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The pure light in your single thought – this is the Dharmakaya Buddha within your own 

house.  The non-discriminating light in your single thought – this is the Sambhogakaya Buddha 

within your own house.  The non-differentiating light in your single thought – this is the 

Nirmanakaya Buddha within your own house.  This Threefold Body is you, listening to my 

discourse right now before my very eyes.  

Only because there is no running around seeking outside are there such meritorious activities.

– Rinzai Roku  ch. 10

まーほとんどこの nirmanakaya という仏についれは昨日、まー、ほとんどしゃべり終わ

ったような気がする。

Yesterday, I feel like I almost got to the end of my talk about the nirmana-kaya.  

しかし、具体的にしゃべらないというと皆さんには分かりにくいんだろうが、そこまで
は話しをしなかったように記憶しておる。
But I seem to remember that I didn’t really get into any concrete examples, and so if I don’t do 

that, you probably won’t be able to understand.  

具体的に、やはり、こうしゃべることを提唱とこういっているである。

To speak in concrete terms, that’s what we mean by teisho.

ですから、nirmanakaya とはいったいどんな仏を指して nirmanakaya と言っておるである

か、具体的に皆さんが manifest してくれなきゃーこれは本当に提唱を聞いて、分かった

とは言えないのだ。

What kind of Buddha is it, that this word, nirmana-kaya is pointing to?  Actually, without you 

manifesting the nirmana-kaya yourself, just listening to teisho, you can’t say that you really 

understand.  

ですから、今日は具体的にこの nirmanakaya が具体的に現われる状態をはっきり皆さん

に manifest して貰いたいようにこりゃ提唱しなければならん。



The kind of teisho I want to give today is the kind of teisho that will cause you to be able to 

manifest concretely the state of, the condition of of nirmana-kaya yourself.  I want to receive that

from you!

そうすると、また dharmakaya から、dharmakaya が自分の体を二分するというと、

sambhogakaya が生まれるという話しをまたしなければならなくなって来るはなー。

So then I have to talk about how the sambhoga-kaya is born through the dividing in two of the 

body of the dharma-kaya.

その sambhogakaya は、dharmakaya の disciple であるけれども、dharmakaya ではないん

だという話しをまたしなければならなくなって来るのだ。

Then I have to get into the fact that the sambhoga-kaya, although it is the disciple of the dharma-

kaya, it is not the dharma-kaya itself.  

その sammbhogakaya をはっきりとしゃべるというとこの世界は一つの世界であるけれ

ども、三つの世界に分かれておるのだという知恵を sambhogakaya は持っておる者だと、

こういうことはっきりして来るのだ。

To say in words clearly what sambhoga-kaya is, the sambhoga-kaya is the being who has the 

wisdom that clearly knows that although this world is just one world, it is actually split into three

worlds.

この sambhogakaya に向かって、one God とはどうだ？と言っている、直ちに、ですから、

この sambhogakaya は、現在の自己は、未来と過去の世界を眺めて居るが、直ちに

sambhogakaya の立場に執着すること無しに one God を manifest するとこういうのである。

If, facing the Sambhoga-kaya Buddha, I ask, “What about the one God,” immediately the 

sambhoga-kaya is able to, without attaching to the sambhoga-kaya, which is the present looking 

upon past and future, this sambhoga-kaya is immediately, at once, able to manifest the dharma-

kaya, to manifest one God.

ですから、この sambhogakaya に向かってどういったい oneGod を現前するのだと老師に

問われたなら、どうしてもここで皆さんは onegod を demonstrate して、見せなきゃー　

老師は承知が出来なくなって来るのだ。

If you are asked by the Roshi  “How does this sambhoga-kaya manifest the dharma-kaya, in 

what way can it do that?” that’s when, some how or another, all of you have to demonstrate that 

to the Roshi so that I will believe it!  

これがなかなか難しいのだなー



But it’s a very difficult thing to do.  

私は神と供にありますという所までは皆答えるのだなー。

Everybody will just answer “I am together with God.”  

それを主観的な気安みの答えとこう禅では言っておるのである。

But in Zen we say that is just a subjective answer, the kind of answer that is used to deceive the 

self.

それはそうだなー。神は無論誰も言うまでも無く疑うこと無く、神は自分と供に居る者

でなかったなら、自分にとって神は必要でないのだ。

You’re not wrong. It goes without saying that God is together with everyone.  Without doubt, if 

it wasn’t the case that God was together with everyone, then there would be no need for God.  

神は自分と供にあるということを本当に分かったなら、旦那さんは自分と供に居るだと

いうことも、こりゃ分かって居るはずだ。

If you really understand that God is together with you, then you will also understand that your 

husband is always together with you.  

さて、どう、husband は今どこに居るのだと、こう訪ねるというと、「はい」胸に指を

指したり、「ここに居ります」とか「あそこに居ります」というふうに答えてくれるは

なー

So! If I ask you, “Where is your husband now?” then you will say, “Yes!” point to your heart 

and say, “He is here.,” or “He’s in there.”

いかに臍をさして「husband はここに居ります」と言うたって、husband と言う存在者

はやっぱりそれは object として居ると言う考え方から、それは逃れてはいないのだ。  

Even if you point to your belly-button, and say, “My husband is here,” that is still taking this 

existence called your husband as an object.  You can’t escape with an answer like that.

ですから、神は自分と供にありますなどということを言うたって、この仏教では、特に

禅では、そんなことは主観的な気安みと言って、やはり自己を認めておるのだぞとを、

全てな物を object として眺める、そういう意識作用の上におまえは立って居るなぞとこ

うここに言って居るのだ。

If you give an answer such as, “God is together with me,” in Buddhism, especially in Zen, we 

say that is just an answer that you’re using to deceive your self.  You’re still looking at 

everything as an object.  You’re still standing on the self, validating the self, which is taking the 

position of subject. You are still doing that sort of consciousness functioning.



ですから、神は私と供にあります、仏は私と供にありますという、そういう意識作用か

ら　　とっこえなきゃー　？？、そういう意識作用を超えなければ、そういう意識作用

を完全に解消しなければ、本当に神と出合って居ると言う状態は現われることはないの

だぞとこう言っているのだ。

The condition of actually coming into contact, actually meeting with God, will not appear until 

you can completely dissolve, completely transcend, overcome the kind of consciousness that is 

thinking, “I am together with God. I am together with Buddha.”

そういう意識作用を　ぼっこえた状態を誰でも、難しいことだが、誰でも経験して居る
のだとこうこの如来禅では言っているのだ。
 To overcome, to transcend this kind of consciousness, although it’s difficult, everybody, 

anybody can do this.  Anybody can have this experience. This is what is taught in Nyorai Zen.

今朝も旦那さん、今朝の恋人と供に、この意識作用を　ぼこえる？　経験をまよわして

きたんじゃないか　こう、ここでいっているんだ。　

What we’re saying here is that, even this morning, didn’t you transcend, didn’t you overcome 

this kind of consciousness with your husband, with your lover?

こういう意識作用をぼこえた、神に天に居るとか、地獄に鬼が居るとかと言うような、

そういう意識作用をぼこえる、そういう働きをこれを、ですから、精神作用というか、

霊魂作用というか、自由な働きとこういっているんだ。

The kind of activity which is able to overcome, break out of the sort of consciousness function 

that says, “God is in heaven and the demons are in hell,” this kind of activity is no longer what 

we call consciousness.  We must call it the function of spirituality, the activity of the spiritual 

world 霊魂作用, the functioning of the spirit or soul. It’s the activity of freedom.

そういう働きをき居る場合にその働きをして居る自己を nirmanakaya と言っているのだ

In the situations when this kind of activity is working, the self that does that sort of activity, is 

called the nirmana-kaya.

ですから、nirmanakaya といえども、自己というものを離れてあるのではないのである。

 

Although we use the word nirmana-kaya, it isn’t at all separate from the self.  

そういうことをしゃべたならそれは、しかし nirmanakaya ではなくなってしまうのだ。

老師の真似事をして、老師のようなことをしゃべたて、それは、nirmanakaya ではない。



When you say it in words like this, it is no longer the nirmana-kaya.  Just imitating the words of 

the Roshi is definitely not the nirmana-kaya.  

どうしても、ですから、精神作用というか、この material な立場をぼこえた、働きをし

て貰わなけりゃー、それは nirmanakaya の現前とはいえないのである。

What I need you to do for me, is to do the activity, the function of spirituality which transcends, 

breaks through this material world.  Then that will be the manifestation of the nirmana-kaya.  

ですから、この一真実、信用である、ultimate truth である、即ち dharmakaya である、即

ち神である、その比較を絶した神の存在、比較を絶した dharmakaya である、その

dharmakaya は一切を、だから、内容として居るこりゃ、状態であるということ何遍言

ってきたがここではっきりしてくるだろう。

As I always say again and again, one true reality, the ultimate truth, the dharma-kaya, God, is a 

condition beyond all comparisons. A condition that has everything as it’s content.  

ですから、自己の根元、一切の存在者の根元は、やはり dharmakaya であると、この一
切を内容として居る dharmakaya が、いわゆる almighty が、一切の根元であるというこ
とが分かってくるだろうと、こりゃここで臨済は言っておるのだなー。
What Rinzai is saying here is that the dharma-kaya, or you could call it The Almighty, is the 

source, the origin of absolutely everything.  All existent beings come from the dharma-kaya, and 

we will come to understand this.

自己という物はそういう働きをしているんだということを考える立場に立つのだ、だれ
でもそういう考えに立ったならば、考える自己が消えてなくなって、dharmakaya にな
って居る、虚空その物に成っておると言う働きを manifest しなければならんのだ。
Everyone will do the activity of thinking, will stand up in the position of the thinking self. When 

the thinking self dissolves it becomes the dharma-kaya. The self becomes absolute space itself, 

emptiness itself. You must manifest this kind of activity. Anyone then, will have a self that is 

thinking about the dharma-kaya at this point.

ですから、zenpractice はこの dharmakaya の現前である、この宇宙を realize。。.自己を

宇宙として manifest する practice から始まるのだ。

The very beginning of zen practice is to manifest the self as the dharma-kaya, to realize the entire

cosmos, to manifest the self as the cosmos.  

ですから一年掛かってもいい、二年掛かっても結構だから、本当にこの dharmakaya を

manifest するという働きを経験をしなければならんのだ。

If it takes you one year that’s good, or two years of training that’s fine too. Some way or another,

you must have this experience of manifesting your self as the dharma-kaya.



ですから一年掛かってもいい、二年掛かっても結構だから、本当にこの dharmakaya を

manifest するという働きを経験をしなければならんのだ。

This dharma-kaya is appearing having past, present and future as its content.  

しかしその dharmakaya は、やはり活動しておるのだ。

But the dharma-kaya is moving.  It’s acting. 

ですからこの dharmakaya は tatha-gata と tatha-agata で、＋とーの働きが一体となったり、
対立したりはたらきを繰り返して居るのだとこう言っているのである。
The activity of the dharma-kaya is tatha-gata and tatha-agata, plus and minus, over and over 

again, sometimes facing one another, and then becoming one, repetitively.  

そういう働きをですから、一つの部屋の中で活動しているのである。それは

dharmakaya である。

That kind of activity, that is the activity of the dharma-kaya, is taking place within one room. 

The dharma-kaya is an activity taking place in one room.

しからこの dharmakaya を仏教では言葉の世界、人間の世界に移す時に dharmakaya は
「不一不二」と、一にあらず、にあらずとこういっているのである. two であるが、一
つである、一つであるが、two であるとこう言っているである。。
When we try to describe the dharma-kaya in the human world of words, then in Buddhism we 

say that the dharma-kaya is 不一不二 “Not one, not two.”  What it means is that it is two, but 

it’s one.  It is one, but it’s two. 

そういう働きを意識作用をすること無しに、だから、活動して居る状態が、dharmakaya

である。 

This activity is taking place without any function of consciousness. This state of activity is the 

dharma-kaya.

ですから、今考えている自己が自己という物を解消することに依って、始めて根元の状

態である、dharmakaya が現われるんだ。

The self you have now which is thinking, when that self dissolves, that is when the dharma-kaya 

appears.  

ですから、おまえさんが今 stick を見ておる、それはまだ dharmakaya ではないなー人間

の世界である。

You, you are still looking at this stick.  That isn’t the dharma-kaya yet.  That’s still the human 

world.  

これは物所, 難しい. ここの beginner と古く、beginner でない者とは考えが違うから、も



のところは難しいが、人間の世界は過去現在未来と分かれて居る世界である。
This is a difficult point.  It’s different for beginners than for people who have been around for a 

while, the thinking is different about this.  It’s difficult, but the world that is separated into past, 

present and future, that’s the human world.

しかし beginner にはこの三つの世界は難しいから一般、三つの世界を教えないで、ただ

object と subject との世界である、そういうふうに根元の世界は分かれて居るのだと教え

るのだなー

For beginners it’s a little bit trickier to try to think in terms of the three worlds of past, present 

and future, so we just teach that the origin has split into two worlds of subject and object.  

それは既にですからその世界は自己という物は解消されている世界である。
もう既に object と subject との二つの世界という物は考える自己というものは解消去れ
ておる世界なのだ。解消されておる世界が根元の世界である。それが dharmakaya の世
界である。
It’s the world where, already the subject and object have dissolved into this world.  The world 

that subject and object has dissolved into is the world of the origin, the world of the source.  That

is the dharma-kaya.

ですから、object と subject との二つが相対立したり、一体となったり活動しておる状態

が dharmakaya の状態である。

The state of the dharma-kaya is the condition where subject and object are sometimes opposing 

one another, facing one another, and sometimes becoming one, over and over again, 

alternatingly. 

しかし禅を習う者は人間なのである 

But the ones that are trying to learn zen are human beings.  

“I am”という自己が存在しているのである

They are existing with this “I am” self.  

ですからこの “I am”　というおる世界は根元の状態と違って、過去現在未来というふう

に現われて居る世界なのだ。

The world of the “I am” self is different than the world of the origin.  It is the world that past, 

present and future are appearing in.



ですから禅を習う人は誰であるかというと、この現在の人である。未来や過去を対象と

して、眺めて、未来や過去の世界を object として眺めて居る、この自己が、現在の自己

が皆禅を習うのである。

You, who are studying zen, who are you?  You are a person of the present moment (現在の人).  

The present moment self is the one that is making an object of the past and the future, looking at 

past and future as an object.  That’s who is studying Zen.

この自己がこの世の中は嫌な世界だ、いや、この世のなかは楽しい世界だということを

考えるのである。

This is the self that thinks, “It’s enjoyable to be here in this world,” or “It’s really unenjoyable to 

be here in this world.”  

根元の状態に於ては自己がないのであるからこの世界はいいとか、悪いとかということ

考える自己が存在していないのである。

In the world of the origin, there is no thinking self.  There is no self to think, “This world is 

good,” or “This world is bad.”

ですから根元の状態を習う場合にそれ習うのは人間が習うのであって、その世界は過去

現在未来というふうに分かれて居る世界の自己が現在の立場に立っておる自己がこの

zenpractice をするだということを考えなければならんのだ。

Even if you’re studying about the world of the origin, the one that’s studying is a human being, 

and that human is in the world that is divided into past present and future, and is manifest within 

that world as the present. That is the self that does Zen practice. This is how we must think of our

practice. 

従ってその自己というものは、それでは、どうして生まれておるのだということを、こ

りゃは習わなければならんことになるのである。

Then we must study, “How does this self which is born get born? Why is this self born?”

その自己はどうして生まれるであるかということを習わないで既に、直ちに根元の状態
はどうだということ習うということは　だから難しいことだとこう何遍も言っているの
だ。
As I always say, without learning first how the self is born, why the self is born, and right away 

getting into questions like, “What about the condition of the origin?” it’s really hard.  



だから大接心に参加しだいじゃねえなかなか zenpractice は容易じゃない、やはり大接心

じゃない時に来て老師に質問して、もう自己がどうして生まれるんだということから、

こりゃー習わなければならんのだ。

It’s hard just to come here, flat out, and try to do dai-sesshin. This kind of Zen practice isn’t 

easy.  You should probably come when it isn’t dai-sesshin, when it’s a little bit more relaxed, 

and you can ask the Roshi about, “How does the self appear?”  

そういうことは老師が知っているからもう自己がどうして生まれるかということは第二

番目にして、逆に根元の状態をその自己を認めて無条件に認めて、皆さんも皆無条件に

認めておるんだから、自己を認めて　さて根元の状態はどう根元の状態を経験しますか

ということを、まー、最初に習わせておるのである。

Because I, Roshi, know this, I make the question, “How is the self born?” question number two. 

And I make How do you experience the condition of the origin? the first question. This is 

because all of you are unconditionally, unquestioningly acknowledging the self.

だれでも今日では根元の世界から自己というものは現われた物ということを私が説明し
なくても今日の人達はこりゃー分かっているのだ。
People in modern times, people these days, even without me explaining it to you, you already 

know that the self comes from this condition of the source.  

昔はそうはいえない…神が一切を作り出したのだとこういっているはなー。
In the old days people were old fashioned.  They thought that God was what made everything. 

それは説明すれば神が又根元ということになるからそれでも結構だけれども人格的な神

が世界を作ると　なんという ことはそれは、 と考えてもなかなか立派な理論が出来に

くいのだよな。 

Actually, God is very similar to, we can equate God with the condition of the origin, so it’s 

saying almost exactly the same thing, but if you have an idea of a personified kind of God, then 

it’s very difficult to come up with some kind of really satisfying explanation.

だから「神は死んだ」という哲学者も生まれたわけである。

That’s why some philosophers came up that just said, “God is dead.”  

自分が生まれた時にはもう神は死んでいるのだよな。
When you are born, yes, God is dead.  

まーそういう話しは別として、とにかく自己という物は現われている世界が人間の世界

で、それは過去現在未来というふうに三つの世界　になって現われて世界である。



But leaving aside that talk for now, when the self appears, when the self is born, that is when the 

three worlds of past, present and future are manifest, too. 

その自己はいつでも不完全であるから、完全であれば未来も過去もないのである。
ですから、自分を生み出した根元は、完全にこの現われる自己の内容者と成っていない
のである。
 This self is always incomplete.  If it were complete, then there would be no future and no past. 

The condition of the origin that birthed this self is not made completely content by the self which

has appeared.  

男の働きをする tatha-gata も女の働きをして居る tatha-agata も完全にこの現われる自己
の内容者にはなっていないのである。
Tatha-gata, which does the male activity, and tatha-agata, which does the female activity, neither

of these activities have been made completely content by the self which has appeared here.

ですから現われた自己は完全に男の働きと女の働きを内容としていないのであるから残

りの働きである、残りの tatha-gata と残りの女の働きと残りの男の働きを取り残して、

外側と内側に必ず眺めることになるのだぞということを何遍も何遍もこりゃ、教えて居

るのだはなー。

The way I always have been teaching, over and over again, is that this self who appears having 

neither the male activity nor the female activity as it’s content looks upon the tatha-gata and 

tatha-agata activities, the male and female activities that have been left behind, on the self’s 

outside and the self’s inside. 

そういうふうに取り残されて現われておる tatha-gata と tatha-agata を、ですから、は、

既に物質界となって現われて、物質成って現われている物である、それをお父さん、お

母さんと、だから、吾々は呼んでおるのだとこう言っているのだ。  

We call the tatha-gata and tatha-agata activities which have been left out of the self, mother and 

father, as they appear in this material world. These activities have now become material things.

完全にお父さんとお母さんの働き、男と女の働き、完全に内容とした場合に自己は

dharmakaya になってしまうのである。

At the times when the self makes the father activity and the mother activity, the male and female 

activities completely its content, then that self has become the dharma-kaya.

ですから、ここでその現われた存在者という物はいつでも外側のお父さんの働きと内側

の現われているお母さんの働きといつでも関係を結ぶということになるのだ。  



Always this existent being who has appeared is making relationship, connecting up with the 

father on the outside and the mother on the inside. 

必ず感じるという働きを、お父さんと関係を結ぶ、お母さんと関係を結ぶ、HAA!
感じるという働き、intuition か、感じるという働きを必ず、必ずだ、必ず、manfest する

というのである。 

Inevitably, undoubtedly, without fail, when the self makes relationship with, connects with, the 

activities of mother and father, then, “HAAA!” the activity called feeling will arise, will be 

manifest. Perhaps we can call this feeling intuition.  

その感じる働きは一念心に清浄な物で、何も本当は考える必要はないのである。
This activity of feeling is the “one thought” talked about in the text, the “one pure thought.”

その場合には、もう既にお父さんやお母さんの力は強い、まだ強いから、直ちに自分の

持っておる＋の働きをお父さんは奪い取ってしまう、ーの働きを直ちにお母さんは奪い

取ってしまって、自己というものは消えてなくなって、お父さんとお母さんの立場だけ

が現われれうとこういうんである。

In this instance, mother and father are extremely strong in comparison to the self.  The moment 

that relationship is made, father steals back the activity of father, and mother steals back the 

activity of mother, and the self disappears. Then condition in which there are only the mother 

and father alone is again manifest.  

ここの所は一念心とか、intuition とか言う問題の起こる所である。さ、ここで、現在は、
この感じるという働きを一念心と言うならば intuition とこう言っているんだ、と私はこ
リャ言ったのだ。
This is the place where we have to really get into the question of, “What is this one thought?  

What is intuition?”  What I’m talking about here is that this feeling, one thought is, we can name 

it this modern word, intuition.

そういうふうに、完全に自分がお父さんから貰ったものをお父さんにお返しをする、お

母さんから貰ったーの働きを完全にお母さんにお返しをするというとお父さんもお母さ

んも完全に完全な tatha-gata と tatha-agata になって現われるのであって。

In this way, when the self gives back the plus activity to father, and the minus activity to mother, 

then there appears the world of only mother and father.  Then father becomes tatha-gata, the 

complete father; mother becomes the complete mother, tatha-agata.  

完全にお父さんは tatha-gata の働き、完全にお母さんが tatha-agata のなった、そういう
世界は、どういう世界である。



The complete father is the tatha-gata activity. The complete mother is the tatha-agata activity. 

This kind of a world, what kind of a world is this?  

既にそれは,dharmakaya の世界を、dharmakaya の立場を既に、それは、manifest して居

るということになるのである。

Already this is the manifestation of the world of the dharma-kaya.  The state of  dharma-kaya has

already been manifest here.  

直ちに、もう、tatha-gata と tatha-agata は一体となったり、対立したり働きを繰り返すこ

とになるのである。

At the very moment dharma-kaya is manifest tatha-gata and tatha-agata immediately begin doing

their activity of becoming one and facing one another, repetitively.

で、自己とうものは、必ず自己というものを解消しなければ、だから、ね、この根元の

世界、dhamrakaya の世界は現われないのである。

This thing called the self, without dissolving itself, the condition, the world of the origin, the 

dharma-kaya world will not appear.

ところがね、何遍も言って血の涙でるような、皆さんは、修行してくれるのであるが、
やはり、血の涙を流すような自己をやはり大事にしょって
いるから、無我の立場である、自己解消できないのである。  

Although you are practicing here, you are putting your efforts into practice, bloody tears are 

streaming down your face, but because you still love your self so much, take yourself seriously, 

you cannot dissolve yourself! Even though I explain it again and again!

この音を聞いた時には、いったい自己というものは、どこに居るのだ？

(Crack!)  When you heard this sound, where was your self?  

一緒懸命皆さん修行してくれる誠に感心しておるような。
ところが、以前として’I am’という自己を解消すること成しにビジャビジャビジャビジ
ャとしゃべてくれるのである。
You folks are really practicing hard, like your lives depend on it! I really respect your practice. 

But, just like before, there’s no change in your self. Without dissolving yourself  you continue to 

simply blabber and blabber “blah blah blah.”

この音を聞いた時にはなー、この音になっているのだよ。
神や悪魔、豚やねずみとともにあるいは神と供に、或は悪魔と供に、一緒に音となって
現われているのだよ。
ですから、皆さんの答えている、’I am in sound with God, with 悪魔”そういう答えは正
しいのである。しかし老師は、まだ、じゃ、だめだとこういうのである。
なぜだ？まだビジャビジャビジャビジャしゃべる自己の立場に立っているからだめだと
こう言うのである。



(Crack!)  When you heard this sound, you became that sound.  (Crack!)  Everything has become 

that sound, together at the same time, God and the devil, a pig or a mouse, everything.  So your 

answer, “I am in sound with God, with the devil,” that is correct.  But Roshi says, “Not good.  

Not enough.”  Why?  It’s because you’re still standing on the position of this blabbering, 

jabbering “blah blah blah” self that it’s not good.

さー、stick を眺めてどうこの stick と供に one true nature を manifest できるのか、訪ねる
はなー。
既に stick と関係を結んでなら relationship をして、もう既に one God を manifest してい
るから、私は問っているんだよ。
既に stick と供に one God を経験しているから、経験していないなら、それは公案とし
て、皆さんに私は問いはしない！皆さんは既に one GOd を stick と供に manifest してい
るんだ。既に one God　を manifest して、考える自己なんというものは　けさってしま
っているのである。
I ask you, “When you look at the stick, how do you manifest one true nature with the stick?”  

The way I’m explaining it is that, when you make relationship with that stick, already, at once, 

you are already manifesting one true nature with the stick, already manifesting One God with the

stick.  If it wasn’t the case that you already are manifesting one true nature with the stick, then I 

wouldn’t give you that koan.  I wouldn’t make a koan like that. Already you are manifesting One

God, and the thinking self has already disappeared.

それはそうだよ。奥さんは旦那さんを眺めた時には、既に旦那さんが handsome である
とか、見にくいであるか、どちでもいい、既に旦那さんと供に oneGod を現前している
のだ。
ですから、旦那さんを見た時にどう one God を現前しますかという公案も成り立つ、だ
から公案として問ってみるのである。
ところが皆様が、この’Iam’という自己の立場を解消して、oneGod を、自分は経験して
居るのだという、その状態を manifest することが出来にくいのだなー、皆さんは。
That is the way it is! When a wife looks upon her husband, immediately she is manifesting one 

God, together with her husband.  It is not a matter of thinking, “My husband is handsome,” or 

“My husband is ugly.”  That’s why this other koan of, “How do you manifest one God together 

with your husband?” comes up.

It seems that for everybody, it’s just so hard to dissolve the self and to manifest one God.

それはねー、全て religion というものはそうなのである。
religion 信者に crazy になると、絶対に’Iam’という自己を捨てる？？ことはないのであ
る。これは強い。
これはなかなか強いのである。religion のためにも死ぬという信念を持つから誠に強い
のである。ま、ですからね、この禅では、crazy になることは okay. 皆 crazy だとこう言
っているのである。それは、自己を本当に”Iam”という自己を持った crazy では困る、
零になる crazy でなければならんとこういうになる.旦那さんと奥さんはなー、零の働き



をして、どんな crazy の働きをしたって他所人には迷惑かからんようなー. しかし、そ
ういう crazy を人に知るというと、直ちに人々は迷惑するのだ。  
All religions are the same in this way.  All religions say it’s a kind of crazy thing, it’s a very 

strong thing: you must throw away the “I am” self.  Holding this belief, this faith, that I will die 

for the sake of my religion, that’s how strong it is. In Zen we say it’s okay to get crazy.  You’re 

all crazy anyway.  But don’t get crazy attached to your “I am” self.  Then it’s a big problem for 

everybody.  Get the kind of crazy that becomes zero! If a husband and wife are together, 

manifesting the zero activity, it doesn’t matter how crazy they get, it’s not a problem for the 

people around.  But if people catch notice of this craziness, then it becomes a problem.

religion は crazy の religion は結構だよ。
それは結構だが、人に勧めでは人には迷惑するような。
他の人に勧めたなら、自分の religion をそれは他の人は迷惑する、社会は迷惑。。起こ
る.これはね、religion の信者になれば、確かに強い...religion のために死ぬと強さが出て
くるのだから、これは誠に恐ろしいことだ。
ですから、仏教では仏教を信じるということさえも捨てなければ、それは本当の佛者で

はないのだとこう注意しているのである。

Crazy religion is fine.  It’s good.  But to press that religion on other people, then that makes a 

problem for society in general.  When you become a believer of a certain religion, this belief 

becomes incredibly strong.  You think, “I will die for this religion,” and it’s a terrifying thing, 

actually.  So we warn you in Buddhism, if you want to become a real Buddhist, you have to even

throw away the belief in Buddhism.  

特に Tathagata Zen に於てはそういうことを強く主張しているのである。
Especially in Tathagata Zen, we strongly warn you about this.  
ここの所分かったなら、さて、「one God を stick を眺めた時にどう現前するか」という
ことがはっきり分かって来るだろう。
So now I’m sure that you understand clearly how to manifest one God when you look upon the 

stick.

さーで、この oneGod が、自己自体を二分するというと、何遍も言う通りここに過去現
在未来という世界が現われる。
As I always say, when this one God splits its own body in two, that’s when past, present and 
future appear.  
さーその現われた自己は現在が sambhogakaya とこう言っているのだということ、こり
ゃ、今言っているのである。その sambhogakaya ですから何遍も言う通り、疑うこと無
しに全てのものを’iam’と眺めることの出来る働きをするとこう言っているのである。
ですから、これを、この sambhogakaya というものはお母さんであるとこういっている
のである。



This self which appears, this present self is the sambhoga-kaya.  This sambhoga-kaya, as I 

always say again and again, is able to do the activity which recognizes everything, without a 

doubt, as itself.  We say that the sambhoga-kaya is mother.  

またお父さんであるとこういうこと言っているんである。

And also father.

お母さんは何百人の子供を持っても馬鹿なものもあるだろうし、見にくい者あるだろう
が、全てお母さんは自分の子供’iam’と言って、皆、子供を抱いてくれるである。
ですから、仏教では sambhogakaya と言えば、ね、Buddha と言えば如来か、そういうも
のがいわゆる大仏だなー、sambhogakaya と言えばこりゃー菩薩である、ですからどち
が親しいかと言うと大仏よりも、dharmakaya よりも、お母さんの方がいい、
sambhogakaya の方がいいから、ね、sambhogakaya を人々は親しみようにくるになるが
当然だ。
If a mother has hundreds of children, I’m sure some of them will be absolute idiots, and some 

very ugly, but the mother will embrace all of them as her self. She will embrace all of these “I 

am” children. The sambhoga-kaya is like the bodhisattva, in contrast to the Great Buddha, the 

Nyorai. It’s natural for people to be able to feel more intimate, feel closer to the sambhoga-kaya, 

to this mother activity, to this bodhisattva-like activity, than to the dharma-kaya.

例えば、観音菩薩、ね、セイシ菩薩、ジゾウ菩薩、色々菩薩が、あれは、皆、ですから、
sambhogakaya である。
There are many different names for different kinds of bodhisattvas, Kannon Bosatsu, Seshi 
Bosatsu, Jizo Bosatsu, they are all manifestations of the sambhoga-kaya.  
その sambhogakaya は、ところが、決して sambhogakaya に attach することに、’iam’とい
う自己に attach することはないとこういうのである。
But the sambhoga-kaya doesn’t attach to the sambhoga-kaya.  It doesn’t attach to “I am.”
さー皆さんは、’iam’ということに attach するから、sambhogakaya に attach しておるのだ
よと、だから、如来禅では言っているのである。
In Nyorai Zen we say, “You’re all attached to your “I am” self.  It’s as if you are attached to the 
sambhoga-kaya.”  
ですから、そう言う sambhogakaya に attach するというと sambhogakaya を主張するから、

とても危ない、人々は迷惑する、自己に attach することは、だから止めてくれと宗教争

いになるから、religion争いになるから、止めてくれとこう言っているのである。

Attaching to the sambhoga-kaya is very dangerous.  If you insist upon the sambhoga-kaya, if you

cannot dissolve the sambhoga-kaya, that’s when religious wars and religious disputes will occur, 

so we say, “Don’t attach.”

確かに sambhogakaya は一切は’iam’であると buddha が言ったようになー、一切は仏であ
る一切は平等であるという知恵を manifest して居るのである。
ですから世界は平和なのである。
It’s certainly the case that the sambhoga-kaya manifests this wisdom, just as the historical 



Buddha said, looking out at everything and saying, “Everything is Buddha.  Everything is equal.”
So the world is at peace.  
ところが、世界は平和か。
But is the world really at peace?  
この世の中を見ると泣いている人があれば、笑っている人もある、苦しい人もある、ま
ー色々な人が居る訳である。
Looking out on this world, there are all sorts of different people.  There are people crying, people

laughing, every different kind of person you can imagine.

道路がいえば、汚い道路があれば汚れた道路がある、もう、とにかく、sambhogakaya
は、「ああー私は sambhogakaya である」と「おれは priest である」とそういう priest に
なるって困るだなー。zen monk座って居ることができない直ちに、「慈悲心」である、
christian love と言ってもいいか、love をおこして、直ちに掃除をしたり、直ちに救うっ
て人々の援助をするという心を起こして、必ず違った立場に立って、直ちに　あくにん
にはあくにんと, 百姓とは百姓と、商人には商人と供に sambhogakaya に attach すること
なしに、関係を結ぶということに、こりゃ、成らなければならんのだとこういっている
のである。
So how about there’s a road here. And the road is dirty. There’s a filthy road here! What if 

Sambhoga-kaya says, “I am Sambhoga-kaya,” or the priest says, “I am a priest,” or the Zen 

monk? That’s no good! The Zen monk cannot stay seated! At once all must give rise to the heart 

of compassion, the heart of mercy, the heart of, shall we say, Christian love, and get up and clean

the road! We all must help each other, support each other, rescue each other. Without attaching 

to the standpoint of the sambhoga-kaya we must immediately make relationship with the world, 

and take the position of the other.  If it’s an evil person, you make relationship with that evil 

person, and take their point of view.  If it’s a farmer, make relationship with that farmer. It it’s a 

merchant we make relationship with the merchant.

ですから人々と関係を結んで、人々と供に、人々を救う、或は自分が救われておるとい
う場合には、既に sambhogakaya の立場を捨てて、新しい sambhogakaya、新しい自己を、
ですから、manifest しておることになるわけである。
Immediately, when we tie a relationship to people, when we relate with people, when we help 
people, or when we are helped, that’s when sambhoga-kaya throws away the position of 
sambhoga-kaya, and manifests a new sambhoga-kaya, manifests a new self in that process.  
それを nirmanakaya とこういうのである。ですから、nirmanakaya とは、一般に
shakyamunibuddha のことを nirmanakaya とこういっているのである。
That is the nirmana-kaya.  In general, that’s why we call the historical Buddha, Shakyamuni, 

Nirmana-kaya.

shakyamuni は、「おれは悟った人である」と言って、悟った立場に attach したり一生暮
らしてはいない.人々と供に苦しむひととは苦しむ、楽しむ人とは楽しむ、という生活
をした人である。
Shakyamuni Buddha was not a person who lived his life attaching to the state of 



enlightenment, saying, “I am an enlightened person.”  He lived his life suffering with people 
who were suffering, and being joyful with people who were joyful.  
ですから、nirmanakaya の立場に立てば苦しい人とも楽しんでいる人とも、供に、その
結果は、dharmakaya を必ず現前することになる。
When we stand up as the point of view of Nirmana-kaya, making relationship with both people 

who are in pain and people who are happy, the result of this making of relationship is the 

manifestation of the dharma-kaya.

ですから、皆さんの歩む道というものは、歩む道というのは人間の道でなけらばならん
が、その人間の道は言うまでもなくだから、この dharma の上である、bodhisattva の道
であるぞ、とこう仏教では言っているのである。
You all have a path to walk. You are all human beings, so you must walk the path of being a 

human being.  According to Buddhism the human path we must walk is no other than the way of 

the bodhisattva. The way of the bodhisattva is a way supported by the dharma.

ですからここではっきり分かる、この dharmakaya, sambhogakaya,nirmanakaya と言うけ
れでも、それは一つの自己が、一つの自己が三つの立場を manifest しておるということ
なのであって、何も自己を離れて三つの仏が別にある訳でないのだぞと今ここでこりゃ
言っている訳である。
So now you should clearly understand! These three words that are used here, dharma-kaya, 

sambhoga-kaya, nirmana-kaya, those are three roles one self manifests. It certainly is not the 

case that these are three Buddhas who are somehow separate, or different from the self.  

根元の立場も自己であれば、sambhogakaya の立場も自己であれば、nirmanakaya の立場、
無論自己であると。三つの仏は、皆自己であって、自己の外にあるのではないのだ。
The condition of the origin is the self.  The sambhoga-kaya is the self.  Of course, the nirmana-

kaya is the self.  These three Buddhas are all the self. They are not outside of the self.

そこで、ここで臨済は改めて、強く言った「是れなんじ即今目前聴法底の人なり」般  

若 心 経では 「色即 是空 空即是色」と言っているはなー material の世界はそのまま

精神の世界であると、精神の世界がそのまま material の世界であるぞ、言っているのが、

こりゃ般  若 心 経だろう heart sutra の主張だろう。

Rinzai then uses a different way of speaking, and strongly emphasizes, “It’s you, right now, 

listening to my discourse.  You are these three bodies.  These three bodies are you.”  In the Heart

Sutra,  it says, “Form is emptiness and emptiness is form.”  It means that, just as it is, the 

material world is the spiritual world.  The spiritual world is the material world.

おれの目の前で、おれの話しを聞いておるおまえさん、その人が　『とりものあわさ
ず」仏なのだよ！dharmakaya なのだよ。ここでこれは臨済が言っているんだ。
まーこういう所はなー、本当に、まー、座禅をして、これは経験しなければ分からんと
いうことだ。



You, right in front of my eyes, you, listening to my discourse, without changing a bit, you, just as

you are, are Buddha, are the dharma-kaya.  But you can’t really understand this until you’ve 

experienced it through zazen.

なぜ、いったい、material の世界は精神の世界であると、精神の世界は、material の世界
になるのだということ、この道理は、なぜ起こるのだろう。
Why is it that the material world becomes the spiritual world, and the spiritual world becomes 
the material world?  What is this principle at work here?
自己が生まれて、現在の立場を現われるという、直ちに material の世界が現われるはな
ー。
When the self is born manifesting as the present moment, immediately the material world 
appears.
ところが完全な自己を修行使用するために自己というものを解消しなけらばならん、解
消するというと、直ちに、ですから、精神の世界が現われるのである。
In order to do the practice of the complete self, then the incomplete self must be dissolved.  

When this happens, immediately the spiritual world appears.  

いつでも精神の世界に自分がおるなれば、何も特別に精神の世界を求める必要はない。
If you were always in the spiritual world, there would be no special need to wish for or seek the 

spiritual world.

必ず精神の世界は material の世界をこりゃ、manifest するのだ。必ず過去現在未来の世
界が現われるのである。
Inevitably the spiritual world will manifest the material world.  Inevitably past, present and 
future will appear.
ですからまた精神の世界を現前しなければならん。必ず過去現在未来という世界が消え
てなくなって、なくなるという精神の働きをしなければならんのだ。
Again, the spiritual world must be manifest, must be practiced, so the spiritual activity must be 

done in order to dissolve the worlds of past, present and future again.

そういう修行を、そういう働きを重ねておるのがこの dharma の働き、世界を成り立た
せて居る dharma の働きであると、こうこりゃ臨済は、ここに書いてはいないがこれは
そう言っているのだ。
Although it’s not clearly written in your text, what Rinzai is saying is that the activity which is 
doing this practice, the activity which is piling up these experiences, one upon the other, is the 
dharma activity, the activity that brings the world into being.  
ところが、現われた自己というものは、いつでもこの自己は dharma の働き、そのもの
として、あるのであるから、dharma の働きをしなければならんという、そういう考え、
そういう信仰を起こさないで、皆外側に向かって、’iam’という自己を固定して、その
自己に執着する働きをしてしまうのである。
These selves who have appeared always are doing the dharma activity, always, just exactly as we

are Are the dharma activity. We must do the Dharma activity. However, we don’t give rise to 

that way of thinking, that faith, that determination. Instead we look to the outside, and attach to 

our “I am” selves.



そうだろう皆さん、皆’iam’という自己が可愛い、だからそれに執着である、attach して、
いつまでもそういう世界を現在の世界を、いつまでも続けたいという考えを起こす、そ
れが宜しくないのだとここで臨済はいっているのである。
What do you think everyone? Isn’t it true? You think your “I am” self is so cute and adorable, 

and you attach to that self. You give rise to the way of thinking that strives to make the world of 

that self, the world of the present continue on forever. But Rinzai is telling us, That’s No Good! 

ところが人間はそういうふうに attach するから人間という分化を発達させるようになっ
たのだなー。
Because humans are attached to their “I am” selves in this way, we’ve developed the sort of 

human culture we’ve ended up with.

さ、ですから、人間は人間に attach して、人間の世界を建立する、建設する、作るとい
うことはこりゃ大事なことだ。しかし、それに attach して、dharma の働きを忘れたなら、
それはいかんに分化を発達してもその分化運動は dharma の働きに違反した、そりゃ、
分化運動だということになってしまうはなー。
Humans attach to humanity and build the human world. This building of the human world is 

important. However, if we attach to it forgetting the Dharma activity, then, no matter how 

advanced or developed a cultural movement might be it will be a cultural movement in violation 

of the Dharma activity.

ですからここに社会学の先生もおるが、社会学という独特の哲学がこれは人間の世界に
生まれるようになったのである。私はしかり社会学という哲学はこれは、この二十世紀
に現われた独特の哲学で、こりゃーもっとも珍しい哲学だなーと考えている。
I think among you there are certain people here who are teachers of sociology, or social studies. 

Sociology is a very unique philosophy being born into our human world.  When you look at the 

social philosophy of the twentieth century, it’s one of the most amazing, surprising things, from 

my point of view.

恐らく dharma の働きと人間の分化運動と比べて、研究しておるのがなのでないか、私
は考えておる。
From my point of view, real research, real investigation into this area must be a comparison of 
the dharma activity and human cultural movements. How do they relate to one another?   
それは、私は学者でないから、そんなことに立ち入ることはできないがまーまー私はそ
う考えているのだ。
But since I’m not a scholar, I can’t really stand up and proclaim things about this, but that’s just 

how I’m thinking about it.

とにかく、この自己というものは、自己に attach することなしに、自己というものは新
しい自己を、ここで、ですから、現前しなかったなら、これは進歩発達はなくなってし
まうのである。
If the self can’t make, manifest a new self, by not attaching to its present self, then growth and 
development can’t occur.  
新しい自己を manifest するという考えがなっかたなら、分化は必要なかろう。



Without being founded on the thought of the need to continually manifest a new self, then 
culture is not necessary.
dharma の働きは必ず新しい自己を manifest しておるのだとこういっているのである。
The dharma activity is always, inevitably manifesting a new self.

ですから、人間が作り出す分化と dharma の働きと、もし別なものであったなら、それ

は、やはり、正しい分化ではないということ、こりゃー考えなければならん。

If human made cultural activity and the dharma activity are somehow different, then you have to 

think that the cultural activity is not correct.  

それはとにかくとして、だから、何遍も言う通り、現われた自己というものは必ず努力
して、この新しい自己である、新しい onegod の立場である、新しい完全な自己を進歩
発達して、必ずこりゃー現前するのである。
But anyway, as I always say, this self which has appeared here, inevitably, undoubtedly it will 
make efforts, and through these efforts it will manifest a new self, a new  condition of one God, a
new complete self. Inevitably, in this way, it will grow and develop.  
その立場に dharma の働きは attach するかというと、attach することはない、再び過去現
在未来の世界をまた、こりゃー、manifest するのである。また新しい自己が、だから、
現われるのである。
But the Dharma activity doesn’t attach to this new condition of one God.  Again it will manifest 

the world of past, present and future. This is when another new self will appear.

新しい自己が生まれるというのは、新しい未来の世界と新しい過去の世界を眺めること
が出来るようになるのだ。
When this new self is born, then this self is able to look on a new world of the future, and a new 

world of the past.

それをあらゆる罪から、あらゆる sin というか、あらゆる guilt というか、あらゆる罪か
ら超越した世界とこう仏教では言っているのだ。それを過去や attach したり過去の世界
に attach して、過去も未来が attach したりするというと、罪の世界から逃れることがで
きず、罪の世界におるということになるのだぞとこう言っているんだ。
This is what Buddhism calls a world which has transcended every sin, every guilt.  If you are 

attached to the past, attached to the world of past, and the world of future, that is when you 

cannot escape from sin. That is when you are stuck in the world of guilt and sin.

毎日毎日だから新しい旦那さん、新しい奥さんを経験しているということが、本当の夫
婦のこりゃ愛情の生活だろうなー。ですから、現われた存在者は sambhogakaya であっ
て新しい自己現前をしなければならんのだ。
The true life of a loving couple, the true loving life, is to, every single day experience a new 

wife, experience a new husband.  We who have appeared into existence are sambhoga-kaya, and 

we must manifest new selves every day. 

古い自己に attach することなしに、新しい自己を現前するという、この功用、ね、ここ
にも koyo と言う名前の坊さんがいるだようなー、koyo いったい功用となんであるか。



The word “merit” “功用, KouYou” means to continually manifest a new self by not attaching 
to the old self. We have a monk here named KouYou and he Is the personification of this 
merit!
薬を飲むというと直ちに効き目があらわれるはなー.腹痛い薬を飲むと直ちに腹痛み直
るだよなー。ワインを飲むというと直ちに気持ちがよくなるのだなー。これを功用と臨
済は言っているのだよ。そう言う効き目というものは古い自己に attach したなら、「お
れは酒は嫌いだ。おれはワインが嫌いだ。おれはジュースでたくさんです。』言って居
ったなら、けっしてこの効き目に出合うことはなくなってしまうのである。
Anyway, when you drink medicine, immediately you feel its good effects.  If your stomach 

hurts, you drink the correct medicine, and it feels much better.  If you drink wine, immediately 

you feel good.  This is what Rinzai means by meritorious activities.  But if you attach to your old

self, saying, “I really don’t like wine.  I hate sake, and I’ve had enough juice anyway,” then you 

cannot experience these meritorious activities, these good effective means.

老師は酒飲むことを勧めているんだなー、好きだから…そうじゃないだよ、ジュースを
飲んでも効き目があるんだ。
You might think, “The Roshi is recommending us to drink.  I wonder if that’s because he likes 
sake.”  But I’m not.  You can still get good effects from just drinking juice.  
９０になるというと、効き目は速くてね、三杯も四はいも飲んでもまだ効き目が現われ
なかったさきよな、しかし、この頃はもう cup の三分の一を飲むとただに効き目が現わ
れてきて、もう眠くなってしまって、また酒を飲みたいという気持ちをもうこりゃ起こ
らなくなってしまったはなー。
It used to be, in my younger days, I could drink three, four, five glasses of sake, and still feel no 

good effects. Nothing! But now that I’m ninety years old, I can just drink one third of a cup, and 

immediately I feel it and want to go to sleep, and I don’t really feel like drinking sake any more 

after that.

さて、臨済ははっきり言っている、皆薬を飲むというときしりがあるように、このもの
に執着しないと、執着しないで、前に進む進むという、この薬を飲むというと、必ず効
き目が現われるのだとここで言っているのである。ですから、dharma の薬を飲め！皆
さんね、金儲けをしたいなら、dharma の薬を作って、売ることだよ。
So what Rinzai is saying is, “Don’t attach to your self.  Drink your medicine! If you drink your 

medicine then inevitably you can progress, you can move forward and feel the medicine’s good 

effects.”  So drink the medicine of dharma!  If you want to get rich, then you can make some 

dharma medicine and sell it.

皆さん、一週間ごくろうさんでした。
Thank you everyone for your hard efforts this one week.  
もう、しかし明日の朝までこの接心は続くのだから、どうか一つ公案の通らない人はや

はり溶かして、仏も神も本当に同じなんだ、そういう知恵を manifest してください。 



But the sesshin isn’t over.  We’re still going until tomorrow morning. So for those of you who 

haven’t passed your koan yet, please melt through it! Manifest the wisdom that knows for 

yourself, that you and Buddha, God, are not different.


