智

議

光

如末智慧 の光明に
我等が無明は照され て
佛 の智見を開示し て
如末 の具 理悟入るれ

人 生 の蹄 趣

佛陀 は世界 一切人類 の眼として人生 の帰趣する虎を教 へ︑人類を無明 の眠生死 の夢 より醒 して無上

正覺印ち無量光明界を開き て永遠 の生命なる涅槃 に帰趣する道を教 へたまふ︒若し人佛陀 の指導 に依
らずば︑闇 より間 に迷ひ永劫生死に流韓して出期あることなし︒

知力的 の信仰︱ 韓 迷開 悟

宗教 の智力は世間 の自然科學等 の理性を以て認識すべき知力にあらず︒印ち生死 の源を覺り宇宙 の

大道を悟りて員理 の光を以て人生を永遠 の光明 に指導する知力なり︒迷を韓じて悟を開くとは︑衆生

自ら何より自己が生れ末り死 の趣向する虎を知らず ︑冥より冥に入る︒凡夫 の無明 の夢を醒 して員理
の本覺 に帰趣するにあり︒

一〇七

無明煩悩と解腕 の光

一〇 八

人 は天然 に脱却 せざ るべからぎ る悪素質具有 せり︒篤 に霊爾感ずる能 はず︒人 の苦毒は因は罪業 に

より起す︒罪過は煩僣より起す︒煩機は迷妄顛倒より︑顛倒は無明より起る︒

無明は爾陀 の法身 に乖離するより出づ︒其賞澄根底なる法身に乖き無明となり︑迷 て顛倒し︑主我

ならぎ るに我と執し︑諸 の煩饉諸 の悪業を作り︑苦毒を受け因果開聯して自ら解腕すること能はず︒

苦毒と罪悪 の感情 はもと員理にはあるべからざ るも のを自ら迷て苦と感ず︒楽顛倒印ち主我幸語主義

なり︒人は天然としては本能 に幸爾を追求め常 に渇望して止 ことなきも満足 の念なく︑所謂苦 々︑壊

苦︑行苦止む ことなぐ︑賞 に天然幸稲主義 の篤 には満足を獲 べきも のにあらず︒何故に斯く苦は我が

情 に反して我を逼迫するやとならば︑斯る苦毒は自己罪業因果 の開聯として︑また顛倒妄 想 よ り 起
０︒
２

我 に非ざ るを我と執し苦 の因をもて楽を迎 へ︑無常 の規定 の中 に在て常佳を求 め︑得 べからぎ るも

たのみ︶に足らざ る世界 に依属し︑天然意向が員理に反 せるより顛倒妄想
のを得 んと渇望し畢党依属 ︵

が おのづと苦毒を感ず︒此煩僣罪業は腕却せざ るべからぎ るものなり︑之を垢と云ふ︒員理に有るべ

からざ るも の心情 の垢 によりて罪過と苦毒と顧し末るなり︒此垢不盤稲 の垢は︑書 へば米 の糠あるが
如く︑之を腕却するに非ざれば霊稲を感ずる能 はず︒

そむき︶し自ら昴することを覺らず︒自ら腕却 せざ る
宗教 の見地より見れば苦毒 はもと蒲陀 に乖離 ︵

べからぎ る煩機なるを識らず︒之を覺醒し脱却すべき意志を起させんが篤 の豫報として感ぜじめられ

たり︒身 に老病死 の苦僣なく哀別怨慣 の憂愁なき時は︑心霊界を欣求する動機なし︒煩僣と罪過との

感情なければ盤徳を欲望する時なし︒苦毒と罪過 の感情 いよいよ熾なれば︑解腕 の希求も随 つて深 か
らん︒

苦毒と罪過とは心の垢機より感ず︒ この垢機を解腕するに非ざれば霊稿を感ず るに由なし︒

之を脱却 せんと欲 せば自己本能 の力 の能くする所 に非ず︒ただ爾陀 の恩寵に依属する外 に道なきを

信じて阿爾に依る︒他 に依局 に耐 ふべき方なきを識るとき︑初めて至心に師命信順 の信仰おこる︒自

ら能 はざ る解腕を思寵によ つて腕却 せんことを認識せば︑たと へ生命を犠牲 にしても救盤を乞はざ る

一〇九
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べからず︒主我を執して煩機 の奴僕となり︑また無常 のために嗽食 せられ︑杢しく黒晴 の中 に埋没し

なんこと必せり︒如かじ身命を捨 てても霊光 の中 に投じて信順して蒲陀 の霊光と融合 せんには︒

神人感合 の境

深く三味 に入つて神秘的に心機能的 に合 一したるこの妙遇はいかでかこの天機を洩し之が治息を他

に博 へのぶることを得 ん︒植物 は陽春曖和 の氣候をまちて爛漫たる美色を塁し微妙なる香氣を嚢し無

意識ながらに天機感合 の妙遇をあらはし︑人は肉殻を有 せる高等動物なれば︑窃究たる淑女籍来思服

の春巫山 の夢︑天機 の妙あり︒斯 の如き垢械迷妄なる地球上の肉 の比例を以て︑晃天無極を超越した

る超天然神霊的感合 の妙遇に例するとすれば この土塊と無限 の天室と の比較も比とするに足らず︒

天然 の機制 の我を亡じて絶封的爾陀員我 の中 に投帰す︒員賞最深 の我は無我 の我︑入我 々入︒謂ゆ

︑
る水を海中 に投じ︑風中 に案を鼓するが如し︒初めて此妙境 に 入 る や 言語道断︑八面玲龍 敵天喜
地︒

導師 曰く︑定中 に在 て此日を見ると時︑三味定楽を得 て︑身心内外融液 して不可思議なりと︒又日

く︑想心漸く微 にして︑覺念頓 に除き︑正受と相應 して三味を證し︑員 に彼 の境 の微妙 の事を見る︑・

何 に由 てか具さに読 んやと︒拐厳 に曰く︑印 ち佛心と交感 じ佛 の氣分を稟くること書 へば中陰 の身が

父母を求むる如く︑陰信明通して如末 の種 に入り道胎 に遊 んで親しく覺胤を奉ず︑とは蓋し此妙遇を
洩 されたり︒

一
不

爾陀 の恩寵 と人 の信仰 と の感合 の状態 は︑爾陀 の光 は證 一なるも人 の心機 は三能 に分れ其用を殊 に

す︒恩 寵 と信仰 と は其腱 は異 なるも其感合す る機能 は 一にし て︑自己 の精神機能 に致 一的 にす︒知力
には啓 示と賓現 し︑心情 には解腕 となり︑意 思 には霊化 と現じ末 る︒
啓 示 に三種あ り︒感覺的 と篤象 と理想 と の啓 示なり︒
︵一︶
感覺的啓 示︒

一一一
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蒲陀三味 に凝神し︑彼 の爾陀 の資在が自己 の精神 に賞現し来るとき︑佛知見開嚢して責在を證明す︒

彼 の資在を證明せんが篤 に凝神し︑先づ直観 に自己 の意識 に現じ末 るも のは感覺的なり︒先づ明相

現るあり︒或は錢 の大 の如し︒或は鏡面 の大 の如し︒或は璃瑠地内外映徹 せるを見︑或は自亀 の光︑

或は賓像相好光明等︑或は佛大身を現して虚空に偏滞し或は丈六八尺等を観見する等 は︑定中 の意識
の所観なりとい へども︑悉く感覺的啓示とす︒
公 じ富象的啓示︒

既 に妙色荘巌を観じ已らば省進んで爾陀 の内證を観ず︒謂ゆる四智十力等なり︒ 一切智と 一切能と

の徳と神聖正義恩寵との属性を以て爾陀 の性徳を顧 はす︒大智慧 の光明普く法界精神界偏照して自然
にして員責 に知らぎ るなく見ざ るなきを観ず︒

起信 に曰く︑ ﹁不思議業相とは智浄相に依るを以て能く 一切 の勝妙境界を作す︒謂ゆる無量切徳 の

相常 に断絶なく衆生 の根 に随 つて自然 に相應し種 々に現じて利盆を得しむるが故﹂とは是なり︒

自然 に不思議 の業種 々の用あり︒印ち員如と等しく偏ねく 一切慮 に偏し又用相
一切能とは起信 に ﹁

の得べき有ることなく︑如末は唯法身智相 の身︒第 一義諦︑世諦あることなし︒但衆生 の見間 に盆を

得 るに随 ふ︒故に読 て用と篤す︒
﹂

心性見を離る︶員賓識知 の故 に等︒神聖態 は
心性不起︶の義︒偏照法界 の義 ︵
一切智とは大智慧光明 ︵

この神聖︑大智憲を観ずる時︑絶封理性を観ずれば︑自己 の良心を醒覺して︑道徳秩序を嚢見し︑神

聖なる蒲陀 の馨を認識す︒ ここに於て道徳 の根底 はみな爾陀 の光なるを見る︒爾陀 の神聖光に合 ふ時
は自ら侵すべからざ る紳聖態精神となる︒
光 にあ ふて阿頼耶識 の垢去れば︑

大回鏡智︒ 一切依正三報事理すべての法は悉く如東大回鏡智 の裡 に柄現するを見る︒

不等性智︒第七意識 の垢去れば自他不二本性無我同 一根底なるを知る︒
意識 の垢滅すれば︑

爾陀妙観察智を︒謂ゆる能く諸法 の自相共相を観じて衆生 に妙法を説 いて覺悟 せしむ︒

成所作智︒五種識 の垢を除けば ︑佛 の能く 一切種 々の妙用を現じて衆生を度したまふを観ず︒

・

佛 は十種 の智力を以て 一切衆生 の是虎非虎と三業 の所作業を知りたまひ︑衆生 の性欲 の善悪を知り
給ふ︒

一一一
一
一
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一︑紳霊態は勢能 の智慧なり︒是絶封理性 にして紳聖園滞なる精神態光明なり︒至精純 一絶封 にし

て︑ この光り人の個人 の良心と現じて道徳的行篤自律的 になす ことを観ず べし︒

二︑正義︒是智慧 の用となる光にしてよく不正をさけて正義ならしむ光なりと観ず べし︒

三︑恩寵︒我ら無明と罪悪 によ つて亡びたるも のを正知見 の眼を典 へて回復 せしむ︒無縁 の慈悲を
以て諸 の衆生を据するめぐみの光なりと観ぜ よ︒
３ じ理想的啓示︒法身観︒

是爾陀 の賞證理性印ち法性法身なり︒自性身は無始無終 にして︑ 一切 の相を離れ︑諸 の 戯 論 を 離

れ︑ ︵
周目︶無際 にして凝然常住なり︒冥想的観念︑絶封理想なりと観ずべし︒

非空間非時間なると同時 に遍空間遍時間︑永恒常然︑員 々如 々の理性證なりと観ずべし︒此光能く

衆生本性清浄 にして同 一根底 にして爾陀 の 一分身たることを照知 せしむ︒

是 の如く心機能的致 一に蒲陀 の賞在を観念的 に證し明したるを啓示ともまた三味嚢得とも名づくる
なり︒

三 種 の 啓 示

知情意 の三能 に感合して此三能を資金する爾陀 の光印ち恩寵は︑ 一證なれども之を領納 せる機能 に

よりて其用を異態 にす︒ この爾陀 の恩寵と人 の信仰との感合は水月同交 の関係にして︑之を感ずる慮

の機能 は人 の精神 の内面 に於てす︒至心信業と爾陀欲望 の精神が機能致 一の状態 は︑自己 の心象 に安

現すべきも のにして︑諦 かに比が賞現を證明す之を啓示と云ふ︒印ち佛知見開示の義なり︒

智 の啓示に三種あり︒ 一に感覺的啓示︒感合 の順序 に先づ第 一に直観 に意識に現ずるも のは感覺的

なり︒導師観経 の疏 に︑諦 かに日を観ず るに其利根 の者 は 一坐に印ち明相現前を見る︒境現ず る時 に

営 つて︑或は銭 の大 の如し或は鏡 の面 の如し︒彼瑠璃地 の内外映徹 せるを見る︒或は自豪 の光を見或

は賓像 の相好光明を見るあり︒或は大身を現じ虚杢 に偏滞し丈六八尺等を観ず るあり︒之らはすべて
感覺的啓示と云ふ︒是定中意識 の色相なり︒

次 に篤象的 の啓示︒蒲陀 の光を観ずる時 は︑爾陀無塵 の相好妙色荘厳を観見すれば︑進 んで粥陀 の
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内面内證を観ず︒謂ゆる四智十力等なり︒蒲陀大智慧光明普く法界精神界を照し︑紳霊態正義恩寵等

無極 にして衆生を据取したまふ︒彼 の紳霊態を観ずれば絶封理性 の精神態大園鏡 の柄現す︒紳霊威厳

の精神態 に封すれば侵すべからぎ るの想を起ｔ︑至精至粋純 一無雑 の至員霊態なり︒純精理性 の精神

態爾陀 の光明は正義と不正義を照しわく︒印ち選揮本願 の意を表し爾陀は十智力を以て正不を照見し

其不正を措 いて正義を撰取し︑無縁 の慈悲 の恩籠を以て衆生を嬌し給ふ︒また佛智不思議智不可稀智

︶無際 にして凝

大乗廣智無等無倫最上勝智を了すとは︑是篤象的 に爾陀 の内證を観察し︑観成じて彼 の紳霊態と相應
すること機能的に致 一したるを遇斯光と云ふ︒

三︑法身観念的啓示 爾陀 の内證を篤象的 に観ずれば次に爾陀 の費澄を観ず べし︒

自性身 は心地観経に其自性身 は無始無終 にして 一切 の相を離れ諸 の戯論を絶す ︵

然常住なり︒治極としては非空間非時間態︑積極としては遍空間遍時間︑無泰 の法門悉く園備して蒲

陀 に在り︒縦 にあらず横ならず︒ 一に非ず異に非ず︒賞 に非ず虚にあらず︒亦有 に非ず無 に非す︒本
性清浄心︒○絶たり︒之を法身理證と云ふ︒

開

一
小 悟

人

念佛 三味 を以 て爾陀 の光明 を被 むれば 信 心開嚢 して佛知見を開 示され︑秘密蔵 の中 に悟 入す る こと
を得 ︒

人佛 澤筆 は印 ち教 主 にし て︑衆生 の心身 を開嚢 したま ふは︑絶封 の霊界 に在 ますあ みだ如末 の心光

婿化 ︶したま ふ︒衆生 一心
に接 鯛す べき員 理を教 へたま ふ︒爾陀 は常 恒 に心光普く照 して十方衆生を︵

に念佛 三味 に入 つて︑紳 ︵こゝろ︶を凝ら し て不断 なれば ︑三味嚢得 して佛知見開嚢 して念佛 三味 にて
如末 の聖境 を開 示さ る︒其形式 を明 さば
開︵
感覺 的啓 示︶

感覺 的 とは︑三味定中 に如末 の相好光明︑また瑠璃賓 地︑宮殿槙閣等 の荘厳 ︑或 は明相︑又 は華 を

見 ︑或 は天業 の音馨 を感 じ︑ または妙香異馨 を感 じ︑甘露妙味を感 じ︑またはは柔模衣を以 て身 に覆
はるる等 ︑色馨 香味鯛 の感覺 的 に感ず る類 を感覺的啓 示とす︒

一一七

示︵
篤象 的啓 示︶

一 一八

如来 の相好荘厳等 の感覺 より進 んで如末 の智慧慈悲等 の内包 の聖徳 を感ず ︒観経 に ﹁佛身 を観 る者

は亦佛 心を見 る︒佛 心とは大慈悲是 なり無縁 の慈 を以 て諸 の衆生を掘す﹂等︒また如末 の大園鏡智等

の四智 乃至す べて の内證 の徳 を示さる︒亦説話的 に啓 示 せらる︒聖善導 の定中 に佛 曰く︑樹 を伐 ら ん

には連 に斧 を下 せ︑縁なき には共 に語 る こと無け ん︒家 に還 んには苦 を辞す る莫れ︑又綽 をして三罪

を懺悔 せしむ べし︑方 に往生す べし等︒観経 の疏 を造 るに結願 して霊験 を請求す るに夢定中 に種 々の

盤相 を感 じ︑毎夜夢中 に常 に 一の信あ り末 り て玄義科文 を指授 したま ふ︑是等 は説話的 の啓 示なり︒
︒
法身 理想的啓 示︶
悟︵

如末法身 の性 に證 入す︒法身 の證 に證 入とは︑群疑論 に︑問 ふて曰く念佛三味所見 の佛 は三身 の中

には何 の身 を見ると せんや︒澤 して曰く︑通じ て念佛三味 を論ず れば 三身倶 に念ず ︑無相 の念佛 三味

を得 んとならば法身 の佛 を念ず べし︒有相 の念佛三味 を得 んとならば報化 の身 の佛 を念ず べし︒又修

観 の者角 より細 に至 て︑先づ 身色 の観 を篤 し後 に法身 の観 を作す べし︑修學 の次第なりと︒諄 の見性

は直 に自性 天員清浄法身 を見 る︑之 を見性悟道 とす ︑之 に準ず る清浄法身を見 るを悟 の位 とす︒

入︒

日 に如末 の證中 に入り︑如末蔵性を開き︑如末は我父 にして我如来 の子なり父 の所有 は 我 所 有 な

り︒十力四無長十八不共法等 一切 の佛法蔵に入て自︵ ︶を得︑印ち無生法忍を得また陀羅尼門を得る

等なり︒天皇大師は光州大蘇山に於て法華三味を修し法華経を誦し薬王品中是員精進是名員法供養如

末 の旬 に至て身心裕然寂定 に入り︑霊山會上に大衆と共 に法華経を聞く會坐儀然として散 せざ ること
を徹見すと︒其後旋陀羅尼を得 て排才無碍を得たりと︒

一 一九

佛 知 見 啓 示

一二〇

宗教意識に正しく客證 の本質性能を悟達證明する事を得るを啓示とす︒印ち客腱との関係に正智見
開展して︑客證 の本質員理示されて其員理を悟入するの義なるが故 に︒

正知見 の眼なくば菩提 の正道焉んぞ夫れ進行するを得ん︒此正知見 の開示は是宗教生活 の眼鮎 にし
て︑是 より紳 の中 の生命 に進むを得べし︒

佛教 には如末は 一大事因縁を以ての故に出現したまふ︒印ち衆生 の佛知見を開示して︑佛 の正道に

悟 入せしめんが篤なりとは大乗園滞 の教なり︒ 一大事因縁とは本来主性と客饉 の関係 の 一大元理は︑

絶封精神態 の阿蒲 の唯 一本證 は︑ 一方 には 一切智能 に嚢展し︑産出 せられたる世界 の個人衆生 の心性

にして本自正因佛性として神的性能具備す︒また 一方 には本證 には個 々の 一切 の心機を高等に開展し

解腕霊化 せしむべき勢能を以て衆生と関係を結合せんとする理性あり︑之を縁と云ふ︒因とは正因佛

性とて 一切衆生は悉く理性ありて︑客澄と関係すべき性能あり︒喩ば木 に火 の性能ある如し︒縁とは

客饉 には 一切を解腕霊化すべき性能あるは火 の木を焼くが如し︒ この関係によ つて衆生は知見を開示

因

して菩提聖道 に進入する故 に︑ 一大事 の因縁 の故に世 に出現したまふと︒

正

是宗教意識 の設定︑紳的衝動なり︒佛性印ち紳的衝動は自ら客饉 の内容を憧憬し つつ︑客證との感

應を得 んとする衝動にして︑常 に︑より進んで︑高度 の意識に進勝するも のなり︒ この紳的衝動を佛

性 の性能として客證との関係をなす︒ この感應する虎 の機能 は 一にして︑能感と能應 の本質とは 一機

能 の主客両方面 にして︑書 へば木を離れたる火に非ず︑火を離れて木 の焼く ことなきが如し︒故に主

證印ち自己 の心機を離れて外 に恩寵を求 め︑恩寵を離れて自己のみにしては決して佛知見開示し悟入

す る理あることなし︒自己 の精神外 に啓示を求むべからず︒精神と云ふも肉口心縁慮心を云ふに非ず
印ち絶封心と致 一なる精神を いふ︒

一一
一一

縁因印 ち啓示材料

一
二
一一

啓 示は自己 の心機 に嚢現して初 めて自己 の啓示とす︒歴史 に現し経史 に現れたる啓示は外部 の啓示

にして未だ自己に開せざ るなり︒他 の木 の火の如く︑自己に嚢現するに非ざ るよりは自己 に功能 のあ

るなし︒例 へば人ありて三味 の中 に浄土 の二報を感見し常 に阿爾 の光婿を被るとの話頭︑或は大悟徹

底 の設話を いかほど微 に聞得るも︑そは唯外部 の事 にして自らに開せざ るなり︒正しく自己 の心機 に

願現して初 めて啓示と云ふべし︒其要素 は印ち材料は︑諄門 の如く四十八則 一千七百 の公案 の如く︑

一の公案 に専 一丹心工夫し 一心凝紳して 一旦廓然として悟入するあり︒或は教観あり︑ 一念 の心を観

じて三千 の理を観ずるもあり︒或は法界観 一員法界を観ずるあり︒また心佛衆生是三無差別三不等観

に静慮するあり︒何れも要する虎自己 の心機に︑その関係によりて開展して其員理を知見し悟達する

にあり︒心機開展を要するなれば︑何 の材料 に縁るも可なりと謂ふ類も有れども︑若し心機鍛錬術と

して見れば然らんも︑宗教としては紳的動機 によりて宗教活動を要 せんには︑唯 一の恩寵 に縁るの外

に正知見典 へ得らるる道なきを示さん︒方便 の門多 しと雖も帰する虎唯 一のみ︒

宗教関係 にして其縁する虎印ち材料は︑佛と問 へば︑干尿概とし又は麻三片と答 へたる如き︑それ

非︶門より云はば何れか之員 の佛ならんなれば又然るべし︒
は 一切物として佛ならぎ るはなし︑︵

然れども員面目なる宗教として紳聖唯 一の恩寵 に縁る外正知見開示悟入する道なきを信ずるに如か
ず︒

若 し無念 の知見を得れば酒 々落 々︑愛悪自然に淡泊 にして悲智自然 に増明すとの如く︑是不可なる

に非ざ るも︑客じ に封する長敬 の念を快き︑すべての感情的信仰 の要素快けて︑冷索落真 に流れ乾燥

無味 となり︑紳的活動新鮮なる活氣を失 ひ︑無限 に封して抑損す︒紳的憧憬とは客證 に帰命信頼し甚

深なる悲壮 の感動を生ず る如き の感情︒信仰 の動機と成るべき風流雅致 の宗教意識を作る に は 可 な

り︑然れども紳聖正義恩寵 により至員至善至美また瀞韻仕快なる意識を作るには不適営なり︒

善導大師は観経及び般舟経等 に依りて︑客證 の員金色園光徹照し端正なるを思想観察することを教
へ給 ひし︒慮山 の遠公も阿爾陀佛を専念凝紳せしこと博 に見ゆ︒

宗教としては初 めに感覺的紳的表明は最も純粋なる宗教意識を作るに適すべし︒

三
一一一

一二四

客腱 に封す る観念 には阿蒲 は本質 は精神態 な るも︑関係 に ついての観念 には可成程 は園満な る客饉

性能 を表明す べき表 示を要す︒感覺 とし ては︑阿爾陀佛員金色 にして回光徹照 し端正無比なりと想 ふ

べし︒また阿蒲陀佛 は紳聖態 にし て正義 と慈悲 と全智憲全能 な る威紳無極紳なりと観ず べし︒

啓 示 の員 否

拐厳起信等 に︑行者加行 の中 に在りて魔 の篤 に障碍せらるることを明す︒拐厳 には色受想行識五陰

に各種 々の妄象顧現して人 の精神を惑乱すと云ことを説けり︒また諸 の魔外道鬼紳 の篤 に惑乱せらる

るに︑若くは坐中 に形を顧して恐怖︑或は端正男女等 の相を現ず︑営 に唯心を念ずべし︑境界則滅し

て修 に僣まされずと︒或は天像菩薩像を現じ︑或は如末像相好具足し若しは陀羅尼を説き或は宿命過

去 の云何を知らしむ︒或は世間名利 の事を貪着 せしめ又人をし屡瞑り瞑喜 んで性常準なく或は多く慈

愛多睡多宿多病にして其心を保怠ならしむ等︒ これ専ら紳的観念 の中 に於て或は身證と精神との不健

全 に調練さるる篤 にして︑精神に専ら凝静静慮するに︑或は曾 て印象したる種 々の象相 の再現するに

に外ならざるなり。正しく一の要素ありてそれに劃する観念ならば本より正賞と云ふベし。然るに期

せざる慮の物象が費現するは不可なり。是全く修館の未熟なるとまた臓の性質の自然ならざるによ

る。悪魔と云ふも外に在て爾るに非ず。全く自己精神の用意の完全ならざるなり。若しょく
O砕
精修
熟達する時は念に障ひ意志に隠って自在なるを得ベし。

魔と云ふも自己の精一瞬の未だ調通し熟達せざる鯖にして、斯の如きの業相魔障と名づくべき精神の

妄想的作用を帯磁するに非ざれば、純粋なる精神態として鷺期する慮の客値の本質と感臆し致一する
こと能はざるべし。

注意すべき事は、たとへ聾期するところの本賀県賓に護見することを得るも、其獲得に悦びて内心

雄々する如きは是魔といはざるべからず。若し何にしても全く自己の跡的概念の啓一不たる債値あり

て、宗教生活の眼目と成るときは、是魔とか或は妄想といふべからず。

或は精紳の錯売し易きと或は病的なる妄売なるあり。幻費より起る等はすべて之を従来魔と侮へ来
れり。

一一一五

大乗佛教は啓示

一一一一
︵

小乗教 の朴質なる意識より進み末りし大乗佛教は最も理想高速 にして幽玄深遠なる理に富続なる宗

教意識なれば︑現賓世界を超越したる精神界 の内容印ち観念世界 の方面 のみを示せり︒故に其所説 の

要素 は概して三味定中 の内面を説明したるも のにして︑其内容を窺 はんとするには︑三味 に入て観念

世界 に通入するに非ざれば︑其本質 の義 に悟達すること能 はざ るは大乗佛教 の特質なり︒華厳 は︑華

厳三味海中 の内容 にして︑法華 は法華三味 の客證 の表明にして︑何れも其内容 は三味定慮 に入るに非

ざれば窺 ふことを許さず︒故 に蓮華蔵世界 に遊入して︑理事無碍法界 の︑また慮舎那 の官殿 に昇らん
と欲 せば︑華厳三味 の費錦を要 せざ るべからず︒

霊山會 上に親しく法身具相三十二萬徳園滞 に大衆 の篤 に目続 せられて常恒説法 の啓示を獲 んとせば

法華三味 によらざれば大事 の門開く こと能 はず︑故に大乗佛教 に教ゆる所 の常佳現在 の佛陀 に接 せん

には佛知見を開示せざれば其本質意識に達入するなし︒故に大乗佛教 の員賞内容を識らんと欲せば須

らく精神 の内容 に入るべき三味 によらぎ るべからず︒

昔恵遠法師鷹山 に在 て白蓮走を結び︑専ら精神を西方 の聖客に凝紳し︑至精至微幽を極め精を泰し

て︑多年三摩耶 の中 に於て佛陀 の聖貌を観じ︑浄土瑠璃費地及び璃池水流光明妙法を演暢 す る を 観

じ︑其他 の比會 に開典する高信逸士︑遠公 の高志餃潔なる志操を慕 ふて同じく浄業を精練し 一心純熟

して或 は聖顔を感じ浄境を観見するも の甚だ多 し︒又南岳憲思藤師定中 にあ つて爾陀及爾勒 の摩頂を

被るが如き︑又隋 の智者大師法華三味を行じて経を誦し葉王品の是員精進是名員法供養如末と云ふ文

に至 つて︑印ち裕然として大悟して霊山 の 一會儀然として未だ散ぜざるを見る︒
唐 の善導大師︒

啓示に種 々あり

天然教 はヽ神 の啓 示とし て信ず る虎 は本 より幼稚 にし て︑其感覺相 に或 はトーカミの紳 ヨセに紳 は

人 に托 し て豫言 を示す ︑或 は物教 などと言 ひ︑又儒教 の亀竹 笙 に紳 の卜笠 に啓 示 せり︒易 の理 の如き

一二七

は是儒 の啓示なり︒何 にしても天然的幼稚なることは論を侯たず︒

一二八

動予四證︑謳稲辮′至︑善必先知之︑
儒 に國家辮興︑必有積詳︑國家辮亡︑必有妖革︑見二干著亀 一
紳
不善必先知之︑故至誠如レ

小乗教︑費糧位煙位別絶念所観 によ つて能く似解 の十六諦観を嚢し佛法 の氣分を得警ば火を鑽 るに

煙起る如 し︒又春陽 の慄嚢るが如し︒慧をもて境を鑽ば相似 の解を嚢す︒解は印ち慄 に喩ふ︒又春夏

華草を集 めば自ら涙生ずるが如し︒四諦 の憲をもて善法を集 め︑善法薫積して慧解起ることを得︑故

に震と云ふ︒頂法は韓た分明に戻 の上に在 て︑山頂 に四方を晴るが如し︒忍法は似解増長し自ら忍可
す︒世第 一は有漏 の極なり精神世間を超越せんとす︒

見道 に見惑を断じて員理を見る︒修道思惟して四員諦を縁す︒無學道員を研て惑を断じて學とす︒

員窮つ惑蓋を無學道と篤す︒小乗 の客澄との関係に偏員 の無我 の理を見るを開示して悟入 す る に あ
り︒法華 には天奎 の澤 によるに︑三諦 の境を観ずる三観 の慧を 用 つ て す︒不思議 の境を観るに︑謂

く︑ 一念 の心を観ずるに三千 の性相百界十如を具足して減すること無し︒

進化嚢達 せる精神宗教 にては︑客證との関係に知見を啓示せらるるも観念的に啓示せら る る が 故

に︑先づ客饉 の要素 は聖典 に示さる︒例 せば無量壽佛員金色にして相好光明 の相を聞き︑或は形像 に

表明せるも のを篤象し︑之を反映し客饉化 して啓示とする如く︑客饉 の本饉 は本より精神 の封象 にし

て之を法界身と名づく︒感覺的 の妙色荘厳と いふも経験界 の感覺 にあらず︒天然教 の如く五官 に封す
る感覺 に獣 示せらるるとは異れり︒

暫 く︑天童 の三諦 に封す る三観︒

又華厳 の理事等 の四 の法界観 ︑理論的観念観 にし て︑宗教 の啓 示とし ては不適切 なら んも ︑其大意
を述 べば

華厳 の絶封員 心︑印 ち唯 一員 心印 ち 一員 法界 は絶 じ て萬有 を該 ね印 ち之 一心︒然 る に心萬有 を融 し

界 は分 の義 ︑ 一々分齊差別あ るが 故 に︶ 二に理法界 ︵
界と は性
て印 ち四種法界 と成 る︒ 一に事法界 ︵

の義 ︑無蓋事法同 一性 の故 に︶三 に理事無碍法界︑性分 無碍故︑四事 々無碍法界︑ 一切差別分齊事 法
一々如性融通︑重 々無義 故︒

一二九

智慧光︱ 智力的信仰

一三〇

如末 の智慧光との関係に︑人は佛智見開き て如末 の員理を信認し悟達するを要す︒印ち如来 の過境

的費在を證明し︑興えられたる知見 によ つて佛道肴進 の光明となる︒印ち是如末 の啓示なり︒

信 は澄浄認許 の二義とは知的信仰 に名づく︒澄浄とは如末 の恩籠 の関係機能致 一に自己 の心念疑雲

す でに霧れ信水す でに澄み︑如末 の員月を澄浄なる心水に賞感し︑信心清浄なる故に︑ ここに於て賞

在を證明し其本質意義 に悟達し其過境的員理なるを機能 に賞現し冷緩自知なるを認許 の義とす︒

また知力信仰は ︵
科學的 の認識に求むるに︶宗教的関係 の三味定中によりて其賓在を信認するにあ

り︒三味とは宗教的関係 の機能致 一の状態 の意義なればなり︒三味 は主證 には観照また霊感を得︑客
腱 には啓示なり︒

智力的信仰は宗教的関係 の観照印ち客證 の本質形式を知見す︒印ち紳 の観念を或は相好光明または

内包 の徳 たる慈悲智慧紳聖を反映し客澄化して啓示するは機能致 一の観照なり︒舎摩佗︑昆婆娑那︑

印ち止観なり︒止は藤那︑ 一切 の不○ の念慮を排 し 一心凝集︒

経 に佛法 の大海 には信を以 て能入とし︑信 は道源功徳 の母と︒賞 に自らの理性承認するにあらざる

よりは︑心情 に於ても昴命憑依して安立すること能 はざ るなり︒全く心情 の安立をうるは如来 の賓在

︶

を信認し︑其植能 に 一任するとき は必解腕を得ると自ら承認すればなり︒若し之を疑 ひ確信あらざれ
ば宗教生活 は望むべからず︒

直指人心見性 の如き は驀直 に自己 の霊性を捕捉して︑自心本是佛なりとの如きは観照 の ︵
︵
観照︑見性︑感應︶

啓示は宗教的意識を向上せしむると ころの光明にして︑ 一たび啓示を獲 て之 に止るべき にあらず︑

啓示は不断 に宗教意識を高き に導くと ころの光として︑人は典えらるる知見によ つて向上し︑人 の
信念 のすすむに随 つて啓示は高等 に顧現す︒

宗教的意識は不識的 の蓋然たるより︑正しく意識的 に啓示せられ其賓質を證明し悟入するに至る︒
信仰 に三種 の信認あり︒
一仰信︑二解信︑三證信
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仰信とは不識的 に客饉 に封し帰依渇仰し封象を科學的 に求むるを要 せず︒ 一心 一向 に過境的費在を
信じ理性 の批判を顧みず︒

是宗教的意識の根本は心理的に観ずれば宗教的衝動として︑霊的衝動は不識 の中 に紳的憧憬 の念萌

嚢 し高きあなたに雲井はるかに帰依渇仰 の信念と現れ︑ いかにもして宗教的関係 の員賓を得 んと欲求
す︒

法華 に所謂る︑ 一心に佛を見んと欲して自ら身命を惜まず︑また其人 の懸慕を嚢すは是宗教的性能

印 ち本因︒ この本因は形而上より論ずれば︑法身蔵性より賦 せられたるも の︑物と共 に進化 の人類と
して顧現したるも のならん︒

宗教的性能が代 々遺体として向上し末りし素質 こそやがて如末 の啓示の恩寵 に預るべき 豫 備 に し

て︑ いまだ意識的 に責在を證明するにいたらぎ るも︑宗教的関係 の素因たる仰信なり︒此仰信 こそや

が て員 の佛子たる啓示をうくべき の卵︑佛知見 の マニ賓珠となるべき咲質なり︒・

解信とは不識的盲従的仰信より意識的に如末 の本質意識を悟達 せんと欲するに科學との封照により

また自己 の理性をして滞足せしむべきと ころの員理を理論 の學説 の方向 に於て先づ宗教的員理を認識

す︒理論としては如来 の啓示が いかに人 の知見をうべきや︑如末 の本質性能は之を名字 の上に示さば

いかなる表跳を以て其内容を表明するや︒また聖典 に録するところの止観 の相貌啓示を表明すること

を録 せる経典 に如末 の相好園満なる表象を以て應身を啓示す等の如き︑教理文字 に研究精密 にし︑啓

示 の表明及び證得 の功果はいかなる精神状態となるかの如きを明らに解して︑理論としてはもはや疑
目をとどむべき餘地なきに至れば印ち解信なり︒・

しかるに解信 は更 に進 んで員賞なる宗教的関係印ち三味 の中に於 て啓示を興 へられるべき豫備とし

固式として員賞債値あり︑解信は︑宗教 の費地 の意識にあらざるを以て︑ これを以てす でに得たりと

せば︑増上慢 に堕し︑理論 の病的 に陥り︑文字 の葛藤 に縛せられて︑ いたづらに他 の賓貨を○ ひて自

ら牛錢 の債 を得ぎ るに至らん︒現代 の宗教を求むるも の理論を以て員理を認識せんと欲するも のこと

に多し︒學 の理解 は賞地 の知見 の眼を開くべき豫備なることを識らず︑哀むべし︒

解信 の以て得とする虎は︑歴史的に普○的啓示なり︒聖典語録及び歴史的 に世界 に願 はれ行れある
教植文字 の員理は光明を興 へつつあり︑故 に學ぶべし︒

天菫大師 は間藤と名字信とを嫌 へり︒闇藤とは佛教廣大甚深なり︑聖典及古奪宿 の示したる亀鑑 に
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依りて自己 の啓示を證明しまた向上し無邊 の佛法海 に優遊 せんとするは間諄者 の能 はざ る虎なり︒

また佛教 の員理を知見するは観心修練 の功果として三味成熟し宗教的費験して佛知見典えらるるも

のとす︒しかるに唯教植文字 の中 に如来 の本質を嚢見せんとする如きは甚だ不可なり︒教経語録等す

べての解義なるも のは其賞啓示の材料とはなるべし︒材料を以ていかに精密 に研究すとも直ちに心盤
を照す光明と云ふべからず︑蓋 には太陽 の明を求むべからず︒

證信 の手段となるべき解信 に依憑と直授 の二種あり︒前者 は聖典及び租師 の語録等 の依るべき庭 に

よりて自己 の宗教 の員理を認むべき ことを嚢見し︑是 によりて自己 の正しく理解 によりて確信を立 つ

べきも の︑空師が導師観経 の疏 の 一心専念 の文 によりて爾陀 の員意を解信したる如き︒後者 は博承的

に面授 せられて師費相博して宗教的員理を博承す︒喩 へば大乗 の菩薩戒を嚢得するは博燈師 によりて

受戒 の時 に翔磨 の 一刹那 に嚢得し菩薩戒 の本質を解信する如きを云ふ︒前 の教経 に依りて如末 の本質

はかくかくなりと如責 に解信し︑ これによりて得たる如末 の本質を表明せる三味 の内容及び形式 の理

を解し︑之 を以て如賓修行 の材料として如賓 に修行するときは廣大甚深なる如末 の大海をも如責 に知
見すべき ことを得 べし︒

な︶三味海中 に如責 に啓示を得たる身と
また博承的 の直授としては︑生ける経典なる善知識は親 拿つ

してそ の経験を以て︑自己 の篤 に︑啓示を獲べき虎 の刺激を典えるも のなり︒直接 の刺激は大 に親弟

的啓示の助成となることは功あり︒しかれども直接 の博承と いへどもそは責縁にして全く自己 の直接
の啓示にはあらず︒

佛陀 のたまはく︑我説法は月を指す指 の如く︑指 は正しく月を指 して教ゆべくも︑指 は指 にして月

にあらず︒員賓 の啓示は指すべくも観ぜしむべからず︒若し之を張 いて相体 の名を用 いば以心博心︒

師 の内的證明せる直接 の関係によりて︑責 にもそれと同じく如末 の本質を知見したるのみ︒指示に
よりて正しく自ら月を観たるも のなり︒

着し如末 の本質員義を名字 に責現し物理的 に表現すべきも のとせば︑博承すべきも︑例 へば火てふ

語印ち全く火ならば人を焼 かん︒擬すべく︑現ず べからず︒自ら親期的 に︑啓示にて始めて賓現す︒
之 を證信と名づく
證信︒

宗教的関係の責現を證明し賓在本質を信認し正しく知見を典えられたるを證信と名づく︒
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経典文字 の解澤は天菫大師 の六印 の中 に名字印にして︑ いかに経論 の文義 に精進し講説を巧にする

も名字印 の分齊にして全く自己 の活ける啓示を得たるも のと云ふべからず︒自己と同じき親期的啓示

を得 べき豫備とはならん︒また教相 の文義 によりて啓示の相を信受 せざれば弟 ︵
みつか︶ら啓示を得べ

き助成機関なし︒要するに自己親期的 の啓示印ち冷媛 の自知 の費地にいたらんことを︒博承 の啓示 い

かに名師 により博燈を稟くるも博燈 の名師は員證 の邪正員倫を證明すべきも︑弟親的啓示は自己と客

饉との宗教的関係 に於て直観若くは直覺 に感ずべきも のにして之を博ふべきも のに非ず︒

證信 はそ の責弟親的啓示として自ら證得するも のなり︒證信 こそ佛 の 一大事因縁にして自ら信心獲

得 し自己 の霊性を開嚢し如末 の聖霊が自己の心中に賓現するにあらざれば員 の佛子と云ふべからず︒

員責 の啓示によりて直接なる如来 の交渉を理性主義 の宗教 には見性また悟道と名 つけ佛知見開示悟

入また悉地三味嚢得と名 つけ︑感情宗 には恩寵獲得また相好感見また聖霊感等種 々名を つくるも︑啓
示によりて證信をうるにあり︒

澤奪は伽耶城の不遠 の地 に於て臓月八日の暁明星出でんとする時 には無明長夜 の眠より廓然として

覺醒し無上正員 の道を獲給 へり︒其證得する虜 の内容大乗小乗 に於て之を表明する所 の相貌異ると雖

暫く大乗華厳 の説 によれば︑如東大悟 の晨︑佛華厳三味 に入りて自證 の分齊を願現し︑小乗 の馨聞等

は佛陀 の肉饉 のみを見 て員 の如末 の内證境界 に於 ては少分も窺ふこと能 はず︒

形已上なる員 の如末 は舎那園滞 の法 の身は法身 の菩薩 に国続せられ蓮花蔵界に安佳し重 々無泰 の徳

を以て荘厳 し給 ふ如きは佛陀自證 の相 のみ︒他 の窺 ふべきところに非ず︒

また慮山 の遠師念佛三味嚢得 し三度如末 の聖貌を寿み浄土 の荘厳を感見す︒また天壼大師法華三味

を修して霊山 の 一會未散を観見するを方便として旋陀羅尼を證得す︒また善導大師が般舟道場 に入 つ

て浄上 の依正三報 の荘厳を感見する等 はみな是證明信仰して宗教 の員理を自ら證明す︒

唐 の懐感藤師 の如きは始め解義を のみこととし浄土 の宗義 に於て痛く疑惑を使きたるに︑党 に導師

のために感嚢されて念佛三味を修すること三年 ついに浄上 の荘厳を観見し而して始 めて證 信 に 入 る
等︒
またキリ ストの ヨルダ ンにて聖霊鳩 の如く に感ずる等︒

また伽葉筆者 に澤奪 の示し給 ふ描華を見て開悟 したる如く︑其 の形式 は種 々にして 一定 せざるも精

神 に 一鮎 の光明を典えられて員 の宗教的生命 に入るごとは異らず︒ この員賓 の啓示印ち證信 によりて

一三七

知力的 の結果 ︵
に︶して無上菩提 の嘩瞳とはなりぬ︒

啓 示 の 具 理

一三 八

宗教的関係 の能所 一致 の如末 の啓示の恩寵が人 の證明とすれば︑啓示の賓現 せる相 の其人 によ つて
異るは何 に由るぞと疑ふ者あり︒
答 へて︒

如来 の本質 は本同 一部ち 一大観念印ち大園鏡として法界 に周遍する虎 の智慧態 にして形相 の得 べき

なし︒衆生 の心相 に随 つて種 々の異相を現ず︑印ち衆生心想 の各 々不同なる故に其心念 に應じて所現

の表象また同じからず︒例 へば大なる ハリ鏡面に映現せる面相向 ふ虎 の人 々に依りて影像異ると同じ

く︑是れ鏡證もと 一に人 々の見る虎 の影像同じからざ るが如し︒如末 の本質 は不等 の観念態なれども

衆生自己 の所念を反映 して自己相應 の相を感見す︒如末 の本質 一切所 に遍するが故に衆生 一切所 に於
て随念 の願現限なし︒

観 経 に曰く︑如末是法界身 ︑入 一切衆生 心想中 ︑是故 心想佛時 ︑是 心印是三十 二相 八十随形好︑是
心作佛 ︑是 心是佛 ︑諸佛正偏智海従 心想生︒

衆 生若 し如末相好身 を以 て如末 を念ず る時 は如末 は相好荘厳 の相 を以 て之 に應じ︑また如末 の内包

の徳 を念 じ て心念 を凝さば如末 は智慧紳聖恩寵等 の相 を以 て啓示す︒或 は法身を観ず る時 は如末 は無
相法身本質 のみを以 て衆生 に観 ゆ る ことを得︒

如末 は本智慧證 にし て清浄無相︑無相 の故 に 一切相とし て観 せざ るはなしと︒
起信論 に曰く ︑︲

ま た曰く ︑如末本法身智相第 一義 にし て用相 の得 べき なし︑ただ衆生 の見間 に随 つての故 に用相 を
現ず ︒

ここに注意す べき こと は︑如末 の本質 は心霊態 なるを以 てこれ に相應 せる自己 の根底 なる心盤 に於

て機感相應 して啓 示 せらるべし︒ 心限 にあ らず し て肉眼を以 て物質 の中 に如来 の相 を嚢見す る理あ る
ことなし︒

一三九

啓 示 の 表 相

一四〇

如末 の本質 は法界 に周偏 せる観念態 にして衆生 の心念 に應じて機感相應して種 々の相を見む︒しか

らば いかなる表相を以て顧現するとならば︑所観 の境相無敷なりと雖粗三種 に分 つ︒如末 は三身を以
て衆生 に封するが故に之 に應じて三種 の形式を以て義意を表さん︒
一︑應身 に封する感覺的啓示︒

追︶
人 の精神 の内容 は︑其所観 に封する知覺とまた︵
想たるとまたは想像たるとにかかわらず︑先駆・

として精神 に感嚢し末るは直観印ち感覺的なり︒印ち人 の心念 に應じて或は明相現ずることあり︑大

さ或は銭 の如く或 はまた鏡 の大 の如し︑光輝映徹す︒或は希有なる花を見︑また瑠璃賓地を観る︒観
念法門 に︑如末員金色にして園光徹照し端正無比なるを観ぜよと︒

感覺的啓示は二に分る︒ 一は依報二は正報︒依報とは浄土 の荘厳賓地賓池賓槙閣華座等を観ず︒正

報とは佛菩薩 の聖相を観ず︒観経 に︑如末 の身相は閻浮檀金色︑八萬 の相好光明普く十方界を照し︑

また観詈勢至等 の聖衆各 々八高 の相を以て法身を荘厳し給 ふを観ず︒或は丈六八尺相好園滞して池水
の上 に立 つを見︑または如末虚杢偏滞 の身を現ず る等︒

自ら観じまた他に教えて観ぜしむるに先づ第 一に感嚢するは感覺態なり或は花を先に感 ず る 者 あ
り︑また明相を先づ感ずるも のあり︒所感 の表相は○ にて異りと雖︑精紳清朗 にして身心融液なる如
き は異る ことなし︒
観無量壽経また観佛三味経等は感覺的啓示の表相を廣く明し給 ふ︒

天壼大師法華三味定中 に霊山 一會未散を感見し︑導師般舟道場 に賓地華座等を感見せしは感覺的心
像 なり︒

感覺的心像 は如末 の本質 に属する作智 の作用︒衆生 の心念 に應じて顧現する大用顧現にして︑之を
観ぜば筒進 んで︑如来 の本質内容 たる心象を観ずる︑印ち
二︑報身内包 の徳 の抽象的啓示

如末應身 の表象たる光彩燦爛たる相好光明等を観見してよりは︑報身如末 の普術的篤象 の萬徳を観

ず︒印 ち観経に︑佛身を観るも のは亦佛心を見る︑佛心とは大慈悲是なり︑無縁 の慈を以て諸 の衆生
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を播す︑と︒

一四二

無量壽経 に︑佛智︑不思議智︑不可総智︑大乗廣智︑無等無倫最上勝智等を明に信ず︒
報身内包 の徳を四徳を以て○さん︒
智慧︑慈悲︑紳聖︑正義︒

此四徳 は本然として法界に周偏 せる精神的光明なり︒すべての宗教的意識を照して心霊を開嚢する
性能なり︒
智慧 に︑鏡︑性︑察︑作智とあり︒

大園鏡智 は 一大観念態 にして︑ 一切色心の二象 は鏡面 の影像なり︒不等性智は内性李等 にして 一切

色心の本性と秩序を統 一し普偏的法軌を持 つ︒妙観察智は 一切萬法 に 一と 一切と相印相入︑重 々無泰

の交渉を以て衆生 の知見を開嚢す︒成所作智は 一切感覺 の根元にして︑五塵と五識は此作智 による︒

衆生心霊開嚢すれば︑ 一切所として浄土ならざ るなしと︒之を略して四智 の相を観ずと名づく︒

次 に衆生倫理の光明となるべき紳聖正義慈悲を観ず︒紳聖とは員理の光明を以てほ臨し道徳自律 の

規定となり︑正義 は如賓 の知見を以て我を犠牲として如賓 の聖意賞現として活動す︒恩寵は衆生 の知

見を開嚢し解腕霊化 の霊能として賞現す︒斯 の三能 は如末 の中に如賞 の行篤 せしめんが篤 に 啓 示 と
す︒
四智三能如来 の徳相なりと観じ︑之を反映 して客化して啓示とす︒

斯 の如き啓示の如末 は表琥的擬人観となる︒如末 は智慧慈悲紳聖正義 の萬徳園満 の表明を以て宗教
意識に封 して観ぜらる︒
如末萬徳豊備として衆生 の心霊に知見を典 るは報身 の徳なりとす︒

直観 は具象的にして︑篤象 は抽象的 にして説話的なり︒ 一は感覺態 にして他は超感覺なり︒斯 の如

き の観念 は宗教意識には宇宙全證如末 にして紳聖正義慈悲等 の衆生 に儀臨すること︑
は常 に宗教的意識
を充塞す︒
三︑法身︑理想的啓示

報身観 にて宇宙は如末 の内容として観念し︑次 に如末 の本質なる法身を観ず︒

如末 の法身 は清浄本然 にして︑法界 の慢性 にして︑自性天員 は絶封無限︑永恒自存︑心盤態︑無始無
終︑本有 の腱︑超絶無寄︒冥想観念 は絶括組合的観念態なり︒杢想感覺 に超越し︑また篤象 にあらず

一四三

超感覺理想饉なり︒

一四 四

