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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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

これがなかなか難しいのだなー 

 

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。 

 

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。 

 



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。 

 

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。 

 

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 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。  

 

？？？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。 

 

そういう働きをきて？？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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 



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。 

 

そういう人達に？？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。 

 

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。 

 

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。 

 

さーそのdharmakayaは過去現在未来という世界を、ですから、内容として現われて居るのだよな

ー。 

 

しかしそのdharmakayaは、やはり活動しておるのだ。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

これは物所（ものところ？？）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。 

 

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 

 

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。 

 

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。 

           

しかし禅を習う者は人間なのである。 

 

ﾒI amﾓという自己が存在しているのである。 

 

ですからこの ﾒI amﾓ 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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

それ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。 

 

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。 



 

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。 

 

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。 

 

だから「神は死んだ」という哲学者も生まれたわけである。 

 

自分が生まれた時にはもう神は死んでいるのだよな。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。。？？いうで？？関係を結ぶということになるのだ。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 



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、免罪？？めんざい？？(remission of a sin)??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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

ところがね、何遍も立っても？？？し？？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。 

 

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？ 

 

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、以前としてﾕI amﾕ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。 

 

この音を聞いた時にはなー、この音になっているのだよ。 

 

神や豚や？？さと？？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、ﾕ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。 

 

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。 

 

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、きに

くい？？筋肉？？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、このﾕIamﾕ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。 

 

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、絶対にﾕIamﾕ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、自己を本当にﾓIamﾓ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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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ﾕiamﾕと眺めることの出

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。 

 

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。 

 

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ﾕiamﾕと言って、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「だいにち？？」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。 

 

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。 

 

そのsambhogakayaは、ところが、決してsambhogakayaにattachすることに、ﾕiamﾕという自己に

attachすることはないとこういうのである。 

 

さー皆さんは、ﾕiamﾕということに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。 

 

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。 

 

確かにsambhogakayaは一切はﾕiamﾕであると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。 

 

ところが、世界は平和か。 



 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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、？？いち

お？？。。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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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せある

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

ところが完全な自己を修行？？使用？？するために自己と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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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、ﾕiamﾕ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。 

 

そうだろう皆さん、皆ﾕiamﾕ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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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は、それも、現われた存在者は。。？？。。して、新

しい自己現前を。。。？？。。しなければならんのだ。 

 

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。 

 



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。 

 

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。 

 

。。？？。。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。 

 

さで、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。 

 

皆さん、一週間ごくろうさんでした。 

 

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。 


