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THE CASE

Whenever Hyakujo delivered a sermon, a certain old man was always there listening to

it  together  with  the  monks;  when they left  the  Hall,  he  left  also.   One  day,  however,  he

remained behind, and Hyakujo said to him, “Who may you be?”  The old man replied,      “Yes;

I am not a human being.  In the far distant past, in the time of Kasho Buddha, I was the head

monk here.  On one occasion a certain monk asked me whether an enlightened man could fall

again under the chain of cause and effect, and I answered that he could not.  Thus I have for

five hundred lives been reborn a fox.  I now beg you to release me from this rebirth by causing

a change of mind through your words.”  Then he asked Hyakujo, “Can an enlightened man fall

again under the chain of cause and effect or not?”  Hyakujo answered, “No one can set aside

(the law of) cause and effect.”  The old man immediately became enlightened, and making his

bows, he said, “I am now released from rebirth as a fox and my body will be found on the other

side of this mountain.  I wish to make a request of you.  Please bury me as a dead monk.”

昨日言ったようにこの因果という言葉の ideaだ、つまり、ideaをこの生徒

は、無論、過去の仏教が生まれる以前の ideaをもって因果を捕えてこりゃ質問

をしておるように見えるということを言った。しかるにそれに対してこの老人は、

 この因果の道理に落ちるか、陥りません （落ちません？？）かと悟った人は、

仏教で言う悟った人は、陥りますか、陥りませんかという問に対して、「不落因

果」、そんな落ちる世界なんとものはないのだと、不落因果と落ちることはない

と、この世界はたった一つの世界だ。悪だとか、善だとかという落ちる世界は二
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つとあるか！こうここで答えたというのである。

仏教はこの因果を新しく捕える為にここに縁起という言葉を用いて新しい

働きを世界を成り立たせておる新しい働きを、まあ、発見したのである。ですか

らよく考えて見る場合にこの因果の働きも仏教で言う縁起の働きの中に有るので

あるけれども因果という場合の昔の人の考え方は全く違っておる、全くちっぽけ

な、小さな ideaの中で、この因果の働きを認めて居るのであるということにな

るのだ。しかるにこの老人が答えた答えは、確かに縁起の働きは、仏教で言うこ

の世界を成り立たせる働きは、たった一つの働き、たった一つの世界をmanifest

して居るのであるから、落ちるとか、落ちないとかと言うそんな世界がどこにあ

るか！とこう老人は答えて居るこの答えは、まあ、立派な答えと言って良かろう。

ですから文殊菩薩 sutraであったか、今ちょっと記憶、忘れているが、清浄の行

者は、涅槃にいらず、破戒の比丘は、地獄に落ちない、こう言うことを歌って居

る。（清浄の行者である、戒律を守って、全く清浄なそういう修行者は涅槃に入

ると言うことはないのだと言うことを言っておる。破戒の比丘は地獄にだせず。

魚を食ったり、肉を食ったりなんだ今度俗心と変わりがない、harmonyの生活

をして居る、その坊主は、また地獄に落ちるということはないのだということを

歌っておる。そういう人間のああだこうだと言ってビジャビジャビジャビジャ喋

っておる者も地獄に落ちるということはないのだというのだ。そういう恐ろしい

ことを確かに文殊菩薩経に言って居るのだが、そういう公案を通らなければ、提

唱がいいとか、悪いとか、戯けたことを言うもんじゃない。そんなことを言うた

ってなあ「いい提唱でした」などと言うたって俺は、喜びはしないぞ。少し気を

付けて喋れ！もう九十まさに二になろうとするだからなあ、言いたいことを言っ

て俺が死にたいのだが、しかし言いたいことを言うというとすぐめそめそめそ涙
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を流してしまうのだわな。（いい translatorだな、分からないときには、「わか

りません』と言った方が言いは、やっぱり。）

「不落因果」と、落ちる世界はないが、それでは人間の世界が現われると

いうことはなかろう。人間の世界が現われるから涅槃の世界ということもまた喋

らなければならんのだ。人間の世界があるから聖なる世界、人間の世界を煩の世

界、凡人の世界と言うならば、人間の世界に対して聖なる世界、saintの世界が

有るのだとこれや止むを得ず捕らねければならんだろう。その道理を忘れてこの

空の世界だ、まあ、言うならば無の世界に attachしてなら、とんでもないこと

になるぞ。

この老人誠にいいことを言った、「不落因果」。確かに落ちる世界などと

いうこともなければ、悟りの世界などということも無いのだ。だから、「それ見

ろ！」とここで言いたい所だ。「足元(足下)をよく見ろ！」ここで、こりゃ本に

書いていないけれどもな、この百丈は、今言っておるのだと言うことをここで考

えなければならん。

それに、眼を開いてみれば自分の足下に新しい世界が現われているだろう。

目の前にも、頭の後ろにも、新しい世界が現われていることを知らんのかと、こ

こでこの老人に向かって、ここで百丈は言っておるように見える。

何かに囚われて、提唱をして、感心するというと、「ああ、いい提唱」て、

何を戯けたことを言う。何遍褒められたって俺は褒められで嬉しいなどというこ

とは考えないぞ。もうすこしここは言いたい所が沢山あるけれども、鼻が出てき

たから、止めて置こう。

さあ、不落因果、この老人、誠に優れたことを言ったが、まだ悟っていな

いのだな、ということをことでよく分かる。そういう時代をこの今の百丈、悟っ
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た百丈も昔には、あったのだと言うことを今だから、ここで、こりゃ告白してい

るのである。

「禅はいい、俺の禅は優れて居る」、などと言うことを、だから、言うじ

ゃないっぞ。それは、言うまでもなく、自分に attachしているということに成

ってしまうのだ。

さ、それみろ！だから五百生野狐身に出すと、「私は生まれたびごとに新

しい自己が生まれているのだが、いつも生まれるたびごとに否人である、野狐身、

化けて狐である、狐はよく化けるものだから、野狐身とこう言っているのであろ

う、否人のことはな、いつも生まれるたびごとに不完全な自己となって私は現わ

れましたとこうここでこの老人は告白しているのだ。新しい自己が生まれている

ということに気がつかずに、いつでも同じようにこの否人である、不完全な自己

となって生まれて、そうしてあたふたと働く、苦しい、楽しいということを同じ

ように暮らして来ましたと今ここでこの老人は告白している。

禅を習うということは、何も難しいことではない、新しい自己を、生まれ

るたびごとに、新しい自己を現前しておるということを学ぶだけのことである。

“そう、ですから何も I am” という古い自己に、何も attachする必要はないのだ。

“しかし、この世の中は、やはり、 I am” という自己に attachしなければまた成

“り立たないのだ。 I am” ということを個なる自己である、ということを他と異な

った個なる自己を認めなかったならやはりこの世間は、この社会は、成り立たな

くなってしまうのである。そこに人間の世界に有りながら人間の世界を超越して、

自由な立場となって暮らすということの難しさが現われて来る訳である。確かに

個なる自己を我々は認めなければならん。しかしその個なる自己は必ずだ、必ず！

完全な自己を現前するのである。個なる自己に attachしたなら完全な自己が現
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われることがない。さあ、ですから現代では、社会学という全く popularな学問

が生まれておるはな。その社会学では、だからどうこの問題を捕えたらいいのだ？

そういう問題を捕える立場にこの社会学も立って居るということに立たなかった

なら何も社会学は珍しい学問であるということに成らんだろう。とにかく、難し

“いことだ、 I am” “という自己を認めなければ社会は成り立たない。しかし、 I

am” という自己に attachしたならば完全な自己が現われるということはまたな

くなってしまうのである。

さあ、そこでこの老人は、今百丈に出会って、こりゃ質問をする時節、時

こりゃいた訳である。ここの道理を、この百丈禅師は、捕えて今ここに持ち出し

たということは、まあ、非常にこりゃ優れて居る立場だと言っていい。自分の目

を開いてくれる先生に出会うということ、自分の本当の眼を開いてくれる友達に

出会うということ、本当に自分の目を開いてくれる旦那さんに出会うということ、

奥さんに出会うというな旦那さんや奥さんは、まあまあそうはあるまいな。とこ

ろが husbandも wifeもだが、そんな道理を知らずにお互いに目を開く経験をそ

ういう働きを現前して居るのである。ところが husbandも wifeも、だが、そん

な道理を知らずにお互いに目を開く経験をそういう働きを現前しておるのである。

何も考えることがなければ、喋る必要はないのだ、完全に大工は大工の働きを考

えることもなければ、疑う必要もない、完全に大工の仕事を現前して居るのだよ。

百姓も同じように考えること無しに疑うこと無しに、はっきりとこの一真実、百

姓という一真実を現前しているのだ。皆取り上げて見れば、芸術家も百姓も、皆

同じように一真実を、一つの真実だ、OneTrueNatureを現前しているのである。

ところが考えるという働きに立つというと、その一真実が、OneTrueNatureが

見えなくなってしまうのである。ところが考える必要がない時には一真実をはっ
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きりと現前しているのだとこういうのである。だから毛虫のやることも、人間の

やることも必ず安心をしている時には、毛虫も人間も同じように一真実を

OneTrueNatureを現前しておるのだとこう言っているだ。

さあ、今老人は、ですから百丈禅師に出会って、つまり自己が自己に初め

てここで出会ったところである。疑うこと無しに今この老人は百丈を捕えて、眺

めておるのだ。皆さんもなあ、churchに行けば疑うこと無しに十字架を見るだ

ろう。十字架を眺めてまだ疑ったり、好きでない（？）というなら、何も

Churchに行く必要はなかろう。初めてこの老人も既にこの老人、百丈に出会っ

て本当の自己にこりゃ出会った所である。しかしまだ自分を客観としてこの百丈

を客観としてこりゃ眺めている。だからそういう objectやはり先生だ、神だと

言わねければ成らんだろう。ですから今までも今も言ったように自己が自己を眺

めた時には、客観と主観との立場に分かれて居るけれども、疑うこと無しにただ

ちに自己は自己を捕えることが出来るのだ。それが自己が自己を眺めて居る場で

ある、状態である。だから疑うこと無しに触るとか触らないとか、包容するとか

しないとか、そんなことは問題でないよ。ただちに一真実を現前することが出来

るのだ。

さあ、この老人、自己を眺めて居るとうい場に出会ったのであるが、今言

ったようにまだ客観主観の立場から超越（超達？）こりゃ出来ずに居るのである。

ですからこの否人である、今不完全な自己である、自己が自己を眺めて居る場合

には、全く不完全な自己が不完全な真理を、不完全な神を、不完全な佛を、眺め

て居るということになるのだ。ですから、そういう不完全者が必ず客観の世界を

眺めるが、眺められる客観も不完全なのだ。ですから眺められる者を固定して、

神だ、仏だ男だ女だと思ったなら、それは誤って来るぞと今ここで、この百丈は
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今教えて居る所である。どうしても主観と客観が一体に成らなけりゃ本当の完全

な自己が現われるということはないのだ。いっかに夫婦の生活か、いっかに恋人

同士の在り方というものが尊いものであるかよくここで分かるだろう。皆そう言

う自己に出会うような旦那さんや奥さんに出会わないから皆分かれてしまうとい

うことも起きるのだ。だから勝手に恋人を捜し回るということは宜しくないとこ

う言っているのだ、Tathagataの禅では、なー。いつでもそれ誤り起こす、です

から先輩にお世話をしてもらって、確かにあなたとあの女の子は、お前は、あの

男の子は性格が合うとか合わないとかということをよく研究してもらって結婚し

た方がいいとこう言って居るのだ。

さあ、この老人、誰と結婚したらいいか？この百丈に、だからお願いした

のである。「五百生野子身に堕す」だ。生まれる後に（？）五百生というのは、

お経にながながと出て来る問題である。人間の在り方、この人間の住まいする世

界の在り方は、一千生であると言っているのだ。人間の（人命？？）一千生、一

千年である。しかしその一千年をどう感情するか、それは問題だはなー。まーそ

れは、またそえ rはそれとして、一つの学問となっているのであるから（先ずと

して）とにかく我々は五百生である、五百生の生きる立場と五百生の死する働き

を繰り返しておるのだとここでは取り上げて結構なのだ。そねたびごとに、です

からこの老人はいつでも不完全な人間となって現われて、不完全な人間から解放

されずにおるとこう言うのである。分かりましたかなー？

さー、分かったなら次の sceneに進むことができる。それで、今である、

さー老師、どうかこの否人から超越（超達？）悟りの言葉である、悟りの言葉を

頂きたいと、ここでこりゃお願いしたのである。それをここで「一転語」とこう

言っているのである、悟りの言葉。（なんと英語で訳して、この一転語？そうい
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う翻訳はよかろう。）さーそこでこの老人は、この百丈のまえでただちに質問者

だ、生徒の立場に立ってこのお願いをしたのである。ここは大事だよ！生徒の立

場に立つ、先生の立場に立つと、旦那さんの立場に立つと、奥さんの立場に立つ

ということが大事なのだ。その立場忘れて、「老師、教えてくれ、いや、なんだ、

かんだ」と言っちゃ誤りだぞ。老師教えてくれないと言ってまだ涙を流すことは

なー。いつでも教えて居るのにも参禅のたびごとに公案を丸っきり教えているの

を掛からず分からないのである。それは、公案を忘れているからである。公案を

もっているなら直ちに自分の問題である、公案を直ちに manifestすることを出

来るだろう。

さて、皆さん自分をもっておる。そりゃ、その自分を今、さーこの音を聞

いた時に、だから、その自分をどう manifestするのだ？既にこの音を聞いた時

には、その自分をmanifestしているのだやなー。そういう提唱を参禅のたびご

とに何回も何回もしているのだが、分からん、肩が凝ってくるよ。人に肩をこ。。

「あーとても老師の指導よかった」、「ありがとう」などというまだ戯けことを

言う。馬鹿なことはあまり言うな。それよりも「本当に分からない私を指導して

もらってどうもありがとう、肩でも揉みましょう」と言った方が余程親切だは。

さーそこでこの老人、生徒の立場に立って、ですから、この百丈に質問を

したのである。今言ったように生徒の立場、「どうから老師、この不完全な自己

から解放される、その道理を、その悟りの働き言葉にして、教えて頂きたい」と、

こうここで、こりゃお願いしたのである。悟りの状態を、悟りの働きを言葉に写

すということは、言葉の世界に写すということは、そりゃ難しいことだ。その難

しさを、今この老人は百丈に向かってお願いしているのである。ですからね、こ

の老人はもう既にこの悟りの世界、救われるという状態というものは、言葉をも
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って表わすことが出来ないものだという所まで、こりゃこの老人は承知して居る

のだと言っていい。ですから、しかし悟った人からそういう言葉を聞きたいので

ある。その言葉の世界を manifestすることが出来れば初めてこの老人も本当の

大先生になれた（成れる？）ということになるであろう。ですからこりゃどうし

ても聞きたいのである。

さーですから今生徒に成り変わって、「老師、大修行低の人は本当にこの

因果の道理に」ここは違うぞ、今度は、古人が考えた、仏教以前の考えた因果と

は違う、今仏教で考えている因果である、所謂縁起の働き、この因果はもう昔の

人方が考えた因果とは違う、仏教で考えている因果である、その因果の問題を今

ここでこの老人はこりゃ持ち出した訳である。さて、いったい百丈はどう答えた？

「んん、生まれたものはなーまた生まれた世界に必ず帰るのだよ。んん、元の世

界に帰るというとその世界は、いうまでもなく生と死の働きを相対立する二つの

働きを完全に内容として現われている世界である。ところがそういう状態を、だ

から、聖なる世界とすれば、神の世界、仏の世界とすれば、そこに止まることは

なしにこの宇宙を成り立たせる働きは直ちにその働きを二分してまた過去現在未

来という世界をまた manifestするのだ」と「なにも変わったことはないのだ」

とこうここでこりゃ。。。（言ったのである）。

その言葉を聞いて、短く言えば、ですから、「不昧因果」というのは、そ

ういう意味する言葉である。そういう因果は意思無しに活動しておるのであるが、

不完全な自己は意思をもって不昧因果の働きをしなければならんということに成

ってくるのだ。ダルマの働きは意思無しに、ですから、因果の働きを繰り返して

おる訳である。しかし、生まれて、意思欲だ、意思する働きをするようになった

ものは、やはり意思をもってこの不昧因果を実践しなければならんということに
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成って来るのだ。意思無しにダルマの働きは活動している、そういうこと。だが、

意思を持った皆さんは、意思をもってしなければならんということに成って来る

のだ。大変だなー、我々は生きて居る、意思をもって居る、欲望を持っておる、

だから、その意思を持ってダルマの働きをしなければならんのだから、容易なこ

とじゃないよ。そういう意思は本当の compassionだ、本当の愛である、本当の

愛の働きをmanifestする, Buddhist compassion の働きをmanifestするという強

い意思が起こって来なければ、とてもじゃない、出来こないのだよ。

さーその「不昧因果」の言葉をこの老人は、直ちにこりゃ捕えた訳である。

それは、もう生まれるたびごとに生まれるたびごとに否人という立場をmanifest

して苦労したから、今ここで、この縁起の働きを知る知恵を、因果の繰り返しの

働きを知る知恵を今ここで初めてこりゃ manifestすることが出来るようになっ

た訳である。一銭のお金でもなー大事にするという気持ちがあるからこういうこ

とが出来るようになった訳である。難しい所だなー。だが、強い意思をもっては、

そりゃ、臨済も言っておる、そんなことは当り前のことだということだというこ

とに成って来るのだ。

そこで、この老人は、この百丈禅師（のまえで？のらて？）作禮すという

からこの禅の仕来たりのお礼をこりゃ、お辞儀をした訳である。さーここで問題

だ。ところが作禮した場合に、よくここ眼を開いてこの文章をよくみろ！作禮し

た場合にこの老人は、既に消え去って居るのだなー。ここが非常に難しい所だ。

この老人は（末に）この百丈禅師に触ること無しに、また考えること無しに、ま

た疑うこと無しに、直ちにこの nirvana界をここでmanifestして居るのだとここ

捕えなければならんところだ。ですから公案にも出てくる訳だ、「touchするこ

と無しに shakehandsすること無し kissすること無しに包容すること無しに考え
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ること無しに、どう真の愛を、いったい、この百丈にこの先生に、真の愛をいっ

たい授けることが出来るのだ」という公案がここで出てくるのだ。そのお礼を、

そのお辞儀を、その愛の現前を今ここで、こりゃしたのである。それが化ける働

きだ。

この老人化けてどこへ行ったかなー。誰も見ることは出来ないはなー。と

ころが、この老人化けて、なかなか化け方が上手だ、「老師、私は、もう既に悟

りましたから、この否人を人間でない状態を既に超越（超達？）しました」とい

うことを百丈に申し上げたとこういうのである。多分天の一角からか、或いは地

上のある場所からそういう声が伝わって来たのであろう。まーこういう所がこの

百丈の野狐の禅文学というか、優れた禅文学章であるということになるのだ。

「私はもう悟りましたからもう物質の世界には居ないのです！」とはっき

りと歌ったというのである。さーなかなかこの化け方がうまい、「私は、ところ

が、既にこの百丈山の山の後ろに私は住まいしております」とこう言ったのであ

る。」この百丈山には、前の世界と、こりゃ後ろの世界とあるのだということ、

だからここで捕えなければならん。自分の前には未来の世界が現われるか、自分

“の後ろには過去の世界が現われるか、そういう世界が必ず I am” という自己が現

われた場合には現われて居るのだということをこうよくこりゃ捕えなければなら

ん。それを教えて居るのだはなー。

「ですから、老師、私はもう既に物質の世界を超越しておるのですから、

葬式である、monkの葬式をする、葬式の礼によって私を葬って下さい」とこう、

ここでお願いしたというのである。馬鹿にされるなよ！物質の世界を超越したな

ら葬式の必要はなかろうなー。ところがこの山の後ろに私は野狐身となってこの

山の後ろに住まいして居るとこういうのである。「必ず老師はその死骸を、私の
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死骸を見つけて下さるだろうから、その場合に必ず亡僧の事例、即ち火葬にして、

私を葬って下さい。」とこうお願いをしたというのである。そうして、言ったか

と思って、すーーと、やはり、消えてしまったというのであるなー。そういう風

にこの本には細かく書いてはいないけれども、今、この作者である百丈禅師はそ

ういうことを今ここで言っているのだ。いうまでもなく百丈、自分の生涯の

storyを言っておるのである。分かりましたかなー？丁度時間だ。今度はそのつ

ぎは、次の接心にまた喋ることにしましょう。

まーね、とにかく、この百丈の野狐の公案を修行するようになってくださ

い。こういう百丈の公案を本当に修行する前にはどうしても dharmakaya,

sambhogakaya, nirmanakayaという風な公案をはっきりと manifestしないで、

とてもじゃない、そりゃこの公案に歯が断つはないのだよ。しかしなー、利口な

人は、「ぶっーた」この音を聞いた時に、このmoment (扇子で叩いて、音をだ

す）を既に捕えて居るのだと、なにを、だから考える必要はないのだという、こ

の公案を通ったならそれで老師に成れるのだ。はい！
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