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七十五巻本（第二十六），九十五巻本（第二十八）

の「仏向上事」では，仏向上事とは一体，何を意

味するのかという基本的な説明がなされているの

に対して，この奥付なしの「仏向上事」では，現

実の仏道修行における，仏向上事そのものの実態

が端的に示されている。

仏向上事（秘密正法眼蔵第一）

七十五巻本，九十五巻本と同様，冒頭に「洞山

悟本大師云，すべからく仏向上の事あるをしるべ

し。仏向上の事あることをしりて，正に語話の分

あるべし」という発言につづいて，「仏はきのうま

ちし仏にて，今日の仏はありけると，さとられる

なり。けふのほとけは，けふのみあらはりけると，

仏にしらせゆくを，仏向上事といふ…又向上の事

にてしり，向上の事にてきくとき，うる事ある法

輪の，われをことばとして大小をとき，法輪のわ

れとして，語話の分をあらしめる仏向上の事あり」

と説かれている。以下，文脈にしたがい，仏向上

の実際の有様についてみてみよう。

【仏の声をしり，仏のことばをならふべし】

をほよそほとけの声をきくには，みみしてきき，

まなこしてもきき，乃至ねぶれるなか，さむるあ

いだ，六根いづれも仏音声をきこへざることなし。

…又，仏音声は声して声をとき，声して声をきく

ことはりあり。又ほとけのことばのていたらくと

して，声をはなれてとくことなく，全声にとかれ

て一語両句あり，一語両句に全声きこへざること

なし。

【学道には，その行として，坐禅をつとむべし】

ほとけとなるに，これをはなれてなるにあらず。

ほとけのつたふるところにあれば，人のはかるべ

きにあらず，はからんといとなむは，学道の式に

はあらず。…ただ非思量の坐禅を，兀兀
ごつごつ

としてあ

りし人のみ，これを弁得せりき。

【仏道をならふに，しばらく二の様子あり】

いはゆるこころしてならい，身してならう也。

身してならふといふは，坐禅弁道するところに，

作仏をもとめざる行仏あり。

こころしてならふといふは，心といふやふをあき

らむるなり。

昔し僧ありて，慧忠国師に問，いかにあるか是

古仏の心と。国師の云，墻壁
しょうへき

瓦礫
がりゃく

。いまわれら

しばらくこのことばをきくべし，しづかにこのこ

ころをならふべし。…自こころはいたづらに知見

解会にほこりて，ひとゑに思量分別のみあり。…
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はかりしるべし，みづからにはとるべき心なし，

古仏にはならうべき心ろあり。…

この心さとるとき，やむことをゑず。ことやむこ

とをゑざるゆゑに，宗通も説通も，しかしながら

この心にまかせられてあり，行道も戒道も，尽く

この仏にまかせられざるなし。古仏もあらゆる説

化は，かくのごとくなるべし。これをこころとし

て学道するなり。

【平常の心これ道なり】

いわくこのこころは，よのつねのこころこれ道

なりといふなり。諸仏祖のよをのがれ，われをわ

すれて，みちをおこないきたれりしも，平常にあ

らざれば，うべからざるなり，行道をのづから平

常なるがゆゑに。…いわゆる修証はなきにあら

ず，染汚せんことはうべからずとなり。

【いかにあらんかこれ心】

いろをみるはすなはちこころをみるといふ，…

仏祖のこころを論ずることは，かくのごとくある

としるべし。

【法のために身をすつるといふことあり】

仏法といふは，いわゆる万法なり，百草なり，

諸法なり，三界なり。ほとけとして，これを究尽

せざるはなきゆゑに，これとしてほとけに究尽せ

られぬはなし。しかあればすなはち，生をとぶら

ふに，諸法にあらぬはなし，死をたづぬるに，い

まだ万法をはなれず。…このゆゑに為法捨身のむ

ねあきらかなり。…

生はこれ身也，身は即法なり。しかあれば生の必

ず捨なる，もとより法のためなり。いわくのここ

ろは，法みづから声をあげて宣揚するには，為身

捨法のことばあり。身のおのづから声をあげて開

演するには，為法捨身のことばつたはれ，この仏

行ならびきたり，まなびきたれりけること，ひさ

しきわれらにても，あるなりとしるべし。

【生死をこころにまかする様子】

此旨をあきらむるには，まづ心と云やうをしり，

心と云ふやうをきくべき也。其様子をきくと云

は，云く万法は是心なりとしり，三界は唯心なり

と会する也。…しかふしてのちに，生はなににま

かせらるる，死はなににまかせらるると，くはし

く検点すべき也。

検点しもてゆくに，あらわるることわりあり，い

わゆる唯心の活計也。他の生ぜしめけるにあら

ず，唯心の消息也。物にひかれけるにあらず。然

あれば即ち生死消息，ただ唯心のまかせられける

也。

故いかんとなれば，万法にあらぬ唯心はなく，唯

心にあらぬ万法はなし。この生死をはらって，唯

心にあらぬところにをかましと擬すと云ふとも，

即ちなお唯心にはきらはるべからず。まことに万

法にまかするは，唯心にまかするとは，二乗はし

らず，外道は分なし，況や凡夫の夢にも見る処に

てあらん也。しかあれば我が身をしる事も我心を

しることも，唯心にならひ，万法にならふべし，

倉卒にすべからず，審細にすべし，これを生死を

こころにまかする様子とは云也。

【仏家にはただ見色明心聞声悟道のみあり】

仏家に観世音菩薩あり…風流を買に銭をもちい

ず，をもてを見るにいづれか正不正。いわんとし

ては身をめぐらして禅床にのぼり，きかんとして

は，手をとりて地面にたつ。一法にもさゑられざ

る処に慈眼我れらをてらす。応と応ぜらること，

驢
ろ

の井をみると，井の驢
ろ

をみるとなり。これをあ

きらむるに人なからん，切忌道著。道著せば即ち

頭角も生ぜん。只色を見に心ろをあきらめ，声を

きくに道をさとるのみなり。こころを明むと云心

は，仏の心にてあるべし。さとると云ふ道は，仏

道にてあるべし。

仏道のなか仏家のうちには，ただ見色明心聞声悟

道のみあり，さらに一物なし。

以上，別本「仏向上事」巻において示されてい

る，仏道修行の要点をとりあげてみた。かくのご

とく，「仏向上事」に直接に言及しているのは冒頭

の部分だけで，その後は，「仏道は心してならひ，

身してならふべし」という視点から，行仏の諸相

が解説されている。

別本仏向上事と同様に修道のあり方をより端的

に説くものに「身心学道」巻があるが，これらは，

まさに道元禅における仏道修行，すなわちマイン
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ドフルネスを示すものと言えよう。

４．「気づき」の正体 ―唯佛与佛―

現在，修道に関する用語として，欧米で最も広

く用いられている mindfulness（マインドフルネ

ス）は，サンスクリットの Smr
・
ti，パーリの Sati，

漢訳「念」の英訳語である。また，わが国では，

Smr
・
ti（Sati）・「念」の意味内容を表すものとして

主流となり，四念住（四念処），安般念など，念の

いった仏道の修道法あるいは「マインドフルネ

ス」，「ヴィパッサナー」等に対応する「気づきの

瞑想」として，広く知られるようになった。

欧米では 1970 年代頃から，インドやビルマ発

祥のヴィパッサナー・ムーヴメントが流行し，そ

の瞑想法の理解，普及に Sati（サティ）の訳語

mindfulness が使用されるようになった。その

後，時を経てさらに，Sati ならびに mindfulness

に対して，仏教本来の定義，原意になじまぬ英訳

語の Awareness も出現し，これが日本では「気

づき」と訳され，新たな意味内容をもつものとし

て定着するようになった。今や mindfulness は，

宗教的，仏教的要素を排した，心身の健康をもた

らす，瞑想の技法（method），技術（technique），

心理療法（therapy）の一手段として受け入れら

れ，現実的で，新たな精神修養法を表わす言葉と

して定着している。すなわち，気づきの瞑想・マ

インドフルネスは，Smr
・
ti（Sati）＝mindfulness

＝「念」＝ Awareness＝「気づき」という経緯で

成り立ち，広まったものである。

ところが，mindfulness 本来の一般的意味は，

「注意深いこと」，「忘れないこと」であり，その原

語として，仏教の修道法の意味で使われる Smr
・

ti・Sati に，「気づき」，「気づくこと」という意味

はない。Smr
・
ti（Sati）の漢訳「念」は，今＋心で，

今の心，一念を表わす。また，この「今」は「含」

に通じ，言葉にならぬ思い（意）を口にふくむ

心の中にふくむ，含意する，という意味から，

いつも心におもい，忘れない（憶念）を表わすと

いわれる（『新漢語林第二版』）。

この憶念の「憶」は，忄（心）＋意（おもう）

の組み合わせである。また，ふるくから，Sati「念」

を意（こころ）を守る，保つ，すなわち，呼吸を

保持してこころを見まもる「守意」，あるいは「留

意」，「注意」などの語は，「気を付ける」，「気を配

る」，「気づかい」，「気づき」等より，「念」を語る

にふさわしいと言えよう。

仏教が説く菩提 Bodhi（覚り・悟り）や仏陀

Buddha の語根は budh で，「目覚める」をあらわ

す。したがって，Buddha（仏陀）は，「目覚めた

人」でBodhi（菩提）は，「目覚め」，「さとり」と

なる。仏教は，今まで知ることの無かった，事物

の真のあり方に目覚めること，すなわち，菩提と

いう「大いなる気づき」を目ざすものであり，そ

の修道における Sati（念）＝気づきは欠くことが

できない，という見方もある。

たしかに，無我の覚りは大いなる目覚めであり，

「一念」である。一方，悟我の悟りも目覚めであり，

同時に全くひたすらの「気づき
・ ・ ・

」とも言えよう。

しかし，仏道修行における Smr
・
ti（Sati），「念」は，

「注意すること」，「気をつけること」，「心付くこ

と」，「感づること」に関連するが，き・づ・く［気

付く］（気がつく，感づく），き・づき［気づき］

（気が付くこと，心付くこと）そのものではない。

現代の日本で Smr
・
ti（Sati）＝mindfulness（マ

インドフルネス）の一般的な意味は，日本語で「気

をつけること」，「注意深いこと」あるいは「忘れ

ないこと」であるが，仏教の修道法において言わ

れる場合の Smr
・
ti（Sati），あるいは「念」に対応

する言葉としては，「注意」，「気をつけること」が

挙げられる。「注意」とは，気をつけること，気を

くばること，留意，用心すること，意識を集中さ

せる状態，を意味し，「気を付ける」は，気づかせ

る，気をくばる，ことを意味する（『広辞苑第七

版』）。

今日，［Smr
・
ti（Sati），「念」＝ mindfulness ＝

awareness＝気づき・気がついていること］とい

うような図式が定着し，「マインドフルネス」は，

「気づきの瞑想」などとよばれている。然るに，

Smr
・
ti（サンスクリット)・Sati（パーリ）は，「気

が付く」，「気づき」，「気づいていること」に対応

しない。もとより，サンスクリット・パーリ語の

仏教の用語として「気」云云にあたるものはほと

んどない。例えば『仏教漢梵辞典』（平川彰編，

1997，霊友会）における「気」と「心」との出現

の比率は，「気」21に対して「心」600の割合で，

いわば，「心」は「気」を内含する上位概念という

のが実態である。「気」は，中国によって発生した

言葉，概念であり，サンスクリット・パーリ語の

仏教用語に対する，後世の人々による産物である。

現代人にとって，気を使う，気がつく，気にする
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等々…いまや「気」を抜きにして，人生を語るこ

とは不可能になっている。然らば，仏教の修道に

おいて，もっとも重視される Smr
・
ti（Sati）「念」を

正しく伝え，表わすものはな
・

に
・

か，道元禅，脱落

の仏道（マインドフルネス）におけるそ
・

れ
・

を探っ

てみよう。

正法眼蔵 唯仏与仏

仏法は，人のしるべきにはあらず。このゆゑに，

むかしより凡夫として仏法をさとるなし，

二乗として仏法をきはむるなし。

ひとり仏にさとらるるゆゑに，唯仏与仏，

乃能究尽といふ。

さとりとは，かくこそあらめと，おもはるること

はなきなり。

さとりとは，ひとすぢにさとりのちからにのみ

たすけらる。

まどひは なきものぞともしるべし，

さとりは，なきことぞともしるべし。

無上菩提の人にてあるをり，これをほとけといふ。

ほとけの無上菩提にてあるとき，これを

無上菩提といふ｡

いはゆるその面目は，不染汙なり。…

いかにも趣向せられず，

取舎せらせぬ，不染汙のあるなり。

いまの四大五蘊，おのおのわれとすべきにても

あらず，たれとたどるべからず。

しかあれば，華月のもよほす心のいろ，

また我とすべきにあらぬを

われとおもふ。

われにあらぬをわれとおもふも，

さもあらばあれ，

そむくべきかたのいろも，

おもむくべきかたの，そめられぬべきもなしと，

てらすとき，おのづから道にある行履
あんり

も，

かくれざりける本来の面目なり。

ふるき人の云，

いかなるかこれ諸人の出身の道と，このときいう

べし尽大地自己の法身なりと。…

またいはれざらんとき，ふつといはぬとや

こころうべき。

古仏いはく，尽大地是真実人体なり，

尽大地是解脱門なり，

尽大地是毘廬一隻眼なり，

尽大地是自己法身なり。

いはゆるこころは，真実とは，まことの身となり。

尽大地のことばは，ときにも，としにも，

こころにも，ことばにも，

したしくして，ひまなく親密なり，

かぎりなく，ほとりなきを，

尽大地といふべきなり。…また

尽大地はこれ毘廬のひとつのまなこなりとは，

仏はひとつのまなこといへる，

…仏眼といひ，法眼といひ，

天眼などといふも，

目にてありとはならはぬなり。

いまはただ， 仏の眼ひとつにて，

尽大地ありけるときくべし。

千眼もあれ，

万眼もあれ，まづしばらく

尽大地が，そのなかのひとつにてあるとなり。

また尽大地はみづから法身なりときくべし。

みづからをしらんことをもとむるは

いけるもののさだまれる心なり。

仏のいふみづからは，すなはち

尽大地にてあるなり。

ふるき仏のいはく，

山河大地と諸人と，おなじくうまれ，

三世の諸仏と諸人と，おなじくおこなひきたれり。

生のごとくにあらぬ

山河大地よと，うらむるおもひなかれ。

山河大地を，ひとしきわが生なりといへけりと，

あきらむべし。

また三世諸仏は，すでにおこなひて道をもなり，

さとりもをはれり。

この仏と我とひとしとは，またいかにか
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こころうべき。

まづしばらく，仏の行を，こころうべし。

仏の行は，

尽大地とおなじくおこなひ，

尽衆生ともにおこなふ。

もし尽一切にあらぬは，いまだ仏の行にてはなし。

しかあれば，こころをおこすより，

さとりをうるにいたるまで，

かならず，尽大地と，尽衆生と，

さとりも，おこなひもするなり。

しばらく道は，知不知はあらぬとはなづくべし。

このように，「唯仏与仏」説法の要点をとりあげ

てみた。就中，他の諸巻にはあまり例のない，「こ

ころう」について，「仏と我とひとしとは，またい

かにかこころうべき。まづしばらく，仏の行をこ

ころうべし」とは如何。巻中，つづいて次のよう

にある。

ふるき人のいはく，…

山河および大地，すなはち全露法王身な

り。

こころうる法王ありける。このこころは，

山の地にあるがごとし，

地の山をのせてあるににたり。…

こころうると，こころえぬとの，

はるのこころ，あきのこゑあり。

こころうるは，こゑすでに耳にいりて，

三昧あらはるるをりにて

あるべし。

このこころうるは，ちひさく，

こころえぬは，おほきにてありけるとも

おもはざるべし。

わたくしに，おもひえたることにはあらねば，

法王のかくのごとくなりけるとしるべし。

法王の身とは，まなこも身のごとくにあり

こころも身とひとしかるべし。

「こころう」について，このような説明のあと，

うお（魚）と，とり（鳥）のたとえをもって，次

のように結んでいる。

むかしよりいへることあり，いはゆる，

うおにあらざれば，うおのこころをしらず，

とりにあらざれば，鳥のあとをたづねがたし

魚と魚とは，かならずあひたがひに，

そのこころをしるなり。…ともにしられ，

おなじくこころをひとつにするなり。…

鳥は鳥のあとをみるなり。このことわりは，

仏にもあり。

仏のまなこにてそのあとをみるべきがゆゑに，

仏にあらぬは，仏のまなこをそなへず。

わがあとのあきらめらるることは，

仏のあとをはかるよりうるなり。

このあとをうるを，仏法とはいふなるべし。

結局，仏法は人のしるべきにはあらず，という

「唯仏与仏」冒頭の発言は，「わがあと，

仏のあとを，あきらめ，うること」にあった。

「気づきのマインドフルネス」に対して，

道元禅，脱落の仏道においては，「心」・

「こころ」・「こころう」・「こころうる」

のである。この「こころう（得）」は

『正法眼蔵』中，21 回の用例があるが，その

ほとんどが「唯仏与仏」巻（16 回）にあり，

道元禅の仏道における重要なる道理と言えよう。

「こころう」は，「こころ得」，「心う」，「心得」

とも，表記可能であり，それなりの意味・表現が

考えられる。また，諸刊本により表わす用例が異

なることもある。さらには，書き写しの際の手違

いなど，『眼蔵』に一貫したことばとは言い難い点

もあるが，本稿では岩波本（本山版九十五巻本）

による「こころ」「こころう」「こころうる」の表

記を用いた。意味，内容を含意するものとして，

「こころう」を「こころ得」とすることも可能であ

るが，日常用語の「こころえ」，「心得」，「こころ

得」との誤解をさけるため，あえて，「こころう」

に徹底した。

正法眼蔵 阿羅漢

心得自在。これ大阿羅漢なり，

学仏者の極果なり，

第四果となづく仏阿羅漢なり。

心得自在の形段，これを高処自高平，

低処自低平と参究す，
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このゆゑに墻壁瓦礫あり。自在といふは，

心也全機現なり。…見百仏世界等の論，

かならず凡夫の見解に準ずべからず。

将に謂胡髪赤，更有赤髪胡の道理なり。…

有識・有知といふは，国土・草木・墻壁瓦礫なり。

仏言の但教化菩薩事は，

我及十方仏，乃能知是事なり，

唯仏与仏，乃能究尽諸法実相なり，

阿耨多羅三藐三菩提なり。

「阿羅漢」の巻にある「心得自在」，この語は

果たして，「唯仏与仏」巻における「こころう」に

通じて，それを意味するものであるのか。

正法眼蔵 諸法実相

釈迦牟尼仏言，唯仏与仏，乃能究尽，諸法実相。

所謂諸法如是相，如是性，如是体，如是力，

如是作，如是因，如是縁，如是果，如是報，

如是本末究竟等（『妙法蓮華経』「方便品」）。

「仏祖の現成は究極の実相なり」という道元

は，釈迦の言葉を引用して次のように解説す

る。

唯仏与仏は諸法実相なり，

諸法実相は唯仏与仏なり。

唯仏は実相なり，与仏は諸法なり。

諸法の道を聞取して，一と参じ

多と参ずべからず。

実相の道を聞取して，虚にあらずと学し，

性にあらずと学すべからず。

実は唯仏なり，相は与仏なり，

乃能は唯仏なり，究尽は与仏なり。

諸法は唯仏なり，実相は与仏なり。

諸法のまさに諸法なるを唯仏と称す。

諸法のいまし実相なるを与仏と称す。

しかあれば，

諸法のみづから諸法なる如是相あり，

如是性あり。

実相のまさしく実相なる如是相あり，

如是性あり。

唯仏与仏と出現於世するは，

諸法実相の説取なり，行取なり，

証取なり。…

この相・性・体・力等を，

果・報・因・縁等のあひ罣礙
けいげ

するに

一任するとき，八九成の道あり。

この相・性・体・力等を，

果・報・因・縁等のあひ罣礙せざるに

一任するとき，十成の道あり。

いはゆるの如是相は一相にあらず，

如是相は一如是にあらず，

無量無辺・不可道・不可測の如是なり。

百千の量を量とすべからず，

諸法の量を量とすべし，

実相の量を量とすべし，

かくのごとくの道理あるがゆゑに，

十方仏士は唯仏与仏のみなり，さらに

一箇半箇の唯仏与仏にあらざるなし。

唯と与とは，たとへば体に体を具し，

相の相を証せるなり。

また性を体として性を存せるがごとし。

このゆゑにいはく，我及十方仏乃能知是事。

しかあれば乃能究尽の正當恁麼時と，

乃能知是の正當恁麼時と，

おなじくこれ面面の有時なり。

我もし十方仏に同異せば，いかでか

及十方仏の道取を現成せしめん。

這
しや

頭に十方なきがゆゑに，十方は這頭なり。

ここをもて実相の諸法に相見すといふは，

春は華にいり，人は春にあふ。

月は月をてらし，人はおのれにあふ。

あるひは人の水をみる。

おなじくこれ相見底の道理なり。

このゆゑに実相の実相に参学するを，

仏祖の仏祖に嗣法するとす。

これ諸法の諸法に授記するなり。

唯仏の唯仏のために伝法し，

唯仏の唯仏のために嗣法するなり。

風雨水火の如是相，すなはち究尽なり。

青黄赤白の如是性，すなはち究尽なり。
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この体力によりて転凡入聖す。

この果報によりて超仏越祖す。

この因縁によりて握土成金あり。

この果報によりて伝法付衣あり。

冒頭に，仏祖の現成は究極の実相なりと説く

この示衆は「しるべし，実相は嫡嫡相承の正脈

なり，諸法は究尽参究の唯仏与仏なり，唯仏与

仏は如是相好なり」と結んでいる。

然るに，諸法実相，唯仏与仏は「夢中の説夢」

なり，ともいわれる。

正法眼蔵 夢中説夢

諸仏諸祖出与の道，それ朕兆己前なるゆゑに…

仏祖辺，仏向上等の功徳あり。

時節にかかはれざるがゆゑに…はるかに凡界の

測度にあらざるべし。…証中見証なるがゆゑに

夢中説夢なり。

この夢中説夢処，これ仏祖国なり，

仏祖会なり。

仏国・仏会，祖道・祖席は，

証上而証，夢中説夢なり。

夢中説夢は諸仏なり，

諸仏は風雨水火なり

夢中説夢は古仏なり。…

公案現成は放你三十棒，

これ見成の夢中説夢なり。

これ人天の境界にあらず，

凡夫の測度にあらず。

夢の菩提なる，たれか疑著せん，

疑著の所管にあらざるがゆゑに。

認著するたれかあらん，

認著の所転にあらざるがゆゑに。

この無上菩提，これ無上菩提なるがゆゑに，

夢これを夢といふ。中夢あり，夢説あり，

説夢あり，夢中あるなり。

夢中にあらざれば説夢なし，

説夢にあらざれば夢中なし。

説夢にあらざれば諸仏なし，

夢中にあらざれば

諸仏出世し転妙法輪することなし。

その法輪は，唯仏与仏なり，

夢中説夢なり。

ただまさに夢中説夢に，

夢上菩提衆の諸仏諸祖あるのみなり。

さらに法身向上事，すなはち夢中説夢なり。

ここに唯物与仏の奉観あり。

夢これ尽大地なり，尽大地は平なり。

平は秤子の大道なり，空をかけ物をかく。

たとひ空なりとも，

たとひ色なりとも，平にあふ夢中説夢なり。

諸仏の妙法は，ただ唯仏与仏なるゆゑに，

夢覚の諸法，ともに実相なり。

覚中の発心・修行・菩提・涅槃あり，

夢裏の発心・修行・菩提・涅槃あり。

夢覚おのおの実相なり，大小せず，勝劣せず，

覚中に仏化やまざる道理ありといへども，

仏祖現成の道理，かならず夢中説夢なり。

この「夢中説夢」巻においては，

仏祖現成の道理，かならず夢中説夢なり。

諸仏の妙法は，ただ唯仏与仏なるゆゑに，

と，唯仏与仏諸法実相の道理が説かれている

が，これは，まさに経毫（『正法眼蔵抄』）

が云うところの「仏が仏を見仏する」ことに

外ならない。

正法眼蔵 見仏

釈迦牟尼仏告大衆言，若見諸相非相，即見如来。

いまの見諸相と見非相と，透脱せる体達なり，

ゆゑに見如来なり。

この見仏眼，すでに参開なる現成を見仏とす。…

しるべし，諸相を見取し，非相を見取する，

即見如来なり。如来あり非如来あり。

清凉院大法眼禅師云，

若見諸相非相，即不見如来。

この一大事因縁，さらにいふべし，

若見諸相実相，即見如来。
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師の髄をうるを親近といふ。

菩薩道といふは，吾亦如是，汝亦如是なり。

如許多の蔓
まん

枝
し

行
あん

履
り

を即得するなり。

即得は古来より現ぜるを引得するにあらず，

未生を発得するにあらず，

現在の漫漫を策把するにあらず，

親近得を脱落するを即得といふ。

このゆゑに一切の得は即得なり。

まづすべからく隨師学をはげむべし，

隨師学得仏見なり。

釈迦牟尼仏告一切証菩提衆言，

深入禅定見十方仏。

尽界は深なり，十方仏土中なるがゆゑに，

これ廣にあらず，大にあらず

小によらず，窄にあらず。

挙すれば隨佗挙す，これを全収と道す。

これ，七尺にあらず

八尺にあらず，

一丈にあらず，

全収無外にして入之一字なり。

この深入は禅定なり。

深入禅定は，見十方仏なり。…

仏十方在なり。

見十方仏は，只見臥如来なり。

禅定は入来出頭不得なり。

見仏より見仏するゆゑに，

禅定より禅定に深入する。

この禅定・見仏・深入等の道理，…

而今の新条にあらざれども，

恁麼の道理必然なり。

一切の伝道学道かくのごとし，

修因得果かくのごとし。

過去現在未来の諸仏と称すといへども，

凡夫の三世に準的すべからず。

いはゆる過去は心頭なり，

現在は拳頭なり，

未来は脳後なり。…

見仏の通語いまのごとし。

見仏は発阿耨多羅三藐三菩提心なり。

発菩提心は見仏の頭正尾正なり。

いはゆる見仏は，見自仏にあらず，

見他仏にあらず，

見仏なり。

見仏は被仏見成なり。

たとひ自己は覆蔵せんことをおもふとも，

見仏さきだちて漏泄せしむるなり。

これ見仏の道理なり。

しるべし，唯仏与仏，稲麻竹葦すべし，

…請仏斎時…見仏なる道理あきらかなり。

請仏といふは，請釈迦牟尼仏のみにあらず，

請無量無尽三世十方一切諸仏なり。

請諸仏の数にあづかる，無諱不諱親會見仏なり。

見仏・見師・見汝の指示，かくのごとくなるべし。

趙州真際大師，因僧問，

承聞和尚親見南泉，是否。

師曰，鎮州出大蘿葡頭。

いまの道現成は親見南泉の證験なり。

有語にあらず，無語にあらず，

下語にあらず，通語にあらず，

策起眉毛にあらず，撥聞眉毛にあらず

親見眉毛なり。

たとひ軼才の独歩なりとも，親見にあらずよりは，

かくのごとくなるべからず。…

かくのごとくなるかゆゑに，見仏眼を参開するよ

りこのかた，

仏祖正法眼蔵を正伝せり。

正法眼蔵の正伝あるとき，

仏見雍容の威儀
いいぎ

現成し，

見仏ここに巍巍
ぎ ぎ

堂堂なり。

さて，これまで，唯仏与仏，諸法の現成は即ち

実相なることを縷縷みてきたが，仏道には心性・

仏性・法性を参学すべき，と説く巻がある。

正法眼蔵 説心説性

説心説性は仏道の大本なり，

これより仏仏祖祖を現成せしむるなり，

説心説性にあらざれば，

転妙法輪することなし，

発心修業することなし，

大地有情同時成道することなし，

一切衆生無仏性なることなし。
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拈華瞬目は説心説性なり，

破顔微笑は説心説性なり，

礼拝依位而立は説心説性なり，

祖師入梁は説心説性なり，

夜半伝衣は説心説性なり，

拈拄杖これ説心説性なり，

横拂子これ説心説性なり，

おほよそ仏仏祖祖のあらゆる功徳は，

ことごとくこれ説心説性なり。

平常の説心説性あり，

墻壁瓦礫の説心説性あり，

いはゆる心生種種法生の道理現成し

心減種種法減の道理現成する。

しかしながら心の説なる時節なり，

性の説なる時節なり。

裏面有人，説心説性。

いはゆるいまの道理は，或裏或面，

有人人有，説心説性なり，

面裏心説，面裏性説なり。

これを参究工夫すべし。

性にあらざる説，いまになし，

説にあらざる心，いまだあらず。

仏性といふは一切の説なり，

無仏性といふは一切の説なり。

仏性の性なることを参学すといふとも，

有仏性を参学せざらんは，学道にあらず，

無仏性を参学せざらんは，参学にあらず。

説の性なることを参学する，これ仏祖の嫡孫なり。

性は説なることを信受する，これ嫡孫の仏祖なり。

心は疎動し，

性は恬静なりと道取するは，外道の見なり。

性は澄湛にして

相は遷移すると道取するは，外道の見なり。

仏道の学心・学性しかあらず。

仏道の行心・行性は，外道にひとしからず。

仏道の明心・明性は，外道その分あるべからず。

仏道には，有人の説心・説性あり，

無人の説心・説性あり，

有人の不説心・不説性あり，

無人の不説心・不説性あり，

説心未説心・諸性未説性あり。

無人のときの説心を学せざれば，

説心未到田地なり。

有人のときの説心を学せざれば，

説心未到田地なり。

説心無人を学し

無人説心を学し

説心是人を学し

是人説心を学するなり。…

説心説性は，説仏説祖なるがゆゑに，

耳処に相見し，眼所に相見すべ。

ちなみに，僧密師伯いはく，是誰。

是誰は，那
な

裏
り

の説心説性なり。

是誰と思量取せられんときは，

すなはち説心説性なり。

大師いはく，死中得活。…

大師道の死中得活は，

有人説心説性の声色現前なり。

得活の頭生尾生に脱落なるのみあり。

おほよそ仏道祖道には，かくのごとくの説心説性

ありて，参究せらるるなり。

正法眼蔵 三界唯心

釈迦大師道，三界唯一心，心外無別法

心仏乃衆生，是三無差別

釈迦大師道，不如三界見於三界。

釈迦大師道，今此三界，

皆是我有，其中衆生悉是吾子。

唯心は，一二にあらず三界にあらず

出三界にあらず，無有錯謬なり。
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有慮知念覚なり，無慮知念覚なり，

牆壁
しょうへき

瓦礫
がりゃく

なり，山河大地なり。

心これ皮肉骨髄なり，心これ拈華破顔なり。

有心あり，無心あり，有身の心あり，

無身の心あり

身先の心あり，

身後の心あり。

身を生ずるに胎卵温化の種品あり，

心を生ずるに胎卵温化の種品あり。

青黄赤白これ心なり，長短方円これ心なり。

生死去来これ心なり，年月日時これ心なり，

夢幻空華これ心なり，水沫泡焔これ心なり，

春華秋月これ心なり，浩次顚沛
てんぱい

これ心なり。

しかあれども毀破すべからず，

かるがゆゑに諸法実相心なり，

唯仏与仏心なり。

たとひ会三界唯心ありとも，

さらに不会三界唯心を参究すべきなり。

さらにまた，会不会にあらざる三界唯心あり。

大師（玄沙院宗一）云，

尽大地覚一箇会仏法人不可得。

この道取をも審細に弁肯すべし。

いまだ三界唯心を会取せず，

三界唯心を不会取せず，

三界唯心を道取せず，

三界唯心を不道取せず。

覚一箇会仏法人不可得は，…

なにを喚作してか尽大地とする。

おほよそ恁麼参究功夫すべきなり。

正法眼蔵 発無上心

震旦初祖曰，心心如木石。

いはゆる心は心如なり，

尽大地の心なり，このゆゑに自他の心なり。

尽大地人，および尽十方界の仏祖，

および天龍等の心心は，これ木石なり。

このほかさらに心あらざるなり。

この木石，おのれづから，

有・無・空・色等の境界に籠籮
らろう

せられず。

この木石心をもて，発心修証するなり。

心木心石なるがゆゑなり。

この心木心石のちからをもて，

而今の思量箇不思量底は現成せり。

大證国師曰，牆壁瓦礫，是古仏心。

いまの牆壁瓦礫，いづれのところにかあると，

参詳看あるべし。

是什麼物恁麼現成と問取すべし。

古仏心といふは，空王那畔にあらず，

粥足飯足なり，草足水足なり。

かくのごとくなるを拈来
ねんらい

して，

坐仏し作仏するを，発心と称す。

あるひは夢中に発心するもの得道せるあり，

あるひは酔中に発心するもの得道せるあり，

あるひは飛華落葉のなかより発心得道するあり，

あるひは桃華翠竹のなかより発心得道するあり，

あるひは天上にして発心得道するあり，

あるひは海中にして発心得道するあり。

これみな発菩提心中にして，

さらに発菩提心するなり。

仏法の大道は，

一塵のなかに大千の経巻あり，

一塵のなかに無量の諸仏まします，

一草一木ともに身心なり。

万法不生なれば，一心も不生なり。

諸法実相なれば，一塵実相なり

しかあれば 一心は諸法なり，

諸法は 一心なり，全身なり。…

億億万劫，くつべからざる発心なり。

これを見仏聞法といふなり。

しるべし，

思惟の作仏なるときは，十方思惟仏皆現なり。

一法の作仏なるときは，諸法作仏なり。

釈迦牟尼仏言，明星出現時，

我与大地有情，同時成道。

しかあれば，発心・修行・菩提・涅槃は，

同時の発心・修行・菩提・涅槃なるべし。

仏道の身心は，草木瓦礫なり，風雨水火なり。

これをめぐらして仏道ならしむる，

すなはち発心なり。…

草木瓦礫と四大五蘊とおなじくこれ唯心なり，

おなじくこれ実相なり，

尽十方界，真如仏性，おなじく法住法位なり。
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真如仏性のなかに，いかでか草木等あらん，

草木等いかでか真如仏性ならざらん。

諸法は有為にあらず，無為にあらず，実相なり。

実相は如是実相なり。如是は而今の身心なり。

この身心をもて発心すべし。

水をふみ，石をふむを，きらふことなかれ。

…これ発菩提心なるべし。見仏なり，聞仏なり。

見法なり，聞法なり，作仏なり，行仏なり。

おほよそ有覚無覚の発心するとき，

はじめて一仏性を種得
・ ・

するなり。

四大五蘊をめぐらして，

誠心に修行すれば得道す。

草木牆壁をめぐらして，

誠心に修行せん，得道すべし。

四大五蘊と草木墻壁と，同参なるがゆゑなり，

同性なるがゆゑなり，

同心同命なるがゆゑなり，

同身同機なるがゆゑなり。

あきらかにしるべし，生死を拈来して発心する，

これ一向求菩提なり。

彼の一念は，一草一木とおなじかるべし，

一生一死なるがゆゑに。…

彼一念の深広無涯際なるがごとく，

一草一木，一石一瓦の深広も無涯際なり。

一草一石もし七尺八尺なれば，

彼一念も七尺八尺なり，

発心もまた七尺八尺なり。

しかあればすなわち

入於深山，思惟仏道は容易なるべし，

造塔造仏は甚難なり。

ともに精進無怠より成就すといへども，

心を拈来すると，

心に拈来せらるると，はるかにことなるべし。

かくのごとくの発菩提心つもりて，

仏祖現成するなり。

正法眼蔵 発菩提心

おほよそ心三種あり。

一者質
しっ

多
た

心，此方称称慮知心。

二者汗
か

栗
り

多
た

心，此方称草木心。

三者矣
い

栗多心，此方積聚精要心。

このなかに菩提心をおこすこと，

かならず慮
ろ

知心をもちゐる。…

この慮知心にあらざれば，

菩提心をおこすことあたはず。

この慮知心をすなはち

菩提心とするにはあらず，

この慮知心をもて菩提心をおこすなり。

菩提心をおこすといふは，

おのれいまだわたらざるさきに，

一切衆生をわたさんと発願しいとなむなり。

そのかたち，いやしといふとも，

この心をおこせば，すでに一切衆生の導師なり。

この心もとよりあるにあらず，

いまあらたに欻起
くつき

するにあらず。

一にあらず，多にあらず，

自然にあらず，凝然
ぎねん

にあらず，

わが身のなかにあるにあらず，

わが身は心のなかにあるにあらず。

この心は法界に周遍せるにあらず，

前にあらず，後にあらず，

あるにあらず，なきにあらず，

自性にあらず，他性にあらず，

共性にあらず，無因性にあらず。

しかあれども感応道交するところに，

発菩提心するなり。

諸仏菩薩の所授にあらず，

みずからが所能にあらず，

感応道交するに，

発心するゆゑに自然にあらず。

菩提心をおこしてのち，

三阿僧祇劫，一百大劫修行す，

あるひは無量劫おこなひてほとけになる。

あるひは無量劫おこなひて衆生を先にわたして，

みづからはつひにほとけにならず，

ただし衆生をわたし，衆生を利益するもあり。

菩薩の意業にしたがふ。…

発心とは，

はじめて自末得度先度他の心をおこすなり。

これを初発菩提心をいふ。

この心をおこすなりよち，さらに…見仏聞法し，

さらに菩提心をおこす，雪上加霜なり。…

いまの質多慮知の心，

ちかきにあらず，

とほきにあらず，
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みづからにあらず，

他にあらずといへども，

この心をもて，

自末得度先度他の道理にめぐらすこと，

不退転なれば，発菩提心なり。

心および諸法

ともに自他共無因にあらざるがゆゑに，

もし一刹那この菩提心をおこすより，

万法みな増上縁となる。おほよそ発心得道，

みな刹那生滅するによるものなり。…

この刹那の量は，

ただ如来ひとりあきらかにしらせたまふ。

一刹那心能起一語，

一刹那語能説一字も，ひとり如来のみなり。

余聖不能なり。

おほよそ壮士の一弾指のあひだに

六十五の刹那ありて，五蘊生減すれども，

凡夫かつて不覚不知なり。

恒刹那の量よりは，凡夫もこれをしれり。

一日一夜をふるあひだに，

六十四憶九万九千九百八十の刹那ありて，

五蘊ともに生滅す。しかあれども凡夫

かつて覚知せず。覚知せざるがゆゑに，

菩提心をおこさず。仏法をしらず，…

世尊所説の一切の法，あきらめず，

しらざることも，刹那量をしらざるがごとし，

学者みだりに貢高することなかれ。

極小をしらざるのみにあらず，

極大をもまたしらざるなり。

もし如来の道力によるときは，

衆生また三千界をみる。

おおよそ本有より中有にいたり，

中有より営本有にいたる，

みな一刹那一刹那にうつりゆくなり。…

たとひ発菩提心のみちに，身心ををしむとも，

生老病死して，つひに我有なるべからず。

われらが寿行生滅，

刹那流転捷疾なることかくのごとし。

念
・

念
・

のあひだ，

行者この道理をわするることなかれ。…

もし自未得度先度他の一念をおこすがごときは，

久遠の寿量，たちまちに現在前するなり。…

仏祖の学道，

かならず菩提心を発悟するをさきとせり，

これすなはち，仏祖の常法なり。

発悟すといふは嘵了なり，これ大覚にはあらず。

諸大祖師は，これ菩薩なり，ほとけにあらず，

声聞辟支仏等にあらず。…

衆生界は有辺無辺にあらざれども，

先度一切衆生の心をおこすなり，

これすなはち菩薩心なり。

菩薩心是法明門，不断三宝故。

もはら自末得度先度他の行願を退転せざるべし。

自末得度先度他の行願にそむかんかごときは，

これ魔説としるべし，

外道説としるべし，

悪友説としるべし，さらにしたがうことなかれ。

魔有四種，一煩悩魔

二五衆魔

三死魔

四天子魔。…

上来これ龍樹祖師の施説なり。

行者しりて勤学すべし。

菩提心を退転せざれ，これ守護菩提心なり。

正法眼蔵 海印三昧

仏言

但以衆法 合成此身， 起時唯法起，

滅時唯法滅。

此法起時， 不言我起。

此法滅時， 不言我滅。

前念後念， 念念不相待，

前法後法， 法法不相対。

是即名為 海印三昧。

この仏道を，くはしく参学功夫すべし。…

得道入証は，かならずしも多聞によらず。

多語によらざるなり。

いはゆる海印三昧の時節は，すなはち…

但以衆法の時節なり，

但以衆法の道得なり。

…衆法合成なり，合成此身を此身と道徳せるなり。

起時唯法起，
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この法起，かつて起をのこすにあらず。

このゆゑに起は知覚にあらず，知見にあらず，

これを不言我起といふ。

我起を不言するに，別人は此法起と見聞覚知し，

思量分別するにはあらず。

さらに向上の相見のとき，

まさに相見の落便宜あるなり。

起はかならず時節到来なり，

時は起なるがゆゑに。

…起の此身なる，起の我起なる，但以衆法なり。

声色と見聞するのみにあらず，

我起なる衆法なり，不言なる我起なり。

不言は不道にはあらず，

道得は言得にあらざるがゆゑに。

起時は此法なり，十二時にあらず。

此法は起時なり，三界の競起にあらず。

古仏いはく，忽然火起。

この起の相待にあらざるを火起と道取するなり。

不言我起なるがゆゑに，我於海中なり。…

ただ仏道の剤限に現成するのみなり。

これを印水の印とす。印水の印，

向上さらに印海の印なるべし。

これを海印といひ…心印といふなり。

曹山元証大師，因僧問，承教有言，

大海不宿死屍，如何是海。師云，包含万有。

僧曰，為什麼不宿死屍。 師云，絶気
・

者不著。

僧曰，既是包含万有，為什麼絶気
・

者不著。

師云，万有非其功絶気
・

。

正法眼蔵 心不可得

婆子いはく，われかつて金剛経をきくにいはく，

過去心不可得，現在心不可得，未来心不可得，

いまいづれかの心をか，

もちひをしていかに點ぜんとかする。

和尚もし道徳ならんには，もちひをうるべし，

和尚もし道不得ならんには，

もちひをうるべからず，

心不可得のことばをききては，心うべからず，

心あるべからずとのみおもひて，

かくのごとくとふ。…

…しかあれば，参学の雲水，かならず勤学なるべ

し。

容易にせしは不是なり。勤学なりしは仏祖なり。

おほよそ心不可得とは，画餅
がびょう

一枚を買弄
まいろう

して，

一口に咬著
こうぢやく

嚼 著
しゃくぢゃく

するをいふ。

正法眼蔵 後心不可得

心不可得は諸仏なり，

みづから阿耨多羅
あ の く た ら

三藐
さんみゃく

三菩提と保任しきたれり。

金剛経日，

過去心不可得，現在心不可得，未来心不可得。

三界心不可得なり，

諸法心不可得なりと保任しきたれるなり。

不可得の言をききては，彼此ともにおなじくうる

こと

あるべからずとのみ解せり，さらに活路なし。

またうべからずといふは，もとよりそなはれる

ゆゑにいふなんと，おもふひともあり。

これをいかにもあたらぬことなり。…

この因縁をおもふに，徳山むかし

あきらめざることは，いまみゆるところなり。

しばらく心不可得のことばをききて，

こころあるべきにあらずとばかりおもひて，

かくのごとくふにてあるらんとおぼゆ。

古人の骨髄も，面目も，古仏の光明も，現端も，

同参の功夫ありて，徳山をも，婆子をも，

不可得をも，可得をも，餅をも，心をも，

把
は

定
じょう

にわづらはざるのみにあらず，

放
ほう

行
ぎょう

にもわづらはざるなり。

いはゆる仏心はこれ三世なり。…

あひはなれ，あひさることを論ずるには，

すなはち，十万八千よりもあまれる深遠なり。

いかにあらんかこれ過去心といはば，

かれにむかひていふべし，これ不可得と。

いかにあらんかこれ現在心といはば，

かれにむかひていふべし，これ不可得と。

いかにあらんかこれ未来心といはば，

かれにむかひていふべし，これ不可得と。

いはくのこころは，心をしばらく不可得と

なづくる心ありとはいはず，

しばらく不可得なりといふ。
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心うべからずとはいはず，ひとへに不可得といふ

なり。

心うべしとはいはず，

ひとへに不可得といふなり。

またいかなるか過去心不可得といはば，

生死去来と云ふべし。

いかなるか現在心不可得といはば，

生死去来といふべし。

いかなるか未来心不可得といはば，

生死去来といふべし。

おほよそ，牆壁瓦礫にてある仏心あり，

諸仏，ともにこれを不可得にてありと証す。

仏心にてある牆壁瓦礫のみあり。

諸仏三世にこれを不可得なりと証す。

いはんや山河大地にてある。

不可得のみづからにてあるあり。

草木風水なる不可得の

すなはち心なるあり。

また応無所住生而基心の不可得なるあり

また十方諸仏の一代の，代にて八万法門をとく。

不可得の心，それかくのごとし。

また大證国師のとき，

大耳三蔵はるかに西天より到京せり。

他心道をえたりと称す。

仏祖と三蔵と，ひとしかるべからず，

天地懸隔なり。仏祖は仏法をあきらめてあり，

三蔵はいまだあきらめず。…

仏祖の位に証せる国師にまみゆるには，

すなはち勘破せらるるなり。

いはゆる仏道に心をならふには，万法即心なり，

三界唯心なり。唯心これ唯心なるべし，

是仏即心なるべし。

たとひ自なりとも，たとひ他なりとも，

仏道の心をあやまらざるべし。

仏道の身心を保任すべくば，

仏道の智通を学習すべし。

いはゆる仏道には，尽地みな心なり，

起滅にあらたまらず，尽法みな心なり，

尽心を智通とも学すべし。

…この一段の因縁，ふるくより諸代の尊宿，

おのおの参究するにその話のこれり。

五位の尊宿（趙州，玄沙，海会端，雪竇，仰山）

ともに諦當なれども，国師の行
あん

履
り

は蹉過せり。

與聖いま五位の尊宿を疑著すること両般あり。

一にいはく，国師の三蔵を試験する意趣をしらず，

二にはいはく，国師の身心をしらず，

国師のこころは，まづ仏法を他心通といふこと

ありやいなやともおもふ。またたとひ他心通と

いふとも，他も仏道にならふ他を挙すべし。

心も仏道にならふ心を挙すべし，

通も仏道にならふ通を挙すべきに，

いま三蔵いふところは，

かつて仏道にならふところにあらず。

おほよそ国師の身心は，神通修証をうるともがら

の，

しるべきにあらざるなり。

五位尊宿，いづれも国師の功徳にくらし，…

小乗の三蔵論師等，さらに国師の辺際をしらざる，

その証これなり。

他心通といふこと，小乗のいふがごときは，

他念通といひぬべし。…このゆゑに，

いま仏道の心不可得をきかしむるなり。

あるとき，僧ありて国師にとふ，

いかにあらんか，これ古仏心。国師いはく，

牆壁瓦礫。これも心不可得なり。

あるとき，僧ありて国師にとふ，

いかにあらんか，これ諸仏常住心。国師いはく，

幸遇老僧参内。

これも不可得の心を参究するなり。

天帝釈あるとき国師にとふ，…

いかならんかこれ道。国師いはく，

浩次心是通。天帝釈いはく，

いかならんかこれ浩次心

国師ゆびをさしていはく，

這箇是般若台，那箇是真珠網。

天帝釈礼拝す。

おほよそ仏道に身心を談ずること，

仏仏祖祖の會におほし。ともにこれを参学せんこ

とは，

凡夫賢聖の念慮知覚にあらず，

心不可得を参究すべし。

正法眼蔵 道得

諸仏諸祖は道得なり。その道得は，

他人にしたがひてうるにあらず，

わがちからの能にあらず，…仏祖の道得あるなり。
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かの道得のなかに，むかしも修行し，証究す，

いまも工夫し，弁道す。

仏祖の仏祖を功夫して，

仏祖の道得を弁肯するとき，

この道得おのづから三年・八年・三十年・四十年

の功夫となりて，尽力道得するなり。…

いまの道得，かのときの見得をそなへたるなり。

かのときの見得，今の道得をそなへたり，

このゆゑにいま道得あり，いま見得あり。

いまの道得と，

かのときの見得と一条なり，万里なり。

いまの工夫，

すなはち道得と見得とに工夫せられゆくなり。

この功夫の把定の月ふかく，年おほくかさなりて，

さらに従来の年月の功夫を脱落するなり。

脱落せんとするとき，

皮肉骨髄おなじく脱落を弁肯す。

国土山河，ともに脱落を弁肯するなり。…

正當脱落のとき，またざるに現成する道得あり。

心のちからにあらず，

身のちからにあらずといへども

おのづから道得あり。…

この道得を道得するとき，不道得を不道するなり。

道得に道得すると認得せるも，

いまだ不道得底を不道得底と証究せざるは，

なほ仏祖の面目にあらず，仏祖の骨隨にあらず。

いまわれと他と異類中行と相見するは，

いまかれと他と異類中行と相見するなり。

わ
・

れに道得底あり，不道得底あり。

か
・

れに道得底あり，不道得底あり。

道底に自他あり，不道底に自他あり。

趙州真際大師示衆云，

你若一生不離叢林，兀坐
ごつざ

不道，十年五載，

無人喚作你啞漢，己後諸仏也不及你哉。

ただ兀坐を弁肯すべし，不道をいとふことなかれ，

不道は道得の頭正尾正なり，

兀坐は一生二生なり，一時二時にあらず。

兀坐して不道なる十年五載あれば，

諸仏も你をないがしろにせんことあるべからず。

…

しかあれば一生不離叢林は，一生不離道得なり。

兀坐不道十年五載は，道得十年五載なり，

一生不離不道得なり，道不得十年五載なり，

坐断百千諸仏なり，百千諸仏坐断你なり。…

山のほとりにゆきて

雪峰の真覚大師の会に，一僧ありて，

草をむすびて菴を卓す。

としつもりぬれども，かみをそらざりけり。…

みづから一柄の木杓をつくりて，

谿
たに

のほとりにゆきて水をくみてのむ。…

あるとき僧きたりて菴主にとふ，

いかにあらんか，これ祖師西来意。

菴主いはく，谿深く杓柄長といふ。

僧おくことあらず…山にのぼりて雪峰に挙似す。

雪峯ちなみに拳をききていはく，

也甚奇怪，雖然如是，老僧自去勘過始得。

雪峯のいふこころは，よさはすなはち

あやしきまでによし，しかあれども，

老僧みづからゆきてかんがへみるべしとなり，

かくてあるにある日，雪峰たちまちに，

侍者に剃刀をもたせて卒じゆく，直に菴にいたり

ぬ。

わづかに菴主をみるに，すなはちとふ，

道得ならばなんぢが頭をそらじ。

この問こころうべし。道得不剃汝頭とは，

不剃頭は道得なりときこゆ，いかん。

この道得もし道得ならんには畢竟じて不剃なら

ん。

この道得きくちからありてきくべし，

きくちからあるもののために開演すべ

し。

ときに菴主かしらをあらひて，

雪峯のまへにきたれり。

これも道得にてきたれるか不道得にてきたれる

か。

雪峰すなはち菴主のかみをそる。

この一段の因縁，まことに優
う

曇
どん

の一現のごとし，

菴主まことあるによりて，

家風かくれず洗頭してきたる。

雪峰そのちからあり，その人なるによりて，

すなはち，菴主のかみをそる。

まことにこれ雪峰と菴主と唯仏与仏にあらずより

は，かくのごとくならじ。

しるべし，雪峰は菴主を勘過す，

菴主は雪峰をみる，

道得，不道得，かみをそられ，かみをそる。

しかあらばすなはち，
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道得の良友は期せざるにとぶらふみちあり，

道不得のとも，またざれども知己のところありき。

知巳の参学あれば，道得の現減あるなり。

正法眼蔵 即心是仏

仏仏祖祖，いまだまぬかれず保任しきたれるは，

即心是仏のみなり。

西天竺国に外道あり，先尼となづく。

かれが見処のいはくは，…諸境にかかはれず，

物は去来し，境は生滅すれども，霊知はつねに

ありて不変なり。この霊知ひろく周遍せり，…

一念相応の智慧あらはれぬれば，物も亡じ境も

滅しぬれば，霊知本性ひとり了了として鎮常なり。

たとひ身相はやぶれぬれども，霊知はやぶれずし

ていづるなり。…昭昭霊霊としてある，これを

覚者知者の性といふ。これをほとけともいひ，

さとりとも称す。…霊知は境とともならず，

物とおなじからず，歴劫
りゃくごう

に常住なり。

明暗にかかはれず，霊知するがゆゑに。これを

霊知といふ。また真我と称し，覚元といひ，本性

と称し，本体と称す。…

これすなはち先尼外道が見なり。…

いはゆる仏祖の保任する即心是仏は，…

唯仏祖与仏祖のみ，即心是仏しきたり，

あるひは即心是仏を参究し，

心即仏是を参究し，

仏即是心を参究し，

即心仏是を参究し，

是仏心即を参究す。

かくのごとくの参究，まさしく即心是仏，

これを学して即心是仏に正伝するなり。

いはゆる正伝しきたれる心といふは，

一心一切法，一切法一心なり。

このゆゑに古人いはく，若人識得心。大地無寸士。

しるべし，心を識得するとき，蓋天，撲落し，

帀
そう

地裂破す。あるひは心を識得すれば，大地

さらにあつさ三寸をます。

古徳云，作
そ

麼
ま

生
さん

是妙浄心。山河大地，日月星辰。

あきらかにしりぬ，心とは山河大地なり，

日月星辰なり。

しかあれどもこの道取するところ，

すすめば不足あり，しりぞくればあまれり。

山河大地心は

山河大地のみなり。さらに波浪なし，

風煙なし。

日月星辰心は，

日月星辰のみなり，さらにきりなし，

かすみなし。

牆壁瓦礫心は

牆壁瓦礫のみなり，さらに泥なし，

水なし。

生死去来心は，

生死去来心のみなり，さらに迷なし，

悟なし。

四大五蘊心は，

四大五蘊のみなり，さらに馬なし，

猿なし。

椅子払子心は，

椅子払子のみなり，さらに竹なし，

木なし。

かくのごとくなるがゆゑに即心是仏，

不染汙即心是仏なり。

諸仏，

不染汙諸仏なり。

しかあればすなはち，

即心是仏とは発心・修行・菩提・涅槃の諸仏なり。

いまだ発心・修行・菩提・涅槃せざるは，

即心是仏にあらず。

たとひ一刹那に発心修証するも即心是仏なり。

たとひ一極微
ごくみ

中に発心修証するも即心是仏なり。

たとひ無量劫に発心修証するも即心是仏なり。

たとひ一念中に発心修証するも即心是仏なり。

たとひ半拳裏に発心修証するも即心是仏なり。

しかあるを，長劫に修行作仏するは

即心是仏にあらずといふは，

即心是仏をいまだみざるなり，

いまだしらざるなり，

いまだ学せざるなり，

即心是仏を開演する正師をみざるなり。

いわゆる諸仏とは，釈迦牟尼仏なり，

釈迦牟尼仏，これ即心是仏なり。

過去現在未来の諸仏，

ともにほとけとなるときは，
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かならず釈迦牟尼仏となるなり，

これ即身是仏なり。

正法眼蔵 恁麼

雲居山弘覚大師は洞山の嫡子なり，…

洞山宗の嫡祖なり。一日示衆云，

欲得恁麼事，須是恁麼人。

即是恁麼人，何愁恁麼事。

いはゆるは恁麼事をえんとおもふは，すべからく

これ恁麼人なるべし。すでにこれ恁麼人なり，

なんぞ恁麼事をうれへん。この宗旨は，

直趣無上菩提，しばらくこれを恁麼といふ。…

いはゆる身心ともに尽界にあらはれて，

われにあらざるゆゑにしかありとしるなり。

身すでにわたくしにあらず，いのちは

光陰にうつされて，しばらくもとどめがたし。

紅顔いづくへかさりにし，たづねんとするに

蹤跡なし。つらつら観ずるところに，往事の

ふたたびあふべからざるおほし。

赤心もとどまらず，片片として往来す。

たとひまことありといふとも，吾我のほとりに

とどこほるものにはあらず。…しるべし，

恁麼人なるゆゑにしかあるなり。…

すなはち恁麼事をえんとおもふによりて，

恁麼人なりとしるなり。

これただ仏量にて量すべからず，

心量にて量すべからず，

法界量にて量すべからず，

尽界量にて量すべからず。

ただまさに既是恁麼人，何愁恁麼事なるべし。

このゆゑに声色の恁麼は恁麼なるべし，

身心の恁麼は恁麼なるべし，

諸仏の恁麼は恁麼なるべきなり。

いはゆる若因レ地倒 還因レ地起，

離レ地求レ起 終無二其理一。

いわゆる道は地によりてたふるるものは，

かならず地によりておく，地によらずして

おきんことをもとむるは，さらにうべからず

となり。…いかなるか諸仏成道の道理なると

問著するにも地にたふるるものの，

地によりておくるがごとしといふ。

これを参究して向来をも透脱すべし，

末上をも透脱すべし，

正当恁麼時をも透脱すべし。

大悟不悟，却迷失迷，被二悟礙一被二迷礙一

ともにこれ地にたふるるものの，

地によりておくる道理なり。

これ天上天下の道得なり，

西天東地の道得なり，

古往今秋の道得なり，

古仏新仏の道得なり。

さらに古仏として古仏の道を聞著せんとき，

向上の聞著あるべし。いまだ西天に道取せず

天上に道取せず

といへども，さらに道著の道理あるなり。

いはゆる地によりてたふるるもの，

もし地によりておきんことをもとむるには，

無量劫をふるに，さらにおくべからず。

まさにひとつの活路より，おくることをうるなり。

いはゆる地によりてたふるるものは，

かならず空によりておき，

空によりてたふるるものは，

かならず地によりておくるなり。

もし恁麼あらざらんは，

ついにおくることあるべからず。

諸仏諸祖，みなかくのごとくかりしなり。

空と地と，あひさること十万八千里なり。…

もしいまだかくのごとく道取せざらんは，

仏道の地空の量，いまだしらざるなり，

いまだみざるなり。

第十七代の祖師僧伽難提
そうぎゃなんだい

尊者，…

あるとき殿にかけてある鈴鐸
れいたく

の，風にふかれて

なるをききて，伽耶舎
か や し ゃ

多
た

にとふ，

風のなるとやせん，

鈴のなるとやせん。

伽耶舎多まうさく，

風の鳴にあらず，

鈴の鳴にあらず，

我心の鳴なり。

僧伽難提尊者いはく，
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心はまたなにぞや。

伽耶舎多まうさく，

ともに寂静なるがゆゑに。

僧伽難提尊者いはく，

善哉善哉，…つひに正法眼蔵を伝付す。

これは風の鳴にあらざるところに我心鳴を学す。

鈴のなるにあらざるとき，我心鳴を学す。

我心鳴はたとひ恁麼なりといへども俱寂静なり。

この因縁を学道の標準とせるに，あやまるたぐひ

おほし。伽耶舎多の道取する，風のなるにあらず

鈴のなるにあらず，心のなるなりといふは，

能聞の恁麼時の正当に念起あり，この念起を

心といふ。この心念もしなくば，いかでか鳴響を

縁ぜん。この念によりて聞を成ずるによりて，

聞の根本といひぬべきによりて，心のなると

いふなり。これは邪解なり。仏道の玄学にあら

ず。

心鳴は風鳴にあらず，

心鳴は鈴鳴にあらず

心鳴は心鳴にあらずと道取するなり。

親切の恁麼なるを究弁せんよりは，

さらにただいふべし，風鳴なり，鈴鳴なり，

吹鳴なり，鳴鳴なり

ともいふべし。

第三十三祖大鑑禅師末剃髪のとき，…

二僧ありて，相論するに，

一僧いはく，旗の動ずるなり，

一僧いはく，風の動ずるなり，

六祖いはく，風動にあらず，

旗動にあらず，

仁者心動なり。

二僧ききてすみやかに信受す。

この二僧は西天よりきたれりけるなり。

しかあればすなはちこの道著は，

風も旗も動も，

ともに心にてあると，

六祖は道取するなり。

いま六祖の児孫として，六祖の道を道取し，

元祖の身体髪膚をえて道取するには，

恁麼いふべきなり。

いはゆる仁者心動はさもあらばあれ，

さらに仁者動といふべし。為甚麼恁麼道。

いはゆる動者動なるがゆゑに，

仁者仁者なるによりてなり

既是恁麼人なるがゆゑに，

恁麼道なり。…

これすなはち有智若聞，即能信解の道理なり。

いはゆる智は人に学せず，

みづからおこすにあらず，

智よく智につたはれ，

智すなはち智をたづぬるなり。

智は有念にあらず，智は無念にあらず。

智は有心にあらず，智は無心にあらず。

いはんや大小にかかはらんや，

いはんや迷悟の論ならんや。

聞法するに，恩をかろくし，身をわするるは，

有智の身心，すでに自己にあらざるがゆゑに

しかあらしむるなりこれを即能信解といふ

なほし石の玉をつつめるが，

玉も石につつまれりともしらず，

石も玉をつつめりともしらざるがごとし

人これをしる，人これをとる。…

石の知見によらず，玉の思量に

あらざるなり。

人と智とあひしらざれども，

道かならず智にきかるるがごとし。

無智疑怪即為永失といふ道あり。

智かならずしも有にあらず，

智かならずしも無にあらざれども，

一時の春松なる有あり，

秋菊なる無あり。

この無智のとき三菩提みな疑怪となる，

尽諸法みな疑怪なり。

所聞すべき道，

所証なるべき法，しかしながら疑怪なり。

有智と無智と，日面と月面となり。

恁麼人なるがゆゑに六祖も発明せり。

南岳山無際大師いはく，

恁麼也不得，不恁麼也不得，

恁麼不恁麼総不得，汝作麼生。

まことにそれ恁麼不恁麼総不得なるゆゑに，

恁麼不得なり不恁麼不得なり。」

恁麼は恁麼をいふなり。有限の道用にあらず，

無限の道用にあらず，
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恁麼は不得に参学すべし，

不得は恁麼に聞取すべし。

這筒の恁麼および不得，会不得なり，

悟不得なり。

曽谿山大鑑禅師いはく，是什麼物恁麼来。

この道は，恁麼はこれ不疑なり，

不会なるがゆゑに

是什麼物なるがゆゑに

万物，まことにかならず什麼物なると

参究すべし。

一物，まことにかならず什麼物なると

参究すべし。

什麼物は，疑著にあらざるなり，恁麼来なり。

以上，道元禅，仏道における「心」の問題を，

『正法眼蔵』諸巻をもとに，「探求」した。とり挙

げた諸巻のラインアップは，次のとおりである。

仏向上事・唯仏与仏・阿羅漢・諸法実相

夢中説夢・見物・説心説性・三界唯心

発無上心・発菩提心・海印三昧・心不可得

道得・即心是仏・恁麼

此のうち「仏向上事」を提起として「唯物与仏」

から「見仏」，「三界唯心」辺りまでは，諸法実相，

「ありのまま」の「心」，その後，「発無上心」から

「心不可得」，「即心是仏」，「恁麼」までは脱落現成，

「あるがまま」の「心」という展開になった。とり

わけ，「心」探求のもとになった「唯仏与仏」巻に

は，他の諸巻には例の少ない「こころ」・「こころ

うる
・ ・

」の語が多出している。道元禅，仏道におい

て，「こころうる」とは如何。さらに探究
・

を要する

問題である。（未完）
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