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　「短小輕薄」、これが讀後の第一印象であった。「短小」は本來この「禪
の語錄」シリーズの最終卷の『語錄の歷史（總説）』に收錄豫定であった
柳田聖山「語錄の歷史――禪文獻の成立史的研究」という雄篇に對して、
「輕薄」はこれも本來收錄豫定であった入矢義高「語錄の言葉と文體」と
いう佳篇に對して。いったい、この出版社はなぜこれら雄篇佳作を採用
せず、入門概説に終始した短小輕薄の『「禪の語錄」導讀』をもって代え、
「シリーズ完結」としたのか、まことに不可解である。
　『柳田聖山集』第二卷『禪文獻の研究 下』（法藏館、2001）に再錄された
「語錄の歷史――禪文獻の成立史的研究」の冒頭「凡例」には異例の自敍
があり、そこにはその間の經緯をつぎのように記している。

　筑摩書房が企劃する「 の語錄」二十卷は、先に同社が完成した「講
座 」八卷のために、テキストを提供するのが動機だった。入矢義
高先生のおすすめで、主として私が選擇に當たる。「 の語錄」［第］
二十卷を、語錄の歷史とするのは、當初からの計劃であり、こちら
は主に入矢先生の擔當である。中國の書物として、 の語錄が登場
してくる歷史的意味を考えることは、從來誰も手をつけない斬新な
仕事の一つ。構想は早急にまとまらず、入矢先生の原稿は出來なかっ
たが、私には斷えず氣がかりであった。
　「語錄の歷史」一篇は、そんなはばひろい譯注の準備と、一方では
專門家の「 學叢書」のために私かに集めた素材をふまえて、最後
は見切り發車となる 稿だった。當初は入矢先生の修正を得て、あ
らためてコンパクトなものを、筑摩書房に出すつもりが、いずれも

想に終わってしまう。事の次第は脱稿のあと、私自身の關心がひ
ろがって、問題が續出するのによる。……
　「 の語錄」二十卷は、最終卷の「語錄の歷史」を含み、今なお缺
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處となっているが、別に同社の「世界古典文學全集」のために、西
谷啓治先生とともに、 家語錄二册を引き受け、新たに「 籍解題」
一篇を私は書く。……
　言うならば「 籍解題」と「 學叢書」によって、 創期の 佛教
のすべてを、兩の手におさめることができる。

　「語錄の歷史――禪文獻の成立史的研究」は『東方學報（京都）』第 57

册（1985）に發表された。いつになく分厚い巨册の大半をこの一篇が占め
る雄篇で、わたしはその草稿を讀ませてもらったが、先生も自信作とし
て昂揚した氣分にあったのを今なお覺えている。先生はこれをもとに入
矢先生の添削を經て「禪の語錄」シリーズの最終卷『語錄の歷史（總説）』
として提出する豫定であったが、この雄篇が採用されなかった理由は仄
聞するに、出版社側では「一度發表した原稿は用いない」ということであっ
た由である。
　一方、入矢先生は『語錄の歷史（總説）』の共著者として「語錄の言葉
と文體」を用意されたが、その卷が出版されなくなったことを知って、『禪
學研究』第 68號（1990）に發表され、のち『空花集』（思文閣出版，1992）
に收錄された。
　いづれも五十年の研究に裏打ちされた重厚な論文だと思うが、收錄に
至らなかった本當の事情はわたしには不明である。『語錄の歷史（總説）』
に代わる今回の『「禪の語錄」導讀』は著者が以前に發表した小品數篇を
燒きなおして綴り合わせた一册であるから、「禪の語錄」シリーズに入れ
る資格があるのか、以上の經緯から見て、わたしにはまったく不可解で
ならない。
　當の出版社は「禪の語錄」二十卷の缺卷（『神會語錄』、『洞山錄』、『語錄
の歷史（總説）』3册）を禪文化研究所刊行の『馬祖の語錄』（1册、1984）、
『玄沙廣錄』（上中下 3册、1987、1988、1999）とこの『「禪の語錄」導讀』で
埋めて「シリーズ完結」としたのであるが、わたしは『馬祖の語錄』を
そのまま入れるのを知って極力反對したけれども、禪文化研究所がすで
に版權を賣却したあとだったので、やむなく西口芳男氏と急遽「訂誤表」
一枚（という制約であった）を作成して附してもらうことにした。『馬祖の
語錄』は 80年代初期に禪文化研究所研究會で會讀した成果で、現在の研
究水準から見て、譯文も注釋も到底そのまま再刊するに堪える内容では
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なくなっていたからである。「禪の語錄」シリーズ（1969～ 1981）も今か
ら半世紀前、主として1960年代の研究水準にもとづく内容である。その後、
禪テクスト研究の環境に大きな變化があった。すなわち 20世紀末から始
まった禪籍を含む佛教文獻のデーターベースの利用、漢語史研究の發展、
禪宗史研究の進展によって得られたパースペクティヴ等である。これら
に依據することによって禪のテクストが著實に理解できるようになった
のは大きな變化であり、「禪の語錄」シリーズを含むそれ以前の成果は大
幅に見直しを迫られることとなった。『導讀』の著者もそのことを承知し
ていながら、半世紀前の出版を手放しで賞讚している（本書 257頁）のを
見ると啞然とするしかない。
　「導讀」という語は書物讀解への導入、ある書物入門の手引きという意
味であるが、通常これを書名に入れると、對象の書物の原文を讀解する
ための知識（版本、校勘等の書誌、研究史や相關分野の情況等）を授けるとと
もに、實際に本文讀解の規範を示すものである。たとえば中國の巴蜀書
社が前世紀 80年代末に「中華文化要籍導讀叢書」51種というシリーズを
出版したが、わたしはそのうちの胡道靜・金良年『夢溪筆談導讀』、繆啓
愉『齊民要術導讀』二册を重寶した。宋代の博物學と北齊時代の農業技
術書で、素人ではとても齒が立たないが、いづれもその道五十年の大家
が該博な入門知識を詳述したうえで、選擇した原文の讀みかたを、精密
な注釋を施し、時には圖解を加え、關聯の資料を引用しつつ、疑問をの
こさぬ周到さで懇切に讀解の手引きをしてくれている。これがほんもの
の「導讀」である。當時のことであるからこのシリーズに禪宗語錄は『六
祖壇經』（郭朋導讀）しか入っていないが、現在ならば『祖堂集』や『景
德傳燈錄』等の禪の語錄もあるいは導讀が要請されるであろう。ところ
が、本『導讀』は入門者向けの概説に終始して、禪の語錄を實地に讀解
する規範を提示するものではないから、「導讀」という語を使うのは適切
ではなく、ただの「入門」とすべきであった。本書が「禪の語錄」シリー
ズに收めるテクストを引用しながら、もとの譯注に從わない場合が多い
のは、著者じしんそれら半世紀前の成果を信頼していないからであろう。
ひとつ例を擧げてみよう。『趙州錄』第 33則である。

　有官人問：「丹霞燒木佛，院主爲什麼眉鬚墮落？」師云：「官人宅中，
變生作熟，是什麼人？」云：「所使。」師云：「却是他好手。」（本書 26 頁）

－ 192－



（56） 書評 小川隆『「禪の語錄」導讀』（衣川）

　注 6：秋月龍珉『趙州錄』筑摩書房・ の語錄 11、一九七二、頁
五四注にいわく、「○却是他好手＝却は、なかなかどうして、という
感歎詞。次の「他」の用法ははなはだ異例で、疑わしい。衍字と見
たほうが樂であり、あるいはこの句を「他却是好手」と訂正すれば
問題はなくなる。ここでは無理に「他

か

の」と讀んで譯しておいた。
丹霞が木佛を燒いて暖を取ったのも、召使いが生を熟に變じたのも、

「平常心是道」の にかわりはない。それを悟らずに、ただできた料
理ばかり食っておられると、院主のように、貴官も眉毛が抜けますぞ、
の意に解しておく。」この注は「是」の語法に對する根本的な誤解の
ために、ほとんど意味不明の記述になっている。「是」は判斷・認定
を表す動詞で、その目的語の位置に主述句が入ることはまったく自
然であり、「却是他好手」は異例でも疑わしくもない。有名な風幡問
答に見える「不是風動、不是幡動」などと同様の文法構造である（『無
門關』第二十九則）。（本書 268 頁注）

　少見多怪！疑うらくは、秋月注のこういう「語學的」な部分は入矢先
生の「添削」（秋月『趙州錄』はしがき）に據っているらしい。つまりこれ
が前世紀 60年代當時の水準だったのである。「この注は」以下が著者の
批判であるが、これも正確とは言えない。いまわたしが現在の口語研究
のレヴェルから説明するならば、「却是」を主語の前に置いて主語を強く
提示するのは口語文の用法で、「是」を人稱代名詞の主語の前に置いて主
語を強く提示する周知の用法（例えば代表的な「是你～」）と同じであるが、
「却」を加えて意外性、相反性を強調している。「（主人ではなく）却って使
用人のほうこそが」の意。「却是他好手」は「他却是好手」に比べると、「他」
に表出のアクセントがある。つぎの『祖堂集』の例（卷三 慧忠國師章）が
參考になる。

　師曰：「三七是多少？」對曰：「和尚弄弟子！三七二十一。」師曰：「却
是山人弄貧道。三七是十。喚作二十一，豈非弄貧道！」
（師が問う、「三七はいくらかな？」太白山人が答える、「和尚は
弟
わたくし

子を虚
こ け

假にして！三七は二十一です。」師、「山
そ な た

人のほうこそ
貧
わた し

道を馬鹿にしておられる。三七は十だ。これを二十一と言うの
こそ、貧道を虚假にするものに他ならぬ！」）
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本書各章概觀

第一章「禪とは」

　「丹霞燒木佛」を代表的な例として「唐代禪の基本的な思考と情緒」を
描寫する。この話は禪の「偶像破壞」の精神を語るものとして取り上げ
られるが、佛像を禮拜の對象とするのではなく「内なる佛陀」を大切に
したのだ、という一般的な理解は誤りであって、「ものごとを偶像視する
意識がそもそも無い」ことを物語る話なのである。さらに聖なる價値意
識を拂拭して始めて修行は完成するということを「牛頭未だ四祖に見

まみ

え
ざりし時」の話によって確認し、そこから龐居士の偈「神通幷

なら

びに妙用は、
水を運び與

およ

び柴
まき

を搬
はこ

ぶ」に結實する「日常性の即自的肯定」（42頁）とい
う唐代禪の論理をみちびく。
　本章は「禪とはなにか？」と問うて、「聖性の否定」「日常性の即自的肯定」
をもって唐代禪の特徵とし、唐代の「平常無事」から宋代の「無事禪批判」
へ、そこから大悟を要請する「文字禪」、「看話禪」へと展開する本書の
敍述の導入としている。ただしもうひとつ、禪の語錄に頻出する問い「如
何なるか是れ祖師西來意？」（すなわち「禪とはなにか？」）に對する答えが
自己の探究（己事究明）に向かうという一面を補うべきである。「わたし
という人間の本性はなんであるか？いかなる體驗によって本性に目覺め、
いかに生きるのか？」がつまるところ、唐代から現在に至るまで禪の問
題關心なのであるから。むろん著者も知らぬはづはないことではあろう
が。

第二章「傳燈の系譜」

　禪宗の特徴を「傳燈の系譜」、「問答と語錄」、「清規」の三點に見る立
場から、まづ初期禪宗から唐末五代の五家までの展開を、「敢えて舊來の
傳承と古い通説にしたがって紹介してみたい」と言って禪宗的系譜學を
敍べる。したがって、從來の傳燈の系譜學（この一世紀の禪學がここから
の超克をめざしたにもかかわらず）から出るものでないから、當然新味はな
にもなく、むしろこういう章が宗門に必要と忖度して用意した著者の立
場を思わせる。いわゆる「拈華 笑」の話が馬祖禪の「作用即性」にも
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とづく創作たることを言わず、ただ神秘主義的にあつかい、「一本の花を
介した沈黙と 笑のうちに、佛陀の、教えではなく、悟りの心そのもの
――「正法眼藏、涅槃妙心」――が迦葉にそっくり傳えられたという故
事である」（47頁）などと説明するなら、迦葉が世尊の一本の花の提示に
何を見たのか誰もわからない。「達磨無功德」の話についても、「不識！」
という自己探求の主題を言わないで、表面的な功德と聖性の否定とする。
現時點で「舊來の傳承と古い通説」の紹介をすることに意味があるとす
るならば、それは大拙がむかしやったようなまねをして、へたな脚色で
故事を再現して人を煙にまく淺はかなことではなく、これらの公案に參
じた古人の記錄にこそ、學ぶべきものが必ずやあるはづだ。本章が「舊
來の傳承と古い通説」を持ち出すのは、第四章「唐宋禪宗史略」で現在
の研究にもとづく禪宗史と對比させる意圖かとも推測したが、そうでは
なく、ただの「宗門の傳統」的理解に阿諛するだけの用意だったようだ。
神秀の「心偈」の「心如明鏡臺」の「明鏡臺」は明鏡をいう修辭（「臺」、「埃」
押韻）にすぎぬことを知らず、「心は澄みし鏡の臺」（57頁）などと譯して
しまっては、慧能が故意に誤讀して「明鏡亦非臺」と揶揄して揚足取り
をやった、二人の對比が見失われることになる。そういう缺點だけが目
立つ章である。

第三章「問答・公案・看話」

　唐代の德山宣鑑が「今夜不得問話，問話者三十拄杖」と言った話をめぐっ
て、宋代の五祖法演、圜悟克勤、大慧宗杲らのこの話頭を用いた接化の
しかたを通觀し、『無門關』第一則「趙州無字」という典型的參禪の公案
に至る演變を敍す。禪宗は唐代では對話の宗教であり、對話を通じて眞
理を確認し、これによって一段高い境位に到達する活動を特徵としてい
たのが、南宋になると公案化、すなわち疑團、煩悶から奮志爆發の大悟
という蠻勇になってしまったという、豫想どおりの印象なのだが（これは
日本の白隱禪とオーヴァーラップしたせいかも知れない）、より多くの宋代禪僧
の修行の實例とその分析が缺けているために、唐代では明確であった「悟
り」の内容が、宋代では「開悟」の爆發の衝撃だけで、いったい何を悟っ
たのか自身でも言えぬまま、その後「大自在を得た」などというような
一種不可解なものに變化していることの解明がなされていない。研究不
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足はこの章に限らないが、いかにも舌足らずの印象を拭えない。

第四章「唐宋禪宗史略」

　「初期の禪宗」（全 50頁）、「唐代の禪」（全 60頁）、「宋代の禪」（全 27頁）。
　「初期の禪宗」は胡適流の派閥抗爭史の影響が濃厚で、諸派の言説を追
うだけに終始し、背後にあった社會的背景も廣泛な草莽の禪僧たちの修
行生活のありかたも考慮に入っていないから、禪宗政治史（中央政治爲政
者との結託、掲げる系譜の正統爭い）として、六祖・七祖爭いに明け暮れて
いた政治坊主のゴロツキ集團だったかの印象を與える。最終部分は『六
祖壇經』に言及しているが、過去に豐富な研究蓄積を持ちながら、ここ
ではわづか 1頁あまり觸れただけに終わっているのは、これが初期禪と
以後の傳世文獻による古典禪、宋代禪をつなぐ重要部分であるだけに、
失望させられる。
　「唐代の禪」は便宜上「馬祖系の禪」と「石頭系の禪」に分けて特徵を
敍し、唐代禪僧共通の「行脚と問答」の様相、そして唐末の「會昌の破佛、
黃巢の亂」から「五家の成立」に到る流れを敍す。馬祖・石頭兩系の關
係を著者は、「いつごろからか、馬祖禪とは思想を異にする石頭系の禪と
いう意識が生まれ、唐代禪の第二の主流が形成されていった」、「兩者は
しだいに別の二系統と意識されるようになり、やがて禪の黃金時代――
いわゆる「純禪の時代」――の歷史は、あたかも當初からそのようなも
のであったかのごとく、「南嶽―馬祖」系と「青原―石頭」系の二つの主
流の歷史として、回顧され憧憬されるようになるのであった」と、故意
に曖昧な表現を重ねているのも不可解で、後發の青原系の崛起は多くの
研究者がすでに洞山・曹山の時代（九世紀後半）であることを明らかにし
ているのであるから、むしろ馬祖百年後の「ポスト馬祖」（馬祖禪の再檢討
の時代）の課題をいかに克服しようとしたかが研究テーマとして追求闡明
されねばならない。
　「宋代の禪」は「禪の制度化」、「『雪竇頌古』と『碧巖錄』」、「大慧の看話禪」
というトピックをもって宋代の禪の解説としているが、宋代の禪の研究
は實はこれからだということである。唐代の禪だけを讀んでいたのでは、
實は唐代の禪さえも本當にはわからず、宋代の禪と對比してみて始めて
その變化の特徵も限界もわかった、というのがわれわれの經驗であった
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から、宋代の禪も宋代の禪だけを讀んでいたのでは、實はよくわからず、
元明清（と一括してよいか？）を研究して始めてよくわかるのであり、のみ
ならず南宋から日本にもたらされた鎌倉室町期の臨濟禪、道元禪との對
比によって始めてよくわかると豫想されるのである。われわれの前途は
まことに遼遠と言わねばならない。

第五章「二十世紀の中國禪研究」

　この章はいきなり大慧から八百年を飛ばして、二十世紀の胡適と鈴木
大拙、入矢義高と柳田聖山、そしてわれわれの二十一世紀の學術史を素
描するが、著者も同時代人として見聞してきたところであるから、前四
章とは筆致が大きく異なっている。思うに、この章こそ從來語錄がどの
ように讀まれてきたかを實例で示して、研究の現段階を知らせる「導讀」
にもっともふさわしかったのではなかろうか。そうなると都合の惡いこ
とに大拙批判や朝比奈宗源批判に及ぶことになり、著者の好まざるとこ
ろであろうが。

解釋上の疑問
　本書を讀んで、著者の解釋に疑問を抱かせる箇所があり、それを記し
て今後の檢討に供したい。

（1） 第三章「公案・問答・看話」の五祖法演の「鐵酸餡」（77～ 88頁）。
法演が唐代の德山の示衆（今夜不答話）を取りあげて、自分なら「某
甲話也不問，棒也不喫」と答えてやると披瀝したあと、自己の遍歷
を回想し、「こういう調子でいい氣になっていたら、浮山圓鑑禪師の
會下では一言も言えなくなり、のち白雲守端禪師のもとで〈一箇の
鐵酸餡〉を咬み破ったら、無限の味わいを味わい盡くした」と言っ
た一節である（78頁）。ここで德山の示衆を引いたのは、法演が以前
は「今夜は何も言うな」という話に對してさえ、「その趣旨はわかっ
ている。おれは問いもしなけりゃ、棒も喰らわんぞ！」などと平氣
で言っていた段階を示すためである。ところがかれは「古今の因緣
は會

え

し盡くした」と思っていたら、浮山法遠に「すべて計較情量に
すぎなかった」ことを思い知らされた。白雲守端からは「悟入し、
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それを言葉で表現でき、多くの公案を理解できたとしても、未
いまだし

在だ」
と言われ、「狐疑すること七日、忽

ふ

と偃息して洞然昭徹たり。曰く、『元
來恁麼地なり』と。其の胸中の珍惜、此

ここ

に到って盡く去る」（『嘉泰普
燈錄』卷八 五祖法演章）に至った。無著道忠はこのことを「〈咬破鐵酸豏〉
とは疑團を破るを言う」と解している（『五家正宗贊助桀』卷 10五祖演
禪師）。こう解すれば一連の意味は明白である。著者は德山の「今夜
不答話，有問話者三十棒」の語を「構成も脈絡も斬り捨てた、ただ
の一句として引かれている」（80頁）と言っているが、この德山の示
衆は禪僧たる者周知のことであり、文意は明白、大衆も熟悉してい
た話頭であるから、「構成も脈絡も斬り捨て」省略した（それがのちつ
いに「無」の一字に到る）というものではない。「若無，山僧爲大衆與
德山老人相見去也」を「もし、おらねば、わしが代って德山老人に
會いにまいろう」と誤譯しているが、「わたしが諸君を德山老人に會
わせてやろう」ということである。しかもそのあとの「某甲話也不
問，棒也不喫」を模範解答のように解しているが、それも上述の文
脈からして誤解である。『羅湖野錄』に載せる圜悟が西蜀表自禪師を
接した話（本書 86頁）で、表自が「今夜不答話」の一句を擧したと
ころで圜悟がいきなり表自の口を掩い、「止！只恁看得透，便見德山」
と言ったのも同じで、德山の趣旨はもうわかっているのであるから、
そこまででよいのだ、最後まで引いて、やおら評論するのは禪宗教
理學だ、ということであろう。これはかの維摩の一黙の應用である。
本書のこの部分はすべて土屋太祐「公案禪の成立に關する試論――
北宋臨濟宗の思想史――」（『駒澤大學禪研究所年報』第 18號，2007）に據っ
ているが、「公案を極度に短縮することによってそこから具體的な文
脈を奪い、抽象化する」（土屋，265頁）という例ではない。

（2）第四章「唐宋禪宗史略」の馬祖禪の「平常心是道」（152頁）。これを、
「では〈平常心〉とは何か。それは拵えごとなく、是非なく、取捨なく、
斷常なく、凡聖の對立なきものである。それで經典にも〈凡夫の行
でも聖賢の行でもなく――つねにその中間を歩みつづける――菩薩
の行なのだ。〉と説かれている（『維摩經』不思議品）。」と説明している。
上記は著者自身による『馬祖語錄』の譯文であるが、『維摩經』問疾
品（『馬祖の語錄』35頁の注は「不思議品」としていたが訂正した。「訂誤
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表」を見よ）の句を、凡夫と聖賢の「中間を歩みつづける」と補って
解しているけれども、『維摩經』では直前に「離此二法」と言うとお
り、凡聖というカテゴリーを離れる（規定から自由になる。『馬祖の語錄』
の譯は「凡見聖見をもたない」）ことであって、凡聖の中間形態がある
のではない。『維摩經』問疾品ではこのあとの「非垢業，非淨行，是
菩薩行」の僧肇注に「不可得而名者也」と言うように、名づけられ
ぬ者を指す。しかしなぜこんな餘計な誤った補足を入れたのか、思
いあたることがある。それは洞山良价の「過水の偈」を、著者は「此
岸を離れながら未だ彼岸に到らざるところ、現實態を超出しながら
なお本來性に歸一せぬところ、そうした永遠の中間こそが彼らの禪
の場」（『語錄の思想史』129頁）だとし、曹洞禪の教義にまで擴げたが、
それは我田引水であって、わたしは洞山の偈をそのようには讀まな
いが、ともかくここでは「凡聖」のカテゴリーを認めないことを言
うのであって、「凡」（此岸）と「聖」（彼岸）を認めかつその中間を彷
徨するなどと言うのではない。ブッダも言う、「この世とかの世とを
ともに捨て去る」（『スッタニパータ』）。

（3） 趙州「喫茶去」の話の解釋（183～ 186頁）。

　師問二新到：「上座曾到此間否？」云：「不曾到。」師云：「喫 去！」
又問那一人：「曾到此間否？」云：「曾到。」師云：「喫 去！」院主問：「和
尚，不曾到，教伊喫 去， 即且置，曾到，爲什麼教伊喫 去？」師云：

「院主！」院主應諾，師云：「喫 去！」

 趙州從諗が二人の行脚僧に對し、一人目は初めての來參者で、それ
を知ると趙州は「喫茶去！」と言った。二人目は過去にも參じたこ
とがあると答えたが、これにも「喫茶去！」と言った。院主がいぶかっ
て、「和尚，不曾到，教伊喫茶去即且置，曾到，爲什麼教伊喫茶去？」
と問うと、趙州は「院主！」と喚んだ。院主は應諾した。趙州は「喫
茶去！」と言った。著者は解説して、

　初めて訪ねてきた者にも、前に來たことのある者にも、趙州は同
じように、「よろしい、下がって を飲みなさい」と言った。それを
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いぶかる院主の問いから察するに、「 を喫
の

みに去
ゆ

け」――「喫 去」
――ということばは、初めてやって來た僧にいうのがふつうのようで
ある。とすると、初相見の際の「喫 去」には、おそらく「參堂去」
などというのと同じく、新たに入門を許可する意味があるのであろ
う。」（185 頁）

 と言っている。いったい、「喫茶去！」（茶を飲んで目を醒ましてこい！）
という強い叱責の口調が入門者への儀禮的對應であるはずがない。來
參したのは二人とも行脚僧である。二人目の僧は前回機緣かなわず、
趙州觀音院を去って行脚に出て、また來たのであった。初めての僧
に對しても、二度目の僧に對しても、「いいかげんに目を醒まし、外
に求めまわる行脚をやめよ！」と注意したのである。『臨濟錄』の行
脚僧に對する示衆の主題は、行脚を終熄して無事無依の道人たれと
いうことであり、趙州も同じ立場であって、『趙州錄』に載せるこの
話のあとにも「住處を覓めよ」という二則を配していることからも
了解される。「喫茶去！」が叱責の語であることは、用例を檢すれば
わかることである。

　（1）師問仰山：「汝名什麼？」對曰：「慧寂。」師曰：「那箇是慧？
那箇是寂？」曰：「只在目前。」師曰：「猶有前後在。」寂曰：「前後且置，
和尚見什麼？」師曰：「喫 去！」（『景德傳燈錄』卷 9 虔州處微 師〔生
卒年未詳，法嗣西堂智 738—817〕）

 　師（處微禪師）が仰山和尚に問う、「そなたは何という名か？」仰山、
「慧寂です。」師、「ほう、ではどれが慧か？どれが寂かね？」仰山、「ちゃ
んとあなたの目の前にいるではありませんか！」師、「それならまだ
前後がある。」仰山、「前後はともかく、和尚は何を見ておられるの
か？」師、「茶を飲んで目を醒まして來い！」（そなたは自分が何で
あるかも言えず、人に訊くのか！寢呆けるな！）

　（2）有一僧到參，師見異，起來受 了，問：「從何方而來？」對曰：
「從西天來。」師曰：「什摩時離西天？」曰：「齋後離。」師曰：「太遲生！」
對曰：「 遊山翫水來。」師曰：「即今作摩生？」其僧進前，叉手而立，
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師乃 揖云：「喫 去！」（『祖堂集』卷 6 洞山章［洞山良价 807 － 869］）

 　ひとりの僧が參じた。師（洞山）は風體が通常の僧と異なるのを見、
敬意を表して座から降りて禮拜を受けた。そのあと問うた、「どちら
からおいでたのか？」僧、「天竺から來ました。」師、「ほほう、では
いつ天竺を出立されたのか？」僧、「中食後に。」師、「遲すぎる！」僧、
「ぶらぶら山水を樂しみつつ來ましたので。」師、「今はどうなのか？」
その僧は一歩前に出て叉手して立った。師はかれに輕く會釋して言っ
た、「茶を飲んで目を醒まして來い！」（天竺から來たなどと言いなが
ら、馬祖の眞似をするとは！「我を見よ！現にある作用する今のわ
れ以外に法身などない」という洪州宗の考えかたに、またそれを安
易に模倣する輩に、洞山は飽きたらず思い、自身は「我は此

ここ

（法身の
問題）に於いて常に切なり」と言っていた。洞山は馬祖からの借り物
の「法身」の提示にいちおう敬意を表しておいて、叱責したのである。
洞山の意がわからぬ僧はぎゃふんとなった。）

　（3）問：「遠趨丈室，乞師一言。」師曰：「孫臏門下，徒話鑽龜！」曰：「名
不浪得。」師曰：「喫 去！」僧便珍重。師曰：「雖得一場榮， 却一雙（隻）
足。」（『五燈會元』卷六同安常察章［生卒年未詳、九峯道虔？—902 の弟子）

 　問う、「はるばる師の方丈に參じました。一言お教えください。」師、
「孫臏の門下に來て、ご宣託を訊こうとは！」僧、「さすがは評判ど
おり。來た甲斐がありました。」師「茶を飲んで目を醒まして來い！」
僧、「恐れいりました。失禮いたします。」師「下

した

手
て

に出てうまくやっ
たつもりが、片足を斬られたな！」（この僧は諸方を行脚して老師の
言葉をありがたがる輩にすぎない。）

　（4）問僧：「甚處來？」云：「報恩來。」師云：「衆僧還安否？」云：「安。」
師云：「喫 去！」（『金陵清涼院文益禪師語錄』〔法眼文益 885—958〕）

 　僧に問う、「どこから來たのか？」僧、「報恩寺から參りました。」師、「僧
衆がたは平安か？」「はい、平安です。」師、「茶を飲んで目を醒まして來い！」 
（僧は自分に問われたことに氣づかず、「平安自足しているならば、他に求め
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て行脚に來る必要はない！」と叱責された。）

　（5）問：「古人道：前三三，後三三，意如何？」師曰：「汝名什麼？」
曰：「某甲。」師曰：「喫 去！」（『景德傳燈錄』卷 13 吉州資福貞邃 師〔第
二世住 , 10 世紀〕）

 　僧が問う、「古人が言った〈前三三、後三三〉とはどういうことで
しょうか？」師、「そなたは何という名か？」僧、「某

なにがし

甲です。」師、「茶
を飲んで目を醒まして來い！」（〈前三三、後三三〉は無著が五臺山
で文殊と對談した傳承に見える語で、僧房が前後に六棟建ち並ぶ景、
つまり僧衆の多いことを言う。これが禪僧の問答では寺院規模の盛
大から必然的に起こる大衆化の危機を暗示するものとして取りあげ
られる。そこで貞邃禪師は僧の名を尋ねて、自己に目覺めているか
を確かめたのである。果して僧は自己不在を暴露してしまった。だ
から「茶を飲んで目を醒まして來い！」と叱責されたのである。）

　（6）問：「古人道：路逢達道人，不將語黙對。未審將什麼對？」師曰：
「喫 去！」（『祖堂集』卷 7 雪峯和尚章〔雪峯 822—908〕）

 　上掲第 6條については、「『祖堂集』卷七雪峯和尚章譯注（上）」（『禪
文化研究所紀要』第 31號；『唐末五代轉型期の禪宗――九、十世紀福建禪宗
の思想史的動向（一）祖堂集卷七雪峯和尚章譯注』2014、私家版）第八則の
注解を參照せよ。

 　唐代禪院では、相見は法堂でおこなわれ、お茶は茶堂（茶寮）とい
う飲茶の設備のある建物へ行って飲む習慣であった。竈（かまど）に
大きな釜を据えて水を沸騰させ、沸かしたお湯に餅

へいちゃ

茶（團茶）という
茶葉を蒸して撞き固めた保存用の塊を刀で粗く削ってその粉末を沸
騰した湯に注ぎ入れ、細かい茶葉が沈んだあとのうわずみを柄杓で
茶碗にすくって飲んでいた（陸羽『茶經』）。喫茶の習慣は唐代に廣まっ
たが、まづ禪院で坐禪のとき眠氣を醒ます藥用として習慣化された
（封演『封氏聞見記』卷六「飲茶」）。したがって「喫茶去！」とは「茶堂
へ行って茶を飲んで目を醒ましてこい！」という叱責に他ならない。
院主に對する「喫茶去！」は、院主が二人の行脚僧に對する趙州和
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尚の對應の意圖を解さず、趙州は呆けた質問をした院主の名（職名）
を喚んで試したところ、やはり喚ばれて應じただけの自己不在であっ
たことが露見し、これを同じように「喫茶去！」と叱責したのである。

 　著者が「初相見の際の「喫茶去」には、おそらく「參堂去」などと
いうのと同じく、新たに入門を許可する意味があるのであろう」と言
う、その根據は能仁晃道「清規からみた〈喫茶去〉」（『禪文化』第 167號，
1998）に據っているようだが、宋代の清規に新到に茶を飲ませる茶禮
の段が見つかったから「喫茶去！」が新到への儀禮だなどというのは、
時代性を無視した思いつきの論にすぎない。しかも儀禮に「喫茶去！」
などとは唱えたりはしない。唐末の趙州觀音院の貧窮生活は「十二
時歌」（『趙州錄』）に活寫されているが、そこに宋代の清規をあてはめ
る餘地などありはしない。そもそもたんなる儀禮的な對應であった
ならばこれが「禪問答」になるはづはないのである。著者はさらに、

　その行脚僧の到來が、初回であるか、二度目であるか、趙州にとっ
て實はそれはどうでもよい。要は本人が、自己の自己たるゆえん、己
れが己れである活きた事實、それをしかと我が身に自覺しているか、
ただその一事だけである。（188、189 頁）

 と言っているが、趙州の問い「上座曾到此間否？」（そなたはここに來
たことがあるか？）が、なぜ「自己の自己たるゆえん、己れが己れで
ある活きた事實、それをしかと我が身に自覺しているか」を問う質
問になるのか、説明になっていない。ここに「自己の自己たるゆえん」
（自同律の不快！）を持ち出すなど思想音癡の囈言である。

（4） 「無情説法」の理解（212頁）。蘇東坡「溪声山色」の偈（溪聲便是廣長舌，
山色豈非清淨身？夜來八萬四千偈，他日如何擧似人？）を解説して、
「無情説法」とは「無生物が佛法を説くという説。無生物の存在自體
があまねき佛法の具現であるという思想」としているが、主體を抜
きにして佛法の具現などありえず、詩人が山水のなかで道を悟ると
言い、滿開の桃花を見て感動して「わが佛性の具われること」を確
信し（靈雲志懃）、石が竹を擊った音を聽いて「父母未生以前の本分事」
（本來の自己とはなにか？）を悟った（香嚴智閑）等といわれる偶然激發
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の回心の體驗を通して、「元來無情物が説法をしていたのだ！」と氣
づいたことをいうのである。もっとも、蘇東坡の即興の偈にはかれ
らしい禪の知識をひけらかした氣分があるが。

校勘の問題
　禪のテクストの入門書ならば、文獻校訂の手法にもふれなければならな
い。禪のテクストはそれ自身の内容が讀解しにくいのであるが、テクスト
の校訂作業はそのまま讀解の過程でもある。この「禪の語錄」シリーズの
本文校訂、翻譯、注釋も、いったん開いて讀んでみれば、疑問續出のあり
さまなのだから、疑問を解決するためには、自分で讀み自分で解決する努
力が必要となる。そのための種々の技法を、入門者には先達として傳授す
べきだが、この點で著者は校勘記の書きかたも知らず、引用文校訂の手を
抜いている。

（1） 神會が王維との問答で「定慧等」を説いたところは敦煌寫本を引用し
ている（135頁）。石井本の本文「要先修定以後，定後發慧」のあと校
訂にふれて、〔後文に「先修定，得定已後發慧」とあるのに從う。胡
適本は「要先修定，得定以後發慧」〕という注記を加えているが、訓
讀文はなんとその胡適本に據っているのである。石井本の本文を掲出
しながら、これでは校記の用をなしていない。校訂に言及するならば、
本文を校訂したうえで、「胡適本の〈要先修定，得定以後發慧〉に據っ
て改む。後文にも〈先修定，得定已後發慧〉とある」と書くべきである。

（2） 梁肅「天台法門儀」の引用（143頁）。典據を『唐文粹』卷 61とするが、
實際は『全唐文』卷 517（『佛祖統紀』卷 49に據る）を引いており、文
字の異同があるうえ、句讀も誤っている。『唐文粹』の本文に校記を
附すと、

　遊《佛祖 》、《全唐文》作「啓」。 關者，或以無佛無法、何罪
何善之化，化《佛祖 》、《全唐文》「化」下有「之」字。中人已下。
馳騁愛欲之徒、出入衣冠之類，以爲斯言至矣，且不逆耳《佛祖 》、

《全唐文》「耳」下有「私欲不廢」四字。故從其門者，若飛蛾之赴明燭、
破塊之落空谷。
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　禪宗に憧れて交際を求める者たちに對して、禪僧は「求むべき佛も
法もない。罪も善も空である」と説法して、中等以下の俗人に教えて
いる。愛欲を捨てきれずに振り回されている輩や、高位高官に取り入
ろうとする連中は、これぞ至言だ、これなら好都合だと思い込んでい
る。ゆえに禪門の教えに從う者は蛾が燈火に集まって燒かれ、石ころ
が谷底に轉がり落ちるように、自らの破滅にも氣がつかぬ。

　『唐文粹』の方が通順であるが、『佛祖統紀』、『全唐文』が「化」の下に
「之」を補ったのは、俗人の「禪關に遊ぶ者」をその賓語と見なし、「中人
已下」と「馳騁愛欲之徒、出入衣冠之類」を並列の文と解したからである。
上根の人は「無佛無法，何罪何善？」というような説教にはひっかからな
い。「馳騁愛欲之徒、出入衣冠之類」が「中人已下」の、しかももっと俗
な下根の類を例擧しているのである。いづれのテクストでも意味に大差は
ないが、むしろ著者が「中人已下馳騁，愛欲之徒出入，衣冠之類以爲斯言
至矣」と斷句し、對句法をわきまえぬバランスを崩した誤讀のほうが問題
である。また著者はこの一文を初期禪の部分に引用しているが、梁肅の批
判の矛先は、「天台法門儀」が書かれた時期（文末に「自智者傳法五世，至今
天台湛然大師中興其道，爲予言之如此，故錄之以繫于篇」というから、荊溪湛然（711

－ 782）晩年の言の記錄であろう）から見て、當時流行していた馬祖禪洪州宗
に向けられたものと思われる。

『導讀』校正
　入門書に多くの誤りが散見するようでは、讀者を誤った讀解に導く。編
集者に替わって校正をしておこう。
　22頁 一次→一時（引用文、訓讀とも）
　35頁 師、明くる日、莊舎に遊ばんと擬

ほ っ

取す→師、明くる日を取
もっ

て莊
舎に遊ばんと擬

ほっ

す。この部分、すでに『馬祖の語錄』「訂誤表」
で訂正した。「取」は「以」の口語。その例は『金華子雜編』卷
上に、

　先是（李）景讓除浙西節度使，已而忽問曰：『取何日進發？』
偶然忘思慮，便云擬取某日。」（『玉泉子 金 子』上海古籍出版社，
1988）
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　58頁 蘄州黃梅（今、湖南省）→黃梅山は湖北省。
　79頁 誰人か能く染めん紫の絲

いと

の頭
さき

→「絲
い と

頭」。偈は「秋」「頭」「休」
が韻字（尤侯同用）であるから、特に「絲頭」という口語を使っ
て押韻したのである。「意識筆子頭」（23頁）の「子」も「頭」も
口語の接尾辭で、ここは連用した例である。『宗鏡錄』卷 98の
引用では「意識筆頭」（緣禪師語）とし、「意識筆子」（『達摩の語錄』
98頁）ともいう。

　89頁 分曉なるを得んと要
もと

むる不
な か

用れ→分
あきらか

曉にせんと要
ほ っ

得する不
な か

用れ。
『大慧語錄』に多く見える「要得」は「欲得」と同じ「ほっする」
意で用いられている。

　97頁 「楞伽宗者」→「楞伽宗考」（胡適の論文名）
　101頁 「壁觀」に凝集し→「壁觀」に凝住し。原文『續高僧傳』達摩傳の「凝

住」はじっと精神を集中して動かぬこと。
　104頁 〔非難罵倒や暴力を受けても〕→『二入四行論』の原文「罵辱打謗」

の「打謗」は譏る意の口語であって、危害を加える暴力ではな
かろう。『達摩の語錄』の注では一字ずつ解して「ののしり、は
ずかしめ、打ち、そしる」（110頁）とするのは、おそらく律の「打謗」
が「打」と「謗」二義を意味することに牽かれたものであろうが、
「罵辱」が一語であるからには「打謗」も必ずや一語に違いない。
ただし「打」を口語の接頭辭として紹介する『歸田錄』卷 2、『蘆
浦筆記』卷 3、『能改齋漫錄』卷 5、『浪跡續談』卷 8にも「打謗」
の擧例はなく、雷漢卿『禪籍方俗詞研究』（巴蜀書社，2010）「前
綴――打」の項（344～ 355頁）に多くの例を網羅した中にも見えず、
また各種の檢索からも檢出できないのであるが。

　125頁 二京（じけい）→にけい。
　139頁 智威（ちぎ）→ちい。
　146頁 供奉（きょうほう）→ぐぶ。
　153頁 言談（ごんたん）→ごんだん。
　158頁 唯だ吾れ自ら遇

たまた

ま諧
かな

うのみ→唯だ吾れ自
おのづか

ら偶
ぐうかい

諧するのみ。龐居
士の偈の原文は「偶」である（日用事無別，唯吾自偶諧）。「偶諧」
は貫休「山居詩」二十四首之二十にも「自休自了自安排，常願
山居事偶諧」の例があるが、早くには『維摩經』方便品に「一
切治生諧偶，雖獲俗利，不以喜悦」、『文選』卷 45楊雄「解嘲」
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の「拓落」李善注に「拓落，猶遼落，不諧偶也」という例があ
る。これらから見て二字は同義複詞であり、散文では通常「諧
偶」であるが、龐居士の偈も「山居詩」も押韻の必要から「偶諧」
としたのであって、「偶」を「たまたま」と訓ずるのは正しくない。
著者は詩偈韻文の讀みかたを知らぬごとくである。

　172頁 劍去ること遠くして、爾
なんじ

方
はじ

めて舟に刻む→爾
しか

して方
はじ

めて舟に刻
む。すでに『馬祖の語錄』「訂誤表」で訂正した。

　203頁 晁光武→晁公武（205頁にも）
　213頁 無價（むげ）→むか。
　271頁 注 9　蘇子由、子由→章子厚。葉夢得『避暑錄話』卷下に載せる

話は持律に關する評論である。原文は以下のとおり。

　佛氏論持律，以隔牆聞釵釧聲爲破戒。人疑之久矣。蘇子由
爲之説曰：「聞而心不動非破戒，心動爲破戒。」子由 自謂深
於佛者，而言之陋如此，何也！夫淫坊酒肆皆是道場，内外牆
壁，初誰限隔？此耳本何所在？今見有牆爲隔，是一重公案；
知聲爲釵釧，是一重公案，尚問心動不動乎？呉僧淨端者，行
解通脱，人以爲散聖。章丞相子厚聞召之飯，而子厚自食 ，
執事者誤以饅頭爲 餡，置端前。端得之食自如，子厚得 餡，
知其誤，斥執事者。而顧端曰：「公何爲食饅頭？」端徐取視曰：

「乃饅頭耶？怪 餡乃許甜。」吾謂此僧眞持戒者也。（『全宋筆記』
第二編第十册）

作者は蘇子由（轍）の持律に對する見解を陋説だと批判したあ
と、丞相章子厚が呉僧淨端の評判を聞き、招いて齋を供養した
時の話を紹介し、彼こそ「眞の持戒の者」だと褒めたのであるが、
著者はきちんと讀まずに人物を混同している。ところで、著者
は「鐵酸餡」について「酸餡はすっぱい野菜の餡の包

バオ

子
ズ

という
ことで、具に肉類を用いない、いわば精進の中華マンである」（81

頁）と説明しているが、この「酸」は鹽を加えて野菜類を保存で
きるように發酵させた「酸菜」「酸泡菜」（漬物）を具に使ったと
ころに由來するものであろう。「すっぱい野菜」では意味が不正
確である。蘇東坡が「蔬筍の氣」（葉夢得『石林詩話』）としゃれ
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て言ったことからすると野菜の他に筍も使われていた。淨端が
誤って出された葷（肉入り）の饅頭を知らずに食べて、「

しゅん

餡
とう

の
乃ち許

かくのごと

く甜
あま

きを怪しむ」（臭くて辛いはづの素
しょうじん

の饅頭がなんでこん
なに甘いのか、おかしいと思っていた）と言ったのもそのためである。

総括
　本書は「禪の語錄」シリーズへの入門書であるが、半世紀前のシリーズ
であるから、「入門」も半世紀前のレヴェルで書いてよい、どうせ讀者は
何も知らぬから、いっそ傳統的な理解も親切に説明しておいてやろうとい
う、まことに安易な料簡である。いま本當に要請されるのは「思想史」的
に禪宗史を敍述することである。「思想史」的にとは、佛教のインド以來
の問題意識、中國に受容され中國化した宗派の教學佛教の、その極限に興
起した禪宗の位置、唐宋變革期といわれる轉型期の社會歷史的な背景と禪
宗の互動的關聯、そこから展開して至った宋代禪の變質の解明等、幅廣い
視野をもった敍述でなければならない。むろんこのような壯大な思想史的
研究はいまだ書かれるに至ってはいないが、われわれは研究者として最前
線に立っているのであるから、たとい「入門書」であろうと、こういう意
識をもって書くべきなのである。「導讀」というなら、正確な讀解と疑問
をのこさぬ詳細な解説、それを思想史的に位置づける必要があり、そうし
て初めて「入門」と言えるのである。
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