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近代におけるZenの登場と心の探究（1）

石　井　公　成

はじめに

　禅については、日本の漢字音をローマ字で表わした Zenという表記が英語圏
で普及しており、現在では Zenは英語となって定着している。これについて
は、鈴木大拙の英文著作の影響が大きいことは良く知られている。ただ、禅宗
に関する近年の英語論文では、Chan/Zen、Chan（Zen）、Zen/Chan、Zen（Chan）
などの形で現代中国語の発音を並記する場合が多く、中国禅宗に関する英語論
文では、Chanだけを用いる場合が増えている。
　さらに最近では、韓国語音である Seonも付記する例が見られるようになっ
た。2011年に韓国仏教の広報のためにパリを訪れた大韓民国曹渓宗の総務院長
である慈乗師は、ギメ美術館の展示の説明に Zenとあるのを見て自尊心を傷つ
けられ、禅の正しい表記である「참선（Chamseon、参禅）」を使うべきであ
り、この言葉を広めたいと記者団に語った 1。現在、韓国の禅宗寺院では、寺院
生活を数日間体験する Temple Stayという催しが盛んになっており、その英文
説明では、Chamseon（Zen meditation）などといった表記が用いられている。
　禅については、ベトナムの漢字音を表記する例も見られる。著名なベトナム
の禅僧、ティック・ナット・ハン師は、中国に仏教を伝えたベトナム出身の康
僧会（?-280）の伝記を、Master Tang Hoi: First Zen Teacher in Vietnam and China

という題で 2002年に刊行し、本文では禅をベトナム語音の Thiềnで表記した。
しかし、この書名は誤解を与えかねない。この題名によると、康僧会はベトナ
ムだけでなく、中国においても禅師の元祖だったことになる。しかし、江南に
は康僧会以前に仏教が伝わっていて寺もあったうえ、忠実な訳でなく康僧会の
編著であった可能性が指摘されている『六度集経』に見える「禅」「禅定」は、

 1 「現代仏教新聞」2011年 10月 10日版（http://www.jinje.kr/05_news/01.php?mode=view
&uid=457&page=7&skeyword=&category=&skey=all&search=）
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インド以来の伝統的なdhyānaだ 2。Zenという語を聞いて一般の欧米人が想起す
るような Zenではない。しかも現存資料による限り、ソグド人商人の子である
康僧会はインドで生まれ、幼い頃に交趾に渡ってきており、両親の没後になっ
て交趾で中国人の知識人に学んでいる。また、漢字由来の語の現代ベトナム語
発音は、主に唐代における読経音に基づくことが指摘されている 3。ベトナム出
身の僧やベトナムを経由して中国南地に渡った僧たちが、初期の中国南地の仏
教において大きな役割を果たしたことは事実だが、Thiềnはインド仏教の用語
がベトナムで変化した形なのではなく、後述するように中国の漢字音がベトナ
ムにもたらされて変化したものと思われる。
　では、Zenおよびその他のローマ字表記はどのようにして生まれたのか。禅
（禅定）の原語が文語であるサンスクリットではdhyāna、口語の性格を残すパー
リ語では jhānaであることは良く知られているが、初期の中国仏教で禅という
語が訳語として用いられた際、その原語は初期の訳経者たちの出身地であった
西域諸国の言葉だったろう。インドの方言では末尾の aが省略されることが多
いため、西域では口語の性格が強い jhānaの末尾が落ちた jhān、あるいはそれ
がさらに短母音化した jhanなどの形になっていたと思われる。最後の場合、a

は英語の canの発音が示すようにæと発音されるか、二重母音化して iεなどと
発音された可能性もある。「禅」の字で音訳されたのは、そうした段階ではな
かろうか。漢語「禅」の発音の変遷について、音韻学者である藤堂明保は、禅
譲という意味で用いられる場合の禅の語の発音について、dhian→ ʒiεn→ ʃIen 

→ ṣan（shàn）という経過を想定している 4。仏教で音写語として用いてきた禅は
「善」の平声であって発音は異なるとされるが、dhianから ʒiεnへの変遷は興味
深い。このあたりの段階で、発音が分れていったと思われるからだ。
　禅という語の現代諸国の発音は、日本語は zen、中国の北京音は chán、韓国
語音は seon、ベトナム語は thiềnだ。中国の方言のうち、台湾・上海・潮州・
客家・広東などの方言での「禅」の発音は、jhānや jhanなどとは大きく異なっ
ているため、ʃIenないしそれ以後の発音が変化したものと思われる。これに対

 2 康僧会については、伊藤千賀子「六度集経』の成立について―康僧会の動機と目的
―」（『印度学仏教学研究』第 61巻 2号、2012年 3月）、同「康僧会と建初寺」（『印度
学仏教学研究』第 62巻 2号、2013年 3月）。

 3 三根谷徹『中古漢語と越南漢字音』（汲古書院、1993年）201頁、385-6頁。
 4 藤堂明保『学研漢和大辞典』（学習研究社、1978年）927頁。
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し、ベトナム語の thiềnは、dhianから ʒiεnに変化する頃の音が清音化した形で
あり、古い形を伝えている。
　そのベトナムの thiềnと同様に唐代音に近い古い発音を伝えているのが、日
本の古い漢字音である「じぇん」だ。16世紀後半から 17世紀初めにかけて日
本にやって来たイエズス会の宣教師たちは、禅をローマ字で表す際、JenやGen

やXenといった表記を用いていた。それがZenに変わるのは、近代になってか
らであり、最初に用いたのは、鈴木大拙（1870-1966）でもその師匠であって
アメリカを講演してまわった釈宗演（1860-1919）でもなく、江戸時代の終わ
りにアメリカから来日したキリスト教宣教師だった。すなわち、ヘボン式ロー
マ字表記の考案者として知られ、聖書の日本語訳に打ち込んだジェイムス・
カーティス・ヘップバーン（James Curtis Hepburn、1815-1911）が、慶応 3年
(1867)に上海に渡って印刷した英和・和英辞典である『和英語林集成』第一版
で用いたのが最初だ。日本人では、曹洞宗の学僧である忽滑谷快天（1867-

1934）が、明治 29年 (1896)に東京の鴻盟社から『曹洞教会修証義』の英訳で
ある Principles of practice and Enlightenment of the Soto Secを刊行した際、末尾に
付した道元『正法眼蔵』「坐禅儀」の英訳において、坐禅を Zazenと音写した
のが早い例だろう。
　禅は、明治時代になって見直されて復興していっており、心の探究と結びつ
いていて心理学の進展とも関係があった。以下、近代において Zenというロー
マ字表記が誕生して広まっていく過程、そして禅と結びついた心の探究のあり
方について検討していきたい。

１．近代以前における禅のローマ字表記

　ここでは、年代ごとに禅のローマ字表記を見ていく。まず、イエズス会結成
の中心人物の一人であった Francisco de Xavier（1506-1552）とともに、西洋の宣
教師として初めて日本に渡ったバレンシア州生まれの宣教師、Cosme de Torres

（1510-1570）は、1551年 9月 29日にバレンシア市のイエズス会士に山口での
布教状況をスペイン語で書き送った書簡で、禅宗をラテン語風に Jenxusと表
記している 5。

 5 Georg Schurhammer著、神尾庄治訳『山口の討論』（新生社、1974年）92頁、付録 7
頁。この当時のイエズス会と禅宗との交渉については、Jeff Shore「日本の禅と欧米の
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　また、コルドヴァ生まれのイエズス会士である Juan Fernandez（1526-1567）
が同年の 10月 20日に山口での状況を Xavierあてにスペイン語で書き送った
書簡も、禅宗を Jenxusと表記している 6。
　ついでポルトガル出身のイエズス会士、Luis Fróisは、1569年 6月 1日に京
都から九州の豊後にいた仲間に送った書簡では、釈迦の信奉者だという「紫
（紫衣の大徳寺？）の禅宗」を Jenxus de Murazaquiと記している 7。
　1597年に長崎で没した Fróisは、遺稿である História de Japam（『日本史』）に
おいて、現代日本語であればザ・ジ・ズ・ゼ・ゾに当たる音を、
　　za　ji/gi　zu　je/ge　zo

と表記しており、禅宗は Jenxu、坐禅は zagenと表記されている 8。
　根岸亜紀は、za、zu、zoなどの表記があるにもかかわらず、zeが使われずに
jeが用いられていることに注意する。そして、ポルトガル語では jは /sh/音の
有声音をあらわすと述べ、xi（shi）の濁音が ji、xe（she）の濁音が jeで表記さ
れている以上、「ゼ（ze）」に当たる当時の音は「じぇ（je）」に近かったことを
あらわすのではないかと述べている 9。
　一方、長崎で布教したスペイン出身のイエズス会士の Luis de Guzmán（1543–

1605）が 1601年に刊行した Historia de las missiones（『東方伝道史』）では、禅
宗をXenxusと表記している 10。ただ、こうしたXenは当時のスペイン語、ある
いは、文書を書き写したポルトガル人の発音体系に基づいて発音されていたの
であり、同じ土地の宣教師仲間である Froisが用いていた Jenや Genと同じよ
うに発音されていたと考えるべきだろう。実際、Guzmánは浄土宗のことを
Xodoxiusと表記している。また、イタリアの Triviglianoに生まれたイエズス会
士、Scipione Amati（1853-?）もこの方式を継承している。Amatiは、日本にお

出会い　歴史的研究」（『花園大学研究紀要』第 24号、1992年 3月）、Bernard Faure, 
‟Chan/Zen in the Western Imagination,” Chan Insights and Oversights, Princeton University 
Press, 1993.

 6 同、129頁、付録 12頁。
 7 松本和也「一五六九年六月一日付ルイス・フロイス書翰の日本語表記について」
（『ヒストリア』第 189号、2004年 4月）138頁上段。

 8 P. Luís Fróis,S. J., Historia de Japam,Vol.1, Biblioteca National de Lisboa, 1976, p.443.
 9 根岸亜季「キリシタン文献における日本語のローマ字表記の意義」（『日本文学研究』
第 43号、2004年 2月）142頁。

10 Historia de las Missiones.、天理大学出版部、1976年、398-9頁。
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もむいたイエズス会士たちの報告に基づき、日本の自然・宗教・政治その他に
ついて簡単な記述を残した「日本略記」と称される手稿のうち、宗教について
記述した箇所では、Guzmánの資料に基づき、禅宗を Xenxus、浄土宗を
Xodoxiusと表記している 11。
　この当時の日本語については、1603-4年に長崎で刊行されたイエズス会編
集の『日葡辞書』とその補遺がもっとも有力な資料となる。この辞書では、禅
宗を Ienxŭと表記し、禅師について Ienxi（ぜんし）と Ienji（ぜんじ）との二種
類の形で示している。他の熟語でも「禅」を Ienと表記しているが、「禅」と
いう一語は収録されていない。これは、当時のポルトガル語では大文字の Jは
用いられておらず、iと jの大文字はともに Iで表記されていたことによる 12。つ
まり、上述した Jenなどは、後代の表記なのだ。そうした形で表記された新し
い活字本ではなく、原本や古い写本・印刷本で確かめる必要があるが、ここで
は入手できた資料に基づいて記している。
　この当時における最高の日本語の使い手であって通訳を担当し、将軍との会
見での「通事」もつとめた João Rodriguez（1562-1633）は、1604年から 1608年
にかけて詳細な Arte da lingoa de Japam（『日本語大文典』）を長崎で刊行した。
この本では、禅に関する言葉をいくつもあげており、禅家を Ienque、禅宗を
Ienxŭs、禅行を Ienguiŏ、禅師を Ienji、坐禅を Zajenと表記している。重要なの
は、Rodriguezは、発音については都（京都）の発音を標準として用いるべきだ
と述べたうえで、「xe（=she）」を「se」と発音するのは、「一般に物言いが粗
く、鋭くて、多くの音節を呑み込んで発音しない」「独特で粗野」な関東地方
の訛りと明言していることだ 13。これによれば、xeの濁音である jeを zeと発音
し、禅を zenと発音するのは粗野な関東の者だけということになる。つまり、
当時は関東を除くほとんどの日本人は、禅を jenと発音しており、禅宗を
jenshū、坐禅を zajenと言っていたのだ。こうした発音の仕方は、江戸の言葉
が主流となった現在でも、長崎など九州の方言に残っている。となれば、道元

11  小川仁「シピオーネ・アマーティ著「日本略記」（手稿）における考察―ルイス・
デ・グスマン著『東方伝道史』（1601）からの引用について―」（『日本研究』第 53巻、
2016年 6月）。

12 丸山徹「キリシタン文献ローマ字表記 IJVUについ―「ポルトガル語正書法小史―」
（『南山大学日本文化学科 論集』第 14号、2-14年 3月）。

13 J・ロドリゲス著、土居忠生訳『日本大文典』（三省堂、1955年）613頁。
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（1200-1253）は京都の貴族の子であった以上、坐禅を zajenと発音していたこ
とになろう。ちなみに、現代の韓国語には zという音で始まる言葉はなく、そ
うした外国の言葉を発音する場合は、j～と発音されるため、慈乗師は「Zenと
いう表記は誤っている」と批判する際、この語を韓国風に젠（jen）と発音して
いたのであって、新聞でもそう表記されている。これは、まさにその韓国から
伝えられた漢字音を用いていた古い時代の日本の禅の発音と同じだ。
　Rodriguezは、1620年に先の本を簡略化して訂正を加えた Arte da lingoa de 
Japam（『日本語小文典』）を刊行した。本書では、禅を一語で Ienという表記で
収録したほか、禅の字を含む語を先の本と同様にすべて Ien～と音写している
が、禅家を Ienke とするなど、微妙な違いも見られる。
　イエズス会士以外では、1627年から 28年にかけて、オランダ人だけが滞在
を許された長崎の出島のオランダ商館にオランダ人と称して居住したドイツ人
医師、Engelbert Kaempfer（1651-1716）が日本に関して書きとどめた原稿は、死
後にイギリスの集書家の医師に売られて英訳され、History of Japanという題名
で 1727年に刊行された。この本では、坐禅を Safenと表記している。fは古い
字形の long sの誤記なのだろうか？これ以後も、ヨーロッパの諸国で日本に関
する書物が書かれているが、ほとんどはイエズス会の資料に基づくものであ
り、禅については従来の表記の形にとどまっているか、日本語の知識不足や印
刷ミスのために誤記している。
　この状況を変えたのが、イギリスの会衆派教会の宣教師、W.H.Medhurst

（1796-1857）だ。Medhurstは中国で宣教し、南京官話本の新訳聖書を刊行した
後、バタヴィアに移って日本語を研究し、1830年にAn English and Japanese and 
Japanese and English Vocabulary, compiled from native worksを刊行した。不完全
な点が多いため、多くの学者に批判されているが、世界初の英和・和英語彙集
であり、後代への影響が大きい。注目されるのは、この時期は政権が関東の江
戸にあった江戸時代の後期だけに、江戸の発音が用いられており、「せ」を se、
「ぜ」を zeと表記していることだ。これが長崎にもたらされて『英語箋　一名
米語箋』と題され、1857年に英和の部、1863年に和英の部が刊行された 14。
　この表記法をさらに広めたのは、日本に渡ってきたアメリカのプロテスタン
トの宣教師たちだった。イギリス移民であったアメリカ聖公会の宣教師、John 

14 加藤知己・倉島節尚『幕末の日本語研究　W.H.メドハースト 英和・和英語彙　複製
と研究・索引』（三省堂、2000年）。
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Liggins（1829-1912）は、1859年に横浜に来て日本語を研究し、翌 1960年に上
海のキリスト教の印刷所で Familiar Phrases in English and Japanese（『英日口語
表現』）を刊行した。この本では、地方ごとの発音の違いにも注意して記して
おり、それらを対照表にすると次のようになる 15。
　　長崎　she　je　shi　ji　（jeについては zheの表記も用いられている）
　　江戸　se　 ze　shi　ji

　　京都　　　　 　si　zi

　これによれば、禅は長崎では jen、江戸では zenと発音されていたことにな
る。実際、長崎では、現在も年配の者は seを she、zeを jeと発音する。こうし
た発音は長崎だけではなく、九州に広く見られるものであり、関東以外の日本
の古い発音を伝えるものだ。
　さらにアメリカの宣教師、Samuel Robbins Brown（1810-1880）は横浜に長く住んで
活動し、1863年に Colloquial Japanese or Conversational Sentences and Dialogues

を刊行した。この本は，戦国時代のイエズス会以来、久しぶりに日本の文字を
用いており、ザ行の表記はつぎのようになっていた。
　　za,dza　ji　dz　ze　dzo,zo

　つまり、関東の発音である zeだけが用いられているのだ。これは、江戸の
言葉が標準になりつつあったことを示すものと言えよう。
　この当時、日本と交流が深かったオランダではライデン大学で日本語研究が
進められており、日本語科教授の J. J. Hoffmannは 1867年にオランダ語版の
Japansche Spraakleer（『日本語文典』）とそのドイツ語版を刊行した。Hoffmann 

はオペラ歌手から日本研究に転じ、ヨーロッパにおける日本語研究の最高峰と
なった人物だけに、音には敏感であり、日本語の音韻についてすぐれた考察を
している。同書では、セは se、ゼは zeと表記しており、ｚ音について、「柔ら
かい sの濁音。江戸方言では、nと zとの結合音、または dと zとの結合音とし
て聞かれる」と記されている 16。Hoffmannはイエズス会の資料やBrownの本な
どに基づくだけでなく、江戸生まれで蘭学を学んだ武士、榎本武揚（1836-

15 金子弘「リギンズのローマ字転写法と三つの仮名表記」（『日本語日本文学』9号、
1999年 3月）。都では shiは si、jiは ziであるという指摘もしている。

16 三澤光博訳『ホフマン 日本語文典』「緒論」（明治書院、1968年）16頁。Hoffmann
の意義を含め、西欧人の日本語研究の歴史については、杉本つとむ『西洋人の日本語
発見』（創拓社、1989年）が詳しい。
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1908）など日本からの留学生たちと交流しつつ研究を深めていたため、こうし
た留学生たちは zeの音を nzeあるいは dzeと発音していたことになる。
　このように日本語研究が進み、ローマ字表記も江戸の発音を標準として工夫
されていった。その代表が、ヘボンという呼び方で知られる北アメリカ長老教
会の医療伝道宣教師、James Curtis Hepburn（1815-1911）だ。Hepburnは、中国
での宣教を終え、ニューヨークで眼科医として成功した後、1959年に日本に
渡り、横浜の寺に住んで宣教と医療活動を始め、日本語研究にも打ち込んだ。
万延 2年（1861）頃に書かれた日英語彙集の手稿では、禅宗を Jen-siouと表記
しており、この段階では イエズス会の資料などの影響もあってか、ザ行音の
表記は jと zが混在していた 17。
　しかし、ともに活動していた
Brownの影響、また江戸で学ん
で Hepburnの助手となった岸田
吟 香（1833-1905） の 影 響 も
あったのか、慶応 3年（1867）
に上海で印刷した英和・和英の
辞書である『和英語林集成』の
第一版では、禅師をZen-JI、禅宗を
Zen-shū、坐禅をZa-zenと表記してい
る 18。ただ、一字だけの「禅＝
Zen」は収録されていない。
　本書は、高額であったにも拘

17 木村一『和英語林集成の研究』（明治書院、2015年）。Heppburnの『和英語林集成』
と以下の The Far Eastの用例は、筆者が Zen、Jen、Xenなどの表記に関する欧米の研
究があるかどうかを Stefan Grace氏にお尋ねした際、氏が Google Book Ngram Viewerで
検索して発見し、教えていただいた。なお、N-gramを漢字仏教文献の研究に世界で初
めて応用したのは、筆者と師茂樹氏。漢字文献情報処理研究会の仲間たちで作成した
NGSMシステムの利用法については、石井「仏教学における N-gramの活用」（『明日の
東洋学』No.8、2002年 10月。http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/pub/pdf/nl008.pdf）に記してお
いた。

18 本書の手稿、第一版、第二版、第三版については、Hepburnが創設した明治学院大学
の図書館のデジタルアーカイブで画像の閲覧と用例の検索ができる。http://www.meiji 
gakuin.ac.jp/mgda/waei/search/
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わらず、初版 1500部のうち、300部を幕府が購入しており、たちまち売り切
れたという。明治 5年（1872）には、増補された再版が刊行されており、明治
19年（1886）にはさらに増補された第三版も刊行された。第三版では、
Hepburnのローマ字表記方式を是正した日本羅馬字会のローマ字表記を採用し
ており、この方式が「ヘボン式」と呼ばれて長く標準となった。英語を学ぶ多
くの日本人や、日本語を学ぶ多くの外国人がこれらの版本を利用したのであ
り、日本語をローマ字表記する際の手引きともなったのだ。
　その結果、1870年に刊行されたものの、実際にはスイスの日本大使 Aimé 
Humbertが 1860年頃に書いていた Japon illustréでは、禅宗を Sen-sjou（siou?）
と表記するような例もあったが、禅については Zenと表記する例が増えていっ
た。明治 9年 (1876)に Emile Guimetが日本の諸宗へ質問状を出して教義や本
尊や基本書などの調査をした際は、禅宗を Zen-siouと表記している 19。

２．心の探求、禅の復興、心理学の発展

　近代の仏教学に大きな影響を与えたのは、原坦山（1819-1892）だ。儒学者
から曹洞宗の禅僧に転じ、さらにオランダ医学も学んだ坦山は、衆生心こそが
大乗であるとして一心を強調する『大乗起信論』を最も重視しており、『起信
論』と関係深い『楞伽経』『楞厳経』などの教理とオランダ医学の知見を結び
つけ、安政 6年（1859）に『心識論』を刊行した。仏教は西洋科学と矛盾しな
いことを強調し、廃仏毀釈で痛めつけられた仏教の改革をめざしたのだ。坦山
の特徴は、様々な工夫をこらして自らの身心を観察しつつ研究を進めていった
ことだろう 20。坦山は、明治 2年（1869）に『心識論』『再校心識論』などいく
つかの自著を含めた『時得抄』を刊行し、医学校（大学東校）その他政府の諸
機関、福沢諭吉、加藤弘之、Hepburnらに贈呈して改革をめざした。坦山は明
治 4年（1971）に書き上げていた『仏法実験録』を明治 6年（1873）に改題
し、『心性実験録：一名・西学弁解』として刊行している。
　興味深いのは、坦山よりやや遅れたものの、中国でも楊文会（1837-1911）

19 Frédéric Girard, Emile Guimet - Dialogues avec les religieux japonais, 2012。Girard氏には、
Aimé Humbert、Luis Ferretなど、西欧における禅のローマ字表記の早い例をいくつもご
教示いただいた。

20 吉永進一「原坦山の心理学的禅 :その思想と歴史的影響」（『人体科学』15(2)、2006）。
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が同治 3年（1864）に病床で『起信論』を読んで仏教に目覚め、『起信論』に
基づいて中国仏教の改革と再興をめざしたことだ。ただ、楊文会は、不立文字
を強調する禅宗こそが中国仏教を堕落させたと考えていた。そのため、『起信
論』の注釈が多い華厳宗の思想や唯識・因明の学問に代表される唐代の理論的
な仏教を再発見して評価したのであり、この姿勢を受け継いだ門下たちが近代
的な仏教学を発展させていった。さらに遅れて始まった韓国での仏教復興は、
韓国仏教の独自さや優秀さを強調することを柱としていた。この傾向をさらに
進めた崔南善（1890-1957）は、『起信論』の注釈その他によって中国と日本に
影響を与えた新羅元暁を韓国仏教の代表とし、韓国仏教の意義を宣揚した 21。
このように、近代の日本・中国・韓国における仏教改革、および近代的な仏教
学の確立には、『起信論』が大きく関わっている。
　日本で早い時期に『起信論』を科学と結びつけたのは、坦山だけでなく、浄
土真宗本願寺派の実力者、島地黙雷（1838-1911）もその一人だ。キリスト教
の進出に危機感を抱いた西本願寺派によって明治 5年（1872）から翌年にかけ
てヨーロッパに宗教視察に派遣された黙雷は、唯心浄土説を否定する真宗の僧
侶でありながら、「万法唯心ノ理」「万物因果、心ニ元付ク」と説く大乗の立場
ならキリスト教に対抗しうる科学時代の仏教となると確信するに至った。黙雷
は後に筆名で『起信論』の忽然念起説に関する論文を書いている 22。
　この時期で着目されるのは、禅宗の復興が試みられたこと、それも日本文化
の柱とみなしたうえで禅の復興をはかる動きが見られたことだろう。臨済禅の
居士であり、歴史と文学に通じていた伊達千広（号は自得。1802-1877）は、明
治 6年（1873）に『和歌禅話』を刊行し、和歌と禅を日本文化の柱とみなし、
禅宗の意義を強調した。「禅と日本文化」という図式は、この頃始まったのだ 23。
　この時期で重要なのは、曹洞宗の上層部と衝突して曹洞宗から離れていた坦
山が東京大学綜理の加藤弘之に招かれ、明治 12年（1879）に文学部科外講義
として東大初の仏教講義となる「仏書講義」を行ない、『大乗起信論』を週二

21 日本・中国・韓国の近代における『起信論』受容のあり方については、石井公成
「近代の日本・中国・韓国における『大乗起信論』の研究動向」（『禅学研究』特別号、

2005年 7月）、同「近代日本における『大乗起信論』の受容」（『アジア仏教文化研究セ
ンター 2012年全体研究会プロシーディングス』2013年 3月）。

22 注 19参照。
23 石井公成「「禅と日本文化」という図式の先蹤―伊達自得と鳥尾得庵の活動」（『禅研
究所年報』15号、2003年）
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回講義したことだ。大乗仏教の綱要書として広く用いられてきた『起信論』
は、これによってそれまで以上に重視されるようになり、以後、東大で教えた
真宗の吉谷覚寿（1843-1914）、その後継教授となって近代的な仏教研究を確立
した真宗の村上専精（1851-1929）は、いずれも『起信論』の注釈を出してい
る。『起信論』がどれほど重視されるようになったかが理解できよう。
　それだけに、『起信論』批判もなされるようになった。西洋諸語の学力を
Brownや Hepburnに高く評価され、聖書の日本語訳と『和英語林集成』第三版
の編集に尽力したキリスト教徒の高橋吾良（五郎、1856-1935）は、明治 13年
（1880）に『仏道新論』（私家版）を刊行し、『起信論』を主な材料として仏教
の教理を批判した。高橋は、後には神秘主義に転じて心霊研究に傾注するよう
になっており、これもまた近代における心の探求の一形態と言える。
　坦山については、セイロン・インドに渡って神智学の立場から仏教復興に努
めていた H. S. Olcott（1832-1907）がキリスト教のカテキズムにならって 1881

年に刊行した The Buddhist Catechism（『仏教問答』24）において、仏教は religion

でなく moral philosophyだと述べたことに同意しつつ、「心性哲学」という表現
を推奨したことは有名だ。このように「心」を重視する坦山の主張は、東大で
坦山の『起信論』講義を聞いた学生たちにも受け継がれている。その一人で
あってドイツ観念論を中心として西洋哲学を研究していた井上哲次郎（1856-

1944）は、明治 15年（1882）にAlexandre BainのMental Science: A compendium of 
psychology and the history of philosophyを抄訳した『倍因氏心理新説』を刊行し
た。井上は、後にドイツに留学して哲学の研究を深めるとともに、実験心理学
の確立者であるWilhelm M. Wundt（1832-1920）の講義も聞き、実験室を見学し
て感銘を受けている。井上は、帰国後には東大初の日本人の哲学担当教授とな
り、思想の面でも人事の面でも大きな影響力を振るった。現象即実在論と呼ば
れるその思想は、『起信論』などの仏教教理と西洋哲学を結びつけたもので
あったことが指摘されている 25。
　井上が「心理」の語を用いたのは、儒教を学んだ後、オランダに留学して日
本の近代化に努めた西 周（1829- 1897）が、Joseph Havenの Mental Scienceを
『奚般氏著 心理学』3巻（1875-79年）と題して文部省から刊行したのに基づ

24 日本では、1886年、1889年、1890年にそれぞれ日本語訳が出され、広く読まれた。
25 渡部清「仏教哲学者としての原坦山と「現象即実在論」との関係」（『哲学科紀要』
第 24号、1998年）
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く。哲学・論理学・倫理学・心理学・性理学・主観・客観・直覚・理性・悟
性・現象・帰納・演繹・定義・命題・概念・綜合・分解・芸術・技術・知識な
ど、今日用いられている多くの言葉を訳語として造り出した西は、Mental 
Philosophyを「精神哲学」などでなく、「心理学」と訳した。現代では心理学
と訳されている Psychologyについては「性理学」と訳している 26。しかし、儒
教の用語である「性理学」と違い、「心理学」は新しい表現であって近代的な
印象があったためか、心に関する学問は明治時代の日本では心理学と呼ばれる
ようになったのだ。鈴木大拙が 1927年に刊行した Essays in Zen Buddhismの第
二巻で、後に『禅と念仏の心理学的基礎』（横川顕正訳、大拙補訂、1937年）
となる ‟The Koan Experience”となる章を書き、晩年になっても『無心といふこ
と』で「仏教の本領は心理学にある、超絶的また形而上学的心理学とでもいう
べきところにある」と断言した 27のは、この流れを受け継ぎ、またウィリアム・
ジェームズの影響によるものだ。
　この明治 16年（1883）には、本願寺派の僧侶でありながら明治維新時の戦
争では軍事面で活躍し、維新後はドイツ法学の研究を始めた北畠道竜（1820-

1907）が、西洋諸国を回って各国の宗教や哲学その他の専門家と話す中で、因
明と唯識は西洋思想に勝るとも劣らないと自信を持つに至っている。道竜は、
ウィーンでは、法律の調査のために欧州にやってきた伊藤博文にドイツ流の立
憲君主制度を勧め明治憲法策定に影響を与えた著名な法学者、Lorenz von Stein

（1815-1890）と親しくなり、昼間は Steinから西欧の法律や社会について学ぶ
一方、夜は唯識を初めとする仏教思想その他を講義した。法隆寺で唯識や因明
などを学んだ経験を持つ道龍は、帰国すると、翌年、『因明入正理論与便』を
刊行している 28。
　明治 18年（1885）には、因明を得意とし、キリスト教批判を盛んにおこなっ

26 藤井龍和「欧米文化摂取時の心理学の状況」（『智山学報』第 37号、1988年）。な
お、聖公会牧師の子であってアメリカに留学した顔永京が 1889年に出した本書の中国
語訳は『心霊学』となっている。現代中国の心理学の用語が示すように、本書はあま
り影響を及ぼしておらず、欧米の研究を紹介した日本の心理学の本が受容期には影響
を与えたことは、龔穎「清末留日学生と中国における近代心理学の受容」（『倫理研究
所紀要』第 24号、2015年）。

27 村本詔司「鈴木大拙と心理学」（『神戸外大論叢』54巻 6号、 2003年 11月）。
28 石井公成「明治期における海外渡航僧の諸相―北畠道龍、小泉了諦、織田得能、井
上秀天、A・ダルマパーラ」（『近代仏教』第 15号、2008年 8月）。
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ていた真宗大谷派の雲英晃耀（1831-1910）が、仏教の優位を説いて唯識を概
説した書物を『東洋心理』と題して刊行している。つまり、『起信論』の場合
と同様、仏教の基礎学として学ばれてきた唯識や因明が西洋の哲学・宗教など
と対抗できるものとして評価されたのであり、すぐれた心理学的考察とみなさ
れるようになったのだ。
　興味深いのは、こうした時期に Zenというローマ字表記が用いられるように
なったことだろう。オックスフォード大学の Max Müllerのもとでサンスク
リットを含む近代仏教学を学んで帰国した真宗大谷派の南條文雄（Nanjio 

Bunyiu、1849-1927）は、明治 19年（1896）にShort History of the Twelve Buddhist 
Sectsを東京の BUKKYÔ-SHO-EI-YAKU-SYUPPAN-SHA（仏教書英訳出版社）か
ら刊行した。本書は、日本語で出版する日本仏教史の原稿をそれぞれの著者か
ら送ってもらい、南條が編集して英訳したものだ。日本の禅宗が主であること
もあってか、Chapter Xの禅宗は the Zen-shūと表記されている。これは、序文
で述べているように、羅馬字会の方式によったものだ。羅馬字会の表記法は、
Hepburnの表記法も参考にしたうえで改めたものであり、明治 19年（1886）
に刊行されて広く普及した Hepburnの『和英語林集成』第三版では、その羅馬
字会のローマ字表記を採用しており、世間ではこれが「ヘボン式」と呼ばれて
定着した。この第三版では、明治維新以来、京都の言葉に代わって東京方言が
優位になったと指摘しており、禅宗については Zenshūと表記している。第一
版の Zen-shūや南條の本や以下の藤島の本と違ってハイフンが用いられていな
いことが注目されよう。
　南條のこの英文の書物と同様、日本人が欧文で書いた書籍で Zenの表記が用
いられたのは、フランスに留学した真宗本願寺派の藤島了隠が明治 22年
（1889）にフランス語で刊行した Le Bouddhisme Japonais, doctrines et histoire des 

douze grandes sectes bouddhiques du Japon（日本仏教：日本の主な十二宗の教義
と歴史）だろう。ここでは、Zen-Shûという表記が用いられている。
　仏教と心理学を結びつけることは、原坦山の『起信論』講義を最初に聞いた
学生の一人であった井上円了（1858-1919）にも見られる。真宗大谷派の寺に
生まれながら非僧非俗道人と称し、仏教を根本として東西の哲学の総合を企て
た。円了は、東京大学を卒業して間もない明治 20年（1886）に、真理への愛
と護国を強調した『仏教活論序論』を著し、翌年には哲学を中心とする学校で
ある哲学館（後の東洋大学）を創設した。そして「応用心理学」の科目を設
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け、講義録の『応用心理学』を刊行したが、実際には東大の大学院で哲学を学
んでいた真宗大谷派の徳永（清沢）満之（1863-1903）に代講を頼んでおり、
講義録も清沢の執筆による 29。円了は哲学館に間島東伯（生没年不明）を招い
て催眠術の実験もおこなったうえ、後に妖怪の研究で知られるようになったこ
とが示すように、異常心理の探求に力を入れるようになっていったが、一方で
は、自らが創始した『哲学会雑誌』に明治 26年（1893）に『起信論』に基づ
いて論じた「禅宗の心理」という考察を発表している。翌年には哲学館の講義
録として『東洋心理学』を、明治 30年には『仏教心理学』を刊行し、仏教の
心理説と西洋の心理学の対比をおこなっている。円了は「心理療法」の必要性
を提唱するなどしており、きわめて先駆的であったと評価されている 30。なお、
円了が『起信論』を柱としていたことは、明治 26年（1893）の日曜講義の講
義録である『仏教哲学』において、理論宗を列した際、大乗では法相宗・三論
宗・起信論・天台宗・華厳宗・真言宗の順で論じており、『起信論』を宗扱い
していることからも知られる。
　以上のことから分かるように、Zenの語を用いて日本の禅宗の紹介をおこ
なった南條と藤島、そして「禅宗の心理学」という近代的な論考を書いた井上
円了は、すべて勢力があった真宗に属しており、禅宗の僧や居士は見当たらな
いことが注目されよう。実際、早い時期には禅宗の僧や居士は禅を強調してい
なかった。たとえば、臨済宗の釈宗演（1860-1919）がセイロンに留学中に書
いた『西南之仏教』（伊東直三、1889年）では、北方仏教と南方仏教という分
類に代えて小乗仏教と大乗仏教という対比を用い、大乗の意義を強調してい
る。その当時、西欧でも大乗仏教は知られていたが、あくまでも特定の経論の
教理と考えられていた。大乗仏教が東アジア諸国の仏教の基調だという認識は
なかったのであって、近代にあっては慶応義塾で英語を学んで西欧の仏教学に
も通じていた釈宗演が、初めて「大乗対小乗」という図式を地理上の概念とし
て打ち出したのだ 31。これは、欧米の仏教学界では、パーリ仏教が釈尊の正統

29 樋口章信「変象する心性の観察―清沢満之における『応用心理学』開講の意味―」
（『親鸞教学』第 73巻、1999年 3月）。

30 恩田彰「井上円了の心理学の業績」（清水乞編著『井上円了の学理思想』、井上円了
記念学術振興基金、1989年）。この同じ年の講義録として村上専精『印度哲学（因明
論）』も出されており、当時の哲学館の授業の方向が分かる。

31 馬場紀寿「釈宗演のセイロン留学―こうして「大乗仏教」は生まれた」（『図書』818
号、2017年 4月）。宗演の留学に先立って、釈雲照がセイロン仏教を小乗と見なす手紙
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な仏教であって、中国や日本の仏教はヒンドゥー教やそれぞれの土地の俗信が
混ざった堕落した仏教とみなされていたことに対する反発だ。
　宗演の『西南之仏教』が刊行された明治 22年（1889）1月のすぐ後には、そ
のセイロンで仏教復興運動に携わっていた神智学教会の Henry Steel Olcott

（1832-1907）が招請されて日本を訪れ、19世紀の菩薩と称されて大歓迎され
ている。この年、本願寺勧学であった烏水宝雲は『唯識三十頌要解：一名東洋
心理学指針』を刊行しており、下の写真に見るように冒頭にオルコットの毛筆
による題辞を掲げている。
　この書は、題名が示すように「東洋心理学」の手引きとなるよう『唯識三十

頌』の解説をおこなったものであり、西洋の心理学への対抗を意識して書かれ
ている。Olcottが Karma（業）は Human Heartに基づくことを強調しているの
は、キリスト教の神による定めなどではなく、心を重視する仏教は合理的であ
ることを宣言したものだろう。釈宗演はセイロンでは、Olcottの The Buddhist 

Catechismを書き写して英語の練習をしており、内容面でも影響を受けている。
　ただ、神智学は東洋と西洋の神秘主義を折衷したものであるため、神智学の
メンバーや神智学に好意的な者がその立場で仏教の心理説を学んでいくと、心
の探求は神秘主義的な方向でなされることになる。実際、この当時は様々な立

をセイロンに送っており、論義が始まっていたことは、奥山直司「日本仏教とセイロ
ン仏教との出会い : 釈興然の留学を中心に」（『コンタクト・ゾーン = Contact zone』2号、
2008年）。
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場がからみあいながら心の探求がなされていた。たとえば、欧米でも日本でも
催眠術が盛んであって、心の威力が注目されており、無意識・深層意識に対す
る関心が文学や美術の世界をも含めた様々な分野で高まっていた。そのうえ、
物質を通過する電波や放射線の研究が進み、そうした最先端の科学が根拠とさ
れてスピリチュアリズムが新たな展開を始めていたため、この時期の心の探求
は様々な系統のものが混在しており、科学と宗教・哲学・神秘主義を厳密に分
けるのは難しい。また、東洋と西洋の影響は相互的なものであったことに注意
する必要がある。
　そうした状況である以上、厳密な科学を志向した実験心理学も仏教における
心の探求と結びつくことになる。明治 23年（1890）には、アメリカで実験心
理学を学んだ元良勇次郎（1858-1912）が帝国大学初の心理学担当の教授と
なったが、元良は催眠術にも関心が深く、福来友吉など、催眠術に関する本を
著す弟子たちを育てているほか、自ら円覚寺に出向いて釈宗演に参禅している 32。
　この時期、催眠術がいかに流行したかは、近代日本を代表する小説家の夏目
漱石（1867-1916）が、まだ学生の身であった明治 25年（1892）、『哲学会雑
誌』63号に Earnest Hartの「催眠術」の訳を掲載していることからも知られよ
う。井上円了も、明治 27年（1894）に刊行した『妖怪学講義　心理学部門』
で、催眠術について説明している。
　釈宗演は、上述したように英語を学んだ近代的な禅僧であったため、多くの
知識人を受け入れており、近代社会に対応しようとしていた。宗演は、明治
26年 (1893)には、日本が属する大乗仏教の意義を強調するため、他の諸宗の
人々とともにシカゴ開催の万国宗教会議（Parliament of the World’s Religions）
に参加している。この会議は、工業生産と貨幣経済の発展による物質主義・享
楽主義の曼延、そして唯物論を説く社会主義の流行を警戒したアメリカのキリ
スト教徒たちのうち、他宗教に対して攻撃的でない諸派の人たちが、「物では
なく人間、物質ではなく心（Not things, but men; not matter, but mind）」をモッ
トーとし、キリスト教を最上としつつも世界諸国の宗教の相互理解の推進のた
めに開いたものだった。この会議におもむいた宗演は、弟子の大拙が訳した
‟The Law of Cause and Effect, as Taught by Buddha”と題する演説を代読しても
らったものの、この演説では仏教は合理的であること、因果説は釈尊の説であ

32 以下の記述を含め、元良については佐藤達哉『日本における心理学の受容と展開』
（北王路書房、2002年）が詳しい。
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ることを強調するのみで、禅については何も説いておらず、Zenの語も用いて
いない。これは、臨済禅の居士、平井金三（1859-1916）33も同様であって、諸
国の宗教に対するキリスト教の扱いの不当さを達者な英語で演説し、大喝采を
浴びたものの、禅については触れていない。大会で配布された英文パンフレッ
トにしても、黒田真洞『大乗仏教大意』、赤松連城『真宗大意略説』、芦津実全
『天台宗大意』、日蓮宗宗務院『日蓮宗大意』その他であって、禅宗関連のもの
はない。この大会によって Zenがアメリカで知られるようになったとするのは
誤りだ。
　ただ、宗演の演説は合理的な宗教をめざしていた Paul Carus（1852-1919）に
感銘を与え、親しくなった結果、宗演の弟子の大拙が Carusの英文の著作を邦
訳したうえ、アメリカに赴いて Carusの出版社で働くようになったことは良く
知られている。しかし、大拙も、アメリカ移住当初は、宗演と同様に禅を強調
しようとしておらず、最初の英語での著作は『大乗起信論』の英訳、Aśvaghosha’s 
Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna（1900年）だった。
　大拙は、1906年には ‟The Zen Sect of Buddhism”と題した 46頁の論文を、
パーリ仏教を正統とするライバルである Journal of the Pali Text Societyに掲載
し、冒頭で Zenという表記について説明したうえ、禅宗は仏教ばかりでなく、
宗教一般から見て ‟unique”であると主張した。しかし、大拙は翌年の 1907年
には 420頁もある大著の Outlines of Mahâyâna Buddhismを刊行しており、この
時期にはどれほど大乗仏教の宣揚に努めていたかが分かる。大拙は Outlines of 
Mahâyâna Buddhismが西洋の仏教学者によってサンスクリット表記などの誤り
の多さやヒンドゥー教との類似などを厳しく批判された 34後になってから、Zen

を普遍的なものであってかつ東洋的なものとして強調し始め、学問面でも禅宗
史研究に力を入れるようになっていったように思われる。
　この時期に禅宗は大流行している。その原因の一つは、清との外交関係が悪
化し、明治 27年（1894）7月に日清戦争が始まったことだ。江戸時代の武士の
中には心の鍛錬のために禅寺に通って坐禅する者がいたのと同じように、戦争

33 吉永進一他「平井金三における明治仏教の国際化に関する宗教史・文化史的研究」
（科研費研究報告）。本研究では、平井の著述や関連資料を DVDで公開しているが、
Zenに関する英語での講演や著作をどの程度おこなっていたかに関しては、筆者は充
分に調査できていない。

34 鈴木大拙著・佐々木閑訳『大乗仏教概論』「解説」（岩波書店、2002年）
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に備えて参禅する軍人が増えたのだ。そうした風潮をよく表しているのが、曹
洞宗管長であった森田悟由（1834-1915）がこの年に『軍人禅話』を刊行し、
死を軽んじて戦うべきことを訓戒したことだ。本書の冒頭には、忠義を尽くす
よう軍人に命じた明治天皇の「軍人勅諭」が赤字で印刷されている。
　この年の 11月には日本初の禅宗雑誌、『禅宗』が黄檗宗系の貝葉書院から発
刊され、翌 28年（1895）6月には『禅学』、7月には『禅学講義』発刊された。
いずれも月刊であり、売れ行きが良かったという。これはもちろん、精神鍛錬
のためだけではなく、日本の近代産業が盛んになってくるにつれ、物質面の繁
栄でなく、心のよりどころを求めたいとする風潮も盛んになってきたためだ。
ただ、鋭い社会諷刺で知られた評論家の田岡嶺雲は、「禅宗の流行を論じて今
日の思想界の趨勢に及ぶ」と題したエッセイにおいて、唯物功利の皮相なイギ
リス風哲学におぼれず、内面を重視するようになったのは良いが、禅宗の盛行
は、流行に飛びつく軽佻浮薄な日本人の性癖である可能性もあると警告してい
る 35。
　嶺雲がこのような批判をおこなったのは、明治 27年 12月に元良勇次郎が円
覚寺の釈宗演に参禅し、隻手の公案を通過した際の状況などを、翌 28年
（1897）8月刊行の『日本宗教』第 1巻第 2号に「参禅日誌」として発表し、話
題になったのがきっかけだ 36。元良が円覚寺で参禅者として記帳した際、その
次に記帳したのは、大学で元良の心理学の講義を聞いた夏目金之助（漱石）
だった。漱石は、以後、しばしば禅に言及しつつ文学作品を通じて心を追求し
ていっており、大正 3年（1914）に遺作となった『こころ』を書き上げた際、
自ら書いた広告文では、「自己の心をとらえんと欲する人々に、人間の心をと
らえたるこの作物を奨む」と記している。
　元良の場合は、漱石ほど求道的ではなく、心理学の研究のために参禅してい
た。鈴木大拙は、そうした元良を厳しく批判していたが、宗演自身は「参禅日
誌」が発表された後も元良には好意的であって、親交が続いている。大拙も、

35 田岡「禅宗の流行を論じて今日の思想界の趨勢に及ぶ」（『日本人』第 6号、1895年
9月）。漢学者であった田岡は、3度中国に渡っており、羅振玉（1866-1940）が上海に
創設した中国最初の日本語学校であって多くの翻訳者や学者を輩出した東文学社で教
えた際は、王国維にカントやショーペンハウワーなどの哲学を紹介し、影響を与えて
いる。

36 田岡嶺雲「元良氏の参禅日誌を読みて禅に関する我所懐を述ぶ」（『六合雑誌』第 177
号、1895年 9月）
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明治 29年（1986）に渡米費用を得るために『新宗教論』を刊行するにあたっ
ては、元良に序文を求め、釈宗演の序に続けて本書を推奨する元良の書翰を掲
載している 37。
　その元良は明治 30年（1897）に「禅と心理学の関係」を大日本協会『日本
主義』第 1号に掲載した。国粋主義を掲げたこの雑誌を創刊した 11名の者た
ちの中には、井上円了と島地黙雷も含まれている。このあたりから、禅と国家
主義の結びつきも目立つようになり、そうした主張を英語で海外向けに発表す
る試みも出てきた。その典型が、京都の同志社でともに学んだ元良の友人であ
るジャーナリストの徳富蘇峰（1863-1957）だ。蘇峰は、明治 31年（1898）に
内務省勅任参事官（新聞担当）となると、自分が主催する「国民新聞」を、国
内向けには内閣の代弁をし、対外的には日本の主張を示すものとした。The Far 
East : an English Edition of the Kokumin-No-Tomoと題して明治 29年（1896）から
刊行していた『国民之友』の英語版については、欧米視察を終えて西洋人が日
本について無知であることを痛感したため、20号から改名し、日本の主張や
文化を紹介する独立した英文雑誌、The Far East: Exponent of Japanese Thoughts 
and Affairsとして刊行することにした。この英文雑誌では、ボールドやイタ
リックで表記した zenや Zenを使用して禅宗や坐禅について記述が僅かに見え
ている。原稿は主として英語の達者な日本人が書いており、新渡戸稲造（1862-

1933）のエッセイほか、高橋五郎のキリスト教論文、慶應義塾で英語・英文学
を学び、英語の教師をしつつ禅宗史の研究をしていた曹洞宗の忽滑谷快天
（1867-1934）の仏教記事が含まれており、快天は、24号、26号、28号、29

号、30号に書いている。Zenの語を用い、禅は主観的なものでなく主観・客観
を越えたものだと説いている 25号の無署名の小文、‟Practice of Zen”38も、忽滑
谷の文章、ないし忽滑谷の主張を知っていた人の英文である可能性が有る。快
天はこれ以前の明治 29年 (1896)に近代の曹洞宗の立場をまとめた『曹洞教会
修証義』の英訳、Principles of Practice and Enlightenment of the Soto Sect（鴻盟社）

37 大拙が元良に触れたのは僅かだが（『大拙全集』29巻 153頁、30巻 92頁、32巻 36
頁、40巻 34頁）、心理学の観点から禅を研究すること、そうした知見を英語で海外で
発表する必要性の認識などの面で、実は共通する点がかなりあったと思われる。

38 The Far East, 3(25), Feb.1898, pp151-152. この文の次には、来日中であった Fenollosa
のMary夫人が近江八景の一つである唐﨑の松を詠んだ英詩、“The Karasaki Pine”が収
録されている。

－336－



近代における Zen の登場と心の探究（1）（石井）（38）

を刊行しており、末尾に付した『正法眼蔵』「坐禅儀」の略抄の英訳では、坐
禅を Zazenと音写している。興味深いのは、第一行において、‟To Study is to 
practice Zazen, or to sit and meditate.”と訳していて Dhyānaと Zazenを区別してい
ることだ。これは、坐禅を仏の行と見て重視した道元が「坐禅儀」において、
伝統的な禅定解釈との違いを強調するため、「坐禅は習禅にあらず」と明言し
ていることを考慮してのものだろう。
　快天は、道元の立場に基づいて zenという表記を用いたが、この日本の漢字
音表記を日本文化と結びつけて用い、世界諸国で広く読まれたのが、新渡戸稲
造が 1900年に書いた Bushido: The Soul of Japan（邦訳『武士道』）だ。この書
は、新興国として盛んになりつつあった日本に対する西欧の軽侮に反発し、日
本人の道徳の根底には武士道があることを強調したものだ。武士道の源泉を論
じた章では、新渡戸は武士道の背後には禅があることを指摘しており、Zenと
いう表記も用いているが、クリスチャンであった新渡戸は禅についてはあまり
知らず、詳しい説明はしていない。以下の記述では、Zenは言葉で表現できる
領域を越えた冥想を得ようとする試みであり、一宗派のドグマを越えたものだ
と述べていることが注目されよう。
　　 ‟Zen” is the Japanese equivalent for the Dhyana, which “represents human effort to 

reach through meditation zones of thought beyond the range of verbal expression.” 

Its method is contemplation, and its purport, so far as I understand it, to be 

convinced of a principle that underlies all phenomena, and, if it can, of the 

Absolute itself, and thus to put oneself in harmony with this Absolute. Thus 

defined, the teaching was more than the dogma of a sect, and whoever attains to the 

perception of the Absolute raises himself above mundane things and awakes “to a 

new Heaven and a new Earth.

　本書については、多くの書評が書かれて賞賛され、武士道ブームのきっかけ
となったが、刊行して間もない頃に新聞などに載った書評はいずれも Zenに触
れていない 39。
　この時期には、禅を日本文化と結びつけて論じる風潮が高まっており、岡倉
覚三（天心、1863）は 1903年に、The Ideals of the East : with special reference to 
the art of Japanを著し、Zenは老荘思想から出てアジア（中国・日本）の文化的

39 佐藤全弘「『武士道』［新渡戸稲造著］出版当初の海外書評（上・下）」（『新渡戸稲造
研究』第 14号・15号、2005年・2006年）。
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背景となったことを強調してアメリカで好評を得た。岡倉は中国の禅宗につい
ても Zen sectと記しており、禅の思想を Zenismと表記した箇所もある。天心
は、ボストン美術館の紀要 Museum of Fine Artsでも禅を Zenismと表記してい
る。天心は美術を初めとする文化と禅の関係を強調しており、1906年に刊行
した Book of Tea（邦訳『茶の本』）でも中国の老荘思想から Zenが生まれたと
し、その Zenと茶の関係の深さを強調している。
　ただ、その岡倉も、日露戦争が起きた 1904年に刊行された The Awakening of 
Japanでは、宋代に発展したZenが日本と朝鮮に影響を与えたとし、Zenが武士
の自制の道徳の背景となったと述べている。注目されるのは、1905年 1月に
日露戦争の山場となった旅順での攻防で日本が勝利すると、その直後に岡倉の
弟である岡倉由三郎がロンドン大学で‟The Japanese Spirit”と題する講演をして
Zenが日本の文化的背景だと強調し、この年に本として出版したことだ。
　なお、Fenollosaとともに来日して日本美術の収集家となり、ともに三井寺で
得度したWilliam S. Bigelow（1850-1926）は、仏教の修行をしたいと願っていた
ところ、天心が智顗の『修習止観坐禅法要（天台小止観）』を達意な英文に訳
してくれたことに感謝し、天心没後 10年となる 1923年に、その訳稿である
On the Method of Practising Concentration and Contemplationを Harvard Theological 

Review, Vol.3,に掲載した。Bigelowは仏教史に関する誤解だらけの序で、西洋の
心理学は東洋の宗教にあたると述べ、止観を意識と潜在意識で説明している。
　日露戦争の時期には、禅と心理学の結びつきも強まっている。1905年の 4月
にローマで開催された第 5回万国心理学会において、元良勇次郎は、‟Idea of 
Ego in the Eastern Philosophy”と題する発表をし、Zenの語を用いて自らの参禅体
験を紹介した。この発表は、同年に元良の留学先であったライプチッヒで An 
Essay on Eastern Philosophyと題して刊行されている。元良は高く評価され、欧
米人以外で初めて運営コミッティーに推挙されたばかりでなく、フランスの心
理学の大家、Théodule-Armand Ribot（1839-1916）はその内容を自ら抄訳し、
Revue Philosophique誌 60号（1905年）で紹介するとともに、自ら創刊した雑
誌、Revue philosophique de la France et de l'étranger（『フランスおよび外国の哲学
評論』）に 30頁ほどの内容全体をフランス語に訳させて掲載している。
　釈宗演の回想によると、元良は英語原稿について訳語の面で鈴木大拙に負う
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と感謝していたという 40。元良と大拙はこの時期は会っていないため、元良は
英語の発表資料をまとめる際、大拙の英訳『起信論』を参照した可能性もあ
る。実際、発表後半では説明する際に『起信論』の教義を用いている。
　興味深いのは、夏目漱石が独自な考察を試みた『文学論』（1907年）におい
て、Ribotの La Psychologie des sentiments（『感情の心理学』、1896年）の英訳、
The Psychology of the Emotionを重要な箇所で用いていることだ。漱石とならぶ
明治時代の二大文豪である森鴎外（1862-1922）も、西洋と仏教の心理学に関
心を抱いており、明治 32年（1899）に左遷させられて小倉で 3年間暮らした
際、曹洞宗の学僧である玉水俊虠にドイツ語・ドイツ哲学の教え、玉水からは
『成唯識論』を教科書として唯識の講義を受け、道元の著作も読み 41、後に戯曲
「生田川」において『唯識三十頌』と Eduard von Hartmann,（1842-1906）の心理
学を利用している 42。
　さて、Zenという表記を含め、禅をアメリカに紹介したと言われる釈宗演の
アメリカ講演旅行は、これまで述べてきたように Zenという表記がある程度用
いられるようになっていた 1905年のことだ。宗演は大拙の通訳でアメリカを
講演して回り、翌年、その講演集が大拙の英訳と校訂により Sermons of a 
Buddhist Abbotと題して刊行されるが、本書では禅宗に関しては全く触れられ
ておらず、禅定については dhyānaと表記されている。アメリカでは、神秀と
六祖について臨時講演で話しているが、採録されていない。ところが、大拙と
その師である宗演こそがアメリカにおける Zen布教の最初という通念があるた
めか、この本は近年では Zen for Americansと改題されて販売されるようになっ
た。
　以後、禅と Zenと心理学とは、社会状況を反映しながら関わりあっており、
心理学については、実験心理学が確立する一方で、神秘主義的な心の探求もな
された。平井金三が神秘主義に進んで明治 42年（1909）に『心霊の現象』を
著す一方、その平井に英語を習って仏教学者となり、曹洞宗大学（後の駒澤大
学）で教えた加藤熊一郎（咄堂、1870-1949）は、明治 41年（1908年）に仏
教と西洋の学問に基づき、霊覚を重視する『心の研究』を刊行し、明治 43年

40 故元良博士追悼学術講演会編『元良博士と現代の心理学』（弘道館、1913年）。
41 山崎一穎『鴎外ゆかりの人々』（おうふう、2009）。
42 石井公成「唯識思想が日本の文学・芸能に与えた影響」（『2013年第一届慈宗国際学
術論壇論文集』、2013年）。
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（1910）には、主著となる『大乗起信論講話』を刊行している。そして、催眠
術ブームの中で、忽滑谷快天の弟子である禅宗研究者の岡田滴翠（宜法）が
『禅と催眠術』を刊行する。その忽滑谷は、禅宗史研究で活躍すると同時に、
明治 44年（1911）に Bruce Addingtonの The Riddle of Personalityを訳した『心
霊の謎』を刊行しており、後に駒澤大学の初代学長となると、心霊研究に転じ
た高橋五郎を語学教員として招いている。
　禅的治病会会長の山田玄翁『禅の応用治病修養法』（精神書院、1912年）の
目次には、天台大師禅的治病法、福来友吉博士禅的治病修養法、釈宗演師禅的
治病修養法、岡田式静坐呼吸法などが並んでいることが示すように、この時期
は禅や禅に由来する身心の治療法が流行しており、科学志向のもの、宗教に近
いもの、西洋的なオカルト、伝統療法その他様々な療法がおこなわれており、
区別は難しい 43。
　こうした時代の中で、Zenという表記を決定づけた著作が 1913年刊行の忽滑
谷快天著、The Religion of the Samuraiだ。本書は本格的な禅宗の紹介であり、ま
た武士道の根底が禅であることを強調しているため、欧米では現在に至るまで
広く読まれている。その快天は、この年には欧米で流行していたヨーガに関す
る概説書、『養気練心乃実験』44を刊行し、禅との同異に触れている（1925年に
『錬心術』として再刊）。
　この時期、科学的な心理学と禅との接点を探ったのは、Wundtに師事して東
大の心理学教授となった松本亦太郎の学生であって、卒論を改訂して 1920年
に『禅の心理的研究』（心理学研究会出版部）を刊行した入谷智定だ。入谷は、
後に駒澤大学の教授となって心理学を教えているが、実験心理学ばかりで禅の
心理に関する論文は書かなくなったようだ。
　中国では、1922年に梁啓超が「大乗起信論考証」を『東方雑誌』に掲載し、
『起信論』をめぐる日本の真偽論争 45を紹介したうえで、進化論的立場から、

43 吉永進一『日本人の身・心・例－近代民間精神療法叢書』第 8巻「解説　民間精神
療法の時代」（クレス出版、2004年）。

44 片渕美穂子「日本における近代ヨーガの技法 : 忽滑谷快天『錬心術』とラマチャラカ
の身体的運動と呼吸法を中心に」（『和歌山大学教育学部紀要 人文科学』第 67号、2017
年 2月）。

45 長く続いた論争は、昨年刊行された大竹晋『大乗起信論の成立問題―『大乗起信論』
は漢文文献からのパッチワーク』（国書刊行会、2017年）によって解決されたことは、
石井公成「【書評】『大乗起信論の成立問題―『大乗起信論』は漢文文献からのパッチ
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『起信論』はインド仏教より進化した中国の論だと論じた。この結果、大論争
となって中国の近代仏教学が確立した。梁啓超は、井上円了の影響を受け、心
理学会で「仏教心理学浅測」と題して講演する一方、支那内学院で欧陽竟无の
唯識の講義を聞くなど、この時期には仏教学に打ち込んでおり、多くの書物を
著して以後の中国の仏教学に大きな影響を与えている。
　Zenという日本漢字音表記について考える際、参考になるのは、フランスの
仏教学の大家であって、日本人の留学生たちに接していた Sylvain Lévi（1863-

1935）が、日仏会館の初代館長として来日した際、刊行途中だった大正大蔵
経、刊行準備中だった『仏書解説大辞典』などに刺激され、重要な仏教用語を
中国と日本の資料に基づいて説明する辞典を提唱したことだろう。見出し語は
日本語の漢字音のローマ字で表記し、アルファベット順に配列するというもの
であり、フランスと日本の協力によって 1929年にフランス語による仏教辞典、
Hobogirin（法宝義林）の第 1巻が刊行された。漢字文献に基づく辞典を作成す
ることは、ヨーロッパの東洋学者会議で承認されたものだ。第 1巻の編集担当
者は、後に禅宗史研究の名著、Le Concile de Lhasa（『ラサの宗論』）を書く Paul 
Demiéville（1894–1979）だ。
　Zenのような日本語音のローマ字表記が欧米で仏教用語として用いられたの
は、こうした動向とも関わっているが、これを変えたのが、敦煌文献の活用に
よって禅宗史研究を一変させた胡適（1891-1962）だ。胡適は、1932年に発表
した論文、‟Development of Zen Buddhism in China”, The Chinese Social and Political 
Science Review. Jan., 1932. Vol. 15. No. 4.では、大拙が用いることによって英語
として定着しつつあった表記である Zen Buddhismを用いていたが、戦後、大
拙との有名な論争 46の中で 1953年に発表した‟Ch’an (Zen) Buddhism in China Its 
History and Method,” Philosophy East and West, Vol. 3, No. 1 (Apr., 1953)では、Ch’an 

(Zen)と記しており、ウェイド式の中国語音表記とローマ字による日本漢字音
を並記する形に改めている。これは単純なナショナリズムに基づくものではな
い。胡適は、禅宗史を偽造した神会をインドの宗教的植民地だった中国を解放
した革命家と称したものの、禅宗そのものについてはまったく評価しておら

ワーク』（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第 76号、2018年 3月）参照。
46 小川隆「胡適博士の禅宗史研究」（『駒沢大学禅研究所年報』第 12号、2001年 3月）
は、親しかった二人のこの論争は、の意見が合わないことを互いに知ったうえで、西
欧人の注意をひくために敢えておこなったものと見る。
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ず、禅者の立場で禅の意義を強調しようとする大拙を批判し、あくまでも客観
的な立場で中国禅宗史研究をめざしていたのだ。ただ、現代においては、諸国
のナショナリズムに基づく表記が増えつつあることは、冒頭で述べた通りだ。
 （続く）

［付記］本稿は、2018年 5月 4日に何燕生教授を所長とする中国・武漢大学国
際禅文化研究センター創設記念学術検討会の基調講演のために準備された原稿
に、多少の訂正を加えたものである。大拙の心理学重視には、ウィリアム・
ジェームズの影響も大きいことは、Oroval Bernat Marti氏の教示による。

〈キーワード〉　鈴木大拙、忽滑谷快天、ヘボン、元良勇次郎、Chan、Seon
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