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横田南嶺老師に本インタビューのお願いに伺った。

真剣での勝負なら、2 回バッサリと切られて、2 回死んだ。

1 度目は、インタビューの意味を問われて、老師の問題意識の大きさと純粋な本質性に。

2 度目は、老師の沈黙に耐え切れず。

いずれも、こちらの心の隙を真正面から突かれて即死してしまった。

ともかく優しい目で。

おだやかに。

老師はそこにいた。

現在日本最高峰の禅の論客 4 師に学ぶ禅の多様、人の本道。

それは至福の時間でした。

横田南嶺臨済宗老師は言う、「禅は面白いでしょ」

佐々木奘堂臨済宗和尚は言う、「ギリシャ彫刻に禅を学んだ」

川野泰周臨済宗和尚は言う、「禅の心で日々丁寧に生きると世界は平和になってゆく」

藤田一照曹洞宗老師は言う、「禅とは愉快に生きること」

めくるめく禅の世界にようこそ。

皆さんの生きる糧に活かしていただけたらと願うばかりです。

禅に学ぶ

本誌編集委員

吉田 就彦

InterviewInterview        

横田 南嶺横田 南嶺  氏   氏 

 臨済宗円覚寺派 管長 臨済宗円覚寺派 管長

禅は面白いでしょう？
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横田 南嶺

よこた・なんれい

臨済宗円覚寺派管長

1964 年 和歌山県新宮市生まれ。
筑波大学卒。大学在学中に出家得度し、卒業と同時
に京都・建仁寺僧堂で修行。
1991 年より鎌倉・円覚寺僧堂で修行し、1999 年、
円覚寺僧堂師家に就任。
2010 年、円覚寺派管長に就任。2017 年、花園
大学総長に就任。
著書に、『二度とない人生だから、今日一日は笑顔で
いよう』（PHP研究所）、『二度とない人生を生きるた
めに』（PHP 研究所）、『人生を照らす禅の言葉』（致
知出版社）、『仏心のひとしずく』（春秋社）など多数。

禅とは何か

─ 禅とは何なんでしょうか。
横田　それがわからないものですから今も修行し
ているのであります。わかってしまったら面白く
ないし、こういうものですと説明ができればそれ
だけのものになってしまいます。得体の知れない
ものだから、わくわくしながら学び続けていると
いうのが実態です。
─ 修行にお入りになってどれぐらいなんで
すか。
横田　坐禅を始めたのは 10 歳の時でした。禅問答
を始めたのが 13 の時だから、それから数えれば
四十何年かやっています。
─ それでもいまだ見えずということですか。
横田　いまだ五里霧中というか、永遠に途中で
しょう。そういう中を一歩一歩歩いているという
感じです。だから面白いんだと思う。わかってし

まったら、もうそれ以上やらないのじゃないかな。
答えが出ないからいいと思っているのです。
─ 答えが出ない。
横田　答えが出るとそれで終わりでしょう？対談
もそうですね。禅とはこういうものですで終わっ
てしまうじゃないですか。

禅を伝えるとは何か

─ 老師は今、禅をいろいろな形でお伝えに
なってますが、禅を伝えるということはどういう
ことなんでしょうか。
横田　自分が感じたことを伝えているだけです。
もっと言えば、自分が面白いと思ったことを伝え
ているだけです。だから、禅というのは非常に面白
いというか、これが禅ですというような教科書が
あるわけではなく、よその宗教ならバイブルみたい
なものがあって、ちゃんと共通の教理というのがあ
りますが禅には特定の経典などは無いのです。
　禅といっても、10 人に聞けば 10 人さまざまな
考えがあるんです。相反することを言ったりして、
それで成り立っているのですから面白いです。10
人それぞれの生き方が、強いて言えば禅の生き方
だということになるわけですから、私なんかも自
分が学んできて自分が面白かったとか、これがよ
かったということをお話しているだけで、教科書
がないから、それに合っているも何もないです。
─ それは教えるものが変わっていく可能性
があるということですか。
横田　ずいぶん変わっています、本当に。正反対の
ことを言っている人もいますし。よくありのまま
と言うでしょ？ありのままがいいです、あなたの
ありのままが仏ですと言う人もおります。逆にあ
りのままはけしからん、ありのままじゃ人間は駄
目になっちゃうじゃないかと。人間は努力や精進
をするべきだと。さらに逆に、努力や精進するのは
余計なことだと。まったく違うことを言っていま
す。それが禅の世界では同居していますから面白
いです。

ど、何か禅を楽しんでいると。
─ 禅を楽しんでいる。
横田　長い間修行の世界にいましたが、やっぱり
人間はそういうつらい体験というのはあまり続か
ないです。つらい体験をすることに意義があると
いう世界でしたけど。
─ 修行というとそういうイメージがあります。
横田　反動のほうが大きいです。
─ でも、逆にその反動があるからこそ、それ
を乗り越えようとするのが人間の成長になると
いうのがこれまでの長い間の教えなのではないで
しょうか。
横田　そうだと思います。でも結果はどうでしょ
うか。これだけ多くの人の心が病んでいる時代に
なって、どれだけ多くの人が長い伝統の修行をし
ている禅のお坊さんのところに救いを求めに行っ
ているでしょうか。みんな心療内科かカウンセ
ラーに行きます。あまり期待されていないと思い
ます。
─ 何となくイメージでいくと、禅にはそんな
時になにかあるのではないかというような感じが
世間ではあって、例えばこちらに伺うかどうかは
置いておいても、そういう話を聞いてみたいとか、
老師のお話をラジオでも何でも聞いてみたいとか
はあるのではないでしょうか。
横田　私の話を聞こうというのは多いけれど、そ
れは私が楽しんでやっているからだと思うので
す。でも、禅の人たちにそういうのを求めようとす
ると、むしろ禅の中にいる人達が伝統に縛られて
いるというのかな。伝統を護持することに重きを
置いてしまい、現代の人の悩みを聞いていこうと
いうところからちょっと遠いところにずれてし
まっているのではないかと思います。
─ ということは、純粋にそれが教えの中で
あったり、もしくは教義がなくいろんな解釈を自
分の中で葛藤しながら体験していくということが
禅であるとするならば、今はそういうことができな
い環境とか状況になっているということですか。
横田　そうです。形骸化した修行だけをやって、そ

─ それはどちらも正しいのですか。
横田　どっちも一つの生き方。
─ ということは、老師が今伝えていらっしゃ
ることは、今の老師が考えていらっしゃる、感じて
いらっしゃることを伝えるということですか。
横田　そう。それだけ。私はあまり自分がたたかれ
るのが嫌だったものだから、警策で叩いたりしな
いほうがいいと言いますし、警策で叩かなきゃ禅
でないという人もいます。それが同居しているん
です。
─ ということは、昨日の法話と今日の法話は
変わるのですか。
横田　変動していくでしょうね。それが面白いと
思っています。流動的です。
─ 変わっていく。そのときのことを伝える。
それが連続していく。
横田　はい、そうです。そのとおり。
─ ということは、おそらく朝言っていることと
夜言っていることとは変わる可能性もありますね。
横田　そういうものだと思います。今日生きるこ
との意味は昨日までの過ちを知ることであると
いうのが私の信条ですから、昨日までの自分は間
違っていたとわかることが一番今日の喜びだと
思っています。そういうことがあると一番痛快で
す。昨日と同じようなことを言っているのが一番
面白くないと思っています。
─ 痛快ですか。
横田　痛快です。楽しいです。これはまったくどう
でもいい話ですけれども、最近聞いた話なんです
が、NHK アナウンサーだった有働さんが、タモリ
さんに人気を保ち続ける秘訣は何ですかと、どう
したらみんなにあれだけ支持されるのかと聞いた
ら、みんなに支持されるとか、受けることを考えた
ことはない、自分は自分が楽しんでやっているだ
けだと人づてに聞いたのですが、似ているなと思
いました。
　私はいつも自分が一番最先端で楽しんでいると
いう気持ちなんです。うちの若い修行僧が言って
いましたが、私の言うことの全部はわからないけ
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れで与えられた資格をもらっている。だから、習っ
たことはできますが、お寺でピンポンが鳴って、知
らない人がいて訪ねてきても檀家の人ならいいけ
れど、そうでないとどうなるでしょうか。全国で
７万も寺があるというけれど、どれだけ悩む人の
ために開かれているかというと、数少ないのでは
ないかと思います。

我執とは何か

─ 我執というのは何でしょうか。
横田　自分というものに対するとらわれ、執着で
す。禅の目指すところのまず一番はそこから離れ
ることなんです。
　私の体験から言えば、私は満 2 歳の時におじい
さんが亡くなるという経験をして、人間は死ぬも
のであり、かまどに入れて焼くんだという記憶が
一番初めでした。「三つ子の魂百まで」じゃないけ
ど死に対して答えを教えてくれるものを求めるよ
うになりました。ところが私の周りにはその答え
を教えてくれるものが見当たらない。学校に行っ
てもそんなことを教えてくれないし、誰かに聞い
ても、おかしいんじゃないかとしか言われません。
　それで小学生の頃から、どこかに答えがあるだ
ろうと思って、手当たり次第に哲学書を読んだり、
宗教書を読んだりしました。
　私の生まれは鍛冶屋、鉄工所でしたから、全然つ
ながりもないところを手当たり次第に。天理教に
行ったり、キリスト教の教会に行ったり。そういう
中で禅宗のお寺に行って坐禅をしたのが 10 歳の
時でした。これは何かありそうだと思ったのです。
　それから書物からも仏教を学んでいくのです
が、我執という我を否定するということが、お釈迦
様の仏教の一番根本姿勢なんです。
　お釈迦様は不滅のものはないといい、無我とい
うことをお悟りになった。お互いの命は、お日さま
の光や水やら空気やら、人とのご縁やら、さまざま
の関係の中で仮に現れているものにすぎない、自
我に実体はないということを悟った。天地、大自然

の働きがあるだけであって、そこにこれは自分だ、
これは自分のものだと執着すべきものはどこにも
ないということを悟ったと本に書いてあるのです。
　中高生の時、その本を読んで、これはすごいと思
いました。死に対する答えを求めていたわけであ
りますが、死というものは自分が死ぬということ
が問題なんです。ところがその自分というものが
無いのであれば、これは問いそのものが無くなる
のではないか。問いに対する答えが現れるという
解決の仕方ではなく、問いそのものが消えるだろ
うと。
　本で読んで、なるほどすごいと思いましたが、お
釈迦様と会うこともできないし、実際に本当にで
きるのだろうかと思いましたが、ある禅宗の立派
な方にお目にかかって、なるほどこれは本当らし
いなと思ってやるようになったのが 15 歳ぐらいの
時です。そこからこの道で行こうと思ったのです。
─ おのれと対話されて、それがぴんときたと
いう感じなんでしょうか。
横田　ぴんときたのです。自分というものが存在
しないということは、何のとらわれもないわけで
す。これが禅の基本なんです。それを学生の頃は理
論として般若経典を専門に勉強しました。般若と
いうのは無我ということを教理の上で明らかにし
ているものです。
─ 鈴木大拙さんの本を読んでいたときに、般
若は知恵というように言っていましたが、そうな
んでしょうか。
横田　そのとおりです。摩訶般若波羅蜜多（まかは
んにゃはらみた）と言います。何か仏教学というと
中国や日本のほうが優れているように思います
が、般若思想についてはイギリスのほうがはるか
に進んでいました。だから、エドワード・コンゼと
いう人の書物なんかはずいぶん読みました。それ
から見れば日本の仏教学は遅れているぐらいで。
　英語で読むとよくわかるのですが、般若波羅蜜
多というのはパーフェクト・ウィズダムかな。知恵
を完成させるということなのですが、そう言われ
ると理解しやすい。波羅蜜多というのは完成とい

うことですから、パーフェクト・ウィズダム。

無心とは何か

─ 無心とは何でしょうか。
横田　無心。何だろうね。それは心が停止すること
ではないのです、我々で言うところの無心という
のは、無我という、固定した執着をすべき自分とい
うものが見当たらないので、そのとき、その状況に
応じて自由自在に働く心の動きを無心と言うので
しょうね。
　福島慶道老師でしたか、ナッシング・マインド
じゃなく、フリー・マインドと訳しました。フレッ
シュ・マインドとも。アメリカでも布教された福島
老師が、心が無くなることじゃなく自由に働いて
いることだと言っています。
─ 英語ではフレッシュとかフリーとかとい
う表現になっているのですね。
横田　定点を持たないことです。般若経典をずっ
と研究した結果、これだという定点がないのです。
─ 定点というのは？
横田　定まった点。それが定点だと思った瞬間に、
それを否定していくんです。これだと思った瞬間
にそうではない。般若心経でも無とか不とかとい
うことで、それまでの教学をすべて否定していく
んです。般若経典というのは否定の論理なんです。
それを勉強したものですから、今日生きることは
昨日までの否定だということになるのです。
─ 常に新しいということですか。
横田　日々新たです。この間もある出版社から、小
学生の高学年向けに生と死を語ってくれという依
頼があり、生きるとは何ですかとか、死ぬとは何で
すかとか、前世と来世はあるのですかというから、
昨日は前世だと言ったんです。来世は明日だと。
─ わかりやすいです。
横田　だって、ラジオ体操でも言っています、新し
い朝が来たと。朝が誕生で、夜寝たらおしまいで
す。昨日は前世、明日は来世、そう思っていれば必
ずそうなる日が来ますと言ったのです。

　じゃ、死とは何ですかといったら、今日一日一生
懸命動いて、働いて、ああ、今日もよく頑張ったな
と思って布団に入れば、死ぬ稽古だと思っている
のですと。そのうちそれが本当に死ぬことになる
日が来るでしょう。
　生きるとは何ですかと言うから、生きるとは大
体食べて寝ていれば生きているんだと言ったので
す。今の若い人たちは生きる気力が無くなってい
る、どうしたらいいですかと。気力がなきゃ何も
せずにじっとしていれば、半日ぐらいすれば腹が
減ってくると。そしたら、ごそごそ動き出して冷蔵
庫の中から何かを取り出したりして食べるものだ
ろうと。それが生きるということじゃないかとい
う話をしました。

組織論 - 鈴木大拙と混沌

─ さっきの我執の論で言うと、教団そのもの
も我執からとらわれて抜け出ていない状況がある
のでしょうか。
横田　残念ながらあります。
─ それは何とかなるのでしょうか。
横田　これが大事なところでして、じゃあ、教団が
なくなっていいのか。政府で言えば、政府なんてい
うのは一番の害悪だと、政府がなっていないと。
じゃ、それを批判して無政府になればいいとか、教
団が悪だから教団がなくなればいいかというと、
禅はその立場ではないということは明確です。
─ 禅はその立場ではない。
横田　ではない。教団をつぶそうとか、無政府にな
るとか、アナーキーを求めるわけでは決してあり
ません。無分別ということをよく言うんですが、禅
はすべてのものを一度は否定します。我執を否定
します。その我執を離れた、とらわれのない心でも
う一度組織を生かしていこうとする立場です。
　それは同じ組織の運営をやるにしても、その組
織にしがみついている運営と、別に組織なんて、あ
ろうがなかろうが、本来ないんだと、何もとらわ
れることがないんだということを体験した上で、
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ちゃんと組織を運営していこうということです。
これが無分別の分別です。
　大拙がその辺を混沌と言いました。無分別と混
沌とは同じなのです。
　『荘子』の中の話に混沌の話というのがありま
す。混沌という王様がいて、混沌は目も耳も鼻も口
もなかったのです。ある日 2 人の王様が混沌のと
ころで大変手厚くもてなしてもらったので、混沌
のために何かお礼をしようと相談して、何がいい
かと考えました。混沌は混沌ですから、目もなけれ
ば、耳もなければ、鼻もなければ、口もない。穴がな
いわけです。何も見えない、何も聞こえない。これ
はかわいそうだ。じゃ、我々が混沌のために 1 つず
つ穴を開けていこうと考えた。いっぺんに開ける
と大変だから、1 日 1 つずつ穴を開けようとした。
人間の穴は 7 つあるんです。目が 2 つ、耳が 2 つ、
鼻が 2 つ、口が 1 つ。1 日 1 つずつ穴を開けていっ
たんです。7 日間たってようやく 7 つの穴が開い
た。と同時に、混沌は死んでしまった。『荘子』に書
いてあるのはそういう話です。
　これは大拙がよく無分別に例えるのです。混沌
は無分別です。我々は目で物を見て、耳で音を聞
き、鼻で匂いを嗅ぎ、舌で味わう。それは苦しみを
生むわけです。見えたり、聞こえたりする。それに
よって分別の世界で苦しんでしまう。人間の一番
の純粋性はそれで無くなるのだということを荘子
は説きたいのだと思います。
　その話を大拙は引用します。老荘思想は、混沌が
理想だというわけです。混沌の状態が。それに穴を
開けて、目や耳や鼻や口がついてしまうと、混沌は
死んでしまう。だから、現実の世界ではなく自分た
ちの桃源郷、理想の世界を求めようというので、こ
れが老荘の思想になってくるのです。
　でも、大拙は、それは違うと言います。混沌は混
沌のままに、それでいて自由に目で物を見たり、耳
で音を聞いたり、無分別の智慧でこの現実を生き
ていくというのが禅の智慧であると説くのです。
だから、老荘みたいにこの現実を否定してしまっ
て、まったく何も見えない、聞こえない、俗世間か

ら離れたところの混沌を求めるのではない。混沌
をそのままにして、いかにそれを現実の分別の世
界、差別の世界で働かせていくかというのが禅の
生き方であると大拙は混沌の話から説くのです。
老荘の思想と禅というのは違うのだと。現実の中
で、秩序があり、規範があり、窮屈なことがあり、組
織があり、いろんな考えがあり、そういう中でそれ
らにとらわれずに、自由に働いていこうというの
が禅の立場なんだというわけです。
─ 本日はありがとうございました。

（インタビュアー ： 吉田 就彦  本誌編集委員）
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禅とは何か

─ 禅とは何でしょうか。
川野　私の浅はかな体験からではありますが、日
ごろ患者さんに対して、生きるための 1 つの示唆
というか、幸せに生きるための処方せんとして禅
についてお話をしています。そうした皆さまに私
は、「禅は生き方のスタンスです」とお伝えしてい
ます。
　どのような人生をどのような態度で送っていく
かについて、意図的につくられた態度ではなく、自
分自身が自然に発露される生き方のスタンスで
す。ではどんなスタンスなのかというと、それは一
つひとつの生活行為、一挙手一投足まで含めて、今
ここで自らが体験していること、行っていることす
べてを丁寧に味わうということ、それに尽きると思
います。つまり「丁寧に生きること」そのものです。
　この「丁寧に」という言葉が私はすごく好きで。

英語だと「politely」というそうですが、私はむしろ
「gently」の方が近いと考えています。つまり「穏や
かに」とか「優しく」といったニュアンスが、日本語
の「丁寧に」という言葉に包含されているのではな
いか。言い換えれば日本の丁寧は、ただ慎重に、繊
細にという姿勢を示すのみならず、コンパッション

（Compassion）、すなわち「慈悲」というものを携え
た生き方のスタンスなのではないかと思うのです。
　　つまり丁寧にというのは、扱う対象や、関わる
相手に対して、まず慈しみの気持ちを持って振る
舞うということ。そういう心がなければ丁寧とは
言えないのではないかと思っています。
　そしてもう 1 つは、自分自身に対しても同じよ
うに慈しむこと。自らの心身をいたわり、自分自身
の存在を大切にし、自己にも他者にも分け隔てな
く思いやりを向ける。そのような生き方のスタン
スこそが禅なのではないかと考えています。
─ 鈴木大拙は、禅の本質は、智恵と慈悲と書
いていますが、慈悲の部分が強く表れるイメージ
ですか。
川野　今は慈悲のところを少し強調的にお話しし
ましたが、智恵と慈悲というものは本来、不可分な
ものなのではないでしょうか。物事を丁寧におこ
なう、丁寧に振る舞うということは、細やかに感じ
取るという要素を含んでいるからです。仏教でい
う「六識」、つまり五感を通して入力される情報や、
自らの内側から湧き起こる思考や感情という名の
情報に含まれる様々な要素を、一つひとつ酌み取
ろうと思って細かく観察してゆくと、精緻な観察
眼が磨かれていきます。これを心理学の世界では
アウェアネス（Awareness）、つまり「気づきの能
力」と表現します。日々の丁寧な生き方によって、
細やかに気づく心、察する心が研ぎ澄まされてゆ
くわけですから、それこそが智恵の泉源に他なり
ません。

禅を伝えるとは何か

　私自身、禅とは何かを全て理解したとは到底言

川野 泰周

かわの・たいしゅう

臨済宗建長寺派林香寺住職
RESM新横浜睡眠 ･呼吸メディカルケアクリニック副院長
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道場にて禅修行。2014年より林香寺住職。現

在、寺務の傍ら横浜市内のクリニックで診療を続

け、マインドフルネス実践による心理療法に取り組

む。国内大手企業にもマインドフルネスを導入す

るほか、医師、看護師、介護職、学校教員、子

育て世代、シニア世代などを対象に幅広くメンタ

ルヘルスに関する講演活動を続ける。著書・監修

多数。

活信条なんです。これって禅の中から出てきた言
葉なんですか。
川野　原典はもっと古く、儒教の書物に登場する
言葉とされていますが、私は僧堂に入門してから
先輩修行僧にこの言葉を、道場のスタンスとして
教えてもらいました。つまり、禅は売り込まない。
禅のキャンペーンをやってますよ、うちの道場に
入ってきて、みんな修行を体験して下さいね、など
とは言わないのです。それが禅と新興宗教の違い
だとよく教えられました。
─ 禅は売り込まない。
川野　それが一つのプライドにもなっていると思
います。でもたとえ禅僧だとしても、目の前でまさ
に病気で倒れそうになっている方がいらしたと
きに、ただ横で悠然と端坐しているわけにはいか
ないと思うのです。何かの形で禅の知恵というも
のを、禅の世界で脈々と受け継がれてきた生き方
についての教えを、分かりやすい言葉で伝えてあ
げるとその人は救われるかもしれない。街で杖を
ついたお婆さんが転びそうになったら、何も意識
しなくても手がすっと出る。それこそがコンパッ
ション、すなわち普く人の心に備わっている慈悲
だと思っていますから、何年間の修行だけ終えれ
ばそれで人として完成だという考え方には、私には
同意することができません。どれぐらい自分の学び
が人に役立つか、世の中に役立つかということにこ
そ、生きがいを感じていたいと思っています。
　このお話を端的に表した言葉が、「自利利他円
満」です。これは大乗仏教の根幹たる精神を示す言
葉とされますが、とてもシンプルで明解なスタン
スを表現しています。自利とは自らを利すること、
利他とは他者を利することを意味します。自利と
利他は本来共にあるべきものであり、自らを大切
にすることは、すなわち他者を大切にすることに
つながる。それこそが円満な人生の秘訣であると
いうメッセージを、私はこの言葉から読み取って
います。
　自分にとっての幸福とは、他者に幸福を与える
ことと表裏一体であって、それらが満たされてこ

えません。しかし解らないなりに、解っている範囲
で、禅を「わかりやすく伝える」ということが大切
なのではないかと思います。人間の情報の受け取
り方は人それぞれ、それこそ千差万別です。時には
判断力が極端に低下することもあります。さまざ
まな社会的立場、あるいは基礎的な理解力、学力の
レベルも人それぞれ異なります。何故このような
ことをあえて申し上げるのかと言うと、私は医者
として様々な背景を持った方の悩みに応えられる
よう、試行錯誤の日々を過ごしているからです。ど
んなに高尚な教えでも、わかりやすく伝えられな
ければ、それはその人にとっては意味をなさない
のです。仏教を研究されている大学の先生方には
お叱りを受けるかもしれないと思いつつも、私は
なるべく平易に、実生活における困りごとに落と
し込んで、理論的に解説することを信条にしてい
ます。その上において、これまでに自分が学んでき
た精神医学や心理学の知見が活かされることを感
じています。
　世の中の大多数の人は、「禅」と言われると急に
わかりにくく感じるものです。何か高尚なもので、
洗練された精神性を帯びていて、しかも日本の厳
かで凜としたたたずまい、そうしたイメージを持
つ方もいるでしょうし、そもそも何のイメージも
湧かず、単に難しくてとっつきにくいモノと思っ
ている人もいるでしょう。そういう禅の本質が理
解できない人には、受け取る権利がないというの
が、いつしか禅のスタイルとして定着してきたの
ではないでしょうか。「来る者拒まず、去る者追わ
ず」というスタンスです。でも私は、待っているば
かりではお釈迦様の教えを活かすことにはならな
いのではないかと思うのです。今まさに、眼前で困
り果てている人がいたら、「大丈夫ですか？」と声
をかけるのが、素直な人の心というものではない
でしょうか。たとえ片隅（アウトロー）であっても
仏門に身を置く者として、せめて誰にでもわかり
やすい言葉で伝える努力をしたいと私は考えてい
ます。
─ 「来る者拒まず、去る者追わず」これ僕の生
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そ、人生は幸せに満ちてゆくのだということです。

坐禅とは何か

─ その中で、安全で一番象徴的なものというの
は坐禅だと思うのですが、坐禅とは何でしょうか。
川野　坐禅は、インドから中国大陸を通って日本
に伝えられ、日本の禅僧たちによって護られてき
た、仏教瞑想の一つの形です。とくに私が身を置く
臨済宗の禅の世界では、「生活禅」というものを大
変重んじています。つまり生活上なすべき行為の
全てが禅であるという認識を持つことです。坐禅
というのはその中でも、静かに座ってするタイプ
の禅の実践法ということになります。すべての禅
的おこないの中の、たった 1 つにすぎません。
　江戸時代に活躍した臨済宗の白隠慧鶴禅師は

「動中の工夫は静中（じょうちゅう）に勝ること
百千億倍す」という言葉を残しています。動中と
は、動きの中の工夫のことを言います。動中の工夫
は静中の工夫よりも百千億倍、勝っている。何億倍
も何万倍も尊いという意味です。
　静中とは止まっていること、工夫は修行のこと
を示しています。止まってする修行といえば坐禅
の他にありません。つまり、坐禅だけが修行なので
はなく、作務（掃除、草むしり、農耕など）、托鉢、料
理から、果ては入浴や排せつに至るまで、一つひと
つの行為に専心してこそ、本当の修行だと教えて
くれているのです。ただ坐禅だけをしているので
はなく、生きていくための行為一つひとつを坐禅
のように、そこに注意を向けて、心を研ぎ澄ませて
体験するということ。それを胸に刻んで生活しな
さいと。それを私もたった数年ですが、臨済宗の僧
堂で経験させていただきました。まさに「動きの中
の禅」を体で感じることによって、だんだんと心に
落ちてゆくイメージです。
　そうした生き方のスタンスを学ぶためには、基
礎トレーニングも大切です。つまり、禅的な生き方
をするための基礎トレーニング、それこそが坐禅
だと思います。まずは呼吸だけを感じて過ごして

みる。数息観（すそくかん）という、呼吸をゆっくり
と数える方法が入門編として用いられることが多
いのですが、必ずしも数息観だけにこだわる必要
はなく、ただ空気が出入りするのをありのままに
感じるという取り組みが大切です。
　では何故、わざわざ座って呼吸だけに意識を向
けたりするのか？それはやはり、日ごろの一つひ
とつの生活行為を一心不乱に、それに打ち込んで
行うための基礎練習というわけです。私は医大生
の頃、陸上競技の 100m 選手をしていました。世間
では 100m と言えば陸上の花形競技のイメージか
もしれませんが、日ごろの練習はとても地味なも
のです。準備運動のあとは、かなりの時間を割いて
ただゆっくりと歩く、「ドリル」という練習をしま
す。これでもかというくらいゆっくりと、走ると
きのように腕を大きく振って、腿を高く上げて、
スローモーションで歩くきます。そういうことを
毎日毎日続けていって、年に 1 回の重要な大会で
理想の 100m 走ができるようになるのです。いき
なり全力で走っても、美しく力強いフォームで走
ることはできません。坐禅もこれと全く同じだと
思っています。最終目標は人生全てがまるごと禅
になるということ。でもその第一歩として、静かに
座って禅を実践する、坐禅が重んじられてきたの
ではないでしょうか。ですからよくビジネス系の
雑誌で、「世界のトップリーダーは坐禅をやって
いる」といって、ここぞという大仕事の前に坐禅す
ることを勧める記事がありますが、精神集中した
いときに坐禅をやるというのはおかしなことと言
わざるを得ません。日ごろから当たり前のように
やっているからこそ、生き方の態度が丁寧なもの
へと導かれてゆくのです。
　昨今、世界レベルのスポーツ選手にも瞑想が活
用されるようになりました。例えば試合前に坐禅
をして心を整える。これは日々やっている方には
効果があるのですが、試合前だけ合宿をして坐禅
をやってもあまり意味がないでしょう。高い能力
を求める気持ちで坐禅をやってしまうので、心が
逆に散らかってしまうのです。

するところがクリアなんです。「今、この瞬間の体
験に意図的に注意を向け、評価や価値判断を手放
して、ただ受け入れること、あるいはただ観察する
こと」という定義です。このコンセンサスに従うこ
とで、誰もがある程度は同じ視点でマインドフル
ネスについて論じることができるわけです。そう
いう生き方のスタンス、つまり「way of life（ウェ
イ・オブ・ライフ）」がマインドフルネスです。
　マインドフルネスは、あくまでも生き方のスタ
ンスのことを指していますが、スタンスというの
は私たちの日頃の習慣と結びついていますから、
新たに身に着けるのは簡単ではありません。日々
の基礎トレーニング、いわば「心の筋トレ」として
呼吸瞑想とか、坐禅とか、歩行禅（経行）といった
様々な形で練習することが必要なのです。
　禅だけではありません。世界中に様々な形で、今
この瞬間の体験に心を置くことの大切さが伝えら
れてきました。上座部仏教のヴィパッサナー瞑想、
ヨーガの瞑想、ビートルズもやったとされる TM
瞑想、気功、太極拳等々。しかしこうしたものを総
括する良い言葉が今までは無かったのです。そこ
で、世界に存在するさまざまな瞑想やそれに類す
る実践法を集約総称して、「マインドフルネスの
実践法」と言えるようになったことは、とても意義
深いことだと思います。
　そういう共通点を今になって大学の先生方、研
究者の方々が振り返って分析してみると、「そう
か、世界中にはいろんなマインドフルネスがある
よね」ということになって、人間が見出した智恵に
は国境がないことが分かってきました。逆の発想
で見てみれば、全てが共通点でつながっていると
いうことは、これは人間が新たに生み出したもの
などではなく、生まれながらにして人間が持って
いる心の調整機能なのではないかと思うのです。
だから私はマインドフルネスを、自己回復力を引
き出すための人間の機能として患者さんに紹介し
ています。そして実際に多くの治療効果を、この目
で見てきました。
─ いつマインドフルネスと出会ったのですか？

我執とは何か

─ 我執とは何ですか。
川野　これは私の見解ということになりますが、
我執というのは自分という存在をまず念頭に置い
て物事を見るということだと思います。つまり、
心理学でいうところの、自尊感情に対する過度の
執着です。分かりやすく言い換えると、偏った自己
愛。人や物ごとを損得勘定で見ることです。
　人間はもともと我執とともにある存在ですか
ら、我執を無くすのはとても難しいことです。そこ
で私は一般の方にお話をする際、我執はあって当
然だということを互いに理解しながら、それをど
うやってお互いが心地よく生きてゆけるよう、バ
ランスを取って我執と向き合っていくかが大事な
のではないか。我執を消すのではなく、我執がある
ということと向き合っていくことを私はお勧めし
たいなと思っています。

無心とは何か

─ 無心とは何ですか。
川野　「無心」を説明することは簡単ではありませ
んが、私なりに考えているのは、「一度知恵を身に
つけた人間が、あえてそれを手放す」ということで
す。ここでいう知恵とは、知能とか意識の作用と
いったものです。思考したり、予測したり、反省し
たりする心の働きです。あらゆる動物の中で、今で
はないところに心を向けることができるのは人間
だけだと言われていますが、それを手にした人間
があえて自らの意思でそれを手放すということこ
そが無心ではないかと思います。

マインドフルネスとは何か

─ 川野さんの主戦場、マインドフルネスとは
何ですか。
川野　マインドフルネスは定義がしっかりと存在
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川野　建長寺の僧堂から林香寺に戻り、住職を拝
命したのが 2014 年です。私は思うところあって、
精神科臨床に復帰しようと考えました。そこで精
神医学の最新の状況を把握するため、4 年ぶりに
国内外の医学雑誌を読み始めたところ、マインド
フルネスという言葉がさかんに出てくるわけで
す。これは何だろうと紐解いてみると、なんと仏教
の始祖であるブッダが体験した瞑想修行に端を発
していると。それも仏教的な背景を持たない欧米
の研究者たちが、現代人が使いやすいようにアレ
ンジしたのだと知り、こんな面白いことがあるも
のかと思いました。これはまさに今を生きる人た
ちに活かすことのできる禅の智恵なのではないか
と感じ、それからというもの、私も積極的に治療現
場に取り入れるようになりました。
─ 建長寺で修行をなさる前は、マインドフル
ネスというのはご存じじゃなかったのですか？
川野　言葉としては聞いていましたが、実際のと
ころはほとんど知りませんでした。ベトナム人の
高僧でノーベル平和賞候補にもなられたテック・
ナット・ハン師がマインドフルネスという言葉を
よく使っていたので、興味がある方は認識されて
いたかと思いますが、当時の私は精神科医として
専従していたこともあり、たまのお寺の手伝い程
度しか仏教と関わることが無かったため、マイン
ドフルネスという言葉は取りこぼしていたと思う
のです。もちろん臨床の精神医学ではまず出てき
ませんし、まして 95 年に新興宗教団体による地下
鉄サリン事件などが起こり、瞑想も坐禅もヨガも、
洗脳と同一視されてしまうような風潮もありまし
た。瞑想を治療に使うなんてことはおこがましい
ことと考える医師も少なくなかったはずです。そ
れがこの 10 年間で国内でもここまで色々な分野
に応用されるようになっている。そして次の 10 年
間は、いよいよ Z 世代（ゼット世代）、つまり 90 年
代後半以降に生まれた人たちが活躍する時代で
す。まさに「マインドフルネス・ネイティブ」の世代
が作り出す時代といえるでしょう。
─ マインドフルネス・ネイティブ世代ですか。

川野　物心ついて小学生、中学生の頃から、メディ
アでもマインドフルネスという言葉や情報が流れ
てくるし、学校でも授業の最初に「呼吸に意識を向
けて 1 分間黙想してみよう」といった方法を取り
入れる先生が少しずつ出てきているようです。ス
マホ用の瞑想アプリも数多く開発され、誰でも気
軽に瞑想ができる時代ともいえるでしょう。
　こうしてマインドフルネス・ネイティブの世代
になってくると、先述のサリン事件の時にはまだ
生まれていませんから、それを言われてもあまり
ぴんとこないのです。だからこそ、また洗脳などと
いう間違った形でマインドフルネスとは似て非な
る手法が使われてしまうことのないよう、私たち
が声を大にして情報発信していかなければならな
いと思うのです。
　では、そんな新しくマインドフルネスや瞑想と
いったものに触れる人たちに、どのように気をつ
けてもらえばよいのでしょうか？実は、とても簡
単な原則を知っていただくだけなのです。「今こ
の瞬間の感覚ではないもの」に意識を向けさせる
ような瞑想法には注意をする必要があります。た
とえば、誰かのガイドに従って心の中でイメージ
をしたり、経典や教則本に書かれた言葉をひたす
ら頭の中で暗唱したりする瞑想です。たしかにこ
うした瞑想法は、時として大きな心の支えになり
ますし、実際にトラウマの治療や宗教的な修行の
現場でも用いられています。しかし使い方を間違
えれば、あるいは悪意を持って教える人がいれば、
意識変性状態に陥って非常に洗脳されやすい状態
を作り出す可能性もあります。妄想とか誘惑の世
界に逃げ込むという心理を作ってしまうことにも
つながりかねません。大切なことは、こうした瞑想
は止めておきましょうということではなく、上手
に活用しながらも、必ず今に意識を向けるタイプ
の瞑想、例えば呼吸瞑想、歩行瞑想、あるいは食べ
る瞑想といった、今まさに、リアルタイムに生じて
いる知覚刺激に意識を向ける瞑想をおこなってか
ら一連の瞑想実践を終えるということです。よく
マインドフルネスの分野では「呼吸は錨（いかり）」

いるように見えるが、心中は間違った信念を増幅
し続けてしまうかもれない。そうならないように
するためには、一定の枠組みが必要だったという
わけです。そのフレームワーク自体が、マインドフ
ルネスという概念のすばらしさなんです。
─ マインドフルネスはどのように活用する
のですか？
川野　私たち人間の心の奥底には「深層心理」とい
うものがあって、色々な物事に対して、自覚できな
いレベルでメンタルブロック（心の中の決めつけ
や偏見）がかかっています。小さい頃はいろんな遊
びを自分で考え出して、どんなことにも好奇心を
抱いて遊んでいたという人たちが、大人になると
なかなか新しいアイデアが湧かなくなってきたり
します。しかしこれは決してアイデアが湧かない
わけではなくて、アイデアが意識下に表れる前に
抑え込んでいるのだという考え方です。
もともとの心に、勝手に自分が作り出してしまっ
たバリアみたいなもの、メンタルブロックに対し
て、そのストッパーを解除してあげる方法がマイ
ンドフルネスや坐禅だったりします。
　作家の方が散歩をしているときに、ぱっと次の
作品のアイデアが出てくるという話はいたるとこ
ろで聞かれますが、これは理論的にも解釈しやす
い現象です。散歩の道すがら目にした景色、あるい
は足の裏の感覚、出入りする息のリズムなどに注
意を向けると、日ごろ外部から入って来る膨大な
量の情報に翻弄され、あれもしなきゃ、これもしな
きゃとフル稼働していた心の作用がいったん鎮ま
ります。こうして脳が情報処理というタスクから
解放された時に、心のブロックが外れ、何ものにも
束縛されない、自在なはたらきが生まれるのです。
─ 本日はありがとうございました。

（インタビュアー ： 吉田 就彦  本誌編集委員）

という表現をしますが、最後に呼吸瞑想を少しだ
け入れることによって、現実世界への錨をたぐり
寄せ、今を生きる自分自身に立ち返ることができ
るというわけです。
─ 最後に立ち返る。
川野　イメージの瞑想が持つ作用は強力ですし、
確かに役立つ場面も多々あります。これは患者さ
んによく使う方法なのですが、心地よい風景を心
の中で思い出すのです。海に行って、浜辺を歩いて
いた時に心地よかったなと思い出して、一度そこ
に避難することができるという手法です。しかし、
あまりイメージの世界に行くことばかりを続け
ていると、やがて現実に目を向けることをしなく
なってしまう可能性もあります。それこそネット
やゲームの世界に逃げ込むことを助長するのと同
じです。そこで必ず最後は、短い時間で結構ですか
ら呼吸瞑想や、あるいは足の裏が畳や床に接して
いるという感覚に意識を向ける、「グラウンディ
ング」などの瞑想で締めくくることを推奨してい
ます。
─ それがある意味、マインドフルネスを有効
に使うための鉄則というか。
川野　有効かつ安全にということです。
医者の立場では、治療の良し悪しを評価する際、有
効性だけでなく必ず安全性が担保されていること
が条件となります。マインドフルネスは、この 2 つ
の要件を兼ね備えているか確実にチェックできる
ように、単純かつ明快な定義を置いたところに大
きな価値があるのです。厳密に定義づけることに
よって、治療や健康法として成立するのか、それと
も逸脱しているのかが一目瞭然になる。これこそ
が、マインドフルネスを世界で初めて医療の世界
に応用し、数多くの研究からエビデンスを導き出
した、ジョン・カバット・ジン博士のすばらしい功
績なんです。
　何となく丁寧に暮らしましょう、何となく坐っ
て呼吸を感じましょうと言われたら、人によって
はそれまでの経験や過去の体験と紐づけて心の中
で妄想の世界を作り出し、はた目には坐禅をして
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佐々木 奘堂佐々木 奘堂  氏   氏 

臨済宗天正寺 住職 臨済宗天正寺 住職 

ギリシャ彫刻に禅を学んだ

禅とは何か

─ 禅とは何ですか。
佐々木　「禅とは、これこれの考えだ」とか「これこ
れの方法だ」などという仕方では捉えられないも
のです。私たち人間はすでに、言葉や考え、方法、目
的など、頭で考えた枠組みで捉える癖が染みつい
てしまっています。言葉も概念も、道具（ツール）な
わけですけど、道具に縛られてしまっているよう
な状態にすでに陥っていて、しかもそれに気づい
ていないままの場合が多いと思います。縛られて
しまっている現状を脱して、本来の活発な命の躍
動に触れて生きていこうとする道が禅であると言
えるかと思います。
─ ということは、禅というものは、まず道具に
とらわれた瞬間に禅ではなくなるみたいなことで
すか？
佐々木　例えばパソコンや電車、お金、あるいは言

葉でも、すべて道具と言えると思います。それらの
道具を私たちは、より良く生きるために使ってい
るわけです。道具を道具として、目的や使い方にか
なった方法で使っているのは良いことだと思いま
す。ですが、「人間が道具を使う」という主体的な
あり方でなく、道具に使われてしまっているような
状態に陥っているのは、本末転倒な悪い状態なわ
けです。そこから脱して、道具に使われる奴隷のよ
うな人生でなく、主人公としての人生を生きてい
こうというのが禅だと思います。

坐禅とは何か

─ その中で一番象徴的に、奘堂さんもおっ
しゃっている坐禅とは何ですか。
佐々木　今から約 40 年前に出版された『坐禅のす
すめ』（禅文化研究所）という本で、大森曹玄老師
が、「私どもは行住坐臥に腰を立てなければ真実
人体になりませんが、特に坐るときにはその点の
注意が肝要です。腰抜け坐禅は、絶対に禁物です」
と述べています。私たちは、普段から「腰が落ちて
いる」「腰抜け」の状態で生きている場合がほとん
どだと思います。いわゆる足を組んだ「坐禅」の姿
勢をしていても、「腰抜け坐禅」である場合がほと
んどだと思います。私は 30 年以上にわたり毎日坐
禅してきて、ますますそのことを痛感するようにな
りました。
　ですので、真の坐禅とは、「腰抜け」で主体性を
失った生きる姿勢を脱して、本当に主体的に生き
る姿勢、腰を据えて生きる姿勢だと思っています。
大森老師も「行住坐臥に腰を立てなければ」と述べ
ていますが、「行住坐臥」は、「歩いていても、立っ
ていても、坐っていても、寝ていても」という意味で
す。ですので、寝ていても腰を立てて生きる姿勢、
もちろん起きていても、何をしている場合でも、腰
を立てる姿勢で生きることで、常に「真実人体」、真
実の人間として生きる道が開けます。このように、
何をしている時でも、腰を据えた姿勢、真実の人体
を生きる姿勢が、「真の坐禅」であると思い、自分も

佐々木 奘堂
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　聖徳太子が作られた十七条憲法の第十条に、「人
皆心あり。心各々執するところあり」とあります。私
たち人間は誰でも「心」を持っていますが、心があ
るということは、「執（と）る」「執（しゅう）する」と
ころが、人それぞれで違うわけです。
　今の十条の続きで、「彼（かれ）是（ぜ）とすれば、
則ち、我非とす」。「是」は「正しい」という意味です。
他の人が「この考えは正しい」と思うことでも、私
から見たら、「非」、つまり「それは違う」と思うこ
とは普通にあるわけです。第十条の次の文は、「我
是とすれば、則ち、彼非とす」。私から見たら、「こ
れは正しい」と思うことでも、他の人から見たら

「非」、「違う」と思えるわけです。聖徳太子は今か
ら千四百年前に亡くなった方ですが、この人間の
あり方は、数千年前でも現代でも、今から数千年後
でも何も変わらない、人間の「心」の本質だと思い
ます。
　第十条は、「我必ずしも聖にあらず、彼必ずしも
愚にあらず、共にこれ凡夫のみ」と続きます。私が
聖人で絶対に正しいわけはないし、他の人が私よ
りも「愚か」で間違っているということもない。他人
も私もともに限界のある凡夫なわけです。ですが、
基本は自分の立場からしか物を見られないわけで
すから、自分の物の見方が、「是」「聖」であるよう
な癖に陥ってしまっているわけです。
　人はそれぞれ心があり、「自分が正しいと思え
てしまう癖に陥っている」という人間の限界を抜
け出ることは決してできないというのが、人間の

「心」の本質の問題だと思います。
　聖徳太子は憲法の第一条では、「人皆党あり」と
述べています。「党」、党派性ですね、これも人間が
誰でも持っている本質だと聖徳太子は見抜いてい
るのです。人間が二人いれば、それぞれ別の「党派」
のぶつかり合いになります。「仏教が正しい」とい
う党派を作っても、それも「我執」の延長であるわけ
です。仏教ではこれを「法執」と呼びますが、この我
執と党派性を決して抜け出ることができない、そう
いう次元で誰しも生きているという現実を踏まえ
て、聖徳太子は「和をもって貴し」というのです。

常に行じるよう心掛けていますし、人にも勧めて
共に行じています。
　私たちの宗派では「不断坐禅」と言いまして、横
になっていても、起きていても、何をしている時で
も坐禅の道を行じていくことを大事にしています。
　今、私が述べた「坐禅」は、一般に言われているの
とは違うかと思います。一般的には、「坐禅」という
と、ある特定の身体の姿勢や足の組み方であった
り、あるいは呼吸法や、瞑想法を指す場合が多いと
思います。あるいは、ある種の特別な心の状態、何
も考えない状態だとか、特別な集中状態だとか、そ
ういうものを目ざして、「坐禅」と呼んでいる場合
も世間では多いと思います。このような現代でも
普通に思われている「坐禅」は、今から千数百年前
の中国でも同じでした。そのようないわゆる坐禅
を、大転換したのが、中国で実際上の禅の大転換を
起した最初の師である六祖慧能という方です。こ
の六祖禅師の流れを、臨済禅師もさらに徹底させ
ています。六祖禅師や臨済禅師が大転換した禅、坐
禅が、今の日本にも、ほそぼそとではありますが伝
わっていますので、その火を絶やすことなく、伝え
ていければと思っています。
　今私が言った「腰抜けを脱して腰を立てて生き
る」は、言葉の説明だけでは伝えるのが難しいで
す。マニュアルに従ってできるようなものではない
からです。マニュアルや方法では届かない「真実人
体」を今生きようとする願い、志が本当に起こると
き、体の姿勢も変わります。このような体と心が一
つになった生きる姿勢としての坐禅を、具体的な
自分の体全体で、ともに行じていければと念願し
ています。

我執とは何か

─ 我執とは何ですか。
佐々木　私たち人間の普通のあり方が、「我執」な
のではないかと私は思っています。日本人で最初
に仏教を深く学ばれた方である聖徳太子は、この

「我執」の問題を実に深く見つめています。

　この第一条の「和をもって貴しとす」も、ともする
と、日本人は「和」が大事だから、「忖度して、人の
意見に反することは言わないように空気をよんで
生きろ」というように誤解されている場合が多い
かもしれません。聖徳太子はそうは言っていなく
て、人や集団（党）は必ず意見が異なり、自分（たち）
が正しいと思う傾向がなくならないからこそ、「和
をもって事を論じろ」と述べています。第一条と最
後の十七条で二回も「事を論じろ」と、人々が意見
を出して話し合うことを奨励しています。
　十七条憲法は 1400 年以上前のものですけど、
1400 年前も今も、あるいは今から 3000 年後も 5000
年後も変らない人間の本質を見すえたものだと思
います。
　聖徳太子は、仏教を深く学び、それを日常の現実
の中でいかに実践していくかと考えぬいた上で、
確信をもって、この十七条憲法という形で明文化
したわけです。これは現代の私たちやビジネスマ
ンが読んでも、生きることの根本の方針から見直
させてくれるような大事なものだと思います。

無心とは何か

─ 無心というのはどういうことですか。
佐々木　「無心」という何らかの心の状態みたいの
を思うと、すでに執らわれの心ですね。「無心」とい
う状態を目的に修行している時点ですでに執らわ
れているわけですし、「自分は無心になった」とか

「無心に近づいた」とか思っても、それ自体がひど
い執着の心なわけです。
─ 我執にとらわれている。
佐々木　我執の真っただ中で、「無心」にとらわれ
ていたり、「修行した」ことにとらわれていたり、
仏教にとらわれていたりだと思います。ですので、

「無心」というと、何らかの執らわれを生み出す場
合がほとんだと思います。
　臨済禅師なども、活きて働く心、活溌溌なあり方
は重要視していて繰り返し説いていまして、その
ような活き活きと働く心すなわち「無心」という主

体的な姿勢を生きるなら良いのですが、誤解され
やすい言葉ですので、臨済禅師も「無心」という言
葉は使っていないようです。
─ そうなんですね。僕らは、にわか知識なの
で、禅というのは無心と強く関係しているような
気がするのです。
佐々木　禅を外から見た一般のイメージではそう
なのでしょうね。「無になる」とかもよくあるイメー
ジですね。
─ ええ。それはやっぱり違うのですか。
佐々木　「無になった」みたいな何らかの状態や体
験をイメージする場合が多いと思うのですが、た
だの執着の一つである場合がほとんどですね。た
まに寺に、「俺は無になった体験をした（から悟っ
た）」などと言う人が来ることがあるのですが、そ
の人が何らかの体験をしたのは事実なのでしょう
けど、「それで俺は他の人間よりも勝れた人間に
なった」と思っていたら、ちょっと変な感じがしま
すよね。例えば、これこれの社会的貢献をして、こ
のような地位を得たとか賞をもらったという自慢
でしたら、こちらも「その点はすごいですね」と素
直に思うこともできますが、「無になった自慢」を
されて、どう応対してよいかわからないことがたま
にあります。
　その本人が、「無心の境地を俺は体験した」とか

「これが悟りの体験だ」などと本気で思い込んでい
ますので、他の人が何を言っても、「俺はこんなす
ごい体験をしすごい人間であるのに、相手が劣っ
ているからそれを認めてくれないのだ」と思えて
いる場合があります。聖徳太子が第十条で書いて
いるように、「自分が是、相手は非」と極端に強く思
いこんでしまっているのを、自分では「悟り」と思っ
ている場合があります。
　自分一人で修行していると、抜け出ることが難
しい問題ですので、禅や仏教を学ぶには「師」が必
要だとされているのです。六祖慧能禅師や臨済禅
師などの言葉でも、自分自身に投げかけられた痛
切な言葉、活きた言葉として聞く場合には、「活き
た師に参ずる」ことが起こり得ると思います。これ
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ドン・ジョヴァンニという作品自体に、通常の価値
観をひっくり返す次元の大事なものがあると確信
するようになりました。ゲーテは、モーツァルトが
死んでこの次元の作品が作られる希望は全く無く
なったと書いていますし、キルケゴールは、この作
品には「すべての美がここにある」などと最大の讃
辞を送っています。
　仏教や禅との関連で言えば、例えば臨済禅師の
言葉でも、一番古いお経の言葉に記されたお釈迦
さまの言葉でも、私たちが普通に理解し生きてい
るような次元を完全にひっくりかえすような迫力
と恵みに満ちているのですが、私たちは「仏教・禅
の考え、方法は何だろう」というこちらのちっぽけ
なあり方で読んだり実践したりするだけなので、
仏教も禅もごくごく上っ面しか見えないわけで
す。実は臨済禅師の言葉でも、私の存在、ちっぽけ
な自分の世界を根本からひっくり返すような迫力
と恵みに満ちているものなのかと、ほんの少し気
づけるようになってきたように思うのですが、この
ような私の最初の体験がドン・ジョヴァンニに触
れたことでした。お釈迦さまや臨済禅師の言葉も
ドン・ジョヴァンニも、「理解した」と絶対に言えな
い次元のものがあり、その新鮮さに常に触れるこ
とで、私たちの人生も活きたものになる可能性が
開かれるように思います。真のアートの力、真の宗
教の力に触れることは本当に大事だと思います。

なぜフィディアスか

佐々木　あともう一つ、私がいかに生きるかの問
題に決定的な影響を与えてくれたのは、パルテノ
ン神殿を作ったフィディアスという人の彫刻で
す。フィディアスは紀元前５世紀の彫刻家で、「世
界七不思議」の一つに数えられるオリンピアのゼ
ウス像など、本当に素晴らしい作品を数多く作っ
た彫刻家です。ゲーテ、ロダン、ロマン・ロランなど
もフィディアスのことを絶賛しています。ちなみに

「フェイディアス」と表記されることもありますが、
ここに挙げた全員が Phidias と綴っていますし、西

も自分一人で本を読むだけでは、ただ知識が増え
るだけで、「活きた言葉」と聞こえてくるのは難し
いですから、実際に禅を本当に生きている師に参
ずることは大事だと思います。

なぜドン・ジョバンニか

─ モーツァルトの歌劇ドン・ジョヴァンニに
傾倒されているそうですが、何でドン・ジョヴァン
ニなんですか。
佐々木　これは私の趣味で、別に仏教や禅と直接
につながるわけではないのですが、それでも私の
人生に決定的な影響を与えてくれたのが歌劇ド
ン・ジョヴァンでした。普通の人間が頭で考えて
作ったものをはるかに越えた迫力、とほうもない迫
力に、私が人生で初めて触れた体験をさせてくれ
たのがこのオペラでした。
─ 迫力ですか。
佐々木　普通に生きていると私ら、「こちらのほう
が得だ」とか「こうしたほうが人から高く評価され
る」「俺はこれが正しいかなと思う」というような
次元で生きていると思うのですけど、このオペラ
には、そういう次元を全部ぶっつぶすような力が
あると思います。
─ あのオペラにですか。
佐々木　そうです。ドン・ジョヴァンニだけにある
と言ってもいいぐらいだと思います。
─ だけにあるんですか。
佐々木　このオペラ「だけ」にあると言うと、言い
過ぎなのかもしれませんが、自分のちっぽけな価
値観・世界観では全く届かない重大なものがある
と私に気づかせてくれるものは、音楽ではドン・
ジョヴァンニだけですね。今から 21 年前に初めて
ドン・ジョヴァンニを見て、それから 20 回以上もオ
ペラ座で見て、CD や動画でも繰り返し見ている
のですが、いつも新たに感激します。これほど尋常
でなく心が揺さぶられるのは、どういうことなのか
なと私自身思っていたのですが、ゲーテやキルケ
ゴールも、同様のことを語っていることを知って、

田幾多郎や高村光太郎も「フィディアス」と綴って
いますので、私もそう呼んでいます。
─ それは今大英博物館にあるんですか。
佐々木　フィディアスの作品は、ほとんどすべて
破壊されて残っている作品は 10 体もないですが、
そのほとんどが大英博物館、他の数体がアテネに
あります。
　私が仏教や禅をいかに学び行じていくか、特に

「いかに坐禅するか」で、一番大事なことを教えて
くれたのはフィディアスの彫刻です。
─ まさに坐禅の坐り方をそれにインスパイア
されたということをお書きになっていますね。
佐々木　正にアートの力ですね。初めて見たのは
今から 21 年前の 2000 年 7 月で、初めからメチャ
クチャ感激したわけではなく、「何かすごいなー」
くらいに思っていたのですが、それ以降、ほぼ毎
年、フィディアスの作品を見るためにロンドンかア
テネに行って、できるだけ長く見ています。
　見れば見るほど感激が深まっていきますし、ま
た私自身の「坐禅」の探求が深まるにつれ感激・
ショックも大きくなっていきました。今から十数年
前に、ロンドンでフィディアス作のディオニュソス
像を見ていた時、私は、自分がこれまで 20 年以上
してきた坐禅が、完全に間違った姿勢、死んだ姿勢
であることをはっきり悟りました。フィディアス作
のディオニュソス像は、石でできているのに、本当
に活き活きと躍動しているのです。それに比べて
私自身の姿勢も、またその場に坐ったり立ったりし
ている人たちも、いちおう生きているから血は通り
呼吸もしてはいるのですが、ディオニュソスに比
べると、ほとんど「死んでいる」のです。
　「石なのにフィディアスの作品は生きている、い
ちおう生きているのに私ら人間は死んでいる、こ
れは何事か！」というのが私の人生で最も痛切な
体験になりました。「お前は、生命の息吹を吹き込
まれた生きた人間であるはずなのに、せっかくの
命を無駄にして死んでいるとは何事か！」とフィ
ディアスの彫刻の前に出るたびに痛切な叱責と励
ましを受けています。

　「考える人」で有名な彫刻家のロダンは、フィ
ディアスのような彫刻家は永遠に出ないと言い、
遺言で「フィディアスを愛しましょう」と述べてい
ます。ゲーテは、「有り金をすべて使ってでも、なけ
れば借金をしてでも大英博物館に行き、フィディ
アスの作品の前で、できるだけ長く過ごせ」と書い
ています。そこで最も一生懸命に学べ、と。「学べ」
と言っても本を読んで勉強しろという意味ではな
く、フィディアスの作品を自分の目で真剣に見ろと
いうことです。
　私には、ロダンの遺言やゲーテの言葉が実によ
く身に沁みます。フィディアスの作品の前に出たと
きに本当に、自分が腰抜けであることを叱責され、
生命の大きな息吹きを無駄にせず生きるよう励ま
されるからです。それでゲーテの言葉を文字通り
実践しようと、行ける限りは毎年十日ほどはロンド
ンかアテネでフィディアス作の彫刻の前ですごく
ことに決めました。これほど私を真剣に修行させ
てくれる場所は他にないからです。
─ ほんとですか。
佐々木　さきほど坐禅のことを話した際に、大森
老師の「行住坐臥に腰を立てなければ真実人体に
なりません」という言葉を引用しましたが、「何を
している時でも腰を立てた真実の人体」が何かを
私に教えてくれたのは、フィディアス作のディオ
ニュソスです。あれを見ていなかったら、何万時間
自分で必死に坐禅しても、いくら仏像などの彫刻
を見ても、自分が腰抜けであることすら気づかず
に一生を終えたと自信をもって言えます。
　日本を代表する最高の彫刻家である運慶が、も
しフィディアスの作品を見たら、大きな啓示を受
けたのではないかと思います。運慶の場合でした
ら、その時代の日本の僧侶の姿勢をモデルに彫刻
を作っていますし、実に素晴らしい彫刻作品なの
ですが、そのモデルの姿勢の限界があると思いま
す。何らかの歪んだ癖や、作意・造作の姿勢です。
フィディアスの彫刻では、東洋・西洋などの枠を超
えた真実人体が現に活きた形になっているように
私には思えています。
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ど、私としては、東洋も西洋も、仏教もキリスト教
も関係なく、フィディアスの作品から、「お前は、生
命の息吹を無駄にして、腰抜けの死んだ人生を歩
んでいるとは何事か！　活きた人間と腰を立てて
生きる道があるんだ。腰抜けを脱して歩め！」と叱
責・励ましを受けて、これを私自身生き、人にも伝
えようとしているだけなのです。
　ゲーテの言葉も、「土くれでなく真の活きた人間
になれ」と受け取るなら、特に対立するものを私は
感じないのですが。ゲーテは、別のところで、「（フィ
ディアスの作品のような）真の芸術作品を自分の
目で真剣に見ると、自分の思考も感覚も想像力も
全く届かないことにぶつかるだろう。自分をすべ
て投げ出すしかなくなる。その体験の中で本当の
自分に高めてくれる」というようなことを書いてい
ます。私もまさにこの体験をしまして、フィディア
ス作ディオニュソスを間近で何十時間も見て、自
分の作為では届かないものにぶつかって、初めて

「腰が立つ」が何か少しわかり実現する道が開けた
のです。
　私が高校生の時に課題図書で読んだロマン・ロ
ラン著の『ベートーヴェンの生涯』という本に、「諸
君がみずから意識しないときですら諸君は古代の
諸彫刻作品の石の心臓に眠っている息を吸い込ん
でいるではないか。フィディアスの感覚と理性と
生命の火との調和を吸い込んでいるではないか」
と書いてあるのですが、私はフィディアスの作品
から湧き出る生命の息・火を吸って初めて活きた
人間となる道に出会いました。
　東洋の人で言えば、日本を代表する哲学者であ
る西田幾多郎は、「フィディヤスの鑿の尖（さき）
から流れ出づるものは、過去の過去から彼の肉体
の中に流れ来った生命の流れである。…そこに
は生命の大なる気息がある」と書いています。私に

「生命の大なる気息」を吹き込んでくれたのはフィ
ディアスの作品ですので、西田幾多郎の言葉はま
さに私自身の体験です。ですので、東洋か西洋か
という問題より、はるかに根本の「生命の大なる気
息」の問題がここにあるように思います。

─ おそらくゲーテの言葉だと思うんですけ
ど、「人間の姿形に魂を吹き込むことによって人間
を人間以上に高め」というふうに書いてあって、こ
れは僕の浅い考えでいくと、禅とぶつかるのじゃ
ないかと思ったのですが。それは禅とぶつかって
もいいんですか。
佐々木　ゲーテは、フィディアスの作品（オリンピ
アのゼウス像）は、命の息吹きを吹き込んでくれ
て、人間を神に高めてくれる、というようなことを
書いていますね。私としては、「人間を神にしてく
れる」というより、人間の姿形をしたこの土・物の塊

（私たちの肉体）に、本当に生命の息吹を吹き込ん
でくれたのはフィディアスの作品だったと私自身
が体験していますので、ゲーテの言葉は本当に心
に沁みます。
　吉田さんは、「禅とぶつかる」「禅と対立する」
と感じられたわけですか？
─ 何で僕が禅と対立していると思ったかとい
うと、西洋的な哲学というか、西洋的な考え方に人
間と自然との対立のようなものがすごく感じられ
て、それで人間を人間以上ということなので、要す
るに違うもの、これは西洋ですから神の概念かと
思うんですけれども、それが人間を高みに上げる
というか、そんなようなことを表現している言葉
だと思ったのです。なので、禅なり、仏教になるか
もしれませんが、すべてはここにあるという教え、
すべては本来ある姿だけなのにと。それがぶつか
るのかなと思ったわけです。
佐々木　神の概念を言うか言わないかとか、東洋・
西洋などという概念を言い出すと、また難しい二
元論に陥った議論になる気がするのですが。
─ それがあるのだけども、実はないみたいな
ことというのが、禅なり、仏教の教えかなと思った
ときに、実はすごく西洋的な表現だったので違和
感があったのですけど、その意味で、僕の言葉で言
う、禅と認識がぶつかるというのはそういう意味
なんですけどそうではないのですか。
佐々木　「禅の認識」や「ある・ない」の話になると、
私には難しすぎて、よくわからなくなるのですけ

─ 東洋と西洋という前に本当の人間ですか。
佐々木　はい。
─ なるほど。
佐々木　「自然」のことを先ほど言われましたが、私
たちが普通に考えると、「ありのままでいい」とい
う自然か、「造作する」かの二元論にどうしてもなっ
てしまいがちですが、フィディアスの作品にはそれ
を超えた次元が開かれているように思います。
　ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時
代』という長編小説の終わりのほうに格言集みた
いなのがあるのですが、そこでゲーテは、フィディ
アスが現れ出なかったら永久にこの世に存在しな
かったような美しさがあると書いています。アー
ト自身に、それまでの自然では存在していなかっ
た次元の美しさを生み出す力があるのだ、と。フィ
ディアスは人間のモデルを目で見て作ったもの
を越えて、心の目で見てオリンピアのゼウス像を
作ったのだ、と。
─ それ、ゲーテが書いたのですか？
佐々木　はい。ゲーテ自身は、フィディアスの作品
を直接には見ていなくて、画家に描いてもらった
ものを繰り返し見たり、フィディアス作の馬の像の
コピーを見たくらいです。ゲーテ自身も、心の目で
見たのでしょうね。フィディアス作の馬のコピーを
見て、「フィディアスは根源の馬を創ったのであ
る。最高の詩の心と現実の感覚が見事に一致した
作品だ」と書いています。
　自然に存在する以上の大事な何か、そのような
生命の息吹がこの世界に働いている、このことを
人間に知らせてくれたのが、私にとってはフィディ
アスとお釈迦さまで、私にとっては命の恩人なの
です。お二人は実は時代が重なります。
─ そうなんですか。
佐々木　はい。フィディアスは紀元前 430 年代に
パルテノン神殿を作ったとか、その後にオリンピア
でゼウス像を作ったとか、ある程度時代が確定で
きます。お釈迦さまは学者により説が違いますが、
　例えば中村元先生の説だと、フィディアスと重
なります。

　「フィディアスが宗教に新たな何かを加えた」と
今から約二千年前の文書に記されていますし、こ
のお二人は、全く想像もできなかったような新た
な宗教の次元を開いてくれた方だと私はその恵み
を受けています。しいて言葉にすると、「人間はた
だの土くれでなく、活きた人間として腰を立てて
生きられるのだ」という生命の大いなる息吹を吹
き込んでくれたと思います。
　私は、その叱責と恵みを受けて今生きています
し、これを人にも伝え、ともに生きていければと念
願しています。
─ 僕も大英博物館に 3 度ぐらい行ったので
すが、うっかりしていたな。
佐々木　こちらの生きる姿勢が真剣になればなる
ほど、全く違った姿・迫力でせまってきますよ。私
自身、機会があれば常に、お釈迦さまの言葉とフィ
ディアス作の彫刻から生命の大なる息吹きを受け
て、人とともに、行住坐臥に腰を立て真実人体を生
きていければと思っています。
─ 本日はありがとうございました。

（インタビュアー ： 吉田 就彦  本誌編集委員）
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InterviewInterview        

藤田 一照藤田 一照  氏   氏 

曹洞宗 僧侶曹洞宗 僧侶

禅とは愉快に生きること

ホライズンの深い意味

藤田　この雑誌の名前に「ホライズン」、つまり地
平線って言葉がありますよね。地平線というのは
とても面白い特性があるんです。地平線は決まっ
た場所に固定的にあるわけじゃありません。その
証拠にさっきまで地平線だった所まで行くとそこ
はもう地平線ではなくなっちゃいます。そこに立つ
とまた遠く向こうに地平線ができています。だか
ら、地平線はあるけど絶対さわれないようになっ
ているんです。それを見ている人との関係ではじ
めて生まれるので、こちらの立ち位置とセットに
なっているんです。それともう一つ、地平線は世界
の終わり、果てなのではなくて、ここからはまだ見
えないけどそこからさらに先があることを暗示し
ているんです。これってとても面白いことだと思う
んですよ。
　僕は既知と未知の境目とか「間（あわい）」と言っ
ているんですが、既に知っている世界と未だ知ら

ない世界の境のことです。既に知っている世界と
いうのは、実は知っているつもりになっているだけ
なんです。知らない世界のことが勘定に入ってい
ないんですから、全部じゃないし、確実なんかじゃ
ない。ホライズンはいわばフロンティアだから、そ
の先は人の手の入っていない未知の世界で、名前
も付けられてないし、自分の思いどおりにもならな
い。怖いといえば怖いですけど、なんかワクワクす
るものを秘めている。何が自分をワクワクさせて
いるのかはっきりとは分からないけど。そこは危険
な場所でもあるわけですが、そういうものをちゃん
と意識しているかどうかというのは、すごく大事だ
と思います。
　そういう未知の世界は遠い向こうにあるだけ
じゃなくて、自分の足元にもあるんです。僕は、そ
れを「存在の深淵」と言っているのですが、僕らの
存在自体が深淵なのに、なんだかもう分かったつ
もりになっていはしないか。自分のことなんかもう
わかっていると思っているけど、実は自分の脚下
に恐ろしいほどの深淵があるんですよ。だから「自
己の深淵をのぞけ」ということを最近いろんな機
会に言っているのです。
　意識には必ずホライズンがあるんです。僕らは
意識の地平線の手前の見える範囲だけが世界だと
思っているのですが、実はそんなものは思い込み
でしかない。実は見ることはできないけれど、ホラ
イズンの向こうにある無限で未知なるものに接し
た状態で僕らはいつも生きているわけです。それ
を忘れると夢の中で生きているような意識の内閉
状態に陥ることになります。ここから活き活きと
醒めて存在の深淵に触れて生きることが禅の眼目
じゃないでしょうか。安全圏の中に眠り込むなとい
う強いメッセージがあるんです。

初心者の心には可能性がある

　道元さんの書いたものの中に何必（かひつ）＝
「何ぞ必ずしも」という熟語があります。スティー
ブ・ジョブズも縁があったサンフランシスコ禅セン

藤田 一照  

ふじた・いっしょう

曹洞宗 僧侶

1954年、愛媛県生まれ。東京大学教育学部教

育心理学科を経て、大学院で発達心理学を専攻。
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得度。33 歳で渡米。以来、マサチューセッツ州

ヴァレー禅堂で坐禅を指導する。2005年に帰国し

現在も、坐禅の研究・指導にあたっている。2010

年より2018年まで曹洞宗国際センター所長。著

作に『現代坐禅講義 – 只管打坐への道』、共著に

『アップデートする仏教』、『安泰寺禅僧対談 』、『禅

の教室』、訳書に『禅への鍵』『法華経の省察』、『禅

マインド　ビギナーズ・マインド２』など。
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行なんかいらないみたいな浅い理解の人もいたで
しょうが、本当の求道心を持っている人は、経典に
本来成仏と書いているけど、この俺はどう見ても
仏じゃないと正直に、本来性と現実性とのギャッ
プを自分の問題として引き受けるわけです。本来
性にあぐらもかけないし、現実性に妥協もできな
いという人が一定数いるわけです。経典に書いて
いることと現実のつじつまが合わないじゃないか
ということを無視できない。その答えは自分が学
んだ天台宗の教学にあったのでしょうけど、道元
さんは腹の底から得心ができないわけです。得心
するためには本場の中国に行くしかないというこ
とで命懸けで行かれたのです。
　しかし、中国でいろんな有名な僧侶たちに会っ
たけど、自分を納得させる人がいないわけです。そ
れで、もうあきらめて帰る直前に、最近天童山とい
う所に素晴らしい老師が来たんで行ってみたら
どうだと言われて行ったら、見た途端にこの人こ
そ自分の師だと確信するような出会いがあったの
です。その如浄さんの所に 2 年ぐらいいて、日本に
帰ってきたんです。
　日本に帰ったときに道元さんが何と言ったかと
いうと、自分は空っぽの手で、つまり手ぶらで帰っ
てきた。経典とか法具といったお土産のようなも
のはなにもない。目は横に付き鼻は縦に付いてい
るという当たり前のことが素晴らしいと本当に分
かったので、もう人にはだまされないと言ったので
す。人というのは、多分、他人だけじゃなくて自分
も入っていると思います。もう自分の幻想にも騙さ
れない。
　悟りを開くというのはゴールに到達したのでは
なく、修行の方向性がはっきり分かったというこ
と。「大事了畢」と表現されているのですが、それ
は修行が終わったのではなく、これからどういう
ふうに修行していけばいいかが分かった、成仏し
ているからこそ修行するのだということが得心で
きたのです。もう迷いなく、心置きなく修行ができ
る出発点にやっと立てたということです。未知の
深淵に向かってどこまでも掘り下げていくという

ターの創設者の鈴木俊隆さんという曹洞宗のお坊
さんが、それを not always so と訳してます。「必
ずしもいつもそうであるとは限らない」と僕は訳し
ましたけど、これなんか意識のホライズンを自覚
した言葉の一つじゃないかと思うんですよ。有名
な『禅マインド ビギナーズ・マインド』という鈴木
老師の講話集のタイトルになっている「ビギナー
ズ・マインド」はまさにホライズンの向こうを忘れ
ないで、深淵をいつものぞいているマインドのこと
です。
　ビギナーズ・マインドは初心者の心という意味で
す。鈴木老師は、その講話集の最初に、「エキスパー
トの心にはほとんど可能性がないが、初心者の心
には可能性があふれている」と言って、初心者の心
を保ち続けることの大切さを強調しています。
　アメリカというのは、誰もが何かのエキスパート
にならなきゃ駄目というプレッシャーが強い文化
だと思います。だから Ph.D. から始まって何の分野
でも専門家の資格を設けるわけです。そしてその
ためにはこれだけのカリキュラムをこなさなけれ
ばいけないという決まりが作られます。逆に言う
と、これこれしかじかの条件を満たせば資格をも
らえる仕組みになっているわけです。
　知識の量とかスキルの高さとか経験年数とか、みんな数値で
測れるものを基準に専門家かどうかが判定されます。そういう
価値観が優勢な社会において、鈴木老師は初心者こそ素晴らし
いとまったく逆のことを禅のエッセンスとして教えたのです。
　何年坐禅をやっていても、いつも初心で坐ると
いうことこそが禅では大事なんだと。それは、安全
な既知の場所に居着かず、いつもホライズンの向
こうに一歩足を踏み出して未知なるものに触れて
いけということでしょう。「百尺竿灯に一歩を進む」
という禅語の言う通りです。
　道元さんは、経典には「本来成仏」と書いてある
けど、もともと悟っているのなら、なんで今まで仏
や祖師たちはわざわざ発心して、苦労して修行し
て、改めて悟りを開いたのかという疑問を抱き、そ
の答えを求めて中国まで行ったわけです。当時は、
もう悟っているんだから何をしてもいいんだ、修

生き方のねらいがはっきりした。
　この感じがすごくいいと僕は思うのです。なぜ
ならゴールに到達したと思った途端に、ホライズ
ンが消えちゃうわけです。ホライズンを征服したと
思ったら道はそこで終わりなので。深淵はまだそ
こあるのに。深淵には、コツンと行き着くような底
がないんです。無底の深淵。
　普通、僕らは早く底に届きたがるんだけど、道元
さんは底がないことにワクワクしてるんですよ。自
分がこうして生きているってことが無限の謎であ
り、よく分からないことを恥とか恐怖に感じるので
はなくて、自分を激励してくれていると感じたん
じゃないですかね。「仏道をならふといふは、自己
をならふなり」ってすごいことを言ってます。そし
てそれはワクワクする未知の探究のはずです。だ
から僕のテーマ、キーワードは愉快なんです。
　修行というのは本当は愉快な学びのことです。
それを悟って人生を愉快に生きられたら、悪魔は
困るんです。籠絡する手がかりがなくなっちゃう
から。木の下に坐るまでのブッダは当時のインド
で実践されていた瞑想法とか苦行法を一生懸命修
行したわけです。その時には悪魔はまだ出てこな
い。この二つを徹底的にやったけど、結局はそれを
放棄して菩提樹の下に坐った時、初めて悪魔が出
てきてその邪魔をしようとしたのです。
　なぜかというと、ブッダが愉快に生きる道を見
つけそうになったからです。ブッダは悩みの解決
を目指して、瞑想や苦行の先生からやり方、メソッ
ドを学んで、それを習得して目標に到達するた
めに人一倍努力したわけです。そういうマインド
セットには必ずあらかじめ到達点があります。この
方法を実行したらこういう結果が得られるという
ことが最初から前提されているわけです。それは
既知のインストラクションをどれだけ忠実にこな
すかという話です。長年試されて効果が保証され
ている技法が確立していて、それをちゃんとやっ
たらその技法が約束してくれているゴールにたど
り着ける、いわゆるテクノロジー的な思考です。こ
うしたら十中八九こうなるよということが既に想

定されているわけです。
　僕らは本能的に、そういうものを欲しがるように
なっているんですね。人間はそうやってずっと生
き延びてきましたから。誰かが転がっている木の
枝で獲物を殴ったら、いつもみたいにひっかかれ
ずにうまく仕留められた。それを他の誰かが真似
してそのやり方が広がっていく。そのうち頭のい
いやつがいて、もっと硬い材質のものを探したり、
先を尖らせて刺すようにして、弓矢を作るという
ふうに工夫をどんどんやるわけです。それがけっ
きょくミサイルにまでなっちゃう。文明の進歩とい
うやつです。
　禅はそうではなくて初心でいることに価値を置
くわけですから、カウンター（対抗）と言えばもろ
にカウンターカルチャーです。だからわれわれの
坐禅は初心の稽古で、熟練とか進歩を目指しちゃ
いけないんです。ブッダが 2600 年前に坐ったのと
同じことをやる。曹洞宗では 30 年やろうが 40 年
やろうが、初めて坐ったときのように初心（うぶ）に
ドキドキハラハラして坐れというような言い方が
あるくらいです。何年やってもこれでいいんだろう
かという感じで、すごろくみたいにあがりがない。
いつまでたっても深淵に臨んだときのような、未知
との遭遇です。
　樹下に打坐したブッダに悪魔が現れたのは、思
い通りに身心をコントロールする技術を習得する
のではなく、いつでも初心で生きること、未来に設
定された理想を追いかけるのではなく今目の前に
ある深淵に初心で出会うというのが愉快な人生を
生きるコツだと悟られたら困るからです。目の前に
餌をぶら下げて操れなくなるからです。僕は愉快
を楽しとは区別していて、楽しいのほうは、何々だ
から楽しいというそのための条件が必要なんです
けど、愉快は存在していること自体が無条件に愉
しいということなんです。

禅とはなにか？

─ 禅とはなんですか。
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たような必死な顔をして頑張っていました。
　ところが、95 年の震災の直後で、オウム真理教に
警察の手が入る直前ぐらいのときに、ベトナム出身
の禅僧ティクナットハン師が日本に来られました。
アメリカから招聘されて師の通訳したんですが、あ
る機会に彼から「Issho,smile. Our practice should 
be enjoyable.」と言われたんです。「そんな苦しそ
うな顔をしてはいけませんよ。微笑みなさい。われ
われの修行は、愉快なものじゃなきゃいけないよ」
というふうなアドヴァイスをいただいたんです。な
んだかふっと肩の力が抜けた気がしました。
　そのころは、僕がちょうど 40 歳を超えた頃で、そ
の辺から僕の修行観が変わっていったんです。ガ
ンバリズムから愉しい修行へと。
　僕は最初から今言っているような考え方で修行
をやってたわけじゃなく、とてもゴールオリエン
テッドな人間で、なんであれ人より早く目標を達
成しようと、全てを犠牲にしてというほどじゃない
けど、とにかく一生懸命頑張るという傾向が強く
あったんです。
　でも先を目指していると途中が愉しめないで
しょ。先というのは場所はここではないし、時間も
今じゃない。常に今ではない未来、ここではないど
こかを目指していた。でも実際に僕が出会ってい
るのは今ここだけですよね。それなのに、心は他所
を見ているわけです。本当にある今ここの豊かさ、
深さをいつも取り逃がしていたんです。
─ 心が先を見てると、今が愉しめない。
藤田　愉しめないです。先へ先へと急いでますか
らね。頂上を征服するために山を登るのと麓も中
腹も山の全部を愉しみながら山を登るのとでは、
同じ山を登るのでも大違いです。田んぼの中を
ゆっくり走る一両列車がどうして人気があるの
か。出張だったら新幹線でも遅いくらいでしょう
が、愉しむのだったらそういうのろいのがいい。レ
トロな一両列車の中から菜の花畑をゆっくり愉し
む。そういうタイプの修行に僕は路線を切り替え
中なんです。

藤田　禅とは、今言った意味で、どんなときにも愉
快に生きることです。生きていることそのものが心
の底から愉快。それはもう生老病死といった思い
通りにならないことも全部含めて愉快なことにす
る。正岡子規が、「悟りといふ事は如何なる場合に
も平気で死ぬる事かと思つて居たのは間違ひで、
悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きてい
る事であつた。」と、『病牀六尺』かなんかに書いて
ありました。あれと似ているかもしれないです。何
があっても大丈夫。僕がやっているスラックライン
という綱渡りみたいに、落ちても愉快、落ちて上が
るのも愉快、落ちずに歩けても愉快ということで
す。何があっても愉快。
　その愉快は、普通でいう愉快じゃなくて、悪魔が
困るような愉快という意味の愉快なんです。それ
が涅槃ということじゃないかと思っています。死ん
でからの涅槃じゃなくて、今生きているここが涅
槃の世界であり、浄土であるように生きるのが禅
じゃないですかね。
　単なる楽しさよりもさらに存在の深いところ、
深淵から湧き上がってくる恵のような悦びなんで
す。仏教は人生は苦しみだなんてことを言うネガ
ティブなイメージがありますよね。それは違うので
はないか。ブッダは当時最も幸せに、愉快に生きて
いた人だと僕は思っているので、そういうイメージ
は払拭したいです。
─ 苦行みたいなイメージですか。
藤田　ブッダが苦行を放棄して生まれたのが仏
教のはずなんですけどね。樹下に打坐するまでは
不愉快な人だったけど、樹下で成道した後は人生
を愉快に生き切った人というのが僕のブッダのイ
メージなんです。だから、ブッダは、どうすれば愉
快な生き方が見つかるかを教えたのであり、一番
愉快に生きた人の実例がブッダであったと思って
います。
　僕自身にもそういう転機みたいなものがありま
した。禅の修行を始めたのは 30 歳ちょっと前の
ことでスタートが遅かったので焦りもあったので
しょうね。早く成果を出したくて苦虫をかみつぶし

坐禅とはなにか？

─ 坐禅とはなんですか。
藤田　坐禅とは何かと聞かれても、坐禅は坐禅と
しか言いようがないです。他の言葉で言い換えた
ら、坐禅の一部には触れることができるかもしれ
ないけど、いくらうまく言っても、坐禅のトータリ
ティーは言い換えではカバーしきれません。どう
したって坐禅の矮小化や限定化が起きてしまいま
す。だから、坐禅は坐禅だと言うしかないというの
が一番いい定義です。
　そこを押さえておいてから、これまで言ってき
たことに絡めて敢えて「坐禅は帰家穏坐である」
と言ってみます。坐禅は本当の家（真実の自己）に
帰って、そこに落ち着くこと、という意味です。本
当の家に帰ってくると何が見つかるかというと、ま
ず、僕の体が大地に支えられていることなんです。
当たり前じゃんと言われそうですが、そんなこと普
段は気にも止めてないですよね。すっかり忘れて
いる。それをはたと思い出して、新鮮に大地との調
和の取れた出会い方を探究し、愉しむ。それが調身
です。それから、これも当たり前ですが、自分の体
に大気が出入りしている。それを思い出して、改め
て大気と僕の調和の取れたつながり方を探究し、
それを愉しむ。これが調息。そしてわれわれの経
験は、目・耳・鼻・舌・身・意という感覚機能を通して
やってくる音や光、味、におい、身体感覚、思考の起
滅という六感の組み合わせでできていますが、あ
たらためてこれら六感との調和的関係を探究し、
愉しむのが調心です。要するに、坐禅は生かされて
生きている自己の正体（本当のありよう）を徹底的
に愉しむ至福の時間なのです。
　坐禅のときは、もっと見ようとかもっと聞こうと
かして目や耳といった感覚器官をエゴのために使
わないようにします。エゴのために使うと感覚器
官は必然的に収縮し緊張します。でも坐禅のとき
は、何かをキョロキョロ探すキツイ目ではなくて、
ただやってくる光を迎え入れるくつろいだ目にな
ります。耳も誰かが俺の悪口言っているんじゃな

いかと聞き耳を立てるのではなくて、耳をリラック
スさせてやってくる音をそのまま迎え入れるだけ
です。そのまま、というのは言葉で意味づけたり、
概念化しないでナマの音が聞こえてくるままにし
ておくということです。
　坐禅はそうやって、大地とのつながり、大気との
つながり、感覚刺激とのつながりの調和を刻々愉
しんでいる姿です。これはプールの中で水との愉
しい出会い方を学んでいるようなものです。プー
ルというのは底もちゃんと見えるし、波もたって
いないし、指導員や監視員もいるから安心して泳
ぐ練習がじっくりできる条件が揃っている場所で
す。だけど、最終的には海や川や池という、不確定
要素がいっぱいあるもっと複雑で予測のつかない
場所でも愉しく泳げるようになるのが目的ですよ
ね。人生はそういう海や川みたいなものです。坐禅
をするのは、まずは坐禅堂のようなちゃんと条件
が調えられているところで、自己として存在して
いることの愉しみ方の基本を学び、最終的にはい
つでも愉快でいられるようになるためです。常時
坐禅というのが坐禅の方向性なんです。

我執とはなにか？

─ 我執とはなんですか。
藤田　我執とは、そこにないものを欲しがること
ですね。我（エゴ）って思っているだけで実際には
そういうものはないんですよ。執が我なんです。何
かを執着している者があると思っている僕の思考
の中にしかないのに、その本当にはない我を良く
しようとか強くしようというのはまさに我執（我と
いう執）です。あと、無理やりな感覚も我執の特徴
ですね。無理するところには必ず我が出てきます。
無理をしている感覚が我の材料になっていると
言ってもいい。
　坐禅ってそういう無理をやめるんです。だから、
我のいる場所がなくなる。以前の僕は、我の力、頑
張りで無理に背中をまっすぐにしていたのです。
無理に深く息を吸おうとか、心を強いて統一しよ
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Interview 著書の紹介

横田 南嶺 氏

盤珪語録を読む : 不生禅とは
なにか
春秋社

川野 泰周 氏

精神科医がすすめる 疲れにくい
生き方 
クロスメディア・パブリッシング

情報過多の現代社会を生きる上で、疲れと上手に付き
合って身心をコンディショニングすることは不可欠で
す。この本は自らの心身の状態を丁寧に把握し、ストレス
や疲労との向き合い方を知るための「疲れの取り扱い説
明書」です。

道元禅師によって提唱された「只管打坐」（悟るためでな
く、現在の豊かさとともにただ坐ること）の坐禅のさまざ
まな側面を実践に則して丁寧に解説する。大地・大気・六
感との調和の取れたつながりを新鮮に探究し、深く愉し
む営みとして坐禅を描く。

藤田 一照 氏

現代「只管打坐」講義
そこに到る坐禅ではなく、そこから始

める坐禅

佼成出版社

佐々木 奘堂 氏

ブッダの言葉 〜最古の原始
仏典「アッタカヴァッガ」を
読む
本心庵

本書は、ブッダの滅後にできた「仏教」というフィルター
に染まっていることからできる限りフリーになって訳す
ようにしたものである。今、一人ひとりが抱いている「仏
教はこのようなものだ」という枠をすべて脇へおいて、
ブッダの言葉に耳を傾けていただきたい。 

うと思って頑張っていました。
　我はそういうことを喜ぶわけです。無理してい
ると、俺は頑張っている、俺は人のやれないことを
やっている、あるいは精一杯努力しているという自
己満足に浸れるわけです。しかし実は、それは我を
張って自分を閉じてしまっていることになるので
す。我が強まれば強まるほど、閉じてしまっている
のです。そういう頑張りをしている限り、ブッダに
現れたような悪魔は邪魔しに出てきません。悪魔の
思う壺だから放っておいても大丈夫なんです。
　今の僕は床からの支えに応援してもらって姿
勢の垂直性にいたるようにしていますし、呼吸も
空気の方で出たり入ったりするのを邪魔しないよ
うにしていますから、前よりずっと楽に坐れてい
ます。ガンバリズムの頃の僕の坐禅は doing more
で坐禅をしようとしていたんです。我執の努力で
やっていたということです。
　坐禅の努力の方向はその逆の doing less。なるべ
くやることを減らしていくという努力をするので

す。それは我執を手放していくということと同じ
です。僕は英語で The less we do, the deeper we 
see ということをよく言います。やることを少なく
すればするほど、より深いところが見えてくるとい
う意味です。これが禅の妙味というものでしょう。
より深いものを見るためには、我執を手放していく
必要があるということでもあります。
　深淵に近づいていくには、我のやることを減ら
していくということがポイントです。だから、坐禅
は、僕らが日常生活で我を発揮するときに盛んに
使うものを全部封印しているでしょ。移動のため
の脚を組み、道具を使うための手を組み、しゃべる
ための口を閉じ、戦略を練るための脳もそのため
には使わないようにしています。あの坐禅の姿勢
は我執がくっつきようがない聖なる象（かたど）り
なんです。
─ 本日はありがとうございました。

（インタビュアー ： 吉田 就彦  本誌編集委員）

電通
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禅僧、現代課題に応える

　一つのものだけを強調するというのは非常に危
険であると思います。いろんな考えがあるほうが
人間は生き延びられますから。

佐々木　聖徳太子の十七条憲法の第十条でも、「人
は皆心があり、考えが多様であり、自分が『是』と
思っても他人は『非』という」という内容が記され
ています。決して一様にできない多様性が厳然と
してある、これが生きる原点にあると思います。こ
の多様性の原点に触れながら、具体的に現実の行
動をしていく、この点で道が応えるものがあるよ
うに思います。

川野　禅というのは、誤解を恐れずに言えば、すべ
て自己責任の世界なんです。自分から出たものが
廻り廻って、他者にも、自分に対しても返ってくる
んだという考え方で、仏教では「縁起の法則」と言
います。
　これがなぜ多様性につながるのかというと、そ
の人それぞれのあり方をしっかりとその人に託す
ということが禅の精神には含まれているわけで
す。それぞれが互いを思いやれば、その方たちの個
別性というものを尊重できると思います。それは
まさに禅の精神と同じなのではないかと。

藤田　個性を大事にする禅からすれば多様性なん
て当たり前じゃんという感じです。禅の魅力の一
つは、禅匠たちがめちゃくちゃ個性的だというこ
とです。ダライ・ラマさんなんかを見ていると分か
るけど、飾り気がなくて非常に人間的です。お坊さ
んてみんな悟りすまして同じような人になるよう
なイメージを持っているかもしれないけど、僕は
修行したらますますその人らしくなって、本当の
個性というものが輝き出てくると思うんです。
　今よく言われている多様性はちょっと底が浅い
気がする。SDGs にしても多様性にしても、なんか
めざすべき遠い目標になっちゃっている。禅の場
合は、そんなことをめざす前に、禅をやっていたら
結果的に SDGs にもなっているし、多様にもなっ
ている。意図的にこしらえるのと自然にそうなる

のとでは、だいぶありようが違うような気がしま
す。

ジェンダー問題に禅はどう応えるか

横田　仏教では無知が一番罪が重いと言っていま
す。そして、気がつきにくいし、やっかいであると
いうことが説かれています。すべては無知から起
こります。
　別にいろんな人がいたって問題ないじゃないで
すか。しかし、性は多様性だと言いながら、お坊さ
んの世界は圧倒的に男性社会です。尼僧もいます
けど平等とは言いがたかったと思います。
　そんな中、江戸時代の盤珪という老師は、男女の
別はないと言っています。女性は女性の仏であっ
て、男性に劣るということはどこにもないと言い
ます。私もその考えが一番だと思います。

佐々木　古い禅の語録を読んでも、あるいは最も
古いお経を読んでも、女性の弟子が多くいて、真剣
に生きる道を行ずる点では、男女の区別は何もな
かったことがうかがえます。生きる・死ぬの最も大
事な問題に取り組む、という次元から常に離れず
に生きる道を歩むことで、ジェンダーの問題に応
えることにもなるように思います。男女に限らず、
人はさまざまな「違い」があることは当然ですか
ら、他を非難したり圧迫したりでなくジェンダー
に取り組む道も開けるのではと思っています。

川野　禅は、ジェンダーにあまりこだわらないと
思います。今、性別は 2 つでは語れなくなっている
時代において、また新たな捉え方を模索する場が
作られていくべきなのではないかと思います。
　昔の時代の方々の中に、尼僧の巨匠とされる人
が少ないのは、禅が一番栄えた鎌倉時代や室町時
代が、男性の武家の時代だったからです。禅を志す
という動機付けが与えられる世界に女の人が少な
かっただけのことだと思います。
　お釈迦様の教えというのは、男性も女性も分け
隔てなく受け取るべきであるという教えです。

かとお話しています。その点で言うと禅の道場は
余計なものは何一つなく、心が穏やかに落ち着い
て、研ぎ澄まされていくわけです。消費社会に対す
るアンチテーゼになりますが、SDGs には非常に
親和性が高いのが禅だと思います。

藤田　禅はそういうことはいちいち言ってません
が、SDGs 的な実践は昔からけっこうやってるん
じゃないですかね。環境ぐるみの私ということが
基本思想としてあるから、環境を粗末に扱うこと
は、自分を粗末にないがしろにすることだという
感覚はあります。だから非常にエコロジカルな思
想性を持っていると思うんです。
　縁起はまさにエコロジーじゃないですか。全て
が密接につながっているから、要素を単独には取
り出せない。だから SDGs 的な考え方に、禅は親近
性を持っていると思います。禅はそれをまず自分
の足元から始めよと言っているんですが、グロー
バルな視点もこれからは必要ですね。

多様性に禅はどう応えるか

横田　禅で捉えるも何も、多様性は多様性だから
多様性でいいと思います。禅の世界は実に個性豊
かな人たちの多様性の集団です。

SDGs に禅はどう応えるか

佐々木　SDGs は、それはそれで大事な目標、論点
だと思います。それを実現するよう、根本のところ
に立ち返るあり方で、禅というものがあると思い
ます。
　目標や理念がいくら立派でも、人間は、我執で理
念や実現する方策をめぐって対立したりしがちで
すね。これまでの人間の歴史を見ても、とても崇高
な理念を目標にした団体が、その理念に反すると
いう理由で、団体内部の人を殺害した例も多くある
くらいですね。目標や理念をもすべて脇へおいたと
ころへ立ち返るという禅の道は、SDGs の目標が本
当に実現することにも貢献しうると思います。

川野　SDGs というものを目的として禅が存在し
ているわけではないですが、私はすごく共通のも
のだと今のムーブメントを見て感じます。禅の世
界では物を大切にするので、消費過多の社会にお
いて、私は「何でも半分にする意識を」と言ってい
ます。
　そしてマインドフルネスでも、最初から無我の
境地を目指すのではなく、まずは考え事を半分く
らいにしましょうと。思考を半分にすることで、本
当に必要な大事なひらめきだけが残るのではない

禅僧、現代課題に応える

社会が複雑になり、ますます不確実性が高まってきている現在のビジネスシーンで、企
業において盛んに議論されてはいるもののどう扱ったらいいか見えてこない現代的な
課題は数多くある。「SDGs」「多様性」「ジェンダー」「コロナ後」。それらの現代課題や
未来に向けて、禅はどう応えるのかを 4 師に伺い、4 師 4 様の応えを短くまとめた。
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禅僧、現代課題に応える

現在の生き方から生まれてくるしかない。
　これからはやっぱり、深淵で燃えている自分の
魂の熱源にアクセスするということが大切なん
じゃないですか。未来の種は外側にはないのです。
やっぱり自分という主体の内にある。もちろん、自
分のやりたいことを実現させるための賢明な戦略
はやっぱり必要だから、そのためには知識も獲得
しなければならないし、共同しあう同志と繋がっ
ていかなければなりません。

師は、「ばか者！」と。おまえが今やることは、目の
前の茶を飲むことじゃと言ったといいます。禅と
いうのはそういうものです。

佐々木　「未来」というのも、「今を生きる」が常に
あるだけだと思います。腰抜けで主体性を失って
しまっていては、今も台無しにし、未来も台無しに
なってしまいます。今現に与えられている環境や
命を本当に大切にするためには、腰抜けを脱して、
腰を立てて生きる、この決意が大事になると思い
ます。この「常に全身全霊で打ち込める道」を今歩
むというあり方で、未来の問題も今応えられるよ
うに思います。

川野　平和に貢献することだと思います。禅は今
ここを感じるという心の姿勢であり、今ここを生
きるための心の練習が坐禅であり、生活禅です。私
たちは妄想と言うのですが、未来のイメージに拘
りすぎてしまうと、それが束縛と化して私たちの
心をかえって乱してしまいます。
　ですが、禅の意識を持って日々を丁寧に生きて
いると、自分にも他者にも優しくなれるんです。そ
んな心が人から人へと伝播してゆけば、間違いな
く世界は平和に導かれるはずです。そのためにも、
今を生きる人に禅の素晴らしさを、親しみを込め
て伝えてゆけたら素敵だなと思っています。

藤田　人に答えを聞かず、自分の未来は自分で描
けと禅はあくまでも他への甘えを許さない。各自
が未知の未来に向かって主体的に try するしかな
いです。道元さんは真箇の工夫、本物の工夫と言い
ました。苦労をいとわず身心の全力を尽くして精
進することです。楽しようと思って手近な答えに
安易に手を伸ばしたり、うまくいかなかったら人
のせいにしたり、そういうスケールの小さいこと
にならないように、小手先の解決で満足しない。未
来を構想するには、自分は本当はどうしたいのか
と、いったん立ち止まって徹底的に自問するとい
うことが必要なんです。本当にやりたいとなった
ら必ず工夫が出てくるはずです。未来は今ここの

カーストによる厳しい差別の時代に、生きとし生
ける全てのものの存在が等しく尊いと唱えた人が
お釈迦様です。一人ひとりの人間存在を重んじる
のに、男女の別は問題ではないと思います。

藤田　これまでの禅は今のジェンダー問題なんて
ほとんど自覚できていなかったでしょうけど、僕
はやっぱり男も女も同じように、一人ひとりがそ
の人なりに愉快に伸び伸びと生きることができる
社会というのがいいと思っています。ジェンダー
問題もそういうふうに思うので、女性が女性であ
るがゆえに伸び伸び生きられないような制度的な
不備とか偏見は早く変える必要があります。女性
が伸び伸びしていなきゃ、男性もやっぱり伸び伸
びできないわけで、ジェンダー問題は男性の問題
でもあるはずです。

コロナ禍後に禅はどう応えるか

横田　禅宗のお経や経典にコロナについて何か書
いているわけではないですから、よくわからない
です。禅の立場から言えば、やがて収まるというこ
とだけです。
　コロナより人間が怖いという言葉が有名になり
ました。マスクが無くなって多くの人が殺到して
混乱していたときに、ドラッグストアの店長が、コ
ロナより人間が怖いと。
　人間関係の亀裂や分断から、憎悪とか、争いと
か、いさかいとかが、二次被害というか、コロナ自
身じゃなくてコロナによる人間関係によって苦し
むということが多いのでしょう。我々のかかわる
べきは、人と人との関係性です。

佐々木　長い歴史で見たら、常に感染症とか伝染
病と闘ってきたわけです。中国の古典『孟子』で、

「天がつくる禍は避けられるけれど、自分がつくる
禍は逃れることができない」との言葉が二回も引
用されています。コロナ禍も重大な禍ですが、「自
分がつくる禍」はさらに重大な問題です。この次元
を深く見つめているのが孟子であり、禅であると

思います。この次元に各自真剣に取り組むことで、
コロナ禍の真っ只中でも、コロナ禍後でも、いつの
世であっても、禍の真っ只中で大事な「今を生き
る」という禅の道は大事なものであり続けるよう
に思います。

川野　コロナ後はどうなっているか全く分からな
いからこそ、禅を心の頼りとして、志す人が増える
のではないでしょうか。マインドフルネスは一足
先にブームのようになっています。
　ただそうなってくると、一番気をつけなければ
ならないのは、禅の本質としての執着を手放すと
いうところがおざなりになってしまって、少しで
も楽になりたいという一心で坐禅をやるようにな
ることです。初めは楽になるという動機でもいい
ので、体験していくうちに段々と楽になりたいと
いう欲求自体を手放せるよう導いてくれる、指導
者の存在が重要になってくると思います。

藤田　世界が混乱していればいるほど、日常の
ペースを失わないということが大事です。呼吸す
るとか、歩く、寝るとか、食事をする、掃除をすると
かというのは、コロナ禍であろうがなかろうが、生
きている限り必ずやることです。何はともあれ、
そういうことをないがしろにせず、ちゃんとやる
こと。そういう暮らしの屋台骨がしっかりしてい
れば、少々揺れても大丈夫。また元の何気ない日常
にもどれます。レジリエンスというやつです。日常
の工夫を大事にする禅の教えはコロナ後でも十分

「使えます」（笑）。

未来に禅はどう応えるか

横田　ある老師が言ってました。茶話の折に、禅は
今をどう生きるか、今なすべきことをやるという
のが一番の禅の極意であると。その話を聞いた学
生が感銘を受けて、今日は老師の話を聞いて、自分
はこの大学で、これから、これこれ、こういう方面
を研究して、こういうことをこれから勉強してい
くということがわかりましたと答えたら、その老
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る業界ではこの教えは珠玉の教えになります。
　ところが、禅は未来に対しては言を持ちません。
今回 4 師から未来への質問に勿論それなりの答え
をいただいたものの本質的には禅は未来を語りま
せん。未来は不確実性の塊であり予想すること自
体が勘違いであるとでもとれるようなスタンス
です。ですが、ビジネスにおいては中期計画や生産
計画、事業計画が、その説明責任と共に重くのしか
かってきます。未来を語ることが求められます。
　この矛盾というか GAP をどう捉えるか、これは
智慧の問題かもしれません。あくまで、予想と計画
は過去の結果からの推測であり、不確実性が急激
に高まっている現在のビジネスは、想定外の連続
です。
　であれば、禅の教えのように、今に集中して変化
にすぐ対応していくことが肝心で、作成した計画
に縛られすぎるのはかえってリスクになる自覚
を持つべきです。今の様々な事象でのほころびの
原因は、いったん決めてしまったことに柔軟性を
もって対処変化させることができない組織や人間
に起因することが散見されます。
　不確実な時代であるからこそ輝く「今、ここ」の
禅の教えは、大いにビジネスでも取り入れるべき
智慧なのです。

第 3 の矛盾「知識から智慧は生まれるか」
　ともかく 4 師の話を伺っていて感じるのは、その
勉強量による知識量の半端無さです。薄学な私は
全くついていけず、ただただ質問とうなづきにお
ろおろするばかりでした。しかもその知識自体を
もろともせずに脇に置き、皆さん、智慧を語ります。
　般若とは超越的智慧であると鈴木大拙は言いま
した。慈悲と共にそれは禅が見ようとするブッダ
の 2 大精神の１つですが、残念ながら知識をいく
ら蓄えたところで智慧が付くわけではないと 4 師
のお話を伺うとわかります。どんなに知識や情報
を得ても、智慧を体得しなければ何にもならない
と言われているようにも感じます。
　もちろん知識を否定するものではなく、４師の
ように知識があることが智慧の源になることもあ

るでしょう。ですが、それをそれこそ自分事に昇華
させなければ智慧とはならないのです。そのために
４師は修行されてきたのだと納得させられます。
　翻って、ビジネスで考えるとどうでしょうか。
ビッグデータだ、AI だと情報産業を中心に知識
の元になるデータの扱いだけに興じてはいないで
しょうか。そのデータを知識に変え、さらにそれを
智慧に変える工夫がされているでしょうか。禅僧
の智慧への探求の姿勢は、その大切さを我々に改
めて教えてくれます。
　知識量が増えても必ずしも智慧量が増えるわけ
ではない矛盾、さらに言えば、智慧は量ではなく深
さであるという示唆は、AI 後のビジネスにおい
て、藤田さん曰くの深淵の深さをいかに感じられ
るのかが問われていると感じます。

矛盾の紐解き方
　1904年（明治40年）に生まれ、2009年（平成21年）
に 100 歳を超えて亡くなった禅僧松原泰道の著書

「最後の般若心経講義」にこんな一説があります。
　「合理的、実証的な立場からではなく、相反する
ものをより高い立場で統一して、新しい意味と価
値とを開発する東洋的な考え方＝般若の智慧を学
び、新しい世界観、人生観をここから見つけ、現代
社会に対処してゆけば、そこには建設的な人生が
生まれてくるのだろうと思います。」
　本紙の 4 師のインタビューの意味を紐解くにも
ありがたいお言葉です。
　複雑な現代において、先が読めない、想定から外
れる、思いがけないという言葉が並ぶ株主総会の
議長挨拶。二律背反や予想自体が無意味になる激
しい環境変化などが当たり前になっている現在の
ビジネスシーンでは、完全な解決は無理としても、
なんとかしのいでいかなければならない状況は今
後も続きます。
　そういう時代だからこそ、我々は内を鍛える必
要があります。正に横田老師がおっしゃった胆力
が問われるということだと思います。

うとするポジティブな領域でも否定するのが禅の
立場です。仕事で頑張ろうとするとき、ライバルに
負けないぞ！とか絶対に成功させてやる！という
ような強い欲の気負いに直面するのが普通です。
それを禅は否定します。
　この自分事と無我との矛盾に禅がどう応えるか
は、それこそ高僧の皆さんにさらに伺うしかあり
ませんが、ビジネスの立場であえて私が応えると
すると、やはり商売の基本である「三方よし」を思
い出さざるとえません。相手よし、自分よし、世間
よし。こうでなければ商売とは言えないと。その心
は、仕事を長く続けるための日本の智慧です。
　一見矛盾ともとれる禅の教えの中には、現代ビ
ジネスにはびこっている過剰な成果主義や短期結
果主義への警鐘が読み取れます。

第 2 の矛盾「未来計画と今、ここ」
　禅の本質の一つに「今、ここ」があるということ
が、今回の皆さんのインタビューで鮮明になった
学びの一つです。横田老師から伺った、ある老師が

「ばか者！今お前に必要なのはお茶を飲むことだ」
の痛烈な学生への教えは、端的にその禅のスタン
スを表しています。横田老師は今日生きることの
意味は昨日までの過ちを知ることであるというの
が信条で、昨日と同じようなことを言っているの
が一番面白くないとさえおっしゃっていました。
なので、今なのです。今を全力で精いっぱい生きる
ことこそ禅の神髄なのではと思います。
　ビジネスにおいてもその時々に全力で事に当た
るということには異論はないでしょう。特に小売
業や接客業など、人との対話の中で商売されてい

　本号の特集「禅に学ぶ」で、4 人の現代最高峰の
論客禅僧から紐解いていただいた禅。せっかくい
ただいた教えなのでビジネスでも活かす工夫は
ないかと思い、インタビューを全体的にオーバー
ビューして、その工夫のヒントを３つの矛盾とし
て考えてみたいと思います。

第 1 の矛盾「自分事と無我」
　禅は自分事であるということを皆さんが言い、
藤田さんも、自分で見ている世界は他の人は絶対
に見ることはできないとおっしゃいました。つま
り禅では人との比較はなく自分がどうであるかを
問う、また問われるということのようです。その上
で、その自分が突き詰めていけば、川野さんがおっ
しゃるように、世界の平和にまで行き着くのでは
ないかとの論です。
　これまで、私は、本誌の一連のアート特集号の中
で、自分事ということがもっともこれからのビジ
ネスの中で必要なことだと論じてきました。それ
にはビジネスにアートを取り入れる必要がある
と様々な方の言で説いてきたわけです。今回のイ
ンタビューで、佐々木さんが古代ギリシャのフィ
ディアスの彫刻が示す禅への示唆は、まさにアー
トの力だとおっしゃっていましたが、さらにアー
トの先に禅があったのかという思いです。
　片や、自分事の追求が禅であるというスタンス
に対極すると思われるのが、無我という概念です。
いろいろ伺うと無我の我とは、己の欲に囚われる
ことをいうらしく、その我に執着することの我執
を 4 師それぞれの言葉で諭じていただきました。
自分事という己の追求に伴う欲は、自分を高めよ

吉田 就彦
株式会社ヒットコンテンツ研究所 代表取締役社長　本誌編集委員

インタビューを終えて
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Impressions

1. 他者や社会はともかく自分たちの繁栄が第一
2. 気がつかないうちにお腹の奥の自分に嘘をつい
て行動している：名誉・権力・カネ・地位が大事
3. 仲間同士がとげとげしい。「腹を割った」会話が
ない
4. 毎日の仕事に新たな発見はなく、愉しくない

　このような姿勢を克服するために禅を学ぶべ
き、と普通なら言うところですがこの「克服するた
めに」と言ったとたんに禅の世界から外れるよう
です。本号とそこで紹介されている各老師のご著
書をただ淡々と読む。YouTube などに上がって
いる各老師のご講話を聴く、そしてコロナが落ち
着いた暁には例えば円覚寺に参禅する。そうして
いるうちになんとなく毎日が愉しくなってきたら
禅に学ぶ入り口に立てたのだと思います。

　本号で素晴らしいお話を聞かせてくださった、
横田南嶺臨済宗老師、藤田一照曹洞宗老師、佐々木
奘堂臨済宗和尚、そしてお目にかかれなく失礼し
た川野泰周臨済宗和尚の厳しくも優しいお言葉に
心から感謝いたします。合掌

どう「禅に学ぶ」のか
　老師 / 和尚の皆さまの深いお話をここまでお読
みになった読者の皆さまは、何かもやもやした気
分なのではないでしょうか。禅の世界の第一人者
の皆さまが「禅が分からないから修行している」、

「禅は言葉にならない」とおっしゃっているお言葉
を読んでいるのですから私たちが分かるはずがな
いです。ではこの特集は何なのか、です。

　横田南嶺老師の最新著『盤珪（ばんけい）語録を
読む：不生禅とは何か』の終わりのほう（254 頁）で
老師は次のようにお書きになっています。「十何
回聞いたからといって「ああ、不生の仏心（この書
籍のテーマで「人は生まれながらに仏の心を持っ
ている」ということ：筆者注）であるとはそう簡単
には思えない」という人も多いと思います。それで
も繰り返し、繰り返し聞いて、それぞれ坐禅するな
り、自分なりの修行をしていくうちに、こうして聞
いていたことがある時ふっと、「ああ、なるほど、
そうであった」と納得できる日が、きっと来るのだ
と思います」

　本号も今すっきりと分からなくても、繰り返し、
繰り返しお読みいただくうちに分かる日がきっと
来るはずです。ぜひ分からない中でも惹かれる言
葉を一つでも見つけて読み続けてください。冒頭
で、今のマーケティングは「嘘っぽい」とか「こころ
を空っぽに」とか申し上げましたが、私が気になっ
ているのは以下のような姿勢です。

　表紙の「禅」の字は本誌の冒頭でお話いただいた
禅の世界の最高権威のお一人、臨済宗円覚寺派大
本山円覚寺管長 横田南嶺老師の揮毫によるもの
です。『マーケティング ホライズン』に横田老師
が揮毫を寄せてくださったことはまさかの大事
件。日本マーケティング協会のお宝として末永く
大切にしてゆきたいものです。横田南嶺老師に心
から感謝いたします。また老師に「二度斬られ」な
がら、この号をここまで盛り上げた吉田就彦委員
の大奮闘にも感謝です。

「マーケティング」の初心
　永いこと「マーケティング」に関わってきました
が、その言葉の響きに私は何か引っ掛かるものを
感じていました。それは、広告最適化とか競争戦
略、最近では一見文句のつけようがない「SDGs」と
いった、結局企業側が自分を利する / 守るための
議論ばかりが目立っていて、「身を投げ打って皆
で幸せな社会をつくっていこう」という気概が感
じられるケースが非常に少ないからだということ
に改めて気づきました。

　企業や組織の皆さんの熱い思いと優しい心、生
活者や社会からの笑顔と感謝、この二つが共振し
あう社会をつくるのが「マーケティング」の本来の
仕事だとすると、いまの日本の姿は大変嘘っぽいと
感じるのは私だけでしょうか。この嘘っぽさは技術
や論理の問題ではなくこころの問題です。元のあ
るべき姿に戻すために一度マーケターのこころを
空っぽにして初心に戻る。そのつもりで担当の吉田
委員にご相談しながらこの特集を組みました。

片平 秀貴
　　 　丸の内ブランドフォーラム代表　本誌編集委員長

「禅に学ぶ」に寄せて
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巻末に一言

ターストップで 1 週間禁酒した以外一日たりとも
欠かしたことがない「人生の友」でした。大野均さん
との飲みながらのインタビューは、こんなに仕事が
楽しくていいのだろうかと申し訳なく思ったほどで
した。でも冒頭の巻頭言で子安さんが「・・・これを
合算すると 55.1% になる。つまり、大人の半分以上
は酒を飲まないのだ」と書いているのを見て大変な
ショックを受け、問題の重大さにハッとしました。
酒飲みは、飲んで（飲めて）当たり前を前提に我が世
の春を謳歌しています。その横で彼らを上回る数の
人がその騒ぎとは無縁でいたとは。東京の下町に生
まれながらなぜか子供のころからアンチ巨人だった

私は、当たり前のように巨人の勝利を喜ぶ大人子供
を冷ややかな目で見ていました。似たようなことが

「お酒」でも起こっていたのですね。看過できません。
「アルコール」については商品も文化も全世界で大
変な蓄積があります。それに比べると「ノンアル
コール」の味や品質はまだまだだと思います。逆に
言えば大変な可能性が秘められていることになり
ます。実は 20 年ほど前米国にいたときにノンアル
コールビール「も」愛飲していました。おいしかった
からです。残念ながら今でも日本の「ノンアルコー
ル」類はまだまだ発展途上と言えますね。
藤野氏の「ゲコノミクス」とも一部重なるかもしれ
ませんが、2 つ私的願望です。メーカーの方には（従
来の酒メーカーに限りません）、ぜひおいしい「ノン
/ 微アルコール」をつくっていただきたい。小野さ
んの「ビアリー」のような動き加速してほしいです。
飲食店の方、ドリンクメニューの 4 分の 1 ほどおい
しい「ノンアルコール」（今はまだ海外ものでしょ
うか）を置いていただけると。目の前に空地がいっ
ぱい広がっていてこれからが楽しみです。

（編集委員長 片平秀貴）

今号の取材にご協力く
ださった皆さま、ありが
とうございました。ま
た、編集担当の子安さん
お疲れさまでした。未
成年のころから大酒飲
んでいた私から見れば

「酒」は空気と同じよう
な存在で、数年前ドク
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