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この公案は、何遍提唱をしても、何便聞いても、この公案は誠に美しいと
いうかな、誠に麗しい（うるわしい）こりゃ公案である。
No matter how many times I give teisho on the koan, no matter how many times I hear it, I’m al-
ways struck by the beauty, the exquisiteness of it.      
倶胝和尚ばっかりじゃない、古来からインドに於いてもそうだろうが、シ
ナに於いては「どうううううううう」、昨日も言ったようにね、「どうう
うう」と言った時にはどこに一体 Iamと称する自己が現れて居るのだとい

　 　う公案を貰っ 、昨日言ったように、「どううううう」どこに居るか？
それが分かった、そこで三十年間も、ですから、何を聞いても、「仏はど
こに居るのか」と聞かれても、「どううううううう」。悪魔はどこに居る
のかと聞かればても、「どうううう」という答えをして、一生したという
人が、まあ、沢山公案の中に現れて居る。
「神はどこに居りますか」というとね、直ちに指一本上げて、「ううう
っ」それが答えである。
老師はどこに居るのだと、指を上げて、それは答えである。
Handsomeな boyはどこに居るのだ？と指一本上げる。それは答えだとい
うふうである。
美人がどこに居るかと答えるというあわに？ゆびを一本上げる。それが答
えであるというである。
どこから見ても理屈の無いこりゃ答えだ。誠に美しい答えだと言ってよい
のである。
This kind of thing is not limited to only Gutei.    Probably in ancient India, and certainly in China
there were many examples of this kind of thing.    As I talked about yesterday there is the ques-
tion, “When you say, ‘Dooooooooooo’ where does the I am self manifest?”      And there are 
cases of people receiving such a koan, and coming to understand it, and then spending even 
thirty years, spending the rest of their lives answering all questions with “Dooooooooooo.”    
Whether they were asked “Where is Buddha?” or “Where is the devil?” they would answer 
“Doooooooo.”    
Among koans there are many stories like this.    “Where is God?” and at once, “Uutt!!” he raised 
one finger.    That was his response.    “Where are you?”    My answer will be to raise one finger.   
“Where is the handsome boy?”    The response will be to raise one finger.    This sort of thing.    
“Where is the beautiful woman?”    In this case as well the response will be to raise a finger.    No 
matter how you look at it this sort of answer is void of any thinking.    It is truly a beautiful way 
of answering.    
しかし、一般の人には分からん。
クリストはどこに居りますかと言った場合に何も言わずに「アーメン」と
答えばそれで結構なのである。
それが分かれば何も churchに行かなくてもいいのだ。
仏はどこに居りますかと言った場合に「なんまだぶつ」と答えでそれで結
構なのである。
しかしその道理が一般の人が分からんから、何のことやら分からんから
「ああだ、こうだ」色々な理屈を言うのである。



Most people, however, cannot understand it.    If the question is, “Where is Jesus?” to say noth-
ing, and simply chant, “Amen” is a good way to answer.    If this is understood then there is no 
need to go to church.    If the question is “Where is Buddha?” then to chant the common Buddhist
chant, “Nanmadabutsu, nanmadabutsu” is a fine response.    Most people, however, do not under-
stand this principle, so they end up saying this and that thing based on thinking, coming from fig-
uring something out.    
恋人どうしが、だから、お互いに出会った場合に、お互いに抱擁しあって、
それで結構なのである。
「ああ、良かったはね、出会って良かったはね」と皆言う。
無論その場合誰でも知って居るだろうが自分の心と友だちの心と今出会っ
たから「ああ、嬉しい」とこう言って居るのである。
ですから神の心だ、仏の心だというけれども出会いの心という物の他に心
は無いのである。
When lovers meet they embrace each other.    That is all that is needed.    Everyone, in this kind 
of situation, will then say, “Ahh, it’s so great we met!”    Of course, as probably everyone already
knows,      the reason why we say, “Ah, I’m so happy to meet you again!” in those situations is 
that our hearts have encountered the heart of our friend.    People talk about God’s heart or Bud-
dha’s heart.    Those are none other than the heart of meeting each other.    
ですからね、まだ詳しくなるが、出会った場合に Aの心と Bの心とが、A
の heartと Bの heartと、即ち Aの centerofgravityと Bの centerofgravity
と出会って、そこで始めて subjectというもなければ、objectでもない。
しかし subjectでもあれば objectでもある。そういう一つの心を必ず出会
った時には、「ああ、良かったわ！」という場合にはそういう一つの心を
manifest既に、manifestして居るから、「ああ、良かったわ」とこう皆言
って居るのだとこう説明して居るのである。
Therefore it can be said, although this will get somewhat detailed again,    when A meets B A’s 
heart meets B’s heart.    A and B’s minds, their centers of gravity meet.    There, for the first time, 
that which is neither subject nor object but is both subject and object is manifest.    Whenever we 
say, “Ah, that was great” we have always already manifested this one heart when we met each 
other.    This is how this situation is explained.
ですから、Iam　という atmanがお互いに対立して居る時には、それは不完
全な働きを内容として Iamと言って居るのだぞと教えておるのが仏教の教
えである。
Iamという場合には必ず Tatha-gataの自己が現れて居る。Tatha-gataの自
己が現れて居る場合に Tatha-agataの自己がまた対立して、現れて居る。
それははっきり誰でも分かることだ。
Buddhist teaching says that when there are I am selves, atmans, facing each other those I am 
selves have an incomplete activity as their content.    Whenever there is an I am there is a tatha-
gata self and also a tatha-agata self facing that tatha-gata self.    Anyone can clearly understand 
this.    
私は男ですという場合には男で無い女の立場を必ず認めて居ることに成る
のだ。
私は女ですという場合には必ず女と違った男の立場を認めて現れて居ると
いうことになるのである。
When a man says “I am a man” he is always acknowledging the existence of that which is not a 
man, a woman.    When a woman says, “I am a woman” she is always being manifest as some-
thing that recognizes the different-from-woman standpoint, which is man.        
ですからはっきり分かる、Iamという場合には完全な Iamを成り立たせる



働きだ、powerだ。。。完全に Iamというものを成り立たせる powerを内
容していないから Iamという立場は完全な自己ではないぞと教えて居るの
である。
完全に完全な自己は完全な内容を自分の完全な自己と言う内容を、働きを
自分は内容として居るのである。完全である時にはな！
So, this should be clear, whenever we say “I am” we do not totally have the power that makes us,
the activity that makes us as our content.    The I am standpoint is not the perfect self.    When 
perfection is manifest then the self has the activity that makes itself perfectly as its content. 
Those are the times of perfection! 
Tatha-gataの働きと tatha-agataの働きを両方とも内容として居る場合には
何も男は女を求める必要はない。女は男を求める必要は無い。それが完全
な状態である。
ですから完全な内容を tatha-gataと tatha-agataという二つ相対立する働き
を完全に内用とした場合には sunyataだ。空の働きである。零の働き。完
全な状態をこの atmanはmanifestして居ることになるのである。
ですから、男の人も女の人も、同じことだ、完全な内用を、この tatha-
gataと tatha-agataを完全に内用として居る場合には何も寂しくは無いと
いうことになる訳である。
When the self has both the tatha-gata and tatha-agata activities as its content then a man does not 
need to seek a woman and a woman need not seek a man.    This is the state of perfection.    When
the two mutually opposing activities of tatha-gata and tatha-agata are totally made content this is 
called shunyata.    It is the activity of emptiness.    It is the zero activity.    The atman has manifest 
the perfect condition.    This is the same for both men and women.    When either a man or a 
woman makes all of both tatha-gata and tatha-agata his or her content then he or she will not be 
lonely.    
ですから、旦那さんが奥さんを内用として居る場合には完全に人間の立場
を完全な人間の立場をmanifestして居ることになるからこりゅ寂しくない
訳である。
その奥さんに逃げられるというと、ですから、自分を成り立たせる内用が
半分空っぽに成ってしまうから、寂しいまた起こり出すということになる
訳である。
When a husband makes his wife his content he has manifest being a human being perfectly.    He 
has manifest the complete human being.    Therefore he is not lonely.    If the wife then runs away 
from him half of the content of that which brings him into being has been lost.    That half of con-
tent has become vacant.    Then loneliness arises in him.

ですからここで subjectと objectだ、完全な神という、人格的な完全な状
態があるとすれば、それは tatha-gataと tatha-agataである、女の働きと男
の働きを完全に内用として居る状態をmanifestした場合に、それが完全な
状態であるぞと教えて居る訳である。ですから iamということを主張した
場合には objectの立場を内用としていないのであるから、こりゃ寂しい訳
だ。
ですから子供でも寂しいから友だちを訪ね友だちと遊ばなければ成らんと
いうことになる訳である。
If we posit the existence of a perfect personified condition, the complete god, this can be under-
stood to be the condition which has both the activity that forms man and the activity that forms 
woman, both tatha-gata and tatha-agata, both subject and object as its content.    When someone 



asserts the I am position he is not making the position of the object his content, therefore he be-
comes lonely.    It is because children are lonely that they visit their friends and play with them.    
今 psychologyという言葉が現れたが(The　Roshi　thought　the　translator　said　
‘psychology,’　although　he　had　not)　完全な心理状態というものが零である。
ですから心の働き、psychologyの完全な心の状態というものは、心という
ものがあるとすれば、その心は plusの働きとminusの働きが完全に一つに
成った場合に完全な心の働きが現れるぞとこう教えて居る訳である。
The word psychology was just used (Roshi thought the translator just said ‘psychology’ although
he misheard.    The translator had not.).    The perfect psyche is zero.    The complete psychologi-
cal state, the complete mind, the complete heart is manifest when the plus and minus activities 
totally unify with each other.    
subjectと objectと別れた場合には我々は不完全な心の働きをmanifestし
て居る。一方の tatha-gataの働きだけを内用とする。一方の tatha-agataの
働きだけを内用として立って居るということになるのである。
ですから plusの働きとminusの働きが完全な tatha-gataの働きと完全な
tatha-agataの働きが相対立して現れて居るということは絶対にないのだぞ
とこう教えて居るのが仏教の教えなのである。
When subject and object separate we are manifesting imperfect activity of heart.    One side only 
has    the tatha-gata activity as its content and the other side only has the tatha-agata activity as its
content.    When plus and minus, tatha-gata and tatha-agata are in their complete states they are 
never opposing each other.    This is the teaching of Buddhism.    
tatha-gataと tatha-agataが分離して居る場合には必ず distanceというもの
が、その間に現れて居るのだぞ教えて居るのである。
完全な状態を plusもminusもmanifestした場合には、tatha-gataも tatha-
agataもmanifestした場合にはもうこの distanceは消えて無くなって、
plusとminusは完全に一体の状態を現前して居るのだとこう教えて居るの
である。
ですからもし人格的な、この完全な状態を、もし神というなれば神は零で
あるぞとこう仏教では教えて居る訳である。
ですからね、神を求める場合には既に plusとminusは対立分離して居るの
だとこう教えて居るのである。
ですから神は subjectと objectに神は神自体を二分して現れて居るだと、
それが一般な状態で、subjectと objectと別れて居る状態であるぞと教え
て居るのである。
ですから神はどこに居るのだというふうに考えた場合にもう既に神は対象
として居るのであるからそういうふうに神を対象として神はどこに居るだ
という場合、もう既に自分は subjectの立場に立って、objectの世界を求
めて居るということになるのだぞと教えて居る訳だ。
その場合に、何遍も言う通り distanceというものが subjectと objectの間
に現れて subjectと objectの立場をmanifestして居る訳である。
The teachings say that when tatha-gata and tatha-agata separate from each other, always, distance
is manifest in between them.    When both plus and minus, both tatha-gata and tatha-agata mani-
fest the state of perfection then that distance disappears, and plus and minus manifest the condi-
tion of complete union.    If we personify this perfect condition as God the Buddhist teachings 
say that God is zero.    When someone is seeking God that is always within a state in which plus 
and minus have separated from each other.    The ordinary state in which subject and object are 
separate is a state in which God has divided itself into two, into the subject God and the object 



God.    The teachings say that whenever a person thinks, “Where is God?” that person is already 
taking God as an object.    That person is standing up in the role of the subject and seeking the 
world of objects.    And, as I always say, in those cases there is always distance manifest in be-
tween subject and object.
ですから人間には subjectの立場と objectの立場が現れて居ることになる
訳である。
そういう場合には神も同じように自己自体を二分して subjectの神と ob-
jectの神に別れて現れて居るのだぞとこう一般に仏教では教えて居る訳で
ある。
The human world is the world separated into the position of subject and the position of object.    
When this human world is manifest, in the same way, God has divided itself, split its very body, 
into the subject God and the object God.    This is how Buddhism is generally taught.
必ず distanceが現れているのである。
Without fail distance is manifest.    
ですから完全な神の立場を現前しようとするということと完全な自己を現
前する、manifestするということは同じことであるぞと教えて居るのであ
る。
The teachings say that the manifestation of the perfect self and the manifestation of perfect God 
are the same.    
ですから、分かりやすく、真の愛をmanifestするということは subjectの
自己と objectの自己が完全に一体となることであって、それを真の愛の現
前と、onebuddhanatureの現前と言って居るがその他に、この onebud-
dhanatureonetruenatureのmanifestationの他に神というものがあるのでは
ないぞと教えて居るのである。神の存在がいかに貴い存在であるかという
ことがよく分かってくる。つまり完全な自己の現前ということがいかに貴
い存在であるということが分かってくるだろうとこう教えて居るのが仏教
の教えである。
To make this easier to understand it is taught that when true love is manifest the subject self and 
the object self have become totally unified.    That is the manifestation of true love.    That is the 
manifestation of One Buddha Nature, the manifestation of One True Nature.    Buddhism further 
says that from this we should be able to see just how noble a thing the manifestation of God is, 
just how noble a thing the manifestation of the perfect self is.    
ですから、どうしても我々は完全な自己だ、寂しくない自己だ、恵まれた
(blessed)自己である、救われて居るという自己と言ってもよい、大事だ、
皆救われたい、救われたいと言っているが、そういう救われたい自己を
manifestしようとするなればこの distanceをお互いに、subjectと object
は同時にこの distanceを持つという働きをする他には真の愛を現前するこ
とは無いのだとこう教えて居るのが仏教の教えなのである。
Therefore, somehow or another, if we want to manifest the perfect self, the self who is not lonely,
the blessed self, the saved self .(This is important to say, because everyone is always saying, “I 
want to be saved! I want to be saved!) then we must do the activity of both subject and object si-
multaneously holding the distance together.    According to Buddhism this is the only way to 
manifest true love.    
相対立する tatha-gataと tatha-agataが一つの目的と言ってもいい、一つの
ものと言っても同じことだ、そう言う同時に持つという働きをした場合に
それを完全な愛の現前とこう教えて居るのである。
When this activity of simultaneously holding is done then it is taught that tatha-gata and tatha-



agata have become one thing, have become one purpose.    That is the manifestation of perfect 
love.    
不完全なものを同時に持つという働きが大事である。
The activity of (the two) holding the state of imperfection simultaneously is important.
その不完全な状態は一体どんな状態なんだ？
What is that condition of imperfection that is being held?    
だんだん難しくなってきた。不完全な状態というものは完全な状態が対立
分離した場合にその間に distanceというものが現れる。それが不完全な状
態である。
この distanceがどうして現れるか？distanceがどうして消えて無くなるの
か？そういうことを勉強して居るのがこりゃ Tathagata禅である。
This talk is getting more and more difficult!    The condition of imperfection is manifest when the
condition of perfection separates itself into two.    When this happens distance appears in the sep-
aration.    The distance is the imperfect condition.    How is that distance manifest?    How does 
that distance disappear?    These are the sorts of things that are studied in Tathagata Zen.
この倶胝はやはり、分からなかったけれども、そういう勉強を、やはり、
忘れることなく修行して居た人であったと言ってよいのである
Gutei, it should be said, although he did not understand it (yet), he was in fact a person who stud-
ied this principle, incessantly, without (ever) forgetting to study.    
天龍和尚が指を一本「うった！」上げた場合に倶胝和尚はびっくりしてこ
の天地の道理、人間のあり方の道理をここで知ったというのは平生やはり
勉強して居たから知ることが出来たのである。
When Tenryu Osho raised his finger, “Uutt!” Gutei was amazed and suddenly knew the natural 
law of heaven and earth, suddenly knew the nature of what it is to be a human being.    He was 
able to suddenly know in this way because, just as you might expect, he had been diligently 
studying all the time previous to that moment.
完全な自己が自己自体を二分した場合に distanceが現れる。
When the perfect self divides itself into two distance is manifest.    
完全な自己は plusとminusが一体となって現れて居る状態、それが完全な
自己である。
The perfect self is the condition in which plus and minus have become perfectly one.    
その完全な状態が二つに別れた場合に tatha-gataと distanceと tatha-agata
が現れる。
When that perfect condition divides into two tatha-gata (thus going), and distance, and tatha-
agata (thus coming) appear.    
その場合に既に plusは完全な plusではない年取ったお父さんと成って現
れる。minusも同じように年取ったお母さんと成って現れるということに
なるのだとこう教えて居るのが仏教の教えである。
Buddhism further says that when this happens plus is no longer perfect plus.    Plus has appeared 
as the aged father.    Minus, also, is no longer perfect minus.    Minus has appeared as the aged 
mother.    
その場合に distanceは自己なのであって、その distanceというものは plus
の働きの０。００１、minusの働きの０。００１という働きを貰って同時
にお父さん、お母さんと現れて居るのだとこう教えて居るのが仏教の教え
であるが。その教えを皆さんは聞いたことは無かろう。
In these situations the distance is the self.    That distance appears simultaneously with the ap-
pearance of mother and father , receiving 0.001 of the plus activity and 0.001 of the minus activ-
ity.    This is the teaching of Buddhism, but I don’t think you folks have heard this sort of thing 



before!
ここの大学でもね宗教学という学問取り入れて宗教を習って居る学者とい
うかこの大学と言っても有るでしょう
Even at the colleges here I think there are religious studies programs, and scholars who special-
ize in religious studies.    
私が見る限りどこでも何を習って来ますかと宗教学を習って来ましたとい
うがその宗教学に於いてはお父さんとお母さんと自分は同時に現れるとい
うことを習って来て居る生徒は先ず私の見る前には現れたことは無い。
I often ask people what they have studied prior to their Zen studies, and some people say they 
have studied in a religious studies program, but in my experience there has never been even one 
student who has learned in any of those programs that the self appears at the exact same moment 
as mother and father appear.    
つまり無条件に iamという立場が、無条件にお父さんとお母さんから生ま
れるのだということを、そういう立場に立って居るから分からんのである。
In other words people cannot understand this principle because they unconditional accept the I 
am point of view, and unconditionally accept that they are born from their mother and father.
ですから仏教には明らかに宗教という言葉は shitandaと言って根元の立場
我々の、一切の根元の立場を教える学問が宗教であるとこう教えて居るの
である。
だから religionではないぞと教えて居るのである。
 In Buddhism the word “shukyo ”　宗教 which is usually mis-translated as “religion” is clearly un-
derstood to be the equivalent of the Sanskrit word “shitanda.”    (Roshi has said this quite a few 
times in the past, but I have forgotten the correct spelling of this word, and its common English 
translation.    Shinzen probably knows!)    Shittanda, shukyo means the study of the origin of all 
of us, that is the origin of all existence beings.    It is NOT religion.    
religionは神無しには成り立たない教えである。
神無しに成り立たない教えであるから、でも無条件に絶対として認めて居
るのである。
For a teaching to be a religion it must have a God.    Religions are built upon the recognition of 
God, and unconditionally religions see God as absolute.    
仏教では絶対者の立場を無条件に認めることはないのである
Buddhism does not unconditionally recognize the position of an absolute being.    
もし絶対者というものが有るとしたならそれは固定して絶対者というもの
が存在して居るということになる訳である。
If someone says an absolute being exists this is tantamount to saying that a fixated absolute being
exists.    
そういう固定した絶対者というものを、神の存在を今まで誰も認めたこと
も無ければそういう絶対の世界を誰も認めたことはない。いつでもそうい
う絶対の世界、絶対の神を objectとして皆眺めて居ることを教えられて来
て居るのである。
Up to now not one single person has ever perceived such a fixated absolute being or absolute 
world.    People have been taught to look upon the absolute world and absolute God as objects.    
ですから仏教で神の存在は我々は認めなければならんけれども無条件に認
めたのでは宜しくないぞと教えてこの神の存在は固定してあるものではな
いぞと教えて居るのである。
Buddhism teaches that we must acknowledge the existence of God, but it is not good to make 
that acknowledgment unquestioningly, unconditionally, and we must not fixate the existence of 
God.



また喋っている間に時間が来てしもったが、とにかく、仏教の立場を reli-
gionの立場、神がないのであるから、religionとは自ら仏教が仏教を reli-
gionとは呼んでいないのである。
I’ve been talking, and the time has flown by!    In any case, Buddhism itself never calls itself a 
religion, because there is not God in Buddhism.    

ですから仏教では自らこの仏教という教えが religionと違って我々存在者
の世界の在り方我々存在者の在り方の根元の状態を極める教えとこう言っ
て居るのである。
When Buddhism defines itself Buddhism says that Buddhism is different from religion.    It says 
that Buddhism is the teaching that seeks to fathom both the nature of the world of we existent be-
ings and the nature of the origin of that world.    
その根元の状態を教える、根元の働きを sunyataと言ってもよければ、sit-
tandaと言っても良い訳である。
The activity of the origin can be called shunyata, or equally well can be called sittanda.    
その根元の状態を教える、根元の働きを sunyataと言ってもよければ、sit-
tandaと言っても良い訳である。
This state of the origin, it get a bit difficult here but, in Chinese this state of the origin is called 
宗, shuu, which means essence, or fundamental thing. So we can say Buddhism is the teaching 
of the essence.
ですからね、皆さんが分からないだろうけれども、そういう religionだけ
を習った人には宗教という世界が、宗教ということを教える宗教の世界が
神の世界の他にあるのだなどということを知る人は誰も居ないのである。
People who have been brought up studying only religion, studying that the so called religious 
world is God’s world, like you folks, don’t understand that there is a world of shukyo which is 
different from the world of God.    
始めて宗教を習えばこのね、根元の状態というものは根元であるから sub-
jectでもなけらべ objectでもないと。subjectの立場と objectの立場を一体
としてmanifestしている立場が根元の状態であるということが分かって来
るのである。
If a person begins to study shukyo she will come to understand that the condition of the origin is 
neither subject nor object, because it’s the origin of those.    It is the unification of the subjective 
standpoint and the objective standpoint.
ですから今からちょうど１５０年前というか、もと前だな、そういう１５
０年前に日本に排仏運動、仏教は religionではないという問題が起こって
仏教を、religionを信じる人たちは、仏教は神を否定している教えであるか
ら、religionではないと言って仏教を排斥 haisekidriveout,expel,bannedす
る運動が政治的に起こったことがある。
150 years ago, or even longer ago, there was an anti-Buddhist movement in Japan.    The origin 
of this anti-Buddhist sentiment was the conviction of those who believed in God that Buddhism 
is a teaching that denies the existence of God, and is therefore not a religion.    Using political 
means these people tried to stamp out Buddhism.    
それはすごいまったく争いであった。
It was a big fight!    
私はその時にはまだ生まれていないですが判せき前に起こったことである
からその臭みというかよわいというかそういう状態を、仏教が排斥された
状態を少し知って居る。



I was not yet born at the time of this anti-Buddhism movement.    It occurred a half century be-
fore my birth, but I still experienced the bad smell of its aftermath, and from that I know a little 
about this movement to stamp out Buddhism.    
この問題は「仏教は religionではない」という、この問題を学問的に喋れ
ばもともと詳しく喋らなければならんからとても一時間や二時間では喋り
尽くすことが出来ないからこれで止めにする。
If I were to talk about this subject of Buddhism not being a religion in a scholarly way, in detail, 
and about what to call Buddhism, it would take more than an hour or two, so I won’t get into it 
much more here.    
ところが、アメリカに来ても europeに行っても分かるがこの religionと宗
教、shittandaの教えがごちゃに成って居る。religionは宗教である。宗教
は religionであるというふうにごちゃにしておるが宗教という言葉は仏教
の代名詞なのである。
However, one thing that is clear is that both in America and in Europe the clarity of distinction 
between religion and shukyo/shittanda has been lost.    They are confused for each other. The 
words have become totally mixed up.    People think that religion is shukyo and shukyo is reli-
gion.    In fact shukyo and shittanda are synonyms for Buddhism.
ではね、仏教では完全に神の立場を退けておるのかということになるが、
仏教は完全に神の立場を退けるということはしていないのである。
The question, then, must be asked, Does Buddhism completely deny God?    The answer is that 
Buddhism does not completely deny    the recognition of God.    
iamということを主張する限り神は必要であると言って、神を認めて居る
のである。
As long as a person is asserting his I am God is necessary.    This is the way God is recognized in 
Buddhism.    
完全な自己をmanifestした場合には自己は完全であるから神の立場を認め
る必要はないぞ教えて居るのである。
When the perfect self is manifest, because the self is total and complete it does not need to recog-
nize God.    
ですから、宗教学んで来ましたあるいは比較宗教という学問現れて居るが、
そういう学問をいくら習ってもそれは仏教を習って居るということには成
らんのである。
ですから、宗教学んで来ましたあるいは比較宗教という学問現れて居るが、
そういう学問をいくら習ってもそれは仏教を習って居るということには成
らんのである。
Therefore you can see that no matter how much a person has studied in a religious studies pro-
gram or a comparative religion program that person has not been studying Buddhism.    To teach 
Buddhism is truly a difficult task.    It makes my head ache!
ですから戦争が起こるということは必ずこの、あくまでも tatha-gataと
tatha-agataが対立して居る立場に立つから戦争ということが起こるのであ
る。
Wars arise because tatha-gata and tatha-agata are stuck in the state of opposing each other.    
ところが必ず対立すれば戦争が起こる、iamという立場を主張すればどこ
までも主張すれば戦争が起きるけれどもその iamと称する完全な iamは真
の愛の現前によって完全な自己を現前するのであるから真の愛を現前する
世界に於いては戦争が起きるということは誤りであるということになるぞ
と教えて居るのが仏教の教えである。



When people insist on constantly asserting their I am selves, no matter what asserting their 
selves, war is the inevitable result.    However, when that I am manifests the perfect self through 
the manifestation of true love then, in that world of true love, it is clear that to give rise to war is 
a mistake.    This is the teaching of Buddhism.
女の人は子供を生んでお母さんになるから戦争は宜しくないものだという
ことは徹底承知して居るはずである。
Women give birth to children and become mothers, so they deeply understand how horrible war 
is.    
男の人だって戦争は宜しくないだけれども男の人は、やっぱり、iamとい
うことの主張が強いのであろう。必ず戦争を起こすようになるようになっ
ておるようだ。
Men, also say that war is wrong, but, just as we all know, men more strongly assert their I am 
selves, and therefore, although they may say war is wrong, they seem to always end up starting 
wars.    
今言ったように必ず iamという立場に立てばここに対立、喧嘩、戦争とい
うものは必ず起きて来る。
As I just said, whenever people stand up and see from the I am point of view fights and conflicts 
come to arise.    
完全な自己を現前した場合にはその他に神がないのであるから戦争が起き
るということはないのである。
When the complete self is manifest that is the manifestation of God itself.    In that manifestation 
there is no arising of war.    
ですから仏教ではどこまでも戦争は宜しくないものだとこう教えて居るの
である。
Therefore Buddhism teaches that war is always wrong.    
戦争は起きるということは iamという立場に attachしているから戦争が起
こることになるのだとこう教えて居るのである。
The teachings say that wars arise because people attach to their I am selves.    
iamという自己を存在させようとすればその iamという自己を否定する、
また iamが現れて居る。ですから戦争になる訳である。
If an I am self is bent on prolonging its own existence then even if that I am is negated it will ap-
pear again.    This is why it becomes a war.    
ですから仏教では、今言ったように絶対に戦争に加担しては宜しくないと
こう教えて居るのである。
Therefore, as I just said, Buddhism teaches , absolutely, to not participate in or support wars.      
しかし戦争が宜しくないものだと言って、あだかも戦争に加担していない
ように思うが戦争が宜しくないものだと言ったならまた戦争をしようとし
て居るものと対立するということになるからそれが宜しくないことだぞと
こう戒めて居るのである。

However, although when someone says, “War is wrong” it may seem that she is not participating 
in war, be careful!    If you say “War is wrong” then you are opposing the people who are trying 
to do the war, and so your saying “War is wrong” is, itself, wrong.
つまり簡単に言えば戦争ということは政治家のやることなのである。
In other words, to say it simply, wars should be left up to the politicians.    
経済の立場に立つ、経済を豊かにしなければならんか、とにかく政治家の
戦争をしなければ自分がもうやっていけない。自分の国が立っていかない。



そういう立場に追い込まれる bedrivenintoacornerというとこの政治家は戦
争を起こすようになる訳である。
If someone is looking at things through the lens of finances and money then I suppose he is try-
ing to make the situation as rich and comfortable as possible, but, in any case, sometimes it 
comes to pass that a politician is driven into the corner of needing to go to war in order to pre-
serve the existence of his own country, and through that preserve himself and his role as a politi-
cian.    
それはとてもとても国家が存在する限り民族が相対立して存在する限り無
く成るということは無いと言って良いのである。
民族を解消する、民族の立場を解消する、国家の立場を解消するという所
に行かなければとても政治家も戦争をなくすこと出来ないのである。
It is fair to say that as long as there are nation states and groups of people who see themselves as 
distinct from other groups this sort of situation will always arise.    The only way politicians can 
be rid of wars it to dissolve nations states and dissolve the boundaries between different peoples. 
ですから仏教ではけしてその政治家に加担して居る宜しくない、政治の中
に仏教を学ぶ者は入ってはいけないこう厳重に、戦争をしてはいけない、
というの運動に入っても宜しくない、戦争をすべきだということに入るの
も、皆それは政治家の仕事であるから仏教を学ぶ者はどちらに入っても宜
しくないとこう戒めて居るのである。
Buddhism very severely teaches that those studying Buddhism should not get involved in poli-
tics.    It is wrong for those studying Buddhism to join a movement whose purpose is to expound 
the idea that we mustn’t go to war, and also it is wrong for those studying Buddhism to join a 
movement whose purpose is to expound the idea that we must go to war.    That sort of thing is 
all the work of politicians.    Students of Buddhism shouldn’t join in either side.
馬鹿な人間が戦争をするのであるから馬鹿な国家がお互いに文化の相違の
ために喧嘩起こすのであるからこりゃしかたがない。そういうものに入っ
てはいかん。
Dumb people make wars.    Dumb nation states fight each other because of their cultural differ-
ences.    There is nothing that can be done about this sort of thing.    Don’t get involved in those 
dumb fights.    
必ず戦争が起きるというとその後始末に大変だ。
Whenever war arises the job of dealing with the aftermath of war is an incredibly big job.    
死に。。。沢山現れる。旦那さんを失った奥さん沢山現れる。お父さんを
失った子供が沢山現れる。誠に悲惨な世の中が現れる。

　誰が救うのだその状態を？ ですからそういう戦争の後の後始末をするの
はこりゃ仏教を信じて居るそういう人だより他にあるまいとこう言って居
るのである。
There will be many people dead. Many wives who have lost their husbands and many children 
who have lost their fathers.    The world becomes covered with tears. The world becomes a mis-
ery.    Who will help?    Believers in Buddhism are the ones who must takes care of the horrible 
aftermath of war.    
私は地蔵さんが好きだよな。
As you know, I am fond of Jizo.    
だから私が好きなもんだから bodhimandaでも地蔵さんがある。随分地蔵

…さんという考えがアメリカにも少し .必ずこの後始末しなければならんと
人間はもうとてもお互いに戦争したり喧嘩することが絶えないからその後



始末をしなければならんと言って今現れて居るのがこの地蔵さんである。
Knowing how much I like Jizo my students have started to put up Jizo statues.    There are quite a
few at Bodhi Manda, too.    Maybe Jizo’s way of thinking has, in at least a small way, come to 
America.    Jizo is the one who appears and says, “ There is no end to fighting and conflict be-
tween human beings. It just won’t stop. I must tend to the aftermath of those fights.”    
地蔵さんはお母さんを失った子供のために旦那さんを失った奥さんのため
にお父さんやお母さんを失った子供のために命をかけてそういう子供達の
味方に成って、俺は暮らすという誓いをたてて今この世の中に現れて居る
のが地蔵さんだとこう仏教では言って居るのである。
Jizo stakes his life on becoming the friend and ally of the children who have lost their fathers and
mothers, of the people who have lost their husbands and wives.    He vows, “I will live staking 
my life on helping these people.”    That is how Buddhism speaks about Jizo.    
この地蔵さんが倶胝はこの地蔵となって今ここに現れて居るのだとこうこ
こで受け取らなければならん。
You have to understand that Gutei has become Jizo, has appeared now as Jizo.
そういう意味で私は地蔵さんが好きだから地蔵さんがここで祭るであるが
その地蔵さんが去年、一昨年なるか、誰が盗んでいたのかな、盗まれてし
まった。
So these are the reasons I like Jizo, and here there was a Jizo statue, too, but one or two years ago
it was stolen.    Someone stole it.    Jizo got stolen!
地蔵さんを盗む人、それは盗む人じゃない。やっぱり私は可愛い。地蔵さ
んを盗むからな、結構なことだ。そのほかに仏教はない。
Someone who steals Jizo is not a thief.    Someone who steals Jizo is very lovable.    He stole 
Jizo!    
What a good thing to steal!    Other than stealing Jizo there is nothing to Buddhism. That’s it!
だけれども子供を盗まれたらお父さんやお母さんが泣くだろう。
奥さんも旦那さんを盗まれたなら泣くだろう。
そういうふうに必ず苦しんで居る人が現れる。その苦しんで居る人たちの
友だちに成ろう！と友だちに成って暮らすというのが地蔵さんである。

それで結構なのだ。そのほかに仏教はない。
On the other hand, the mother and father of a child who has been stolen from them will cry.    If a
wife has her husband stolen from her she’ll cry too.    People who are suffering will always be ap-
pearing.    Jizo comes up and says, “I will befriend all the suffering people!    That will be the ba-
sis of my life!”    It’s a good thing.    That is all there is to Buddhism.    There is no Buddhism 
other than that. That’s it!
そういう訳で地蔵さんを盗まれたと言ったら今度はシナの尼さん達が今度
は逆に老師を慰めるためだろうあの大きな地蔵さんを持って来てくれた。
盗まれるということは結構なことだ。
新しいものが生まれるから。
だから私をも誰かが盗んでくれる人が現れてくれればいいだなと思って居
る。
どうだ？私を盗んでくれる人が居るか？
私はそれが望んで居るが現れないからしかたがないまたこうして暮らして
居るのである。
Anyway, some Chinese nuns heard that our Jizo had been stolen, and probably to make me feel 
better, they brought a huge Jizo to replace it!    To have things stolen is a good thing.    Because 



after the stealing a new thing is born.    In this way I think, “Oh, I wish someone would do me the
favor and come along and steal me!”    What about it?    Is there anyone here who will steal me?    
That is what I am hoping for, but nobody appears to do it, so, I guess there’s nothing to be done 
about it, I must just keep going like this.    
さあ、ここで倶胝和尚は地蔵さんとなって現れて居ることをよくここで捕
らえなければならん。
So!    Grasp this well, Gutei appears here having become Jizo.    
地蔵さんは天龍和尚はこう指を一本上げた。それが地蔵さんだというのだ
な。
subjectと objectが一体と成って現れて居る。それが地蔵さんだというの
だ。
Tenryu Osho raising his finger, that was Jizo!    Subject and object become one, that is Jizo!    
またこの公案が終わっていない。明日はいよいよ結論になる。地蔵さんの
話しはこれだけにして明日はこの地蔵さんの働きをいよいよ喋ることにし
ましょう。
I haven’t gotten to the end of this koan yet.    Finally, tomorrow, I will come to the conclusion.    
This is enough talking about Jizo himself, tomorrow I will talk about the Jizo activity.        


