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如末清浄光明に
我等が塵垢は族がれ て
六根常に清らけく
委色も自づと潤ほるれ

光 明は見え ね ども鯛 る ヽ

春末れば曖温なる和氣が徐 ろに到り新線蒻嚢しまた曹 の芽生して花開くが如く︑如末 の光明は限に

は見えねども︑只如末 は賞 に在す ことを信じて 一心に念佛して至心不断なれば漸 々に光明に鯛る ゝこ

とを得︒然 る時 は自然に自己心中 に嚢現し来 る霊的氣分はハ春 の氣候 に萌嚢する芽生 の如くに︑ 一種

云ふべからざる霊的氣分一有り難 いと云はんか歓喜と云はんか︑ この喚起し末る心を信心 喚 起 と 云

ふ︒故 に経 に其衆生ありて斯光 に遇 ふ者 は三垢治減 し身意柔軟に歓喜踊躍して善心生ずとは︑斯如末

の光明 に鯛るヽときは人 の心が 一韓 して盤性 の生れ末 る心理状態を読き給 ひしに外ならず︒

古人が︑秋末 ぬと日にはさやかに見 へねども風 のおとにぞ驚かれぬると詠し如く︑如末 の光明は限

には見えねども︑只如末 の大悲を憶念して 一心に念佛して心 々相績至心不断なる時は︑天地 に澁ぎる

如末 の霊的光明は︑自己 の奥底 に伏する心霊 に 一種 の霊的氣分が響きて︑秋風 の寂蓼を感ぜし如く に
賓感 じ来 るのである︒

三

浄

四

此れ等を五根と云ふ︒ 一證几夫 の心は此五根 の篤 めに︑眼 にて輝娼たる峨眉紅顔を現れば忽ちに執着

見 わけるを眼識界と いひ耳 に馨を聴覺するを耳識界どいひ鼻 にて嗅覺するを鼻識界と名づく︑すべて

は眼で現︑耳 に聴き︑鼻 に嗅ぎ︑舌 に味 ひ︑身 に鯛れて起る虎 の心の相 にて︑之を佛教 にて眼 に色を

人 の心は本 一饉なれども四類 に分類することが できる︒感覺と感情と知力と意志とである︒感覺と

は本 一なれども光明 に化したる心の相は種 々の方面 に観ぜらる︒

の心と化す︒ これを念佛心と云ふ︒然れば印ち 一心念佛 によ つて心が蒲陀 の光明化する時は︑心 の強

を燃す如く に︑我心 の間煩機 の炭も蒲陀 の光明を念じて念 々蒲陀 に相應する時 は煩機 の炭も如末光明

と爾陀と離す こと のでき ぬ心の状態となる︒喩 へば炭 に火が燃う つりし時炭全證が火となり火印ち炭

に我念なく我念が印ち爾陀 にて︑蒲陀が印ち我心となるやうに︑ 一心 一行漸 々深く進むに随 つて我心

一心に粥陀 一佛を念じ︑自己 の 一心統 一し︑また能念所念 の︑自分 の心が蒲陀を念じて︑爾陀 の外

清

の念が生じ︑印ち眼 の慾耳 の慾 口腹 の慾杯 の篤 めに惹 かれて︑此色と馨と香と味と鯛との五境 に封し

て六根が常 に染さる ゝ故 に︑六境を六塵と云ふは人 の五根を通じて心を染汚する故に六塵と云ふ︒日
々の見聞覺知から心を汚す ことは常 に断えぬ︒

例 へば人 の身證 は活 てをる限りは肉 の分泌物が毛孔から分泌するのと亦外から塵埃が附着するのと

で垢機が常 に身 につく故 に清き水または温湯を以て垢を洗濯するの要あり︒また衣服 にても敢 へて能

く垢を附着 せざ るとも自づと衣物 に垢が つく故 に洗濯して之 の垢機を除きて清潔 になれば氣持 よくな

る︒外 の垢 は感じ易きが故 に之が洗濯 の必要を感ず るけれども︑心が常 に六塵から染汚さる ゝ垢は中

々に張くして︑またた ヽに身膿や衣服 の垢 よりは︑人間 の最も貴量なる人格 の上 に及ぼす こ と な れ

ば︑費 には最も心の垢を浄 めて六根清浄 にして人格 の光輝を嚢すべきなれどもそ こが几夫 の決ましさ

である︒顔面や外皮膚 の垢 つく のが他見を憚ることは感じ易きなれども︑己が心の垢を自己 の本心に

封 して断愧 の感が少なきは是れ人 の心 のゆ へなり︒ こゝが几夫と聖人との異れる虎なり︒

常恒 に眼前 に在します如来 は我等が肉膿 の面を見給はず我らが心を照らし給 ふ故 に︑我等 は如末 の

御前 に衛ぢまた己が心盤を愧づ︒ ア ヽ費 に我らはあさましき几夫 である︒自ら人格を高等 に進ません

五

六

とはせで︑自ら肉欲 の奴隷となり六根 より六塵 の篤汚されてそれ に愛溺して自ら清浄高潔 の心をたも
つこと能 はざ るは賓 に野卑 である︒

されば遺教経に営 に五根を制 して放逸 にして五欲 に入らしむること勿れと︒五根とは眼耳鼻舌身 に

て︑五欲とは限に色を硯︑耳 に音を聞き︑鼻 は香を嗅ぎ︑舌 は味をしり︑身は物 に鯛る︒此 の眼や耳

より肉 の快楽を貪ぼるを五欲と名く︒平生に慣みて能く五根を守りて能く制裁 せよ普 へば牧牛者が杖

を執 つて之を現して縦ま ゝに人 の苗稼を犯さしめぬやうにせよ︒若し此眼の欲を縦にせば唯五欲 の辮

さに涯眸なくして制す可からぎ るのみでな い︒ 一例を奉ぐれば 日の飲酒欲 の如きは︑是酒が始 めは少

量 にても酔 ふて楡快を感ずるも︑刺激 に抵抗する性が有る故に︑漸 々に嚢達して修 には多重 に飲まざ

れば酔はず︑段 々に昂進して風 々飲酒する時 は習慣性と篤りて︑必需とて無くてはならぬやうに篤り

また病的となる︑而するときは酒 の氣がなければ膿も持たぬやうに篤 る︒其 の害 は身澄 の機能を毀損

して病氣となり︑また其 の毒を遺体して子孫 の腱質を病的 にするが如く︑逐 には如末より稟けし自己

の霊性を滅ぼ して︑再び霊に活き更 へるてふ時期を失 ふて仕舞 ふのはまことになげ かはしき次第 であ
０︒
２

如末 の清浄光は人 の五欲 の篤 めに汚さる ゝを救済する大なる力をも つてをる︒

几夫 の習 ひとして︑五欲 の篤 めに自己 の人格が堕落しまた衛生等 にも甚だ害があることを知り乍ら

自ら の力 で之を改正することが出来 ぬ︒また概くは自暴自棄 に篤 つて連も自分で人格 の改 造 が で き

ぬ︒自己 の霊性 の永遠 の生命を信知 せぬ故に︑自分を只此動物的生活 の方面 から計り認めて居るので
あ る︒

自己は奪き盤性をも つてをる︒清浄光 に依 つて清められて日日六塵 に汚さる ゝ六根を清浄 にして︑

自分 の此眼 に来たり典 へられる清き眼であるのに︑眼 の欲 の篤めに惑はされ翠黛 の蛾眉等 の篤 に惑 は
されて︑人格堕落してしまうが如きは汚らはしいことである︒
清き光よ我らが限を浄 めてあなたの眼 の如く に清くして給 へよ︒

人格改造 の光

人 は其人品印 ち此形骸 の上 には いかに立派な る︑例 へば在原業不不井植 八など と形骸 の上 から世 に
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総 せられ たるも︑其 の品性 に於 て岐 潔 にして珠 の如く に光彩 を放 つべき人格 にあらざ れば何 んぞ 云 ふ

に足ら ん︒賞 に現代 の青仕年 の志氣 は︑明治以来 の物質 の文明進歩が 只物質 の方面 にのみあ り て︑品

性 の内的改造するに違 な い程 であ つたために︑内部 の道徳的人格 を造 る方 は外部 の進歩嚢達 には比較
になら ぬほど劣 つてをる︒

如末光明獲得？ そ︶
の目的 は自 己 の人格 を改造す る虎 にあ り︒
︐
人類 は他 の動物 と異 にして︑必ず ミオヤ の光明 により て自己を覺醒 して︑あ るべき やう に自 己を指

導 し改造 して光明 の中 に生活す べきも のであ る︒否な光明 の中 に入るが故 に人格が 一韓す る の で あ
０︒
２

他 の動物 は本能的に眼 の欲耳 の欲また色食 の欲 でも本能的 で︑換 へて言はヽ天から興 へられただけ

を正直 に守りて︑食物 でも飢うれば食 ふて飽けば止めて敢 て人間 のやうに貪らぬ︒また生殖 の本能 に

ても春期が至ればたとひ狂 ひ争 つて色欲を連しうせんとするも其期過ぐれば其欲も止む︒人間は天 の

特寵を得 るとも云はんか自由を得るが如きまた智恵も進み意志も自由にすべての心の作用が嚢達して

をるだけ に︑自から能くあ るべきやうを覺りて色食 の欲 にしても清浄 に自ら分を守り節を保ちて清浄

にせざれば天賦 の證質を傷 ひや ゝもすれば生命をもち ヽむるに至る︒

自己 の身證及び五根及び 一切 の生理機能︑印ち口腹 の欲を恣にする篤 めに胃腸を傷 ひ治化器を害す

る︒そ のやうな ことをせぬやうに︑自ら能く覺りて清浄 にせよ︒ 一切 の食物 は生命を養 ひ︑自己に賦

興 せられたる天職を全うする篤 めに典 へられたる身饉及び 一切 の機能を完全 にして︑而して此世に出

たる天分 に叶ふやう︑力 の有限り努力して清浄自活してミオヤに報 ひ奉るべき使命 に用 いる身を︑只

美味を貪り酒に耽りて飽く ことをしらず︑闇黒 の中 に沈愉して不浄不潔 の身となり︑病を求め命を縮

むる如きは︑責 にミオヤに封する仇といふ外なし︒人類 にはその篤 めに理性と云う智憲を以て︑生理

上 の智も道徳上の智も︑能く明らかに識らる ゝやうに智 の作用を賦興 せられをるにも拘らず︑只其 の

ミオヤ の使命を果すべく人格を高省 に殊勝 に進ません篤 めに興 へられたる智慧を還 つて悪用して只智

怒を以て動物欲 の本能を遅うせんとするが如きはミオヤ の聖意に叶ふ筈がな い︒
清白餃潔 に生活 せよ︑是れ清浄光裡 の生活 である︒

九

人は改造すべき精神的生物

一〇

犬馬 の如き動物 は本能的 にして︑自己 の本能 のま ゝに嚢達してゆけば犬 は犬 の本能 の働き馬 は馬 の

本能あり︑人間も動物 であるから 一方より見れば動物的本能 の性をも つてをる事 は異ら ざ れ ど も︑

食物 にしても料理して食 ふ如く︑之を治化する機能 に於ても人間的 に習慣性を篤 してをる故他 の動物

と同じからず︒人間は生れたま ゝの本能ば かりでなく絡 には理性 の如く學修によりて修業 の結果とし

て高等なる知識の働きを篤す︒他 の動物 には理性が嚢達して居らぬ故に人間 の如くに學業を以 て知識

を磨く必要がない︒人類 は動物と異にして學業を以て修練 せねばならぬ理性を以てをる︒

例 へば鍍物 の類 にしても素朴なる石 の如きは天然 に自分 にもてる朴質 のままに還 つて風致 に見るべ

き であり︑朴石を琢磨するも光を放 つべき性なき のみならず却 つて天然 の風致を破壊して了ふ︒然る

に高等なる賓石や珠玉に至 つては充分 に琢磨して始 めて其 の有せる最も貴重なる性質を嚢揮して光輝

燦爛として光を放 つ如く︑人類 の頭機 に清伏 せる賓石は之を琢磨して賞 に奪重なる本性 の 光 が 嚢 揮

す︒人は唯教育を以 て理性 の知識を研くべき斗りにあらずして︑其 の奥底 に有 せる霊性 は人類 の頭上

の王室 にして之を開嚢し其 の霊性 の光を嚢揮して始 めて人 に萬物 の霊長 の徳性が願 はる ヽなり︒

りこ と名づく︒ 人は佛性を
天より賦 せられて人 の頭上の玉座 に厳臨す べき霊性 は是を佛教 で佛性︵

︐

開き てこの光を以て自己 の動物性を自 から制裁し指導して光明の大道を如賓 に行篤すべき である︒

光明 の要と能
光明 の要 ⁝⁝染汚︱︱苦僣︱︱無明︱︱罪悪
光明 の能⁝⁝清浄︱︱歓喜︱︱智慧︱︱不断
清浄⁝⁝厭微欣浄︱︱感覺︱︱済美
歓喜⁝⁝抜苦興業︱︱感情︱︱人生幸謳
智憲⁝⁝韓迷開悟︱︱知カ１１人生自覺
不断⁝⁝慶悪進善︱︱意志︱︱人格完成

二

現在 を通じ て永遠 にま で

浮

とは眼耳鼻舌身意 の六根なり︒衆生は此六識 の員面目を認識せず︑顛倒して本来 の自性を他 の外物と

清浄光 は衆生心理の感覺 に典る光なり︒此光 によりて自己 の感覺性 の員面目を嚢見するを得︒感性

より賦興 せられたる自性清浄を顧示す︒

盤光は此自性清浄を顧 はすべき功能あり︒自性とは蒲陀 の法身 の分個︑爾陀 の光 によ つて蒲陀法身

素質 の覆 ふ虎あ つて是を願現する能 はず︒

浄 にして高徳恒沙 の聖徳を願現すべき性能 は本自ら豫備 せざ るも のなし︒然れども心理に必然的 に悪

一切衆生印ち個 々の心性 は其根底 に至 つては悉く皆な本澄 の法身にあらぎ るはなし︒故に自心本清

ころの素質を脱却して︑関係的 に佛意と相應し融合し霊化する功能を有する光なり︒

清浄光歎喜光智慧光不断光 の四光明は個 々の心機に直接 に感應して感覺感情知力意志 の適 せざ ると

清

認 めて︑反 つて他 の六塵 の妄想分別 の影像を自己 の心と想像し︑外界 の誘惑 によりて其心象を染汚し

て︑六塵 の染垢襲 ひて其感性を眩惑し︑修 に自己 の員面目を遺失し忘却するに至る︒哀むべき にあら
ずや︒
感性 の員面日︑自性清浄︑爾陀法身 の賦興とはいかなる饉なりや︒

賦興 の心性とは︑心證 の包容 せる十方微塵 の利土皆我心性 に婿 して周からずと云ふことなし︒虚杢

なを心中 に在り︒十方豊 に心性 の外 に存 せんや︒拐厳経に曰く ﹁色身より外山河虚空大地 にいたるま

営 に知 るべし︒虚室も汝が心内 に生ず︒猶 し片雲 の太清
で威是妙明員心の中 の物なり﹂と︒又曰く ﹁

裏 に踏ず るが如し︒況や諸 の世界 の虚空裡 に在 るも のに於てをや︒又云く ﹁杢 の大覺 の中 に生ずるこ

と海 に 一湛 の嚢するが如く有漏微塵 の國皆な空に依 つて生ず る虎 の⁝⁚﹂心性 の量斯 の如く廣大なる

のみならず︑其性質 は明鏡 の如くに極 めて清浄なる交徹霊明 の虚霊性なり︒見聞覺知萬象徹照して大
千園 かに 一現すべき性能なり︒

﹂
然るに若し心性塵刹を具 せず んば則ち佛 に應現 の理なく︑生に威見 の功なからん︒
妙宗疏 に ﹁
個 々斯 の如き の心性 は本自爾陀法身より賦典 せられたり︒

一
一一
一
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三味嚢得 盆彰し︑此清浄光 に依 て自己 の法身を嚢覺することを得︒心性未だ清燿要 に徹照せず︑起

行 によりて心機開展して︑清浄光を得 る時︑心眼印開して大心海中 の高象を見ること︑金烏已に東 に
昇 るときは柄然として高物を硯 ることを得るが如し︒

此感性を鏡 に比せば天然は玉咲 にして心機嚢展せしは琢磨 したる賓珠 の晃曜混燿として表裏 に場嚢
す るが如し︒

一たび心機開展して清浄光を得ば感性究めて交徹清浄光明態となるが故に六根清浄なるを得︒

自ら 一心に念佛して自己 の心性爾陀 の大海 の 一波たるをしり︑心の波浪止むときヽこの感性清浄 に
して蒲陀 の大目鏡 の外 に我あることなし︒

此光を被りてよりは見聞覺知として員覺ならざるはなし︒色馨香味鯛として清浄法なら ざ る は な
し︒此光に封 せば萬象徹照して大千界を 一現す︒ 一心念佛して清浄光と相應する時 は六根清浄 の功徳
を得︒

六根清浄とは感性清浄なり︒此清浄光態 の感性 には︑空間には四方 に回照し︑時間としては三際 に
徹 して 一時 一念に十方三世を照す光なるが故に︑此光は感覺的 に阿爾陀佛を見たてま つるなり︒此中

の 一切 の萬象 は肉眼を開かず して清浄なる感性 に十方廓然として萬象逃るヽこと莫く︑三 千 園 に 照

す︒青香 に目を奉げ て硯よ︑清虚 に無敷 の星界は悉く是眼裏 の塵なるを︒

一心に念佛し清浄光に感性を清浄 にして見よ︒自己 の員面目顧 はれて大千 の 一切 の衆物 は歴然せざ

るはなし︒爾陀より賦典 せられたる此感性省不思議︑二らく日月太虚 の遠き其幾萬億里たるを知らざ

るべし目を奉 て直 に現 るに非ずや︒意 の縁ず る所︑其 の疾く之を俯 し仰ぐ間に再び四海 の外を撫する
に非ずや︒天然巳に然り︒況や精練 せる感性 に於てをや︒

感性清浄なる時 は十方 の大千悉く眼識 に交徹し園照す︒耳鼻舌身も理亦復然り︒法華 に︑清浄身を

得れば浄瑞璃 の如く衆生喜び見るが如し︒其身清きが故 に大千界萬象も悉く其中 に映現すること浄瑠

璃珠 に萬物を現すが如 しと︒拐厳 に浮塵幻化虚妄なるを相と稀し︑ この妙覺明證︑常自壁然として十

方 を含吐し︑業 に循 て嚢現す︒故に是證を得るも のは現ぜざ る虎なしと︒

阿難と大衆とが佛 の開示を蒙りて︑身も心も盪然として墨碍するも のなく︑各 々自ら知る︑心性 は

十方空間に偏して萬有を含容するを︒反 て父母所生 の身を観 ること大虚 の 一塵か或は三海 の 一演 の起
滅従う所なく︑了然として豪られざ るが如 し︒

一五

一六

此理を證 し清浄光を得る時︑十方法界洞然として清浄なり︒此時心を奉 て爾陀 の清浄法身妙色荘厳

を感ずるとき明鏡を執 つて自ら面像を見るが如し︒大経 に無量壽佛大光明を放ちて普く 一切 の諸佛世

界を照したまふ︒ 一切 の萬物沈没して滉溢 と し て 大火を見るが如し︒ 彼 の佛 の光明も亦また是 の如

し︒相好照燿せずと云ふことなし︒また無量壽佛 の大音はあらゆる世界 に宣布して衆生を化したま へ

るを聞たてま つる︒無量壽佛を見たてま つるに威徳規 々として山王の如く高く 一切 の諸 々の世界 の上
に出 で相好光明照燿 せずといふことなし︒

阿爾陀経 に阿爾陀佛今現 に在して説法したまふ︒また阿爾陀佛もろノヽ の聖衆と共 に現 に其前 に在
ます︒

此光 に應ぜ る感性 は清浄なること磨きたる明鏡 の如く表裏 に暢嚢す︒よく鍛錬せる鐵が利刀となる

が如し︒琢磨 せる珠玉の如く螢光晃耀明浄なること日月 の如し︒蓮華 の如く六塵 に染汚せられず︒清
虚 の如く無限なり︒

如末 の恩寵 と人 の信仰

宗教関係は︑本より人 の精神 のみに於 て成るべき に非ず︒ 一大事因縁を以て︑衆生をして佛知見を
開示して佛 の正道 に悟入せしむるなり︒

不識的宗教衝動 の際昧なる真望 の中 に︑客證如末を愛 し︑感情 の之に封する愛慕 は子 の親 に封する

如く︑知力は客證を印象 し︑感情 には之を我がも のとし︑情操至心に宗教的衝動に自ら得んとする客

腱 は︑不識的 に関係を得るを仰いで信じ︑信が崇き に憧憬するをまた之を印し︑感情 は之 に封し憧憬

欽仰し︑知力は之を印する時 は︑情 は之を我宗○ て︑而して宗教的世界 の内容を含み︑自己 の中心を

如末 の中 に立 て︑如末 に封する情操 より盤的衝動として︑活動の原動力となり︑意志 は盤的生活 の結

果として︑盆 々向上嚢達して︑其指導 の下 に活動し︑向上には如末 の中に客観的に行動す︒

斯く心の三能を致 一したるを 一心と云ふ︒ 一心を如末 の霊應 に封するを信仰と名づく︒

したが︶ふの謂 ひなり︒此 の宗教的関係を知力 にのみ信
信仰とは如末 に蹄命信頼し︑其 の命令 に卒 ︵

一七

仰 を見 る時 は︑理性 主義 にし て内容 を充 しめず ︑活 動 の原動力なくな る︒

また感情 の性 にのみ見 る時 は︑内容 は充賞 しぬるも盲動 たる こと保 し難 し︒

一八

又宗教的 の深奥 の内容 は己を客證 に投影 し︑如末 は凝然不動ならば ︑我が信仰 と交渉 を結 ぶなし︒

宗 教 は自 己二 面 にあ らず如末 と人と の関係同 一機能 の二面なるを要す︒此 の関係なくば宗 教 な き の
み︒

人 の知情意 三能 を致 一したるを信仰 として之 に交渉す べき如末 の四光あ り︒清浄 ︑歓喜 ︑智憲︑不

断 の光是 なり︒ この四光 は本 一證なれば ︑之 を恩寵 また聖霊 と名づく︒如末 より人 に典 ふ る の 謂 な
り︒恩 寵 と信仰 と合 一して宗教関係 を賞現す︒

法華 に又如末 一大事因縁を以 ての故 に世 に出現す︒ 一大事因縁と は︑衆生 の信 と如末 の恩籠 の縁 と

の感應 に由 つて︑人 の知見を開 示し︑而 して如末 の聖道 に入らしむる にあ りと︒

因縁 と は信仰と恩寵 と の感應 にし て︑機能致 一の不可離 の関係なり︒此 の二面 は 一面を活動とし︑
他 を受 動とす べからず ︒ 二者同活動なり︒

如末 の恩寵が人 の機能 に在 つて活 動す︒如末 の恩寵印 ち人 の信仰 に交感 し︑水 に火を加 ふる時 ︑蒸

嚢して蒸氣力を嚢すと同じく︑此 の因縁印ち紳人 の感應 に由 つて生活 々動す︒

宗教理性主義 は自己 の根底たる絶封主澄と致 一なるを開嚢し顧示するも︑それ のみにしては形式動

機 のみにして︑動かずば清泊 に陥り︑内容 に快けたる宗教は活動すべきも のに非ず︒又理性 の方面快
ける時 は自己 の根底なき︒

吾人 の理性 は本有 にして︑絶腱主證より興 へられ︑之を開嚢によりて願示す︒感性は如末 の関係に
よりて啓示し霊化す︒また活動せらる︒

主澄なる 一心を活動 の四方面に分類し︑感覺︑感情︑知力︑意志とす︒此四心分類 に封する如来 の
恩寵を︑また四面より見 て︑清浄︑歓喜︑智慧︑不断とす︒次での如く︑感覺を美化し︑五根清浄に

し︑心情を融合し︑歓喜し霊稲を典え︑智力正知見を開一
バし︑員理に悟入せしめ︑意志を霊化し︑佛
智の限を開きて︑如末の正道に行動し︑聖子として聖職を果すべき心理状態を︑人の方面より見たる
ものなり︒

一九

清 浄光 と 五 眼

二〇

感覺とは人の五官︑所謂︑五根五識︑眼耳鼻舌身が外界の色馨香味鯛の刺戟によりて起す虎の心理
作用なり︒

天然 の人 の感覺 は外界 の五境 の誘惑 によりて五欲に溺れ其 の精神を染汚す︒故に名づけて五塵と云

ふ︒たと へ外界に悪 の誘惑物充満すとも︑己に煩機種 の清伏するに非れば動機となるべからずｏ経 に

五欲は心を主とす︒経 には五欲 の過患をあげ て︑其 の誘惑を防禦すべき心盤を嚢展すべき ことを教 へ

られたり︒几夫多くは感覺 の篤 に心霊を染汚す︒五欲 の感情を根本として︑感覺 の篤 には︑感覺的︒
人 の天然的なるは賞感 のみにして美感 は未だに展 せず︒
感覺 に佛教 には五眼等 の五種 の感覺を明せり︒

肉眼には生理學的 の天然 の機能的物理的機械的慶迫を以て五官 の作用あり︒

生理の自然律に制 せられて機械的機能 に種 々あり︒人は光を藉りて現るに動物禽獣 の中 に光によら

ず して説るあり︒日光 の篤 に碍らる ゝあり泉 の類 の如 し︒日光に硯︑燈 に硯ざ るあり鶏 の如し︒
す べて生理機能器械的なるは肉 の五官と名づく︒

次 に天眼等 の修養 の結果自然と致 一し冥合する時︑ 一大精神界中 の自然界なれば︑紳通感應 して︑

空間的 に遠近 に拘 はらず︑碍障なく明晴なく自然界 の萬象を見聞するを天眼天耳とす︒また天鼻と云
ひ︑天舌天身と云ふ︒
法五官︑法 は事法性︑法性 の理性 に随順して事法界をなす︒

自然界以上の心霊界印ち如末自境界に願現 せるすべての感覺を見聞するを法限と云ひ︑如末 の本質

印ち法性 に総つ３ ふ五塵 の境界に封する五感作用にて︑浄土 の五妙境界を見聞覺知する感覺作用印ち
感覺 心象なり︒

法性員如界涅槃界 の荘厳を感覺する五官なつ︒浄土 の五妙境界は其 の感覺する所をあらはせり︒
法身 に属 せる五官 の感覺 の故に法眼等と名づく︒

美學 に所謂美的侵象なるも の亦法眼に属す︒三味境中に法界に逍邊し浄上 の荘厳を感見す︒

︒
自然界は肉 の五官 の感覺界 にして心霊界は至美 の感覺印ち法の官能 の︵
所感︶

一一
一

法華 の我此土安穏 ︑天人常充滞等 は こゝに属す︒
慧眼

一
一
二

五官 の性 は 一大 理性 にして法界を表 して観念的理想 の 一饉観 なり︒現聴嗅味鯛を通じ て 一證清浄 に
し て心霊界 と相應 したる︒

如末 の本質 の中 たる絶封 理性態 を感 じヽ 一切差別を絶 したる本質賞證 と相應 す るなり︒彼此 の想 を
絶 し理法界 を観ず る作用なり︒
佛眼

前 四眼を統 一し︑四眼 は本如来 のはたらきが人 の機能的 に賞現 したるは肉 の五官 ︑人 の心霊 により
て賓現 せるは法︒

慧 眼 の 一澄 なると法眼 の事 々の感性 とを統 一したる佛眼 には︑ 一塵中 に十方無量 の利海 を見 る等︒
ま た五根 互用︑日融無碍等 ︑佛 の感覺 を云ふ︒

感覺︒

宗教 の美的儀祀

澄拝 の崇高 に森慄し︑懺侮 に切歯 し︑救済 の慈悲 に親接し︑融合 の快味を覺え︑慈悲を得たるを信

じ て︑愛情 の最高妙業を享く︒感情 は刺激 の高 まるに従 ひて感覺分子増進する︒

美的感象 は精神的 にして︑凄涼慶迫 の空氣 に鯛れ︑立ち上る香煙に精神朦朧とし︑五色 の窓 の中 の

薄晴き間 に宏荘 の弯窪を仰ぎ︑沈静 の音楽 に信仰を震漂 し︑是等 の感覺 は崇高 の美的感情 に件 いて感

覺的卑下なし︒未だ入紳 せざ る者を婿取する功あり︒教會 の讃歌が宗教改革 の豫備をなせし︒
寛印信正梵唄︑妓王︑妓女 の濃讃︑安業︑佳蓮︒

宗教入紳 せし人も︑筒増進し精微 にする篤 には感情を練達するを必要とす︒其 の篤象を 昂 進 す る

は︑其 の感情 の反動感應 によりて刺撃す︒宗教的感情 は精練熟達するを要し︑之を精緻ならしむるは
美的儀膿を最好とす︒

一
三
一

浮

二四

自然 に五眼等 の功徳備はると︒世界内外を無碍に見ゆるは天眼 の用なり︒衆生 の業因縁を見るは法限

父母所生 の肉限が清浄なるを得 て︑世界内外を映徹して見る︒また因縁果報 の生虎を悉く見る︒また

法華法師功徳品に︑六根清浄 の功徳を明 せり︒略して之を録 せば︑若し人行至り功成ずる時 には︑

業ならぎ るなく︑方として浄土ならざ るなきに至らん︒

客観界 の角劣機悪を論ず ることなかれ︑唯阿爾陀佛 の霊能を感じて︑心性清浄なる時は︑虎として種

玲蓮たる美天國と顧現し︑耳根清徹 にして微妙 の聴覺を感じ︑嗅覺至妙 にして香芥烈なるを感ぜ ん︒

つて四面を望む時は萬物悉く翠色を塁するが如く︑感覺機能 にして清浄盤徹なる時は︑向 ふ虎 として．

八面玲蓮とし︑又洞然として十方 に徹照し︑盤明にして不可思議なることを得 ん︒喩 へば青眼鏡 によ

を放ち︑喩 へば玉咲を琢磨し垢質去る時 は玲蓮として内外 に映徹 せるが如し︒最も霊妙なる感覺機能

宗教的心機印ち感性が︑如末 の清浄光 に感化し︑純熟する時 は︑感性極 めて精妙 に︑螢然として光一

清

︒

の用 なり︒其 の眼清浄 な るは憲 眼 の用なり︒ 一時 に内外印 ち感覺 と観念世界 とを雙 べ照す は 佛 眼 な
ｈソ

また天然 の感覺界を見るは人天眼︑二乗境界観念界 の治極 の方面なる室 のみと観ず るは是慧眼︑清
浄 の観覺界依正報を見るは法限なり︑完く佛を見るは印ち佛眼なり︒

感覺界 の事を︶聞くは肉耳なり︒観念界 の偏空を聴くは二乗 の憲耳︑
耳根清浄とは︑世界内外を ︵

観念界と感観界とを雙 べ聴くは法耳なり︒絶封園滞 に快く ことなきは佛耳なり︒また聴 いて染著せざ

るは慧耳なり︑また謬らぎ るは法耳 にして︑ 一時 に三世十方を回 かに聴くは佛耳と云ふ︒

鼻根清浄とは︑世界内外を嗅ぐは天鼻︑不染不著なるは印ち慧鼻︑嗅観分別するに謬らざ るは印ち
法鼻︑ 一時 に 一切を園 かに覺するは佛鼻なり︒

舌根清浄とは︑ 一切諸 の苦澁 の物 にも悉く憂じて上味となること︑天 の甘露 の如くならんは天舌︑

員味 は無味なりと味 ふは二乗 の憲舌︑萬法謬らずして味を知るは法舌︑日 かに 一切 の法味を 一念 に味

ふは佛舌なり︒又舌根清浄 にして深妙 の音響を出して聞くも のを歓喜悦豫ならしむ︑諸 の語をなす こ

と自在なるは天舌︑壊 せざ るを慧舌︑謬たざ るは法舌なり︒ 一時 に互に用ひて自然 に無碍なるは佛舌

二五

な り︒
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ねが︶ふｏ世界 の内外悉く中 に於て現前す︒世間
身根清浄 にして浄瑠璃 の如く︑衆生見んことを楽 ︵

のあらゆる中 に現ずるは肉身 の用なり︒二乗身中に現ずるは慧身 の用なり︒菩薩 の中にて現ずるは法

身 の用なり︒佛身中 に現ずるは佛身 の用なり︒ 一時 に日かに現じて 一時 に互用す︒謬りなく著するこ
となし︒

心の賞相を證する時︑四大皆空にして︑浄瑠璃 の如くに障碍なく︑森羅萬象現前せずと云ふことな

し︒意根清浄 にして 一侶 一句を聞く に無量 の義 に通達し︑其 の所説 の法其 の義趣 に随 ひて皆賓相と相

應す︒皆俗間経書世語言︑費生 の業等を説かんに皆正法に順ず︒其 の人思惟筆量言説皆是佛法 にし て

員賞ならぎ るはなし︒世間 の費生産業皆正法 に順ずるは意清浄なり︒賓相と違背 せざ るは印ち慧意清

浄な ︒思惟筆量するは佛意清浄なり︒ 一時 に日明に互用するに誤ることなし︒
︐

感覺界は感覺 の所現

人仰 いで蒼 々たる天を謄 ︑俯 しては萬物 を暗 る︒斯く の如き の現象 は是何 に依り て感覺す るや︒論

に心生ず る時 は種 々の法生じ︑心滅す る時 は 一切 の法滅す︒蒼 々たる天沙 々たる萬物山水 の美景百種

の草花 若 し人 の現覺性 なき時 は物 色何 の色 か塁 せん︑聴官性 なき時 は音響 の氣 を○○す︒香氣 にも︑

若 し人 の感覺 なき時 は色塵馨塵是何物ぞ︒印 ち識 る感覺界なるも のは人 の感覺 によ つて現象 を感ず べ
き も のなりと︒

唯 識論 に 一水四見 の喩あ り︒印 ち萬法唯 識 の所感 の故 に吾人は地球 に在 つて人間界 上 に男女 の相 に

江顔蛾眉 の色絲竹管 絃 の彗 に於け る蘭薦 の香 に於 る金殿 玉堂 の美 なるも人 の美 と感ず る所 にも他 の動

物 の感官 に軟 迎 せらるべきも のに非 る こと は︑他 の動物 の感覺と人 の感覺 と は同じ からざ る ことを推
し て知 る べき なり︒

一水四見 の喩 と は物質 なる水 は同 一質 なるも之 に封す る生類 の感覺 に異り て感ず る ことは︑人 は之

を水 と感ず るも ヽ水中 に滸ぐ水族 の篤 には人 の大氣中 に在 るが如く に感ず べく︑若 し之 を精明 に純熟

したる紳 識 の梵 天 の天限 には水 を映徹 せる瑠璃賓地 と見え︑また肉慾我慾 の結晶 たる餓鬼 の業識 には

天 人が瑠 璃地 と感見 せる水 に接 鯛す べからざ る熱河と感ず る如く︑全く此 の現象界 は唯 識 の現象 にし
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て若し人 にして感覺作用なかりせば︑日の明︑火 の熱︑雷 の響も感ず べきなからん︒若し人天然 の心

機を超越 して精明に霊化 せる感性 には七賓荘厳 の霊妙的感覺世界を感見すべし︒ これ非物質精計態 の

高等なる感覺界を嚢現すべし︒若し物的感覺 の清浄國土を嚢見せんと欲 せば甚だ不可なり︒讐 へば青

眼鏡をも て外界を見る時 は萬物悲く青色ならぎ るはなし︒若し爾陀 に霊化 せる精神 にて観見する時 は
十方虎として清浄國土ならぎ る虎なきを感ぜ ん︒

絶封無限 の宇宙 の員面日は︑本来清浄本然なり︒衆生自ら無明によりて誤 つて角劣 の世界を感ず︒

ブ ラトンの感覺世界と観念世界とを立て︑不凡 の人は単 に感覺世界 のみを見︑至人は観念世界を観ず
とｏ カントの叡知世界とは此 の観念界 に外ならず︒

法華 に我三界の如く に三界を見ず︒又衆生劫泰きて焼泰さるるも︑我が此 の土は安穏にして天人常
に充滞 せりと︒

此 の中 に三界とは感覺世界︑衆生は自然 の感覺世界 のみを見て世界 の員相 は是 の如しと謂 へる侵相

をもて員賞と誤解 せり︒牟尼は超感覺なる観念世界に清浄國土を観見する︒然るに比 の叡智観念世界

はまた常寂光土とも名づけて︑現象 の感覺世界は滅却すべくとも︑観念世界は常自として不動なり︒

世間 の人は現象 の感覺世界を以て全ぐ依止す べき虎として依属するも本来現象界は有篤興韓して常住

なるも のに非ず︒若し此 の相待規定 の世界を超越して絶封的観念界 に安住する精神には安穏 にして常

住なり︒此 の観念世界なるは不等坦然淡泊なる理想態 のみに止らず︑七賓荘厳 の微妙 の荘厳瑠璃賓地
には内外 に映徹し金沙徹水照︑玉葉満枝明︑音楽八風宣︒

是心作佛︑是 心是佛︑自己 の精神 にして爾陀 の盤化を捨 て︑単 に客観界 に浄土を求むるも のは是佛

弟子に非るなり︒自己 の主観霊化する時 は向 ふ虎として七賓荘厳ならぎるなし︒虎として黄金世界な

このい
﹂とわり︶あることなし︒ 一念
らぎ るなし︒是心作佛︒若し蒲陀 によらず して霊化すと いふ是虎 ︵

爾陀を念ずれば 一念 の佛︑念 ス蒲陀を念ずれば念 々是佛︒蒲陀の妙色荘厳を念ず る時は漸 々に感染し

同化して党 に妙色荘厳をも て自己 の感性 に薫 せん︒拐厳 に香 に薫ずること久しくして器物即ち香を成

すが如し︒若し妙色薫染すれば感性 には向 ふ虎として浄土ならざ るなきを感ぜ ん︒

人 の精神本 これ絶待主證 の 一分子なれば︑諸 の垢質を腕する時は霊覺玲理として顧現せん︒喩 へば

賓 石を磨きて光彩壁然たるが如し︒人蒲陀 の霊光 に感染盤化する時 は感性清浄 にして見聞覺知霊精 に

して︑現象界と同じく観念 の浄土を併観することを得 ん︒若し浄土 の荘厳 の説を聞 いて是方便なりと
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談ず るも のは︑天然素質 ︑自 己 の垢質 の感性 により て虎 とし て角機 のみを見 るが故 に然 る のみ︒唯摩
に其 心浄き に随 ひて佛 土浄 しと︒

菩薩 の行 を行ず る時 ︑其 心浄きが故 に︑感ず る虎 の世界も清 かになるなりと日ひしに︑舎利弗が然

らば今此 の土をし て如末 の上と せば ︑此 の上 の角悪 なるは︑佛 の昔菩薩 の時行じ給 ふ時 に不浄 なる心

が所感 と して斯く此 の土 は角悪 なりしやと問 ひ上れば ︑佛 の仰 せらる ゝに︑否 ︑我が今此 の上 は清浄
にして七賓荘厳 せりと我 には見ゆると︒

は外界との関係には最も先駆として此 の媒介 によりて精神は外界 の物事を経験す︒然るに今教 の感覺

の功果として先駆 に徴光を感ずるも のは感覺なりとす︒感覺とは現覺聴覺嗅等感覺作用にして︑精神

宗教関係 の主證なる個人 の心機が己に成熟し霊化したる機能を︑心理分類 の四種 の中 に於て︑精熟

感覺 に被る光︱︱感覺性を美化して清浄餃潔ならしむる光︒

清

に感ず べき清浄光 によりて感性を清浄 にし玲瀧ならしむるは客観界 ︵
外界︶との関係による感性 に非

ず︒尤も原始的宗教天然教 に於ける如く︑彼等は天然物素 の中に客證を認め︑蒼 々たる噴天赫 々たる

太陽 は印ち紳なりとし︑儒教 に徳 の軽き こと毛 の如し︑毛は猶倫あり︑上天 の戴 は馨もなし︑臭もな

し︑至れる哉︑とは感覺 の極 にして超感覺 に進まんと欲する兆あるも︑未だ超越すること能 はず︒亦

進 んで超然主義 には︑此 の感覺世界を超えて彼岸 に到達するに非ざれば︑微妙清浄 の霊妙 の感覺世界
を感ずる能 はず︒此現象界と彼美天國とは其 の性を異 にすればなりと︒

進化 せる斯 の教 には︑浄土荘厳と此微土とは客観界其 のも のの性質 のいかゞを言ふに非ずして︑自

己主観印ち心機が天然 のみに唯感覺界を感ずると︑阿爾 の観念によりて︑紳的観念世界を感ずるとの

言 にして︑日に主観 にして霊化するとき は感性清浄 にし︑八面玲蓮として阿爾陀佛去此不遠を感ずる

ことを得 ん︒庭前 の柏樹も七賓行樹と草堂茅屋も宮殿瑣閣と映交し雙照するを得 ん︒

大乗園満 の修多羅 に示せる微妙至美 の荘厳界 は客観的 に求むべき に非ずして︑主観的 に求むべきも

のなり︒観経 の所説 の浄土 の荘厳 は全く客観界 の現象 に非ず︑主観印ち霊的観念 の客證現象なり︒故

に観経 に︑若し三味を得ば彼 の國地を見るをう分明にして具さに説くべからず︑又佛身の高妙なる八
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萬 の相好無泰 の光明等 は具 さ に説く べからず︑但 だ憶想 し て心眼をして見 せしむべし等 と︒

現象界 は感覺作用 の嚢現︱︱感覺作用︱︱感覺性美化︱︱感覺性 の種類

清浄光功能︱︱感性美化︱︱ 浄 土 は美化的感性 の現象︱︱清浄光 の美化的感性 を離 れ て浄土を求む
る の非 ︒

種 々の世界観 は各自己 の心性 に起因す︱︱ 一水 四見 の喩︱︱浄土 の観経 は宗教的感性 の修養︱︱ 宗教
は紳秘的美的修養

委

色 清 浄

我等教租を範とし︑爾陀 の霊光 に浴して︑此 の宗教的身器 の血行︑呼吸︑神経系︑内的分泌等 の調

節作用を能く調 へ︑すべての活動機能を爾陀 の盤力に充され︑霊的活動の器械運動 の調節︒

宗教的人類とする時 は︑個人は法身 の分身にて宇宙を縮少 せる佛子なり︒小宇宙なる個性 の身饉と
精神とは同 一畿 の二現 にして肉饉と精神とは親密 の関係あり︒

姿 色 と 血 液

精 神 と姿 色と の関係 に就 ては︑先づ姿色 は血液 と関係あ り︑血液 の本源 は心臓 なるが故 に精神と心

臓 の因縁 は深 い︒精神興奮すれば 心臓 の鼓 動盛 になり血管が開張 して血液循環 迅速 となり︑精神沈静

すれば貧血 して顔 色が蒼白 となる︒劇 しき憤怒 には心臓破裂するあ り︒ また中相 と心臓 の血行 に つき
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て血液が中相 より交感神経 により博達して心臓 に至れば心臓敗縮して血液減じて青白色となり︑中相

より迷走神経 により 心臓 に博達すれば心臓弛緩して血が多量となり潮紅色を塁す︒

姿色清浄 は霊的活氣 の表現 にて︑霊 に活くる人は肉も元氣よく静色玲蓮たり︒霊 の水に漁れて活激

血液が潔 よく循環す︒元末血液 は身證 の螢養 の原料を胃腸 にて治化したる螢養物を吸収して身證組織

の各部 に配置し︑而して呼吸より酸素を吸収して組織 に分配し炭素をば排出す︒分泌腺 に必要なる成

分を供給 し︑組織 の老慶分を澄外 に排出す︒故に若し血液循環不良なれば身證組織 に憂動を来たす︒

血液循環 の中心は心臓なり︒血液 は心臓 より動脈管 に出 て毛細管 に循り営養分を組織 に分配し︑腎臓

又は皮膚 よりは老慶分を排除し︑組織 の代謝産物を静脈より心臓 に還し肺に入て吸酸除炭 の働きを篤

して又心臓 に還る︒此 の循還作用は心臓 の牧縮と横張との運動による︒印ち心臓が接張すれば静脈管

より血液を受容し心臓が攻縮すれば動脈管 に途る︒此 の運動によりて血液循環を調節す︒吸氣 には肺

が接張し︑○屋を生じ心臓及血管 は働けども胸廓外 の血管 は外界 の氣屋を受け︑胸廓 は静脈血を心臓

に吸引して循環を助く︒呼氣 は静脈血 の環流を助く︒而して心臓縮張 の秩序 の運動は全身末槍 の循環

を掌 ると共 に循環を調節す︒血液 の鉄物 は骨となり蛋白質 は筋肉を作り︑常 に代謝し老慶物を排出し

生證 の組織 に分解作用を篤して血液 の自血球は細菌を撲滅する力を有す︒

若し宗教限にて見れば此 の生理的 の生證も如末蔵 の生物現にして種 々の巧妙なる組織を機能として
法身 の妙用と能力が種 々の因縁より成したるも のなり︒

呼 吸 と 姿 色

呼吸なるも のは人 の生活機能 に快くべからざ る作用にて呼吸と循血とは親しき因縁を有 てをる︒呼

吸 は杢氣中 の酸素等 の養分を肺に吸収して血液 に供給して饉温を嚢し老慶物を排除し︑酸素を吸 つて

乳康と化して血液を造る︒呼吸は胸と腹と の間なる横隔膜 の運動にて起す︒腹皮は柔かなる筋膜と皮

膚 なれば伸縮が自在 にて胸と腹との中間なる横隔膜は弯状 にて筋肉縮めば膜 は下り弛む時 は上る故に

膜が下れば胸廓及び肺は廣くなり腹 は狭くなる故に自然上腹 は前 に出 で胃腸が上より慶 せられる︒深
呼吸 に依て下腹が太くなる之を氣海丹田と云ふ︒

また日総念佛 にて下腹 に力を込 めて馨を丹田より嚢する時は深呼吸と同じく自然と氣海丹力 に力づ
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く︒而 して能 く高馨 に鴛名すれば共馨が清朗 として宗教的 に云 は ヽ 一々の呼吸 の器械 は是如末 の霊的
器具 にして酸素等 の氣 は悉く我等が霊 を養 ふ賜 であ る

飛錫諄師が 人は木 れ ん子 の珠数を以 て総名 の数 を探 る︑我 は 一々の呼吸 の息 を以 て念 珠とすと︒賞

に菅 に 一呼 一吸 の息 は念珠 たる のみにあらず 此呼吸 の息氣 悉く粥陀 の賜 にして而も霊を養 ふべき糧 な
ｈ
ソ︒

また員 に光明に接 せざ る人は精神 に醸し つうある地獄餓鬼 の氣が 一呼 一吸 の中 に悪道 に通ひつつあ

り︒此 一呼 一吸爾陀 の霊 の霊素を含みて此呼氣 は天地を清 め法界を浄くす︒夫と反封 に諸 の不善 の輩

が胸 に不善 の毒素を温して吐き出す氣息 には毒素を含むが故に常 に笙氣を汚濁す︒

姿 色 と 分 泌

人 の身澄生理機證及び血液循環呼吸及びすべての調節作用も皆宗教的生活 には 一も快くべからざ る

必要條件なると共 に︑皆生理機能全部を盤的 に應用すべきが宗教生活 の旨と篤す虜︑生活全部が霊的

に活用する故に︑人生 は永遠 の生命あり︑員 の債値あり︒生活機能を悪用する故に人格 に三悪道 の結
果を篤す︒

身饉五臓六腑及び 一切生理機能 の各部を養 ふ血液 の循環 に就きては既 に述べたり︒生證 の組織器官

細胞 の間を循流する血液中 に 一種特殊的 の化學的成分 の分泌物が有 つて︑此 の分泌液が化學作用に依

つて非常な影響を生理機能 に及ぼす力をも つて居る︒ 一切 の器官 の働きが相互に因縁して 互 に 連 絡

し︑而 して全證 の生理機能 の統 一と調和を保たせる特殊 の成分 ホルモンと呼ぶ内分泌物あり︒之 はギ

リシヤ語 の喚び覺籠じ しと云ふも のにて︑特殊的 の腺 にて生成せらる︒外 に大多数 の腺が其 の分泌物

を導官 に依 て汗など の如く に證 の外 に輸出すると異り︑ホ ルモンは別 に導官を具 せず分泌物を直ちに
腱 の内面なる血液中 に輸出する内分泌物 である︒

人證 は数多 の器官機證が無数 の細胞無数 の組織 から成立 つてをる︒之を統 一する生活 の目的は自己

保存とか種族保存︒それが更 に進 んで云はヽ霊的 に永遠 の生命と盤的 に人格完成し︑獨り然るのみな
らず︑ 一切と共に霊的 の完成を期するにあり︒

責 に巧妙なる機能が相衆 つて組織する統 一と調和とを保 つ篤めには︑随 つて精妙なる働がなくては
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なら ぬ︒全證統 一中 の各 一部 に於 て其 の憂化 に應じ て調和 せしむる働き は是れ神経系 と ホ ルモンと で

あ る︒神経系 は中相 と末槍 と に依 て成 り立 つてをる︒高等 なる人類 には神経系 の嚢達す る こと は非常

であ る︒然 れどもそれ のみにては完全 に調節が取れ ぬ︒また活力がな い︒此 を助力す る内分泌 の助 に

依 らねば なら ぬ︒神経 は機能が極 めて銃敏 なれども疲れ易 い︒ ホ ルモンは血液中 の化學成分液 にて化

學 作 用を以 て組織器官 の興奮 を喚嚢す る力 は疲勢 なしに持績す︒ ホ ルモンが生 理機能 に及ぼ す働き の

二三を奉 ぐれば甲状腺 ︑大騰下垂︑副腎︑又松果腺等 の各虎 にホ ルモンを生成す る虎あ り︒

ホ ルモンと精神と の関係

内分泌物が精神 に関係を及ぼす ことに就きて云は ゞ︑若し甲状腺 ︵
俗 にノドボトケ︶を治療手術等

の篤 めに裁り除く時 は︑精神 の作用甚しく鈍くなり︑記憶力減少し優柔不断 に元氣も鉛沈Ｌ性慾減退

し甚しき は自痴となるあり︒若し之 にホルモンを生成する様 にしそが増す時は精神 の働きが活激とな

る︒甲状腺 のホルモンが過度 に増す時 は精神も活激 に勇氣も増進し饒舌となり性慾も増長すと︒

斯く甲状腺 のホ ルモンが増すと︑人 の精神力と習慣と云ふものは︑大に生活力 の方向を 韓 換 せ し

む︒故 に不生 に精神を霊的 の高等なる方面 に向けてますノヽ使用 の習慣を篤す時 は活激なる精神力を

用 ひゆく こと︑喩 へば澤奪 の青壮年時代 に︑非常なる精神力を︑大菩提 てふ我無上道 の光を得 て 一切

を斯光明 の下 に度 せんとの志願は︑甲状腺 の盛なる分泌物を高等なる霊的 の方面 に注げ るを以て︑大
に精紳活動 の膏として精神 の運韓を速度 にしたり︒

青年 に澁る色慾あり︑是あたら是青年 の血を動物的 に働 かしむ︒之が方向を阿褥菩提と云ふ道心を

嚢 して此 の方向 に向 つて活動せしめば︑動物慾 の圧盛なる力を高等なる方面 に進むべき力と篤り得る

と︒有篤なる青年 は能く精神 の膏なるホルモンを豊富 にして高等なる意志 の賓輪 に膏さして霊的 に向
上すべし︒

副甲状腺 に 一個 の分泌腺あり︑針頭大なれども貴重なる職を有 つてをる︒若し之を除く時 は痙攣症

を嚢し死に至るあり︒また此 の場所が病的状態となれば精神 にも影響し或は憤怒とか恐怖又不安 の状

を現す︒また往 々に精神異状を末すあり︒ ホルモンが精神作用に及ぼす因縁は多大である︒

また精神が内的 ホルモンに及ぼす力も大であ る︒精神作用はかく血中 のアド レナリンの分量に憂化
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を末す︒すべて精神 の働きが神経 に博 ひ神経から血中 の分泌液を起してアド レナリンなる分泌が全身

の交感神経系 に於て働き其働きを克進 せしむる力をも つてをる︒精神作用から アド レナリンは副腎 に

て造られ而して血中 に在 つて全身を運行し︑交感神経系を不断 に刺戟し全身 の官能 に及ばす︒

教組 の諸根悦豫姿色清浄なるは髪 にあり︒教租は大盤なる無限の霊的太陽 の霊活 の力と三味的交感
し︑活 々したる盤氣は之を承けし澤奪 の精神 に交感し︑盤氣 は佛陀全身 の交感神経 に感電し︑全身 に

運用して不断 に盤活する働きが印ち佛陀 の姿色清浄と現ぜしなり︒我等常 に教租に習ひて此 の霊的電

力を精神 に体通して︑全身 の交感神経を働 かして諸根悦豫姿色清浄とならん︒

緊 張 と 弛 緩

精神が生理器械 に及ぼすガに 一方 は生理的に諸根悦豫し姿色活 々となる︒弛緩 の 一方 には共 の反封

の括約︑抑制︑緊張等 の統制的威力的作用あり︒諸根悦豫は前者 にして光顔焼 々は後者 に属す︒前者

は感情等を寛大にする歓喜悦豫 の方︑後者は意志的に統 一緊張する力をも つてをる︒

神経系統中 に交感神経系と副交感神経系とは相措抗 して弛緩と緊張 の働をも つてをる︒人は植物的

と動物的 の雨生理機能をも つてをる︒治化︑呼吸︑血行︑排泄︑生殖等 の不随意 の機能と随意運動の

機能とである︒随意筋感覺機官 は精神機官 にて騰髄神経 の配下に属するも の是動物機能 にて︑腸胃血

管︑子宮︑勝脱等 の不随意筋 に属するも の之を植物機能と云ひ︑騰脊髄 より自律神経系と な つ て を

る︒印ち脊髄 の 一部 より出 て神経繊維が全身 に潤夏 して交感神経節 の末槍と篤 つてをる︒騰脊髄神経

は騰髄及び脊髄より起り交感神経節 に開らず直接 に骨格︑筋及び感覺器官 の末槍 に連絡してをる︒

自律神経系 の三匠︒ 一︑中騰及び延髄︒二︑脊髄大部分胸髄及腰髄︒三︑脊髄下端薦骨部︒中 に於

て胸腰部 は組織 の排列 に生理上機能特色をも つてをる︑之を交感神経系とす︒他 の二を副交感神経系

と云ふ︒交感神経は全身 に亘りて匠域が廣 い︒眼 の瞳孔を績大にし心臓 には筋肉 の博動を 克 進 せ し

め︑皮膚 の全部腹部 の内臓等すべての血管壁 の不滑筋 を緊縮せしめて血慶を加減す︒毛根筋が牧縮す

︑ また胃腸等 の治化管 の不滑筋を弛緩 せしむ︒また子宮︑劇八管︑腟等や輪
れば毛が爾竪 ︵いやだち︶

精管等 の内部また生殖器 の不滑筋 の緊縮を起したり︑また涙腺︑睡腺一膵臓︑腎︑副腎等 の分泌を促

す︒また若し交感神経が過度 に興奮する時は肝臓等 の糖原質を葡萄糖 に憂化し︑血中 に容るる篤 に作
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用を克進す︒交感神経系は神経節 の間 の連絡を能くして全身 に蔓 つて働 いてをる︒

副交感紳経は自律神経系 の 一部として︑不滑筋及び腺細胞 の働きを助けて交感神経と相拮抗して働

いてをる︒頭蓋部 の限に在 つて︑瞳孔括約筋を緊縮し︑心臓 には筋肉 の働きを抑制し︑睡腺 には分泌

を促し︑また胃液膵臓等 の分泌を促し︑腸胃 の不滑筋を緊張する等︑すべて交感神経と相反封して相

互 に相扶け合 ひ 一方 は緊張すれば 一面が弛緩す︒交感神経系は眼瞳を大きくし︑血行を盛 にし︑筋を

興奮 し腸胃 の運動を抑制し︑脳肺心臓 の血管を接大にし︑他部 の血管を敗縮せしめて︑身證活動に必

要なる器官 に血量を増さしめ︑或は血液を筋力 の根源とし貴重なる葡萄糖を豊富 にして︑異化的破壊

的現勢力的なるに反し︑副交感神経系は諸 の器官を休息 せしめ辮さに働くべき清勢力を養 ひ︑また心

臓 の運動を抑制し︑腸胃 の運動を盛 にし︑治化液 の分泌を促し︑管養吸収を増し︑すべて同化的建設

的 である︒薦骨部も同じく︑交感神経系と相待 して腸 の下部結腸 の平滑筋 の攻縮膀脱壁 の平滑筋利尿

筋を攻縮し尿道筋を弛緩し外陰部血管 の接張を以て勃起を促す︒副交感神経系 の薦骨部 は尿糞射精等

の機能を掌り︑此部 の作用が精神との関係は著く︑激しき感情 に腕糞をなし︑また或感情 に依りて外
陰部 に憂状を起す如き︒

分泌液と精神

斯身 心は悉く如末蔵随縁 の現れたる個性なれば︑小なりと雖も是全證 の縮少なり︒生理的 の機能至
︑
れり︒生理 一切は皆員如随縁 の個證︑人 の身と心の関係も親密なり︒

人 の大騰と小膳 の間 の松果腺 の分泌液 は人 の生理的 の早熟を防禦する能力ありて︑若し早熟を防ぐ

べき分泌液を作る松果腺 の腫物 に胃され若しくは障凝あれば︑心身共 に早熟し︑幼少 にして身は長大

し髭髪生じ生殖腺及び外陰早嚢す︒小兒 にして長者 の如く の智憲辮論をなす如きあり︒また性慾張く

手涯 の病的 に陥るあり︒此 の分泌液 は生理的 の早熟を防ぎ年齢進むに随 つて分泌減退して徐 々として

身 心を嚢達 せしむ︒雛鳥 の松果腺を手術 にて除く時は雄難 の難冠蹴爪等も嚢達し早くに交尾を挑むや

う になると︒大騰下垂證 の指頭大なる虎 の分泌液 の虎を取除く時は︑身澄及び骨格 の嚢達が妨害を受

け︑生殖器 の嚢達が不完全となり︑精液も造られず︑雌性ならば雄娠せず︑性慾も減退す︒之と反し

て下垂畿肥大なれば︑分泌液盛なれば骨格も嚢達 し身證も長大に︑若し成人 の後 に嚢達 せば指頭鼻尖
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及び舌手足等 のすべて突出 せる部分が不釣合 に生成肥大する如き︑すべて身心の嚢育を催ふす働きを

も つてをる如しと︒松果腺と大騰下垂性との内分泌 の働きは相待 にして調和と統 一を司る︒

やはり諸根悦豫と威顔魏 々と の相互に相助長し相抑制して調和と統 一を完全にす︒精神が習慣生理

に及ぼす力大なり︒常 に信念を堅固にして生理 の根本なる盤力を仰ぐ時 はすべて生理機能 の適宜を得
て身心調和宜きを得 て諸根悦豫と威力魏 々たるを得 ん︒

又宗教 は古末高徳 は能く性慾を防過して精力を高省なる道心に嚢動せられたり︒此性慾 は本より生

理上必須 の性なり︒然れども其 の身 に素づき て禁慾家は禁慾 について其 の防歴するの理を識るべく︑

節慾家 は節慾 につき て理を知るべし︒性慾本ミオヤが人生 に賦典 せしなり︒生殖腺 の内分泌性慾 に及

ぼ す関係 に就て生理學に曰く︑若し生殖腺 の病的より大膳を胃し精神 に障碍を末したり︑また生殖作

用 の興化を起す故 に︑春期嚢動期 には身證 にも精神上も革新を篤す︒此期 に於て精神病を嚢する如き

偶然にあらず︒或る學者 の賞験 に︑蛙 の交尾期 に入りて性慾旺盛と篤ることは抱擁反射と篤りて外 に

表 はる︒印ち雄が雌を抱く如き此は 一定 の神経中相 の興奮 によりて反射的 に喚びおこす︒中相 の興奮

は平生 は大騰より来るなれども抑制機能 に之を抑制 せられて居る︒然るに交尾期 に入ると大騰 の抑制

機能が減退して而して抱擁反射 の中相が興奮してこの働きを起す︒此また生殖腺内分泌 の作用 に本づ

くと︒侵令交尾期 に入るも雄蛙 の睾丸を除く時 は性慾減退し抱擁反射を起す ことなし︒要するに生殖
腺 の内分泌 は神経中福 の性慾 に開する働きをも つて居 る︒

分泌液 は人 の身饉 の五臓六腑及びすべてに海み渡りて渦 々たる生命 の流を潤し活氣を催して居る︒
若 し此 の分泌液が涸渇する時 は生命 は渇してしまふ︒

精 神 と 食 物

人 の姿 色請瀞 ならむ には生 理機能 に於 て治化作用 の胃 の分泌 は大事 であ る︒此 の胃液 の分泌 は精神

作用と深き関 係 をも つてをる︒胃液分泌 の中相 は延髄 にて︑食物 の刺激 から感覺 器官 を興奮 し て食慾

の精神作用を起 し︑大騰 より胃液 中相 の延 置 に於 て分 泌物 より食慾を起す︒胃液 の分泌物 は二 つの時

期 に行 はる︒第 一期 に食物 を婿取すれば胃 に達 せざ る に起 る分泌物 と︑食物 の胃 に入 つて三三時間持

績 する胃液 の分泌物︒食物 は 一部 の胃液 にて治化 し︑ カ ストリンなる内分泌物が胃 の幽門部 に於 て形
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成 せられ る︒之が吸収 を受 け て血行 に連 つて胃底部 の粘膜 に︒
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精神 に関 係ある こと は嗜好物 には胃液 分泌 の中相 を興奮 し て食慾 を起 して分泌物が多量 に出づ︒若

し食物 を思 はぬ時 は胃液分泌が行 はれ ぬ︒侵令食物 なく とも嗜好物 を想像すれば盛 に分泌 物 が 出 づ

る︒之 に反 して非常 な苦悶憤怒杯 の激 しき情緒 の動く時 は分泌止む︒精神作用 は 一切 の生 理機能 に及

ぼ す腸胃 の働き に開す る︒非常 な憤怒 又 は憂愁等 の感情 を激 したる時 は胃 の運 動障碍 を起 し又治化液
の分泌 を妨げ ︑篤 に治化 不良 となる︒
常 に大 なるミオヤ に精神快活 なる時 は食慾もす ゝむ︒

姿色と交感神経系 の内分泌
生理は人に有利 に賦 せられたり︒

調節作用 の内分泌︑副腎より起るアド レナリンなる物 は︑交感神経繊維 の平滑筋 に在 つて交感神経

系 を興奮させる力を有 つてをる︒若し試 に小量 のアド ツナリンを血管内に注射すれば瞳孔散大し︑涙

腺 より涙が分泌し全身毛逆立ち皮膚及び内臓 の血管 は牧縮し腹部内臓 の血管 は攻縮すと︒此 のアド レ

ナリン分泌物 は副腎 にて製造する故 に︑若し副腎 の病氣 に罹る時 は筋力が減蒻すと︒

アド レナリンは葡萄糖を造 つて︑生理上恐怖とか苦痛とかの感情 の働きを柔 かに忍び易きやうに有

利 にでき てをる︒ アド レナリンは肝臓 より糖原質 の多量を葡萄糖 に憂ぜじめて︑血中 に入る時は苦痛

や恐怖 の感情 の働き に要する筋肉 の働きを有利 にす︒其 の所以は葡萄糖 は筋力 の根源 である故筋力を

養 ふ糖分が必要なり︒ アド レナリンの働 にて交感神経 の配下なる腹部臓器 の血管烈しく牧縮する︒其

かはり交感神経 に開 せざ る四肢筋肉や膳髄または肺心臓等 の血管 はアド レナリンの篤 に敗縮せぬ︒

故 にアド レナリンは︑血慶 は自ら腹部内臓 に高まり膳や心臓等は血慶が低くなる︒そ こで血屋が高

き より低き に向 つて循 る篤 に︑膳や心臓などが多量 の血液が供せられて︑神経中相循環呼吸系等 の供

給と老慶物 の排除を良好 にして身證 の活動を盛 になす働きを有てをる︒内分泌と呼吸との関係は副腎

の分泌物 アド レナリンが呼吸 に及ぼす働きはまた大なり︒元末身證 の活動を烈しくすれば︑随 つて酸

化 の度を増す篤 に︑呼吸が多量 の酸素を吸入すると共に炭素を排除することも多量となる篤 に︑呼吸
の働きが盛 に行はる︒
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生理 の不快感軽減
ミオヤは人 に生理的 に利を典ふべく賦し給 へり︒
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故 に若し不快感 の原因たる刺激が騰 に起ると︑膳 の血管 は収縮する篤 に︑騰 の神経細胞 の興奮性が

衰 へじめ︑不快を感ずる感覺力を鈍らす故に感覺が軽減す︒故 に何 か心配不快を感ずる刺激を受けた

ならば騰 の神経の興奮性 は衰 へるやうに︑下腹丹田または脚部 に力を注ぐ時は︑自然と不快感 の情が

軽くなる︒心配の刺激を受けた折 に︑腹部内臓 の績張する時 は︑騰及び皮膚等 の血管が収縮して︑篤

に知覺神経が鈍り︑不快 の感を軽くすと︒快不快等 の騰 の神経 の働く時 は︑血液 は多量に成る故 に︑

盆 々快 とか不快 の感覺を銑くす︒故に快感 には他を忘れて充分 に騰に血液 を働 かすべき に任すも︑不

快 の感 は成るべく血量を騰より他 に輸出する様 に心を用ゆる時 は憂饉恐怖等 の感情が軽減す︒

精神統 一生理は三味を有利にす

此身心は宗教的 の器具 である︒宗教 は人間以上の絶封的費在者との親密なる関係を結ばんとするに

成り立 つ︒若し三味冥想中 に︑紳 →﹂ころ︶を紳 の方 に集注する時 は︑騰髄及び内臓 の血管 は績張す︒

之 に反して外部及び四肢 の血管が収縮するにつき︑理由は他部 の血液を奪 つて騰に集 め︑騰 の生理機

能 を克進 せしめ︑精神 の作用を有利ならしむる篤 めばかりでなく︑ウ エルー ヘルの説 に由れば︑膳髄

及び内臓等 に血液 を衆むる時 は︑皮膚 は貧血を起し︑すべての知覺神経を減退し︑外末 の刺激 の感覺

を鈍らし︑精神 の統 一集注 に有利ならしむ︒若しかやうな目的とすれば︑内臓血管 の績張 によりて︑

他 の表部を貧血ならしめ︑鵬髄血管 の績張 によりて騰 の血行を良くし︑又 一方 に他 の血行を貧蒻にし

て感覺を鈍らし︑ 一ら精神を 一月 に集注 せしむるに有利 にし︑三味 の境 に入りて紳 →﹂ころ︶を 一に逍

邊するに順應 にす︒宗教的 の人類とすれば是紳人感應 に適するやう生理は出来 てをる︒

四九

一味
統

人 の意識は種 々の雑念乱起して同 一観念を把住すること容易 に非ず︒

五〇

世奪 の光顔魏 々として威紳犯すべからざるは︑内面三味統 一的 の心意 の表現なり︒然るに精神的意

力 の蒻き衆生は此意識を統 一することは容易 にあらず︒生理的機能︑脳髄機能 は常恒不断 に 活 動 し

て︑血液が膳髄機関中 に循環し︑最も激しき活動が統 一に秩序的活動するは︑最も健全なるか︑天才

的なるか︑また能く堅忍不抜 の精神を以て練習 の結果なるとあり︒人 の意識は種 々の雑念乱起して 一

定時間同 一観念を把佳することは容易 にあらず︒意馬心猿外塵 に惹起せられ︑内心に劇波甚だ停 め難

し︒種 々雑多なる歴縁封境 に襲 はれたる習慣 の情力甚だ除き難し︑紛紛たる雑慮紛起しまたは想像記
憶等 の覺念が繁く往末す︒

三昧修行 の要は妄念雑起を駆除して純 一無雑 の思念を精練する虎 にあり︒印ち明鏡を執 つて無想無

念 の境 に安定するの心の相なり︒心を 一境 に住して目的なる如来 の霊境 に安佳し︑自己 の妄念亡じた

る虎 に如末 は現前す︒若 しそれ如末 の霊月 を感ぜ んと せば自己 の心水 を坦然 と静 にす べし︒

三味修行 には意 思 の精練 を要す︒精神 の力 は意志 にあ り︒意志 の力張ければ感情 及びす べての念慮

を抑制す︒諸 の妄念起らば︑此 に開 せず唯 目的 の方面 に専注 し︒心 々相績 して勇猛精進 なる時 は︑盆

種 々の感情 活動或 は劇 しく熾然 かと思 へば忽 に治 ゆ︒故 に之 を防禦す る豫防法 とし ては︑成 るべく感

情 を惹起すべき原因を遠ざけて︑ 一定 の撰澤 せる目的 に向 つて欲欣 の心を生ぜしむべし︒他 の雑念を

排除するは意志 の力なり︒念佛三味 は雑多 の念慮を排して専ら如末 の 一月 に住む︒其 の純正なる目的
は如末を知見し如末心中 に入り光明獲得する庭 にあり︒

三味は自己 のすべての善悪 の念を止め︑自己を杢虚 にし︑意識を滅却して純 一なる如末心に入るな

り︒意識滅却すると云ふも従来 の妄我を減却し︑而して如末 の霊 に満たしめ霊 に活きんが篤 めなり︒
若 し如末 の霊に満たさるる時 は霊的活氣全身に爾漫すべし

五一

五二

念佛三味 は単なる観念 に非ず︒所念 の如末を純 一専注し︑心念統 一の意志︑所念 の蒲陀を専念し︑

目的を逐行せんと の心念なり︒漸 々純熟するに随 つて︑精練せる心念 は自日青天︑ 一鮎 の片雲なく︑

霊日麗天︑霊妙の活動︑自己精神生命全く如末 に投じ如末我にあり我如末中 にあり︒

古人が︑月や我我や月やとわかぬまで心に澄 める秋 の夜 の月︑とは此三味 の心理の治息を洩 せしな
ｈソ ︒

清浄光 の感覺霊化

如末 の清浄光を人 の感覺 に受けて盤化するに五種あり︒我 々の精神状態が 一心に如末 の光明を受け
ますと︑肉 の限も耳も鼻も舌も身も何となく憂 つて清浄 になります︒

それがも つと進 みますと︑天眼︑天耳︑天鼻︑天舌︑天身清浄と能く申します︒千里眼で遠方 の物
が わかると云 いますが︒それが天眼であります︒

筒進むと︑法眼︑法耳︑法鼻︑法舌︑法身清浄と申します︒肉限と天眼とはは形 の世界 を 見 る の

で︑生理的眼で見るのが肉眼 であります︒千里眼見たやうに精神に通して世界 のも のが見える聞える

と云う のが天眼天耳と申します︒それは清浄 になるから であります︒も つと進んで︑如末 の世界極桑

と云ふのは此世界 ではありませぬ︒佛 の世界紳 の世界は自己には見えませぬが︑法眼清浄 になると見
えます︒何とも云はれぬ音業 の馨が聞える︒
憲眼と云ふのは︑天地悉く何もなく︑宇宙と○合してしまふ︒

五三

五四

そ れ から佛 眼になる のであ ります︒それが出来 ます ると澤迦 さ んと同じ ような状態 になる のであ り
ます︒

皆 さ んが始終心を其方 に用 いて行き ます ると︑理性 だけ でも でき てき ます︒其中 に業が感 じられま

す ︒如末 の境涯と自分 の境涯 とが見 つか つてき ます︒心 の日ぐら しが高等 にな つてき ます︒何 しても

人間 は賤 ましくな るも のであ りますが開嚢 して行き ますと理性も高等 にな つてき ます︒感覺が美化 し

てき ます︒そうなると何も のでも清 らかに感 じられます︒青 い眼鏡 で見 ますと何 を見 ても青く見えま

¨
す よう に︑自分 の心が賤 まし いと何 を見 ても汚く見えます︒それが清浄化 してく ると清 らかに感ぜ ら
れ るよう になります︒

人 間 は人間だけを見 てゐる ので︑自分 の心 の 一部 でも心が清浄 になれば何も のでも清 らかに見え て

き ます︒人間 には人間 の事が わかりま せぬ︒自分 の心が清浄化 してき ます と︑何 となく美 しく感 じ楽
く清 ら か に感 じられ ます︒

眼

五五

も︑ 法眼を開かしむる法を示してアミダ佛去此不遠 綻性︶と云う︒ 是 の如き の理由は能見 の限に種 々

佛陀 は心眼未だ曾て開けざ る衆生 の篤 に暫らく萬徳荘厳 の浄土を十萬億土 の彼岸 に在り と 説 け る︒

萬徳 の佛身 は心眼開く虎 に現はれ︑光明赫燿 の浄刹 は浄業成ず る虎 に感ぜん︒

隔 てず して七重行樹 は眺むることを得む︒

︒浄業成ぜ ん者 こゝに在 て印ち瑠璃賓地 に安住することを得べし︒倍を¨
遠﹂
此不レ
に云く ﹁アミダ佛去レ

吾人が生息する虎 の現宇宙を超えて遠き彼岸 に到りて初 めて如末及び浄土を求むることなかれ︒経

書 の世界 の中 に在 て諸佛聖者は常寂光 の極業を観ず︒

るはなし︒しかるに衆生何故ぞ如末 の清浄國土 の中 に在 て衆生は微悪充満 の忍土を感ず︒衆生濁悪不

の唱 ひを示せしかども︑賞 は無始より已末本覺 の法身と齊しく常恒に十方法界 に周偏して浄土ならざ

如末 は如末 一切霊力より本覺如末 の性徳恒沙 の費相より顧現し給ひて衆生を誘引 せん篤 に十劫正覺

五

あ る ことを知 らぎ るべからず ︒

五六

能感 の心機種 々あ るが故 に所感 の浄薇自ら不同あ る の員 理を明らむ べし︒能感 の機能種 々あ り︑五
眼︒

五眼と は肉 と天と法と憲 と佛眼となり︒初 め肉眼と は印 ち吾人が人類 とし て自然 に規定 せられ たる

機能官能 の眼官なり︒ こは解剖學 また生 理學 に於 て物 理的 に研究す べき器械的なり︒ この器械的官能

が 器械 的 に自然現象 界 を感 見す るも のなり︒ この機械官能 の功用 は物 理的 にし て恰 も眼鏡 に前境 の物

色 を映篤 す ると同じなり︒さ てここに於 て此器械的 の肉眼なるも のな かり せば 日光 の明輝 なるを感覺

せず ︑天火も また柄 なりと見ざ ら ん︒盲者 は太陽 の光明を見ざ るも 日光それな から んや︒之 と同 しく

人肉眼 のみありて已上の四眼の境界 に於ては吾人は盲者 の謗 は兎るべからずｏ吾人は浄土に更生する
人 に封 せば不具根快 の人と いはざるべからずｏ

肉眼已上の四眼とは天眼法眼憲眼佛眼︒ これを前 の肉眼と合して五限と名づくなり︒

天眼とはいかなる感能 の用をなすぞとならば︑天眼とは天は天然印ち自然 の理法なり︑若し人 の心

意が外界 の篤 に動かされず︑天仙 の如くに従容として自然と同化し没 しぬれば︑自己 の精神と自然界

とは本末同 一證 の物 にしあれば︑自らら紳通感應 して自然界中に現象 せるも のは紳通して自己 の心眼
に感交し来る︒

かの六通を得たる羅漢が ここに在 て座藤 の床 に坐して世界中 の千萬里の彼虎 の出来事を感見するが

如き︒かの天眼 の 一端とも云べき催眠術 によりて見るも︑身 は東京 に在 て西京 の事物を見るが如き是

なり︒斯術 に於てヽ其修練 の程度熟達 の成不あり︑若し能く熟達して全く自然と 一致し同化したらん

には︑自然界 の 一切 の現象 は掌中 の珍果を見るが如しと︒経中の文焉ぞ夫れ怪むに足らん︒しからば

経 に天眼をも て千萬里の彼虎 の細塵を見ること掌中 のアン マラ果を見るが如しと︒

主證 の方 は器械的 の肉限 にあらず して印ち自然と 一致したる心眼にして︑客證 の方 は自然界 の現象
せる 一切 の色相を見るを天眼と云ふ︒

次 に憲限とは智憲 の限と云 ことにして︑ これはやはり心眼にて其封象となるも のは自然現象界にあ

らず印ち観念界である︒現 よ吾人が肉眼は器械的 にして外界 に望む時︑其距離が盆 々遠大なるに及ん

で ついに感覺蓋 て之を明瞭 に見ること能 はざ るに至る︒然るに肉限に藉らずして吾人が自から観念を

も つて宇宙 の大を感ずる時 は︑宇宙は渾然として 一證︑蒲 々心力を泰して観ずる時 は︑ 一大観念態 は

五七

五八

法界 に周偏 し盪然とし て 一切 の萬象 の影 は沈没 して現ぜず ︑滉濃 浩汗 として大海 に望 むが如く︑肉眠

に幻 現 し末れ る天性 の無邊 も悉く隠没 して宇 宙無限と 一饉観 となり︑能観 の心と所観 の界 と は○然 と

し て 一致 し︑能観 の慧が法界 に周偏 しそ の封象 となるべきも の 一塵 の影だ にあ るなし︒ か ゝる観慧 を
憲 眼と名づく︒

次 に法眼と はいかなる境界 を感見す るぞ とならば︑先 に説明 したる慧眼 は 一大観念態 にして萬象 の

影 もなく ただ 一大園相 の如く元末無 一物 の證 なり︒法眼 の封象 はそ の憲眼 の 一大観念界中 に顧現す る

虎 の霊的感覺 なり︒ご の封象 を観所成色と云う如き︑斯聖典 に示せる虎 の衆賓荘厳浄上 の霊象 六十萬

億 八萬 の相好身等 は全く法眼所照 の境界 にして肉眼 の封象 たる感覺界 に求む べからず ｏ

若 し人法眼 を開き末 て観ず る時 は虎 として衆賓荘厳 の浄 土ならぎ るはなく如末 の相好光明遍満 せざ

るなし︒斯 る萬物が光明光輝 を放 ち つゝあ る浄 上 の中 に在 りなが ら︑法眼未だ曾 て開 かざ る衆生 は美

を奏 し妙 を極 めたる美 天國 の荘厳 は観 る こと能 はざ るなり︒喩 へば麗 日輝き ををさ めんとす る入り 日

の夕 の光景 を肉眼なき人 は之 を見 る能 はざ ると同じく︑吾人 は肉眼 の失 ひる者 に封 して この光景 を見

えざ るを嘲 け るも吾人 は未だ法眼なく し て美 天國を観ず る こと能 はざ るなり︒然 らば いか ゞし て法限

を開き て浄上の荘厳を観ずることを得 べきとならばｏ

法眼 は浄業成就 の限なれば是自然 の生得 にあらずｏ二種法身の中 に就て法性法身は慧眼をもて観ず
べく︑方便法身は法眼をもて之を観ず べき封象なりとす︒

次 に佛眼とは佛陀が萬善 の修行 の結果として本覺 の證相用と 一致したる虎 に成就したる 心 限 に し

て︑佛眼は前 の法限と慧眼とを統 一綜合 せるも のにて︑法慧 の二眼は本より心眼にして其證 は同 一な

れども︑其封象が甲は観念界 の差別 の心象を見︑乙は無差別 の賓相を観ず︒之を統 一せるも のが佛限

にてあれば︑佛眼をも て観ずる時 は︑宇宙 一大観念界 の大園鏡 に重 々無泰 の荘厳法界ありて存す︒

佛陀 は五眼日 かに︑明 かに自然界と容智界とを双照し︑慧眼の無相界と法眼 の高等感覺界とを併観
する大自由を得給 へり︒

ここに於 て理感 二性 の宗教 に︑理性宗はすべて感性を排除し先天的 の観念 のみを重んじて︑感性と

云 はば自然 のみにあらず高等なる感覺霊象 の浄土 の荘厳までを否定せんとし︑感性宗は感性と日は ヽ

宇宙大園慧界 の霊的現象なるを知らず︑幼稚なる天然教と超自然教と併合 せる如き衆賓荘厳 の天國は

おも︶へり︒
自然界を超えたる彼岸 に自然界 のと同じき物質的 の感覺界 の浄土賓在せりと謂 ＾

五九

六〇

若し大乗佛数 の回満なる修多羅が教ゆる虎 に依て賓修賓行し︑佛陀所證 の極楽涅槃界を唯客観 の自

然界 に求 めず︑全く主観的に責修し法眼已上の三眼開日し末 て観ずる時は︑此 →﹂ゝ︶を去らず してア
ミダ佛衆賓荘厳の浄土を見ることを得 べし︒

五眼明了に開き末 て始 めて回滞なる佛教を信ずることを得 べし︒或る 一流 の理性宗が偏執する如き

佛界 は唯偏杢的の涅槃界 に堕すべき でなく︑また凡夫が執する如き唯自然 の賓在を寅在と執する虞な
かるべし︒

美天國は自然界 の有頂天九蒼 の空 に求むべき にあらず︒全く自然界 の蒼天に地位を占むるも のに非
す︒

清浄荘厳 の國土則ち美天國は幼稚なる自然的費在 に非す︒印ち極果は吾人が衣食 せる如き の物質的

費在 に非ず︒印ち全く彼土 の官殿は金銀 ルリ賓石をもて全く工巧が人工を以て造営構成せし宮殿模閣

に非ず七賓 の樹は本より園丁 の栽培より成立せるも のに非ず︒衣服 の荘厳 の具も裁縫摘染洗濯を要す

べきも のにあらで︑皆自然應法 の妙服とす︒また食物 にしても七賓 の盗器自然 に前 に在り︑金銀など

のもろもろの盗はそ の思 のまにまに其虎 に顧はれ︑百味 の飲食 は自然に盈滞すと い へども︑賓 に食す

るも のなく唯色を見香を聞き て意 に食 せりとおも へば自然 に飽足す︒またこの清き國土は安程 にして

微妙なる快楽あり︒本 より彼庭は無篤涅槃 の霊界 にましませば︑もろノヽ の聖者は智憲高明にして神

通洞達 し威同じく 一類 にして其 かたち異状あることなく︑天人とは名 にこそ云ならめ︑其賓 には清浄

法身 はさながら虚無 の身無極 の證︒衆 の物質元素より化合 せられたる細胞 の衆合物 に非ず︒されば観

経また無量壽経 に詳 かに讃し給 ひしかの荘厳浄上 の光景 は本より自然物質 の成立したるも のにあらず
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︶ 今は正しく宗教関係 の回滞 に開展し
る感覺世界 の説は己に形而上の無碍光 の中 に於て日に論じぬ︒

清浄な
機が宗教的精神開展 の上に超天然 の感性となり末りし後 の客證 の関係 の心機 の現象界なり︒ ︵

園具教 には︑客澄 の関係に︑主證 の心機 に感覺性 に感ず べきも のは天然の感覺︒主證 の感性印ち心

清浄荘厳 の感覺世界印ち七賓荘厳 の浄土また美天國彼岸 に在りとす︒

も未だ超越する能 はず︒超然主義 には此感覺世界を超越して命終りて彼岸 に到達して︑又微妙 にして

儒教 には上天の載は馨も無し臭もなし至れる哉とは感覺 の極 にして超感覺 に進まんと欲する兆ある

國とするが故に感覺界 に紳 は賞在すと質朴なる宗教意識なり︒

投映 し神は物質界 の中 に有りとし︑或は太陽を紳としまたは天然 一證 の如きは宇宙 の無限なるを紳 の

べての心 の作用は感覺 の関係よる嚢るべきも のなり︒然るに天然教 には全く天然的 の感覺界 に客證を

感覺とは普通は現覺聴覺嗅覺味覺鯛覺 の感覺作用にて︑精神が外界と の関係には最先駆にして︑す

清

たる心理現象 にして︑知力 の佛知感覺 の願現 は︑初 め佛知見啓示として先づ感じ来るは感覺態なり︒

或 は光明相現じ末るあり或は瑠璃賓地等 の妙色荘厳顧現す︒ ︵
︶
具 には智慧光 の下 に於て説明せん︒

啓示としては︑精神 に感嚢し盆 々進化して 能く精練 せる機能 は純熟して感覺機能が極 めて精妙 に

螢然として︑喩 へばよく瑛を琢磨して垢質去るとき は内外 に映徹するが如く︑宗教機能 の最精妙に修

練 せるとき は洞然として十方 に交徹し霊明にして不可思議︑斯の如き の心機は内外 に映徹して光り表

裏 に究暢 せるが如 し︒此機能 に超感覺 の妙境顧現す︒啓示により順現したるも日に久しくして精練す

る時 は︑感性 の精妙 に熟するも のの如し︒故に能く精練し成熟したる機能は必ず感性 に證明すべし︒
感覺機能精明にして天然 の人に超えたり︒

法華法師功徳品に六根清浄 の功能を明かせり︒印ち肉眼清浄にして障外を見 せしむ︒限に八百 の功

徳あり︒又千三百 の勝利を得以て遠音を聴かしむ︒鼻根清浄 にして云 々︒

父母所生清浄肉眼世界内外を映徹して見る︒又因縁果報 の生虎を悉く見る︒又清浄 の耳根をもて世

界内外 の種 々の音馨を聴く に皆悉く種 々の音馨 を分別して聰憲にして能く聞知すと︒次 に八百 の鼻 の
功徳をも て是 の清浄 の鼻根も て世界内外 の種 々の諸香を嗅ぐ︒

ユ
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六四

父母所生 の肉眼 に五眼 の用を具す︒世界 の内外無碍に見るは天眼 の用なり︒衆生 の因縁を見るは法

眼 の用なり︒其眼甚だ清浄なるは憲眼 の用なり︒ 一時 に内外感覺と観念世界とを見るは佛限なり︒

耳根清浄世界内外を聞く感覺界 の音を聴くは肉耳なり︒観念界 の偏杢を聴くは二乗 の憲耳なり︒観

念感覺両方面を聴くは法耳なり︒絶封回滞を聴くは佛耳なり︒また聴きて著 せざ るは印ち慧耳なり︒
謬らざ るは印ち法耳なり︒ 一時 に聴くは佛耳なり︒眼根亦然り感覺人界を見るは肉眼︑二乗を見るは

是憲限︑菩薩を見るは是法眼︑佛を見るは是佛眼︒父母所生は肉鼻︒世界内外を嗅ぐは天鼻︒不染不

著なるは印ち慧鼻︒分別するに謬らざ るは印ち法鼻なり︒ 一時 に互に用ゆるは印ち佛鼻なり︒舌根清

浄 にして 一切 の美若くは不美諸 の苦澁 の物も其舌根 に在らば皆憂じて上味と成りて天の甘露 の如くな

らん︒又舌根清浄 にして深妙 の音馨を出して聞く者をして歓喜 せしめん父母所生 は是肉舌︑諸 の語を

なす は天舌︒壊せざ るは慧舌︒謬らざるは法舌︒ 一時 に互用は佛舌︒苦澁悪味は舌 に調るれば悉く憂

じて上味と成るが如く︑衆色限に鯛れば妙色と憂ず︒ 一切 の色は佛色と同じく︑ 一切 の馨 は佛馨と等

しぐ皆清浄なり︒身根清浄 にして浄瑠璃 の如く︑衆生見んことを楽ふ世界内外悉く中 に於て現前す︒

世界 の所有 の中に於て現ずるは肉身 の用なり︒二乗身中 に現ずるは慧身 の用なり︒菩薩中 に於 て現ず

るは法身 の用なり︒佛身 の中 に現ず るは佛身 の用なり︒ 一時 に回現し 一時 に互用す︒ 一時 に謬ること

なく 一時 に著するなく︑心の責相を證する︑四大皆空 にして浄瑠璃 の如く に障碍なく︑森羅萬象現前

せず と云ふことなし︒意根清浄 にして 一侶 一句を聞くも無量 の義 に通達し其所説 の法其義趣 に随 つて

皆賞相と相應す︒皆俗間経書世語言費生 の業等を説 かんに皆正法 に順ず︒是人思惟簿量言説皆是佛法
にして員寅ならざ るはなし︒

世間 の費生産業皆正法 に順ずるは意浄なり︒責相と違背 せざるは印ち憲意浄なり︒思惟簿量皆佛法

なるは佛意清浄なり︒ 一時 に日明に 一時 に互用︑ 一時 に染なく 一時 に謬りなし︒

人 の天然的 の感覺性 は喩 へば金 の鐵中に在 るが如し︒また員珠賓 の鐵垢 の中 に在るが如く︑精練純

熟する時 は︑浄摩尼輪 の費瓶 に容るに交徹映飾 にして十方 に照燿 せるが如く︑心洞然として徹照する

こと無量なり︒或は空間として浄瑠璃輪 の如く にして玲壇とし燦然として榮色極りなきに至らん︒

感性清澄 の故に︑眼識清浄 の故に限界清浄なり︒耳根清朗 にして耳界清浄なり︑或 は微妙 の楽音を

聴き︑また舌馨清朗 にして常 の人に超えたり︒身根清浄 の故に身常に軽安 にして證肝 かなり︒
此 の如き の感覺的清浄微妙 の愛界は天然 の人 の窺 ひ識る慮 に非ず︒

六五
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宗教客證との関係に︑感覺 の妙色荘厳界︑是客證 の妙色荘厳なりや︑辮た主證 の心機感性 の精練 に

よりてしかりやとの問題 には斯 の如く に答ふるをえん︒日に形而上論に論じたるが如く︑超天然教と

して進化し嚢達したる宗教意識には︑元より客證との関係は天然 の感覺世界に求めざ るは 論 を ま た

ず︑精神的宗教 の客證は︑絶封精神態として︑此本質内容 に豊穣 に具徳 の故に︑本質至精純粋なるに

も拘らず︑衆生の心機極めて精練 の内に︑感性清浄 にして︑客證との関係に︑微妙なる妙色荘厳印ち

感覺世界顧現するは︑起信論 に説くが如く︑客證 の本澄は員如無相第 一義杢諦 にして施作を離れたる

も︑衆生 の見聞によ つて妙用を塁して種 々の妙象荘厳界を現す︒衆生 の機能を離れては如末は唯 々如

々如 々︒理智獨存 のみなれば︑感覺荘厳 の現ず べきなし︒然れども衆生印ち個人 の感性 に封して無養
の荘厳を顧現すること窮泰なしと︒

個人 の心機盆 々進化嚢達するに随 つて所感 の妙象盆 々廣大に進化すと︒印ち識る衆生 の機能 に感見
する ことを︒

唯識論 に 一水四見 の喩あり︒萬法唯識 の故 に︑印ち世界 の本腱 は唯精神 の 一元理の憂作 の萬物なれ

ば︑所憂 の願動界は同本質が之を感ずる虎 の衆生 の心機に種 々の相を塁す︒本質 には元末賞 の相有る

なく︑個 々の機能 に随 つて種 々の現象をなすと︒替 は水 は同 一質なるも人 の感覺 には江河の水と認む

も︑魚 に封しては空氣態 に比すべく︑若し精明 に純熟しをる神識の梵天の限には瑠璃賓地 の映徹せる

に感ず べく︑また餞鬼 の業識 には熱火 の接近すべからざ る火河を感ずとの喩 の如く︑全く 一切は唯識

の所現 にして︑若し心識を離 るれば 一切境界 の相なしと︒若し人にして機制心理を超越して精練 せる

感性 には︑客澄 の関係 に七賓荘厳 の感覺世界願現すべし︒非物質的精神態 の客證は自己 の精神 の進化
によらず して物質的感覺荘厳を求 めんとせば決して得 べきも のに非ず︒

また警 へば青眼鏡を以て外境を現る時 は萬物青色ならざ るなし︒若し客證 の関係によりて精神韓化

するとき は︑十方法界悉く清浄國ならぎ るなきを感ず べしｂ いかに進化したる宗教意識 にも︑超感覺

の土に勝妙なる感覺世界を建設するは理の兎れざ る所︒人 の心理には感覺作用あり︑故 に超天然 の心

理にも勝妙 の感覺作用あり︒ こは佛智見開示の感覺啓示によりて初 めて機能開展し盆 々抗進し嚢達し

たる感性 には常 に観念世界に之を観見するも のなり︒故 に斯 の如き の人は経験世界観念世界 の両方面
の感覺世界を認識する ことを得 べし︒

法華 に我三界 の如く に三界を見ず︒賞 に衆生は劫養き て焼蓋さる ゝも我此土は安穏 にして天人常 に

六七

充滞 せり等云 々︒

六八

然るに法華 の如く︑賓 に三界 の相を知見すると云ふ文 には︑多種 の方面を含むが如し︒

牟尼 の超感覺なる観念世界 の内容 には︑或は常寂光土として︑如 々の理︑如 々の智︑獨存するを見

るは是理性 の智を以て見たるなり︒或は華蔵世界としては重 々無泰 の妙境を顧現す︒

浄土教 の如きは客證 の感覺的方面を正面として︑感覺的浄上 の荘厳を正面とするも︑経験的天然界

の感覺 に求むる如きは誤謬 の甚しきも のと云はざ るべからず︒浄教は天然教 に非ず最進化したる精理
教なり︒故に浄上 の本質 は非物質精神 に嚢見すべし︒

経 に︑如末 は是法界身なり 一切衆生心想中 に入るとｏ忠師澤して︑法界とは是意識が所 縁 の 境 な

り︒前五識 の所縁は色馨香味鯛にして感覺界なり︒第六の意識が所縁を法界と云ふ︒前五界は物質界

なり︒第六のみ精神界なり︒五識所縁なる認識 の感覺世界に如末を嚢見すべき理なし︒如末を観ぜ ん

と欲 せば如末及浄上 の本質 に適したる精神界 に求めて観念的に嚢見することを得 べしとの義なり︒曾

て形而上論 に論したる如く︑観経及三経共 に物的浄土 の文を見ず︑況んや天然界 に浄土を明にすべき
に非ず︒

