海底 を行く ︒今此 処が最も 深い処 です︒比
いんねんしょしょう

べる物 が無い のだか ら一番 深い海底 です︒ これが仏 法です ︒これ が仏性で す︒こ れが有時 です︒ どうあ
ろ うとも因縁所 生 の法であり今の 様子です︒これを 体得するのが禅 修行です︒今︑ その物自体にな って

じょうろくはっしゃく

隔てを 取れよと言う事 です︒
さん ずはっ ぴ

さんず はっぴ

﹁有時三頭八 待︑有時丈 六八 尺 ︑
﹂
これ も同じです ︒三頭 八待は三 つの頭と八本の 腕を有するとは 怪物のこと ︑丈六 八尺は仏の別称 です ︒
どち らも置 物であ り仏像 です︒ 怪物であ ろうと 仏であろ うと︑ そのも のそれよ ︒見る 底︑聞く 底︒い ち

ろ ちゅうと うろう

ゝゝ完成し ている今今の様子 であるぞと︒次 も全く同じです ︒
し ゅじょうほ っ す

しゅじょう

ほ っす

﹁有 時窟 杖払 子︑有時露柱燈 籠︑
﹂
窟 杖も払子 もその物自体今 の様子であり︑ 道路端の立木や燈 籠もその時の今 だ︒全て自分の 様子であ

だ いちこく う

り分 身で はな いか ︒﹁隔 たり ﹂が あれ ばこの 真相 が分 から ぬ︒分 かる ため の努 力が要 るの は当 然で す︒

し

真意は次も同じで す︒
ちょうさん り

﹁有時張 三李四︑有時大 地虚空 ︒
﹂
張三李 四は日 本でい えば太 郎さん︑ 花子さ ん︒あり ふれた 人の名 前で︑誰 も彼も みんな︑ 一杯一 杯の

じ

う

う

じ

今 であり 世界で す︒ど んなに 広い天 地自然︑ 大地虚 空であっ ても今 である︒ つまり ありとあ らゆる もの

じ

皆︑そ の時の今の様子 です︒
う

﹁いはゆる有時 は︑時すでにこ れ有なり︑有は みな時なり ︒
﹂
﹁ 有る﹂全ての物の 存在は即ち﹁処 ︑空間﹂を占め ている︒だから ﹁時﹂でもある ︒
大事 なこと は︑物 も時の 縁に依 って生じ た姿で ︑それ 以外の何 者も無 いのです ︒縁の 物だから ︑縁次 第
です ︒縁が尽 きれば 消滅す る代物 です︒ 存在とは 時間と 空間を有 するが ︑しかし 時とか 時間とい うもの
は無い のです ︒全く 観念上 のもので す︒全 ては流転 に拠る ﹁今﹂で す︒無 常故の活 動体と 言う事で す︒
だか らそれらを概念 化し情報化して ︑物と時を別々に 見ることは間違 いだと言うこと です︒
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これだ けを見 ても哲 学を超 え観念世 界を超 えている ことが よく分か るでし ょう︒時 間を横 から眺め れ
ば 過去・ 現在・ 未来と 言う事 は出来る し︑時 計で過ぎ た時を 数値に する事が 出来る し︑又未 来の時 間予
測が 出来る ︒しか し実体 は﹁今 ﹂が過ぎ たもの を過去 と言い︑ 未だ来 て無い﹁ 今﹂を 未来と言 うてい る
だけです ︒過去は既に 無く ︑未来は未だ 現れていない ︒無いのだか ら計測のしよう が無いでしょう ︒
﹁今 ﹂
しか無 いので す︒だ から今 も時も時 間も︑ それ自体 を掴み 出すこと の出来 ない︑無 くて有 る︑有っ て無
い 世界で す︒従 ってそ の真相 を確かめ る方法 は︑その 物自体 になって 初めて 自覚され るので す︒要 する
に自己を 忘ずることです ︒それが見性で す︒
つい でで すか ら言 って しま います が︑ 無常 だか ら物 も働き も作 用も 有るの です ︒
﹁今 ﹂の 活動自 体の
事です ︒この﹁ 今﹂の 様子と 活動自 体を﹁有 時﹂と 言うの です︒精 神的な 働きを見 るとよ く分かる でし
ょ う︒考 えたり する知 的作用も ︑感動 したり祈 ったり ︑尊敬 したり意 志決定 する︒こ れはも うその時 限
りの 様子で しかな いもの です︒ しかもそ れ自体 は瞬間の 事柄で すから︑ 分かる 分からな いを超 えている
ので︑ 知りよ うが無 いので す︒そ の後で存 在を証 明するこ とは出 来ないが ︑けれ ども明ら かに有 った事
を 知る︒ これが 人間の 限界な のです ︒過ぎた 跡形を 捉えて問 題視し ているの です︒ だから 幻を幻だ と知
ら ないか ら実在と 信じて しまう ︒これ が囚われ であり 迷いです ︒有時 とは今今 の様子 であり 全ての本 性
です︒空と いうのと同じで す︒
この言 葉に道 元禅師 がぞっ こん惚れ 込んで ︑そこで 一ひね りやった のがこ の﹁有 時﹂です ︒俺の 有時
を 聞かせようぞ ︑と 哲学的な論法を 用いて ︑無 い﹁今 ﹂を 説き ︑有 る﹁今 ﹂の 様子を説いてい くのです︒
気を 付けな ければ いけな いのは ︑言葉 に着いて 廻らな いことで す︒特 別な事で はない と言う事 を知ら し
める 為の言 葉が︑言 い回し 方と語 彙の多 さで訳が 分から なくなり ます︒ 要するに ︑全て ﹁今﹂が 存在で

とき

あり︑ 而も仮 の物で ありな がらそれ が真相 なのだと 言って いるので ︑更に 深遠な 法理が有 る筈だ などと
思わ ぬことです︒
じょうろく こんじん

﹁丈 六金身 これ時なり ︑
﹂
仏も時︒我々も そうじゃないか︒ 時に引っ掛から ぬ事です︒
しょうごんこうみょう

﹁時なる がゆゑに時の荘 厳光 明あり ︒
﹂
時はいつも時 だから ︑縁に依って無 限の姿を現ずる ︒このことを﹁時の荘厳光明 ﹂と表したまで です ︒
従って決 まった 姿や様 子は無 い︒我 々自身︑ 口も有 れば眼も ある︒ 手も足も あって それぞ れの作用 に従
っ て色々 に現れ ︑今を無 限に謳 歌して いる︒こ れが荘 厳光明 です︒宇 宙その ものが有 時の荘 厳です︒ 荘
厳とは絶 大なる輝きであり 飾りと言う意で ︑全て言葉の綾 です︒

﹁ いまの十二時に 習学すべし ︒
﹂
﹁ いま ﹂が 字眼 です ︒
﹁ いま ﹂し か無 いのに ︑十 二時 が有る とい うの は一 体どう した こと だと 参究す
るの です︒ 十二時 は二十四 時間︒ 一日中 の様子で す︒身 近にいえ ば朝起 きる︒ 大小便を する︒ 食事をす
る︒ 歩く ︒働 く︒喋 る︒ 感ず る︒ 等々 ︒一 切合 切︑ど れも みな 有時 の様子 です ︒こ の﹁今 ﹂﹁今 ﹂一々
の 様子を習学せよと ︒
仏道 を習う という は︑自 己を習 うなり︑ とある でしょう ︒即今 底を見失 うなと 言う事 です︒今 を離れ
は

び

たら 道ではな いし法 と隔た る︒一 日とい う時間が 有るの じゃない ︒今し か無い事 を自覚 せよ︑と 言うの
が﹁い まの十 二時に 習学す べし﹂で す︒希 道曰く︑ 有時是 れ無時也 ︒無時 全く巴鼻 無し︒ 説き過ぎ 説き
過ぎ ︒
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さんず はっぴ

﹁ 三頭八待こ れ時なり ︑
﹂
そん な怪物 の像も 時であ る︒然し ながら 時は怪物 にも仏 にも関わ らない のです︒ 何とな れば︑時 は姿
も形 もなく︑ 掴みよ うもな く留め る事が 出来ない からで す︒時は 何でも 生み出す が︑時 は生まれ る事も
なく滅する事も 無いものです︒ これが有時の真相 です︒
いちにょ

﹁時なる がゆゑにいまの 十二時に一如な るべし ︒
﹂
どんな ことも 畢竟︑ 時の様 子であ り︑今の 出来事 です︒出 来事と は過ぎ去 り転変 して留 まらない もの
です︒ 一日とい う時も 矢張り 今無く しては有 り得な い︒が まさしく 過ぎて しまえば 何も無 いのが一 日で
す ︒一 生も です ︒一 生と雖 も忽 ち過 ぎて 夢幻 です ︒です が ︑﹁ 今﹂ には変 わり は無 く︑ 一日に 変わ りは

たくりよう

無く︑ど こまでも時は過ぎ 去りながら︑何 処へも行かない ものだ︑と言う 事です︒
ちようをんたんそく

﹁ 十二時の長 遠 短 促︑いまだ度 量せずといへども ︑これを十二時 といふ ︒
﹂
一 日がど れほどの ものか ︒長い のか短 いのか︑ 多いの か︑少な いのか ︒今今だ から測 りようが 無い︒
計り 知るこ とは無 いけれ ども︑人 は皆こ れを十二 時と言 い一日と 言って いる︒ 我々自身 が時そ のものだ
から︑ 時を知 るとか 知らな いとかに 関わら ない︒長 短にも 関わら ない︒我 々そう でしょ︒ 自分で あるこ
と を知っ た時に はもう 生まれ ていた︒ 生まれ る時も︑ 生まれ る前の 時も知ら ない︒ 知った時 にはも う目
覚め ておる ︒面白 いでし ょ︒じ ゃ︑夜 はどれほ どの長 短があっ たんか ︒眠って おるそ のものが 時だか ら
長短 は無い し︑その 事すら 分から ない︒ 時計があ るから 時の計測 は確実 に出来る じゃな いかと言 いたい
筈です ︒それ は時計 の機械 的な時で あって ︑時その 物では ないので す︒時 計が有 っても無 くても ︑時計

ほうしゃく

ぎぢやく

を早 く廻そうと逆に 戻そうと︑今は 今です︒一日は 一日です︒時とは ︑一日とはそう 言うものだと︒
こら い

﹁去来の方 跡あきらかなる によりて︑人こ れを疑著せず ︒
﹂
去来と は過去 です︒過 ぎ去っ た跡形 が結果と して現 れてい るので︑ 確かに 有った事 が分か る︒朝起 き
て ︑ご飯 食べたじゃない か︒あそ こまで行って用 事を済ませ︑あの 人と逢って良く 頼んできたから 安心︑
など と振り 返って 自分の して来 たことを 知る事 が出来る ︒だか ら今が分 からな くても人 は十二 時と言う
時が有 ると思 ってい て︑過 ぎ去っ て行き︑ 何も無 いのに︑ 時が何 なのか疑 っても いない ︒これは 昔も今
も同じですね︒

﹁疑著せ ざれども︑しれる にあらず ︒﹂
疑って はいな いけれ ども︑ だからと いって 本当に今 が十二 時であ るという 事を知 っている わけで はな
い ︒勿論 法の上 から言 えば︑ 日常有 時そのも のにな っておる 時には ︑それ自 体だか ら知る知 らない を超
え ている︒ だから 向上底 から言 えば﹁ しれるに あらず ﹂が本当 です︒ 今はそれ 以前の 様子を言 ってい る
ので す︒本 当に知 るからこ そ今が 確固と した自覚 に基づ いた﹁今 ﹂とな り︑本 当の﹁今 ﹂に目 覚めるか

べってい

ら決 定的 な安 心が得 られ るの です ︒つ まり ︑﹁今 ﹂ばか りで 前後 も何 も無く ても ︑自 在に作 用し 活動 し

いちぢょう

て いるそれ自体を体 得する事が大切 なのです︒その 為の坐禅であり 修行です︒
まいもつ ま い じ

﹁衆生もと よりしらざる毎 物毎事を疑著する こと一 定せざる がゆゑに︑疑著 する前程︑かな らずしもい
まの疑著に符合 することなし ︒
﹂
こ こらが 道元禅 師一流 の論法 です︒ち ょっと でも引っ 掛かる と分から なくな る言い回 しです から気を
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付けて下さい︒ 実は簡単な事を 言っているので す︒
毎 物毎事 とは︑ 今今の あらゆ る様子の ことで す︒凡情 に遊ん でいる一 般の人 々は︑ 言うまで もなく 自
分の 全ての 出来事 に少し も気が 付いてい ない︒ 本当に 生きてい ないか ら疑問に も思お うとしな い︒時 が
何た るかを知 らなく ても色 んな事 が何時 も何時も 起こっ ておる︒ 事によ って囚わ れたり 悶着が起 きたり
する︒ 時が違 い縁が 違うの だから︑ 今の状 態も様子 も皆違 い︑一つ も同じ 事が無い のが当 然です︒ それ
いちぢょう

ら を筋道 を立て て何と か纏め 整理しよ うとす るが︑色 々思う 事が錯綜 して︑ それ故に 定めが 着かな い︒
というの が﹁疑著するこ と一 定せざる﹂ です︒
そのう え時は 少しも 止まら ないし 待っても くれな い︒だか ら決し て納得が 得られ ない︒ つまり今 の事実
べっ てい

べっ てい

と︑思 いとが隔 たって ズレを 起こし ているか ら︑納 得一致 する事が ない︒ その為に 何とか 得心する 別の
﹁道 ﹂﹁法 ﹂が有るのではな いかと疑問に思 い探しては見る のだが︒これが ﹁疑著する前程 ﹂です︒前程
は別の﹁ 道 ﹂
﹁法﹂の ことです︒

なまも の

徹底し 納得す るまで﹁ 道 ﹂
﹁法﹂ を追究し ないか ら︑悶着 がどう しても 決着しな い︑と 言うのが ︑
﹁か
な らずしもいまの 疑著に符合する ことなし ﹂
︒
その本 は無努力による 無知と言う事で す ︒
﹁今 ﹂しか 無いということを 知らないし ︑時とい うものは生物
で︑ その時 ︑その 事をし ておかな ければ ︑必要な 結果は 現れない ︑と言 う事が 本当に分 かって いないか
らです︒
も しこの 事が分 かって いるな ら︑すべ き時に しなかっ た自分 に非が あるので ︑如何 なる結末 であろ う
と︑ それが その時 の様子 として の自分 に納得出 来るの です︒衆 生とは 先ず以て そのよ うな過ご し方だ か
ら︑何時ま でも惑乱し葛藤 するのだとの底意 です︒

﹁た だ疑著しばらく 時なるのみなり ︒﹂
ただ 疑った り無納 得であ っても ︑その心 は確か に実際で あり︑ 時そのも のであ ると︒ 自由な働 きをす
る心だ から︑ 心に於 いては 時に違 いない︒ 縁に依 って生 じたその 心は︑ 別の縁に 依って 直ぐに消 滅する

つか

ので ︑ほっ てお けば よい ので す︒ だか ら生 じた心 を問 題に しな ければ ︑そ のま ま﹁ 道 ﹂
﹁法﹂ です ︒こ
れが 有時の当体です ︒この辺りで︑ 道元禅師の真意が よく見えてきた でしょう︒
﹁われを排列 しおきて尽界と せり ︑
﹂
さ んがいゆ いいっしんぞ う

われを﹁ 排列し おきて ﹂とは ︑色々 な事を感 じたり 思ったり ︑行為 した全て のわれ を遣い尽 くして ︑
と 言う 事で す︒ 釈尊 は ︑
﹁ 三界 唯一 心造 ﹂と言 われ た︒ 心な くして は世 界は 無い のです ︒我 れと 同事と
言う こと です ︒﹁排 列し おき て﹂ とは ︑分 かり やすく 言え ば見 聞覚知 ︑眼 耳鼻 舌身 意︑即 ち自 分を 用い
尽くしている このことが尽界 である︑全てだと 言う事です︒そ れ以上何も無い でしょう︒
見 てみな さい︑ 誰もが 眼に拠 ってこの 世界が ちゃん と有る︒ 他の耳 鼻舌身意 も皆同 じです︒ どこに も
自 己とすべ きもの など無 く︑宇 宙と同 化してい ること を別の言 い方を したので す︒だ からこれ を﹁尽 界
とせ り ﹂
︒今 ︑わ れわ れの この まま が全 てであ る︒ これ 以外 の世界 は無 いで はな いか︑ と言 って いるの
です ︒﹁隔たり﹂が有 るから引っ掛か り︑是の様子が 分からないだけ です︒
ちょうち ょうもつもつ

﹁この 尽界の頭 頭 物 物 を時時なりと

見
覰

すべし ︒
﹂

しょけん

頭頭はいち いち︑それぞれ の意︒物物とは全 ての物︑あらゆ る存在の事です ︒縁のことです ︒縁でな
い物は 無い︒

見
覰

しょけん

じ ょうぶつて い

は 伺い知 ることで す︒自 分の見聞 覚知に 催される あらゆ る物は︑ 全て時 であるこ とを

知れ よと︒分かりや すく言えば︑見 る底︑聞く底︑思 う底︒いちいち 時時完成成 仏 底であるぞと︒簡 単
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に受 け取 る事で す︒ 大事 な事 は徹 し切 る事 です から︑ 見る 底︑ 聞く底 ︑思 う底 です ︒﹁只 ﹂行ず る事 で
す ︒本当に今に目覚 めよと言う事で す︒
そう げ

﹁物物の相 礙せざるは︑時 時の相礙せざるが ごとし ︒﹂
物と物 とそれ ぞれが 妨げあい をしな いのは何 故か︒ 茶碗と 箸とが喧 嘩しな いのは何 故か︒ 縁が違う か
ら です︒ 縁が違 うと処 が違い 作用が違 ってく る︒おの おのが 独立独歩 だから です︒丁 度︑時 と時と がぶ

﹁ま﹂の時くれ ば

﹁い﹂の時 は去る

つか ったり 重なり あう事 が無い のと同じ だと︒ 今は今ば かりで ︑今に二 つは無 い︒時 時成仏し ている の
です︒
今という今なる時 はなかりけり
で す︒絶 対に物 と物︑ 時と時が 衝突し 混乱する 事は無 いので す︒だか ら宇宙 は完全平 和なの です︒何 時
だいえんき ょうち

も﹁ 今 ﹂
︑一 つに 治ま って いる ので す︒ 一つ に自己 は無 いの です ︒どれ もこ れも ではな く︑ 一つ なの で
ぎまん

す︒是 れを大 円鏡智 と言う のです ︒人間が 観念を 以て捉え るから ︑あれと これと が生まれ ︑どっ ちが良
い とか悪 いとか ︑価値 が有る とか無 いとかが 始まり ︑損得欺 瞞云々 するから 戦争が 起こる のです︒ 仏と
は一心 のことです ︒一心は 無心です ︒一つで す ︒
﹁隔た り ﹂が無い から宇宙大です ︒これ以 上の﹁道 ﹂
﹁法 ﹂

じょう どう

は無 いので ︑完成 と言う 事です︒ 要する に物であ れ時で あれ︑自 然は自 己が無 いから︑ 妨げ合 う事は無

どうし ん ほ つ じ

い︒これが﹁道 ﹂
﹁法﹂であり ︑有時です︒
ど う じ ほっし ん

﹁この ゆゑに︑同時発 心あり︑同心発時 なり︒および修 行成 道もかくの ごとし ︒
﹂
そうずいらい や

くら

悲し い時は どんな慰 めもご 馳走も 関係ない でしょ う︒宇 宙総ぐる みで悲 しいから です︒ 嬉しい時 も心
配事も です︒ 宇宙相 随来也 ですから ︑だか ら常に一 挙一動 が宇宙大 で︑因 果を眩 ます事は 絶対に 出来な
い のです ︒指を 立てれ ば宇宙 が振動す るので す︒一喝 すれば 天地が粉 微塵に なるの です︒故 に心を 用い
れば 同時に 尽界発 心です ︒これ を同心発 時とも 言うので す︒し かも誰 が︑何時 ︑どの ように心 を用い て
も︑時 や物と 同じよ うに決 して衝 突は無い し︑重 なって 迷惑した りする 事は無い のです ︒宇宙大 の心だ
から同時であり 同事です︒同心発 時です︒一真人 の発心は宇宙を 救済するの道理 が分かるでしょう ︒
大 智老尼 曰く︑﹁ 常度宇宙 如是法 ︵つねに うちゅ うをど すにょぜ のほう ︶
﹂ とはこの ことで す︒その 道
人を 諸仏諸 菩薩が 擁護し ないは ずがない ︒いつ も有時の 様子︒ その時︑ その時 の心の様 子であ って︑そ
れ以外には何 も無いのです︒ このことを南泉 禅師が﹁平常心是 道﹂と一句で結 論を出したので す︒
こういう 事です から︑ みなさ ん︑悲 しいこと も辛い ことも︑ 逃れよ うとせず に︑縁 の侭に︑ 有時の ま
ま に︑ 誠心 誠意 で﹁ 只﹂対 処し て跡 を残 さぬ 事で す︒良 寛禅 師の いわ れたよ うに ︑
﹁ 災難 に逢う 時節 に
は︑ 災難に 逢うが よく候 ︒死ぬ時 節には ︑死ぬが よく候 ︒是は これ災難 をのが るる妙法 にて候 ﹂とある
でしょ う︒死 ぬしか 無い時 は生きよ うと思 わない ことです ︒尽界 ですから ︑それ しか無い のです ︒一つ
で す︒ これ が﹁ 道 ﹂﹁ 法﹂ です ︒従 って 尽界 と一つ にな る事 が生 死を越 える 事で す︒ 成り切 って 自己 の
無 い事です ︒一呼 吸に徹 しきっ た力で す︒死と いうも のを観念 や言葉 で捕らえ てしま うから︑ 尽界か ら
離れ るので す︒自 己が発生 すると ︑未だ 生きたい という 思いが発 生し︑ 出来な い事をし ようと する願い
が現れ るから 苦しむ のです ︒当然心 に生と 死が対立 して葛 藤すると いうこ とです ︒生の時 は生の 尽界︑
死 の時は死の尽界 ︒だ から﹁今 ﹂﹁今 ﹂そ のまま ︑そ のまま ︒こ れが﹁道 ﹂﹁法 ﹂だ からです ︒﹁今 ﹂﹁只 ﹂
です︒
分か りやすく 言えば ︑生き ている 今︑死ぬ 今︑往 来の今 ︑喫茶喫 飯の今 等々︑縁 が無限 だから︑ 当然
ながら 無限の 今が有 るでし ょう︒で も﹁今 ﹂はそれ らの一 切と関係 無いで しょう︒ だから 死のまま であ
れば 死は無いと言う ことです ︒どん な心が起こって も︑遭遇 した何事も ︑その ままが今の様子 であり﹁道 ﹂
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﹁法﹂ なので す︒従 って自 己を計ら いさえ しなけれ ば衝突 するもの ︑迷う ものは 一つも無 いので す︒で
そっこ んてい

す から本 当に修 行する時 ︑宇宙 同事です から ︑
﹁道﹂
﹁ 法﹂に 行き着く のです ︒同時発 心︑同 心発時と は
この ことで す︒即 今底以 外に何 も無いの ですか ら一呼 吸の宇宙 です︒ 即今底即 成仏で す︒これ を成道 と
も言 うの です ︒﹁お よび 修行 成道 もか くの ごとし ﹂で す︒ 何も言 う事 も思 う事 も︑追 究す る世 界も 無い
と言う 事です ︒修行 も成道 もみな今 しか無 いという ことで す︒この ままが 仏法であ るとい う覚証を 得る
のが 目的ですから ︑
﹁今 ﹂に徹すれば﹁ 道 ﹂
﹁法 ﹂の真相に達し ︑有時の人とな るのです︒
﹁われを排列 してわれこれを みるなり ︒
﹂
自分の 日常二十 四時間 の活動 全体︑ 自分のそ うした 全ての様 子を自 分で知る ことで す︒今 今活動し つ
つ ︑何一 つ留ま ってい ないが︑ 活動し ている事 実︒手 を出す 時にはこ れだけ しか無い ︒握る 時には握 る
しか 無い︒ 持って くる時 には持 ってくる しか無 い︒食べ る時に は食べる しか無 い︒この 活動体 の今の様
子しか 無い︒ その時 その場 の自分 ︑あれも これも している が︑そ れらをし ている 様子しか 無い︒ つまり
あ れもこ れも︑ その時 ︑その 時と言 う具合に 見ずに ︑何時も ﹁今﹂ それのみ ︒一つ のみ︒ 縁のみ︒ この
ことを 知りなさいとい うことです︒
﹁自己の時なる 道理︑それかく のごとし ︒
﹂
活 動しつ つ次々 に転じ ていく ︒その時 それし か自分は 無い︒ 何時も 時ならぬ はなく ︑自分で 無い時 は
無い という 道理が 良く分 かるで あろう ︒時を妨 げる物 は何も無 いし︑ 自己を邪 魔する 物も無い ぞ︒見 て
みよ︒聞い てみよ︒何者か 汝を妨げん︒いつ も自在にやって いるではないか と︒
いんも

﹁恁 麼の道理なるゆ ゑに ︑
﹂
これが﹁ 道 ﹂
﹁法﹂だ から︒
ばんぞうひゃくそう

﹁尽地に万 象 百 草あり ︑
﹂
つか

さんせんそ うもくしっかいじょうぶつ

見 聞覚知 ︑至る 所︑時 に従い縁 に従っ て山川草 木有り です︒ それぞれ の時を 現じて万 象あり です︒全
体時の荘 厳であり︑時を 遣い尽くしてい る様子︑山川草木 悉皆成 仏とい うことです︒
﹁一草一象おのお の尽地にあるこ とを参学すべし ︒
﹂
一本 の草も瓦のかけら も全て各々絶対 の様子であり ︑だか ら手が付かぬ ︒汚す 事も侵す事も出来 ない︒
これ を尽地 という ︒自己 無しと言 う事で す︒参学 は成り 切って 究める事 で︑本 当にその ものに 参じてそ
の物を知りな さい︒徹して自 己を忘ずれば皆分 かると言う事で す︒
ほっそ く

﹁かく のごとくの往来 は︑修行の発足 なり ︒
﹂
往来は道理 で︑発足は始ま りです︒お茶を 飲んだり食事を したりする日常全 体が﹁道 ﹂
﹁法﹂であ り︑
この当 然の道 理が修 行の心 得である し︑初 めであり ︑又急 所でもあ る︒こ の大切 な修行の 着眼を 離して

でん ち

は ならない︒即今底 の参究しか無い ぞということで す︒
とう いん も

とう い ん も

でん ち

﹁到恁麼の 田地のとき︑す なはち一草一象な り ︑
﹂
﹁今 ﹂
﹁今 ﹂自己 無き 様子 が﹁ 到恁 麼の 田地 ﹂です ︒見 るま ま︑ 聞くま ま︑ 即一 草一 象が自 己で はな
いか ︒自己ならぬ物 は無いと言う事 です︒
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えぞう ふ えぞう

﹁ 会象不会象なり︑ 会草不会草なり ︒﹂
有った り︑無かったり︒ 分かったり︑分 からなかったり と︑人間の色々 な思いとしての 現実がある︒
こういった 一切の心の問題 が有るけれども︒
し ょうとう い ん も じ

﹁正 当恁麼時のみな るがゆゑに ︑
﹂
正当 恁麼時 とは︑ まさに 是の如 き様子で す︒今 ですよ︒ みなさ ん︑今こ ちらを 向いてい る︒今 のこの
しょうとう い ん も じ

様子は ︑私が みなさ んに成 ってい るのです ︒皆さ んは私に なって いる︒瞬 間瞬間 ︑手続 きなしに パッと
その物に成ってい る︒この様子を ﹁正 当恁麼時﹂ と言うのです︒ 自然に既に有る 様子︒何時でも ︑何処
で も︑誰 でも ︑
﹁ 今﹂きち っと有 る様子︒ これが ﹁道 ﹂﹁ 法﹂です ︒この ままにし ておく のが修行 の要点
です ︒﹁只﹂が 正当恁麼時です よ︒既に﹁道 ﹂
﹁法﹂の みだから︑とい う意味です︒

つか

﹁ 有時みな尽時な り︑﹂
今︑既 に時を遣い尽く している︒これ を尽時と言うの です︒
﹁有草有象とも に時なり ︑
﹂
重 ね重ねで説く必要 は無いですね︒ 草も石ころも時 です︒
とき

﹁時時の時 に尽有尽界ある なり ︒
﹂
時時の時とは ︑今 ︑何処もかしこも 今 ︒時ならぬ時は無 い ︒時に拠って人も 物も ︑作用も活動も有 る ︒
こ の世界 全体が そうだ ︒これ を有時と いうの だと︒西 洋哲学 には時間 と空間 を一緒 にした概 念は無 く︑
それ に相当 する言 語も無 いでし ょう︒禅 はこう いう事を 実に自 在にピ シャリと 言って しまいま す︒つ ま
り有時 で片付 け︑今 で片付 け︑空 で片が付 くから です︒ 語句の外 の消息 は語句に 拠らな いからで す︒こ
れが仏 法であ り仏道で す︒歩 くも仏 性︒坐る も仏性 ︒であ るから︑ 尽界み な仏性︒ 尽界即 有時とい うこ
とで す︒込み入った 言葉に用はない のです︒
﹁しばらくい まの時にもれた る尽有尽界あり やなしやと観想す べし ︒﹂
今でない ものが あるん なら︑ 出して 見せよ︒ と言う 訳です︒ 見るも 時︑聞く も今︑ これを尽 界と言 わ
ず して何 ぞや︑ と︒虚空 とか尽 界とか 尽地とか ︑言葉 に置き 換えたら きりが ない︒畢 竟有時 と言うな ら

け んげ

ば全 部有時 であり ︑無と 言うなら 全部無 です︒仏 性と言 うなら 全部仏性 じゃな いか︒こ のこと を自覚し
なさいと︒
ぼ んぷ

﹁しか あるを︑仏法を ならはざる凡夫 の時節にあらゆ る見解は︑有時の ことばをきくに おもはく ︑
﹂
これ はも う皆 さん 分か ります ね︒ こう いう真 実の 法を 聞い たこと の無 い人 の理 解はと ︑
﹁道 ﹂
﹁法 ﹂の
人と迷 いの人 とを明 確にす るところ です︒ 時の変化 という ものを認 めてし まって いるので ︑始め があっ

ととる に違いない︑と いうことで
at one time

て ︑終 わりがあって ︑こ う流れていくぞ と︒こ ういう風に ︑初 めから物を相手 として認め囚われ ていて ︑
その流 転としてとらえる であろう︑と︒ 有時を ︑
﹁ある 時﹂
す︒これは 全く違うのだ︑ との布石です︒

﹁あ るときは三頭八 臂となれりき︑ あるときは丈六八 尺となれりき ︑﹂

- 10 -

本来そ の物のみ です︒ その時 だけです ︒
﹁今﹂ が有時で あり尽 界です ︒
﹁薪が 燃えて灰 になる に非ず︑
薪 は薪の 法位に 住し︑灰 は灰の 法位に住 す ︒
﹂ が良く 分かるで しょう ︒だから ︑﹁ 今﹂そ のものは ︑常に
それ でしか ない︒ あれが 有り之 が有り︑ それが こうな って︑あ れがあ のように 成って いくと︑ 知性で 時
間の経過や 姿を想像し︑仮 想世界を自分で作 った上から捉え ようとするでし ょう︒
従って ︑ある ときは 三頭八臂 となっ たり︑丈 六八尺 となっ たりする し︑な どと考え るだろ う︒それ は

ろん こう

自 己を運 んで相 手を立 てての 理屈だか ら︑そ れは大変 な間違 いです︒ その本 が﹁隔た り﹂か ら起こ って

やま

いる事を 知らねばならな いぞと︒
かわ

﹁たとへば︑河を すぎ︑山をすぎ しがごとくなり と ︒﹂
こ れから 凡夫が 考える であろう 例えを 上げて︑ 有時そ のものと ︑単な る理屈 との違い を論攷 して︑隔
て有るが 故に過ちを犯して いることを知ら しめるのです︒
例えば ︑川を 渡り山 に登っ たりする ︒そう いう動き を先ず 認め︑ いちいち それら の動きを 固定し た事

ぎょくでんしゅろう

実 として捉えるの で︑たまたま河 を渡り山を通って きたと思うだろ う︒
せん が

﹁いまはその 山河 ︑たとひあ るらめども ︑われすぎき たりて ︑いまは玉 殿朱楼に処せり ︒山河とわれ と ︑
たまたま

天と地となりと おもふ ︒
﹂
偶 々そう した山 河が有 ったた めに︑自 分はそ こを通っ て︑そ してい まは玉殿 朱楼に 辿り着い た︑と い
う風 に理解 するだ ろう︒ それは 山河大 地いちい ちを認 め︑囚わ れてい るからだ ︒真実 と隔たっ ての見 方
なの です︒ どうして もそう いう風 に自分 の念を起 こし︑ 自己を計 らって 見てしま う︒そ れは本当 の今が
分かっていない からです ︒歩いている自己 がある ︒今 ︑川を渡っている 自分がある ︒今度は山へ来た ぞ ︒
通 り過ぎ たぞ︒ ようや く家に 辿り着い たぞ︑ という自 分があ るために ︑跡形 がずう っと残っ ていく では
ない か︒こ れが囚 われで す︒本 来今しか 無いの に︑相手 を認め ると︑ どうして も心に 過・現・ 未が生 じ
て問題を起 こすのです︒それ はそれなりの理 屈が有るにせよ ですよ︒

﹁し かあれども︑道 理この一条のみ にあらず ︒
﹂
そ うだと して も︑ 道理 はこ れだ けじ ゃ無 い︒本 来の ﹁道 ﹂﹁法 ﹂が 分か れば ︑その よう な間 違い は起
こらないので す︒

﹁い はゆる︑山をのぼ り河をわたりし 時にわれありき ︑
﹂
さあ ︑ここ が大事 なとこ ろです︒ ここが 本当に分 かった らいいの です︒ 山を登 り河を渡 る時の 一歩︒
この 事実 ︒そ の時 限りの われ であ る︒ 他に われ は無く ︑時 も無 いの です︒ これ が﹁ 道 ﹂
﹁法 ﹂であ り︑
有 時の真相です︒
﹁われに時 あるべし︒われ すでにあり︑時 さるべからず ︒
﹂
もう何 も云う 事は無 いです ね︒とい うのは ︑何時も われで すから︒ 自然と 出会い︑ 物に出 会い︑ 人に
出 会う︒ 全てわ れの時 です︒ われに時 あるべ し︒物に 時ある べし︒ 時はいつ も時で す︒来る 時も無 く︑
去る 時も無 いので す︒山 河大地 です︒わ れすで にあり ︒見聞覚 知はみ なわれで す︒見 聞覚知は みな時 で
す ︒時さるべか らず ︒すでに充分 ︒その他に何 も無いじゃない か ︒何時でも ︑何でもわれ の様子なので ︑
何も探 したり 求めた りする 必要は無 い︒素 直に︑本 当にそ の物︑そ の時に 任せきっ て︑計 り事をす る自
分か ら離れなさい︑ と言うのが真意 です︒
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こらい

﹁ 時もし去来の相に あらずば ︑
﹂
去 来の 相とは ︑横 から 時を 眺め た言い 振り です ︒本 当は﹁ 今﹂ しか 無いの に ︑﹁ 今﹂が 去っ たり 来た
りす るかのよ うに︑ 片時も 留まっ てはお らず︑絶 えず縁 に従って 流転し 活動して いる︒ 現実に﹁ 今﹂は
あらゆ る物が 姿を変 え︑変 化してい るでし ょう︒活 動︑応 用︑去来 ︑作用 ︑建設︑ 破壊︑ 春夏秋冬 ︑成
長 ︑発達 ︑喫茶 喫飯︑ 山川草 木︑生死 等々︑ 物も含め てこれ らの様子 を﹁去 来の相﹂ と言い ︑宇宙 の生
命で あり︑ 活動体 として の時の 姿のこと です︒ これに拠 って全 てが現れ ている のです ︒時がも し闊達 自
在の活動体で なかったならば と︒
﹁もし﹂がよく効 いてます︒その 様な事は有り得 ない事だ︑との 言わず語りを秘 めた反語です ︒
﹁もし﹂
の二 字が字眼です︒無 かったら間違う 所です︒
じこ ん

﹁上山の時は 有時の而今なり ︒
﹂
而 今は現今 ︑今 是れです ︒上 山の時は︑一 歩そのものが全 宇宙の時であり 今の様子である ︒こ の﹁道 ﹂
﹁ 法﹂が 確かにそ うだと 決定的 に訣著 すればそ れでよ いと︒畢 竟︑全 て有時だ からと 言う説 明がずっ と
続き ます︒ それで この正 法眼蔵が ︑一々 を上げて 綿密に 説かれて おる素 晴らし さがある のです が︑興味
を惹か れる語 句が駆 使され ておる分 だけ︑ 文字に囚 われる 人達に とっては 大いに 災いにな るので ︑ここ
を 気をつけて下さい ︒
なの に﹁隔 たり﹂ がある と自己 が立ち︑ 特に知 性が一 番介在し たがる のですが ︑疑義 の念や是 非善悪
の念 や︑感 情が介入 してく るので す︒そ れだけ﹁ 隔たり ﹂が有る という ことです ︒だと したら努 力によ
って可 能な限 り隙間 を作ら ないよう にする のが︑こ の段階 の修行で す︒初 期修行 の苦しい ところ です︒
で も全て 今の様 子です から︑ 今さえ離 さなけ れば︑必 ず今に 気が付く のです ︒その ためには 色々な 言葉
や法理は 要らないし︑却 って邪魔になる だけです︒です からとにかく真剣 に坐禅するのが 一番です︒
例え疑 義の念 が出て も︑無 視して ほってお けばよ いのです ︒一番 迷わせる のは︑ 分かる とか分か らな
いと言う知的行 為です ︒それは必ずと言 っていい程 ︑知りたい ︑分かりたいとい う要求が起きる事 です ︒
要 求は例 え理想 であっ ても︑ 欲望とな り探し 始めたり する迷 いの種で す︒だ から如何 なる要 求も持た な
い事 です︒ そうい うもの なしに ︑もっと 本来的 な生まれ る以前 の様子︑ 存在以 前の様子 に任せ 切る事で
す︒何 にもか も投げ 出して 空にす ることで す︒こ の提唱も ︑聞い た事も︑ 過去の 知識も ︑一度全 部横に
置いて︑ 全く取 り合わ ぬこと です︒ それらか ら離れ た自分︒ 自分と いうもの の無い 自分に ︑今︑即 なっ
てみ て下さい︒
これ が禅定 に一番 近く︑ 一番早く 入る道 です︒そ して静 かに︑一 心不乱 に﹁只 ﹂呼吸を するだ けで良
いのです︒
こ れだけ 法の言 葉に触 れると ︑どこか で辻つ まを合 わせてお かなけ れば︑聞 いた分 だけ折り 合いが つ
か なくなり ます︒ それで ︑折り 合わせ るのに一 番端的 なのが︑ 真剣に 一呼吸だ けを徹 底するこ とです ︒
さす れば自 然に落 ちて空っ ぽの所 に行き 着きます ︒いつ もそれを 錬るの が修行 です︒こ ういう ふうにど
んな祖 録や経 典を読 んでも ︑直ぐ捨 てる事 が大事な のです ︒それが 高祖道 元禅師 の南針な のです ︒そう
し ないとことごとく 引っかかってい きますから︑却 って道元禅師の 真意に背く事に なるのです︒
で すか ら︑分 かろ うな どと 思わ ず﹁ 只﹂ 読む だけに する ので す ︒
﹁ 只﹂が 深ま り境 界が 高まれ ばみ な
分かること ですから︑一つ も心配は無いので す︒
いつも 言って いるよ うに︑菩 提心を 高める為 と︑着 眼をは っきりさ せる為 にのみ読 む事で す︒他の 目
的は 怪我をするし﹁ 道 ﹂
﹁ 法﹂に遠くなって しまいます︒で はこれにて︒
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茶礼会
世話 人・・

最近 とみに 逸脱した 行為が 多く︑震 撼とす る事件 が続いて います ︒それに ついて ︑不気味

師・・ 私 も驚いたのですが ︑保育園児の母 親が︑余所の子 供２人を殺傷し たと言うニュース を聞き

な心の解決策な ど御願い致しま す︒
老
まし た︒こ れは大 変な事 です︒ しかし思 ってみ れば︑ 人間には この恐 ろしい凶 暴性や 残忍性が ︑生ま れ
た時か ら既存 してい るので ︑この ことから すれば 不思議 な事では 無い出 来事です ︒周知 の通り︑ 弱い者
を殺傷 して食 い︑生命 を維 持しなけ ればな らなかっ た弱肉 強食の摂 理があ ります︒ つまり 弱肉強食 その
も のが進 化発展 だった のです から︑そ うした 能力が生 き物と して内在 してい ることを 自覚し て︑その 対
策を早く 進める事です︒
ぞっと するの は︑そ うした 残忍性 ・獰猛性 から来 る殺傷願 望が︑ 時代とし て精神 の表層に 近づい てき
たと言う 事です ︒如何 に人間 性が破 壊されつ つある かと言 う証明で す︒極 めて真面 目な人 が︑心の 隙間
か らその ような とんでも ない残 忍な要 求が忍び 寄ると ︑それ を実行し てしま う短絡性 が一大 事となる の
です ︒人と して︑ 日本人 としてこ の危険 で恥し いこの現 実を︑ 何として も改善 する手立 てを講 じなけれ
ばいけません ︒
人 間にな るべく して現 れた人 と︑弱 いと見た らとに かく殺し に掛か るヒョウ のよう な︑獰猛 性を脱 皮
するこ となくそれらを 携えて現れた者 とでは︑心の質 と内容が全然違い ます︒
神仏 に近い 人と︑ 猛獣に 近い人と の違い と言う事 です︒ 自律性が 高く︑ 信頼や感 謝︑尊 敬努力を 大切
にし︑ 道義を 重んず ること を宗とし て人生 している 人は生 涯幸せ です︒一 方では まだまだ 人間と して出
て くるの が早か ったの です︒ 要するに 自分が 気に入ら なかっ たら直 ぐに獰猛 性が現 れてしま い︑目 的の
為︑ 欲望の 侭に振 る舞っ て大事 件を起 こすなど は︑人 間にして 人間で はないの です︒ 人間が動 物とし て
の過 去世の業 を引き ずって いる以 上は雲 泥の差が あるの で︑誤っ た自由 とか人権 とか権 利とか︑ 行き過
ぎた個性尊重主 義などは︑縁に よってはとんでも ない人間にして しまうのです︒
人 間の皮 をかぶ り︑人 間の言 葉を喋べ ると︑ みんな同 じ人間 になって しまい ます︒だ けども 何でも有
りの 時代が ︑こう いう風 にすぐ ラインを 越えて 先祖帰り し畜生 道に戻る 人が急 増して いる以上 は︑早 急
に現実を正さ ねばなりません ︒
考えて もらいた いのは ︑昔は 警察官 にするに も教員 にするに も調べ に調べ て︑国法 の勅使 として相 応
し いかど うか︑ 教壇に 立つ教 師として ︑資質 や品性等 ︑必要 な条件が 整って いるかど うかを 充分に調 べ
た上 で採用 してき ました ︒警察 官が悪い 事をす るのは調 べが足 りないか らです ︒不適格 者は避 けて︑そ
の大事 な内容 と任務 の重要 性をも っと中心 にして 人選すべ きなの です︒場 合によ っての 調査は︑ 国民に
対 して人 権侵害 をさせ ない為 の︑大 切な準備 であり 条件整備 です︒ 差別とか 人権侵 害とか 言うが︑ 国家
の 尊厳と 公明正大 な確か な内容 を堅持 する事が 第一で なければ いけな いので す︒そう しない と︑国民 を
健全 に護れ ないか らです ︒世の中 の規矩 の中心を 守る人 は︑特 に人間性 を十分 に備えて いるか どうか調
べて採 用すべ きです ︒つま り余りに 無差別 になり︑ 善と悪 と︑し て良いか 悪いか の差別が 曖昧に なった
か ら︑今 日のよ うに何 でも有 りの世 の中にな ったの ですから ︒戦後 教育・戦 後思想 の中で一 番まず い状
態が この悪 平等で す︒こ のまま ではま すます悪 くなっ て行くし か無い ので︑こ こらで 健全な差 別を打 ち
立てる必要 があるのです︒
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その為 には︑ 人間の 本質を もっと明 確にし ︑国民上 げて周 知するこ とです ︒そうす れば内 在する動 物
精 神の危 険性が 自覚出 来て︑ 個人とし ても修 養の大切 さを感 ずるは ずです︒ それに 相応しい 最も道 義信
義と 民主精 神を包 含した 手引き 書が必要 です︒ それに は﹁教育 勅語﹂ が一番で す︒素 晴らしい 内容で あ
り︑ 日本 の誇 るべ き崇 高高 邁な 名文で す︒ 人間 性を 復活 させる には 最適 の亀鑑 です ︒﹁教 育勅 語﹂の 精

信用は人 として 最高の宝 だから 大切にし ろ！﹂ と言う よう

神を 一般の 思潮 にし て行 くこ とが 一番 健全 で気高 いか なと 思う のです ︒ど この 家庭 でも ︑
﹁人様 に後 ろ
指 を指さ れるよ うな事 をした らいかん ぞ！
な︑人と して当たり前の 信義を︑子供達 に自信を持って 語れるようになれ ば大丈夫です︒
問題解 決はや はり家 庭教育 が原則 であり︑ 当然国 是として の学校 教育は国 の根幹 ですか ら︑日本 に相
応しい 精神と人 間性を 培うべ く︑礼 に始まり 礼に終 わり︑ 時と︑処 と︑立 場とをき っちり ケジメが 付け
られ る人になるよう︑ 人間性を大切に した授業にすべ きです︒
人間 として の人権 は平等 ですが︑ 人の内 容はそれ ぞれで ︑色々 の能力特 技を別 にしてい るので す︒前
世が異なる故 です ︒人格的にも上 中下の差がある のです ︒もとより上根 の人は信じられ るだけではなく ︑
尊 敬に値 し学ぶ べき多 くの徳 力を兼 ね備えて います ︒しかし 下根の 者は元々 危険を はらん でいる存 在で
つか

す から︑ 魂の健全 化無し に知性 を肥大 化させる と危険 なのです ︒自律 出来ない 上に︑ 却って 知性を手 段
に遣 って野 望を果 たすか らです︒ この事 はみんな が熟知 しなけれ ば︑つ い知性 を絶対視 してし まうので
す︒
何 故かと いうと ︑欲望 達成の 為に知性 を駆使 する事で 一層早 く︑し かも効率 的に目 的を果た せるか ら
です ︒だか ら知性 という 道具を 磨いて 更なる悪 知恵を 増長する ことに なるので す︒人 間も生き 物故に 過
去の 業を引 きずって います から︑ 縁によ って仏に もなる が︑修羅 ・餓鬼 ・畜生に 転じる 存在なの です︒
だから知性と野 望のドッキング 以前に︑道義信 義を魂に敷き詰め ておかなければ 危険なのです︒
ど うあれ 親の責 任とし て︑子 供に対し て親ら しくする 義務と 責任が有 るので す︒そう でなけ れば子供
の教 育は出 来ない と言う 事です ︒そして 子供ら しく育て るので す︒子 供らしく とは︑ 両親を信 じて常 に
安心し た精神 状態で あれば ︑素直 で伸び伸 びして います から心に 淀みが 無いので す︒こ れが大切 なので
す ︒心が屈折すると 素直さが無くなり ︑不平不満が溜ま るに連れて爽快感 や達成感が感じ られなくなり ︑
か さかさ の性格 になり 歪にな るのです ︒人と しての情 味や感 性が欠落 して︑ 人間らし い情操 も情緒も 無
くなり自 信を無くしてし まうのです︒
とにか く珍し い物事 には何 でも興 味が湧き ︑時を 忘れて見 ていた り︑付い て廻っ たり︑し たくて した
くて︑う ずうず わくわ くしな がらチ ャンスを 待って いたりす るのが 本来の子 供です ︒興味 を起こし てや
り 出した ら︑何 もかも忘 れて夢 中にな る事が出 来ると いう︑ 人生で最 も知情 意が統一 的で安 定してい る
時代 なので す︒そ れだけ 純粋で質 の高い 精神状態 の時な のです ︒この時 代の︑ この心の 状態を しっかり
育む事 により ︑健全 な魂へ と向上す るので す︒知 性を鍛え る順位 と度合い は二番 目で良い のです ︒一番
は 何と言っても人 間性であり︑健 全な精神と身体を 充分に育むこと です︒
未 来を任せ られる 次世代 は︑家 庭︑学 校︑社会 全体の 愛情と希 望と責 任によっ て初め て育つの です︒
物金 本位の 国策は ︑やがて 心の貧 しい国 民にして しまい ︑社会や 国家か ら貪る ことばり の権利 主張者に
なるの です︒ 国家の 内容品 格とその 未来は ︑人作り に最重 点をおい ている かいな いかです ︒それ がその
ま ま国の将来となり 社会の姿となる のです︒
本来 の健全 な人生 を送る にはど うあるべ きか︒ それは国 民一人 々々が︑ 向上心 と共に 自らを律 する精
神の 有無で決 まるの です︒ 安心の 出来る 社会・世 の中に して行く ことに は反対者 はいな いはずで す︒人
様にこ うしろ とか言 うと人 権問題に したり して︑色 々な抵 抗勢力が 現れま すが︑自 分自身 を律する 為の
人 間とし ての努 力は当 然です から︑こ のこと に反対は 出来な いはずで す︒形 式化した 悪平等 の今の 会社
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は︑何 でもマ ニュア ル化し ています ︒それ で人を管 理し︑ 物を管理 し︑お 金を管 理し︑制 度を管 理する
構 造になっています ︒他を管理する 事ばかりで︑自 らを管理する事 の大切さを誰も 言わない︒
大事 なこと は自ら を健全 に管理 し︑自ら を高め ︑心の束 縛を自 ら解放す る努力 です︒ それこそ 真の幸
福を得る道 です ︒要するに ︑本当に自己 を律する力があ れば︑それで後は それぞれの人生 を自由に開き ︑

話 が替わり ますが ︑イノ シシが出 るそう ですが︑ 被害が 大きくな らない ようにす ぐに捕

謳歌すればいい のです︒切りが ないので︑是れは この位いにしま す︒
参 禅者Ｂ ・・
師・・

それを殺生と 取るのは小乗の 小さな生命観で あり戒律です ︒色々な命が危 機的状況の場合 ︑

人を助け る為にやむを得 ず殺す場合も︑ とにかく殺生です か？

命を 取る事です︒

殺生とは何です か？

そうですが︑ なかなか利口で して︑素人には 捕まりません︒

獲して処 理するのがよい ですね︒
老

師・・

参禅者Ｂ・・
老
師・・

参禅者Ｂ ・・
老
先 ず人間 を守り 助ける のが自 然であ り︑人と しての 道です︒ それが 道義とい うもの です︒ 命なら何 でも
か んでも 殺さない と言う のは︑ 戒に囚 われた人 間不在 のセンチ メンタ ルな美し き迷い に過ぎ ません︒ 場

そ の通り ︒殺す べき相 手︑殺す べき理 由︑殺す べき時 ︑殺すべ き処に 於いては ︑殺す のが

と言う事は︑ 殺しても殺生にな らない法もある と言う事ですか ？

合によって は﹁道 ﹂
﹁法﹂を 破壊することにな るのです︒

師・ ・

参禅者Ｂ・・
老

ノミや ゴキブ リや鼠︑ ムカデ や人を襲 う獣で も︑生 命有る以 上は理 由無く無 闇に殺 すのは

例えばどの ような時でしょ うか？

道であ り︑慈悲です︒
師 ・・

参禅者Ｂ・ ・
老

殺 生です ︒とこ ろが彼 等の住 むべきと ころに 於いての 話で︑ 人の生活 圏内で 共存す べき生き 物では ない
でし ょう︒ 何とな れば︑ 精神的 にも問題 がある し︑危険 な病気 に繋が る衛生上 の問題 を初め︑ 人の生 活
を著し く損な うし︑ 赤ちゃ んや病 人老人の 健康や 安全に 直接関わ る事で す︒ここ でも人 間の健全 な生存
が第一 です︒ 他の命を 人と比 べる事 が可笑し いので す︒命 という者 を何で も人と同 じレベ ルで捉え るこ
と 自体が 人の命 を軽視 してい ることな のです ︒殺す事 は決し て好まし い事で も良い事 でもな いので︑ 殺
さず に人間 社会を 守る為 には家 の内外を 整備し ︑インフ ラ整備 もだから 進めて いるので す︒毒 虫も毒蛾
もいるのでや はり殺虫剤も罠 も ︑時には銃も必 要です ︒好きで殺すの ではなく ︑誰かが犠牲に なる前に ︑

そう です︒ それが 大事なの です︒ 相手も殺 された くはない し︑矢 張り苦し いので すから︑

殺す べき時は潔く殺し ても良いと言う 事ですか？

止むを得ず必要だ からするのです ︒根本が慈悲で すから︑これは 殺生とは言わない のです︒

師・・

参禅 者Ｂ・・
老

止むを 得ない その時 は無心 に︑そし て苦し まない ように一 気にサ ッと﹁只 ﹂殺し てやるの です︒ 命を認
め たり︑ 殺すの は罪だ といっ た念を 持たぬ事 です︒ 自然災害 には誰 も文句が 言われ ないよう に︑一 切の
念 が無けれ ば相手 の恨み に取り 憑かれ る事はあ りませ んし︑無 心にさ れればそ の様な 性から脱 して成 仏
することが できるのです ︒殺すべき時 は ︑命じゃ ︑何じゃとや やこしい理屈を いれると躊躇し ますので ︑
﹁只﹂行う事で す︒これが大乗 の精神であり︑ 直面した時の決 意であり︑慈悲 です︒
小 乗の慈 悲は大 乗の破 戒︑小 乗の破戒 は大乗 の慈悲と ありま す︒可愛 そうだ からと 言って鼠 やゴキ ブ
リや ムカデ を人家 で飼え ば︑自 分は良い 事をし ている つもりで も︑大 乗の大き な目か らはとん でも無 い
危険 な事であ り︑大 勢に迷 惑を掛 けてい るのです ︒それ でもした いので あれば︑ 自分の 無人島で すべき
です︒ このよ うな生 命観は ︑慈悲で も無く 善行でも なく︑ 単に社会 性が欠 落した小 さな同 情に過ぎ ない
の です︒ とにか く大き く救う 時︑殺生 は無い のです︒ 大乗の 精神︑釈 尊の精 神という ものは ︑改め るべ
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つか

や

きものは改め ︑守るべきものは 守る事にあるの です ︒そこには健全な 科学性も知性も 理想も思い遣り も ︑
大 勢の命 を大き く活か す為に 遣われる べきも のです︒ だから 大乗精 神には自 我を殺 すという 以外︑ 本も
と殺 すとい う概念 は無い のです ︒活かす 為の慈 悲の殺 生は殺生 と言わ ないので す︒明 快に合理 的に対 処
する 大乗精神 は無我 の精神 です︒ 無我は 大我です ︒だか ら世の中 が良く なってい くので す︒戒と は無我
が基本 です︒ 無我で あるか ら自己を 自由に 律するこ とがで きるので す︒こ の要諦は 坐禅に あるとい うこ

参禅者Ｂ ・・
先日中 学一年 生を対 象に︑子 供の将 来につ いて如何 にある べきかと 言う問 題で︑学 校に

大変有り 難うございまし た︒何かすっき りしました︒

とで す︒
参禅者 Ｃ・・
行った のですが ︑子供 じゃな くて先 生が始末 悪い︒ まずま ともな挨 拶が出 来ない︒ 服装も 先生とは 思え
な いし︑ 校長室 への出 入りでも 挨拶が 無い︒先 生がい い加減 な状態な ので︑ 生徒も大 半がだ らしがな か
った ですね ︒これ では子 供が駄 目になっ ても当 然ではな いかと がっかり して帰 宅しまし た︒あ れでは確

師・ ・

そ うです ︒私も そう思 います︒ 教育は 百年の 計︑千年 の計で すから︑ 先生の 質と言い ます

かな教育が出 来るはずが無い ですね︒
老
か ︑或る 程度崇高 な人格 と実地 の為の 内容がな くては なりませ ん︒本 当によく 選んで しない と︑日本 の
将来全体が 掛かっているの ですから︒
今のよ うに父 兄から 尊敬さ れないば かりか ︑不自然 でなっ てない︑ と言わ れるよ うでは︑ 教壇に 立つ
資 格は無 いので す︒人 の師に 成ると言 う事は ︑その人 の生涯 に関わ る根本を 指導す ることで す︒だ から
聖職 者なの です︒ その自 覚さえ 無いよ うな者が ︑先生 なんてと んでも ないこと です︒ 百叩きし て教壇 か
ら追 い出す べきです ︒か様 に崩れ た教育 を受けた 者達が 今︑親で すから ︑学校家 庭共に 子供を健 全に育
てられるはずは 無いのです︒だ から人を刺し殺 し︑親をバットで 殴り殺すような 者が育つのです ︒
次 世代を 育てる システ ムとし ては︑絶 えず教 育の健全 化を計 る事です ︒教育 内容と先 生の質 の向上を
計ろうと するならば ︑現代教 育だけではとても 不充分です ︒徳性を育 み ︑徳行善 行を為す事の大切 さを︑
教師自 ら率先 垂範す る︒こ のよう な教師を 育み育 てるに は︑行を 中心に した伝統 ある確 かな宗教 の力も
活用すべきです ︒
こ れから 生み育 てよう としてい る若い 夫婦は︑ 実はこ うした 現実にぞ っとし ていると 思いま す︒しか
しな がら︑ 子育て はそん なに難 しいもの ではあ りません ︒赤ち ゃんの要 求をよ く見て︑ その内 容が見抜
けさえ すれば ︑今必 要とし て要求 している 事に︑ 愛情を持 って丁 寧に応ず るだけ です︒ それ以上 に余分
な事をし たりし ないこ とです ︒何故 なら︑赤 ちゃん にはその 子のリ ズムと速 度と摂 理があ るからで す︒
そ れを大 切に育 めば良い のです ︒必要 要求に対 して一 〇〇％ 答えて行 けば良 いと言う ことで す︒赤ち ゃ
んは 常に要 求とい う形で ︑成長情 報を発 露してお るので ︑それ を温かく 親密に 受け取り ︑それ に的確に
応じて おれば よいの です︒ そのため には健 全な母 性本能が きちっ と発露顕 現して いなけれ ば︑赤 ちゃん
の 発達情 報を見 抜けま せん︒ やはり 人間とし ての成 長向上が 基本だ と言う事 になり ます︒で あれば ︑全
然心配 はいらないので す︒
こう した環 境下で 円満に 育ち︑成 長とと もに教育 の面白 さ大切さ に天分 を見出し た人が 教師にな るの
が最善 なので す︒や はり家 庭であり ︑両親 から始ま ると言 う事です ︒社会 や国家 が︑それ を擁護 し助け
て 初めて 国の将 来が約 束され るのです ︒です から国家 と国民 と家庭 がしっか り信頼 しあえる ように ︑道
義︑信 義を培う事が重要 ポイントです︒
今の 現状打開 の高い 即効性 ある解 決策は︑ 正直言 って有 りません ︒此処 まで乱れ てしま うと︑す る側
もされ る側も ︑手を 付けれ ば忽ちそ こから 次の問題 が発生 する︑と 言う危 機的状態 なので す︒だと する
と ︑唯一 出来る 事は家 庭レベ ルで対処 するこ としかあ りませ ん︒先ず 親が︑ 信ずるに 値する 師を尋 ね︑
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或いは 先輩の 指導を 仰ぎ︑ 魂の研参 を怠ら ぬ事です ︒そし て親らし く︑信 義を大 切にした ケジメ 有る家
庭 を形成する事が第 一です︒
今日の 忙しさは既に人間 破壊の元凶であ り ︑金銭物 質主義に乗せら れ︑否応な しに走らされて います ︒
純真 な子供達 もこれ から︑ それ以 上加速 した社会 に処し て行かね ばなり ません︒ 何の為 の人生か と︑そ
の将来 を考え てやる と空し くなりま す︒青 少年が︑ 健全な 理想や夢 が描け ない社会 や環境 であって はな
ら ないの です︒ 心の中 に︑向 かうべき 将来が 無いと言 う事は ︑生きて いく意 義が無い ︑既に 良き人 生な
どは ない︑ と諦め た状態 と言う 事です︒ ここを みんな理 解して いないの で︑彼 等のと まどいと 不安を 受
け取れ ないの です︒ 非行化 するの は︑そこ から来 る焦燥感 や不安 が︑訳も なく不 満とな り怒りと なり自
暴自棄にも成って いくのです ︒打てる手段はただ 一つ ︒親の愛情と ︑それを伝える親 自身の生活態度と ︑
深 い人間 的道義 感や信 念を実践 するだ けです︒ 本当に 空しい 助言にな りまし たが︑自 らの向 上心を大 切
子供達 に人間 の道を 教え育て るため には︑ま ず親が 精進努力 をして ︑率先 垂範を宗 とした

にして︑ 弁道精進して頂き たいと願うばか りです︒では︒
世話人 ・・

その通 りです︒
無ければ終 わりにします︒ 有り難うござい ました︒

家 庭生活を通して ︑そこから始ま ると言う事ですね ︒
老
他に何か質 問は無いですか ？

師 ・・

世話人・・

平 成十八年二月十八 日

- 17 -

