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 今日は、皆さんにお話をすることができ、大変光栄に思います。私は１９８

１年、禅の修行をするため、京都にやってきたアメリカ人です。頭を剃って僧

堂で禅僧と一緒に修行をしていました。托鉢にも行きました。どうしてそんな

ことをしなければならなかったのか。その答を率直にお話しすることから、今

日のテーマに入りたいと思います。私の個人的な話に触れながらインターナシ

ョナル禅の過去、現在、未来をともに考えたいと思います。 

 

 しかし、インターナショナル禅とは一体なんなのか。ただ単に日本の禅を抽

象的な、どこにでも合うような形にすることでしょうか。そうではなく、むし

ろ、今ここの自分というものの根底に徹することでしかありません。それは、

想像以上に限りなくシンプルでありながら、それゆえにまた大変難しいことな

のです。 

 

 私は 1960 年代、アメリカのフィラデルフィアで育ちました。ロックバンド

でドラムをたたいたり、楽しかった時代でした。皆さんは若いのでご存知ない

かもしれませんが、1969年の夏、ウッドストックというロックとアートの祭典

にヒッチハイクをしたのは15歳の時でした。ちょうどベトナム戦争の時代であ

り、平和運動にも参加しました。 

 

 しかし、楽しかった反面、自己に対する深い疑問もありました。そうなった

のは小さい時、両親が離婚したことが関係しているのかもしれませんが、理由

は何であれ、悩みを打ち明けて相談することすら出来ないほど、自分に自信が

なかったのです。 
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 でも、幼い頃、子供心に話そうとしたことを覚えています。母が友人何人かを家に招

待したある夜のことです。2階で、ひとりベッドにねっころがっていて、急に、特に思

いつく理由もなく、死の恐怖に襲われました。パジャマ姿のままカクテルパーティーの

最中だった下へおりて行き、「死ぬのが怖い、死にたくない」と、出し抜けに言ったの

です。一人の女性がグラスを手に持ちながら近づき、「そんなこと、心配しなくていい

よ。大丈夫だから。さあ、早く寝なさい。」と笑い顔で言いました。 

 言われた通り、2階の自分の部屋へ戻ったのですが、私の心は以前にも増して恐怖で

いっぱいでした。何故なら、大人の目に、私同様、死を恐れ、どうして良いか分からな

い恐怖を見たからです。それからは、このようなことは誰にも言わないで、静かに心の

中に閉まっておこうと思いました。そして、あの大人達と同じように仮面をかぶること

を学びました。 

 けれども、心の中の恐怖、虚偽そして無知から、私を守っているのは非常に希薄なベ

ールだけでした。全てが装いの人生は順調にいき、私は幸せでありました。しかし、心

の底では装っている自分は幸せでありませんでした。どうするべきか、どうあるべきか

を知っていたつもりでしたが、実は何も分かっていなかったのです。 

 母は私や兄弟達を教会へ連れていき、洗礼を受けさせました。小さい子供ではありま

したが、教会で聞く、神や永遠の命の話は嘘、人間の無知を希薄なベールでくるんだ、

「神聖なる嘘」だと思いました。 

 1549 年に、スペインのイエズス会の神父、フランシスコ・ザビエルが鹿児島にやっ

てきました。まもなく、ザビエルは日本の仏教僧侶に神について説明しようとしました。

その時代、「神」は 日本語に訳さずラテン語からとった「デウス」をそのまま使ってい

ました。僧侶たちはこれをもじって、「デウス」ではなく、「大嘘(だいうそ)」と呼び非

難したのです。私自身は大学へ進んだ時、どの宗教にも偉大さと浅はかさがあることを

幸いにも学びました。素晴しい教えを持つキリスト教ですが、私は神の存在に疑問を抱

くという、根本的な疑問をもっていたため、ついていくことが出来ませんでした。 

 とは言っても、自分のもっと深いところについての疑問を解くことが出来ませんでし

た。だから、十代になって仏教についての本に出会えたことは、大きな喜びでした。超

越的な神をまずとにかく信じることから始めるのではなく、人間が抱える現実の悩みを

出発点にする宗教に出会えました。納得出来るものでした。 
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 非常に自由でオープンな 60 年代に育ったことはとても素晴しいことでした。

日本人にとっては、欧米人がなぜ、あんなに暗い、そしてつまらなさそうな仏

教に魅力を感じるのか不思議に思われるかもしれません。しかし、仏教、特に、

禅が欧米に紹介された時、それは欧米人には何か新鮮であり、活力があり、生

きたものとして受け入れられたのでした。日本で一般的に行われている葬式仏

教とはまったく関係のないものだったのです。 

 多分、多くの日本人は欧米人がキリスト教を考えるのと同じように仏教、少

なくとも仏教教団というものを、自分達には直接関係のないもの、古くて、迷

信的なものや先祖を祭るところなどと捉えているのではないでしょうか。これ

は長い歴史を持つ宗教教団の宿命なのかもしれません。日本では、仏教の多く

は死者を崇拝するもの、儀式や迷信的なものとなってしまっています。インタ

ーナショナル禅は、真の仏教とは全く関係ないことが日本で禅宗と称して行わ

れているという事実に、向かい合わなければなりません。インターナショナル

禅は、その日本の禅に残されたわずかな遺産に刺激を受けながら、逆に日本の

禅宗にインスピレーションを与えることが出来るかもしれません。 

 しかし、禅が初めて欧米に紹介されたのは1960年代ではない。約450年前、

フランシスコ・ザビエルが禅修行について、書いたものをヨーロッパに送って

いました。（ところで、フランシスコ・ザビエルが日本に来た時、日本の仏教僧

達は日本にまだ伝来していない仏教の宗派の僧侶と思っていたそうです。それ

は通訳がザビエルはインドのゴアからやって来たと説明したためでした。） 

 妙な話ですが、禅のことがもっと詳しく西洋に伝わったのは日本が鎖国時代

に入ってからです。長崎の出島でオランダ貿易商に雇われていた医者のドイツ

人エンゲルベルト・ケンペルが、坐禅や悟りについてかなり正確な記述を密か

に持ち出していました。これが、1727年から 28年にかけて英語で初めて出版

されました。 

 日本人によって禅が欧米に紹介されたのは100年以上前のことです。鎌倉の

円覚寺の釈宗演が、1893年にシカゴで開かれた万国宗教会議に招かれ、講演し

ています。しかし、禅については話さず、宗教としての仏教一般をキリスト教

と比較しながら、紹介したものでした。 
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 シカゴの会議から 4年後の 1897年,釈宗演は居士弟子の鈴木（貞太郎）大拙

をアメリカヘ行かせました。鈴木大拙はアメリカに11年留まり、長い生涯、仏

教や日本文化について翻訳したり、講演をしたり、本にまとめたりしました。

鈴木大拙ほど、禅を欧米に紹介した人はいないと思います。前にもふれました

が、2－3世紀前にケンペルが坐禅や悟りなどの言葉を英語圏の人達に紹介しま

した。ここ 20－30 年の間に英語の辞書には禅、坐禅、悟り、問答、公案など

の言葉が載るようになりました。これらの言葉は英語になりつつあります。こ

れも鈴木大拙の功績といえるのではないかと思います。（ちなみに鈴木大拙は

1925年から 1937年の間、花園大学で教えておられ、その師の釈宗演は1914

年から 1917まで、本学、学長を務められました。） 

 全くの偶然ですが、生まれ故郷のフイラデルフイアにある大学に入学した当

時、鈴木大拙のアメリカ人の弟子の一人が、宗教学部で教鞭をとっていました。

日本は、大学入試の時点で学部を決めなければなりませんが、アメリカの場合

は、2回生の終りまでに専攻を決める必要がありません。私は入学した時は音楽

専攻でしたが、長く続かずすぐに心理学専攻に変わり、最終的には宗教学と哲

学の2重専攻に落ち着きました。 

 しかし、大学時代、多分、私の人生のなかでもっとも大切な出会いは、先ほ

どのべました禅を教えておられたアメリカ人の先生との出会いでした。書物を

読み、学ぶだけでは十分ではなかったのです。私の目の前には書物ではなく、

私の疑問や迷いを知る人がいた。先生は、その迷いがすべての人間に共通する

もの、そしてそこを通り抜ける、つまり解決する道があることを示そうとして

いたのです。 

 この先生の影響を受け、私は大学院へ進み、禅や悟りについて多くの論文を

書きましたが、それは自分をゆがめた鏡にうつしたにすぎませんでした。論文

がうまく書けるようになればなるほど、自分のものになっていないと自覚し悩

みました。私はすべての仮面を剥がそうとするのではなく、むしろ最善の注意

をはらって彫られた「禅」という仮面を得意そうにかぶっていたのでした。 
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 それで、僧堂に身を投ずるため、すべてをあきらめ、日本語を少し習い、お金を貯め、

1981 年に来日しました。と言っても、日本に禅の修行に来た欧米人は私が初めてとい

うわけではありません。1902 年から 3年にかけて、女性を含めたアメリカ人のグルー

プがすでに来ていました。鎌倉・円覚寺の釈宗演の下、何ヶ月も修行していました。ま

た、1915 年には、イギリス人トーマス・カービーが釈宗演によって得度し、宗覚とい

う戒名を授かっています。 

 しかし、欧米人最初の改宗者が誰かを知る記録を見つけるにはキリスト教迫害の時代

にさかのぼらなければなりません。ポルトガル人でイエズス会神父、キリシトワン・へ

レイラ（1580－1650）は、宗門改役による拷問を受けキリスト教を棄てました。へ

レイラは 1636 年にキリスト教の真理に対する批判を書き、その中で自分は禅の信者

であると述べています。遠藤周作の『沈黙』はこの悲劇の人物からインスピレーション

を得て書かれたものです。 

 今日の事情はかなり違っています。アメリカでは都市の大きさにかかわらず禅センタ

ーがありますし、ヨーロッパではカトリック教神父や修道士を含めて、多くの人達が熱

心に修行をし、坐禅指導もしているのです。その理由の一つは、仏教が生きた伝統とし

て教えられ受け継がれているように、欧米では神秘主義的で黙想的な伝統が伝承されて

いないと思われます。ヨーロッパやアメリカで講演をする時、またリトリートと呼ばれ

る接心に参加するたびに、日本では当然のことと特に気にも止められていない宝に欧米

人が強い興味を持ち、貪欲に吸収しようとしている事実に私は驚きを禁じえません。 

 欧米におけるいわゆる禅ブームは数多くの段階を通ってきました。1950 年代後半は

禅の影響を受けた日本の美術、建築、庭園に魅惑された時代で、それらがアメリカの有

名雑誌の表紙を飾っていました。1960 年代は禅を読む時代からする時代に変わり、修

行をするための禅センターが増えた時代です。1970 年、80 年代は禅の指導者が住み

込むことの出来る禅センターの建築や、それらセンターが拡大された時代です。90 年

代、欧米において禅に関連する研究の発展には目を見張るものがあります。 

 有名なアメリカ人作家、J．D．サレンジャーや、ピューリツァー賞を受賞した詩人、

ゲーリー・スナイダー、シンガーソングライター、レナード・コーエンやバン・モリソ

ンなど、名前をあげればきりがありませんが、多くの人が禅のインスピレーションを受

けています。全米プロバスケットボールチーム、LA レイカーズ前監督、フィル・ジャ

クソンも昔から坐禅をしています。 
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 もちろん、人それぞれ禅に対する奥深さはいろいろでしょう。しかし、禅に対する興味は衰え

を見せてはいません。現代、坐禅は世界中で行われているのです。今、坐禅をする日本人よりア

メリカ人のほうが多いと言われたとしても、私はまったく驚きません。たしかに、禅を世界中に

広めるにはまだまだ解決していかなければならない点が多くあります。しかし、禅の真髄はいつ

の時代であっても、最も深い意味でインターナショナルなものなのです。 

 それは一体どういう意味なのでしょうか。インターナショナル禅がどのようなものかを考えて

みましょう。私達がいろいろな事を学び、経験する、しかし心の奥深いところでは何か落ち着か

ず不安である。師を見つけ、弟子は、「心に安らぎがありません」と述べる。師は「安らぎのな

い自分を持って来なさい。私が安らかにしてあげましょう。」弟子は安らぎのない自分を探し求

めることに全力を使い果たし、そこで悟ります。弟子いわく「求めましたが、ついに得ることが

出来ません。」師はそこで「心に安らぎが本当に与えられたのです。」と答える。 

 皆さんの中には今のやりとりが伝説的な中国の禅の始まりの話だとお気づきになった方もお

られるでしょう。少林寺での菩堤達磨と、後に中国禅の二祖になった者の問答です。しかしなが

ら、この伝説の最も重要な点は、この話が時代を問わず、今日にも通じる話だということです。

弟子は儒教、道教、そして仏教をすでに学んでいたにもかかわらず、まだ苦しんでいたのです。

しかし、問題は簡潔に述べられ、教理には無関係なものです。「心に安らぎがありません」とい

うことは、私たち皆が分かることではないでしょうか。 

 菩堤達磨も遠回しな言い方をせず、「安らぎのない自分を持って来なさい。私が安らかにして

あげましょう。」と、答えています。弟子に偽りの安心を与えるのではなく、弟子の苦痛の根源

であり、また救いの源を見つけさせるため、弟子自身に問題を投げ返すのです。菩堤達磨のこの

突き離しは、冷たく、慈悲に欠けるように思えるかもしれませんが、真の大悲、偉大な慈悲なの

です。 

 何故なのでしょうか。それは、実際の修行に自分自身を徹底的に最後まですりへらして、初め

て「求めましたが、結局そんなものは一切ない！」ということを自覚します。仮面は問題の核心

ではないのです。問題は仮面に隠れる自分に執着してしまうことなのです。ついに、自分から自

由になった時、私たち自身は本当の意味で心に安らぎを得、人それぞれ運命に恵まれるのです。

いまや、この壊れかかった生命に絶望し、何か抽象的な永遠の生命を求めるのではなく、一瞬一

瞬に永遠が湧き出てきます。このようにして、各々がどのような状態でも、独創的にそしてまた

慈悲の心をもって対応出来るようになるのです。この菩堤達磨の話は大切な意味を持っています。

単に昔の話として片づけられるものではありません。 
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 2500 年前の釈迦は中味のない儀式や教理と訣別するという姿勢を貫きました。釈迦もまた弟

子達に対して「自分をよりどころとしなさい。自分で確かめなさい。私の教えであっても、自分

が納得がいくまで確かめなさい。」と言われたそうです。約 1000 年後、仏教は中国で発展し、

今でいう禅となりました。禅は、その時代の固定化された仏教に対してのチャレンジとなりまし

た。自分自身をよりどころとし、自分で確かめることが要求されていたのです。このことはなに

も禅に限ったことではありません。仏教の最も優れたところは、つねに最も深い意味でインター

ナショナルなものなのです。 

 僧堂生活がどのように厳しいものか、お話しをすることもできます。しかし、このような苛酷

さは結局、自分の課題に対して集中させてくれるのです。僧堂生活、そしてまた誰でも行える坐

禅の良さは、私たちのすぐ足元にありながらいつも見逃しているものをじっくりと見つめ直し、

そのベールを突き破る機会を与えてくれます。 

 真の禅修行は、自分が執着するもの全て奪います。何故なら、そういうものこそが、私たちの

自己欺瞞、自分という幻想に、私たちを束縛し続けるからです。このように真の禅修行ほどこの

うえなくシンプル、簡単なことはありません。それゆえ難しく思うのです。だからこそ、また、

この禅が国際人にとって、理想的な宗教精神となりうるのです。 

 石頭は、初期の禅における偉大な禅師ですが、自己そのものが仏一つまり目覚めた人一である

ということを非常に力強く説いた人です。ある僧侶が石頭に尋ねました。解脱や、浄土、涅槃と

いうのはどうなるのですか。このような仏教の大事な教えについて、先生はどうお答えになるの

ですか。 

 

    僧いわく、如何なるかこれ解脱。 

    師いわく、誰があなたを束縛するのか。 

    僧、またいわく、如何なるかこれ浄土。 

    師いわく、誰があなたを不浄にするのか。 

    またいわく、如何なるかこれ涅槃。 

    師いわく、誰があなたを生死で苦しめるのか。 

 

 これが純粋で簡潔な、インターナショナル禅なのです！1200 年前の問答であるといわれてい

る時間的な隔たりはここでは問題になりません。石頭は、いったい何処からこれらの答えを出し

たのでしょうか。それは私たち自身の本当の自己にほかならないのです。 
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 次に紹介する言葉は、唐時代の禅僧であり、臨済禅の開祖である臨済のものです。 

 

君たちが、一念一念に求め廻る心をやめるなら、即座に仏そのものである。君達は仏を

識りたいか。それはほかでもない君達、わしの目の前で説法を聞いている者が、そうで

ある。 

 

 インターナショナル禅の過去、現在、未来はここにあるのです！ 

 最後に面白い話しを 2つ程してみましょう。30 年前、僧堂に入る準備の為、私がお寺に住ん

でいたとき、典座つまり食事係になった時のエピソードです。当時、妙心寺の管長であり、長年

にわたり、花園大学の学長を勤められた山田無文老師が住んでおられたお寺にお世話になってい

ました。無文老師のところには、いろいろな食料品が進物として送られてきましたが、老師はそ

れを快く雲水に分けておられました。 

 昼食の時、気分転換に麺を湯がくことになりました。その日、典座をしていた私は、高級な蕎

麦を 1束、いつものように 1人前と思い込み湯がきました。ところが、実は 1束 3人前だった

のです。10 人分のはずが 30 人分出来てしまいました。皆でできるだけ食べましたが、まだま

だいっぱい残っていました。先輩の雲水に「お寺では無駄にするものはない。料理したものはそ

の日の内に無駄なく食べ切ってしまわなければいけない」といわれました。 

 そこで夕食に私は焼きそばを思いついたのでした。実は、生まれてから一度も焼そばをつくっ

たことはありませんでした。とにかく、大鍋にバターをほうりこみ、醤油を入れ、という風にし

て焼そばを作ったつもりだったのですが、蕎麦はだんだんベタベタとしてきて、どういう訳か量

も増えたように見えました。 

 夕食に雲水たちの前に焼そばの入った大きな器を置いた時、先輩の雲水がちょっと中を見てか

ら、器に一口分を移しました。私を含め、他の雲水がじっと見ている中、先輩の雲水はゆっくり

と麺をすすりました。それから私の方を向き、当時の私でも分かる簡単な日本語でこう言いまし

た。「今日は特別の日である。この蕎麦をちょっと持って来い。」私は蕎麦の入った大きな器を持

ってついて行きます。他の雲水たちも厳粛な面持ちで後に続きます。庭に出ると、先輩の雲水は

言いました。「今日は庭を守って下さる神を供養する日である。シャベルを持って来い。」「穴を

掘れ。」「埋めろ。」私たちは皆で般若心経を唱えました。それから、若い雲水が自転車でほかほ

か弁当を買いに行き、やっと夕食となりました。けれども、庭にお供えをすることで、私たちは

蕎麦をけっして無駄にはしなかったのでした。 
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 もう一つはたくさんの野菜を入れて味噌汁を作った時の話です。日がどんどん短くな

り、寒さが堪えるようになった頃の話です。毎日食べる中味の少ない味噌汁にあきあき

していた私は、庭にあるたくさん野菜を使わない手はないと、庭からいろいろな野菜を

取って来ました。ついでに、棚の上の椎茸の箱に気づき、体に良いだろうときざんで味

噌汁に入れたのです。 

 私が食事番の時は、どういう訳か先輩の雲水が時々のぞきに来ていました。私がこし

らえているものを見て、「味噌汁はどうした。これじゃ、シチューじゃないか。」私が健

康な食事だと説明しようとすると、「600 年の寺の伝統をつぶす気か」と、どなり始め

ました。ちょうどこの時、たまたま老師が台所に入ってこられたのですが、すぐに事の

次第を察せられたようで老師は口元にうっすら笑みを浮かべ、すうっと出て行かれまし

た。 

 それから、先輩の雲水はお玉でそのシチューを一口分すくいあげました。すると目を

むいて「これは何処から持って来た」と怒鳴りました。棚に椎茸の箱があったのでと言

うと、「これは松茸と言うんだ。いったいどれだけ入れたんだ」と。禅僧は何事も中途

半端ではいけないのです。「なに、10 万円もする松茸を味噌汁にしてしまったのか！」

ともあれ、この味噌汁は庭にお供えされることはありませんでした。 

 英語の諺に、「料理人が多いとスープがまずくなる」というのがあります。* 私の場

合は、どうも一人で十分にまずくしてしまったようでした。しかし、私がはじめにお話

ししたように、インターナショナル禅は日本の禅を延長させたものでも、日本の禅に異

国の調味料をまぜ合わせたものでもないのです。私は一人一人の努力と、悟りがいちば

ん必要な材料だと確信しています。それ以上でも以下でも駄目なのです。当然のことで

すが、インターナショナル禅は日本の僧堂修行から学ぶことがたくさんあります。しか

しまた同時に、その狭い限界を超えていかなければなりません。私たちの道場、修行の

場はこの大きな世界なのです。ここで一人一人が目覚め、ここで現実のものとしていか

なければならないのです。この集中講義がささやかながらお役に立てばうれしく思いま

す。この貴重な機会を与えられたことを感謝しています。ありがとうございました。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

*cf.「料理人が多すぎると肉汁ができ損なう」「船頭多くして船山へ上る」 
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   INTERNATIONAL ZEN: 
 PAST, PRESENT, & FUTURE                       

         JEFF SHORE 
    It is a great pleasure to speak to you today. I am an 
American who came to Kyoto in 1981 to practice Zen. With head 
shaved I lived in a monastery with monks, went out begging (托鉢), 
and so on. Perhaps one good way to enter into today’s theme is to 
frankly speak a bit about why I had to do such a thing. While 
telling my own story, I will touch on some history – past, present, 
and future – that might interest you. 
 
    But what in the world is “International Zen”? Is it just a 
matter of stretching Japanese Zen into some abstract, universal 
form? International Zen emerges, rather, when we penetrate the 
bottom of this very self. Infinitely simpler – and thus more 
difficult – than you might think. 
 
    I grew up in Philadelphia in the Sixties. I had lots of fun and 
played drums in a rock band. At fifteen, in the summer of 1969, I 
hitchhiked to the Woodstock Music and Arts Festival and took 
part in the peace movement against the Vietnam War. 
 
    And yet, I also had a deep sense of self-doubt. I suppose this 
had something to do with my parents’ divorce when I was young. 
But, for whatever reasons, I grew up so lacking in confidence that 
I couldn't even confide in anyone about it. 
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    I remember trying once as a small child, though. One evening my 
mother invited some friends to our home. In bed alone upstairs, I was 
suddenly seized, for no apparent reason, with a fear of death. I went 
downstairs in my pajamas and cried out, in the midst of their cocktail party, 
“I’m scared of dying!” A woman with glass in hand laughed lightly and 
replied, “Oh, don't you worry about that now. Everything will be all right. 
Just go back to bed.”  
    And I did. But I felt even worse then. Because I had seen in the adults’ 
eyes that they also seemed to have no answer, they too seemed afraid and 
lost like me. Thus, I learned to keep quiet about such things, and wear a 
mask like everyone else. 
    But it was only the thinnest veil that shielded me from that fear, 
falseness, and ignorance within. Life became a matter of pretending all was 
well and I was happy. Although at bottom I wasn’t. Pretending I knew what 
to do and to be, I really didn’t. 
    My mother took us kids to church and I was baptized. But even as a 
small child I sensed that this talk about God and eternal life was a kind of 
lie, a “holy lie.” A thinly veiled disguise for human ignorance. 
    The Spanish Jesuit priest Francis Xavier (1506-1552) arrived in 
Kagoshima in 1549. Soon after arriving, he tried to explain to Buddhist 
priests about God (translated as De-usu from the Latin). They chided him 
by calling it Dai-uso (大嘘; “great lie”). Fortunately, when I went to university 
I learned that there is great and shallow in all religious traditions. Because 
of the fundamental doubt I had concerning the existence of God, however, I 
could not follow the noble Christian path. 
    Still, the doubt at the core of my being would not dissolve. So, I was 
delighted as a teenager to come across books on Buddhism. Here was a 
religion that, rather than first requiring blind faith in a transcendent being, 
made the actual problem of our suffering the starting point. I could relate to 
that.  
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    It was great growing up in the Sixties, a time of tremendous openness. 
Some Japanese might find it strange that Westerners would be attracted to 
something so dark and dull. But Buddhism, especially Zen, was introduced 
to the West as something fresh, vital, and alive. It was not at all connected 
with the funeral Buddhism prevalent in Japan.  
    Perhaps many Japanese today see Buddhism, or at least Buddhist 
institutions, much the same way as many Westerners see Christianity: as 
irrelevant, ancient, superstitions. I suppose this is the fate of any long-lived 
religious institution. In Japan, Buddhism has often been reduced to cults of 
the dead and other rituals and superstitions. International Zen will have to 
face the fact that much of what goes on under the name of Zen in Japan has 
nothing at all to do with true Buddhism. International Zen, inspired by 
what life remains in Japanese Zen, may in turn inspire Zen sects in Japan.  
    But Zen was not first introduced to the West back in the 1960s. Four 
and a half centuries ago, Xavier had written to Europe about Zen practice. 
(By the way, Japanese Buddhist priests at first mistook Xavier for a priest of 
a Buddhist sect not previously introduced to Japan. This was because his 
interpreter reported that Xavier came from India – he had set sail for Japan 
from Goa.)  
    Oddly, it was during the period of national isolation (鎖国時代) that more 
detailed accounts of Zen first reached the West. Engelbert Kaempfer 
(1651-1716), a German employed as a physician for a Dutch trading 
company on the island of Dejima in Nagasaki Harbor, wrote and smuggled 
out quite accurate descriptions of zazen and satori. These were first 
published in English in 1727-28. 
    The introduction of Zen to the West by Japanese themselves goes back 
over a century. Shaku Sôen (釈宗演 1859-1919) of Engakuji was invited to 
speak at the World's Parliament of Religions in Chicago in 1893. However, 
he did not speak about Zen Buddhism, but rather about Buddhism as a 
religion and in comparison with Christianity.  
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    Four years later, in 1897, he sent his lay disciple (居士弟子) D. T. Suzuki (鈴
木 貞太郎 大拙 1870-1966) to the States. He stayed for eleven years, then spent 
the rest of his long life translating, lecturing, and writing about Buddhism 
and Japanese culture. D. T. Suzuki is the man who did more than anyone to 
introduce Zen to the West. As I mentioned, a few centuries ago Kaempfer 
introduced to the English-speaking world words like zazen and satori. In the 
past few decades English dictionaries have begun including entries for Zen, 
zazen, satori, mondo, and koan. Thanks to the work of D. T. Suzuki, these 
are now English words. (By the way, his teacher, Shaku Sôen, was president 
of Hanazono University from 1914-17, and D. T. Suzuki taught here from 
1925-37.)  
    By sheer coincidence, one of D. T. Suzuki’s American students was 
teaching in the Religion Department at the university I entered in my 
hometown of Philadelphia. Unlike in Japan, where you must decide your 
major in order to apply to university, in the States you don’t need to decide 
until around the end of your sophomore year. Thus, I was a music major 
very briefly, then a psychology major before finally completing a dual major 
in religion and philosophy.  
    But the most profound encounter at university – perhaps in my life – 
was with this American teacher of Zen Buddhism. Just reading books would 
not have been enough. Here, standing in front of me was a man not a book. 
He knew the doubt and turmoil I was in. Further, he tried to show us that 
we all shared this condition, and that there was a way through.  
    Under his inspiration, I went on to graduate school and wrote many 
papers on Zen and satori. But my writings seemed only a distorted mirror 
reflecting the fact that the better I got at writing about it, the more clearly I 
became aware that I was not living it. Rather than removing all masks, I 
had carefully crafted my “Zen” mask and wore it proudly. 
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    Thus, I gave up almost everything I owned, learned some Japanese, saved 

some money, and finally came to Japan in 1981 to enter a monastery. Although I 

came to practice Zen, I was not by any means the first Westerner to do so. Back in 

1902-03 a group of Americans, including women, spent a number of months 

practicing at Engakuji in Kamakura under Shaku Sôen. In 1915, the Englishman 

Thomas Kirby was ordained by Shaku Sôen and given the name Shaku Sôkaku.  

    But we need to go back to the period of Christian persecution (キリスト教迫害) 

to find a written record of the first Western convert. Portuguese Jesuit Christovao 

Ferreira (1580-1650) was tortured until apostasy (背教 ) by the “Japanese 

Inquisition” (宗門改役). In 1636 he wrote a critique of Christianity in which he 

stated that he was now a follower of Zen. Shûsaku Endô (遠藤周作 ) drew 

inspiration from this tragic figure for his novel Silence.  

    Quite different today, a city of almost any size in the States has a Zen center. 

In Europe many people, including Catholic priests and monks, are eagerly 

practicing – even teaching – zazen. One reason is that mystical and contemplative 

traditions in the West have not been taught and handed down as living traditions 

the way that Buddhist traditions have. I am always amazed when I lecture and 

participate in retreats in Europe and the States to see the interest, the hunger, for 

the treasures that many Japanese take for granted.  

    The Zen boom in the West has already gone through a number of phases. In 

the late 1950s there was fascination with Zen-influenced Japanese art, architecture, 

and gardens, some of which graced the covers of leading American magazines. In 

the 1960s there was a development from reading Zen to doing it and the growth of 

centers for practice. Building and expansion of Zen centers with teachers in 

residence happened in the 1970s and 1980s. In the 1990s, the growing field of 

Zen-related scholarship in the West has been remarkable.  

    Leading author J. D. Salinger and Pulitzer Prize-winning poet Gary Snyder, 

singer-songwriters Leonard Cohen and Van Morrison, just to name a few, have 

turned to Zen for inspiration. Former NBA Los Angeles Lakers coach Phil Jackson 

is a longtime practitioner of zazen. 
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    There are, of course, varying degrees of depth in all of this, but the interest continues. 

Nowadays zazen is practiced all over the globe. Right now I would not be surprised if there 

were more Americans doing it than Japanese! For sure, there are various problems in 

helping Zen to evolve elsewhere. But Zen at its best has always been international in the 

most profound sense of the word.  

    What do I mean by that? Let’s consider what “international Zen” really is. Let’s say we 

learn and experience various things but remain deeply ill at ease. Seeking out a teacher, 

the disciple states: “I am not at peace.” The teacher demands: “Show me this self that is not 

at peace and I will pacify it.” The disciple, exhausting himself in search, finally realizes, 

“There is no self to show!” The master replies, “Now it has thoroughly been put to rest!” 

    Some of you may know that this is the legendary beginning of Zen in China – the 

encounter between Bodhidharma and the man who became the second patriarch (二祖) of 

Chinese Zen. The core of this legend, however, is as relevant today as ever. Although the 

disciple had already studied the learning of his day – Confucianism, Taoism, and Buddhism 

– he still suffered. The problem, however, is stated simply and without religious dogma (教

理): “I am not at peace.” I think we can understand that.  

    And Bodhidharma’s “direct pointing” (直指)* does not beat around the bush either: 

“Show me this self that is not at peace and I will pacify it.” Rather than providing false 

security, the disciple is thrown back on himself to discover for himself the origin of his 

misery and the source of his salvation. This apparent rejection by Bodhidharma may 

appear cold or lacking in compassion, but it is really Great Compassion.  

    Why? Because only through exhausting himself in actual practice can the disciple 

realize that THERE IS NO SELF TO SHOW! Masks are not the core of the problem. 

Grasping, holding on to some self behind the mask is. And once the self has been finally let 

go, we find ourselves truly at ease, blessed with our lot. Rather than despairing of this 

fractured life and longing for some abstract eternal life, we find eternity springs from each 

and every moment. Thus we can begin to creatively and compassionately respond to 

whatever situation we are in. The importance of this “old Bodhidharma story” cannot be 

overstated.  

*不立文字, 教外別伝, 直指人心, 見性成仏: Not relying on words or letters, An independent transmission outside 

any teaching; Directly pointing to the human mind [heart, self, core], One sees [original] nature and is Buddha. 
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    Shakyamuni’s attitude was a radical departure from the empty ritual 
and dogma 2,500 years ago. He urged his disciples to rely on themselves and 
to test for themselves – even what he himself said. About one thousand 
years later, Buddhism developed in China into what we now call Zen. Here, 
too, was a challenge to the entrenched Buddhism of the day and a call to 
rely on oneself and find out for oneself. Indeed, not just Zen but the core of 
Buddhism at its best has always been “international” in the profoundest 
sense of the term. 
    I could tell you some horror stories about how severe monastic life is. 
But, after all, such severity is to direct and focus us for the task at hand. 
What is the value of Zen monastic life, and of concentrated zazen (which we 
all can do)? It is to provide an opportunity to see what we habitually pass 
over – even though it always is there. Thus we can penetrate the veil once 
and for all.  
    Genuine Zen Buddhist practice gives nothing to rely on, nothing to hold 
onto, because this is precisely what keeps us trapped in our own 
self-delusions. This supreme simplicity is what makes Zen practice seem so 
difficult. Although ultimately, nothing could be simpler. This is also what 
makes it an ideal religious spirit for “international” man.  
    Sekitô (石頭 700-790), one of the great masters of early Zen, spoke so 
persuasively about one’s own self being Buddha (即心即仏) that a monk had 
to ask, but what about emancipation (解脱), the Pure Land (浄土), and 
Nirvana (涅槃). How did Sekitô respond when asked about these most 
essential and honorable Buddhist teachings?  
 “What about emancipation?” “Who binds you?”  
 “What about the Pure Land?” “Who defiles you?”  
 “What about Nirvana?” “Who puts you in Samsara(生死)?”  
    That is international Zen, pure and simple – even if it goes back twelve 
hundred years. From where was Sekitô speaking when he gave those 
replies? From our own true self!  
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    This is how the Tang Buddhist monk Rinzai (臨済 d. 866), the father of 
Rinzai Zen, expressed it: “Bring to rest the thoughts of the ceaselessly 
seeking mind, and you'll not differ from Buddha. Do you want to know 
Buddha? He is none other than you who stand before me listening to my 
talk.” International Zen – past, present, and future – is right here!   
    Let me close by sharing two humorous stories of my life as the temple 
cook or tenzo(典座) 30 years ago. Preparing to enter the monastery, I was 
living in the temple with Yamada Mumon, then head abbot of Myôshinji 
(1978-82) and formerly president of Hanazono University (1949-78). He was 
often given fine food as gifts, which he kindly shared with us.  
    For a change of pace, instead of rice we would have noodles for the 
midday meal. When I prepared the noodles one day, I failed to notice that 
the fancy soba (buckwheat noodles) was not the usual single servings, but 
three servings a piece. Thus, I made enough for about thirty people instead 
of ten. We ate as much as we could, but plenty was left over, and I was 
warned by the head monk: You must do something with this for the evening 
meal; nothing can be left at the end of the day.  
    Okay, I’ll make yaki-soba (fried noodles). I’d never actually made it 
before, but.... Anyway, I threw some butter in the caldron, then some soy 
sauce, etc. But the noodles just seemed to get stickier and even bigger.  
    When I put it down for my fellow monks to eat, the head monk took one 
look at it, slipped a bit of it into his bowl and slowly slurped it up. Everyone, 
including me, watched. The head monk then turned to me and, in simple 
Japanese that even I could understand back then, said: “Today very special 
day. Bring noodles.” So, I carried the giant bowl of noodles and followed him 
and the other monks solemnly into the garden, where he said, “Today, we 
make offering to garden god. Get shovel.” “Dig hole.” “Bury noodles.” We all 
recited the Heart Sutra (般若心経), then one of the younger monks went by 
bicycle to get some take-out food. But we hadn't wasted anything – we had 
made a special offering to the garden god. 
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    Another time I decided to add lots of vegetables to the miso soup. The 
days were getting shorter and it was getting cold outside. But we had lots of 
vegetables in the garden, and I was tired of the thin broth that we ate daily. 
So I cut up some things, including a carton of mushrooms on the shelf. It's 
good for you, I thought.  
    Well, for some reason the head monk would occasionally come in to 
check on me. When he saw what I was making he cried: “What are you 
doing? This is supposed to be miso soup, not stew!” When I tried to explain 
the virtues of a hearty meal he yelled that I was destroying a six-hundred 
year old temple tradition. At this point, the Zen master happened to come 
into the kitchen. He immediately grasped the situation and knew what to 
do: with a faint smile he turned around and walked right back out. 
    Then the head monk scooped up some “stew.” His eyes opened wide and 
he screamed: “Where did you get these?” I said there was a carton of them 
on the shelf. “These are rare Matsutake mushrooms! How many did you put 
in?” Well, Zen monks are not supposed to do things halfway.... “You put 
$1,000 worth of mushrooms in our soup!” Anyway, we didn't bury that meal.  
    There is a saying in English: “Too many cooks spoil the broth.” In my 
case, however, one was enough. But, as I said in the beginning, 
international Zen is not a matter of stretching Japanese Zen, or adding 
exotic ingredients. I’m convinced that our own struggle and awakening are 
the main ingredients necessary; no more, no less. International Zen 
naturally gains much from Japanese Zen monastic practice. It must also go 
beyond such narrow limits. Our dôjô, our place of practice, is this very world. 
And this is where each one of us must make it real. I trust that this lecture 
series helps to play some small part in that. Thank you very much for this 
precious opportunity.  
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