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敦煌禪宗文獻分類目録
田中良昭
程

正

Ⅱ語録類（5）
25、南天竺國菩提達摩禪師觀門
〔漢文文獻〕
① S2583

② S2669

③ S6958

④ P2058

學所藏 122『觀門法大乘法論』本

⑤ BD11164（L1293） ⑥龍谷大

⑦ ZSD077

〔チベット語文獻〕
⑧ P.tib.1228（チベット c133 音寫本）
〔テキストの飜刻・校定〕
矢
①『鳴沙餘韻圖版』p.78 Ⅱ―◯

①『大正藏』卷 85（p.1270b-c）
矢 『鈴木禪思想史』2（pp.224-226）―◯
鈴 →〈大拙〉2（pp.219-221）
①②⑥◯
鈴 田中良昭「
『南天竺國菩提達摩禪師觀門』と『修行最上大乘法』
（擬）」
（『駒
③◯

大佛教紀要』23, 1965, pp.126-129）→『田中敦煌』（pp.214-217）
⑦『中國書店藏敦煌寫經叢帖

敦煌殘拾』（中國書店，2009, pp.56-57）

〔著書・論文〕
矢吹慶輝「敦煌出土支那古禪史並に古禪籍關係文獻に就いて」（『鳴沙餘韻解
説』pp.540-543）
宇井伯壽「達摩の教説」（『宇井禪宗史』pp.34-35）
鈴木大拙「無心論及觀門

及倫敦本 S2669 號長卷子」（『鈴木禪思想史』2,

pp.214-216）→〈大拙〉2（pp.210-211）
關口眞大「「達摩禪師觀門」（燉煌出土）と念佛禪」（『關口達摩大師』pp.295316）
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田中良昭「『南天竺國菩提達摩禪師觀門』と『修行最上大乘法』（擬）―敦煌
出土スタイン本六九五八號にみる禪・淨・密の交渉」（『駒大佛教紀要』23,
1965, pp.126-142）→『田中敦煌』（pp.213-236）
田中良昭「『達摩禪師觀門』と念佛禪」（『敦煌佛典と禪』，pp.221-233）
〔略記〕
本書は、問答形式でもって禪定、禪觀等の語義と禪法の次第としての七種の
觀門を説いたものであり、その後に「大聲念佛十種功德」を付した比較的短い
一篇である。
1930 年にスタイン本の①を發見した矢吹慶輝氏が、その寫眞を『鳴沙餘韻』
に收録し、その解説を 1933 年に刊行した『鳴沙餘韻解説』に發表して以來そ
の存在が知られたもので、1932 年には『大正藏』卷 85 にも收められた。つい
で鈴木大拙氏は、同じくスタイン本の②と龍谷大學所藏の⑥の存在することを
發見し、②を底本として①⑤と矢吹氏校定本とを對校し、1951 年に『鈴木禪
思想史』2 に掲載された。その後 1965 年に至り、③の存在することを知った
田中良昭氏は、それを鈴木氏校定本と對照して發表した。それによれば、この
③は『觀門』の後に『楞伽經』の主要教説とされる「五法三自性八識二無我」
の説明文があり、ついで他の諸本に存する「大聲念佛十種功德」に移るのであ
るが、③のみはその十種功德の内の第三以降第十までを取り除き、そこに『修
行最上大乘法』（擬）なるものを加えた獨特のものであるという。またペリオ
本の④は、『大乘五方便 北宗 』その他との連寫であるが、標題は最後の「門」
の字を缺き、本文も禪法の問いまでで以下擱筆となっている。柳田聖山氏の
『禪家語録』Ⅱに付された「禪籍解題」では、北京本海 51 も本書の異本として
あげているが、これは「高聲念佛十種功德」のみで、『觀門』そのものとは直
接の關係はないようである。
一方⑤は、現在刊行中のシリーズである『北京敦煌』第 109 册に收録された
もので、その卷末に附された「條記目録」によって、これが本書のテキストの
殘卷であることが知られるにいたった。すなわち「條記目録」によれば、⑤は
9 × 4㎝と 13 × 4㎝の接合可能な 2 紙からなる卷子本の殘卷であり、1 行およ
そ 9 字であわせて 8 行の内容を有しており、それは T85-1270b の 11 行の「德
聚林 ･･･」から 16 行の「第六眞妙」までのものに相當するが、文字の出入が
見られるという。
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ところで⑦は、2009 年に中國書店から刊行された『中國書店藏敦煌寫經叢
帖

敦煌殘拾』によってその存在が知られたものである。その中身を寫した寫

眞 2 葉とテキストは掲載されているものの、その書誌學的情報は一切紹介され
ていなかった。公表された 2 葉の寫眞を見る限り、⑦は内容的に接續する 2 枚
の罫入りの紙に書寫された本書の斷片で、1 行 6 ～ 10 字前後で合わせて 8 行
の内容が殘されており、それは T85-1270b の 13 行の「有次第」から 17 行の
「專攝念住更無去」までのものに相當する。
こうして今日までに、本書の漢文テキストとしては 7 種の異本の存在が知ら
れるに至った。
ところで本書は、「南天竺國菩提達摩禪師」の名を冠してはいるが、矢吹氏
は禪定の説明に「唐言淨慮」といい、しかも淨慮は靜慮の音通で、これも新譯
であるからして、當然達摩に假託したものであり、中唐以後禪と念佛を調和し
た一派の主張とされている。字井伯壽氏もまた同様の理由によって、他の何人
かが作ったものが達摩に歸せられたに過ぎないものとみられている。しかし鈴
木氏は、最後の「大聲念佛十種功德」を『觀門』とは關係のないもので、「達
摩製」以外のものであるとされているからして、『觀門』そのものは「達摩
製」とみられていたのである。
以上の諸説をふまえて關口眞大氏は、坐禪についての七種觀門と念佛につい
ての十種功德とは切り離すべきではなく、いわゆる五祖下の念佛禪系で傳承さ
れたものではないか、と推論された。田中氏もこの見解と同じ立場をとるので
あるが、更に③における「大聲念佛十種功德」の第三以下をとり去って、密教
的要素の強い『修行最上大乘法』（擬）を加えたことは、禪と念佛との結合の
上に、更に中唐以後における禪と密教の交渉の跡を留めたものではないか、と
推定したのである。
その外に注目すべきことは、本書にチベット音寫本の存することである。す
なわち 1961 年『東方學報』京都 31 に、「吐蕃支配期の敦煌」と題する論文を
發表された藤枝晃氏は、チベット音寫本の例として P.tib.1228 をあげ（p.261）、
その書き出しの “gam the...g kug hphu de dar ma...Kvan mun” が、「南天竺國
菩提達磨（禪師）觀門」と還元できると述べられている。
すなわち禪と念佛の結合の上に成立した本書が、密教的改變の手を加えられ
たり、チベット音寫本を出現させる等、多彩な發展をした點で注目すべきもの
といえよう。
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26、南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語
① S2492

② S6977

⑥Дх 1920

③ P2045

⑦Дх 1921

④寒 81（BD1481、北 8376） ⑤Дх 942

⑧敦煌市博物館所藏 77（任子宜氏舊藏本）

〔テキストの飜刻・校定〕
④鈴木貞太郎（大拙）『燉煌出土少室逸書』影印（1935, pp.37-55）
少 →〈大拙〉
④鈴木貞太郎（大拙）『校刊少室逸書及解説』（1936, pp.57-71)―◯

3（pp.308-317）
少 胡適「新校定的敦煌寫本神會和尚遺著兩種」
（『中央研究院歴史語言研究
③◯
胡 →『神會和尚遺集（臺北）
』（pp.225-252）
所集刊』29, 臺北，1958, pp.826-836）―◯
少◯
胡 篠原壽雄「荷澤神會のことば――譯注『南陽和上頓教解脱禪門直了
③④◯
篠 （譯註）
性壇語』」（『駒大文學部紀要』31, 1973, pp.5-32）―◯
少 Walter Liebenthal, "The Sermon of Shenhui"（Asia major new series III-2,
③◯

London 1952, pp.132-155）（英譯）
篠 中村信幸『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』
（『駒大大學院年報』8, 1974,
①◯

pp.137-146）
胡 宋紹年校「南陽和尚頓教解脱禪門直了性壇語」
（劉堅・蒋紹愚主編『近代
③◯

漢語語法資料彙編・唐五代卷』商務印書館，1990, pp.33-45）
邢東風釋譯『神會語録』〈中國佛教經典寶藏精選白話版〉23（臺灣，佛光文
化事業有限公司，1996）
③④⑧楊曾文編校『神會和尚禪話録』〈中國佛教典籍選刊〉（中華書局，
1996, pp.3-14）→同（中華書局，2004, pp.3-14）
⑤西口芳男「神會にかかわる敦煌寫本の一斷片―禪學點描八」（『禪文化』
165, 1997, pp.119-120）
②⑤⑥⑦唐代語録研究班「
『南陽和上頓教解脱直了性壇語』補校（附録 S.6977、
Дх 942、Дх 1920 ＋Дх 1921 校録）
」（『俗語言研究』5, 1998, pp.39-46）
①②③④⑧鄧文寛、榮新江録校『敦博本禪籍録校』〈敦煌文獻分類録校叢
刊〉（南京・江蘇古籍出版社，1998, pp.107-183）
⑤程正「俄藏敦煌文獻中に發見された禪籍について」（『禪學研究』83, 2005,
pp.35-36）
⑧「『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』」（影印）柳田聖山・椎名宏雄編
『禪學典籍叢刊』別卷（臨川書店，2001, pp.117-134）
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①②③④⑤⑥⑦⑧唐代語録研究班編『神會の語録 壇語』（禪文化研究所，
2006, pp.1-144）
〔著書・論文〕
鈴木大拙「神會和尚の「壇語」と考うべき燉煌出土本につきて」（『大谷學
報』16-4, 1935, pp.1-30）
鈴木貞太郎（大拙）「和尚頓教解脱禪門直了性壇語」（『少室逸書解説』1936,
pp.50-68）→〈大拙〉3（pp.290-307）
Jacques Gernet, "Biographie du maître de Dhyāna Chen-houei du Ho-tsö
(668-760)",（Journal Asiatique 239, 1951, pp.29-68）
胡適

校寫「南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語」後記（「新校定的敦煌寫本

神會和尚遺著兩種」『中央研究院歴史語言研究所集刊』29, 臺北，1958, pp.827882）→『神會和尚遺集（臺北）』（pp.319-335）→『胡適禪學案』（中文出版社，
1975, pp.253-269）→篠原壽雄「胡適先生校寫『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇
語』後記」（『宗教學論集』3, 1969, pp.95-114）（和譯）
Poul Demièville, “Deux Documents de Touen-houang sur le Dhyāna chinois”,
（『塚本博士頌壽記念

佛教史學論集』，1960, pp.01-027）→林信明譯「“ 神會語

録 ” とチベット宗論―中國禪に關する二つの敦煌資料」（『禪學研究』60, 1981,
pp.0129-0164）（和譯）
鈴木哲雄「荷澤神會論」（『佛教史學』14-4, 1969, pp.36-52）
金原東英「「初期禪宗史の戒律―『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』を中
心として―」（『駒大大學院年報』3, 1969, pp.30-36）
印順「南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語」（同氏『中國禪宗史』臺北，正聞
出版社，1971, pp.300-302）→同（南昌，江西人民出版社，1999, pp.242-243）→
印 順 著・ 伊 吹 敦 譯『 中 國 禪 宗 史 ― 禪 思 想 の 誕 生 ―』（ 山 喜 房 佛 書 林，1997,
pp.368-371）
譯注『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇

篠原壽雄「荷澤神會のことば

語』」（『駒大文學部紀要』31, 1973, pp.1-33）
  中村信幸「「南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語」翻譯」（『駒大大學院年報』8,
1974, pp.137-146）
柳田聖山「語録の歴史―禪文獻の成立史的研究」（『東方學報』57, 1985,
pp.211-663）→〈柳田〉2（pp.3-526）
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鈴木哲雄「荷澤神會とその影響」（同氏『唐五代禪宗史』山喜房佛書林，
1985, pp.321-369）
竹内弘道「神會と宗密」（『印佛研』34-2, 1986, pp.13-17）
中村信幸「『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』」
・「譯注」（『敦煌Ⅱ』，pp.87114, pp.373-380）
尾崎正善「神會語録に關する一考察」（『駒大佛教論集』21, 1990, pp.357-370）
   高堂晃壽「『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』における三學」（『インド哲
學佛教學研究』1, 1993, pp.83-98）
  德重寛通「『神會語録』の成立に關する一考察」（『印度哲學佛教學』10, 1995,
pp.220-235）
商志醇「敦煌唐寫本神會著述綜録」（洛陽市文物工作隊編『洛陽考古四十年
―一九九二年洛陽考古學術研討會論文集』北京，北京科學出版社，1996）
西口芳男「神會にかかわる敦煌寫本の一斷片―禪學點描八」（『禪文化』165,
1997, pp.119-122）
唐代語録研究班「『南陽和上頓教解脱直了性壇語』補校（附録 S.6977、Дх
942、Дх 1920 ＋Дх 1921 校録）」（『俗語言研究』5, 1998, pp.39-46）
鄧文寛，榮新江「前言」（同兩氏録校『敦博本禪籍録校』〈敦煌文獻分類録校
叢刊〉南京，江蘇古籍出版社，1998, pp.1-41）
   陳盛港「從『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』論荷澤神會之教法」（『普門
學報』12, 2002, pp.141-185）
程正「俄藏敦煌文獻中に發見された禪籍について」（『禪學研究』83, 2005,
pp.17-45）
中西久味「『俄藏敦煌文獻』禪籍資料初探」（『比較宗教思想研究』5, 2005,
pp.61-78）
唐代語録研究班編『神會の語録 壇語』（禪文化研究所，2006, pp.1-144）
中島志郎「神會と宗密―思想史的方法の試み」（『禪學研究』85, 2007, pp.6993）
千田たくま「戒概念の變化から考察した初期禪宗の頓悟思想―心地無相戒成
立前夜」（『禪學研究』85, 2007, pp.95-117）
釋正持「神會禪法思想之研究―以『南宗定是非論』、『壇語』爲主」（『普門學
報』59, 2010, pp.85-132）
齋藤智寛「荷澤神會の見性論とその變容」（麥谷邦夫編『三教交渉論叢續
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編』京都大學人文科學研究所，2011, pp.193-217）
〔略記〕
本書は、荷澤神會が南陽龍興寺で行った授戒會における戒壇での説法の語を
記録したもので、神會の思想を知る重要資料の一つである。
今日 8 種の異本の存在が知られているが、⑧の敦博本については、先に『六
祖壇經』の「略記」で述べた如く、向達氏の「西征小記」の記載によって最初
に任子宜氏所藏本としてその存在が知られたが、任子宜氏の亡き後、長い間、
その行方が不明であった。その存在が再び知られるにいたった經緯については、
先に『六祖壇經』の「略記」で詳述しており、それを參照されたい。
それに先だって 1935 年に鈴木大拙氏が北京本の④を發見し、『少室逸書』と
『大谷學報』16-4 並びに『校刊少室逸書及解説』にて本文紹介と解説をされた
のに始まり、1952 年にリーベンタール氏がジェルネ氏の指摘によってペリオ
本の③の存在を知り、それと鈴木氏による『少室逸書』中の北京本④とを校合
してその英譯を發表された。それを機に、鈴木、デマチーノ兩氏が③及びその
他の禪文獻をパリの國立圖書館にて調査して撮影され、それを胡適氏があらた
めて調査された結果、③に含まれる本書と『南宗定是非論』を既存の異本と校
合し、この兩書ならびに神會に關する新たな研究成果を加えて、1958 年に「新
校定的敦煌寫本

神會和尚遺著兩種」と題して發表された。すなわち胡適校訂

本に關しては、リ一ベンタール氏と同様に③と④とを校合したものである。こ
うして、北京、ペリオの 2 本が寫本としてもよく、識者の關心を集めていたの
であるが、その後スタイン本にも 2 種の異本の存在が知られるにいたった。す
なわち、①と②である。ただこの兩者は、『敦煌遺書總目索引』では、共に
「佛經」というにすぎないもので、いずれも僅か 2 紙の中間部分の斷片であり、
特に②は破損が著しい。このため、1994 年夏に唐代語録研究班のメンバーで
あるマカダム幸子（Macadam Yukiko）氏が大英圖書館に出向き、原卷を抄寫
されたのである。そして衣川賢次氏がそれを整理し校録したものを、後述する
ロシア所藏の本書のテキストと合わせて、唐代語録研究班の名で「『南陽和上
頓教解脱禪門直了性壇語』 補校（附録 S.6977、Дх 942、Дх 1920 ＋Дх
1921 校録）」（『俗語言研究』5、1998）に發表したのである。さらにこの内容
に手を加えたものが、後述する唐代語録研究班による『神會の語録 壇語』（禪
文化研究所、2006）に再録された。その際、本書の解題において西口芳男氏が、
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②に存する 2 つの斷簡は、本書ではあっても、①③⑧などとは異なる出自のも
のであるとの見方を示されたのである。
一方、西口氏と衣川氏が、ロシア藏の敦煌文獻から本書の殘片と思われる⑤
⑥⑦を發見されたのである。すなわち、まず西口芳男氏は「神會にかかわる敦
煌寫本の一斷片―禪學點描八」（『禪文化』165、1997）と題する論文において、
『俄藏敦煌』7 より⑤を發見し、全文を紹介しながら神會關係の文獻に含まれる
特徴と共通していることを論證された。さらに衣川氏は、前述の「『南陽和上
頓教解脱禪門直了性壇語』補校」と題する論文で、⑤⑥⑦のテキストを紹介し、
⑥⑦について西口氏は、『神會の語録 壇語』の「解題」において、これらは、
「『壇語』［一二］［一四］［一五］（いずれも『神會の語録 壇語』での分段＝筆
者）に含まれる語句がこの順に見えるが、［一二］［一四］［一五］に含まれぬ
語句も見え、『壇語』のこの部分の文字の量に比べて、四～五分の一ほどの文
字數しかないようである。或いはこれも神會の時を異にする壇場説法の一つの
ヴァリエーションの記録の斷片であるかもしれない」と指摘されたのである。
本書を神會關係の文獻とすることには問題はないが、その成立時期について
は、胡適氏が本文校定に後記を付して次のように論述している。すなわち標題
の「南陽和上」の語によって、本書は神會が南陽に住した時期になったもので
あり、それは『宋高僧傳』に、開元 8 年（720）勅命によって南陽の龍興寺に
住せしめられたとする記載に基き、この南陽にほぼ 10 年間住したことから、
本書の成立時期を 720 年から 10 年間、すなわち神會の比較的早い頃の著作で
あるとされたのである。尚この胡適氏の校定になる本文と後記は、胡適氏によ
る神會研究の和譯を續けられた篠原壽雄氏により、1969 年に譯者としての若
干のコメントを加えた後記の和譯、さらに 1975 年に本文の校定と譯註が發表
された。またこの篠原氏の校定と和譯をふまえて、中村信幸氏が語學的視點か
ら本文を逐語的に和譯したものがある。その後、敦博本の公開や、神會關係と
思われるいくつかの斷片の出現などで、從來の校訂には限界があるとして、新
たな定本、正確な譯文、詳細な注釋の作成を試みられたのが、唐代語録研究班
による『神會の語録 壇語』（禪文化研究所、2006）の刊行である。こうして
リーベンタール氏の英譯と篠原、中村兩氏、さらに唐代語録研究班による和譯
が出揃ったのである。
ところで、先の成立時期に關する胡適説に對して、その後に關説したのが鈴
木哲雄氏と印順氏である。1969 年に鈴木氏は「荷澤神會論」において、「荷澤」
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を冠せられて一般に呼稱されるのは寂後のことであり、本書は内容面からも北
宗排撃、すなわち『南宗定是非論』以前の早い時期のものであるということか
ら、胡適説と同様に南陽龍興寺時代に成立したものとする。これに對し、1971
年に『中國禪宗史』を出版された印順氏は、「東京荷澤寺神會和上、毎月作檀
場、爲人説法、云々」という『歴代法寶記』の記事を例證として、本書は神會
が洛陽にあって開法し、禪を傳えた記録であり、南陽和尚の名は神會の僧籍が
南陽龍興寺に在ったからいわれた名にすぎないとして、胡適説に反論された。
その後、陳盛港氏が「從『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』論荷澤神會之教
法」（『普門學報』12、2002）と題する論文を發表し、印順氏の假説に賛同を示
しつつも、その成立時期を 739 ～ 749 の間と措定した。さらに陳氏は、本書を
基本資料として神會の禪思想を眺めるならば、彼の説示した「頓教法」を「迅
速悟入」「不言階漸」「直了見性」に整合することができ、後に禪門の常套語と
なった「唯指佛心、即心是佛」や、「諸惡莫作是戒、衆善奉行是慧、自淨其意
是定」というように、巧みに戒定慧の三學を解釋する手法などが、いずれも神
會によって最初に示されたものと指摘された。
一方、千田たくま氏が「戒概念の變化から考察した初期禪宗の頓悟思想―心
地無相戒成立前夜」（『禪學研究』85、2007）と題する論文を發表された。千田
氏は、「北宗を中心とした初期禪宗の戒を概觀した」としつつも、神秀の『觀
心論』、普寂系の『大乘五方便』、『大乘開心顯性頓悟眞宗論』と合わせて、本
書を取り上げてそれぞれの文獻に含まれる戒儀を檢證し、「神會の戒は北宗の
戒のアンチテーゼとして構築されており、北宗の三聚淨戒・菩薩戒に對する、
南宗の七佛通戒・佛戒という對立關係が主張されている。つまり神會は、北宗
が菩薩行の成就の後に佛智が發露するという立場、戒定と區別される惠という
教理に反論して、「三學等・定慧等」といって戒と定を智惠に包攝し、戒定惠
の同時作用、因果同時を打ち立て、そのことが頓悟だと主張するのである」と
指摘された。
27、南陽和尚問答雜徴義〔神會語録、神會録〕
〔漢文文獻〕
① S6557

② P3047

③石井光雄氏舊藏本  ④Дх 4530

〔ホータン語文獻〕
⑤ MT.b.001
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〔テキストの飜刻・校定〕
②胡適「神會語録第一殘卷」（巴黎藏敦煌寫本）（『神會和尚遺集（上海）』，
胡 →『神會和尚遺集（臺北）
』，pp.97-152）
pp.97-152）―◯
石
③石井光雄『燉煌出土神會録』影印 1932, pp.1-65―◯
胡◯
石 鈴木貞太郎・公田連太郎『燉煌出土荷澤神會禪師語録』森江書店，1934,
◯
鈴 →〈大拙〉3（pp.236-288）
pp.1-68―◯
胡 Jacques Gernet: Entretiens du maître de Dhyāna Chen-Houei du Ho-tsö
②◯

(668-760), Publications de lʼEcole Française dʼExtrême-Orient vol.XXXI, Hanoi
1949.（佛譯）→花園大學祖録研究會『フランス語譯荷澤神會禪師語録』（1958）
（和譯）
胡◯
鈴 胡適「神會和尚語録的第三個敦煌寫本『南陽和尚問答雜徴義
:
: 劉澄集』
」
①◯

（『中央研究院歴史語言研究所集刊』外編第 4 種，臺北，1960, pp.8-19）→『神
會和尚遺集（臺北）』（pp.426-452）
①②③楊曾文編校『神會和尚禪話録』〈中國佛教典籍選刊〉（中華書局，
1996, pp.54-123）→同（中華書局，2004, pp.54-123）
④中西久味「『俄藏敦煌文獻』禪籍資料初探」（『比較宗教思想研究』5, 2005,
p.69）
〔著書・論文〕
胡適「跋神會語録第一殘卷」（『神會和尚遺集（上海）』，pp.155-158）→胡適
『神會和尚遺集（臺北）』（pp.153-158）
鈴木大拙「燉煌出土神會録解説」（『燉煌出土神會録』付録 1932, pp.1-14）→
鈴木貞太郎・公田連太郎『燉煌出土荷澤禪師語録解説』森江書店，1934, pp.112）
Jacques Gernet: “Complément aux Entretiens du maître de Dhyāna ChenHouei (668-760)”（Bulletin de lʼEcole Francaise dʼExtrême-Orient Vo1.44 no.2,
Hanoi, 1954, pp.453-466）
胡適「神會和尚語録的第三個敦煌寫本 :『南陽和尚問答雜徴義 : 劉澄集』Ⅰ
神會語録的三個本子的比勘」（『中央研究院歴史語言研究所集刊』外編第 4 種，
臺北，1960, pp.1-8）→『神會和尚遺集（臺北）』，pp.403-425）→『胡適禪學案』
（中文出版社，1975, pp.333-355）
Paul Demièville: “Deux Documents de Touen-Houang sur le Dhyāna Chinois”
－527－

敦煌禪宗文獻分類目録（田中・程）

（『塚本博士頌壽記念
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佛教史學論集』同記念會編，1961, pp.01-027）→林信明

譯「“ 神會語録 ” とチベット宗論―中國禪に關する二つの敦煌資料」（『禪學研
究』60, 1981, pp.0129-0164）（和譯）
印順「南陽和上問答雜徴義」（同氏『中國禪宗史』臺北，正聞出版社，1971,
pp.308-309）→同（南昌，江西人民出版社，1999, pp.249-250）→印順著・伊吹
敦譯『中國禪宗史―禪思想の誕生―』（山喜房佛書林，1997, pp.379-380）
長嶋孝行「〈神會語録〉のお手本」（『印佛研』26-2, 1978, pp.834-836）
平井俊榮「神會語録と本有今無偈論（一）( 二）」（『三藏』161, 162, 1978）
中村信幸「神會語録の疑問文」（『曹洞宗研究員研究生研究紀要』10, 1978,
pp.75-86）
   竹内弘道「荷澤神會考―『神會語録』の成立について」（『駒大大學院年報』
15, 1981, pp.67-74）
柳田聖山「語録の歴史―禪文獻の成立史的研究」（『東方學報』57, 1985,
pp.211-663）→〈柳田〉2（pp.3-526）
鈴木哲雄「荷澤神會とその影響」（同氏『唐五代禪宗史』山喜房佛書林，
1985, pp.321-369）
中村信幸「『南陽和上問答雜徴義』」・「譯注」（『敦煌Ⅱ』，pp.115-202, pp.381417）
鈴木哲雄「『神會語録』引用經論を通して見た荷澤の思想」（『印佛研』39-1,
1990, pp.99-104）→同氏『中國禪宗史論考』（山喜房佛書林，1999, pp.127-134）
（改訂再録）
尾崎正善「『問答雜徴義』考」（『曹洞宗研究員研究生研究紀要』22, 1991,
pp.127-142）
商志醇「敦煌唐寫本神會著述綜録」（洛陽市文物工作隊編『洛陽考古四十年
―一九九二年洛陽考古學術研討會論文集』北京，北京科學出版社，1996）
楊曾文「南陽和尚問答雜徴義」（同氏『唐五代禪宗史』北京，中國社會科學
出版社，1999, p.209）
許民憲「神會思想研究―兼論圭峰宗密對荷澤宗的記述與判攝」（國立政治大
學碩士論文，2003, pp.1-111）
榮新江「唐代禪宗的西域流傳」（『田中良昭博士古稀記念論文集

禪學研究の

諸相』大東出版社，2003, pp.059-068）
中村信幸「神會の語録に見える〈看〉と〈見〉」（『田中良昭博士古稀記念論文集
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禪學研究の諸相』大東出版社，2003, pp.079-0114）
陳盛港「論『神會語録』之編集年代及編集者劉澄的背景」（『普門學報』21,
2004）
中島志郎「神會と宗密―思想史的方法の試み」（『禪學研究』85, 2007, pp.6993）
〔略記〕
本書は、「前唐山主簿劉澄」が道俗の問いに對して神會のなした答えを集録
し、それに序を付したもので、從來一般に「神會語録」乃至は「神會録」の名
で呼ばれ、神會の思想を知る根本資料とされたものである。
本書が最初に知られるようになったのは、1926 年に胡適氏がパリの國立圖
書館にてペリオ本の②を發見し、その校定を 1927 年に上海の新月書店より、
更に 1930 年に同じく上海の亞東圖書館より「神會語録第一殘卷」の名のもと
に『神會和尚遺集』の卷 1 に收録して出版されたことによる。この寫本は、首
尾を缺いたため題名が知られなかったが、胡適氏はその跋文にて、本書が荷澤
大師神會の語録であること、從ってその標題を「神會語録」としたことを述べ
られた。
ついで 1932 年に、積翠軒石井光雄氏が自ら所藏する敦煌寫本③を『燉煌出
土神會録』と題して影印にて出版され、それに鈴木大拙氏が『燉煌出土神會録
解説』と題する小冊子を付された。この寫本も首部を缺き、末尾は完全である
が、尾題はなく、卷末に別人の手により、唐貞元 8 年（792）に沙門寶珍と判
（秀カ）

官趙看琳が北庭にて張大夫の命により校勘し訖った、という同年 10 月 22 日の
奥付がある。この奥付に着目した榮新江氏は、「唐代禪宗的西域流傳」（『田中
良昭博士古稀記念論文集

禪學研究の諸相』大東出版社、2003）と題する論文

の中で、③を敦煌本ではなく、正確には「北庭本」とすべきであると指摘され
たのである。一方、すでに鈴木氏が指摘されるように、この③が胡適校定の②
と異なる最も大きな特徴は、末尾に達摩から慧能に至るまでの略傳（『師資血
脈傳』といわれるもの）が付記され、そこでは六代の祖師が『金剛經』に依っ
て得道したことを強調しており、更に最後に『大乘頓教頌并序』が記されてい
ることである。
それから 2 年後の 1934 年に、②の胡適校本と③の石井影印本の兩者を對校
し、新たに校定して、敦煌本並に興聖寺本『壇經』を併せ、解説を付して出版
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されたのが鈴木大拙、公田連太郎兩氏による『燉煌出土荷澤神會禪師語録』で
ある。
先の胡適氏による『神會和尚遺集』の出版は、フランスの東洋學者ジェルネ
氏の注目するところとなり、この佛譯が 1949 年にハノイの極東フランス學院
から PEFEO（極東フランス學院出版物）卷 31 として出版された。ジェルネ
氏は更に意欲的に神會研究に取り組まれ、1951 年にはパリの Journal Asiatique
（ ア ジ ア 學 報 ）239 卷 1 號 に、“Biographie du Maître Chen-Houei du Ho-tsö
(668-760). Contribution a lʼhistoire de lʼécole du Dhyāna”（「禪宗史に貢獻せる
荷澤神會禪師傳」）と題する論文を、更に 1954 年には、ハノイの BEFEO（極
東フランス學院紀要）44 卷 2 號に、先に佛譯した『神會禪師語録』の補遺を
發表された。それから 2 年後の 1956 年に、京都大學人文科學研究所でスタイ
ン文書の寫眞を調査された入矢義高氏が、スタイン本の①を發見され、これを
胡適氏に知らせた結果、胡適氏は從來のペリオ本の胡適校本、石井本と胡適校
本を對校した鈴木・公田校本に、新出のスタイン本の①を加えて 3 本を對校し、
1960 年に臺北から「神會和尚語録的第三個敦煌寫本：『南陽和尚問答雜徴義：
劉澄集』」と題して『歴史語言研究所集刊』外篇第 4 種に發表され、こうして
當時その存在が知られていた 3 本がすべて公刊されることとなった。この①の
出現は、その標題が『南陽和尚問答雜徴義』であること、これが圓仁の『入唐
新求聖教目録』に「南陽和尚問答雜徴義一卷、劉澄集」とあるのと一致し、古
く日本にも将來されていたこと、卷首の劉澄の序文の内容を明らかにし得たこ
と等種々の點で劃期的な意義を持つものである。なお本文は石井本の前半に一
致し、3 本中ではもっとも初期のものとみられている。
その翌 1961 年には、やはりフランスの世界的東洋學者ドゥミエヴィル氏が、
“Deux Documents de Touen-Houang sur le Dhyāna Chinois”（「中國禪に關す
る二種の敦煌文獻」）と題する論文を『塚本博士頌壽記念

佛教史學論集』に

發表されたが、これは『問答雜徴義』と題する『神會語録』の新資料、すなわ
ち①の S6557 と、『頓悟大乘正理決』と題するチベットにおける「ラサの宗論」
に關する中國側の記録である新資料の S2672 の 2 種を意味し、それらを紹介し
論究されたものである。このように本書は、日本の鈴木氏、中國の胡適氏、フ
ランスのジェルネ氏とドゥミエヴィル氏というように、世界有數の學者によっ
て研究がなされてきたものであり、神會研究に對する世界的關心の高いことを
如實に示したものといえよう。なおこの論文はやがて林信明氏によって和譯さ
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れ、「“ 神會語録 ” とチベット宗論―中國禪に關する二つの敦煌資料」と題して、
『禪學研究』60（1981）に掲載された。
なお先に同じく神會の『壇語』の成立時期について胡適説を批判した印順氏
は、本書の『南陽和尚問答雜徴義』の標題における南陽和尚についても、これ
が習慣上の呼稱にすぎず、本書も同じく南陽時代の成立ではなく、『南宗定是
非論』以後比較的遲く集成されたものという説を主張された。これについては、
鈴木哲雄氏が「荷澤神會とその影響」（同氏『唐五代禪宗史』山喜房佛書林、
1985）と題する章節で神會關係の禪宗文獻の成立年代を考察し、本書は「『定
是非論』よりも早い時期の撰述であり、從って南陽龍興寺時代のものと推定さ
れる」として、胡適説を擁護されたのである。これに對して陳盛港氏は、「論
『神會語録』之編集年代及編集者劉澄的背景」（『普門學報』21、2004）と題す
る論文を發表し、從來の諸説を吟味した上で、本書のテキストの①、②、③の
3 種のうち、少なくとも 763 年以降の成立と推定される②と比べて、同一系統
とみられる①と③の 2 種の成立が早く、それらは恐らく 745 ～ 758 年前後では
ないかと推測されたのである。さらに陳氏は、本書の編集者とされる劉澄に焦
點を絞って檢討した結果、劉澄は神會の禪思想を珍重し、その散佚を恐れて本
書の編集作業を積極的に擔ったとした上で、石井本に附された「六代祖師傳
記」と『大乘頓教頌并序』がいずれも劉澄の著述である可能性に言及し、さら
に「六代祖師傳記」の「惠能傳記」に含まれる慧能の求法、傳法に關する記述
が、敦煌本『壇經』より古いもので、大いに注目すべきであると指摘された。
ところで、鈴木哲雄氏が發表された「『神會語録』引用經論を通して見た荷
澤の思想」（『印佛研』39-1、1990）と題する論文は、③を中心に本書における
經論の引用をつぶさに檢證し、『涅槃經』の引證の多用を突き止め、それは神
會が頓悟という思想でもって佛性の問題を解決しようとしたことを意味するも
のであり、「本覺論的萌芽」を感じさせるものでもあったという。また、本書
における疑經の『金剛三昧經』『法句經』の依用は、祖師禪に入る過渡的現象
であり、荷澤禪がそういう位置にあったことを指摘されたのである。
また中村信幸氏は、「神會の語録に見える〈看〉と〈見〉」（『田中良昭博士古
稀記念論文集

禪學研究の諸相』大東出版社、2003）と題する論文において、

本書をはじめとする神會關係の文獻にみられる〈看〉と〈見〉の用例に焦點を
あてて考察した上で、「北宗の『凝心入定、住心看淨、起心外照、攝心内證』
という禪法は、禪定を言いながら、心を凝らしてじっと見つめていくという、
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心のありかたとしては正に動的なものであり、いわば “ 看 ” という『心の動
作』であって、そこを神會が菩提の障碍になるとして排斥したのである。これ
に對して神會のいう『見性』『見自性』『見佛性』『見本性』の “ 見 ” は、『じっ
とみつめる』のではなく、己が本來持っている佛性が『見えてくる』ことであ
り、『氣付くこと』であり、『目覺めること』である。心を起こさず、作意せず、
心に住まることない、「無念」なる心の状態のとき、自己が本來持っている佛
性が見えてくる、という神會の見性は、正しく靜的といわねばならない」（下
線筆者）と結論づけられたのである。
最後に、本書のホータン語テキスト⑤については、嚴密にいえば、これは莫高
窟から發見された敦煌文獻ではないが、スタイン氏がかつてホータン王國の場
所にあった Mazar-tagh の寺院遺跡を發掘し得たものの 1 種で、E. Chavannes,
Les documents chinois decouverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan
oriental, Oxford 1913, p.203, No.958, pl.XXXII では、經典の寫本とされていた。
ところが、ドゥミエヴィル氏は、前掲の “Deux Documents de Touen-Houang
sur le Dhyāna Chinois” と題する論文にて、この天地ともに缺いて、僅かに 8
行の文字が殘存する斷片を、見事に本書のホータン語譯に比定された。さらに
榮新江氏も、前掲の「唐代禪宗的西域流傳」と題する論文において、ホータン
の歴史からすれば、⑤は 8 世紀後半に中原からホータンに持ち込まれたものか、
あるいはホータン現地で書寫されたものだと推測されたのである。
28、二入四行論〔菩提達摩論〕
〔敦煌漢文文獻〕
① S1880V
⑦ P3018

② S2715

③ S3375V

⑧ P4634V

⑨ P4795

④ S7159

⑤ S11446

⑩宿 99（BD1199） ⑪朝 50（BD9829）

⑫杏雨書屋藏 25-1
〔敦煌チベット語文獻〕
⑬ P.tib116
〔敦煌文獻以外の文獻〕
⑭朝鮮『禪門撮要』本

⑥ P2923

⑮『少室六門集』本

⑯天順本

〔テキストの飜刻・校定〕
⑮『卍續藏』1 輯 2 編 15 套 5 冊（1911, p.404 右 - 左）
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⑮『大正藏』卷 48（1928, pp.369c-370c）
⑩鈴木貞太郎（大拙）『燉煌出土少室逸書』影印（1935, pp.1-22）
⑩⑭鈴木貞太郎（大拙）『校刊少室逸書及解説』（安宅佛教文庫，1936, pp.1少
39）―◯
鈴 →〈大拙〉2（pp.141-161）
②⑩⑭『鈴木禪思想史』2（pp138-162）―◯

⑭花園大學祖録研究會『禪門撮要』上（1954, pp.49-94）
⑭鏡虚惺牛・雪峰鶴夢『新刊懸吐禪門撮要』（1968, pp.137-163）
少◯
鈴 柳田聖山『達摩の語録〔二入四行論〕
』〈禪の語録〉1（筑
②③⑦⑧⑩⑭⑮◯
柳 →同氏「達摩二入四行論」
（『禪家語録』Ⅰ〈世
摩 書 房，1969, pp.23-250） ― ◯

界古典文學全集〉36A, 1972, pp.5-66）→同氏『達摩の語録』〈ちくま學藝文庫〉
（筑摩書房，1996, pp.44-336）
⑥田中良昭「四行論長卷子雜録の一異本」
（
『宗學研究』13, 1971, pp.36-39）→
『田中敦煌』（pp.175-179）
⑨田中良昭「菩提達摩に關する敦煌寫本三種について」（『駒大佛教紀要』
31, 1973, p.164）→『田中敦煌』（pp.181-183）
⑮椎名宏雄「天順本『菩提達摩四行論』」（『駒大佛教紀要』54, 1996, pp.198椎 →程正譯「天順本『菩提達摩四行論』
」（『中國禪學』2, 中華書局，
214） ― ◯

2003, pp.20-33）（中國語譯）→光明主編『達摩禪學研究』下〈中國禪學研究系
列叢書〉（廣州華林禪寺編 , 中國大百科全書出版社，2003, pp.466-518）
⑮「『菩提達摩四行論』」影印（柳田聖山・椎名宏雄編『禪學典籍叢刊』別卷，
臨川書店，2001, pp.1-39）
⑤田中良昭「『二入四行論』文獻研究史」（『聖嚴博士古稀記念論集：東アジ
ア佛教の諸問題』山喜房佛書林，2001, pp.48-49）→『田中敦煌』2（pp.13-14）
⑫椎名宏雄著，程正譯「天順本『菩提達摩四行論』」（『中國禪學』2, 中華書
局，2003, p.37）（中國語譯）
椎◯
鈴 法縁點校「菩提達摩四行論」
（楊曾文編著『菩提達摩四行論』〈少林學史
◯

料叢書〉少林書局，2006, pp.5-41）
⑫『敦煌秘笈影片册』1 影印（武田科學振興財團杏雨書屋〈非賣品〉，2009,
pp.192-193）
〔譯註〕
少◯
鈴 柳田聖山『達摩の語録〔二入四行論〕
』〈禪の語録〉1（筑
②③⑦⑧⑩⑭⑮◯
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摩書房，1969, pp.23-250）→同氏「達摩二入四行論」（『禪家語録』Ⅰ〈世界古
典文學全集〉36A, 1972, pp.5-66）→同氏『達摩の語録』〈ちくま學藝文庫〉（筑
摩書房，1996, pp.44-336）
柳 柳田聖山『ダルマ』
〈人類の知的遺産〉（講談社，1981, pp.129-312）→同氏
◯

『ダルマ』〈講談社學術文庫〉1313（講談社，1998, pp.155-374）
⑯沖本克己『二入四行論』〈第三期禪語録傍譯全書〉1（四季社，2006, pp.9345）
柳 Jeffrey L.Broughton: The Bodhidharma Anthology, The Earliest Records of Zen,
◯

University of California Press Berkeley and Los Angeles, California, 1999.（英譯）
〔著書・論文〕
禿氏祐祥「少室六門集に就て」（『龍谷學報』309, 1934, pp.1-18）
鈴木貞太郎（大拙）「解説及びその内容の研究」（『少室逸書解説』1936, pp.146）→『鈴木禪思想史』2（pp.103-138）→〈大拙〉2（pp.108-141）
宇井伯壽「達摩の教説」，「慧可の教説」（『宇井禪宗史』pp.17-34, 47-59）
水野弘元「菩提達摩の二入四行説と金剛三昧經」（『印佛研』3-2, 1955, pp.239244）
水野弘元「菩提達摩の二入四行説と金剛三昧經」（『駒大研究紀要』13, 1955,
pp.33-57）
中川孝「菩提達摩の研究

四行論長卷子を中心として」
（『文化』20-4, 1957,

pp.60-71）
關口眞大「燉煌本達摩大師四行論について」（『宗教文化』12, 1957, pp.1-23）
關口眞大「「達摩大師四行論」と「安心法門」」（『關口達摩大師』pp.317-344）
中川孝「四行論長卷子を中心として見たる初期禪思想史の問題點」
（
『印佛研』
10-2, 1962, pp.164-168）
田中良昭「四行論長卷子と菩提達摩論」（
『印佛研』14-1, 1965, pp.217-220）→
『田中敦煌』（pp.170-175）
柳田聖山「『菩提達摩二入四行論』の資料價値」（『印佛研』15-1, 1966, pp.320323）→〈柳田〉1（pp.71-76）
柳田聖山「北宗禪の一資料」（『印佛研』19-2, 1971, pp.127-135）→〈柳田〉1
（pp.287-300）
田中良昭「四行論長卷子雜録の一異本」（『宗學研究』13, 1971, pp.35-41）→
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『田中敦煌』（pp.175-181）
田中良昭「菩提達摩に關する敦煌寫本三種について」（『駒大佛教紀要』31,
1973, pp.161-179）→『田中敦煌』（pp.181-183）
小畠宏充「チベットの禪宗と『歴代法寶記』」（『禪文研紀要』6, 1974, pp.139176）
沖本克己「チベット譯「二入四行論」について」
（
『印佛研』24-2, 1976, pp.039-046）
小畠宏允「古代チベットにおける頓門派（禪宗）の流れ」
（『佛教史學研究』18-2,
1976, pp.58-80）
池田温・岡野誠「敦煌・吐魯番發見唐代法制文獻」（『法制史研究』27, 1978,
pp.189-229）
田中良昭「『二入四行論長卷子』
（擬）研究覺え書」（『駒大佛教紀要』38, 1980,
pp.51-69）
土肥義和「永徽二年東宮諸府職員令の復元
（S 一一四四六）の發見に際して

大英圖書館藏同職員令斷片

」（『國學院雜誌』83-2, 1982, pp.1-29）

沖本克己「敦煌出土のチベット文禪宗文獻の内容」（『敦煌佛典と禪』pp.409440）
伊藤隆壽「『二入四行論』の格義」（同氏『中國佛教の批判的研究』大藏出版
社，1992, pp.137-156）
椎名宏雄「天順本『菩提達摩四行論』の資料價値」（『宗學研究』38, 1996,
pp.222-227）→程正譯「天順本『菩提達摩四行論』」（『中國禪學』2, 中華書局 ,
2003, pp.33-37）（中國語譯）→光明主編『達摩禪學研究』下〈中國禪學研究系列
叢書〉（廣州華林禪寺編，中國大百科全書出版社，2003, pp.518-534）
椎名宏雄「天順本『菩提達摩四行論』」（『駒大佛教紀要』54, 1996, pp.189214）→程正譯「天順本『菩提達摩四行論』」（『中國禪學』2, 中華書局，2003,
pp.12-33）（中國語譯）→光明主編『達摩禪學研究』下〈中國禪學研究系列叢書〉
（廣州華林禪寺編，中國大百科全書出版社，2003, pp.518-534）
中嶋隆藏「慧可と向居士の往復書簡

初期禪宗思想の課題」（『東文研紀

要』131, 1996, pp.1-25）
楊曾文「菩提達摩禪法『二入四行論』」（『中國嵩山少林寺建寺 1500 周年國際
學術研討會論文集』宗教文化出版社，1996, pp.92-105）→同氏『唐五代禪宗史』
（中國社會科學出版社，1999, pp.54-68）→光明主編『達摩禪學研究』上〈中國禪
學研究系列叢書〉（廣州華林禪寺編 , 中國大百科全書出版社，2003, pp.352-373）
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→同氏編著『菩提達摩四行論』〈少林學史料叢書〉（少林書局，2006, pp.83-96）
孫昌武「菩提達摩『二入四行論』的文化史意義」（
『中國嵩山少林寺建寺 1500
周年國際學術研討會論文集』宗教文化出版社，1996, pp.106-115）→光明主編『達
摩禪學研究』上〈中國禪學研究系列叢書〉（廣州華林禪寺編，中國大百科全書出
版社，2003, pp.374-386）
中嶋隆藏「所謂『二入四行論長卷子』雜録第一について

初期禪宗思想史

の課題」（『東文研紀要』135, 1998, pp.1-29）
石井公成「隨縁の思想」
（荒牧典俊編『北朝・隋唐佛教の研究』法藏館，2000,
pp.154-178）
石井公成「『二入四行論』の再檢討」（『平井俊榮博士古稀記念論集：三論教
學と佛教諸思想』春秋社，2000, pp.367-386）
田中良昭「『二入四行論』文獻研究史」（『聖嚴博士古稀記念論集：東アジア
佛教の諸問題』山喜房佛書林，2001, pp.37-60）→『田中敦煌』2（pp.3-23）
篠塚純海「『菩提達摩四行論』の文獻的研究―雜録第三を中心として」（『禪
學研究』82, 2003, pp.129-152）
法縁「菩提達摩『二入四行論』的思想」（覺醒主編『覺群學術論文集』4, 北京，
宗教文化出版社，2004, pp.387-403）
劉澤亮「『二入四行論』源出典據及其意義」（覺醒主編『覺群學術論文集』4,
北京，宗教文化出版社，2004, pp.443-452）
石井公成「馬祖における『楞伽經』
『二入四行論』
の依用」
（
『駒短佛教論集』11,
2005, pp.109-125）→石井公成「馬祖與『楞伽經』、『二入四行論』」（『馬祖道一與
中國禪宗文化』中國社會科學出版社，2009, pp.381-391）（中國語譯）
伊吹敦「『二入四行論』の成立について」（『印佛研』55-1, 2006, pp.127-134）
伊吹敦「『二入四行論』の作者について

「曇林序」を中心に」（『東洋學論

叢』32, 2007, pp.0204-0185）
伊吹敦「慧可傳の再檢討」（『東洋學論叢』33, 2008, pp.1-36）
〔略記〕
本書は、禪宗初祖菩提達摩の唯一の眞説とされる「二入四行説」をはじめ、
達摩を中心とした初期禪宗の人たちの言葉を直接に傳える貴重な文獻として重
視されるものである。
1970 年代頃、禪宗語録の譯註、現代語譯が次々と出版されたが、本書もこ
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の面に積極的な努力を拂われていた柳田聖山氏の手によって、「禪の語録」シ
リーズの第 1 に『達摩の語録（二入四行論）』と題して、本文校定、讀み下し
文、現代語譯、註からなる研究成果が出版され、更にそれは「世界古典文學全
集」36A『禪家語録』I にも收録された。しかもその際、兩書の卷首に本書に
ついての解説がなされており、田中良昭氏も當時新たに發見された⑥を紹介す
るにあたって、本書に關するそれまでの研究成果を要約して述べているので、
それらを參照されたい。
ところで本書は、達摩の唯一の眞説とされる二入四行説を首とする 1 萬餘字
からなる長篇で、現在まで敦煌文獻には 12 種（漢文）の異本の存在が知られ
ている。1935 年に鈴木大拙氏が北京で⑩を發見し、『少室逸書』に紹介された
のを手始めに、これと⑭の朝鮮刊本『禪門撮要』所收「菩提達摩四行論」とを
對校し、その翌 1936 年に『校刊少室逸書及解説』において發表されて知られ
るようになったものである。鈴木氏は同年にロンドンでスタイン本の②を發見
され、1951 年に②⑩⑭の 3 本の對校を『鈴木禪思想史』第 2 に發表された。
その後本書の異本の存在は長い間知られなかったが、敦煌文獻のマイクロ
フィルムが日本にも将來されたことから、それらの寫眞による調査がかなりの
ところまで可能となり、かくして新たにスタイン本の③、ベリオ本の⑦⑧の都
合 3 本を發見した田中氏は、1965 年に「四行論長卷子と菩提達摩論」と題す
る論文で、それらの存在を紹介した。しかしこれらはいずれも中間部分の斷片
にすぎず、資料的價値は決して高いものではない。ただ⑦によって、本書の一
部がかつて「菩提達摩論」の名で呼ばれていた事實が判明した。更にペリオ本
の⑥の出現によって、從來知られていた部分以外のものの存在することがわか
り、しかもそれでも尚本書が完結していないことが明らかとなった。その後ス
タイン本の④は、田中氏が 1972 年に滞英中大英博物館の書庫において實地調
査をした際に見出したもので、二入四行説部分の斷片であり、また柳田氏によ
れば、ペリオ本に⑨が存在するという。
一方スタイン本の①は、永徽年間（650-656）の職員令を研究された池田温、
岡野誠の兩氏によって紹介されたものである。すなわち、職員令の紙背を利用
して書寫された本書のテキストは、すでに知られていたスタイン本の③とペリ
オ本の⑧以外に、①にも存在していることが兩氏の「敦煌・吐魯番發見唐代法
制文獻」（『法制史研究』27、1978）と題する論文によって報告されたのである。
さらに兩氏はこうした表裏の文獻にみられる複雜な關係を圖で示された。
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そして、こうした池田、岡野の兩氏の研究成果を踏まえつつ、その表裏にあ
るそれぞれの文獻と連結する更に新たな寫本を發見し、その研究成果を公にさ
れたのが、土肥義和氏の「永徽二年東宮諸府職員令の復元
職員令斷片（S 一一四四六）の發見に際して

大英圖書館藏同

」（『國學院雜誌』83-2、1982）

と題する論文である。土肥氏が新たに發見されたのは、本書のスタイン本の⑤
である。土肥氏によれば、⑤の出現によって紙背に書寫されている本書は、次
のように復元することができるという。すなわち、「（首缺約四行）、S 一一四
四六號の第二紙の V 六行、S 三三七五號の V 三三行、（切斷により約二六行
缺）、S 一八八〇號 B の V 三四行、S 一一四四六號の第一紙の V 五行、S 一八
八〇號 A の V 二三行、（切斷により約二八行缺）、P 四六三四號 A(2) の V 七七
行、（切斷により約二七行缺）、P 四六三四號 A（1）の V 四七行、そして前述
の P 四六三四號 C2 の V 二〇行」 という順序である。このように永徽 2 年
（651）の『職員令』の紙背が二次利用されて、初期禪宗の代表的語録である本
書が書寫されたわけであるが、その書寫年代は、一般に紙背が利用されるのは、
紙表の書寫後 50 年以内とされるからして、おそらく 7 世紀の終わり頃と考え
られ、禪宗語録としては最も早い時期の成立とみられる。
ところでスタイン本の④については、田中氏が滞英中、實物を調査し本書の
テキストに比定し、これを「菩提達摩に關する敦煌寫本三種について」（『駒大
佛教紀要』31、1973）と題する論文の追記部分ではじめて紹介したのである。
また 2000 年に刊行された『方・英藏目録』にもそれが著録されている。田中
氏の紹介と『方・英藏目録』の記録によれば、④は 3 紙からなる卷子本の殘卷
で、トータルして 91.5 × 29.1㎝のもので、1 行 30 字前後でおよそ 55 行の内容
を有しており、その内容は、柳田校訂本の「（二）夫入道多途」から「（十三）
問三世［諸佛］」までに相當するという。また、第 1 紙首部の下半分、第 3 紙
の上部をはじめ、中央部分にほぼ等間隔で 10 箇所の破損があり、紙も赤茶色
に變色していて、保存状態はあまりよくなかったという。
この時點では、本書の漢文テキストとして敦煌からすでに 10 種が發見され
ていた。しかし、これらのテキストを用いても、なお本書の末尾のごく一部と
思われる内容を復元することはできなかったのである。この缺文を完全に補う
ものとして紹介されたのが、意外にも敦煌文獻からではなく、朝鮮刊本の天順
本『菩提達摩四行論』と呼ばれる、いわゆる傳世資料である。すなわち、椎名
宏雄氏が 1996 年 3 月に、連續して「天順本『菩提達摩四行論』」（『駒大佛教紀
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要』54、1996）と「天順本『菩提達摩四行論』の資料價値」（『宗學研究』38、
1996）と題する 2 篇の論文を發表し、前者においては天順本の發見の經緯、そ
の構成、性格を中心とした紹介及び全文の飜刻を行い、後者においては天順本
の資料價値に焦點を絞り論究されたのである。椎名氏のこうした一連の研究成
果によって、長年にわたってその完結が待たれていた本書のテキストの完全な
る復元が完成されたのである。これを受けて、沖本克己氏が完本の天順本をも
とに、讀み下し文、現代語譯、注記を附してまとめたものが『二入四行論』
（〈第三期禪語録傍譯全書〉1、四季社、2006）である。なお、本書の研究にお
いて天順本の出現によってもたらされた劃期的進展を含めて、それまでの本書
に關する研究の歴史を詳細に紹介したものに、田中良昭氏の「『二入四行論』
文獻研究史」（『聖嚴博士古稀記念論集：東アジア佛教の諸問題』山喜房佛書林、
2001 →『田中敦煌』2）がある。
その後も敦煌文獻から本書のテキストの發見があったのである。すなわち、
北京本の⑪と杏雨書屋所藏の⑫の 2 種である。まず北京本の⑪については、現
在も刊行中のシリーズである『北京敦煌』の第 106 册によって、その存在が知
られるようになったのである。その書誌學的情報については、同卷の末尾に附
された「條記目録」によれば、25.4 × 14㎝のと 8.8 × 4㎝の 2 紙を貼り合わせ
た卷子本の殘卷で、1 行に 22 字でおよそ 18 行が殘されているが、その最初の
10 行の下部と最後の 1 行の上部がそれぞれ缺けているという。その内容は
「二入四行」の「無所求行」の後半から、柳田聖山氏の分段でいえば、「仲間の
手紙

その一」のほぼ終わりまでに相當するものである。

次に杏雨書屋所藏の⑫については、いわゆる李盛鐸氏の舊藏にあたる敦煌文
獻の 1 種で、李氏の亡き後輾轉として羽田亨氏の收藏を經て、現在は武田科學
振興財團杏雨書屋の所藏となっている。その存在に氣づいた衣川賢次氏が、そ
の情報を本格的に天順本の研究に取り組まれた椎名宏雄氏に提供された。前述
の如く天順本研究に大きな功績を殘された椎名氏の研究成果は、やがて程正氏
によって中國語に飜譯され、「天順本『菩提達摩四行論』」と題して『中國禪
學』2（中華書局、2003）に掲載された。その末尾に、衣川氏から情報の提供
を受けた椎名氏の依頼により、⑫のみに存していて、天順本でさえ含まれてい
なかった最後數行の本文内容が附されている。さらに、2009 年に杏雨書屋よ
り『敦煌秘笈影片册』1 が刊行され、⑫の影印もようやく公にされるにいたっ
たのである。
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こうして今日では敦煌本に 12 種（漢文）の異本の存することが明らかと
なったが、首部の破損や斷缺のために、その標題を記すのは僅かに①の尾題に
「論一卷」とあるのみで、先の⑤の「菩提達摩論」及び『禪門撮要』本の「菩
提達摩四行論」も部分名にすぎず、今日尚正式の題名は明確にされていない。
また從來『少室六門』の一部であった「安心法門」が本書の抜粹であることも
明らかとなり、『宗鏡録』卷 97 から卷 100 にわたって引用されていた諸禪師の
言葉も、同じく本書に由來するものであることが判明し、こうして本書が初期
禪宗文獻のオリジナルソースであることが明らかとなった。その後、石井公成
氏が「馬祖における『楞伽經』『二入四行論』の依用」（『駒短佛教論集』11、
2005）と題する論文を發表された。この論文において石井氏は、馬祖の語録を
『四卷楞伽』や本書などの内容と比較し、馬祖禪の特色とされる「平常心」が
本書に基づいたものとした上で、この傾向がさらにその弟子の黄檗希運によっ
て繼承されたと指摘された。ちなみに石井氏のこの論文の中國語譯が、「馬祖
與『楞伽經』、『二入四行論』」と題して『馬祖道一與中國禪宗文化』（中國社會
科學出版社、2006）に收録されたのである。
本書は鈴木氏によって紹介されて以來、内容的には 1 二入四行論及略序等、
2 雜録第一、3 雜録第二の 3 部に分けられており、1 の末尾に向居士の慧可へ
の返書があることと、「安心法門」が 2 の抜粹であることとも關連して、本書
の撰述者に關しては從來種々の異説を生じていた。すなわち鈴木氏は、1、2
しよう

ざん にゆう

を達摩の説（向 居士の返書は竄 入 ）、3 は慧可をはじめとする達摩以外の人の
説とされたのに對し、宇井伯壽氏は、2 を慧可のものとし、從ってこの部分よ
り抄出した「安心法門」も同じく慧可のものと推論された。この兩説に對し、
中川孝氏は 2 を慧可所述とする宇井説を支持されたが、それに對する關口眞大
氏の反論があり、田中氏も前掲の論文にて同じく中川説に疑問を投げかけた。
このように本書の撰述者に關しては未解決の點が多く、尚今後の研究をまたね
ばならない。
ところで、本書の冒頭に位置し、菩提達摩の眞説とされてきた「二入四行
説」は、ほかにも道宣の『續高僧傳』卷 16、『楞伽師資記』、『景德傳燈録』卷
30 に「菩提達摩略辨大乘入道四行并弟子曇林序」として掲げられ、⑭の『少
室六門』にも「二種入」として別立されている。この「二入四行説」に老荘思
想を中心とした中國思想の強い影響があったことは、かつて胡適氏の「楞伽宗
考」（『國立中央研究院歴史語言研究所集刊』第五本第三分册）や、柳田聖山氏
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の『達摩の語録』〈禪の語録〉1（筑摩書房、1969）、伊藤隆壽氏の「『二入四行
論』の格義」（同氏『中國佛教の批判的研究』大藏出版社、1992）などによっ
てしばしば指摘されてきた。これらの見解を受けて、石井公成氏が「隨縁の思
想」（荒牧典俊編『北朝・隋唐佛教の研究』法藏館、2000）と題する論文を發
表し、その中で、石井氏は「四行」に含まれる「随縁行」が、漢譯經論におけ
る隨縁の諸用例とは異なり、『荘子』山木篇とその郭象注に基づいている部分
の多いことを發見し、「隨縁行」の構成そのものがこの兩者をかなり利用して
成立していたと指摘された。さらに、石井氏は「『二入四行論』の再檢討」
（『平井俊榮博士古稀記念論集：三論教學と佛教諸思想』春秋社、2000）と題す
る論文において、敦煌本の本書に含まれる「二入四行説」と道宣の『續高僧
傳』に抄録されたものを比較した上で、本書における「心」の問題をも檢討し
た結果、本書には後代の禪宗分派につながる要素がすでに含まれており、そう
した要素は、多くが老荘思想と關係を持っているため、本書を菩提達摩の直説
とすることはできないとする一方、「絶え間なくゆれ動き、様々な現象をつく
りだしてしまう「心」をきびしく見つめ、「凡聖同一」の「眞性」の存在を信
じ、妄想を除きつつ日常の實踐に努める姿勢、それも行そのものにもとらわれ
まいとする姿勢こそが、新鮮な實踐として人々を打ち、引きつけた以上、從來
の中國思想だけでは「二入四行論」が成立しえないことも明らかであろう」と
結論づけられた。
こうした石井氏による一連の研究成果を踏まえて、伊吹敦氏が「『二入四行
論』の成立について」（『印佛研』55-1、2006）、「『二入四行論』の作者につい
て

「曇林序」を中心に」（『東洋學論叢』32、2007）、「慧可傳の再檢討」（『東

洋學論叢』33、2008）と題する論文を續々と發表されたのである。まず、『二
入四行論』の成立について」において、本書の内容とその依用文獻を明らかに
したうえで、その構造の由來を考察し、本書は「内容の面で、南北朝期に廣く
流布していた經論の影響を強く受けているばかりでなく、「二入四行」という
思想構造そのものも、南北朝期に一般的であった「法」の理解を前提としたう
えで、それを全く獨自の形に展開させたものと認められる」として、達摩の教
説を記録したものとする本書の位置づけを否定すべきだと指摘された。次に
「『二入四行論』の作者について

「曇林序」を中心に」において、伊吹氏は

本書の冒頭に附された「曇林序」を手がかりに論究した結果、本書は達摩では
なく、「慧可自身が著したものであったが、その内容を權威付けるために、北
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魏時代にインド僧から自身に授けられたものであるとする序文を附して世に出
した」という。さらに「慧可傳の再檢討」において、伊吹氏は、『續高僧傳』
などの種々の文獻に含まれる「慧可傳」を檢討し、本書の慧可撰述説を一歩前
進させた。すなわち伊吹氏は、「慧可は、自らの苦い體驗を契機として思想を
深化させ、四十歳、或いは四十六歳の頃、『二入四行論』を著わし、かつて菩
提達摩に授かったものとして流布を圖ったが、それが後に誤られて、慧可が達
摩に出逢った時の年齢、あるいは、『二入四行論』を授かった時の年齢が四十
歳、あるいは、四十六歳と見做されるようになった」という。
しよう

一 方、 中 嶋 隆 藏 氏 が「 慧 可 と 向居士の往復書簡

初期禪宗思想の課題」

（『東文研紀要』131、1996）と題する論文を發表し、その中で中嶋氏は本書に
收録されている慧可と向居士の往復書簡に焦點を絞り、兩者の間に存在する思
想的課題、慧可の思想的立場について檢證した結果、慧可の立場については
「有相に即して無相を体認し無相を踏まえて有相を實踐するという有無いずれ
からも自由な空の立場に立っている」とし、さらに「これに對して向居士の立
場は有無相即への志向を確かに含んではいるものの、しかしなお其の主たる關
心は無心を掲げて一切の有爲を否定するところにあると認められる。そのため
に慧可から、その心得違いを手嚴しく指摘されることになった」とされている。
また、中嶋隆藏氏が發表された「所謂『二入四行論長卷子』雜録第一につい
て

初期禪宗思想史の課題」（『東文研紀要』135、1998）では、中國におい
ふし め

て禪宗思想の新たな歴史的展開を示す節目の一つとして本書を捉え、それに含
まれる雜録第一に焦點をあせて論證された。その結果、問答體と説述體とが混
交した雜録第一の中では、「三藏法師言 ･･･」と明記されているただ一箇所の
みが達摩によったもので、これを除けばすべて慧可のものであると推定された
のである。
一方、篠塚純海氏が「『菩提達摩四行論』の文獻的研究―雜録第三を中心と
して」（『禪學研究』82、2003）と題する論文を發表された。その中で篠塚氏は、
天順本にのみ完全なかたちで存する本書の雜録第三の内容を手がかりにして檢
討を加え、天順本によってその全文を示すとともにその訓讀を加え、その上で
本書をまとめた人々が、特に天台法門、三論教學との結びつきが強いことや、
本書には宗派の意識がないことを考慮に入れるならば、その成立は 600 年前後
の可能性が高いことなどを論究されたのである。
今一つ本書に關連するものとして、達摩の二入四行説と『金剛三昧經』の前
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後關係の問題がある。宇井伯壽氏は達摩の理入、行入を『金剛三昧經』入實際
品第五からの引用とされたのであるが、水野弘元氏は『金剛三昧經』を初唐に
成立した僞作經典であることを論證することによって、むしろ達摩の二入四行
説を『金剛三昧經』が依用したとする新説を出され、學會の注目を集めた。こ
の『金剛三昧經』入實際品第五は敦煌本 S2794 にも見出され、漢文からのチ
ベット語譯も存在するという。さらにその後に發表された小畠宏充氏の論文
「チベットの禪宗と『歴代法寶記』」によれば、本書に「三藏法師言」として引
用された「安心法門」の冒頭部分が、『歴代法寶記』の影響下にあって、初祖
菩提達摩多羅禪師のものとしてチベット語譯されているということである。ま
た、小畠氏は「古代チベットにおける頓門派（禪宗）の流れ」（『佛教史學研
究』18-2、1976）と題する論文で、チベットの頓門派、すなわち禪宗の内容を
構成するものとして 8 種を擧げる第二に、「ダルマ『二入四行論長卷子』」を擧
げ、その具體例として 3 種を擧げる第三に、「『長卷子』の末部に見える淵禪師
（第 69 段＝筆者注）以下朗禪師（第 92 段＝筆者注）までの十九人の禪師と、
二に指摘した三藏法師の語が、『ルンポ・カタン』および『セムテン・ミク
トゥン』の中に引用されている」とされた。一方、沖本克己氏は「チベット譯
「二入四行論」について」（『印佛研』24-2、1976）と題する論文を發表された。
その中で、特に本書の雜録第二に多くの禪師の引用文を載せていることについ
て、第 69 段淵禪師以下の諸禪師の語が、より完備した形で前述の小畠氏が擧
げた 2 種のチベット語文獻にそのまま飜譯して記載されていることを指摘し、
スタイン本の②、ペリオ本の⑥、⑨によって知られた漢文文獻とそのチベット
語譯を、先の 2 書によって對照して掲げ、この 2 書を含む禪宗に關する敦煌チ
ベット語文獻が、チベット佛教の一側面を明らかにするだけでなく、漢文文獻
を補う直接資料たり得ることを結論づけられたのである。
こうして本書は、幾多の未解決の問題をはらみつつも、最初期の「禪宗語録
總集」として重要な役割を果たし、中國禪からチベット禪にいたる多彩にして
廣範な禪の發展の跡を明らかにしたものといえよう。
29、法性論（擬）〔大乘諸法二邊義〕
① S2669V

② P3357V

③龍谷大學所藏 122『觀門法大乘法論』本

〔テキストの飜刻・校定〕
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鈴
①③鈴木大拙『鈴木禪思想史』2（pp.470-471）→〈大拙〉2（pp.444-445）―◯

② Paul Magnin: Dépassement de lʼexpérience noétique selon trois courts
traités de Mādhyamika chinois; une études de manuscrit P.3357V°（Contributions
aux études de Touen-houang, Volume III (1984), pp.263-303 + Planche XLII-XLVI）
Ｐ
―◯
鈴◯
Ｐ 西口芳男「大乘諸法二邊義について―龍大本『西天竹沙門菩提達
①②③◯

摩禪師觀門法大乘法論』の再檢討（一）」（『禪文研紀要』23, 1997, pp.105-109）
西
―◯
鈴◯
西 黄青萍「附録十一 『法性論』
①②③◯
」（『敦煌北宗文本的價値及其禪法―

禪籍的歴史性與文本性』（臺灣師範大學國文學系博士論文，2007, pp.486-488）
〔著書・論文〕
鈴木大拙「龍谷大學圖書館藏敦煌本「菩提達摩觀門法

大乘法論」殊に其中

の「修心要論」に就きて」（『校刊少室逸書解説』付録『達摩の禪法と思想及其
他』1936, pp.112-114）
鈴木大拙「無心論及觀門，及倫敦本 S2669 號長卷子」（『鈴木禪思想史』2,
pp.216-218）→〈大拙〉2（pp.212-213）
柳田聖山「古本『六祖壇經』の課題」（『柳田史書』pp.172-173）→〈柳田〉6
（pp.172-173）
上山大峻「チベットにおける禪と中觀派の合流」（山口瑞鳳監修『チベット
の佛教と社會』春秋社，1986, pp.31-54）→上山大峻「宗論以後の禪」、「チベッ
ト禪からの影響」（同氏『敦煌佛教の研究』法藏館，1990, pp.325-338, pp.431437）
西口芳男「大乘諸法二邊義について―龍大本『西天竹沙門菩提達摩禪師觀門
法大乘法論』の再檢討（一）」（『禪文研紀要』23, 1997, pp.89-125）
黄青萍「「法性論」連寫本的出現與意義」（『敦煌北宗文本的價値及其禪法―
禪籍的歴史性與文本性』（臺灣師範大學國文學系博士論文，2007, pp.326-335）
〔略記〕
本書は、1936 年に鈴木大拙氏が北京圖書館（現、中國國家圖書館）所藏の
敦煌寫本中に發見された禪關係の文獻を集め、その影印を『少室逸書』、そし
て校定と解説を『校刊少室逸書及解説』として出版された際に、その附録とさ
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れた『達摩の禪法と思想及其他』の第 2 編に、禿氏祐祥氏の報告によって知っ
さく し

たという龍谷大學圖書館に所藏する敦煌文獻の長策子本『菩提達摩觀門法大乘
法論』の紹介と論考を發表された中に、はじめて關説されたものである。鈴木
氏はその中で、特に「見性」や「行般若波羅蜜多」の語、及び定と慧の關係を
日と光に譬える等の點に注目し、これらが『壇經』にみられることから、本書
を慧能時代のものではないか、と推論された。
その後鈴木氏は、1951 年に『鈴木禪思想史』2 を出版されるに際し、本書が
「夫法性無言、假言詮而顯理」で始まることから、本書に「法性論」の擬題を
與え、その卷末の第 7 篇「敦煌出土本中、禪に關する文獻七種につきて」の第
2 に本文の校定を掲げると共に、第 2 篇の S2669 長卷子の解説の中で、本書に
ついて次のように述べている。
「『法性論』の筆者を慧能頃の人と考えたい理由は、論中に「見性」の二字が
しか

あり、また「頓教」を説くからである。併し慧能直系の人でないことは、「定
慧等用」と云って定慧不二と云わぬところで判ぜられる」とし、更に「少室逸
書中では、即ち北京本では、「又涅槃經云」以下が寂和尚の偈と一處になって
いるので、それも寂和尚のものとすれば、……（中略）……『法性論』の作者
を寂和尚とするわけに行かぬかしらん」との考えを述べられた。そして「この
あら

寂和尚が普寂であれば、神秀の弟子である。もし否ずして處寂であれば、彼は
智侁（詵）の弟子で、また馬祖道一の落髪の師であった」として普寂と處寂の
二人の名を擧げ、最後に、「『法性論』はこうしてその歸著點を見付けられる。
即ち神秀と慧能との對峙の外に又別派の思潮があったと云うことになるわけで
ある」と指摘されている。從って以上の論述からすれば、鈴木氏は本書の作者
を寂和尚と結びつけ、しかも普寂よりは處寂の方に可能性が強いとみられてい
たのである。
その後本書に關説するものは永い間みられなかったが、1967 年に柳田聖山
氏が『柳田史書』を出版するに際して、古本『壇經』の成立の問題を考究し、
本書にみられる「見性」の内容の問題や、『佛頂經』の引用は、他の資料では
『歴代法寶記』や『頓悟要門』が最も早いという成立時期の問題等をふまえて、
「『法性論』を牛頭慧忠の作に擬し得る積極的な根據はないが、頓悟や、見性
や、即心即佛、無念、無心等の説が、單に慧能―神會系の獨占ではなくて、寧
ろ牛頭系統の特色を示すものであった」として、「見性」を説き『佛頂經』を
引く本書は、慧能―神會系ではなくて、牛頭系の撰述ではないか、との示唆を
－509－
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されている。
一方、P.マニャン氏（Paul Magnin）が Dépassement de lʼexpérience noétique
selon trois courts traités de Mādhyamika chinois; une études de manuscrit
P.3357V°（Contributions aux études de Touen-houang, Volume III, 1984,
Planche XLII-XLVI）と題した論文を發表し、本書のテキストである②の影印
と飜刻をされた。これを踏まえて上山大峻氏は、自ら發表された「チベットに
おける禪と中觀派の合流」（山口瑞鳳監修『チベットの佛教と社會』春秋社、
1986）と題した論文において、次のように述べられている。すなわち、「マ
ニャン発表の一一四―一四一行 ( 寫本末 ) に『大乘諸法二邊義』という文獻が
續いて寫されている。この文獻は、これまでは『天竺國菩提達摩禪師觀門』
『澄心論』『修心要論』の連寫本であるＳ ch 二六六九の最後の方に題名のみが
記されていることで知られるにとどまり、その實体は不明のままであった。い
ま、はじめてその内容を知るわけであるが、「…（中略）…一覧して分かるよ
うに、右は『般若經』の「離一切想。則名諸佛」に代表されるような禪の教學
にほかならない。更に言えば、「若し、妄心を識れば便ち解脱を成ず」という
『頓悟大乘正理決』で摩訶衍の説いている「看心」の思想に通ずるものである。
またここに引用されている諸經典は、いずれも『頓悟大乘正理決』やＰ tib 一
一六Ｖ、Ⅵの文獻の中に名を現わしているものである。このような点からみて、
『大乘諸法二邊義』は、宗論にかかわってチベットで成立した可能性も無しと
しない。このような摩訶衍の禪の内容をもつ文獻と中觀の論が連寫されるとこ
ろにチベットの禪の特色を見ることができる」と指摘されている。ただ、この
時點において上山氏は、P3357V に連寫されている『大乘諸法二邊義』の内容
が本書そのものであることに氣付いていなかったようである。
P3357V にある『大乘諸法二邊義』と呼ばれるものと、龍谷大學所藏 122『觀
門法大乘法論』本に連寫されている同名のものとは、内容的には全く一致せず、
むしろ龍大本に含まれる『法性論』（擬）、つまり本書の内容と完全に一致して
いることを突き止めたのが、西口芳男氏である。すなわち西口氏が發表された
「大乘諸法二邊義について―龍大本『西天竹沙門菩提達摩禪師觀門法大乘法
論』の再檢討（一）」（『禪文研紀要』23、1997）と題した論文である。この論
文において西口氏は、本書にみられる「體用論」に注目し、これを中國佛教の
中から生まれ形成された思辨方法とした上で、本書は、チベット中觀派との合
流によってチベットで成立し、敦煌で飜譯されたものとする上山氏の見解を批
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判して、それを、「龍大本『大乘諸法二邊義』と同じように中國禪の特に神會
や慧能の文獻が敦煌に入って摩訶衍の禪と混在していた中から著作された漢文
禪文獻である」と位置づけられた。その一方、西口氏は前述した通り、本書の
著者を處寂とする説には觸れなかったものの、普寂とする鈴木説や本書を牛頭
系統のものとする柳田説を踏まえつつ、本書の禪思想を檢證し、本書の著者を
牛頭慧忠の弟子の一人に當たる龍門凝寂とする假説を示されており、最終的に
本書は、「龍大本と同じように、各派の禪文獻が優劣の意識を伴わずに混在し
ていた敦煌の中で作られたもの、或は牛頭慧忠系の龍門凝寂説の二つの假説を
立てたが決定にはいたらなかった」と締めくくっているのである。
上述の本書に關する從來の研究成果をふままえつつ、本書を含めた複數の禪
宗文獻を連寫する敦煌禪宗文獻にみられる特殊な形態から檢討を重ね、新たな
成果をあげたのが、臺灣の研究者である黄青萍氏が發表した「「法性論」連寫
本的出現與意義」（『敦煌北宗文本的價値及其禪法―禪籍的歴史性與文本性』
（臺灣師範大學國文學系博士論文、2007）である。すなわち黄氏は、本書の 3
種のテキストの成立順序を、②（吐蕃支配期）→①（歸義軍時代）→③と推定
した上で、これらの連寫本はある編集の原則に基づいて連寫されたものと指摘
された。すなわち黄氏によれば、その編集の原則とは、「「發願」、「釋禪」、「了
性」（知性本清淨、是自心現妄想）、「澄心」（知「求道由心」）後、開始念咒坐
禪、「依文守心」、從『修心要論』之「妄念不生」、達到『大乘諸法二邊義』的
「無思、無念、無妄」、最後則是『觀心論』之「去三毒」煩惱、「永除三毒常淨
六根、身心湛然、内外清淨」」というのである。黄氏がこれを次のように圖式

最後則是『觀心論』之「去三毒」煩惱、「永除三毒常淨六根、 身心湛然、内外清淨」」と

化された。
いうのである。黄氏がこれを次のように圖式化された。

黄青萍『敦煌北宗文本的價値及其禪法―禪籍的歴史性與文本性』
（臺灣師範大學國文學系博士論文、2007、p334）より轉載
黄青萍『敦煌北宗文本的價値及其禪法―禪籍的歴史性與文本性』
このように最初期の『壇經』との近似性からする慧能時代の成立説から、「見性」の内
－507－
容が慧能―神會系ではないという見方に基づく處寂説、さらには「見性」の内容や『佛頂
經』の引用の時期的な問題からする牛頭系説等が提起され、その後、本書の敦煌成立説、
本書の作者を牛頭慧忠系の龍門凝寂とする説、さらには本書の連寫本としての特質が檢討
されたが、いまだ最終的結論には至っていない、というのが現状である。
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（臺灣師範大學國文學系博士論文、2007、p334）より轉載

このように最初期の『壇經』との近似性からする慧能時代の成立説から、
「見性」の内容が慧能―神會系ではないという見方に基づく處寂説、さらには
「見性」の内容や『佛頂經』の引用の時期的な問題からする牛頭系説等が提起
され、その後、本書の敦煌成立説、本書の作者を牛頭慧忠系の龍門凝寂とする
説、さらには本書の連寫本としての特質が檢討されたが、いまだ最終的結論に
は至っていない、というのが現状である。
30、無心論
① S5619
〔テキストの飜刻・校定〕
①矢吹慶輝『鳴沙餘韻』（影印）（pp.77-78）
大
①『大正藏』85（1932, pp.1269a-1270a）―◯
鈴 →〈大拙〉2（1968, pp.216-219）
①『鈴木禪思想史』2（pp.221-224）―◯
（譯

註）（改訂再録）
① Suzuki,D.T. Essays in Zen Buddhism second series London 1933.（英譯）
  ①鈴木大拙『無心といふこと』（大東出版社，1939, pp.87-95）→〈大拙〉7（1968,
pp.166-171）
① Suzuki,D.T. Zen Doctorine of No-Mind London: Rider and Co., 1949.（英譯）
①鈴木大拙『華嚴の研究』（法藏館 ,1955）→〈大拙〉5（1968, pp.149-153）
大◯
鈴 柳田聖山「菩提達摩無心論（無心に關する對話）
」（『禪語録』〈世界の
①◯

名著〉續 3, 中央公論社，1974, pp.79-91）（譯注）→同〈世界の名著〉18（中央
公論社，1978, pp.79-91）
①陳祚龍「關於敦煌古抄「無心論」」（同氏『中華佛教文化史散策』4, 新文豐
出版股份有限公司 1986, pp.483-489）→（同 2001）
① Urs App（ウルス・アップ）「「無心論」敦煌出土の一テキスト」（『禪文
研紀要』21, 1995, pp.32-68）
〔著書・論文〕
矢吹慶輝「燉煌出土支那古禪史並に古禪籍關係文獻に就いて」（『鳴沙餘韻解
説』pp.533-536）
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宇井伯壽「達摩の教説」（『宇井禪宗史』p.34）
鈴木大拙「絶觀論 ; 無心論及觀門 , 及倫敦本 S2669 號長卷子」（『鈴木禪思想
史』2, pp.162-190, 213-214）→〈大拙〉2（pp.161-187, 209-210）
關口慈光（眞大）「無心論（燉煌出土）考」（『宗教文化』10, 1952, pp.20-28）
關口眞大「「菩提達摩無心論」と南宗禪」（『關口達摩大師』pp.186-212）
印順「有關法融的作品」、「遺則的佛窟學」（同氏『中國禪宗史』臺北 , 正聞
出版社，1971, pp.111-115）→同（南昌，江西人民出版社，1999, pp.90-93, pp.324325）→印順著・伊吹敦譯『中國禪宗史―禪思想の誕生―』（山喜房佛書林，
1997, pp.137-142, pp.501-503）
柳田聖山「無心論」（『禪語録』〈世界の名著〉續 3, 中央公論社，1974, pp.6466）→同〈世界の名著〉18（中央公論社，1978, pp.64-66）
田中良昭「初期禪宗と道教」（『道教研究論集―道教の思想と文化―』〈吉岡
義豐博士還暦記念〉国書刊行會，1977, pp.403-428）→『田中敦煌』（pp.517-546）
篠原壽雄「『無心論』」（『敦煌佛典と禪』pp.193-198）
木南廣峰「無心について」（『宗學研究』23, 1981, pp.227-230）
村上俊「無心の周邊―頓悟との關連において―」（『禪文研紀要』20, 1994,
pp.151-222）→同氏『唐代禪思想研究』〈花園大學國際禪學研究所研究報告〉4,
1996, pp.103-170）
Urs App（ウルス・アップ）「「無心論」敦煌出土の一テキスト」（『禪文研紀
要』21, 1995, pp.1-68）
〔略記〕
本書は、弟子の問に和尚が答えるという對話形式により無心の法を論述した
もので、形式内容共に『絶觀論』の姉妹篇の如くにみられているものである。
かつて柳田聖山氏が、中央公論社「世界の名著」シリーズの續 3『禪語録』
に禪の語録 5 種を選び、原文に分段を設け、各段毎に讀み下し文、現代語譯、
注、解説を加えて發表されたのであるが、その第 1 にとり上げられたのが本書
である。なおその際に「禪の歴史と語録」と題する總論を述べ、本書について
解題風に關説されている。
本書の原本は①のみで、縱 14.5㎝、横 10㎝の比較的厚い褐色紙 3 枚を眞中
で折って 1 帖 12 頁とし、2 帖 24 頁からなる小冊子である。本書の後には神會
の『頓悟無生般若頌』の前半が書寫され、書體も整った善本である。
－505－

敦煌禪宗文獻分類目録（田中・程）

（33）

1930 年に矢吹慶輝氏によって發見され、『鳴沙餘韻』に寫眞が、また本文は
1932 年に『大正藏』卷 85 に收められた。首題の「無心論一卷」の下に「釋菩
提達摩製」とあるが、既に早く矢吹氏が「太上」を以って「如來」を解釋する
點をはじめ、文體内容共に達摩の親撰ではなく、唐以後達摩に假托したいわゆ
る達摩論の一種とされていたものである。ただ矢吹氏が本書を S296 とする點
は、先の『壇經』と同じく假の番號によったもので訂正を要する。
ついで宇井伯壽氏も、簡單にではあるが矢吹氏とほぼ同一の理由で、本書が
達摩のものかどうか疑わしいとされたのであるが、鈴木大拙氏は、本書と『絶
觀論』との密接な關係をふまえ、『大正藏』本の校訂の不十分な點を補う意味
で、『鈴木禪思想史』2 に『絶觀論』に續いて新たな校訂を掲げると共に、本
書の内容上の問題について『絶觀論』と併せて詳細に論じられ、その撰者につ
いては『無心論』『絶觀論』共に菩提達摩の作であると主張された。
これに對し、久野芳隆氏の主張した『絶觀論』牛頭法融撰述説を支持強化す
る關口眞大氏は、鈴木氏と同様、本書と『絶觀論』の密接な關係をふまえ、兩
者を同一人の手になるものとの見地から、『絶觀論』の撰者牛頭法融を同時に
本書の撰者であると主張し、その後は印順氏もこの關口説を支持されている。
この兩説に對して柳田聖山氏は、本書が達摩に假托された達摩論であり、そ
の達摩論の中では本書と『絶觀論』が最もすぐれたものとしつつも、『絶觀
論』の牛頭法融撰述説に對しては、現在はすべて假説の段階であるとし、本書
の成立については『二入四行論』の趣旨にもとづいて作られ、それが後には逆
にダルマ傳の一部として、『祖堂集』などにとり入れられてゆくものであり、
その作者は僧肇の著作に通じていた人というのみで、慎重論に終始されている。
ところで田中良昭氏は、「初期禪宗と道教」（『道教研究論集―道教の思想と
文化―』〈吉岡義豐博士還暦記念〉国書刊行會、1977）と題した論文を發表し、
本書にある道教の術語の「太上」を佛教の「佛」「如來」の別名とする説明に
注目し、これは中國固有の思想である道教と外來の宗教である佛教との融合が
はかられた實例であると指摘している。
一方、村上俊氏が「無心の周邊―頓悟との關連において―」（『禪文研紀要』
20、1994、p151-222）と題した論文を發表された。この論文において村上氏は、
「無心」「頓悟」をキーワードにしてこれらの概念を考究しつつ、本書にあるす
べての問答の内容を順次檢討した上で、本書は「終始一貫して「無心」に對す
は しやく

る論難を想定しつつ、これを破 斥 し、遂には「無心」こそ唯一最高なる「大
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悟」の妙道であることを強調するものであり、「無心」と「（大）悟」以外の話
題を混在させず、完全にダイレクトな形で兩者を結合させている點で、他に類
例を見ない。極めて端的に「無心」を論じ、「悟」と直結する點で、非常にユ
ニークな論書となっている」と指摘された。
大◯
鈴 の 2 種のテキストのどちらにも問題
ところで、かつて公にされた本書の◯

があるとして、新たに本書のテキスト校訂を試みられたのが、Urs App（ウル
ス・アップ）氏の「「無心論」敦煌出土の一テキスト」（『禪文研紀要』21、
1995）と題した論文である。この論文においてウルス・アップ氏は、本書の校
訂本とともに一字索引、英譯注をも作成されている。
なお本書は、その無心の思想が禪の心髓を説くものとして早くから鈴木氏に
よって注目され、英文による禪の論考にもとりあげられ、國際性豐かなものと
されているのである。
31、了性句并序
① S3558

崇濟寺禪師滿和尚撰

② S4064

③ P3434

④ P3777

⑤ BD8467（裳 67）

⑥ BD9110V（陶 31V） ⑦杏雨書屋藏 395 ノ 2
〔テキストの飜刻・校定〕
許 →『中國
④許國霖『敦煌石室寫經題記與敦煌雜録』下（1937,pp.88a-89a）―◯

西北文獻叢書續編

敦煌學文獻卷』17, 蘭州，甘肅文化出版社，1999, pp.454-455）

鈴 →〈大拙〉2（pp.450-452）
①②鈴木大拙『鈴木禪思想史』2（pp.477-479）―◯
巴
①②巴宙『敦煌韻文輯』（臺灣，高雄佛教文化服務處，1965, pp.172-176）―◯
許◯
巴 陳祚龍「關於敦煌古抄『了性句並序』
③④◯
」（『敦煌學』5, 1982, pp.29-36）

汪泛舟『敦煌僧詩校輯』（蘭州，甘肅人民出版社，1994, pp.157-162）
鈴 黄青萍「附録十 『了性句並序』
」（『敦煌北宗文本的價値及其禪
①②④⑤⑥◯

法―禪籍的歴史性與文本性』（臺灣師範大學國文學系博士論文，2007, pp.483485）
⑦『敦煌秘笈影片册』5 影印（武田科學振興財團杏雨書屋〈非賣品〉，2011,
p.212）
〔著書・論文〕
鈴木大拙「敦煌出土本中 , 禪に關する文獻七種につきて」（『鈴木禪思想史』2,
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pp.464-466）→〈大拙〉2（pp.438-440）
陳祚龍「關於敦煌古抄『了性句並序』」（『敦煌學』5, 1982, pp.29-39）
瀧瀬尚純「『了性句』再考―新出資料紹介とその思想について」（『宗學研
究』48, 2006, pp.223-228）
黄青萍「「了性句」系列『修心要論』固定連寫本的禪法」（『敦煌北宗文本的
價値及其禪法―禪籍的歴史性與文本性』（臺灣師範大學國文學系博士論文，
2007, pp.313-326）
〔略記〕
本書は、序文と七言 134 句の韻文からなり、崇濟寺禪師滿和尚の撰とされる
が、この人物の爲人については後述の通りである。1937 年に許國霖氏が『敦
煌石室寫經題記與敦煌雜録』の下輯に、北京本の④を活字にされていたのであ
るが、この書物自體を我々が知るようになったのは、かなり後のことで、スタ
イン本の①②を對校された鈴木大拙氏も、北京本についてはまったく觸れられ
ていない。更にペリオ本の③についても、その存在が知られるようになったの
は、1962 年に北京の商務印書館から發行された『敦煌遺書總目索引』以後の
ことであり、井ノ口泰淳氏将來のマイクロフィルムによってはじめてその内容
が知られたものである。
かくして長いプロセスを經て、上述の 4 種の異本の存在が知られるに至った
のであるが、從來「了性句并序」という首題の下の撰者名が「崇濟寺禪師」ま
ではわかっていたが、以下が破損のために不明で、鈴木氏の言を借りれば、
「次の字は僅かにその頭部を殘して居て、さんずいとくさかんむりの一部を讀
み得るようであるが、その餘は全く無し。」という如くであった。それが③の
出現によって、以下が「滿和尚撰」であることが明らかになったものである。
このような次第で、本書に關しては從來ほとんど論究されておらず、鈴木氏
が①②の校定を『鈴木禪思想史』2 の第 7 篇「敦煌出土本中、禪に關する文獻
七種につきて」の第 5 に掲げるに際して解説されたものがあるのみである。そ
れによれば、「内容を注意して讀んで見ると、どうも慧能以前のものかと思わ
れる。或は北宗系に屬するものかも知れぬ。序文に楞伽經の引文あること、及
び法性淨を説いて明鏡在塵の喩から、「揩、拭還門」を述ぶるところあたりは、
弘忍門下で神秀系を汲むものの思想である」とし、更に本文中「看」を強調し、
「不動不起」を教える點を擧げて、これを北宗系のものと推論されている。
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この「看」の強調で思い起されるのは、同じ敦煌本の『惠達和上頓教大乘秘
密心契禪門法』（以下『禪門法』）である。これも惠達の爲人が確定していない
現在、明確な位置づけは不可能であるが、これが北宗禪と密教との交渉裡に出
現したものではないか、とする見方もある。兩者の「看」についての所説をみ
ると、本書では、「各各勤功向理看。看裏無看看正看。看中不見同無物。不應
看外更求看」といい、『禪門法』では、「心來無所處一。尽意看更看。看看看不
絶。是名無漏智」とある。共に「看」に徹すべきことを説いたものである。本
書に序文、本文を通じて隨所に如來藏思想に立脚した説示がみられるところか
らすれば、如來藏思想を背景とした北宗禪系のものではないかと考えられる。
本書の作者とされる「崇濟寺禪師滿和尚」の人物特定に際しては、陳祚龍氏
が大きな成果を上げられた。すなわち陳氏は、「關於敦煌古抄『了性句並序』」
（『敦煌學』5、1982）と題した論文を發表し、本書のテキスト校訂と共に作者
の「滿和尚」ついても檢討されたのである。陳氏は、徐松の『唐兩京城坊考』
と段成式の『寺塔記』の記述を手がかりに、少なくとも唐の宣宗の大中 7 年
（853）までに西京長安の昭國坊に「崇濟寺」が存在していたことを明らかにし、
さらに『景徳傳燈録』卷 4 に記されている北宗の重鎭の一人とされる「降魔
藏」の法嗣に「西京寂滿禪師」がいることを突き止めて、この人物こそ本書の
作者とされる「崇濟寺禪師滿和尚」であると推定されたのである。
ところが、この「崇濟寺」を西京長安の昭國坊にあるものとし、「滿和尚」
を「降魔藏」の法嗣である「西京寂滿禪師」とする陳祚龍氏の假説に對して異
議を呈されたのが、瀧瀬尚純氏の「『了性句』再考―新出資料紹介とその思想
について」（『宗學研究』48、2006）と題した論文である。すなわち『中國北京
敦煌』5（1999）より本書のテキスト⑥を新たに見出した瀧瀬氏は、『開元釋教
録』（730 年成立）の記述を根據に、陳氏が指摘した「崇濟寺」と別に同名の
寺院が存在していた可能性もあるとしつつ、本書の成立を「神龍年間或いは開
元年間中頃以降であった」と推定された。さらに、本書にみられる禪思想につ
いて瀧瀬氏は、北宗禪文獻や神會關係の文獻と比較し檢討した上で、「他の北
宗文獻と同様に『了性句』は、心性本淨・客塵煩惱の立場から、見性を求める。
しかし、その特徴としては、坐禪等の修道に留意しながらも、他の北宗文獻よ
りも一歩進んだ頓悟へ、あるいは見性と言う悟りの問題への傾斜が讀み取れる
事が指摘できた」と主張された。ちなみに、本書の①～⑥の各テキストの構成
については、瀧瀬氏の紹介によれば以下のとおりである。すなわち、
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「P 三七三七

（37）

首尾完全なテキスト『澄心論』、『修心要論』を連寫する。

P 三四三四

首題、序の一部のみ

表面には『澄心論』、『修心要論』が

S 三五五八

首尾を有しているが、序の一部を缺き、本文も一部汚れの

連寫。
爲判讀し難い。『澄心論』『修心要論』を連寫する。
S 四〇六四

S 三五五八と同じく首尾を有しているが、首題の「滿和尚
撰」の句を缺く。『澄心論』、『修心要論』を連寫する。

裳六七

序、本句の一部を有し、撰者「崇濟寺禪師」（北八三八
五）滿和尚」の名は無い。

BD 〇九一一〇背

首題を有せず。序、本句の一部を有（陶〇三一背）

す。首題を有せず。表面には、智詵撰『般若波羅蜜多心經
疏』の斷簡を寫す。」
一方、臺灣の黄青萍氏が「「了性句」系列『修心要論』固定連寫本的禪法」
（『敦煌北宗文本的價値及其禪法―禪籍的歴史性與文本性』（臺灣師範大學國文
學系博士論文、2007）と題した論文の中で、本書を含める敦煌寫本の多くは
『澄心論』や『修心要論』が連寫されているという角度から論考を展開し、連
寫された諸文獻の中で本書の成立が最も遲いが、その作者は「『修心要論』を
奉持する」北宗の禪師であると推定し、本書の作者の「滿和尚」を北宗系降魔
藏の法嗣の「寂滿禪師」とする陳氏の主張を擁護されたのである。
ところで本書のテキストについては、前述した 6 種のほかに、現在も刊行中
のシリーズである『敦煌秘笈影片册』5（武田科學振興財團杏雨書屋〈非賣品〉、
2011）によって新たに 1 種の存在が確認された。（杏雨書屋所藏する敦煌文獻
の由來については、『二入四行論』の〔略記〕を參照されたい。）すなわち⑦で
ある。その寫眞を見る限りでは、首題も尾題もないものの、「崇濟寺禪師滿和
尚撰」の文字がはっきりと讀み取れる。また、⑦も禪宗文獻の連寫本で、『菩
薩總持法』（前缺）→本書→『澄心論』→『修心要論』（後缺）の順に北宗系の
禪文獻が連寫されている。
32、梁武帝問志公和尚修道
① S3177

② P3641

〔テキストの飜刻・校定〕
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①矢吹慶輝『鳴沙餘韻』（影印）（pp.78 Ⅲ）
①川崎ミチコ「『梁武帝問志公和尚修道』」（『敦煌佛典と禪』，p.325）
〔著書・論文〕
矢吹慶輝「「梁武問志公」（擬題）」（『鳴沙餘韻解説』pp.209-210）
柳田聖山「傳法寶紀とその作者―ぺリオ 3559 號をめぐる北宗禪研究資料の
札記 , その 1―」（『禪學研究』53, 1963, pp.45-71）→〈柳田〉1（pp.188-233）
川崎ミチコ「『梁武帝問志公和尚修道』」（『敦煌佛典と禪』，pp.325-326）
〔略記〕
本書は、梁の武帝が志公すなわち寶誌（保誌）に修道の如何なるかを問い、
志公が偈でもって答えたという形態をとっており、矢吹慶輝氏はこれを歴史的
事實の如くみておられるが、實際は武帝と寶誌の二人に假托したものである。
柳田聖山氏によれば、本書と同工異曲のものに、「志公藥方」と題するもの
が『禪門諸祖師偈頌』卷 2 にあり、本書はその末尾に連なるものではないかと
されているが、まさしく本書は「志公藥方」後半の「武帝又問、如何得成佛」
以下とほぼ同一内容のものである。また寶誌と同時代に活躍した禪者で、達摩
と並び稱せられる僧稠に假托した同一手法になる『稠禪師藥方療有漏』と題す
るものが、『傳法寶紀』の完本を含む北宗禪資料を總集した P3559 に存在する
ことから、本書も北宗禪系の人によって『稠禪師藥方療有漏』と相前後して生
み出されたものと考えられる。
本稿は、駒澤大學平成 24 年度特別研究助成「禪宗文獻の成立と受容の研究」
（共同研究、代表：奥野光賢）による成果の一部である。
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