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初め ての方 に坐禅 の要領 を簡単に お話い たします ︒なぜ 坐禅が必 要なの かと言 うと︑身 と心が 離れて
しまい ︑それ に依っ て自我 が発生し たから です︒諸 悪と苦 悩は自 我によっ て発生 するから であり ︑人身
を 危うく する元 凶なの で︑坐 禅が必要 なので す︒自 我が何故 諸悪と 苦悩の元 凶かと いうと︑ 自我が 本来
の ﹁道 ﹂
﹁ 法﹂ を眩 まし分 から なく する から です ︒道が 不明 にな ると ︑そこ から 前世 の動 物的業 に心 が
支配されて 諸悪を為し︑六 道を輪廻して無 間地獄に落ち︑永 遠に苦しむ事に なるのです︒
今生に 於いて この心 身を度 すとは︑ 諸々の 諸悪の元 凶であ る心身の 隔たり を取り︑ 本の身 心一如に 戻
す ことで す︒そ の瞬間 に道が はっきり して︑ 執着の本 である 自我が取 れて無 くなる のです︒ そのた めの
坐禅で す︒即ち︑身心一 如に目覚めれば 良いのです︒
どうす れば身 心一如 に戻れ るかで す︒それ は一つ 事に徹し て︑我 れを忘れ 切るこ とです ︒我れを 忘れ
切ると は︑そ のもの自 体にな ること です︒ している その事 も忘れ︑ してい る自分も 忘れる ことです ︒そ
こ まで徹 するに は︑本 当に真 面目に︑ 本真剣 になって 初めて 没頭でき るので す︒言う なれば ︑没頭し 陶
酔し 切らな いとそ の物だ けには 成らない のです ︒だから 心の全 てを捨て 切って 掛かるこ とです ︒徹し て
その物 ばかり になる と︑一 切が無 くなるの です︒ 真箇に徹 したこ の時︑自 然に﹁ 隔たり ﹂が取れ て身心
一如に目 覚める のです ︒この瞬 間に自 我が消滅 し ︑
﹁道 ﹂
﹁法﹂が 現前し て一切が 明了々 となるの です︒
お もしろ い事や 好きな事 ︑得に なる事 や興味の ある事 だったら ︑いき なり時 を忘れ︑ 寒さも お腹が空
いた 事も忘 れてで きるも のです︒ 楽しい 事︑面白 い事は 囚われ 易く︑没 頭しの めり込み 易いの です︒だ
が苦痛 や努力 を要す る事や ︑危険 や恐怖︑ 孤独感 や切迫感 ︑或い はしたく ない事 に対して は避け て通り
た い︑楽 な方に 行きた いとい う指向 性が働く のです ︒生命を 維持す るために 危険を 避け︑安 全を確 保し
て きた生命 保存本 能がそ うさせ るので す︒何で もない ことや︑ そう言 う多大な 努力を 必要と すること に
は ︑なかなか本 気にはなれない のです ︒それも我々 が生まれたとき に既に持ってい る心の作用なの です ︒
縁次第 で自由 に発生 し現れ ると言う ︑全く 以て知性 や論理 ではどう にもな らない 存在が心 なので す︒と
に かく﹁ 隔たり ﹂が有 る以上 ︑縁さえ あれば 何時でも 自我が 現れて 悪さをす るので す︒これ を取ら なけ
れば ずっと 苦しみ 続ける ことに なるので す︒上 手くし たもので ︑ちゃ んと崇高 な精神 も備えて いるの が
人間 です から ︑取 ると 言っ ても 別段 なこと では ない ので す︒た だ身 と心 とを隔 てる 癖 ︑
﹁隔 たり ﹂を取
ればよ いので す︒こ の心の 癖を取る 為の修 行なので す︒そ れが坐禅 です︒ 坐禅ばか りにな る︒坐禅 の今
に徹 する︒徹すると 自然に身心一如 に戻るのです︒
その事自 体になり ︑一つこ とに成り切れば身 心一如です ︒何事も真 剣に︑真面目 に ︑一心不乱 に﹁今 ﹂
してい ること のみに なるこ とです ︒禅とは ﹁その 事に素 直になっ て余念 の無い﹂ ことで す︒自分 で作っ
た概念や知識や道 理を︑全部一回 外す︒横に置い て ︑﹁今﹂に徹するの です︒
そ のため に一心 不乱に ﹁只﹂す るので す︒一息 のみに なって ︑一息し ておる 自分を忘 れ︑一 息してお
る事 も忘れ て︑一 息の全 身にな ることで す︒早 い話が︑ 呼吸に 我を取ら れたら 良いので す︒そ のために
がむし ゃらに ︑一心 不乱に やる︒ 没頭しき ること です︒余 分なも のが入る 余地の ない真剣 さで一 息をす
る のです︒だから 一息に徹すれば よいのです︒他 のことは用がない のです︒
何 故かと いうと︑ 至り得 たらみ な分か るからで す︒分 かるため の努力 や︑理解 のため の努力は 絶対し
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ないこ とです ︒反対 から言 えば︑あ れも分 からない ︑これ も分から ない︑ という 自分に翻 弄され ないこ
と です︒ それら が心を 撹乱す るのです ︒そん な心の全 てを離 してし まうので す︒分 かるとか 分から ない
とか︑ 知りたいという心 を一切超越して ︑一心不乱に一 呼吸をすること です︒
初め ての人は ︑坐禅 は難しい と思い 勝ちです が ︑
﹁今 ﹂
﹁只﹂ その事 を実行し ておれ ばよい︑ という 信
念を持 って下さ い︒そ うしな いと言葉 に振り 回されま すから ︒
﹁今 ﹂
﹁只﹂実 行して おれば︑ それが ︑心
の縺 れも︑心の濁れ も︑心のしわも ︑心の癖も︑隔て も取ってくれる のです︒
途中 で鳴ら し物が 入りま すので ︑その都 度︑腰 を捻って くださ い︒それ は︑身 体の自然 を保つ 為︑煩

有時 提唱

悩を切 る為で もあり ︑睡魔 を撃退 するため でもあ り︑色々 な功徳 がありま すから ︑怠り なくやっ てくだ
さい︒では︒

正法眼蔵
本文
どんきやく

つきゃく

さ んずは っぴ

﹁ 時もし 去来の 相を保任 せば︑ われに 有時の而 今ある ︒これ 有時なり ︒かの 上山渡河 の時︑ この玉殿 朱
ぢきにふ

楼の時を 呑 却せざらんや ︒吐却せざらん や︒三頭八臂は きのふの時なり︑ 丈六八尺はけふ の時なり︒し
ひは う

かあれ ども︑ その昨 今の道 理︑た だこれ山 のなか に直入し て千峰 万峰をみ わたす 時節なり ︑すぎ ぬるに
ひ しよ

こ

げ ゑ

あ らず︒ 三頭八 臂もす なはち わが有 時にて一 経す︑ 彼方にあ るにに たれども 而今な り︒丈六 八尺も すな
ひ

はちわ が有時にて一経 す︑彼処にある ににたれども而 今なり︒
けんぎやく

だう

きやうもん

しか あれば ︑松も 時なり ︑竹も時 なり︒ 時は飛去 すると のみ解会 すべか らず︑飛 去は時 の能との みは
学すべ からず ︒時も し飛去 に一任 せば︑間 隙あり ぬべし ︒有時の 道を経 聞せざ るは︑す ぎぬる とのみ
学 するに よりて なり︒ 要をと りていは ば︑尽 界にあら ゆる尽 有は︑ つらなり ながら 時時なり ︒有時 なる
により て吾有時なり︒
歴 の功徳 あり︒ いはゆ る︑今日 より明 日へ経 歴す︑今 日より 昨日に経 歴す︑ 昨日より 今日

きやうりやく

有時 に経

へ経歴 す︑今 日より 今日に 経歴す︑ 明日よ り明日に 経歴す ︑経歴は それ時 の功徳な るがゆ ゑに︒古 今の
時 ︑かさ なれる にあら ず︑な らびつも れるに あらざれ ども︑ 青原も時 なり︑ 黄檗も 時なり︑ 江西も 石頭
も時 なり︒ 自他す でに時 なるが ゆゑに修 証は諸 時なり︒ 入泥入 水︑おな じく時 なり︒ いまの凡 夫の見 ︑
および 見の因 縁︑こ れ凡夫 のみる ところな りとい へども ︑凡夫の 法にあ らず︒法 しばら く凡夫を 因縁せ
るのみ なり︒こ の時こ の有は 法にあ らずと学 するが ゆゑに ︑丈六金 身はわ れにあら ずと認 ずるなり ︒わ
れを 丈六金身にあら ずとのがれんとす る︑またすなは ち有時の片片な り︑未証拠者の 看看なり︒
いま 世界に 排列せ るむま ひつじを あらし むるも︑ 住法位 の恁麼 なる昇降 上下な り︒ねず みも時 なり︑
ぐうじん

とらも時なり ︑生も時なり ︑仏も時なり ︒この時 ︑三頭八臂にて 尽界を証し ︑丈六金身にて 尽界を証す ︒
そ れ尽界をもて尽 界を界尽するを ︑究尽するとは いふなり ︒
﹂
提唱はい つも申し上げてい るように︑分か る分からないな しに︑只聞いて 下さい︒

﹁時 もし去来の相を 保任せば︑われ に有時の而今ある ︒
﹂
去来 とは︑ 行った り来たり で︑闊 達自在の 意です ︒
﹁も し﹂を 軽く見る ︒時そ のもの ︑
﹁今 ﹂にな って
自在 な働き を体得し たなら ばです よ︒時 とわれと 同事で 一体だか ら︑十 二時中 即﹁今﹂ であり ︑われで
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ない物 はない ︒われ でない 時はない のです ︒既にお 話しを しました ように ︑見る 時︑見る という 余分な
物 はなく ︑満身 その物 になっ ている︒ 他の覚 知全てそ うです ︒もし 見るとい う物が 有ったら ︑それ は妄
覚で あり悪 知悪覚 です︒ これが 囚われで す︒囚 われ無 しに見る ︒見る 底です︒ これが ﹁われに 有時の 而
今あ る﹂ 様子 です ︒言 葉は やや こしい が ︑
﹁只 ﹂で あれ ば︑時 と自 己と 同事だ とい うこ とで す︒聞 く時
には ︑聞い てお ると 言う 自分 は無 い ︒
﹁只﹂ 聞く ︒こ れが 本当に 聞く 様子 です ︒音と 自己 と隔 てが無 い
こ とで す ︒﹁ おは よう ﹂と いっ た時 には ︑即み なさ んに ﹁おは よう ﹂が ある ︒何の 道理 も手 続き も無し
に いきな りそ うあ るで しょ う ︒﹁ バカ野 郎﹂ と言 われ たら︑ 即バ カ野 郎に なって いる ︒た だそ れだけ で
す︒即終わっ て何も無いでし ょう︒
ところ が︑ 時の この よう な自 在な 働き を体得 しな かっ たら ︑
﹁今お 前︑ 誰に 向か って︑ 言っ たん だ︒
バ カとは 何だ！ ﹂と自 我がいき なり出 る︒それ は隔て が有る ために対 立する からです ︒そこ から迷い が
始ま り︑大 げさに 言えば 戦争の 種になる のです ︒争いと はここ から起こ るので す︒とに かく﹁ 隔たり﹂
から問題がお こるということ です︒
で もこの 事実の 様子は 分かっ ても分 からなく ても︑ 体得の有 無に拘 わらず︑ 全てそ のものと 同事な の
で す︒時 というも のは︑ 過ぎ去 ったり ︑来たり するよ うに見え ておる けれども 実際は ︑活動 体そのも の
です ︒我々 自体の 様子に 過ぎない 事を自 覚しなさ い︒さ すれば一 切が綺 麗に治 まり︑何 の問題 も無いこ
とが分かるとい うことです︒

﹁これ 有時なり ︒
﹂

つきゃく

これが本当 の有時だ︒真相 なのだと︒要する に︑これが﹁道 ﹂
﹁法﹂です ︒
どんきやく

﹁か の上山渡河の時 ︑この玉殿朱楼 の時を呑 却せざ らんや︒吐却せ ざらんや ︒
﹂
山に 登った り︑河 を渡っ たり︒ そのよう な事が 有ったり ︑無か ったりし ます︒ 時その 物に成っ ていな
いと全 てと隔 たり︑ 心の影 として ︑山や河 が出来 て︑登 ったとか 渡った とかが起 きてく る︒その 時時の
様子の ままに はいかな くて︑ 絶えず 物が気に なり事 が気に なる︒有 るとか 無いとか が気に なって囚 われ
て しまう ︒一々 認識し て認め てしまう のはそ の為です ︒心の 中に︑虚 像がど んどん生 まれ蓄 積されて い
くと いうこ とです ︒これ が通常 の道を知 らない 人の様子 だが︑ それは本 来と違 うと言う わけで す︒ここ
でその事を天 下に向かって詰 問し正していく のです︒

ど うじゃ ！

こ こで道 元禅師を

これ が明了 了であれ ば宜し いという 宣

﹁かの﹂ は一度 出した 話題を 指す語 です︒諸 人に尋 ねてみる ぞ︒前 述した上 山渡河 の時に は︑この 玉殿
朱 楼の時 は有っ たのか︑ それと も無か ったのか ？

言で す︒又 ︑玉殿 朱楼に 到った時 ︑かの 上山渡河 の時は 有った のか無か ったの か？
して破顔微笑 せしめるには︑ 如何に返答すれば よいかです︒
どんき やく

つきゃ く

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︒この句と 同じ意です︒
呑 却 は飲み尽くすこと です︒飲み尽く したら無いでし ょう︒吐却とは ︑吐き出すこと で︑有ることで
す︒ 玉殿朱 楼は︑ 字の示す とおり 素晴ら しいお城 です︒ 手短に言 えば︑ 我が屋 とか我が 城でも いいので
す︒

つまり ︑尽

自 分が尽 界に成っ ている 様子を言 うて

本 当に歩 いてい たら︑ 山と言 う思い等 はない ︒河もな い︒歩 もない︒ さあ︑ じゃ山 が有るの か無い の
か︒河 が有るのか無いの か︒
有る とすれば ︑それ は自分 が吐き 出した世 界では ないの か？

いるの です︒ 目にた つ物が 無いとす れば︑ 呑み尽く してし まって無 いから ではない のか？

界 が自己 に治ま って︑ 他に一 切無いこ とを言 う︒何れ も自他 不二︑一 つが一 切︑一切 即一を 示され てい
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るのです ︒さあ ︑どっちだ ︒つまり ︑一切がわが世界 だから ︑その他に別なる 物は無いと言う ことです ︒
み なさん 朝起き るや︑ まずト イレに行 き︑顔 を洗い食 事を頂 く︒正装 して会 社に向 かう︒ス タスタ と
切れ よく歩 いて会 社に着 く︒本 当に切れ よく行 動して ︑その事 のみに なってい たら︑ 今今して きた事 な
ど心 の中に残 っては いない ︒前後 際断で 動作して いたら ︑その事 自体に なってい るので ︑去来の 相のま
まに終 わって いるの です︒ 振り返っ て見れ ば︑確か にそれ らの経過 を知る ことが出 来る︒ でも心の 中に
は︑ 環境も人も何も 無いのです︒
皆さ ん一生 懸命に なった 時︑こ う言う経 験は何 度かして きたは ずです︒ 時と一 つになり ︑その 場に一
つにな り︑そ の事に 一つに なって ︑自分が なくな った様子 です︒ 自分の見 解や観 念︑認 識を離れ て︑た
だ︑事 実として の今︑ 今︑今 ︑今が あって︑ 何の障 りも︑ 何の災い もない ︒非常に 充足し ︑爽やか な達
成 感があ った︒ 子供の 時からち ょくち ょく誰で もあっ たはず です︒こ ういう 法を聞い てない と︑我れ が
なく なって ︑その 物と一 つにな った様子 ︒これ が本来で あって ︑大変大 切な体 験である ことも 分からな
い︒それが解 脱の手がかりで あり入り口である 事の自覚につな がらない︒実に 惜しいことです ︒
だ からこ の正法 はよく 聞いて おく必 要がある のです ︒そうい う大事 な道があ ること を知って おれば ︑
体験が 起こった時 ︑確かに そうだ ︒このよ うに﹁只 ﹂一心不 乱になっておれ ばよい ︑という 確信が湧き ︑
単純 化への 道が手 に入る のです︒ それだ け楽にな り救わ れていく のです ︒だか ら﹁成り 切った ﹂体験が
有っても︑それ が生かされるか 死ぬかは︑法を 聞いているかい ないかです︒
さ んず はっぴ

さ んず はっ ぴ

﹁三頭 八臂はきのふの 時なり︒丈六八尺 はけふの時なり ︒
﹂
三頭 八臂は きのふの 時なり ︒きの うは過去 で︑既 に無い というこ とです ︒そうい うもの に出会っ た時
もあった︒一年 前でも千年昔で も同じで︑三頭 八臂も時も無いこ とです︒ 目前 の丈六八尺の仏像 は今日
の ことで あり今 の様子 である と︒前後 を付け れば昨日 の時で あり︑今 日の今 である ︒今は今 にして ︑今
に非ず︒
﹁しかあれども ︑その昨今の道理 ︑
﹂
有 ったり ︑無か ったり ︑作用し たり︑ しなかっ たり︑ 出会っ たり︑出 会わな かったり する︑ それらの
全体の様 子をもう少し分 かりやすく言う ならば︑前後有無 云々と言う理屈 の事だ︒
ぢきにふ

﹁ただこれ山のな かに直入して千 峰万峰をみわた す時節なり ︑
﹂
皆 さん山 の中に 入ったこ とはあ ります ね︒前を 見る︑ 後ろを見 る︒上 を見る ︒左右の 木を見 る︒何の
意図 も無く 気の向 くまま に﹁只﹂ 見ます ︒前の木 を見れ ば木が あり︑向 こうの 山を見れ ば山が あり︑後
ろを見 ればそ れです ︒そう やって山 全体を くるく るっと見 渡して 見ても︑ 跡形も 何にもな い︒前 後も昨
今 も無い︒これら 全体が時の自然 の様子であり︑時 々の時節です︒
大 燈国師の 歌に﹁ 五条京 下の橋 の上︑ 行き来の 人を深 山木に見 よ﹂と ︒本当に 見ると いうこと は︑京
の都の五条 の橋の上を ︑行ったり来 たりしている人 を ︑人とも何と も思わず ︑深山の木を 見るように﹁只 ﹂
見るこ とだ︑ という 道歌で す︒この 歌で修 行の要は 足れり です︒そ こには 自己も 無く計ら い事も 無い︒
ぢきにふ

囚 われる ものも なんに も無い ︒時とい う観念 が無いの で︑昨 日とか 今日とか 前後の 付けよう が無い では
ない かと︒ これを 簡潔な 言葉で ﹁ただこ れ山の なかに 直入して 千峰万 峰をみわ たす時 節なり﹂ と言っ た
ので す︒大燈 国師の 境涯と ぴった り符合 するでし ょう︒ 言い方は 違って いても︑ 内容は みんな一 つ事で
す︒
﹁道 ﹂
﹁法﹂とは︑何 にも無い︑空っ ぽの自在な世界 であることを言お うとしているの です︒
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﹁すぎぬるにあ らず︒三頭八臂 もすなはちわが 有時にて一経す ︑
﹂
一 経の意 は︑一 つの道 理とか ︑様子と か︑道 すがらの ことで す︒過去 ︑現在 ︑未来 があるな どと︑ 時
をそ ういう ふうに 自己を 立て︑ 認識を働 かせて 眺めた ら顛倒夢 想とな るのです ︒どう してかと いうと ︑
その ように隔 てて時 を捉え たら︑ どうし ても前後 が出来 てしまう ︒する と過ぎ去 るとか 来るとか が始ま
って︑ 六道を 輪廻す ること になるの です︒ 本当の時 は︑孤 立して単 体で存 在する事 は有り 得ないか らで
す ︒表だ け︑裏 だけの 紙など 無いでし ょう︒ 全て時だ から︑ だから過 ぎ去っ たり︑や って来 たりす るも
ので はない ぞと︒ 本来一 つ物の 分かれだ から︑ 怪物だと 思って おる暇が なく︑ 瞬間︑ 即︑怪物 となる の
です︒すなわ ちとは即です︒ いきなりです︒ その時︑それが 自分の姿であり様 子であると︒
本来︑ 目を開い た時に は︑既 にその 世界があ る︒そ れがその 時の自 分です︒ 体得し たから しないか ら
では なく︑本来みなそ うなっているの です︒その事を 知らないだけだ ぞということで す︒
ひは う

﹁彼方にある ににたれども而 今なり ︒﹂
こ こが大 切なと ころで す︒彼 方にあ るににた れども ですよ︑ 遠くの 山だなと 意識し ︑彼方に 有るよ う
に 思った 時には︑ 事実と しても う既に 眼中の世 界なの です︒パ ッと見 た瞬間に ︑あっ ちじゃ なくて︑ 即
自分 の世界 となって いるで しょう ︒
﹁お お︑君か ﹂
︑と 言った時 には︑ 既に君が 私にな っている のです ︒
この隔 てのな い道を ︑入我 我入と言 うので す︒自他 不二と も言い ます︒い きなり ︑いつで もです ︒この
事 を道元禅師は︑有 時であり而今な のだと︒我々の 全体がいつでも そうなのです︒
修行 者を点 検する のに︑ 何処ま で手元に 来てお るかを 試す方法 として ︑梅干し の味は どんな味 か︑と
か︑ 今食べ ておるそ の味は ︑どん な味だ と聞く︒ すると 直ぐに何 とか言 う︒その 物自体 に気がつ いてい
ない限 り妄覚 の人で す︒で すから言 葉に事 実がある と誤認 していま す︒必 ず理屈 が出現し 解析が 始まっ
て 虚像世 界を弄 する︒ 梅干し はスッパ イが塩 分が有っ て辛い だとか何 だとか ︑形容 詞の限り を尽く すの
です︒
ところ が有時 に気が つき︑ 而今に 気がつい た人は ︑即梅干 と一つ になる︒ タッと 摘みに 行って︑ パッ
と口の 中に入 れるでし ょう︒ 口の梅 干︑梅干 の口で す︒口 の有時で あり︑ 口の而今 です︒ 疑いよう もな
く ︑明ら かにそ のもの の味が ある︒酸 っぱい ！という 前にも う酸っぱ い味が 先にある ︒事実 ︑つまり 厳
然と して有 時の而 今があ って︑ 後に知性 が知覚 を認知し 概念化 するので す︒こ れは梅干 の味だ ︑と知る
のは︑ だから 後の事 で︑南 泉禅師 の言う妄 覚です ︒本当の 時とい うものは ︑知る 以前の 世界であ り道の
ことです︒
じ ゃ︑ どう あっ たら いい のかで す︒ 目の 有時 ︑耳 の有時 ︒目 ︑耳 そのも のに なる こと です ︒
﹁ 只﹂ 見
る︒
﹁只 ﹂聞 く︒ これ が而 今で す︒ もう 即それ がそ れだ と気 が付い て良 い筈 だと 思うて ︑道 元禅 師は︑
ああも 言い︑ こうも 言い︑ そうも言 いして ︑言葉 を駆使し て分か らせよう として いるので す︒だ から言
っ ておる内容は ︑既 に日常使い尽く している我々の 自在さのことです ︒眼 があり︑耳 があり ︑鼻 があり ︑
手 があり︑ 足があ りして ︑川を 渡る︑ 山を登る ︑家に たどり着 く︑聞 く時︑思 う時︑ 感ずる時 ︑一瞬 一
瞬︑ われわ れに模 様される 全部が 有時で あり︑而 今であ る︒どう あって も自分 であり︑ どうあ っても宇
宙と一 体で︑ この道 からは 絶対に離 れるこ とは出来 ないの だから︑ 考える 事も思 う事も必 要ない ︒だか
ら 隔てを 作る心 の癖を 捨てて みよ︒全 ての心 の働きを 止めて みよ︒ 一切が明 らかに なるから ︑と言 うの
が真意 なのです︒
ひしよ

﹁丈六八尺もす なはちわが有時 にて一経す︑彼処 にあるににたれ ども而今なり ︒
﹂
これ も同じです︒
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けんぎや く

ひ

こ

げ ゑ

﹁ しかあ れば︑ 松も時 なり︑ 竹も時な り︒時 は飛去す るとの み解会 すべから ず︑飛 去は時の 能との みは
学すべ からず︒時もし飛 去に一任せば︑ 間 隙ありぬべ し ︒
﹂
だか ら当然な がら松 も竹も 時であ る︒飛去 とは︑ 通り過 ぎていく ︑無く なるの意 です︒ 飛去は時 の能
とのみ は学す べから ず︑と あります ね︒能 とは︑応 用自在 ︑働き︑ 効用︑ 作用のこ と︒さ れど時が 自在
に 過ぎ去 り流転 すると のみ思 ってはな らない ︒それは そうで あるよう に見え るが︑そ のよう な自我 の見
解を 挟んで はなら ない︒ 過ぎ去 っている ようで はあるが ︑全て 今今の而 今の様 子であ る︒だか ら︑事 実
けんぎやく

である 縁の侭 ︑流転 の時時 に任せ ︑自己を 立てな ければ︑ そのも のと離れ ようが ない︒ と言うの が︑時
もし飛去に一任せ ばです︒間 隙 ありぬべしとは︑ 隙間が無く一体 と言う事︒聞い た瞬間︑見た瞬 間︑思

きやうもん

っ た瞬間 ︑食べ た瞬間 ︑全部そ れで成 仏してい るし︑ 円満に 現成し終 わって おる︒本 来全て 道である と
言う事で す︒
だう

﹁ 有時の道を経 聞 せざるは︑すぎ ぬるとのみ学す るによりてなり ︒
﹂
有 時の道 とは︑有 時の真 相︑真 実の姿 です︒経 聞とは 体得で︑ 今はそ の逆︒有 時の真 実を体得 し得な
いの は︑自 己を立 てて︑ 時を側面 から眺 めて前後 を付け るからだ ︒前後 が有れ ば而今の 時は︑ 過ぎてい
くもの と決ま りを付 けてし まい︑ど うして も自我の 隔てが 取れな くなり︑ 有時の 真相を体 得する 事が出
来 ないと︒
﹁要をとり ていはば︑尽界 にあらゆる尽有は ︑つらなりなが ら時時なり ︒
﹂
だから時とは ︑最も要を尽くし た言い方をすれ ば ︑今まで言ったよ うに一切合切す べての作用は ︑今 ︑
今 ︑と連 なり一 連のよ うに見 える︒そ れが時 ではある が︑一 秒の百分 の一︑ 千分の 一︑無限 に小さ くて
も必 ず切れ ておる のが時 の本質 なのであ る︒畢 竟つらな りなが ら︑少 しも連な っては おらず︑ 脱落し て
おるのが時 である︒
そうで しょう ︒今私は 皆さん が眼中 にあって 一体で す︒い きなり天 井を見 ると︑少 しの躊 躇もひっ か
り もなく ︑即天 井にな ってい る︒瞬間 という 間も無い ︒時が 僅かでも 重なっ たり引っ 付いて いたりし た
ら︑ このよ うに自 在にさ らさら といかな い︒完 全に時が 切れて 脱落して いる証 拠です︒ ここを ︑つらな
りなが ら時時 なり︑ と言う たので す︒時そ のもの になれば ︑自ず から脱落 底です ︒だか らその物 自体に
成り切れば良いの です︒

﹁有時な るによりて︑吾有 時なり ︒
﹂
有時と は全て の世界 です︒ あらゆる 時はで すよ︑一 秒の千 分の一 も繋がっ ていな いから︑ 全ての 作用
や 働きは ︑時 と少しの隙間も 隔たりもないの です︒だ から見聞覚知の 有時は︑す べて自分の様子 であり︑
全部が 自分なのです︒
歴 の功徳あり ︒
﹂

きやうりやく

﹁有時に経

経 歴とは ︑縁に 従って 自由自 在に作用 し続い ていくこ とです ︒わざわ ざ功徳 と言っ たのは︑ 物は変 化
作用 をして 用を為 すでし ょう︒ 水が落ち ること ︑流れ ること自 体︑そ こに有る こと自 体︑用を 為して い
るでしょう ︒このように︑ 時の自在な作用が 続く様子を︑有 時に経歴の功徳 あり︑と評した のです︒

﹁ いはゆ る︑今 日より 明日へ 経歴す︑ 今日よ り昨日に 経歴す ︑昨日よ り今日 へ経歴す ︑今日 より今 日に
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経歴す︑明日よ り明日に経歴す ︑
﹂
こ れは時 の作用 が色々 にある ので︑見 方捉え 方も色々 だから ︑囚われ ずに自 由に活 かしなさ いと言 う
こと です︒ 今日よ り明日 へ︒こ れは極め てポピ ュラー な時間観 です︒ 今日とい う時が 未来にな ってい く
見方 ですから ︑生産 的です ︒今日 より昨 日に成る とは︑ 今日とい う時は 自然に過 去にな る︒当然 全ては
過ぎ去 り無く なって いくと 見るので す︒失 敗し恥を かいて も︑又良 い事が 有ったと しても 全て過ぎ 去っ
て いくの です︒ 今日よ り今日 にという のは︑ 何時も今 日より 他にない ︒千年 経っても 今日し かない ︒今
日一 日が大 切なの だ︒今 ︑行ず るしかな いと言 うことで す︒明 日より明 日にと は︑ま あ︑明日 すれば い
いなどと ︑明日に預けて ばかり居たら駄 目になるぞ ︒明日は何時ま でも明日だから ︑本当の時 ︑即ち﹁今 ﹂
を大切 にし なけ れば 何事 も実 行し なく なる ︒過去 現在 未来 と言 う言葉 や概 念に 囚われ ず ︑
﹁今﹂ を活 か
し活 用していきなさい ︒それ に当たって今言 ったように ︑時に は色々の様子が 有るからと言うこ とです ︒
﹁経歴はそれ 時の功徳なるが ゆゑに ︒﹂
時 というものは︑ そういう素晴ら しい働きがあるが 故に︑
﹁古今の時 ︑かさなれるに あらず︒ならび つもれるにあら ざれども ︑﹂
古はい にしえ ︒今は 今︒古 今と言う 言葉に 過ぎない ︒時は 古も今も 無いの です︒ 金剛経の ︑過去 心不
可 得︑現 在心不 可得︑ 未来心 不可得と ︒時も 全く同じ です︒ 決して 重なった り︑積 もってい ったり する
ような 実体のある物で はない︒しかしな がら時の様子や 働きはちゃんと 有るのです︒
﹁青原も時なり ︑黄檗も時なり ︑江西も石頭も 時なり ︒
﹂
六 祖下の 青原も ︑百丈 下の黄 檗も︑江 西の馬 大師も︑ 石頭禅 師も時で ある︒ 簡単に言 えば︑ 右も左も
上も 下も︑ 前も後 ろも︑ 昔も今 も︑一切 合切と ︒時の様 子に過 ぎない し︑時は 何処か らも来な いし︑ 何
処へも 行かな い︒み な言葉 の綾で す︒時は 言葉に 用がな いと︑そ ういう 意味です ︒それ を道元禅 師が祖
師方を出して︑ その時︑その時の 様子そのままが 有時である︒名 相に囚われるな と言うことです︒

﹁自他す でに時なるがゆ ゑに修証は諸時 なり ︒
﹂
自他と 言って みても 言葉で す︒事 としては 自は自 ︑他は他 です︒ 私達が居 ますね ︒自分と 他人と が居
りながら ︑自他一つです ︒目を開いたら ︑それと一つ ︒天を見れば ︑天と一つ ︒天と我とがありな がら ︑
天 が我に なり︑ 我が天に なって おるの です︒こ こまで が天の 世界で︑ ここか らが私の 領分︑ などと隔 て
るこ となど 出来な いでし ょう︒こ れが時 の様子で す︒名 相にく くられて いるか ら︑どう しても 相対化し
対立し てしま い︑見 方や考 え方と言 う理屈 に落ち てしまう のです ︒名相を 離れて 初めて時 の真相 が分か
る のです︒自他す でに時なるがゆ ゑです︒しかし時 は自他に関係な いのです︒
修 証の修は 修行で す︒つ まり︑ 分かろ うとし体 得しよ うとして 努力す ることで す︒そ れも時で す︒証
は道 がはっ きりす ることで しょう ︒眼横 鼻直がは っきり したこと ですね ︒でも ︑修の時 も︑証 の時も︑
この時 です︒ 只そこ を本当 に自覚す るか︑ そうなろ うと努 力してお る時か の違い です︒時 の様子 が違う
だ けで︑ 分かっ たら証 の時と なり︑努 力の時 が修にな ってい る︒時 は同じ時 です︒ これは大 事な所 です
よ︒
分か ろうとし て今今 努力す る︒極 めて大切 な事で す︒し かしなが らこれ は︑分か らない と言う時 を前
提にし ている ことと ︑分か らないと 知る自 分が居て 隔たっ ているの で︑明 らかに迷 いの時 です︒そ して
体得 の方向に向かっ て努力をすると いう時になってし まう︒余分なこ とをする時にな るのです︒
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修の時 と︑証 の時と では︑ このよう に時は 同じでも 全く内 容が違う のです ︒時をそ ういう ふうに使 わ
ず に︑そ のもの が既に 証の時 である︒ 悟りの 時である ︒仏の 時であ り︑見聞 覚知の まま明ら かな様 子で
あ る ︒﹁ 今﹂ のこの 事実 は︑ 分か る分 から ない ではな い時 ︒つ まり 時を時 たら しめ てお れば︑ いき なり
その 物自体で す︒だ から同 じ時を 使う上 で︑修の 時にす るか︑証 の時に するかで ︑着眼 に大きな 違いが
出てき ます︒ 歩く時 には︑ 本当に歩 いてお れば︑も うこれ は修であ りつつ も証なの です︒ 徹底すれ ば証
なの です︒
だか らとい って︑ 修行を 軽く見 てはいけ ません ︒修行は 一生懸 命しなく ちゃい けない︒ けれど も︑修
行の一 歩一歩 なのだ と構え てやる と︑同じ 時が修 行になっ て︑そ の物自体 と距離 が出て きてしま う︒そ
れで修 も証も︑ 同じ時 ではあ るが︑ 色々内容 が違っ た時に なってし まう︒ 諸時なり とはそ う言う意 味で
す︒ ではどうするか︒ 本当に﹁只﹂す るのです︒
﹁入泥入水︑ おなじく時なり ︒
﹂
泥 田に入ろうと︑ 真水に入ろうと ︑同じ時だ︒だが 縁が違えば様子 が違うぞと︒
﹁いまの凡 夫の見︑および 見の因縁︑これ 凡夫のみるとこ ろなりといへども ︑凡夫の法にあ らず ︒
﹂
これは 大事な ことを 面白く 言ってま すね︒ 凡夫は見 聞覚知 に囚われ て︑常 に悪知 悪覚に侵 されて いま
す から︑ 時も︑ 物も︑ 自分も ︑凡そ的 外れで す︒確固 とした 正見な ど有ろう 筈はな い︒と言 うのは ︑自
我を もって ﹁今﹂ の事実 に対応 するか ら︑自分 が気に 入れば取 り︑そ うでなけ れば拒 絶する︒ 縁に対 し
て﹁ 隔たり﹂ がある から対 立し衝突 する ︒
﹁これ 凡夫の みると ころなり といへ ども ﹂
︒如何 にもど うしよ
うもな いのだが ︑﹁凡夫の 法にあ らず ﹂︒事実は 法自体 ですか ら︑それ に接し ている限 り真実 そのまま で
す︒ だから凡夫の法 などは何処にも 無いぞと︒
ただ ︑自己 を運ぶ から真 実と隔 たり︑当 然なが ら釈然と しない ために道 に暗く て凡夫 なだけで す︒そ
んな本人が 納得できないから と言っても ︑接している のは真実の法です から ︑悟る ︑悟らないじ ゃない ︒
既に眼 におい て有りの 侭だし ︑見聞 覚知は事 実に違 いない ︒全てち ゃんと その時︑ その時 ︑道が現 成し
て いる︒ 真実の 自覚が 無いか らと言っ て︑凡 夫の法が 特別に 有る訳で はない ︑と言う 訳です ︒そんな 法
は本 もと無 いので す︒つ まりこ れ以上迷 いよう がなく︑ またこ れ以上悟 りよう もないの で︑己 見を持ち
出さず に︑縁 に従っ て﹁只 ﹂やり なさいと ︒これ が言いた かった 所です︒ 道元禅 師の慈 悲︑至れ り尽く
せりです︒

﹁法しば らく凡夫を因縁せ るのみなり ︒
﹂
これ が凄 いで すね え︒偉 いこ とを 言わ れて いま す ︒
﹁法 しばら く﹂ とは ︑法 は法な のだ がと ︑自 我が
邪 魔をし ている ことを 響かせ ている のです︒ だから 真実の法 が分か らない︒ そんな 自我の時 節が今 その
人 にあるか ら︑凡 夫をし ている のだと ︒仏がた またま ﹁隔たり ﹂と言 う因縁を 持って いるので ︑しば ら
く凡 夫をし ている に過ぎな い︒こ れが﹁ 因縁せる のみな り﹂です ︒本来 は凡夫 などでは ないと 言うこと
です︒

﹁この 時この有は法にあ らずと学するが ゆゑに︑丈六金 身はわれにあら ずと認ずるなり ︒
﹂
この 時という のは︑ 凡夫を因 縁して いて︑法 が分か らない時 です ︒
﹁この 有は法 にあらず と学す る ﹂︒
この有 は︑今 今の様 子であ り法のこ とです ︒隔てが あり自 我が邪魔 をして ︑それで その物 自体の真 相が
は っきり しない ものだ から︑ 法が別に あると 思ってし まう︒ そのまま の自分 が法であ る︑真 実であ ると
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いう事 が分か らない ︒要す るに︑こ の身心 のまま︑ どこも 汚れては いない し︑迷 ってもい ないし ︑本来
縁 の丸 出し であ り︑ 真実 丸出 しで 仏な のだ︑ とい うこ とがど うし ても 納得 するこ とが でき ない ︒﹁ 丈六
金身 はわれ にあら ずと認 ずるな り﹂です ︒これ みな隔 てに依る ので︑ 成り切っ て身心 一如に目 覚めれ ば
一切明瞭す るから︑人々宜 しく行じて体得す るしかないのだ との含みが有り ます︒

﹁わ れを丈六金身に あらずとのがれ んとする︑またす なはち有時の片 片なり ︑
﹂
自分 が仏で ある筈 はない ︑と無 道心の言 い訳を して逃げ ようと しても︑ 真実丸 出しで法 そのも のだか
ら︑誤 魔化す ことな ど絶対 に出来 ないぞと ︒自分 は凡夫だ と思い 納得した いかも しれな いけれど も︑実
は本来 凡夫であ ろう筈 がない じゃな いか︒自 分を迷 わせて 凡夫にし ている 法があっ たら︑ 出してみ よ︒
深く 点検してみよ︑と 言うことです︒
凡夫 だから と言い 訳して も︑言う ている その事自 体もま た︑ど うあって も事実 であり真 実であ り︑法
なのだからと 言う意です︒こ の事が判明しない から︑しばらく 凡夫をすること になるのだと︒

﹁未証 拠者の看看なり ︒
﹂
まだ この こと がは っき りし てい ない 未悟の 者は ︑よ く行 じて﹁ 看看 なり ︒﹂体 達し 見と どけな さい ︒
その時︑私の言 ったことが嘘で なかったことが 判明するからと ︒

﹁いま 世界に排列せる むまひつじをあら しむるも︑住法 位の恁麼なる昇 降上下なり ︒
﹂
この 時代に 使われて いる十 干十二 支の時計 がある が︑そ れらをよ く見て みなさい ︒配列 されてい る馬
羊犬亥 等々︑ 一日を 割り振 って時︵ 住法位 ︶を現し ︑それ に依って 便宜を 得てい るが︑く るくる 円を描
い て廻っ たり︑ 昇降上 下して ︑針はそ れぞれ の位置を 示して いるに過 ぎない ︒これ らは只の 図であ った
り︑ 道具に 過ぎな くても ︑これ を見てみ んなそ の時所位 を使い 分けて いる︒住 法位を 決めるの は人で あ
り心で あって ︑時は 住法位 に関わ らない︒ そのよ うな便 宜上の道 具と︑ 実際の時 とは関 係がない との意
です︒むま︑と は馬です︒

﹁ねずみ も時なり︑とら も時なり︑生も 時なり︑仏も時な り ︒
﹂
それが 証拠に ︑時な らぬ時 は無く ︑時は何 時も時 だが︑住 法位が 異なるの で︑内 容が異な る︒鼠 も寅
も時であ るし︑ 生死も 時であ り仏も 時である ︒しか し十干十 二支の 時計に︑ 生死の 時︑仏 の時など 無い
よ うに︑ 時はあ らゆる事 象事柄 をもっ て現れる が︑時 そのも のは事象 事柄の 有無に関 わらな い︒名相 に
関係がな いから︑だから時 自体は︑そのも の以外で現すこ とも消すことも 出来ないのだ︒

﹁ この時︑三頭八 臂にて尽界を証 し︑丈六金身にて 尽界を証す ︒
﹂
こ の時とは ︑住法 位いず れの時 もと言 うことで す︒三 頭八臂そ のもの が時であ るから ︑三頭八 臂が三
頭八 臂を尽 くし切 っている し︑丈 六金身 が丈六金 身その ものの真 実世界 を証し ている︒ かくし て時の全
ては︑ その物 自体の 真相を 現し尽く してい る︒我々 の日常 が︑悉く その時 時の尽 界である ︒だか ら他を
見 るな︒即今底を尽 くせば︑そのも のが道であると 自覚する時節が 有る︑と言うこ とです︒
木犀 の香り を嗅ぎ ︑それ で脱落 するのも ︑桃の 香を吸う て大悟 するのも ︑撃竹 の音で 見性する のも︑
皆そ の物自体 になっ て︑そ の物の 尽界︵ 真実世界 ︶を証 したので す︒そ の時に成 り切っ て自己が 落ち︑
その尽 界を体 得した のです ︒一つの 世界に 通徹すれ ば︑そ の様子が はっき りする︒ いつも 時であり ︑い
つ も尽界 だから ︑他に 求める なと言う ことで す︒一歩 の時は ︑一歩の 尽界︒ 見る時は ︑見る の尽界 ︒だ
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から他 に求め たり探 したり ︑疑った りせず ︑今その 物に任 せて成り 切り︑ 成り切 りして尽 界を究 めなさ
い と︒その努力を怠 らねば︑必ず次 のようになるぞ と︒
ぐうじん

﹁それ尽界 をもて尽界を界 尽するを︑究尽す るとはいふなり ︒
﹂
訣著が付いたと ころです ︒ややこしい言い 方ですが ︑そのものによっ て ︑そのものの真相 を自覚する ︒
要 するに 徹し切 って自 己を忘 ずる事で す︒歩 く時は歩 くばか り︒歩く に徹し て︑初め て本当 に納得 が行
く ︒理屈 を言 わず に︑ 素直 に︑ 真剣 に ︑﹁只 ﹂や って おれ ばよろ しい ︒必 ずそ の物自 体に 行き 着く ︒訣
著が付 くまで 努力を 怠らぬ 事です ︒大変高 尚な言 い回しで あり︑ 哲学的な 論理展 開をし て興味深 く説い
てあり ます けれ ども ︑簡 略し て言 えば ︑﹁只﹂ に徹 し切 るま で﹁只 ﹂を 錬り なさい ︒練 り切 り︑ 行き着
くこ とを究尽すると言 うと︒
とに かく坐 りきっ て︑一 度全てか ら放れ た者でな い限り ︑この 有時の巻 などは 絶対に分 かるも のじゃ
ない︒何も無 くて︑しかも全 てがある世界です から︑初めから 知性の領域では ないのです︒
と ころ が不 思議 なこ とに ︑真 面目 に︑ 真剣に ︑﹁ 只﹂ を錬 ると 隔てが 取れ て身 心一 如に還 るの です ︒
や

す ると 道が 明ら かにな りま す︒ 難し い言 い方 をし ておる けれ ども ︑
﹁ 今﹂ これ自 体が 法で あると 訣著 す
るの です ︒三 祖大 師が 信心 銘で ︑
﹁真 を求 むる こと を用い ざれ ︒只 須く見 を息 むべ し﹂ と言わ れて いる
通りで す︒達 摩大師 の﹁廓 然無聖﹂ と同じ です︒極 めて簡 単でし ょう︒求 める必 要も︑追 究する 必要も
無 く︑ 縁の 侭 ︑﹁ 只﹂ あれ ば道 です ︒今 が大 事なの です ︒今 しかな いか らで す︒ とにか く時 を盗 んで ︑
今を離 さないように努 力しておればいい のです︒これが 一切を解決する 一番端的な道で す︒
そう すると ︑尊いけ れども ︑こう いう書物 に触れ るべき か︑触れ ざるべ きか︒ど ちらが 修行のた めに
なる かで す︒私 の師 匠は ︑本 を読 むな ︒即 今底の みで いき なさ い ︒
﹁只﹂ を徹 底錬 りな さいと ︒私 に書
物 を読む なと言 ってく れた事 は︑大変 大きな 慈悲です ︒分か らそうと 一生懸 命書い た道元禅 師もこ れも
大き な慈悲 です︒ ただ︑ 慈悲が 文字にな った時 は︑それ は言葉 であり 語句です から︑ 囚われな いよう に
読まね ばなり ません ︒慈悲 が仇に なります から︒ 読むと きには分 かって も分から なくて も構わん から︑
眼にま かせ︑ 本になり 活字に なって ︑素直に ﹁只﹂ 読むだ け︒これ が面白 いのです ︒これ が祖録に 参ず
る 一番の 着眼点 であり 急所で す︒只読 む︒只 を練ると いうこ とです︒ これが 有時の本 質です ︒これが 全
ての根源 的解決であり︑ 全ての祖録︑全 ての経典の真髄な のです︒

どなたか質問 のある方︑いら しゃいますか？

言うなれば ︑
﹁只﹂の世界 が仏です︒仏と は﹁只﹂のこと です︒今日はこの 位にしておきま しょう︒

茶礼会
世話人・・

そ れでは私から︒ 老師が今︑口の 中にほおばった 瞬間を見計らって 一つ質問をいた します ︒
﹁ 只﹂じゃ︑
﹁ 只﹂ やれ ︑と しき りに言 われ ます ︒し かし ︑
﹁ 只﹂ と言う 言葉 が本 当に 皆さん に通 じて いるか ︑い な
いのか︒ どうゆう風に受け 取っているか︑ とても疑問なの です︒
参禅 者は ︑﹁只 聞け ﹂を ︑頭 で理解 しよ うと して 聴き がちに なり ます ︒それ は︑ やっ ぱり 本当の ﹁只 ﹂
じ ゃな い︒ 聞い て分 かる 世界 では ない ことは 分か って いま す︒で すが ︑ど こか しらや っぱ り ︑
﹁ 只﹂ と
はど ういう 事かを 聞きたい ︒老師 がしき りに ︑
﹁そ うゆう 事も関 係なく ︑
﹁只 ﹂聞き なさい ﹂と言わ れる
のですけれ ども︑皆さんも やはり知りたい 気持ちがあるの ではないか︒
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﹁只﹂ でない から問 題が起 こる︒苦 しみの 素︑煩悩 の素に なる︒だ から﹁ 只﹂や れと︑し きりに 言われ
て いる ので す︒ が ︑﹁ 只﹂ をも っと 分か りや すく︑ 言葉 でも ︑行 動でも ︑何 でも よいで すか ら︑ 説い て
師・・

なかなか良 くまとめて言う たから︑あれで 十分だと思います よ ︒
﹁只﹂やれ ばいいのです︒

下さい ︒一つお願いいた します︒
老
まあ ︑こう いう 風に ︑整 理す ると 良い です ね︑初 めは ︑
﹁只﹂ が何 か分 かり ません ︒で すか ら﹁ 只﹂
や ろうと して ︑
﹁ 只﹂に向 かって 行くし かないで すね︒ 従って﹁ 只﹂に 向かって ︑
﹁ 只﹂を獲 得する ため
に ︑言わ れた 通り を行 じて 行く うち に ︑﹁只 ﹂を 探し てい た自分 が落 ちる ので す︒そ うし ます と︑ 自然
な呼吸 に気が 付き︑ 急に楽 になり ます︒事 実は知 性や個人 的な計 らい事以 前の世 界です ︒生まれ た時に
は呼吸しています し ︑知ったときには ︑すでに呼吸して いたのです ︒という事は ︑知る以前の呼吸が﹁只 ﹂
の呼 吸です︒寝ておる 時もしておる呼 吸︒自覚してい なくてもやって おる呼吸です︒
それ を今度 は︑覚 醒した まま︑無 意識の 呼吸をす る︒と なると ︑心の持 ち物を 全部捨て ︑気持 ちも全
部離 して ︑追 求す るのも 止め て︑ 身体 自体 に任 せ︑呼 吸器 系自 体に 任せ︑ 鼻に 任せ ての 呼吸が ︑﹁只 ﹂
の 呼吸で す︒つ まり意 識せず に︑ど うこうす る必要 もない呼 吸︒自 然の呼吸 という ことで す︒これ が少
し ずつ自 然に解っ てくる のです ︒少し ずつと言 うのは ︑まった く解ら なかった 時点か ら︑一 回出来︑ 二
回出 来︑三 回四回 と︑少 しずつ確 実に出 来るよう になり ︑やがて 呼吸ば かりに なるので す︒少 しずつ確
実に出 来るよ うにな ったと きから︑ ようや く拡散状 態を治 められ るし︑煩 悩や雑 念を自由 に切る ことが
出 来るのです︒囚わ れや執着を超え る道筋が手に入 り始めたと言う ことです︒
要す るに︑ 癖から 離れる 事が出 来はじめ たと言 うこと です︒こ れが釈 尊の言わ れる禅 定です︒ 何物に
も関 わらな い世界が 禅定で あり︑ 道であ り法です ︒人間 的計らい 事のな い︑あり のまま の世界で す︒こ
れが本当の﹁只 ﹂です︒
言葉 を超えて﹁只﹂ を端的に見せろ ︑と言われたら ︑
︷老 師がお茶を﹁只 ﹂飲み干す︸こ れだけです︒
眼 力の ある人 は是 れで 充分 なの です ︒
﹁ 只﹂は 言い よう がな いので す︒ 釈尊 もここ に気 が付 いた 時は︑
嬉しかった であろうし ︑びっくりし ただろうと思いま す ︒これは迷え 得ない世界ですか ら ︒何人も ︑
﹁只 ﹂
これ だけ︒ この 禅定 ︑﹁只 ﹂を 練って 行き さえ すれ ば︑間 違い なく 解脱 が出来 るの です ︒釈 尊は自 分が
やっ て確信があるの で︑とにかく禅 定を練りなさいと ︑生涯この事を 中心に説かれた のです︒
己の 計らい を入れ ずに︑ 縁に任せ ︑身体 に任せ ︑足に任 せ︑目 に任せ︑ 口に任 せて︑素 直にや ってい
ることを ﹁只 ﹂と言うのです ︒言葉を換えて 言えば ︑その物自体 ︑純粋そのもの です ︒これが只管で す ︒
例を上 げれ ば﹁ おさ ん﹂ です ね︒ 白隠 禅師が ︑﹁理屈 を入 れず に素直 に只 やっ てお ればい いん だ﹂ と
説 法し てい るの を ︑﹁ おさ ん﹂ が襖 越し に聞い たの です ︒それ を即 実行 した のです ︒そ して 真実 の道に
目覚めた のです︒
みなさんは大 人だから ︑
﹁只 ﹂とは何ぞや ︑と考えてしま い ︑解ろうとする ︒
﹁只 ﹂を分かってか ら﹁只 ﹂
し よう とす るで すね ︒﹁ おさ ん﹂ はわ ずか ︑歳 は十二 ．三 才で す︒ 聞いた とお り︑ 素直 に﹁只 ﹂や り出
し た︒雑巾 を洗う のも︑ 絞るの も︑拭 くのも﹁ 只﹂し たのです ︒大人 は無意識 に知性 に取り入 れて概 念
化す るでし ょう︒ 納得しよ うとす る要求 が有るた め︑ど うしても 理念的 な追究 をしてし まう癖 が付いて
いるのです︒余 分な妄念を働か せるから ︑
﹁只﹂出来な いのです︒
﹁ おさん ﹂は聞 いた通 り︑い きなり﹁ 只﹂し た︒これ はえら い違いで す︒で すから 子供にな ること で
す︒単 純に︑単調に︑素 直に︑理屈無し にすることです ︒
平素 に於いて ︑理屈 無しに ﹁只﹂ やろうと 決意し て︑淡 々とする のです ︒やれば 出来る ように︑ 我々
の機能 は出来 ていま す︒考 えて指示 を出し ︑認識を し判断 し決断し て︑そ れによっ て初め て出来る ︑と
いう ものではありま せん ︒我々 が生まれて人間 し始めた時から ︑縁に 応じて出来るよ うになっていま す︒
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犬でも猫でも鼠 でも︑ちゃんと 出来るようにな っているし︑既 にしています︒
だ からも う一度 ︑ハー ドの機 能そのま まに任 せて︑全 ての思 いから離 れてみ るので す︒手が 動く︑ 足
が動 く︑全 身が縁 に従っ て﹁只 ﹂作用す る︒眼 耳鼻舌 身意のま まにし ておくの です︒ これが禅 で言う と
ころ の禅定で す︒知 るとか 知らな いとか ︑分かる とか分 からない とかの ︑知的な 計らい 事が邪魔 をしま
すから︑それを はずすのです︒ それらの全てを横 に置いておいて ︑徹底関わらな いことです︒
静 かな部 屋で何 もせず ︑何も 考えずに ︑ひた すら只吸 い︑只 吐き︑只 吸い︑ 只吐きを やっと る間に︑
諸々 の心の 思いや 考えが 薄れる し取れて いくの です︒そ ういう 囚われが 溶けて 落ちる のです︒ 溶けて 落
ちれ ば自 ずか ら心 が透 明に なるの です ︒無 用な 計ら いが取 れて ︑素 直に なるの です ︒﹁只 ﹂に なるの で
す︒理 屈無しに 努力す るしか ないの です︒こ う言う 話を聞 くと︑頭 の中で 想像を巡 らし︑ 虚像の﹁ 只﹂

そ れから ︑今を離 すなと よく聞く のです が︑今の 今を︑ 分かる ように説 明して いただき

そ の通りです︒本 質的には同じで す︒

只今は大変あ りがとうござい ました ︒﹁只﹂と禅定 は同じものです か？

ありがと うございました ︒

を作 りますから︑とに かく実行するの が一番です︒修 行は実践しかな いのです︒
司会者・ ・

師・・

参禅者Ａ・・
老
参 禅者Ａ ・・
師 ・・

今でな いもの が本来 無いのに ︑どう して更に ﹁今﹂ を離すな ︑見失 うなと言 うのか です︒

たいのです が︒何故今を離 さないことが重 要なのか︒
老

本 来既 に﹁ 今﹂ その 物で すか ら︑ この 上︑求 めた り探 した りした ら︑ それ が迷い であ り ︑
﹁ 今﹂ を見 失
っ てい るこ とです ︒迷 いの ﹁今 ﹂を 探し たり 求めた りし ない こと です ︒
﹁ 今﹂の 現実 ︑こ の﹁ 今﹂を 見
失な わな けれ ばい いの です ︒見 失っ たり離 れて しま うと 言うこ とは ︑自 己を立 て ︑
﹁隔 たり ﹂を 起こし

じゃ ︑﹁今﹂を何とか しようなどと︑ 考えなくても︑功 夫しなくてもい いわけですね︒

そうです︒

そうする と単純に呼吸を していれば ︑それが﹁今 ﹂を離さな い事になってい るのですか？

ている と言う ことで す︒だ から﹁隔 たり﹂ のない本 来の﹁ 今﹂を守 るのが 禅修行 であり︑ 禅定を 錬るこ
とで す︒
師・・

参禅者Ａ ・・
老
参禅者Ａ・・
そう です︒全くそう です︒

師・・

老

只 ︑気を 付け なけ れば いけ ない ことは ︑
﹁今 ﹂を 離す なと いうけ れど も︑ 雑念 ︑妄想 して
雑念の﹁ 今﹂は ︑要す るに知性 で捕ら えた影 法師の﹁ 今﹂で す︒例え て言う ならば︑ 味を

そ の辺はどの様に理 解したらいいの でしょうか？

世 話人・ ・
師・ ・

いる時の﹁今 ﹂も﹁今﹂では ないのか？
老

言 葉にし たもの は形容詞 に過ぎ ず︑本 当の味と は無関 係です ね︒本当 の﹁今 ﹂は︑口 に﹁今 ﹂有る味 そ
のも のです ︒これ が本当 の﹁今﹂ であり 味です︒ その他 に味は 無いので す︒味 の﹁今﹂ も無い のです︒
雑念 ︑煩 悩の ﹁今 ﹂も﹁ 今﹂ には 変わ りな いの ですが ︑﹁隔 たり﹂ を解 決す る本 来の﹁ 今﹂ では あり ま
せ ん︒と 言うこ とは︑ 言葉に 置き換 え︑概念 化した ﹁今﹂は ︑迷い の﹁今﹂ として 退けなけ れば﹁ 道﹂
﹁法﹂ は得られません ︒
実体 の無 い観 念の ﹁今 ﹂︑考 えた ﹁今 ﹂は 全部脳 の所 産で あり ︑観念 現象 に過 ぎま せん︒ 実体 が何 も
無いか ら︑ど んな物 にも化 けるので す︒嫌 な事や悔 しいこ となどは ︑心に ポンと 入ってし まうと ︑その
事 は終わ ってい るにも 関わら ず︑それ が縁に 触れると 何時で も飛び 出して来 るでし ょう︒悔 しさ︑ 憎ら
しさ が何時 でも︑ 何度で も︑何 処ででも 出てく るのは 実体がな いから です︒こ れが心 の自由さ である と
同時 に︑迷い の様子 です︒ これが 苦しみ の構造で すから ︑根元的 な解決 を求めて の修行 であれば ︑虚像
の﹁今﹂はきっ ぱりと無視し︑ 退けるのが修行の 本分です︒
実 体がな い︑取 り合う 価値も 無いこと を本当 に知る為 には︑ 虚像の﹁ 今﹂を 認めず︑ 本来の ﹁今﹂に
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そ うす ると です ね︒ 今日 ︑
﹁ 有時 の巻 ﹂の提 唱を 伺っ たの ですが ︑初 めか ら終 わりま で

目覚める努力し かないのです︒
参 禅者 Ａ・ ・
師・・

ほっ とけば直ぐに消 えます︒

そういう時はど うすれば︑そう した拘りの心が 消せるのですか？

そうです︒

全然分 からないのです︒ 解らないので困 ったなという思 いが出たのです が︑それが自我 ですか？
老

師・・

参禅者Ａ・・
老
そん な事な いです よ︒ずっ と出て いました ︒聞い ている間 ずっと 出て︑ 困ったな と思い

ほ っとけば自然に 直ぐに消えます ︒耳 には次が入って 来ていますから ︑耳 に任せておけば ︑

それを消すに はどうすればよ いのですか？

違います ︒消えては出︑ 消えては出てい るのです

一瞬 一瞬繋がってい る訳ですか？

それは新たに出 てきたのです︒

参禅 者Ａ・ ・
師・・

続けました︒
老

師・ ・

参禅 者Ａ・・
老

師・・

参禅者Ａ・・
老

そうで す ︒解るも のは解り ︑解らな いものは解らな い ︒それを そのままにして おくのです ︒

音 だけを聞いてお ればよいのですか ？

解る解らんは 頭の作り事ですか ら︒だから事実 の方に何時も心 を置いておくの です︒

でも次から 次から︑分から ないのですが？

思って おる時がないの です︒現実に次 次入って来ます から︒
師・・

参禅者Ａ・ ・
老

師 ・・

参 禅者Ａ・・
老

大概は何と か分かろうとし て ︑知を頻繁に 巡らせるでしょ う ︒でも分から ないものは分か らないのです ︒
分かろ うとし てもが いてい る間︑そ れだけ 提唱を聞 き漏ら している のです ︒時間 を無駄に してい るので
す ︒分か るとか 分から ないと かに主力 を置い た心の使 い方を している 限り︑ 分かる 分からな いの呪 縛か

ところど ころ話 の内容 に︑成る 程と思 うことは ︑その ままでい いので すか？

そう です︒ なぜ︑ ほって置 いてい いのかと 言うと ︑解らな いもの を貯め 込むと︑ こんど は

解らな い

ら解 放され ません ︒解ら なくて も解ろう とせず に︑耳に 任せて ﹁只﹂ 聞くのが 一番正 法に叶っ ている の
です︒
参禅者 Ａ・・

師・・

のは そのまま︑ほっ て置いていいの ですか？
老

解らな い事が 沸々と 意識を 刺激し ︑分かろ うとす る意識を 誘発す るので心 を惑乱 するの です︒そ れに悩
ませられ る︒解 らない ものを 持ち込 むと︑学 者なら いいかも 知れま せんが︑ 隔てを とる修 行には甚 だ邪

参禅者Ａ ・・

そうで す︒心 境が進 んだらす べて解 る時が来 ます︒ だから今 は解る 必要は ないので す︒今

そうする と︑前章の中に 分からないのが沢 山ありますが︑ 読まない方が良 いですね？

魔で す ︒ちゃ んと修行しておれ ば ︑後か らみな分かる時が 来るのですから ︑いさ ぎ好く捨てること です︒
師 ・・

老

は ひたす ら行ず る時で す︒私 も師匠 から︑読 むなと 言われま した︒ 求める時 は読ん で見たい もので す︒
無 門関など 開いて みても さっぱ り解ら ない︒こ れが解 らないよ うでは 困ったな ︑と思 いました よ︒師 匠
を信 じて︑ 坐禅に 没頭の数 ヶ月で した︒ 一山越え た時︑ 内緒で紐 解いて みまし た︒そう したら 手に取る
ように解るので す ︒今度は成る程 なと解ることが邪 魔をしてね ︑頭の中で講釈 を言う自分が居る のです ︒
次 々にお 経の講 釈をす るので す︒これ がまた 新たな大 きな煩 悩でし てね︒解 ったも のも持ち 込んだ ら苦
労し ますよ ︒解ら ないも のも持 ち込んじ ゃいけ ないが ︑解った ものも 持ち込ま ぬこと です︒求 めてお る
法が 解るので すから ︑自分 にとっ ては非 常に価値 が高い ので︑な かなか 剥がれな い︒切 っても︑ 捨てて
も︑止めどもな く出て来るので す︒法我見という ものです︒これ に随分苦しめら れました︒
だ から師 匠がい なかっ たら︑ 大概の者 は嬉し がり︑知 的興奮 を覚えて 天狗に なるので す︒以 前のよう
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に素直 に修行 に乗ら ないの です︒そ このと ころを思 いっき り師匠に 叱られ て︑す かっと落 ちたの です︒
惚 れてし まった ら︑あ の糞女 め︑など と悪あ がきをし て振り 切ろう としても ︑なか なか消え ては呉 れな
いで しょう ︒囚わ れると はそう いうもの なので す︒天 才の釈迦 は諸々 の事象が 全て苦 しみの種 になり ま
したから︑ その苦しみは︑ 我々の百千万倍だ ったでしょうか ら︑十二．三年 かかったのです ︒

坐 禅をし ている 時に︑呼 吸に意 識してい ると︑ 視界がよ く見え なくな って来て ︑はっ き

なにか質問があ ればどうぞ︒
参 禅者Ｂ ・・
り見 えない ので見 ようと すると ︑呼吸が よく解 らなくな るので す︒見え なくて も︑呼 吸に集中 してお く
師 ・・

そうで す︒で きるだけ ︑一つ 事に単純 に没頭 すること です︒ 自然に見 えなく なったり する

方がよいので すか？
老
の は自然 の様子 ですか ら︑自然 に任せ ておいた らいい です︒ それ以上 特別な 事態にな ること はありま せ
ん︒ 単純な 一息に 没頭し て︑我 を忘れ切 ること です︒何 事が回 りで起こ っても ︑知らん 顔して ぶっとう

は い︒そ の様な 場合は ︑大きく 目を開 けて意識 をはっ きりさせ てひた すらして いまし

すのです︒今 の質問は︑坐禅 している人はみん な経験していま す︒どうですか ？
坐 禅経験 者・・
師・・

みん な︑そ れぞれ解 決して いるの です︒自 然の様 子ですか ら問題 にしない 方が一 番いい解

た︒い つの間にか解消 していました︒
老
決策です︒
話 は変わ ります が︑釈 尊の足 跡を尋ね て︑生 涯一度は 行って 見たい と願って いまし たら︑す ばらし い
御縁 を頂き ︑この 度イン ドへ行 ってき ました︒ 仏教を 経営に取 り入れ ている松 村先生 が居られ ︑その 人
が釈 尊・仏 跡を尋ね るツア ーを立 ててお られ︑十 四名ほ どで回っ て来ま した︒丁 度ここ に松村先 生のご
子息が 居られ ます︒ 少林窟 道場で参 禅され たばかり です︒ 全ての世 話をな され︑ 一番お世 話にな った方
なん です︒みなさん に話したい用件 が二つありまし て︒
一つ は︑も し釈尊 の古跡 を尋ね る旅をし たいと 思うなら ば︑松 村先生の ︑この プラン に乗られ るのが
一番良 いと思 います ︒行く 前から 綿密なプ ランが 出来上 がってい て︑釈 尊につい ての分 厚い文献 が用意
されて いて︑ 行く先々 ︑バス で講義 があり︑ 行けば 行った 所で講義 です︒ それによ って︑ 収穫予想 の何
倍も 得る物がありま した︒大変よか ったですね︒
今も 昔もイ ンドと いう国 は︑変わ ってな い所も しっかり ありま してね︒ やっぱ り行って 見ない と解ら
ないな と思い ました ︒特に 思いを 新たにし たのは ︑霊鷲山 が思い がけず狭 くて小 さい山 でした︒ 釈尊は
六年間一 定の所 でじっ と坐禅 をおや りになっ たのか と思いき や︑半 径何十キ ロの間 を動い ているの です
ね ︒それ で悟ら れる前は ﹁前正 覚山﹂ と言う海 抜百メ ートル くらいの 山の洞 穴で坐禅 してお られたよ う
です ︒何と その山 から︑ 悟られた 場所︑ ブッダガ ヤの塔 が見え るのです ︒直線 にして凡 そ十キ ロメート
ルくら いかな と言う ことで した︒そ こから 尼連禅 河を渡ら れ︑菩 提樹の下 に行か れて打坐 三昧に 入られ
て 悟られ たので す︒そ の尼連 禅河を 渡る前に ︑村の 娘スジャ ータか ら乳粥を 貰い︑ いよいよ 気力を 得て
坐禅に 埋没していくの です︒
ブッ ダガヤ はそれ 程広く はありま せん︒ が国の威 信を懸 けて大偉 人にふ さわしく 立派に 管理がさ れて
いました ︒世界中から集ま った方々が ︑五体投地の礼 拝をする人や ︑坐禅をする人 ︑お経を読んだり と ︑
さ なざま な方法 で世尊 への誠 を捧げて いる真 摯な姿は ︑昔も 今もこ れからも 変わら ぬだろう なと思 いま
した︒ これが一つです︒
もう 一つは︑ 釈尊の 足跡順 礼の旅 を十何回 も誘導 し︑御 案内をさ れてき た松村さ んが︑ 実際に釈 尊の
心を伝 えよう してお る少林 窟道場の 坐禅に 触れて︑ あなた の中に︑ 釈尊が 禅定を教 えた仏 跡に見る 印象
と︑ 現在の坐禅と何 か精神的︑有機 的に繋がるものが ありましたか︒
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松村氏 ・・

松村と 申しま す︒丁度 一週間 前に少林 窟道場 で︑私 も初めて 本格的 な坐禅を 体験い たしま

し た︒正 直なと ころ最 初の二 ・三日は ︑呼吸 をどうす ればい いのか ︑煩悩を どうす れば切れ るのか 解ら
なく て︑本 当に悩 みなが らやっ ていまし た︒や はりお 釈迦様も ︑最初 の取っ掛 かりを 掴むまで は苦し ま
れたに違い ︑と思いながら 頑張りました︒
結構イ ンドの 気候は 厳しい所 はあり ますが︑ 季節に よって は緑も豊 かで苦 しいだけ ではな く︑リラ ッ
ク スして 修行さ れてい た時も あったの ではな いかと思 いまし た︒本当 にリラ ックス出 来る場 所が沢 山あ
りま すから ︒少林 窟道場 での修 行ですが ︑それ からやっ と自然 の呼吸が 見つか り︑こ れでいい んだな と
言う落 ち着き が︑後 半の方 ですが 感じ取れ ました ︒お釈迦 様とど う繋がる かは︑ 苦しみ と同時に ︑努力
が実り始めてから は楽しいという か ︑或る種の爽快感 と ︑胸の中から感謝の 気持ちが沸き起 こりました ︒
こ んなに 尊い自 分であ ったとい う気づ きがあり まして ︑お釈 迦様もそ の当初 はそのよ うに感 じられた の
では ないか な︑祖 師方み なさん も︑最初 の気付 きととも に︑そ のように 感じら れたこと と思い ます︒少
林窟道 場のほ んの入 り口で 感じた 自分の姿 は︑誰 もが本当 の自分 に出合っ たとき の感激は ︑時代 を超え

師・ ・

釈 尊が最 初に︑ほ んの少 し苦しみ から抜 け出ら れた時︑ 当然ほ っとした でしょ うし嬉し か

た 尊い世界だと思 います︒ちょっ と焦点がずれてい ましたが︒ 失 礼しました︒
老
った はずで す︒釈 尊がそ こに到達 するま でには随 分時間 がかかっ ている のです ︒それま では本 当に死ぬ
ほど の辛 い思 いばか りだ った ので す︒ 釈尊 が前 後の無 い﹁ 今 ﹂
︑つ まり禅 定に 気が 付い てよう やく 自己
の 内側に ︑確かな 落ち着 く場所が あった ことを知 ったの です ︒
﹁今﹂
﹁只﹂
﹁ ここ ﹂
﹁ その物 自体﹂と いう
とこ ろです ︒この 時︑釈 尊が立 てた﹁ 禅定を錬 る﹂と いう方法 論に確 信を持っ たに違 いないの です︒ こ
のまま︑こ れを追求すれば 良いと訣定したは ずです︒
もう一 つ︒先 程もお 話しし ましたが ︑私は 全然知ら なかっ た﹁前正 覚山﹂ という山 が有り まして︑ 釈
尊 はここ で可成 り長期 滞在し て禅定を 錬られ たなと思 いまし た︒悟ら れる前 のその 場所が︑ 今もチ ベッ
ト仏 教会に よって ︑ゆか りの場 所は大切 に管理 されてい ました ︒釈尊 が命懸け で坐っ たであろ う洞窟 に
は︑一 人のチ ベット 僧が坐 ってお られまし た︒私 達もそ こに入ら せて頂 きました が︑如 何にも洞 窟に籠
もった と言う 雰囲気で した︒ 釈尊は そこから 尼連禅 河に向 かって行 き︑そ して間近 なとこ ろで力尽 きて
倒 れられ たので はない かと思 われます ︒時に 村のスジ ャータ 嬢に乳粥 を貰い ︑三百メ ートル は十分に あ
ろう 尼連禅 河を渡 られて ︑あれ でも五百 メート ルぐらい 入った 処の菩提 樹下で 坐禅され たので す︒そこ
で最後 の一決 を出さ れたの が︑十 二月八日 の朝ま だきでし た︒だ から︑釈 尊は前 正覚山 を中心に 修行し
たのではないだろ うか？
尼 連禅河 で身体 を清めら れた時 には︑ もう禅定 を充分 に得てい て︑落 ち着き きった静 寂に到 っていた
ので はない かと推 測され ます︒つ まり︑ 全く今で も同じ ですが ︑坐ろう と歩こ うと︑立 とうと どうしよ
うと ︑既 に自 己の 片鱗も 無く ︑﹁只 ﹂や れると ころ に漕 ぎ着 けてい たよ うに 思わ れます ︒そ れで 乳粥と
無 邪気な娘の親切 に気力百倍を得 られ︑そして対岸 へ行かれたので はないかと思う のです︒
当 時︑尼連 禅河に 橋があ る筈も なく︑ 十二月の 乾季に 入ってい ますか ら水位は ずっと 下がって いて︑
対岸 とは生 活上行 ったり来 たりで きるよ うに石で も置い ていたで しょう ︒その ぐらいの 知恵は あったと
思いま すし︑ 生活面 や軍事 面に於い ても︑ 当然対岸 との往 き来は頻 繁であ ったろ うと思い ます︒ 我々が
二 月に行 った時 は全く 水はな く︑砂川 は自然 な形で生 活圏内 に有り ︑トイレ や運動 場として 活かさ れて
いまし た︒
最後 の訣著に 入る前 の様子 が︑も う少し精 細な日 時や経 過等が解 ったら いいなと 思いま す︒みな さん
がイン ドに行 く御意 志があ るならば ︑松村 先生のツ アーで 行って︑ 深く勉 強しなが ら回る と価値あ る順
礼 の旅に なるこ と間違 い無し です︒ホ テルも 一流でし たし︑ 十分に眠 れまし たし︑食 事もミ ネラル ウォ
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ーターにも事欠 きませんでした ︒生活上の難儀 を感じた事は一 度もありません︒
面 白い所 では︑ ニュデ リーで す︒沐浴 をする 所︑まさ に聖地 ですね︒ あそこ の町は 乾季に入 ったら ほ
こり が舞い 上がっ ていま す︒そ の中には ありと あらゆ るばい菌 がうよ うよして おりま すから︑ 幾ら現 地
水を飲まな くても ︑そうした有 り難い空気を十 二分に吸ってい ますから ︑大概百パー セントやられま す ︒
成田 に着い た頃 ︑み んな 内緒 で﹁ 私も おか しいで す ︒
﹂と言 って いま した ︒ニュ デリ ーの 雑菌 は避け て
通れ ませんので︑下 痢くらいは覚悟 して行ってくださ い︒
イン ドで一 番驚き 且つ感 動した のはタジ マハー ルでした ︒王妃 の為に作 ったと いう絢爛 豪華な 素晴ら
しい大 理石の 建造物 でした ︒とに かくそれ がお墓 だから驚 きです ︒おそら く世界 一です ︒ピラミ ッドと
は全く 異なるの で比較 は出来 ません が︑その 見事さ は格別 です︒一 国の予 算を全部 と言っ て良い程 傾注
し て建造 した物 です︒ 国民の存 在を忘 れてあん な事を すれば ︑マリア ・アン トワネッ トもそ うですが ︑
国が 疲弊し 危機的 状況に 成るの は当たり 前です ︒だから その王 は幽閉さ れ︑マ リア・ア ントワ ネットは
ギロチ ンと言 う結末 です︒ ポルト ガルも大 航海時 代︑搾取 してき たお金で どんど ん素晴ら しい教 会を建
設 しまし た︒見 事な遺 産です が︑そ れをやっ た王様 も追われ て国外 に逃げ出 しまし た︒や りすぎる とや
っぱり 国を滅ぼし身を 滅ぼします︒
歴史 を見て 思うに ︑やは り調和の とれた 軍備に止 め︑国 民全体に 行き渡 る調和 のとれた 文化成 長をさ
せるこ とが第 一だと 言うこ とです︒ 一方に 偏して極 度に国 費を使 って傾く という ことは︑ 国民の 存在を
忘 れた政 治と言 うこと で︑滅 亡の原因 です︒ 一方では パン一 個も満 足に食べ られな いし︑安 穏とし て寝
る処 も無い のに︑ なお搾 取した 富であ んな事を やった りした歴 史を見 ると︑ど うも心 が疼きま す︒横 暴
な権力と︑ 国財を私視して 国民を苦しめた様 子には︑何とも 言えない不快感 がしましてね︒
色々な 史跡の 多くに 見える 物として ︑そこ に運命も 有るに せよ︑人 間の歴 史が証明 してい るように ︑
心 に潜む 野望と いうも のの恐 ろしさで す︒そ のことは 今後の 地球と人 類のた めの警 鐘として 学ばな けれ
ば︑ 滅亡と いう全 体不幸 は避け られませ ん︒権 力と財力 と野望 とが一 緒になる と︑神 の名の下 に︑或 い
は国家 の名の 下に︑ 人の命 を奪い 合うこと も死ぬ ことも 強要し︑ 市民の 生存権な どはま るで眼中 にない
政治に なって いくと言 うこと です︒ この歳に 成りま すと︑ なんと酷 いこと をしたも のだな ︑罪な事 をす
るも のだなと思いま す︒それが私の 歴史観というもの でしょうか︒
イン ドから 帰国し て︑ま だ下痢が 完治し ていな い内に︑ ポルト ガルへ出 かけま した︒大 丈夫か なと思
っていました ら ︑着いたらすっ かり治っていた のです ︒治る時期に来 ていたことは間 違いないのです が ︑
ポルトガ ルは非 常に日 本人的 ですね ︒私は何 の情報 も有りま せんで したから ︑想像 する由 もなく入 国し
て 感動し たのは ︑先ずト イレが 綺麗だ というこ と︒空 港も何 処のトイ レも小 便くさい 所は有 りません で
した ︒特別立派 と言うことでは ありません ︒日本の方 がはるかに立派 です ︒それから 町全体綺麗でし た︒
紙くず も無く ︑ゴミ 箱もき ちんとし ていま して︑ 清潔感が あるの です︒と いうこ とは︑恥 を知っ ておる
国 民であり︑一人 一人の自立性が 高いということで す︒
考えて みたら北海道ぐ らいの国土です ︒それで あの大航海時代 を迎え︑七つの 海を恣に駆けめ ぐって ︑
あれ だけの 富を獲 得した国 家であ り国民 性です︒ だから 当時は世 界一二 の文化 性や技術 力を持 っていた
から出来たこと です︒造船技術 から海運技術︑ 航海術から建築 技術など当時の 世界最高水準です ︒
国 民性と してス ペイン と決定 的に違う ところ は︑スペ インは 信仰をダ シにし て︑神 の言うこ とを聞 か
なか った相 手に対 しては ︑容赦 なく破壊 し略奪 して回 るのです ︒とこ ろがポル トガル 人はそう じゃな く
て︑ 懐柔作戦 と言い ますか ︑その 国に無 い文化や 技術を 持って行 き︑高 い文化性 でその 土地の民 を満足
をさせ る導き 方をし たよう です︒自 立生産 性を上げ てそこ から富を 持って 帰るとい う非常 に紳士的 なや
り 方をし たよう です︒ 現に長 崎などに は︑ポ ルトガル の文化 が沢山根 付き︑ 既に我が 国の文 化に成 って
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います ︒キリ スト教 少年使 節団とし て十五 名でした か︑先 ず行った ところ はここ でしたし ︑極め て丁重
に 処遇されたと言う ことです︒
それ に比べ てスペ インと いう国 は︑バイ キング の影響で もない でしょう が︑国 土もポ ルトガル の五倍
有り︑軍事 力も巨大だった ようで︑従わなけ れば殺つける方 式だったようで す︒
リスボ ンから 一時間 ほど田舎 に入り ますと︑ みんな 純朴で 親切だし ︑いっ たん信頼 や親し みが湧い た
関 係にな ると︑ もう本 当に十 年も昔か らおつ き合いし ていた ような心 の開き ようです ︒そこ まで簡 単に
胸襟 を開く という ことは ︑疑う 心が薄く て仲良 きことが 心地良 く︑心地 良いこ とが好 きだと言 うこと で
す︒勝 って従 わさせ ること が好き なんじゃ なくて ︑みんな が心地 よいこと が好き だとい うことで す︒そ
ういう感じがしま した︒
い ろいろ 案内を してく れました が︑世 界遺産の 素晴ら しい遺跡 も沢山 あり︑ いずれも 見る価 値があり
まし た︒約 二週間 近く居 て二回 の参禅会 をして 思ったこ とは︑ 熱心な人 もいて 本当に自 己追求 をしてい
ました ︒けれ どもト ータル 的には ︑まだポ ルトガ ルでは時 期尚早 ですね︒ そうい う人達が 連絡を 取り合
っ て一つ の形に 纏まり ︑高ま りや広 がりを見 せたり ︑定期的 に安定 的に修行 の場を 持った りはして いま
せ んでし た︒そこ まで行 っては いない と言うこ とです ︒禅に限 ってヨ ーロッパ 辺りを 見ると ︑ドイツ が
一番 かなと 思いま すね︒ その次に フラン スですか ︒その 他は︑こ れから 誰かが ︑芽を吹 くべく 種蒔きを
しなけ ればだ めです ね︒今 はまだ︑ 種を蒔 く時です ね︒分 かりや すい︑良 い本を 出したり して︑ 何かの
時 に坐禅 が庶民 の耳に 入るよ うに︑縁 作りを しなけれ ばなら ない時 です︒ま だ︑渦 にもエネ ルギー にも
時間となり ましたのでこれ で終わりたいと 思います︒ありが とうございまし た︒

成って いないのです︒ が次第に広がり始 めようとしてい ることは確かで す︒
世話人・・

平成 十八年四月十五 日
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