だいしん
菩ぼ提
心とは

特に今日はこの寒さの中で︑この雪の中で︑坐れることは無上

の喜びであります︒だって︑坐りに来たくても来られない方が大

勢いらっしゃる︒交通が不如意の方も大勢おられるでしょう︑そ

の中で何とか出て来て坐る︑これは大変なことであります︒それ

を求める心︑やる気を起こす心であります︒それは何によって高

道元禅師の﹃学道用心集﹄の一節であります︒
﹁菩提心とは﹂道

違っても︑えらい日にぶっかったとは考えない︑むしろこういう

実にありがたいことであります︒年番幹事さんの方は︑よもや間

ところが道友の皆様方がおられる︑これで坐れるのです︒これも

じょう
ん
こころ
無む常
を観かず
る心
これなり

められるかといいますと﹁無常を観ずる心﹂であります︒

日に早く来て皆様のお世話が出来る︒これはありがたい︑こうい

と︑自分一人で出来ない︑一人ではなかなか出来るものじゃない︒

﹁無常を観ずる﹂
“無常”とは ︑常で無い︑と書き ます︒知人 等の

う時にぶつかってありがたいのだ！これこそ︑一期一会でありま

な

不幸の場合に無常ということが云われますが︑そういうことだけ

す︒要するにいろんな意味で今日︑今︑こういう時に坐れる︒こ

つね

を無常というのではなくて︑私共の生活体験の中で一回コッキリ

れは実にありがたいことであります︒

し

“一期一会”︑全 てが一回コ ッキリであ りま す︒これが実は 無常

か

こういう一期一会の無常︑というものを噛み締めて坐る︒それ

が﹁菩提心﹂であります︒“ありがたい”︑この一時︑今年度の最

なのです︒一回しかないから無常なのです︒
そういうふうに受け止めないと︑無常というものが他人ごとに

いっとき

こころ

初のこの一時︑お互いにありがたさを噛み締めて坐りたいもので
かん

なってしまう︒或いは観念的な単なる考えになってしまうのであ

むじょう

あります︒
ぼだいしん

﹁菩提心とは無常を観ずる 心 これなり﹂

平成十三年一月

合掌

ります︒そうではなくて無常は自分にとって︑或いは誰にとって
もそうなのですが︑自分にとって一回だけの体験︑一回コッキリ
の体験︑それが 無常であり ます︒こう 受け 取るべきであり ます︒
今日︑今︑ここに︑坐っている︒こんなにありがたいことはない
のであります︒

1

ょうじ じだい
生し死
事大なり
じょうじんそく
無む常
迅速なり

ようか げんか く

このお言葉は︑六祖慧能禅師のお弟子さんであります永嘉玄覚

こういわれるのであります︒道元禅師は瞬間瞬間が真剣勝負であ

る︑真剣勝負の生きざまでなければ本物ではない︑こうおっしゃ

る︒それなら︑どうして真剣勝負になるのか︑
﹁無常迅速﹂だから
であります︒

おしま

ついこの間お正月だと思っていたら︑もう二月が 終 いになる︑

飛ぶような速さであります︒その間に様々な世の中の動きがあり︑

道元禅師は﹃ 正法眼蔵﹄﹁ 随聞記﹂ の中で︑ このお言葉を 取り

早く復帰したいと願っている方もいらっしゃいます︒寒い中でこ

坐禅に来たくても来られない方︑暮れから体調を崩され︑坐禅に

自分の様々な体験があった︑そういったものが続いている訳です︒

挙げて︑重要な弁道修行上のあり方をお示しいただいております︒

の冬坐りきれることは誠に幸せであります︒ありがたいのであり

という方のお言葉であります︒唐の時代の中ごろであります︒

﹁生死事大﹂というのは︑生きる死ぬ︑という事が大きいと書
きます︒
﹁無常迅速﹂は何方 もご存知のとおり︒この坐禅の後︑開

常迅速﹂だからであります︒

ます︒また大勢の方と一緒に坐れる︑これが素晴らしい︒皆﹁無

どなた

講板といって板をパンパンと打って﹃正法眼蔵﹄の提唱が始まり
ますが︑この木の板には﹁生死事大 無常迅速﹂の言葉が書かれて

あります︒もう︑これっきり出来ないかもしれないと思えば︑こ

こう思いますと︑この一炷︑この瞬間︑かけがえのない坐禅で

はん

おります︒今まで気がつかなかった方は板をどうぞご覧になって

の一炷︑誠に充実した仏祖の行事そのものになれるはずでありま

はん

下さい︒
﹁生死事大﹂というのは︑人生は一大事だということであ

むじょうじんそく

合掌

す︒そういう気持ちで我々はやらなくてはなりません︒
しょうじ じ だ い

﹁生死事大なり 無常迅速なり﹂

平成十三年二月

ります︒いわずと知れたことでありますが︑頭だけでわかってい
からだ

るが身体でわかっていない︑これが﹁生死事大﹂であります︒
毎日毎日生きている︑暮らしている︑これが惰性で生きていな
いか︑安閑で暮らしていないか︒仏法の世界︑禅の世界では生活
がすべて修行︑こういう建前であります︒だから﹁生死事大なり﹂︑

2

げあか
将お謂もえらく胡この鬚ひ赤
しと
しゃくしゅ
さらに赤
鬚の胡こあり

道元禅師の漢文の語録であります﹃永平広録﹄巻七の﹁上堂﹂
おおや け

のお言葉の一節であります︒上堂といいますのは 公 の説法であ
ひげあか

しゃくしゅ

こ

いいますと︑坐禅をすれば悟りをひらけると思っていたらば︑何

のことはない︑そうじゃない︑坐禅を本当に行うことがお悟りだ︒

これが坐禅の 功徳を述べ られた長 い上堂の 締めのお言葉 であ

ります︒ここに道元禅師の坐禅というものの修証観が︑はっきり

と打ち出されております︒坐禅をして仏になるのではない︑仏に

成りきった本物の坐禅がもうそのまま仏さまだ︑仏というものは

本当に一生懸命やって いる 姿な んだ ︒こ うい う意味 であ りま す︒

これは誰なんだ︑ということを一切いわない︒すべての人がそ

こ

こしょう

目にあったり悲しい目にあったりしますと︑それを乗り越える力

ります︒その最後の締めの言葉がこの面白い﹁赤鬚﹂のお言葉で
も

く

こ

うなんだ！ これが素晴らしい︒人 間という ものは誰でも 苦しい

お

くるみ

あ り ま す ︒﹁ 将謂 え ら く 胡 の 鬚赤 し と さ ら に 赤 鬚 の 胡 あ り ﹂
こ

﹁胡﹂は古いという字に月を書く︑胡桃という時の胡︑胡椒の胡︑

が出てきます︒素晴らしい力が湧きあがって来ます︑そういう経

も

こ

ひげあか

てはならないのであります︒
お

しゃくしゅ

こ

﹁将謂えらく胡の鬚赤しと さらに 赤 鬚 の胡あり﹂

平成十三年三月

合掌

自分じゃない︑仏様であります︒こういった坐禅を 行 じなく

ぎょう

しての坐禅︑これを私共が︑今 行 じようとしております︒

ぎょう

教えてくださ るのであ ります︒ さあー 仏様であります︑ 仏様と

おこな

つまり中国の西方の国︑西域の方向︑そちらの産物はみな胡をつ

も

あかひげ

験をしない といけな い︒同じ 様に真剣に 坐 禅を 修 うと︑仏 とし

こ

ける︒
﹁胡の赤鬚﹂といいますと西域の外国人は赤鬚さんだ︑こう

ての自分が丸出しに出てくる︒こういう素晴らしさを道元禅師が

お

あかひげ

いう意味であります

こ

そう﹁将謂えらく﹂︑思っていたん だが ︑何 とまた﹁さらに赤鬚

の胡あり﹂︑赤鬚さんが実 は外国 人だっ た︒こ ういうこ とがわ か
った︒これは例えでありまして︑この上堂の一段が坐禅というも
のの素晴らしい功徳を説き示された一段であります︒その締めの
言葉ですから︑同じような言葉を引っ繰り返したのです︒坐禅を
すれば心身脱落と思っていたら︑何のことはない心身脱落という
ことが坐禅だったのだ︑こういう意味であります︒もっと平たく

3

ぎょう
めいちゅう
しょう
しるべし 行
を迷
中に立たて 証
を

そんなことを考えながら坐っているから︑ボンクラ坐禅になって

しまうのです︒坐禅はちっぽっけな頭のはたらきではない︑この

身体全体が大宇宙の いのちとぶっ つづきに なった大きな実践 な
のであります︒

﹃学道用心集﹄第三条の一節であります︒この書物は︑道元禅

すというぐらいですから︒道元禅師はありがたいことに﹁行を迷

ったほうがいいのかもしれません︒臨済では大迷が大悟をもたら

く ぜん
覚か前
にうることを

師が三五歳のときに著わされました︒仏法を学び修行しようとす

中に立て﹂れば﹁証を覚前に得る﹂のだ︑とおっしゃっている︒

たしかに︑迷いは誰にでもあります︒いや︑むしろトコトン迷

る人々対する基本的な心得として︑坐禅を中心とする十か条に分

いやー︑ありがたいですね︒ほかならない︑迷いに迷いながらの

身のままでも︑坐ればそこには覚りがちゃんと現れるのだ︑とい

けて説き示された︑それはすばらしい内容の著述であります︒
ぎょう

その第 三条は﹁ 仏道は 必ず 行 によって証 入 すべきこと ﹂とい

んなに沢山の︑幾千万巻も経文や語録や参考書を読んでも︑それ

ればなりません︒迷いのうずの中にいながらでも︑迷いをフッ切

もちろんそれは︑迷いも悟りもない法に契った正身端坐でなけ

われているのであります︒

は所詮︑知識であり︑頭の中での理解です︒それもないよりはマ

って正身端坐に打ち込む︒すると︑いつの間にか身心に安心がそ

う項目︒このタイトルのように︑仏道は行︑実践であります︒ど

シですが︑学道ということになると︑ちょっとちがいます︒むし

なわってくるのであります︒

りがたいことであります︒

しょう

かくぜん

合掌

﹁煩悩即菩提﹂とはそういうことです︒迷いのままで悟り︒あ

ぼんのう そく ぼ だ い

ろ知識はジャマをします︒誤りや迷いを起こさせるタネになるこ
とが多い︒だからこそ行が大切であります︒
ところが困った問題は︑行に対する迷いであります︒こんなボ

た

﹁しるべし 行 を 迷 中 に立て 証 を覚前にうることを﹂

めいちゅう

ンクラ坐禅をや って何にな るんだろう ︒さ んざんやってき たが︑

平成十三年四月

ぎょう

自分はちっとも変わらないと︑ボンクラ坐禅をタナに上げて︑頭
で考えこんでしまう︒これは禁物︑これではいけません︒じっは︑

4

っそ
くり
仏ぶ祖
の屋お裏
に
いそん きせい
か ふ ざ
大だ尊
貴生なるは結け跏っ趺
坐なり

ざんまい おうざ んま い

もろも ろ

ざんまい

﹃ 正 法 眼 蔵 ﹄﹁ 三昧 王三昧 ﹂ の 冒 頭 の 一 節 で あ り ま す ︒﹁ 三昧
おうざんまい

おくり

王三昧﹂というのはいうまでもなく︑坐禅が諸々 の中で王様の三
おくり

昧である︑こういう意味であります︒その冒頭に﹁仏祖の屋裏に
だいそん きせい

うと︑それを乗り越えて静かに坐る︑沈黙の坐禅︒環境の如何に

因らず︑我々皆様方の普段の職場︑生活︑そういうところと違っ

た沈黙の世界であります︒その中に素晴らしいものが込められて

いるのは︑砂漠の真只中にありとあらゆる素晴らしいものが秘め

られている︒深い地中には︑信じられないほどの清浄で冷たい生

命の水がコンコンと流れている︒それによく似ております︒沈黙

の砂漠ぐらい素晴らしいものはない︒我々の﹁只管打坐﹂の坐禅

はこれと同じであります︒そういった素晴らしい︑仏祖の正しい

あだ

行としての坐禅︒この瞬間は誠に尊く素晴らしいものであります︒

おろそ

坐禅の時間こそ素晴らしいものはない︒この素晴らしい時を徒

や 疎 かにせず ︑けっし て自分の 行なんてい う レベルでなく ︐仏

だいそん きせい

大尊貴生なるは結跏趺坐なり﹂︒﹁仏祖の屋裏﹂︑仏祖のまっただ中 ︑
﹁大尊 貴生 ﹂︑最も素 晴らしく 尊いもの ︑それが ﹁結 跏趺坐﹂で
ある︒こうい う格調の 高い教えで あります ︒三昧 王三昧 の巻は︑

祖がいま行をしているのだ︑これはお釈迦様の行なのだ︑道元禅

ざんまい おうざ んま い

全文に渡って極めて格調高い珠玉の一篇であります︒仏法といわ

け っ か ふ ざ

師の行なのだ︑こういった気持ちでお互いに坐りたいものであり

ぎょう

だいそん き せ い

れる修行の中には様々な実践行がありますが︑何よりも素晴らし

おくり

ます︒
ぶっそ

﹁仏祖の屋裏に大尊貴生なるは結跏趺坐なり﹂

平成十三年五月

合掌

く何よりも尊い のは坐禅で あります︒“ これ 以上のものは全 く何
きはく

もない”︒そう いう 気魄 が伝わって参り ます︒何 といっても︑ 正
い

伝の仏法を正しく行ずれば︑それは仏祖と同じである︒お釈迦様
べ

の坐禅と同じなんだ︒つまらない我々︑何のたれ兵衛という人間
でない︒その人間を通じて︑いまお釈迦様が現前されるんだ︒こ

さなか

れが“正伝の仏法”であります︒
しげ

雨が激く降ろうと︑暑い最中であろうと︑寒い厳寒の中であろ

5

ょうち かぐ
ん
上じ智
下愚を論ろぜ
ず
じん どんしゃ
ら
か
利り人
鈍者を簡えぶ
こと莫なれ

りじん どんし ゃ

じょう ち

かぐ

が﹁利人鈍者 上智 下愚 ﹂なんて上と下み たいに分 けたり︑ 利 と

鈍に分け︑これは仏教 の受 け入 れ方 をい って いるの であ りま す︒

人間の差別を言っているのではない︒人それぞれ様々ではあるが︑

こういう意味でございます︒仏教の受け入れ方には様々あるけれ

くふう

れ弁道なり﹂︑こういう素晴らしいお言葉がその後についている︒

ども︒実は原文ではその後がありまして︑
﹁専一に功夫せば正にこ
﹃普勧坐禅儀﹄の中の一節であります︒人間は人権の上からは

﹁専一に功夫弁道すれば﹂︑これが本当の行になるんだ︑﹁専一に

くふう

皆平等だ︑差別がないといわれておりますが︑実際にはあります︒

功夫﹂ということが眼目でございます︒余念を差し挟まず︑坐禅

くふう

だって記憶力の特別良い人と良くない人︑或いは形といいますか︑

の時は坐禅だけ︑あとのものは全くなし︑自分という愚かなはか

もの

もの

背格好の小さい人大きい人︑様々な方面にわたって現実には区別

らいはなし︑“ いま仏の行であ る”︑“ 仏さんがいま坐って いるん

もの

があるわけです︒大体八十パーセント以上の人が︑自分の方が人

だ”︑“自分じゃないんだ”︑この坐禅であり ます︒ベテラ ンであ

もの

よりも劣っていると思っているそうです︒それで自分より優れて

ろうと初心者であろうと全く変わりなし︑仏教の知識がどれだけ

か

いる人を羨ましいとこう思う︑可笑しなもんですね︒自分の良い

詰め込んであろうとなかろうと関係なし︑本気になって今やって

お

ところに気がついていない︑自分の素晴らしいところがわからな

いるかやって いないか だけのこと だ！ 全くもって現実の 今︑こ

ぐ

ろん

り じ ん どんしゃ

えら

なか

の重大さを教えられているお言葉であります︒
じょうち か

﹁上智下愚を論ぜず利人鈍者を簡ぶこと莫れ﹂

平成十三年六月

合掌

い︑これが現実の姿でございます︒
同じように仏教の教えに接しながら︑それをキチット受け入れ
られる人と︑られない人といる︒これは︑そういった求める心の
ありようによって違う訳です︒考えてみると︑これは頭の良し悪
しとか︑記憶力の良し悪しとはまったく関係がないですね︒
そういうことよりも︑必死で求めている人にはガーンとこう入
うわ

ってくる︑上の空の人には入らない︒当然であります︒道元禅師

6

も
ず
雲くき
たり水みき
たりて身みを
ん
う
現げじ
法ほを
説とく

いちじ

のはわけはない︑ただ仏様がズーット続いていない︑それが凡夫

いっと き

な

の浅ましさであります︒でも一時 でも一時でも仏様が現われて来

る︒そして法を 説く︑仏様 であればや るこ と為すこと話すこ と︑

全て法を説くことになる︒仏法を説くことになる︒なるんでなく︑

仏法を説いているのです︒道元禅師がそうおっしゃっている︒

という訳です︒ そしてまた どこかへ消 えて 行く︑このお言 葉は︑

集まって来る︑雲のようであり水のようでありますから﹁雲水﹂

雲や水のようにどこからともなく修行僧が集まって来る︒雲水が

いからこそ皆和やかに円満に坐禅が出来る︑沈黙の素晴らしさで

無言の中で無言の法が説かれている︒言葉でゴチャゴチャ言わな

すけれども︑坐禅の時は沈黙︑坐禅の時は口を動かさない︑その

は︑余計な無駄な言葉をしょっちゅう口から吐いております︒で

﹁身を現じ法を説く﹂︑言葉に出さないで 法を 説いて いる︒私共

だいたい食事の調達が満足になされて初めて修行が出来る︑とい

あります︒遠くから近くから︑本当に今ここに雲や水のように皆

﹃永平広禄﹄第一巻の中の一節であります︒﹁雲きたり水きたり﹂︑

うお言葉に続いていわれているお言葉であります︒
まず食事が調えられ我々の健康が維持されていないと駄目︑こ

ります︒感情的 や情緒的に 素晴らしい ので はない︑“仏の身 を現

様方が集まって来て一時 の坐禅をしている︒素晴らしいことであ

いっと き

れは当然であります︒その上にたって︑何処からともなく人が集

と

じて法を説いている”から素晴らしいのであります︒仏の身を現

ほう

まって来て︑そして﹁身を現じ法を説く﹂︑仏の身を 現ず るの であ

げん

じて法を説いて いる時︑つ まらん考え が浮 かんでくる筈が ない︑

み

ります︒我が身であって我が身でない︑仏の身を現わす︒ここに︑

みず

お互い仏様であります︒
くも

﹁雲きたり水きたりて身を現じ法を説く﹂

平成十三年七月

合掌

坐禅が普通のこ とでない意 味があるの であ ります︒﹁只管打 坐﹂
の坐禅︑何のは からいもな い坐禅︑頭 の中 を空っぽにする 坐禅︒
普段の生活を忘れ去った坐禅︑自分をなくした坐禅︒その時に仏
様が現われて来るのであります︒
だから仏様を現わすにはわけはないのであります︒仏様になる

7

しばら
そん
且
く
存
す
る
ほ
ど
む
な
き
ご
眠ねり
て虚むし
く時とを
過すす
ろ
もっ
とも愚おか
なり
え
っぽ う
ろ
故ゆに
仏ぶ法
は衰おとえ
ゆくなり

仏法は衰えゆくなり﹂︒正にその通りであります︒如浄禅師は眠っ

ている雲水を一人見かけると常に啓発された︒天童山では朝は二

時︑三時から起きて坐り︑夜は九時︑十時まで坐っていた︒です

ちょうちゃく

から若い雲水は眠くなります︒それをそういって啓発され︑説明

げんこつ

こんにち

され︑警策を振るい︑或いは拳骨でもって 打 擲 し︑或いは履い

ている靴を脱いで靴で叩いた︒今日でいえば暴力沙汰になるとこ

むち

﹃正法眼蔵﹄﹁ 随聞記﹂の 中の一節 でありま す︒道元禅師 が中

ちょうちゃく

ろです︒人権問題になるかも知れない︒ところが天童山の雲水達

すご

国へ若い時に渡られ︑天童山の如浄禅師のもとで修行された時の

とき

は打たれることを喜び︑ 打 擲 を本当に慈愛の鞭として受止めて

むな

記録であります︒この一節は︑その時に天童山で見聞した箇所で
ねむ

皆歓の喜涙に呉れて坐禅弁道に励んだ︑道元禅師は書いておられ

そん

あります︒
﹁ 且 く存するほど 眠りて虚しく時を過す﹂とは如浄禅

ます︒道を求める者の集団というものは︑そういうものです︒皆

しばら

師が示されたお言葉︑これを道元禅師が惹かれておられるのであ
いのち

様方はプロではないかも知れないけれど︑道を求めるということ

そん

ります︒﹁ 且 く存するほど﹂︑これはほんの短い 命 のある間とい

では全く同じであります︒仏教︑仏道というものを自分の生涯の

しばら

う意味です︒我々はほんの僅かな短い生涯を与えられているのに

柱にして︑いま坐っておられる筈であります︒暑いときは眠くな

おとな

過ぎない︑大人になってから死ぬまででも僅か五︑六十年しかな

ります︑これが一番の禁物︑眠くなるからこそ勇猛心を奮い起こ
いのち

いのです︒身体が動かなくなる︑遠くへ出かけられない︑それは

かりそめ

もうすぐでございます ︒そ れな のに 坐禅 堂で 眠りを こい てい る︒

して坐る︒ 今この 仮初 の 命 ︑僅かな尊い時 間︑こ れを疎かに し

しっか

まい︒そう いった気 持ちでお 互いに坐る 時 には 確 りと坐る ︒こ
しばら

そん

ねむ

むな

とき

すご

ういう坐りをお互いに心したいものであります︒

ゆえ

ぶっぽう

おとろ

故に仏法は 衰 えゆくなり﹂

平成十三年八月

合掌

﹁ 且 く存 する ほど 眠りて虚 し く時を過 す もっと も愚 かなり

おろ

﹁眠りて虚しく時を過す﹂というのは︑これは最も愚かである︒
坐禅というのは眠る時じゃないのです︒緊張している時なのです︒
ほか

緊張しているべ き時に眠ると は何事だ！ 眠る時間なんか 他にい
いや

くらだってある︒賎しくも坐禅をしている今︑この時︑眠るとは
一体何事か︑こういう意味であります︒そんなふうだから﹁故に
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っぽう
りょう
仏ぶ法
にあいたてまつること 無む量
う
劫こに
かたし

とは︑また難知難遇である︒正しい仏教にあって︑仏教の光に包

まれ︑仏教のありがたい教えを我が生きがいとして生きて行かれ

ちに怠ることなく仏法を学んで行こうじゃないか︒こういったこ

ること︑こんな素晴らしいことはないじゃないか︒なれば今のう
﹃正法眼蔵﹄﹁八大人覚﹂の巻の最後に近いところの一節であり

とをお亡くなりにな る直前である にも拘わ らず諄々と説き示 さ

はちだいにん がく

ます︒昨日は道 元禅師の七 百四十九回 目の ご命日でありま した︒

れたのであります︒

り着きますが︑新暦の九月二十九日に遷化されました︒

時に正月六日︒その年体調を著しく害され︑京都までやっと辿

全国の曹洞宗の 寺院におい て大なり小 なり 法要が行われま した︒
当山においても誠にささやかな法要を朝行いました︒五十四才を
ご

一期としてお若くして亡くなられた道元禅師が︑最後に渾身の力

この道元禅師のお言葉を︑私共がしみじみと感じとりたいもの

はちだいにん がく

を振り絞っ て説かれ たのがこ の﹁ 八大人覚﹂の巻︒﹁ 八大人 覚﹂

であります︒何故いま︑ここで坐っているのであろう︒これは奇

はちだい にん がく

というのは︑お釈迦 様が最後の説 法として お説き示されたお 経

おおうな ばら

しき仏縁であります︒仏縁という以外に例えようもない︑大海原

ふつゆいきょう

﹁仏垂般涅槃 略 説 教 誡 経 ﹂︑略して﹁ 仏 遺 教 ﹂︑このお経の中

を水亀 が百年に 一回水 の 表 に顔を出す︑そ こに板 切れがある ︑

ぶ っ し は つ ね は ん りゃくせっきょうかいきょう

で説かれている中心が﹁八大人覚﹂であります︒これを道元禅師

板切れの間に穴 がある︒そ れが大海原 の何 処かに浮かんで いる︒

むげん

ゼロ

おもて

がご自身の﹃正法眼蔵﹄の最後の巻︑もうおそらく自分の命は間

たまたま︑その板切れの間に顔を出す︑これは確立からしますと
ぶっぽう

みずかめ

もない︑ことを悟られてあえて︑お釈迦様の﹁八大人覚﹂をテー

“無限に零に近い”︑ その 零に近いたった一 回の確立 ︑そのく ら

はちだい にんがく

マに説かれたのであります︒その最後に近く﹁仏法にあいたてま

い仏法に逢いおうことは大変のことであります︒ところが私共は

はちだい にんがく

つること無量劫にかたし﹂︒我々は人間に生まれてきたといこと が

普段そうい ったこ とを感 じていな い︒道 元 禅師の最後 の 教 誡 ︑

ゼロ

実は大変なこと︑まかり間違えれば虫けらか︑一本の草だったか

これを本当に︑とことん味わえば︑これは大変だ“本当の坐禅に

むりょうこう

も知れない︒ところがなんと人間として生まれておる︒これは何

徹しよう”とならざるを得ないのであります︒
﹁仏法にあいたてま
むりょうこう

平成十三年九月

合掌

きょうかい

という幸いか︑前世において素晴らしい善業を積んだことによっ

つること無量劫にかたし﹂

ぶっぽう

て人間に生まれ出ることができた︒その上“仏法にあいおう”こ
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落ちる時は︑瞬間で落ちるのではない︒何秒かかかる︑その何秒

の間に人間は最善の努力をする︒頭にひらめくものがサーット出

て来て最善の努力をする︒これは鈍根も理根も無い！その人の智

命に拘わる時は最高最大の智恵が発揮される︒道元禅師はそのつ

と
んこん
こころざし
人ひの
鈍ど根
というは 志
の
き
た
到いら
ざる時との
ことなり

﹃正法眼蔵﹄﹁随聞記﹂巻三の中の一節であります︒人間は優

もりで“切なる 志 ”を持ちなさい︑こう教えられております︒

恵の働きなんだ︒確か にそ うで ござ いま す︒ そうい う身 の危 険︑

れているとか︑劣っているとかの価値判断をつけて︑自分は鈍い︑

生れつき鈍根なんか無いんだ︑みんな平等だと言うのですね︒

うことはあの人の足元にも及ばない︑と言って劣等感みたいなも

がる︒そして優劣をつけて︑自分はこういう点は駄目だ︑こうい

るのであります︒私共はどんなことでも人と比較する︑比較した

が足りないことを言うのだ︑そういう時の言葉だ︑こうおっしゃ

ところが道元禅師は︑人の鈍根なんていうことは︑要するに志

りますといたずらに十年︑二十年古いとか︑まだ今回で何回目だ

りがたいお示しでございます︒只ありがたいのではなく︑こうな

ートに立って歩んでゆく︑そうおっしゃるのであります︒実にあ

員平等︑これが仏法の 器 というもののレベルである︒全員スタ

きも︑学歴も︑性別も︑社会的な地位も︑職業も皆関係ない︒全

ましてや仏法という 器 というレベルにおいては皆平等︑肩書

こころざし

鈍根だという評価をしたがる訳でございます︒

のを持つ︒まあ良い意味にとって︑人を見習うという場合もござ

とか関係が無いので︑古い方は惰性に落ちるという悪弊がござい

うつわ

いますから︑自分の劣ったところを悟って精進努力する︒それは

ます︒一回一回が初心 のつ もり で坐 禅を し︑ 仏法を 身に つけ る︒

うつわ

それで良い訳ですが︑生れつき鈍いという鈍根観を持ったらお終

こういうことでないと︑本当のものが身に着かないのであります︒

とき

いでございます︒自分は生れつき︑これは駄目なんだ︑あれは駄

こころざし

いた

悪い惰性が身についてしまうと始末が悪い︑この辺をよくよくわ

どんこん

きまえたいものであります︒
ひと

﹁人の鈍根というは 志 の到らざる時のことなり﹂

平成十三年十月

合掌

目だ︒こう決め付けてしまう︑これは実に危険でございます︒
道元禅師は人間︑一大事の時︑例えば馬に乗っていて落こっ
ちゃった︒昔ですから車から落ちるとは云わない︒電車から投げ
出されるなんてことは言わない︒乗り物といえば馬です︒馬から
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さ
正まに
とかく
こころ
ご
心
に願ねう
ところなき
ち
これを名なづけて道みと
いう

でんこうろく

初めて納得するミゾオチする︑となるのであります︒道元禅師や

じさい

瑩山禅師の教えられた坐禅は“正に無所得の行︑無目的の目的”

ぎょう

ひも

ひも

であります︒瑩山禅師はただ長く坐ればいいものでもない︒持斎

ぎょう

といって斎を持つ︑という 行 がありますが︑これもただ饑じい 饑

じいと思いながらそういった 行 をすればいいものでもない︒こ

ういうふうに大変幅の広い禅風を示された方であります︒その瑩

山禅師が﹁心に何にも望まない︑願い入れがない﹂︑これが本当の

道なんだと︑こういうお示しは一般常識からすると破天荒であり

ますが︑また深い味わいがある︒古参の方には納得がいくであり

けいざん ぜ ん じ

章のお言葉であります︒

ましょうが︑新しい方にはなかなか納得できない︒とかく“ため

總持寺を開かれた瑩山禅師の﹃傅光録﹄という書物の第二十一
ねが

こころ

﹁正にとかく 心 に願うところなき﹂心に願うという︒こうした

坐禅”になりがちであ りま す︒ しか し︑ 何の ためで もな いん だ︑

まさ

いなあー︑なってもらいたい︒こういう為の 行 というものは仏

ということを︑ひとつ坐り込むことによって納得していただきた

ぎょう

道ではない︒そういうものが一切ないところ︑ただ愚の如く魯の

みち

い︒こう思うのであります︒それ以外に理屈で納得しても駄目だ︑

ぎょう

な

如く馬鹿になって 行 ずる︒これが本当の仏道なんだ︒こういう

ねご

こういう道を行じたいものであります︒

平成十三年十一月

合掌

﹁正にとかく 心 に願うところなき これを名づけて道という﹂

こころ

ということであります︒
おこな

まさ

お示しであります︒
おこな

人間は何かを 行 うことは必ず目的があって 行 うんだという
のが一般常識でありま す︒ です から 無目 的の 行︑無 所得 の坐 禅︒
こういうことが合理主義というものによって支えられている欧
米の人達にはさっぱりわからない︒無目的の目的なんかありゃー

ぎょう

しない︒無所得の行なんてナンセンスだ︑こういうのであります︒
ぎょう

ところがそれは理屈であって実際に︑そういう 行 を 行 じてみて︑
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道元禅師は︑龍牙和尚のこの詩を頭の部分だけもじって後半は

全く違う︒どういうふうに違うかと云いますと︑龍牙和尚は﹁悟

りが現れるまで待てば 本来 の面 目が 現れ る﹂ とそこ のと ころ を︑
まつしぐら

番素晴らしいことなんだ︒こういう意味の詩を詠われております︒

くどう
学が道
は火ひを鑽きるがごとし
けむり
煙
に逢あうもまた
休やむことなかれ

道元禅師の漢文の語録であります︒﹃永平広禄﹄巻五のお言葉で

つまり龍牙和尚は坐禅をして︑或いは他の 行 でも︑そういうも

道元禅師は﹁悟りは 驀 地 に現れているんだ﹂︑これが世の中で一

あります︒﹁学道は火を鑽るがごとし﹂︑学道とは︑参学弁道︑仏

のをずっと続けることによって︑﹁だんだん悟りというものが開

道元禅師のいわゆる﹁只管打坐﹂の坐禅の面目躍如たるものが

りなんだ﹂︑この違いであります︒

それに対して道元禅師は︑﹁真剣な坐禅を 行 った時がもう悟

おこな

ぎょう

法を学ぶということでございます︒それは﹁火を鑽るがごとし﹂

かれるんだ﹂︑こういう立場︒

さんがく べんどう

火を鑽るということは︑火打石のようなもので火を起こす︑これ
ひ う ち がま

を火打鎌のような道具で点火されて︑そこから煙を出しやがて火
さんがく べんどう

を鑽りだす﹂ようなものであります︒煙を見て“それでよし”と

ございます︒ここに禅師の坐禅の“行の仏法としての深い宗教性”︑

めんもく やくじょ

思っては駄目だ︒火は起こらない︑煙を見てもまだ止めてはいけ

そういうものが 漲 ってい ます ︒わ れわ れは “い ま真剣 に坐 る”︑

を発する︒それを火を鑽るといいます︒参学弁道は︑たとえば﹁火

ない︑火を鑽り続けないと煙が消えてしまう︑火を鑽り続けて始

“その時はもう悟りなんだ”︑こういう意味であります︒これは

みなぎ

めて火を発する︒まあ︑ただそれだけの意味でありますが︑これ

ときまさ

理屈でない︑本物でなくてはいけない︒時正に成道会︑“成道を

りゅうげ

は唐の時代の禅の達人龍牙和尚の詩の一節であります︒龍牙和尚

ぎょう

や

讃える日”であります︒私共も悟りを待つ坐禅でなく︑悟りその

あ

はこの言葉に続いて︑﹁悟りが現れるまで待てば本来の面目がや

き

けむり

がて現れるのだ﹂︑つまり“火をおこす”ということは悟りを開

ひ

もののストレートの坐禅を︑お互いに 行 じたいものであります︒
がくどう

﹁学道は火を鑽るがごとし 煙 に逢うもまた休むことなかれ﹂

平成十三年十二月成道会

合掌

くということなんだ︑こういう意味の詩を詠っております︒ 龍
牙和尚は詩の達人で多くの詩を残されておりますが︑その一つの
詩でございます︒
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っ そ
そ ん
ぜ ん
仏ぶ祖
の児じ孫
かな ら ず 坐ざ禅
を
ち だ いじ
んがく
一い大
事なりと 参さ学
すべし
んでん
ょういん
これ単た伝
の正し印
なり

禅であります︒正しい坐禅︑こういう意味であります︒それがキ

チット自覚されていないと︑仏教に生きるものではない︒世間一

般を見ますと︑いわゆるご利益仏法︑お頼み仏法︑そういうもの

が流行しております︒これも仏教でないとは言えない︑仏教が発

達した一つの形態であります︒しかしお釈迦様の正法とは言えな

い︑道元禅師がこれが正法だとお示しされたのは︑そういうお頼

じそん

供と孫と書きます︒要するに仏教の信者︑仏教を生涯の宗教と定

み仏法︑ご利益仏法で はな くて “自 分が 仏に なる” 仏法 であ る︒

﹃正法眼蔵﹄﹁坐禅箴﹂の一節であります︒﹁仏祖の児孫﹂︑子

めてそれに生きる︒これが仏教の信者︑信徒である︒その﹁仏祖

“自分が仏になる仏法”これなんですね！︒

それは只管打坐の坐禅を行う︑本当の坐禅を行う︑ 確 り行う

しっか

の児孫かならず坐禅を一大事なりと参学すべし﹂と︒一大事であ
りますからこれ以上のものはない︒“命がけでぶち当たるべきこ

時にもう仏様︒これはお釈迦様が教えられ︑代々のお祖師様が受

いやしく

と”︑これが一大事ということであります︒ 苟 も生涯この道に

たんでん

け継いで来られた正伝の仏法︑こういう意味であります︒私たち

さんがく

生きるんだ︑と決めた以上は命がけで参究する切なる志がなくて

いちだいじ

はそういう強い自覚の上にたって︑“素晴らしいお釈迦様のいの

ざぜん

はならない訳であります︒その一大事として行うべきことが坐禅

じそん

ちとしての坐禅”を行じなければならないのであります︒

しょういん

の 正 印 なり﹂

平成十三年十二月

合掌

﹁仏祖の児孫かならず坐禅を一大事なりと参学すべし これ単伝

ぶっそ

である︒
﹁これ単伝の正印なり﹂︑単伝というのは単 位 の単で すか ら︑一
人にそれが伝わる︒純粋にただ一人から一人へとズーット相伝し
て行くと云うことが単伝であります︒お釈迦様から摩訶迦葉尊者
から阿難陀尊者にと︑ズーット正しいお釈迦様の一大事因縁の仏
法︑これがインド・中国・日本と三国にわたって伝えられて来た︒
その中枢こそ坐禅︑こういう意味であります︒お血脈に書かれて
いる仏祖の方々が代々受け伝えて来たのが︑ほかならないこの坐
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ょうじ じ だ い
じょうじんそく
生し死
事大なり無む常
迅速なり

から死ぬまでの 人生︑これ が﹁生死﹂︒ この 人生がきわめて 重大

事である︑一大事因縁であるということ︒人ごとではない！

ほかならぬ自分の︑おのれの人生における一大事です︒これをズ

か！ 淡々と坐るのが︑おの

シーンと決着し ないで︑何の 人生か！ 何を生きているとい うの

唐代の﹁六祖壇経﹂の中に出ている言葉ですが︑六祖さまの言葉

れの決着︒頭ではなく︑いのちのはたらきです︒今こうして︑こ

﹃正法眼蔵﹄﹁ 随聞記﹂の 一節であ ります︒ もとはといえ ば︑

ではなく︑六祖さまの問いに答えた永嘉玄覚という人︑この人は

こに私たちが坐っている︑確かに︒だが︑前回とはもう顔ぶれも

ようか

大学者でありな がら六祖に 参じてその お弟 子になった人で すが︑

人数も大きくちがう︒天候も寒さも︑みんなちがう︒

ついこの間︑お正月だと思ったのに︑もう今は二月の終わりで

この玄覚の答えが﹁生死事大無常迅速﹂であったと︑こう伝えら
れております︒

す︒まぎれもなく二月が飛んで去る︒この次にはもう坐れないか

ふたつき

また︑いつのころからか禅門では︑修行者が先生に個人的な教

もしれない︑一期一会であります︒これを﹁無常迅速﹂といわず

こ

えを請う場合に︑まっさきにのべる言葉が﹁生死事大 無常迅速﹂︒

して︑いったい何といえるでしょうか︒

のであります︒
しょうじ じ だ い

むじょうじんそく

﹁生死事大なり 無常迅速なり﹂

ぎょう

平成十三年十二月

合掌

今これっきりの坐︑これっきりの 行 を渾身あげて 行 じたいも

ぎょう

な素晴らしい 行 ︑素晴らしい坐禅ができないのです！

ぎょう

次々に亡くなられます︒私も皆様も︑元気なうちでないと︑こん

まったく人生は無 常︑世の中も 無常︒最 近は仏教界の大物 が

これが伝統的な作法とされております︒とにかく切迫していると
いうこと︒だからこそ道元禅師はこの言葉を引かれて︑学道者を
策励されたのであります︒
いま︑当山でこの坐禅が終わると︑間もなく回廊の開講板が鳴
はん

り出します︒その板に書かれている四行の文字を帰りに見てくだ
さい︒最初の二行がこの言葉︒板を打って開講を知らせると同時
に︑いまが刻々 と﹁生死事 大 無常迅速 ﹂な ることを覚られ る音
なのです︒
しょうじ

だいたい︑﹁ 生死 ﹂とは︑ いうまで もなくオ ギャ ーと生まれ て
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