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一、S212 に關する先行研究
　スタインが蒐集した敦煌遺書 S212（以下、S212）は、三階教の文獻として
矢吹慶輝氏によって最初に見出された。すなわち、矢吹氏はその名著である『三
階教之研究』（岩波書店、1927、以下、『研究』）において「五　現存三階教籍斷片」
の一節を設け、自ら捜出した三階教の敦煌寫本 20斷片の概要を敍述されてい
る。この 20斷片の内、14種が大英圖書館所藏のスタイン本で、その「第五斷
片」として紹介されたのが S2121なのである。この S212に關する矢吹氏の記述
は、下記の通りである。
　　（6）第五斷片　失題　スタイン本

首尾爛脱、現存の部は法の可識不可識の問答に始まり、大小乘入道不同
を明す一段あり、九重觀の名目あり、「信行口集眞如實觀起序卷第一」
の題號の下、普別二法の起盡を示し、「第一階人執邪」の題下にて斷片
たり。詳しくは附篇を見よ。假りに中間の題目を取りて九重觀、信行口
集眞如實觀起序卷第一と稱す。（『研究』、187頁）

　これによれば、矢吹氏が首尾ともに缺く S212に、その寫本の中間部分にあ
る題目を取って「九重觀、信行口集眞如實觀起序卷第一」という擬題を與えた
という。さらに、矢吹氏は『研究』の「附篇」において、自ら筆寫したもの 2に

1 『研究』「附篇」の 190頁に示された寫本番號は S677であるが、のちに西本照眞氏によっ
てこれが S212であると比定された（西本照眞『三階教の研究』春秋社、1998、230頁）。

2 この筆寫本については、矢吹氏が次のように述べられている。
本寫本は「千九百十六年六月二十一日、第六百七十七號筆寫」の編者の手寫本を
有せるのみにて、再渡歐の際、再び原寫本に接するの機會を得ず、從て重校の便
を失せり。（『研究』「附篇」、190頁）

  この記述によれば、書寫されたのが第一次世界大戰の戰時中の 1916年 6月 21日であ
ることがわかる。また、「再渡歐の際、再び原寫本に接するの機會を得ず、從て重校の
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基づいて S212のテキストを簡潔な解題附きで紹介された。
　こうして、S212が三階教文獻であると考えられるようになり、西本照眞氏
の『三階教の研究』（春秋社、1998）に至っても、矢吹氏が捜出した三階教文
獻の 1種として S212を「『信行口集眞如實觀』（中題）」3という題目で列記され
たのみで、その中身についての檢討はほとんどなされなった。そして、中國人
研究者の張總氏は、その著書である『中國三階教史─一个佛教史上湮滅的教派』4

において、三階教の開祖である信行禪師の上京を境にして、信行に歸せられる
諸文獻を相州時代、京城時代という二つの時期に分け紹介されている。この中
で、S212は信行が上京以前、相州時代に論述したもの 5と分類されている。さ
らに張氏は、S212は首尾缺の殘卷で、その内容も前後 2種に分けることが可能
とした上で、前者は問答體のもので、「惟心觀一卷」の尾題を有し、後者は「信
行口集眞如實觀起序卷第一」の首題を持っていると指摘されている 6。
　一方、方廣錩氏とWood Frances（呉芳思）氏が共同主編となる影印版シリー
ズ『英國國家圖書館藏敦煌遺書』（桂林 ･廣西師範大學出版社、2011～、以下、
『英國敦煌』）が刊行され、文書番號順にすべてのスタイン本敦煌遺書の影印が、
また各卷末にその卷に收録された敦煌遺書の詳細な條記目録がそれぞれ公にさ
れている。この『英國敦煌』3に、S212の寫本原本の影印、さらに方氏による
條記目録（以下、方録）と本文録文（以下、方本）が收録されている。
　方録によって明らかにされた S212の書誌學情報については後述するものと
し、方氏の S212の内容に關する記述を見てみよう。方氏は、まず寫本の内容
に基づいて S212を、
　S00212-1、惟心觀
　S00212-2、九重觀合卷經目（擬）
　S00212-3、信行口集眞如實觀　起序卷一

便を失せり。」の表現からすれば、この手寫本は、矢吹氏本人にとって必ずしも滿足で
きるものではなかったように思われる。

3 西本前掲書、168頁。
4 張總『中國三階教史─一个佛教史上湮滅的教派』（國家哲學社會科學成果文庫、北京、
社會科學文獻出版社、2013）。

5 S212の『信行口集眞如實觀』のほかに、信行の相州時代の述作として、張總氏が『明
大乘無盡藏法』、『大衆制法』（『乞食法』『受八戒法』）、『七階佛名經』など合わせて 4
種を擧げられた（張總前掲書、553～ 568頁）。

6 張總前掲書、567頁。
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の3項目に分けた上、それぞれ著録し、録文をされた 7。そして、「S00212-1惟心觀」
の項目において、次のように説明されている。
本遺書前後字體一致，乃一人所書。現存第一個文獻《惟心觀》前此被認爲
是三階教典籍，但經此次審定，應爲早期禪宗典籍，與三階教無關。第二個
文獻《九重觀合卷經目》（擬）實際乃第一個文獻的附録，説明當時還流行
哪些禪宗著作。爲便於研究，故分別著録。第三個文獻《信行口集眞如實觀
　起序卷一》確爲三階教典籍。三階教典籍何以與禪宗典籍同抄一巻，尚需
研究。或與時人将信行視作禪師有關，待考。8（下線は筆者）

　すなわち、方氏は從來と同様に S00212-3「信行口集眞如實觀　起序卷一」を
三階教文獻とする見方を示した一方、具體的かつ明確な根據こそ提示されてい
ないものの、S00212-2「九重觀合卷經目（擬）」を S00212-1「惟心觀」の附録
としつつ、この 1と 2の 2種が初期禪宗文獻であると推定された。
　上述のごとく、從來三階教文獻として考えられてきた S212については、そ
の見方が變わってきたといえよう。小論では、寫本 S212に最初に書寫され、「惟
心觀一卷」という尾題を有する部分に焦點を合わせることにしたい。

二、S212 の主な内容構成
　ところで、『惟心觀』の内容に對する檢討を行う前に、まず方録に基づいて
S212寫本の書誌學的情報を確認しておこう。

313×28.3釐米；8紙；共 162行，行 23～ 29字。
卷軸装。首殘尾殘。薄皮紙。卷首右下殘缺一大塊，卷前部有殘洞，卷中有横裂。
（後略）
本遺書包括 3個文獻：（一）《惟心觀》，124行，今編爲斯 00212號 1。（二）
《九重觀合卷經目》（擬），2行，今編爲斯 00212號 2。（三）《信行口集眞如
實觀□起序卷一》，36行，今編爲斯 00212號 3。
（録文省略）
本文獻並非三階教典籍，而爲早期禪宗典籍。文中有關天人感應的種種記敘，
値得注意。文中所引《心王經》，即《佛爲心王菩薩説頭陀經》。
惟心觀一卷（尾）。

7 方録、17～ 19頁。
8 方録、17頁。
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8世紀。唐寫本。
楷書。9

　方録によれば、S212は 313×28.3cmの 8世紀頃の長卷子本で、1行 23～ 29

字で凡そ 162行の内容を有しており、『惟心觀』がその最初に書寫されている
首缺の 124行の内容にあたるテキストであるという。
　そして方氏は、S00212-3と編目した『信行口集眞如實觀□起序卷一』の方録
において、「有武周新字“正”」（𠙺）10、すなわち S212の『信行口集眞如實觀□
起序卷一』には「正」の武周新字があることを指摘されている。さらに前述の
通り、S212を實見した方氏は、『惟心觀』、『九重觀合卷經目』（擬）、『信行口集
眞如實觀□起序卷一』の 3種がいずれも同一人物によるものと示唆されている。
　S212に武周新字「正」が含まれていることや S212に現存するすべての内容
が同一人物によって書寫されていることからすれば、S212は武周新字「正」が
頒布された載初元年（689）11以降に書寫された寫本でなければならない。換言
すれば、S212の書寫年代の最上限は載初元年（689）である 12ということになる。
　次に、「惟心觀」の主な内容構成を確認しておこう。

1、問答體形式を有する内容
1-1a、「一切萬法、皆是心作」を宗旨とする首缺の問答（約 22行）
1-1b、「法可解不」を問いとする問答（約 4行）
1-1c、「法可識不」を問いとする問答（約 33行）
1-2、「何名菩薩畢竟淨智」を問いとする問答（約 19行）
1-3a、「何名入道」を問いとする問答（約 2行）

9 方録、17～ 18頁。
10 方録、19頁。
11 『改元載初赦』（宋 ･宋敏求『唐大詔令集』卷 4、北京 ･中華書局、2008、18～ 20頁）。
また、宋 ‧歐陽修等撰『新唐書』卷 76（中華書局本第 11冊、3481頁）には、「載初中、
又享萬象神宮、･･･ 作曌、天、地、日、月、星、君、臣、除、載、年、正十有二文。太
后自名曌、改詔書爲制書。」（下線部の 12の武周新字を正字に直した）とある。

12 武周新字の廢止時期については、705年説、837年説などの諸説がある。また敦煌寫本
には、武周期の寫本を元に轉寫したことに起因する武周新字と舊字が混在する事例も
報告されているため、武周新字の存否を敦煌寫本の書寫年代の下限の判斷基準とする
ことには、危險性を孕む。なお武周新字がみられる敦煌寫本の實例などについては、
王三慶「論武后新字的創制與興廢兼論文字的正俗問題」（『成大中文學報』13、2005、
95～ 120頁）を參照。

― 283―



（103）「惟心觀一卷」（S212）の基礎的研究（1）（程）

1-3b、「云何大乘入道、小乘入道」を問いとする問答（約 10行）
2、「人身配天地五行」を中心とする内容（約 19行）
3、各種經典の引用文（經證）（約 21行）

3-1、『心王經』（約 6行）
3-2、『佛性海藏經』（約 6行）
3-3、『文殊波若經』（約 8行）13

3-4、『受記經』（約 2行）
4、「惟心觀　一卷」という尾題

　これからは、上記の「惟心觀」（S212）の内容構成に基づいて概觀しながら
考察を試みることにしたい。

三、「惟心觀」問答體部分の檢證
1、1-1a の問答
　S212に現存する「惟心觀」の第 1部分は、6問からなる問答體のもので、最
も禪籍の特徴を帯びている。殘念ながら、S212が首缺であるため、第 1問に相
當する 1-1aの問いが失われてしまい不明である。ただ、その殘存している内容
からその問いを推測できよう。

一切万法、實不可見。雖可見、正以不□□、假□名為見。何以故、不可見故。
一切万法无形故、不可見相、故不可見。一切万法、皆是心作、心躰无相、
故不可見。假令諸仏、一切菩薩、亦不能見、名為見法。憎愛得失、往来分別、
皆是无明癡或相、一心作故。14

　この一文には、「不可見」というキーワードが頻繁に用いられたことは明ら
かである。また波線を付した 2箇所からすれば、この問答の意圖するところも

13 全 8行のうち、最初の 2行は梁 ･曼陀羅仙譯『文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經』（T8
所收、以下、『文殊説般若經』）に基づく引用であるが、3～ 8行目の内容は『文殊説
般若經』に存しない偈頌である。

14 S212に殘存する 1-1a問答の 18～ 22行目の内容である。1～ 17行目の内容は下部が
失われるため、内容が比較的完全で、檢討可能な部分のみを取り上げた。なお、録文
に際して、缺損文字を□で表し、殘存部分から文字が推定可能な場合、で表した。筆
者が推定した缺損文字は、［ ］で圍んだ。明らかに誤寫と思われる字の後ろには（ ）
で訂正した。また、寫本に忠實であるべき見地から、新字、舊字、異體字などについ
ては、敢えて統一を圖らず、可能な限りそのままにした。
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自ずと浮かび上がろう。すなわち、一切萬法は皆な心の所作に過ぎず、心の本
體は無相（姿形を有しないこと）であるため、見ることができず、從って一切
萬法もまた見ることができない、というのである。さらに、この 1-1aに後續す
る 1-1bが「法可解不」を、1-1cが「法可識不」をそれぞれ問いとしているこ
とと合わせて考えれば、失われた 1-1aの問いが元來「法可見不」であった可能
性はかなり高いと思われる。そうすると、首缺の 1-1a、1-1b、1-1cの 3つの問
答はやはり「法」を遶る一連のものとみるべきであろう。

2、1-1b の問答
　1-1cの部分は後述するが、ここでは、比較的短い 1-1bの問答を見てみよう。

問曰、法可解不。
答曰、法不可解、名為解。法无形相、不可以形相解。法无處所、不可以處
所解。法无善悪、不可［以］善悪解。若能知法无名无相、无知无解、名為
解法聞

衍字ｶ

。
　これに依れば、「法は解すべきか」という問いに對し、「法の解すべからざる
を名付けて解と爲す」とする一句を皮切りに、同じパターンで無形相、無處所、
無善惡の 3項目を順次に取り上げたのち、「若し能く法の無名無相、無知無解
なるを知らば、名付けて解法と爲す」と締め括ったものである。
　ところで、最初期の禪宗語録として知られる『二入四行論』の雜録第一と呼
ばれる部分には、次の一節がある。
〔四四〕理法を知る
問、云何知法。答、法名無覺無知。心若無覺無知、此人知法。法名不識不見。
心若不識不見、名為見法。不知一切法、名為知法。不得一切法、名為得法。
不見一切法、名為見法。不分別一切法、名為分別法。15（176頁）

　一瞥すればわかるように、『二入四行論』〔四四〕は、その論述方式が先に引
いた「惟心觀」の内容とかなり類似しているのみならず、しかも「知法」、「識
（法）」、「見法」といったキーワードがそのテーマとされている。「知解」とい
う言葉があるように、「知」と「解」は意味的に極めて近いことから、「知法」
を假に「解法」と置き換えて考えるならば、「惟心觀」冒頭にある 1-1a、b、c

15 『二入四行論』の本文については、すべて柳田聖山『達摩の語録〔二入四行論〕』（〈禪
の語録〉1、筑摩書房、1969→ 2016）によるものとし、以下その頁數のみを記す。

― 281―



（105）「惟心觀一卷」（S212）の基礎的研究（1）（程）

の 3組の問答は、『二入四行論』〔四四〕と同じ思想的地平を有するものである
と容易に推察されよう。
　このほか、同じく『二入四行論』雜録第一の
〔四八〕さまざまな妄執
問、何名一切法非有非無。答、心體無體、是法體。（中略）不了自心現境界、
名為波浪心。（188～ 189頁）
〔四九〕自分の心が現じ出したもの
問、云何自心現。答、見一切法有、有自不有、自心計作有。見一切法無、
無自不無、自心計作無。乃至一切法、亦復如是、並自心計作有、計作無。
貪似何物作貪解。此皆自心起見故、自心計無處所、是名妄想。（後略）（197頁）

などの内容も、「惟心觀」の 1-1a問答において強調されている「一切萬法、皆
是心作、心體無相、故不可見」の考え方に大いに通底するものと認められよう。
特に注目に値する點は 2つある。まず、『二入四行論』〔四八〕にみえる「自心
現境界」の表現は、初期禪宗に深く關わっていた『四卷楞伽』にしか見られな
い特徴的なもの 16である。また、ここに取り擧げた『二入四行論』の内容はい
ずれも雜録第一とされる部分に含まれるもので、この雜録第一が達摩の語録と
されてきたこと 17である。

3、1-1c の問答
　次に「惟心觀」の 1-1c問答に焦點を絞りその内容をみてみよう。この部分に
おいて筆者が最初に注目したのは、次の一節である。
（前略）一切万法、无不𡨜滅。一切諸法、如水中月、不水中住時、人亦謂水中。
心亦如是。似鏡中覩其面像、像實不入在鏡中住、鏡亦不来在面中住。面鏡
各自本處、不相往来、入在心中住。各於本處不動、无有往来相。心迷或（惑）

16 柳田聖山『初期の禪史Ⅰ』〈禪の語録〉2（筑摩書房、1971→ 2016、197頁）。柳幹康 「『楞
伽經』と『二入四行論』─「楞伽宗」の思想とそこに占める『楞伽經』の位置」（『イ
ンド哲學佛教學研究』18、2011、77頁）。

17 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）→『禪文獻
の研究　上』（〈柳田聖山集〉2、法藏館、2001）、椎名宏雄「天順本『菩提達摩四行論』」
（『駒澤大學佛教學部研究紀要』54、1996、191頁）→筆者譯「天順本『菩提達摩四行論』」
（『中國禪學』2、北京 ･中華書局、2003、15頁）（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〉（北京 ･中國大百科全書出版社、2003）。

― 280―



（106） 「惟心觀一卷」（S212）の基礎的研究（1）（程）

時、謂有来去。一切諸法、非内非外、不在中間、東西南北、四維上下、求
不可見、亦不可得 ｡當起愛時、即是心愛。心性不動、亦无所依。𣸪无處所、
无形无相、名解脱相。圓滿不動、空如如相。若覺心空、名入空門、更无思
相門、心性起无作門。知心无㝵、本非繋縛、名解脱門。心家（𡧘）滅、名
涅槃門。心无變異、名真如門。空無足礼、名禪定門。此一心法、随義立名、
无住无本 18。若能知心躰性空家（𡧘）、是名菩薩入智恵海。譬如水動、不見
面像。心亦如是、攀縁不住、不知法空。若心停住少時、方始得知、一切諸
法皆悉空𡧘。亦如濁水、由風動轉。停住少時、其水即清。心亦如是、境風
所動、紛紜不住。若覺心空、信无外境、即是𡨜静、入涅槃界。（後略）

　まず、注目すべきことは、上記引用文の下線部の内容が北宗の燈史である『楞
伽師資記』道信章にある鏡の譬喩 19と酷似していることである。すなわち、『楞
伽師資記』の編者である淨覺が次のようにいう。
（前略）空中生六根、六根亦空寂。所對六塵境、了知是夢幻。如眼見物時、
眼中無有物。如鏡照面像、了了極分明。空中現形影、鏡中無一物。當知人
面不來入鏡中、鏡亦不往入人面。如此委曲、知鏡之與面、從本已來、不出
不入、不來不去、即是如來之義。如此細分判、眼中與鏡中、本本常空寂、
鏡照眼照同、是故將爲比。（後略）20

　一瞥するだけでもわかるように、「惟心觀」と『楞伽師資記』にそれぞれ言
及された鏡の譬喩は明らかに同一のソースを持つものである。「惟心觀」の成
立時期を決める決定的根據を缺く中、先ほど確認された『二入四行論』との思
想的類似と同様に、道信禪の思想の一部として用いられた鏡の譬喩との類似が
確認できたことは、見落とすことのできない重要な目安となるのであろう。
　周知のように、現存最古の『二入四行論』の敦煌寫本は、『永徽二年（651）

18 『維摩經』卷 1、觀衆生品に、「 答曰、無住則無本。文殊師利、從無住本、立一切法。」
（T14-547c21）とあるのが參考となろう。

19 柳幹康氏が「『楞伽師資記』に見える禪問答の萌芽について─指事問義と鏡の譬喩─」
（『インド哲學佛教學研究』15、2008）と題した論文を發表し、『楞伽師資記』における
鏡の譬喩に焦點を絞り込み、同書言及の初期禪宗にみられる指事問義の指導法と絡ま
せながら、思想的解明を試みられた。また、同氏「禪者の心に世界はどう映るのか─
初期禪宗における鏡の譬喩」（『東アジア佛教研究』9、2011、15～ 36頁）においても、
これについて言及された。

20 『楞伽師資記』の本文については、すべて柳田聖山前掲『初期の禪史Ⅰ』（225～ 226頁）
によるものとし、以下、柳田本と稱し、その頁數のみを記す。
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東宮諸府職員令』という公文書の紙背を二次利用し、遲くとも 7世紀末頃に書
寫されたものと推定されている 21。一方、淨覺の『楞伽師資記』の成立時期は、
713～ 716（柳田聖山説）22と考えられてきた。これらの 2種の敦煌禪宗文獻の
成立時期を目安に「惟心觀」の成立時期もある程度絞り込まれるはずである。
つまり、「惟心觀」の成立時期は大まかに 7世紀末頃から 20年前後の間と見る
ことができよう。これもまた、「惟心觀」を含む S212が 689年以降に書寫され
たという筆者の推論に一致している。
　そして、上記の「惟心觀」の引用文においてゴシック體で表示したように、
1-1cでは 1「入空門」、2「無思相門」23、3「無作門」、4「解脱門」、5「涅槃門」、6「眞

21 土肥義和「永徽二年東宮諸府職員令の復元─大英圖書館藏同職員令斷片（S
一一四四六）の發見に際して─」（『國學院雜誌』83-2、1982、1～ 29頁）。

22 柳田前掲書『初期の禪史Ⅰ』、29～ 30頁。柳田説に對して、伊吹敦氏が「東山法門の人々
の傳記について（中）」と題した論文において、新たに 723年頃説を提起された。（『東
洋學論叢』25、2010、44～ 45頁）。

23 「無思相門」「心性起無作門」についてはいずれも難解である。ただ 1-1cの問答の後半
には、「菩提」、「波若」、「涅槃」、「佛」、「如來」などといった佛教の專門用語に對する
釋義がなされている。そのうち、「佛」の説明において、
仏者、胡言一切覺法平等道、先自覺空 ･无相 ･无作、亦能覚悟一切衆生。自覺［覺］
他、稱之為仏。覺知五陰本来空𡧘、𡧘然无住、本非生滅、名之為仏。

  というように、まず空 ･無相 ･ 無作を覺ることが強調されていることは明白である。
これを 1-1cの引用文にある「若覺心空、名入空門、更无思相門、心性起无作門。」と
總合して考えれば、おそらく「無思相門」にある「思」が衍字で、これを「無相門」
と修正すべきであろう。同様の理由で、「心性起無作門」についても、「心性起、無作門」
と理解しておいた。なお、「空 ･無相 ･無作」については、多くの經典において取り上
げられている。たとえば、『大般涅槃經』卷 28、光明遍照高貴德王菩薩品に、「復以何義、
名繫念思惟。所謂三三昧、空三昧、無相三昧、無作三昧。空者、於二十五有不見一實。
無作者、於二十五有不作願求。無相者、無有十相。所謂色相、聲相、香相、味相、觸相、
生相、住相、滅相、男相、女相。修習如是三三昧者、是名菩薩繫念思惟。」（T10-511a24
～ b4）とあり、この三者を空 ･無相 ･無願の「三三昧」と捉える。また、『金剛三昧經』
にも、「佛言、三三昧者、所謂空三昧、無相三昧、無作三昧、如是三昧。」（T8-372a19）
とあり、同様に取り扱っている。『維摩經』卷 1、菩薩品に、「教化衆生、而起於空。不
捨有爲法、而起無相。示現受生、而起無作。」（T14-543c16～ 17）とあり、同じく『維
摩經』卷 3、菩薩行品に、「何謂菩薩不住無爲。謂修學空、不以空爲證。修學無相、無作、
不以無相、無作爲證。（下略）」（T14-554c3～ 5）とあるのも參考となろう。特に北宗
禪の燈史として知られる淨覺の『楞伽師資記』道信章に、「見色知是不受。不受色、色
即是空、空即無相、無相即無作、此是解脱門。」（柳田本、226頁）とあるのも大いに
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如門」、7「禪定門」といった獨特の概念が示されている。管見による限り、初
期禪宗文獻では『天竹國菩提達摩禪師論』（以下、『達摩禪師論』）、『南天竹國
菩提達摩禪師觀門』（以下、『觀門』）の 2種 24にも類似するものが檢出可能である。
この 3種の禪籍の該當箇所を項目別に表記すれば、以下の通りである。なお項
目名の前に附された數字は、それぞれの文獻における該當項目の順番を表して
いる。

觀門 惟心觀 達摩禪師論 25

1住心門
住心門者、謂心散動、攀縁
不住。專攝念住、更無起動。
故名住心門。
2空心門
空心門者、謂看心轉逐、覺
心空寂。無去無來、無有住處。
無所依心。故云空心門。

1入空門
若覺心空、名入空門。

13悟心門
言悟心門者、由久看心不起動、
即自心體、即與道合。心虚空寂、
無㝵為道。故言悟心門。

注目に値する。柳田氏によれば、一般に空 ･無相 ･無願を三解脱門と呼ぶのが普通で、
玄奘譯もチベット語譯も同じであるのに對して、『楞伽師資記』で特に空 ･無相 ･無作
といっているのは、羅什譯によったことがわかるという。（柳田前掲書『初期の禪史Ⅰ』、
240頁）また、北宗禪の『大乘五方便北宗』にも「爲諸菩薩以愛見心、莊嚴佛土、成就
衆生。於空、無相、無作法中而自調伏。（中略）爲（菩薩）不以愛見心、莊嚴佛土、成
就衆生。於空、無相、無作法中以自調伏而不疲惓。」（黄青萍氏『敦煌北宗文本的價値
及其禪法─禪籍的歴史性與文本性』「附録六　『大乘五方便北宗』」、國立臺灣師範大學
國文學系博士論文、2007、433-464頁）とある。

24 『達摩禪師論』と『觀門』の 2種については、拙著『敦煌禪宗文獻分類目録』（大東出
版社、2014、以下、『分類目録』）の該當項目を、『分類目録』刊行後の研究成果として
拙稿「新出の『天竹國菩提達摩禪師論』の諸本について」（『東アジア佛教學術論集─
韓 ･中 ･日 國際佛教學術大會論文集』7、2019、127～ 153頁）を、それぞれ參照され
たい。

25 『達摩禪師論』のテキストについては、前掲拙稿「新出の『天竹國菩提達摩禪師論』の
諸本について」所收の録文を使用する。出典を明示していない内容はすべてペリオ本（P
本）によるものとし、P本以外の諸本（スタイン本〈S本〉、北京本、ドイツ本①、ド
イツ本②の 4種）を用いた場合、その都度、引用文の末尾に明記するものとする。
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3心無相門
心無相門、謂心澄淨、無有
相貌。非青非黃、非赤非白、
非長非短、非大非小、非方
非圓、湛然不動。故名無相門。

2無思相門
心性不動、亦无所依。𣸪

无處所、无形无相、名解
脱相。圓滿不動、空如如
相。若覺心空、名入空門、
更无思相門。

4覺心門
言覺心門者、由常看守心故、
即覺自心體性真如、无色无刑、
非常非斷、非内非外、亦非中間、
離諸色相、不出不沒、不來不去、
不生不滅、非垢非淨、亦非方
圓大小長短、離有離無、畢竟
空寂。此是自家真如本性清淨
心、不可得以言説分別顯示。

4心解脱門
心解脱門者、知心無繫無縛、
一切煩惱不來上心。故名心
解脱門。

4解脱門
知心无㝵、本非繋縛、名
解脱門。

15禪定解脱心門
言亦名禪定解脱心者、觀心自
在、不被生死繫縛、解脱无㝵故。
（北京本）

5禪定門
禪定門者、西域梵音、唐言
淨慮。覺心寂靜。行時住時
坐時臥時、皆悉寂靜、無有
散亂。故名禪定。

7禪定門 26

空無𠯣礼、名禪定門。
12定心門
言定心門者、由常看守心故、
於五欲境界、不為乱惑。由看
心中、不令乱故。『維摩經』、
念定惣物。故言定心門。

6眞如門
眞如門者、覺心無心、等同
虚空。遍周法界、平等不二、
無千無變。故名眞如門。

6眞如門
心无變異、名真如門。

8了心門
言了心門者、由常看守心、了
自己心无障㝵、虚通迅速、如
體常住不動、畢竟寂滅、即涅
槃相。故云了心門。

7智慧門
智慧門者、識了一切、名之
爲智。契達空源、名之爲慧。
故言智慧門。亦名究竟道。
亦名大乘無相禪觀門。

5涅槃門
心家（𡧘）滅、名涅槃門。
（中略）若能知心躰性空
家（𡧘）、是名菩薩入智
恵海。（中略）若覺心空、
信无外境、即是𡨜静、入
涅槃界。

9達心門
言達心門者、由常看守心故、
漸達自心本性清淨、不為一切
煩惱之垢之所染汙、猶如虚空。
故云達心門。

　上表の内容比較で明らかとなったのは、「惟心觀」で言及された 7項目の「～
門」が『觀門』に登場する 7種觀門のうちの 6項目に對應可能ということであ
る。そうすると、從來密接な相關關係が指摘されてきた『觀門』と『達摩禪師論』

26 「惟心觀」に、「空無𠯣礼、名禪定門。」とあるが、「空無𠯣礼」が難解である。小論で
は「惟心觀」と『觀門』との關連性を考慮に入れ、兩者が言及した「禪定門」を類似
性のあるものと推定しておいた。
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に新出の「惟心觀」が加わり、この三者が極めて近い思想的背景を有するもの
であるという視點が重要となってくる。

4、1-2「何名菩薩畢竟淨智」問答
　さて、「惟心觀」では 1-1a、b、cの 3組の問答が交わされてから、「何名菩薩
畢竟淨智」という問い（以下、「菩薩畢竟淨智」問答）を境に、新たな問答 1-2

が展開した。筆者はその録文に際し、敦煌遺書の一部を精査したところ、ペリ
オ本の P309527にも「菩薩畢竟淨智」問答に相當する内容が含まれていることを
突き止めた。すなわち、P3095は「惟心觀」全體の異本ではないものの、現在、「惟
心觀」内容の一部である「菩薩畢竟淨智」問答に該當する唯一の異本と認めら
れる點において極めて貴重な資料であるといえる。
　ここでは、兩者の關連内容を表記しておこう。

「菩薩畢竟淨智」問答（S212） 「菩薩畢竟淨智」問答（P3095）
問曰、何名菩薩畢竟諍（浄）智。
答曰、眼所見處、是名菩薩畢竟淨智。本来
无造、自躰浄（清）浄、即是菩薩畢竟淨智。
若見一切諸法是有、名凡夫智。若見一切諸
法是无、名聲聞智。不見一切諸法有无、名
菩薩智。又亦（以）定譬如有人、善解賊
智 28、是名賊智。解善法智、名善法智。解
空法智、是空法［智］。解无相智、是无相智。
解菩薩法智、是菩薩法智。解道法智、是名
道法智。随心解處、得名為智。

問曰、［何］名菩薩畢竟浄智。
本来

无造、自躰清浄、即是菩薩畢竟浄智。
答見〃一切法諸法是有、名凡夫智。若見一
切諸法是无、名聲聞智。不見一切諸法有无、
是菩薩智。久𡖋不定。譬如有人、善解賊智、
是名賊智。解善法智、名善法智。解空法智、
是空智〃。解无相智、是无相［智］。解菩
薩法智、菩薩法智是菩薩法智。解道法智、
名道法。随心解處、随脩行處、得名為智。

27 P3095については、敦煌研究院編『敦煌遺書總目索引新編』（北京、中華書局、2000、
267頁）では「經疏略抄（設爲問答體）」と著録されたものである。また、ペリオ本敦
煌遺書の目録であるMichel Soymie: Catalogue des Manuscrits chinois de Touen-houang, 
Vol.Ⅲ , Nos 3001~3500, Bibliotheque Nationale, Paris, 1983, p.77によって、P3095は縱 28
×横 198.9cmの寫本であることが知られている。筆者は IDPで公開されているそのカ
ラー寫眞に基づいて確認したところ、P3095のおもて面に複數の問答が連寫されており、
そのうちの 1つが「菩薩畢竟淨智」問答である。P3095寫本自體は首尾ともに缺くも
のであるが、幸いなことに「菩薩畢竟淨智」問答部分の内容は奇跡的にほぼ無傷である。
「菩薩畢竟淨智」問答は當然ながら、このほか連寫されている内容にも、「大乗一異安
心法」、「大乘法門」、「唯識心觀法」などといった項目らしきキーワードがあり、いず
れも P3095（おもて面の内容）が禪宗文獻であることを示唆しているものである。
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聲［聞］之人、斷却［五］欲。眼不用見好
美色、耳不用聽好音聲、𦤓不用［嗅］好香
氣、舌不用嘗好美味、身不用貪好妙𧢻。
聲聞之人、妄起畏心。本无塵境、何須除断。
是故不得畢竟浄智。
菩薩眼見女色之時、智照［不］染、本性清
浄。耳聞音聲、如空谷嚮、必（畢）竟无實。
𦤓嗅香時、一切香臰、躰性空𡨜。舌受味時、
一切諸味、性是𡨜滅。身對欲時、觀自心性、
畢境（竟）本无。
菩薩之人、於五欲中、无心取捨。无聴而聴、
无覺所覺。心无去来、如火焼草、无心焼而
焼。亦如明鏡、无心照而照。亦如虚空、无
心受万物、无心捨万物。
菩薩亦如是、觀五陰空、為欲成就一切衆生、
雖然常受、了知衆生、如幻如化。一切諸法、
亦𣸪如是。

聲聞之人、断却五欲。眼不用見好 色、
耳不用聽好音聲、鼻不用嗅好香氣、舌不
用嘗好 味、身不用貪好妙觸。
聲聞之人、妄起畏心。本无塵境、何須除断。
是故不得名畢竟淨智。
菩薩眼見女□之時、智照不染、本性清淨。
耳聞音聲、如空谷嚮、畢竟无實。鼻臰香時、
一切香臰、躰性空𡨜。舌受味時、一切諸味、
性是𡨜滅。身對欲時、觀自心性、畢竟本无。

菩薩之人、於五欲中、无心取捨。无聽而
［聽、无］覺所覺。心无去来、如火燒草、
无心燒而燒。𡖋如明鏡、［无心照］而照。
𡖋如虚空、无心受一切万物、无心捨万物。
菩薩如是觀五欲空、□□成就一切衆生。
雖然常受、了知衆生、［如幻］如化。一
切諸法、𡖋復如是。

　まず、上記内容の對比からすると、「惟心觀」の 1-2「菩薩畢竟淨智」の問答
に限るならば、P3095に含まれる「菩薩畢竟淨智」問答がその異本として認め
られ、全體内容の一部に過ぎないとはいえ、P3095の出現によって兩者による
テキストの校合が可能となるのである。
　次に、上表でわかるように、「菩薩畢竟淨智」の問答においては、聲聞に對
して菩薩の優位性が頻りに強調されている。聲聞は、五欲を斷とうとするが、
妄
みだり

に畏れの心を起こして、元より塵境はなく、取り除く必要もない事を知らな
いのだから、畢竟淨智を得ることはできないと主張している。これに對して、
一切諸法の有無を見ない（分別しない）ことを菩薩智とした上、菩薩は自ら心
性の本無なることを觀じつつ、五欲において取捨することなく無心に用

はたら

くとい
うのである。

28 隋 ･闍那崛多譯『大法炬陀羅尼經』卷 19、信解品に、「譬如有人從生作賊、有大膽勇
及賊智方便。雖復處在百千人中、都無危懼。何以故、以久成就賊智慧故。」（T21-745a18~20）
とある。
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5、1-3a、bの 2組の問答
　それでは、1-3a、bの 2組の問答について考えてみよう。
　まず 1-3aにおいては、「何名入道」という問いを起こし、これに對して、「道
無出入」を認めつつも、衆生の根機に合わせるため、出入の有ることを説くと
する。
　今度は 1-3aの問答内容を踏まえて、さらに掘り下げて、「大乘入道」、「小乘
入道」について問答（1-3b）を展開していく。

𣸪問、云何大乗入道、小乗入道。
答曰、大乗入道者、解真如實相、不生不滅。一解之後、更无退轉。始終常一、
若（苦）樂无變。長生不欣、朝死不滅。觀生若倚（寄）、覩死如歸 29。諸愡所逼、
性若虚空。我所之心、畢竟不起。身不傾動、猶如大地。得達此心、名為菩
薩摩訶薩行。熾然精進、无有懈怠。種種施為、教化衆生、无疲極相 30、是名
大乗菩薩入道。
小乗入道者、脩空断結、不化衆生、是懈怠人、故名小乗聲聞入道。
菩薩大士、觀婬怒疲（癡）、躰性空𡨜。無婬怒癡、如何不断。觀涅槃躰而
不可著 31。縛解斊觀、𡨜然一相、正是大士至極遺道。

　すなわち、1-3bにおいては、衆生の機根に合わせて入道を大乘入道と小乘入
道の 2種に分け、それぞれ説いた。結局、小乘入道の者は空を修して煩惱を斷
つことに勤しむが、衆生を教化しようとしない「懈怠人」として退けられる。
これに對して大乘入道の者は、不生不滅なる眞如の實相を體得してから、苦樂
や生死などが不二であることに徹しつつ、種種の方便を起こし、衆生濟度に勵
むものと位置づけられる。このように、小乘入道を「自利」のみの「懈怠人」
と嚴しく糾彈し、大乘入道を「自利」のみならず「利他」も兼ね備えるものと

29 『淮南子』卷 7、「精神訓」に、「我受命于天、竭力而勞萬民。生寄也、死歸也（生
せい

は寄
なり、死

し

は歸なり）。何足以滑和。」（楠山春樹『淮南子』上、新釋漢文大系 54、明治
書院、1979、340頁）とある禹の言葉を敷衍した表現と思われる。

30 『維摩經』卷 3、菩薩行品に、「何謂不盡有爲。謂不離大慈、不捨大悲。深發一切智心、
而不忽忘。教化衆生、終不厭倦。於四攝法、常念順行。護持正法、不惜軀命、種諸善根、
無有疲厭。（下略）」（T14-554b7～ 10）とある。

31 恐らく『注維摩經』に、「若須菩提、不斷婬怒癡、亦不與俱。什曰、得其眞性則有而無。
有而無、則無所斷、亦無所有。故能不斷而不俱也。肇曰、斷婬怒癡、聲聞也。婬怒癡俱、
凡夫也。大士觀婬怒癡、即是涅槃、故不斷不俱。若能如是者、乃可取食也。」（T38-350a16
～ 21）とあるのを敷衍したものであろう。
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讃えた「惟心觀」の主張は、依然として從來大乘佛教に關する傳統的解釋に基
づくものである。
　1-3bでは大乘入道と小乘入道の 2種に分けて説くという手法は、管見の限
り、東山法門の思想綱要書と位置づけられている北京本『達摩禪師論』にもみ
られている。すなわち、北京本『達摩禪師論』はまず凡そ 15種にも及ぶ禪の
觀門を 1つずつ項目を立てて説明した上、「禪有大小以不」という問いを起こし、
これに對して、禪の觀門を大乘觀門と小乘觀門とに分けて答えた内容 32がある。
すなわち、北京本『達摩禪師論』に、
問曰、禪有大小以不。
答曰、禪觀門有數種。一、大乘觀、二、小乘觀門。
小乘聲聞觀法、即數息。安那般那、即有次第。第一禪、第二禪、第三禪、
第四禪、即有所求、即有所見、即有所得。得生人天、得生非想非非想天、
受快樂。報盡還墮三塗。即聲聞觀法。
若依大乘觀法、无求无欲、无言无説、寂然无相。不生不滅、不來不去、无
漏无為、湛然常住。若依菩薩五門觀法、行時定、住時定、坐時定、臥時定、
偃息時定、著衣時定、喫食時定、語𠺑時定。一切時中、无有聞念。
若依小乘觀法、身心俱動、即有出定、即有入定。
若依菩薩觀法、无有出入、湛然一相、无有變異、身雖動作、心常不動。（以
下、『維摩經』『心王經』『維摩經』の順番で計 3箇所の經證があるが、省略。）

とある。こうして小乘と大乘の 2種にわけた上、小乘の主張を貶斥しつつ、大
乘のすぐれたところを際立たせる手法は、まったく同一のものであるといえ
る 33。
　かつて、柳田聖山氏がすでに初期禪宗における「大乘」という言葉に注目し、

32 前掲拙論「新出の『天竹國菩提達摩禪師論』の諸本について」、141～ 143頁。
33 ただ一方では、兩者にみられる思想的變化は大いに注目すべきである。すなわち、北
京本『達摩禪師論』で言及された「小乘觀法」は、まだ禪定の境地から出入りするも
のであるのに對して、「大乘觀法」は行住坐臥、一切時中において禪定から離れること
なく、體は自由自在に動き回りつつも、心は常に禪定の境地に落ち着いている、とい
うものである。こうした「大乘觀法」の主張は、「夫身心方寸、擧足下足、常在道場。
施爲擧動、皆是菩提。」（『楞伽師資記』道信章、柳田本、186頁）という東山法門の禪
思想と同工異曲の妙を爲すもので、傳統的解釋の域から逸脱していない「惟心觀」の「大
小乘觀」よりは明らかに思想的深化がみられるのである。
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その重要性と特異性を論じられた 34。六朝末から隋唐にかけて次々と成立した大
乘諸宗に仲間入りしようとする新興の禪が自ら大乘と名乘ったことは容易に推
察される。「惟心觀」の「大小乘入道」の問答も、『達摩禪師論』の「大小乘觀門」
の問答も、兩者にみられる手法の類似性はさることながら、達摩系の禪者たち
が特に自派の禪法を特色づけるために用いた手立てであると考えられる。

（續く）

附記：
　本稿は、「海外の研究者との連携による中國・日本における禪思想の形成と
受容に關する研究」（令和元年度、國内共同研究〈代表者：東洋大學 ･伊吹敦〉）
の研究成果の一部である。

〈キーワード〉惟心觀一卷、達摩論、敦煌禪宗文獻、S212、P3095

34 柳田聖山「傳法寶紀とその作者─ペリオ 3559號文書をめぐる北宗禪研究資料の札記、
その一─」（『禪學研究』53、1963）→『禪佛教の研究』〈柳田聖山集〉1（法藏館、
1999、205~206頁）。
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