
駒澤大學禪硏究所年報第 32號　2020年 12月 （143）

一、俄藏敦煌禪宗文獻に關する從來の研究

　筆者はかつて『俄藏敦煌文獻』1（以下、『俄藏敦煌』）を手がかりに個人
の知りうる範圍において確認できた俄藏敦煌遺書に存する禪宗文獻の一
部を、「俄藏敦煌文獻中に發見された禪籍について」（以下、俄藏拙稿①）
と題して紹介した 2。その後、新たに數種の禪宗文獻の存在が確認されたこ
とを踏まえて、先學によって紹介されたもの 3もそれに加え、俄藏拙稿①
の續篇としてまとめたのが「俄藏敦煌文獻中に發見された禪籍について
（二）」（以下、俄藏拙稿②）4と題した論考である。
　俄藏拙稿①では、
　 1、楞伽師資記（Дx1728、Дx5464、Дx5466の 3號）
　 2、歴代法寶記（Ф261の 1號）
　 3、蘄州忍和上導凡趣聖悟解脱宗修心要論（Дx649V、Дx1996B、Д

x2006Bの 3號）
　 4、稠禪師意（Дx649の 1號）

1 『俄藏敦煌文獻』とは、1992年 12月から 2001年 4月にかけて、上海古籍出版社が、
いわゆるオルデンブルク・コレクションと呼ばれる敦煌遺書のほぼすべてを影
印して刊行した、總勢 17冊にものぼる巨大なシリーズのことである。その詳細
については、注 2で言及する俄藏拙稿①（17~21頁）を參照。

2 俄藏拙稿①（『禪學研究』83、2005）。
3 唐代語録研究班「『南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語』補校」（『俗語言研究』5、

1998）が『俄藏敦煌』の中にある神會關係の殘片を紹介しており、中西久味氏
が「『俄藏敦煌文獻』禪籍資料初探」（『比較宗教思想研究』5、2005）と題する
論文において、專ら『俄藏敦煌』の禪宗文獻を中心に考察されている。さらに、
勝義氏が「『俄藏敦煌文獻』第十二册校讀記（上）」（『戒幢佛學』2、2002）と「『俄
藏敦煌文獻』第十二册校讀記（下）」（『戒幢佛學』3、2005）と題する論文 2篇
を發表し、俄藏敦煌遺書に禪系僞經『法王經』の殘片が複數存在していること
を明らかにされている。

4 俄藏拙稿②（『駒澤大學佛教學部論集』39、2008）。
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　 5、導凡趣聖心決（Дx649の 1號）
　 6、夜坐號一首（擬）（Дx649の 1號）
　 7、南宗讃（Ф171、Дx2175Vの 2號）
　 8、徴心行路難（Дx665、Дx2462の 2號）
　 9、神會語録（擬）（Дx942の 1號）
　10、小乘三科（Дx480、Дx708の 2號）
　11、禪門經序（擬）（Дx6005の 1號）
　12、般若心經智融注（Дx149の 1號）
　13、圓明論（Дx696の 1號）
凡そ 20號ほどの俄藏敦煌禪宗文獻を紹介している。その續篇である俄藏
拙稿②においては、先行研究の成果を取り入れつつ、
　1、楞伽師資記（Дx8300、Дx18947Rの 2號）
　2、蘄州忍和上導凡趣聖悟解脱宗修心要論（Дx5955の 1號）
　3、頓悟眞宗金剛般若修行達彼岸法門要決（Дx5830の 1號）
　4、絶觀論（Дx4259、Дx5881、Дx6230、Дx8768の 4號）
　5、三寶四諦文（Дx2078〈M2644〉、Дx6255の 2號）
　6、般若波羅蜜多心經疏（智詵禪師撰）（Дx290＋Дx385＋Дx1183

〈M1134〉、Дx6148＋Дx6149 5、Дx5583Vの 6種）
　7、佛説法王經（Дx5080、Дx5387、Дx5513の 3種）
凡そ 19號ほどの俄藏敦煌禪宗文獻を追加して紹介している。
　ところで、俄藏拙稿①②の発表後も、大藏經關連のデータベースが一
層充實したことを契機に、俄蔵敦煌遺書に關する研究では特に疑僞經と
殘片内容の特定を中心に長足の進展が得られた。
　ここでは近年新たに發表された研究成果の一覧をまず擧げておこう。
・①曹凌『中國佛教疑僞經綜録』（上海、上海古籍出版社、2011）
・②邰惠莉「《俄藏敦煌文獻》第 17冊部分寫經殘片的定名與綴合」（『敦煌

研究』2007-2、99-103頁）
・③黄亮文「敦煌經籍寫卷補遺―以《俄藏敦煌文獻》第 11至 17冊爲範圍」
（『敦煌吐魯番研究』11、2009、335-344頁）

5 Дx6149については、本來Дx4821に結合できるもので、『心經智詵疏』ではな
いことが判明した。これによって『心經智詵疏』のテキストリストから削除す
べきである。
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・④石冬梅「《俄藏敦煌文獻》第 10冊殘片考辨定名」（『國家圖書館館刊』
101-1、2012、51-79頁）

・⑤趙鑫曄「俄藏敦煌文獻整理中的幾個問題」（『文獻』2013-2、62-68頁）
・⑥趙鑫曄「《俄藏敦煌文獻》第 11冊佛教疑僞經寫卷敍録」（『繼承與創新 :

慶祝西南大學漢語言文獻研究所建立三十週年論文集』重慶、西南師範
大學出版社、2014）

・⑦趙鑫曄「《俄藏敦煌文獻》第 11冊佛經殘片初步綴合研究」（『出土文獻
綜合研究集刊』1、2014、315-332頁）

・⑧張小艷「敦煌疑僞經四種殘卷綴合研究」（『宗教學研究』2015-4）
・⑨張小艷「敦煌疑僞經三種殘卷綴合研究」（『浙江大學學報（人文社會科

學版）』46-3、2016、21-34頁）
・⑩王孟『敦煌佛教疑僞經綜録』（上海師範大學 2016年博士學位請求論文）
・⑪蘇思遠「俄藏敦煌文獻佛教疑僞經敘録」（西南大學 2017年修士論文）
・⑫邰惠莉主編『俄藏敦煌文獻敍録』（蘭州、甘肅教育出版社、2019）（以

下、『俄藏敍録』）
　私見によれば、これらの 12種にも及ぶ研究成果は、大まかに 2つの研
究領域に分類されることが可能であろう。即ち、疑僞經の研究領域に上
記①⑥⑧⑨⑩⑪の 6種が分類可能であり、俄藏敦煌遺書の殘片内容の特
定に分類可能なものに、上記②③④⑤⑦⑫の 6種がある。俄藏敦煌禪宗
文獻に關する具體的成果は次節で立てられたそれぞれの該當項目におい
て觸れることにするが、上記の 12種のうち、工具書とすべき 4種のみに
ついてひとまず簡單に紹介しておこう。
　曹凌氏による①は、中國佛教に出現したすべての僞經を研究對象とし
た壮大なもので、『法句經』、『法王經』、『大辯邪正法門經』、『心王菩薩説
頭陀經』、『禪門經』などの初期禪宗に深い思想的關連を有する僞經をも
項目にし、それぞれに比定された敦煌遺書の寫本に關わる基本情報や後
續の佛典における該當僞經の引用状況などを中心に概説されている。そ
して、王孟氏による⑩は焦點をさらに「敦煌佛教疑僞經」に絞り、「禪系
疑僞經」という一節を設け、『禪門經』、『大辯邪正經』、『法句經』（僞經）、『法
句經疏』、『法王經』、『佛爲心王菩薩説頭陀經』、『金剛三昧經』の順に項
目を立て、敦煌遺書に含まれる寫本に關わる基本情報や研究史などを概
觀されている。さらに、蘇思遠氏による⑪は研究範圍を俄藏敦煌遺書に
一層絞り込み、その中において「俄藏敦煌文獻佛教偽經敍録」を第三章
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とし、すでに俄藏敦煌遺書にその存在が報告されている『大辯邪正法門
經』、『法句經』、『法王經』、『佛爲心王菩薩説頭陀經』についてそれぞれ
の文書番號、先行研究などを回顧した上、項目によっては新知見も加え
られた。邰惠莉氏が主編となる⑫『俄藏敍録』は、17冊からなる『俄藏
敦煌』に收録されているすべての俄藏敦煌遺書に對し、大藏經データベー
スを用いてそれぞれの殘片内容の特定を行った上、その結果を番號順に
敍録としてまとめた勞作である。かつて『俄藏敦煌漢文寫卷敍録』6（以下、
『敍録』）で著録されている 2954號の俄藏敦煌遺書には、『敍録』に基づ
くであろう書誌學情報も附されている。
　それでは、次節においてこれらの先行研究に導かれつつ、筆者が新た
に確認できた俄藏敦煌文獻を加えて簡潔に紹介し、俄藏拙稿①②の續篇
としたい。なお、俄藏拙稿①②は、田中良昭氏が「敦煌禪宗資料分類目
録初稿」7にて示された分類法に基づいたものであったが、本稿はその後に
刊行された拙著『敦煌禪宗文獻分類目録』8（以下、『分類目録』）での分類
法 9に基づくものとする。

二、俄藏敦煌文獻中から發見された禪籍について（承前）

燈史類
1、楞伽師資記（Дx11901 の 1號）
　俄藏敦煌遺書に含まれている『楞伽師資記』の寫本については、『分
類目録』では、先行研究を踏まえつつ、すでにДx1728（M2686）、Д

6 かつてメンシコフ氏が中心的役割を果たし刊行した俄藏敦煌遺書の目録である
『ソ連アジア民族研究所藏敦煌漢文寫本注記目録』（ソ連科學出版社東方文學部、
第 1分冊 1963、第 2分冊 1967）を、袁席箴、 陳華平の兩氏が中國語譯した『俄
藏敦煌漢文寫卷敍録』（上、下 2卷、上海、上海古籍出版社、1999）のことである。
上卷には 1707號が、下卷には 1708~2954號の 1247號がそれぞれ收録されており、
2卷を合わせると、計 2954號の俄藏敦煌遺書の目録が收められている。

7 田中良昭「敦煌禪宗資料分類目録初稿　Ⅰ傳燈・嗣承論」（『駒澤大學佛教學部研
究紀要』27、1969、5頁）では、（一）傳燈 ･嗣承に關する文獻、（二）禪法 ･修
道に關する文獻、（三）銘 ･箴 ･讃 ･偈類、（四）教理問答 ･綱要書類、（五）經 
注 ･經序類、の 5項目による分類法が示されていた。

8 大東出版社、2014。
9 『分類目録』では、Ⅰ燈史類、Ⅱ語録類、Ⅲ注抄 ･僞經論類、Ⅳ偈頌類、の 4項
目による分類法を用いている。
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x5464+Дx5466、Дx8300+Дx18947の 5號が紹介されている。『俄藏敍録』
の記述によって新たにДx11901（殘片 1種）の存在が知られるに至った。
但し、『俄藏敍録』は、Дx11901を『楞伽師資記』の殘片と推定しつつも、「本
卷缺失頗多 ,上下文多不相連 ,或爲別譯本。待考 ｡」（770頁）と指摘して
含みをもたせている。
　『俄藏敦煌』（16、1頁）に收められている寫眞による限り、Дx11901は、
天頭を有するものの、首尾と下半部をともに缺いており、纔か 4行ほど
の内容しか殘っていない殘片に過ぎない。その内容を柳田聖山校訂本（柳
田本）10の關連部分と比較して示せば以下の通りである。なお、拙論にお
いては、録文に際し、缺損文字を□で表し、殘存部分から文字が概ね推
定可能な場合、□字で表した。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。

Дx11901 『楞伽師資記』道信章（柳田本）
前缺
1四□…□ /

2定者如文殊般若經□…□ /

3身正向繫心一仏専□…□ /

4過去□未□来□現在□…□ /

後缺

（前略）又依文殊説般若經一行三昧。即念佛
心是佛、妄念是凡夫。文殊説般若經云、文殊
師利言、世尊、云何名一行三昧。佛言、（中略）
善男子善女人欲入一行三昧、應處空閑、捨諸
亂意、不取相貌、繋心一佛、專稱名字、隨佛
方所、端身正向、能於一佛念念相續、即是念
中能見過去未來現在諸佛。（後略）（186頁）

　上表の對照でわかるように、Дx11901に殘存している内容は、確かに『楞
伽師資記』道信章に共通するキーワードを有しているものの、前後の順
序の不一致や、對應しない文字も確認できるため、即座にこれを現行本
『楞伽師資記』の殘片と斷言するのは難しいであろう。今後、Дx11901と
結合可能な敦煌遺書の出現を期待しながら、現段階において、これを『楞
伽師資記』と關連性をもつ殘片としておくことにしたい。

10 柳田聖山『初期の禪史Ⅰ』〈禪の語録 2〉（筑摩書房、1971→ 2016）。
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語録類
2、	蘄州忍和上導凡趣聖悟解脱宗修心要論 11（以下、『修心要論』）（Дx3117
の 1號）

　俄藏敦煌文獻に存する『修心要論』については、俄藏拙稿① 12ですでに
L1277（Дx649V）と L2642（Дx1996B、Дx2006B）の 2種 3號を 13、俄藏
拙稿②でДx5955（『俄藏敦煌』12、289頁）の 1號をそれぞれ紹介してい
る。『俄藏敍録』（250頁）によって、Дx3117も『最上乘論』（『修心要論』）
のテキストであることが新たに知られた。Дx3117は 4行ほどの文字を殘
存している殘片で、その内容を田中本 14の關連箇所と對比しながら示せば、
以下の通りとなろう。
15

Дx3117 田中本
前缺
1□ ･･･ □心即虚凝惔（淡）
怕（泊）皎潔泰然□ ･･･
□ /

2□ ･･･ □對五欲八風不失
此心者梵□ ･･･ □ /

3□ ･･･ □利衰毀譽稱譏苦
樂此是磨□ ･･･ □ /

4□ ･･･ □門□ ･･･ □ /

後缺

（一八）15（前略）
心即虚凝寂淡泊、皎潔泰然。吾更不能説其形
状。汝若欲得知者、取涅槃經金剛身品、及維
摩經見阿閦佛品、緩緩尋思。此是實語。（一九）
能得於行住坐臥中、及對五慾八風、不失此心
者、是人梵行已立、所作已辨、究竟不受生死
之身。五慾者、色聲香味觸。八風者、利衰毀
譽稱譏苦樂。此是行人磨
（後略）

11 『分類目録』では、『修心要論』のテキストとして敦煌漢文寫本の① S2669V、②
S3558、③ S4064、④ S6159、⑤ P3434、⑥ P3559、⑦ P3777、⑧ BD204（宇 4、
北 8391）、⑨ BD8475（裳 75、北 8390）、⑩Дx649V（M1277）、⑪Дx1996B、
⑫Дx2006B（L2642）、⑬Дx5955、⑭龍谷大學圖書館藏 122「觀門法大乘法論」
本、⑮杏雨書屋本 395ノ 4の 15種と、敦煌本以外の主要なものとして⑯朝鮮『禪
門撮要』本、⑰朝鮮安心寺本の 2種、計 17種を紹介している。

12 俄藏拙稿①、27~30頁。
13 中西氏もこれら 2種の存在を指摘されている（中西氏前掲論文、69~70頁）。
14 田中良昭「校注和譯『蘄州忍和上導凡趣聖悟解脱宗修心要論』」（『駒澤大學禪研
究所年報』2、1991→同氏『敦煌禪宗文獻の研究』2、大東出版社、2009、58~59頁）。
田中本は便宜的に『修心要論』の内容を 21段に分けている。

15 段落番號は田中本によるものである。
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　上表の對照でわかるように、Дx3117は『修心要論』の尾部に近い（一八）
の後半から（一九）の途中にかけてその一部の内容を 4行ほど辛うじて
殘している殘片である。

3、	修禪要決合四十五條（以下、『修禪要決』）（Дx8964、Дx8966、Д
x8974 の 3號）

　『修禪要決』は『分類目録』の公刊とほぼ同じ時期にその存在が漸く知
られた敦煌禪籍の 1種であったため、『分類目録』でも項目が立てられて
いなかった。『敦煌秘笈影片冊』9（杏雨書屋、2012、193~197頁）に收め
られている 8枚のカラー寫眞によってこれを書寫している杏雨書屋本（羽
728）の存在が初めて知られるに至った。寫眞の前に附された記録によれ
ば、羽 728は 7紙からなる縱 28cm×横 275.7cmの長卷子本で、首缺であ
るため、首題は失われたものの、「修禪要決合卌五條」という尾題を有し
ており、そして尾題の後ろに「于時大唐光化二年（899）四月日下節度押
衙兼參謀守州學博士張忠賢記」の識語があるという。
　『修禪要決』は、北天竺婆羅門禪師佛陀波利が、西京（長安）禪林寺の
僧明恂の質問に答えるという問答体の形をとり、大乘止觀の禪法や修禪
に際しての心得など種々の要決を説いたものを、儀鳳二年（六七七）に
同寺の梵僧慧智が傳譯したものと傳えられている。ところが、前記の杏
雨書屋本の存在が明らかにされるまでの長い間、中國における『修禪要決』
の傳承は全く知られておらず、日本への佛典將來目録にもその名を見な
い。ただ、實は日本には數種類の寫本、刊本による傳持が確認でき、こ
れらを元に續藏經にもそのテキストが收載されている。
　ところで、今回の調査で筆者は俄藏敦煌遺書に『修禪要決』の異本（殘
片）が存在していること 16に氣づいた。すなわち、Дx8964、Дx8966、Д
x8974の 3種のことである。これらの 3種はすでに結合されて寫眞 1枚
の状態で『俄藏敦煌』（14、109頁）に收められている。この 1枚の寫眞
を頼りにこれらの 3種の状況を説明すれば、首尾及び地脚をすべて缺き、
天頭が辛うじて殘っている傷みの激しい 1紙に 18行ほど書寫されている
殘片である。この新出のДx8964、Дx8966、Дx8974を含む『修禪要決』
諸本に對する考察は執筆中の別稿に委ねるが、ここではその本文を起こ

16 『俄藏敍録』（613頁）でも、この 3種を『修禪要決』としている。
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しておこう。

Дx8964＋Дx8966＋Дx8974

前缺
1 □ ･･･ □□少□時如前 行々即開目住□ ･･･ □ /

2 倦即休經行唯在晝夜不行也　問多人同處經□ ･･･ □ /

3 近不得　問仏法來此殆有千年前代三□藏□ ･･･ □ /

4 此往哲寧悉不言幸□乞指□事□□□□自□我□ ･･･ □ /

5 行處及弥勒經行處□並□ ･･･ □ /

6 □敢踐其所ササ行處人或入中然□欲□ ･･･ □ /

7 □歩數諸□亦有斯迹經行之事蓋是□ ･･･ □ /

8 惑呼哉小事此地猶迷　問繞塔行道□与□ ･･･ □ /

9 直往直來豈同旋遶耶又増是多□人□ ･･･ □ /

10有逆行道為右旋者未知是□不□ ･･･ □ /

11行此脩相乗起非正宗　問謹聞行□矣□住□法□ ･･･ □ /

12手一如行時久立稍覺疲倦或雙□足□ ･･･ □ /

13宜且休住餘坐等　問謹聞住矣□臥□ ･･･ □ /

14手掌舒左手置左䏶上□舒兩足重□ ･･･ □ /

15安而臥　問諸威儀中所有軓□則□ ･･･ □ /

16□ ･･･ □進止手□足□右等一々□皆□ ･･･ □ /

17□ ･･･ □　答□□訶衍□ ･･･ □ /

後缺

4、大乘五方便北宗 17（Дx4489 の 1號）
　さて、俄藏敦煌遺書中に『大乘五方便』の異本 1種が存在していることは、
『俄藏敍録』（336頁）によって明らかにされた。それがДx4489（『俄藏
敦煌』11、246頁）のことである。嚴密に言えば、Дx4489は複數の寫本

17 『分類目録』では、『大乘五方便』の寫本として 9種の敦煌遺書を紹介している。
すなわち、① S182、② S735、③ S1002、④ S2503V、⑤ S7961、⑥ P2058、⑦
P2270、⑧ P2836、⑨ BD3924V（生 24、北 1351）の 9種である。また、その研
究史を含める概説については、『分類目録』の該當項目と、拙稿「英藏敦煌文獻
から發見された禪籍について―S6980以降を中心に―（1）」（『駒澤大學佛教學部
論集』48、2017、0154~0157頁）を參照されたい。
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系統を有する『大乘五方便』において、S735、S2503V、S7961、BD3924V（生
24、北 1351）の 4種と同様に、『大乘無生方便門』と呼ばれる系統に分類
すべきものである。『俄藏敍録』によれば、Дx4489は 1行約 7字～ 17字
で計 7行の内容が殘っている殘片で、およそ T85-1277c4～ 16に相當する
ものであるという。その内容を示せば以下の通りとなる。
前缺
1□此衆生亦无所嬈　又舍利弗住不可思議解□ ･･･ □ /

2貪是大千　嗔是中千　癡是小千　比來爲有□ ･･･ □ /

3輪迴六道如陶家輪著右掌中　是沒是右□ ･･･ □ /

4癡轉入如　是没是擲過恒沙世界之外恒河□ ･･･ □ /

5□□世界之外　其中衆生不覺不知□ ･･･ □ /

6不覺不知　又復還置本□ ･･･ □ /

7人有往來□相　是沒是□往□ ･･･ □ /

後缺

5、天竹國菩提達摩禪師論（以下、『達摩禪師論』）（Дx11668 の 1號）
　『達摩禪師論』とは、從來敦煌遺書にのみ存し、禪宗初祖菩提達摩に假
託されたいわゆる「達摩論」の 1種に數えられるものである。その寫本
については、『分類目録』では P2039と BD15054-1（新 1254）の 2號を紹
介している 18。ところが、その後筆者は拙稿「ドイツ藏吐魯番（トルファ
ン）漢語文書から發見された禪籍について（1）」19（以下、吐魯番拙稿①）
においてドイツ藏吐魯番漢文文書より新たにCh1935とCh2996（殘片 2號）
の存在を明らかにした。いずれも殘片ではあるものの、敦煌以外の地域
で『達摩禪師論』の流傳を初めて確認したことに重要な意味を有している。
さらに、筆者は「新出の『天竹國菩提達摩禪師論』の諸本について」と
題する拙稿（『東アジア佛教學術論集―日 ･韓 ･中國際佛教學術大會論文
集―』7、2019、127-154頁）において、『達摩禪師論』の新出異本として
スタイン本の S2594（1號）を紹介した上、これを中心に諸寫本の相互關
係を檢討した結果、既知の『達摩禪師論』諸本のうち、新出の S2594が
その古形に最も近く、しかもドイツ藏の殘片 2號のいずれもがこの S2594

18 『分類目録』、112~114頁。
19 『駒澤大學禪研究所年報』30、2019、072-074頁。
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系統に屬するものであると推定した。興味深いことに、S2594の尾部に他
の諸本に全くみられない 4組の問答が存在している。
　ところで、今回の調査で筆者は俄藏敦煌遺書の中からこの S2594の尾
部にある問答の一部内容を有する殘片1種の存在を突き止めた。すなわち、
Д x11668（『俄藏敦煌』15、302頁）のことである。この兩者が共通する
問答内容を有していることから、筆者はДx11668を『達摩禪師論』の 1

種と位置づけたのである。その重要性を考え、兩者の關連内容を對照し
て示しておこう。
20

Дx11668 S2594 20

前缺 前略
1 □ ･･･ □□亦名報□□□若法身仏
者、實无生滅、不可思議。所言
ササ□ ･･･ □ /

亦名報身佛者。若法身佛者、實無生
滅、不可思議。所言菩薩、合行此看心。

2 □･･･□者、此亦如實。言ササ者、
此是西國梵語、此國往番、名曰
道心□ ･･･ □ /

衆生不合行者、此亦如實。言菩薩者、
此是西國梵語、此國往番、名曰道心
衆生。即是衆生是菩薩。

3 □ ･･･ □□發心求道者、即是道心
衆々生、々即是ササ、即合専行
此法、□何□須 /

何以故、衆生發心求道者、即是道心
衆生、即是菩薩。即合專行此法。何
須恠問。

4 □□□□何名心道學。　答曰、即
心是道故、悟心得道故、以心相
得解脱故。今 /

問曰、何名心道學。答曰、即心是道故、
悟心得道故、以心相得解脱故。今

5 □□□□□見自身中、真如仏性、
心眼開明、頓悟道理、頓開身中
智慧寶蔵 /

行者欲得見自身中真如佛性、心眼開
明、頓悟道理。頓開身中智慧寶、

6 □□□□□□得仏知見。行者尅須
自驗、若□起□三毒煩 、□三業未浄、
由為□□ /

到一切智地、得佛知見。行者尅須自
驗自驗。若起三毒煩惱、三業未淨、
由為財色

20 S2594の本文は、前掲拙稿「新出の『天竹國菩提達摩禪師論』の諸本について」
に收録するものに基づく。但し、對照表を作成するにあたり、Дx11668の内容
に合わせて改行している。
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7 □□□□□□逸□所覆、嗔恚无明、
恩愛戀著、憂悲苦 在心、雖復
出□家□ /

五欲戲論放逸所覆、嗔恚无明、恩愛
戀著、憂悲苦惱在心、雖復出家、難

8 □□見、身□中□□□仏性。何以故、
由煩 垢覆鄣□□看心、脩道□
□ /

得見身中真如佛性。何以故、由煩惱
垢覆障故。令看心。

9 □道□功德之人、若有嗔毒在心、
決定不免墮於□三□□□、□猛火焼
身、□□ /

脩道功德之人、若有嗔毒在心、決定
不免除墮於三塗地獄、猛火燒身、受
諸

10苦 。何以得知、嗔如□猛火。嗔
火一起、一生以来、所作種□
･･･ □ /

苦惱。何以得知、嗔為猛火。嗔火一
起、一生已來、所作種々功德、皆燒
蕩盡。『遺教

11經云、當知嗔心、甚於猛火。以
能焼人功德財故、常當□防□ ･･･
□ /

經』云、當知嗔心、甚於猛火。以能
燒人功德財故、常當防護、無令得入。
劫功德

12賊、无過嗔毒。若欲得見、仏性道、
須除心中諸悪□ ･･･ □ /

賊、無過瞋毒。今欲得見佛性道、須
除心中諸惡煩惱、如人欲得自見面像、

13即須以明鏡照之。若鏡上有塵垢、
不可見□面。行者□ ･･･ □ /

即須以明鏡照之。若鏡上有塵垢、不
可見面。行者欲斷煩惱、心眼開明、
除

14麁々分々□ ･･･ □ / 麁分。麁分者、
後缺 後略

6、頓悟眞宗金剛般若修行達彼岸法門要決 21（以下、『要決』）（Дx11623R,V
の 1號 2種）

　北宗頓悟説の提起に際して頗る重要な役割を果たしてきた『要決』は、
俄藏敦煌遺書にもその殘片 1號（Дx5830）が含まれていることはすでに
俄藏拙稿② 22にて報告されている。今回の調査では、新たに 1號 2種の存

21 『分類目録』では、『要決』のテキストとして漢文の① S5533、② P2799、③
P3922、④Дx5830の 4種と、⑤ P.tib.116のチベット語 1種、計 5種を紹介して
いる

22 俄藏拙稿②、381~382頁。
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在が確認できた。すなわち、Дx11623R,Vの 1號 2種（『俄藏敦煌』15、
282頁）である。しかも、筆者がこの新出のДx11623を、既知の各種寫
本と比較した結果、Дx11623は元來『要決』の 1種として知られる S5533

と同一寫本の異なる部分であることが判明した。ただ、兩者の間になお缺
落した内容があるため、このままでは結合できない。Дx11623に關する
書誌學情報が公にされていない中、同一寫本とみられる S5533に基づい
て紹介すれば、Дx11623は横 7cm×縱 20cmの糸穴のある貝葉型の用紙
1枚であるが、表から裏へと『要決』の内容が片面 6行ずつ、1行凡そ 21

字前後で書寫されている。その表
おもて

面の右肩に漢數字の「八」が記されて
いる。これに對して、S5533に現存する寫本の中では、これに最も近い番
號が漢數字の「十」（圖左下）であることから、Дx11623と S5533の間に、
なお右肩に「九」と記しているはずの 1枚を缺いていることが推定されよ
う。この兩者はこのまま結合できないが、從來、上山大峻校訂本（上山本）23

では意味の明瞭ならざる數カ所はДx11623の出現によって問題が解消さ

23 上山大峻「チベット譯『頓悟眞宗要決』の研究」（『禪文化研究所紀要』8、
1976）。

 S5533（「十」と記された 1枚） Дx11623R（右）、Дx11623V（左）
 IDPより轉載 『俄藏敦煌』15より轉載
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れた。これで、より完全な『要決』の漢文テキスト復元に向けて確實に一
歩近づけることができたといえよう。

　それでは、Дx11623の本文と上山本の内容を下表で比較してみよう。
兩者に見られる文字の相異を太字で表し、Дx11623の出現によって意味
が明瞭になったと思われる箇所には更に下線をつけることにした。

Дx11623R,V 上山本（99~100頁）
Дx11623R 前略
心中有事不了邪正踟躕疑起心識純
根宜早問盡吾 /
清浄大宅上脩了生死功德須撿校不
得久為汝談説有 /
要問者呈　問了生功德若為脩造　
師答曰汝清浄宅 /
内未成就　云何了生死功德汝宅成
即教汝脩造 /
問未合脩行説此功德令弟子樂聞道
心増長　師 /
曰為汝略申綱紀諦々聽々生死功德
喩如有人經天下 /

Дx11623V
乱自有清浄大宅棄之走向他國後歸
大國宅舍荒 /
穢心中不認乃向洛陽道上五谷澗邊
二豪山側造 /
一草菴随時作活逢善知識指示汝本
宅在長安極 /
清浄汝今在此辛苦遂即取語逐善知
識去至長 /
安一依指受自覔本宅細看多日忽然
省得知是本 /
宅荒穢多時即脩堂屋々未成就且向
草菴中 /

心中有事。不了耶正。踟躕疑起。即
心識鈍根。宜早問盡。吾
清淨大宅上。修了生死功德。事須
檢校。不得冬為汝住。琰。有
要問者。呈。問曰。了生功德，若
為修造。答曰。汝清淨大宅。
猶未成就。云何了生死功德。汝成就。
教汝修造。
問曰。未合修行。説此功德。令弟
子愛樂。道心増長。答
曰。爲汝略申 。諦聽諦聽。了生
死功德。喩如有人。經天下

大亂。自有清淨大宅。棄之走向他國。
後歸本國。宅舍荒
穢。心中不忍了。向洛陽道上。五
谷澗逼。三壕上側。造
一草菴。隨時作活。逢善知識。指
示本宅在長安極
清淨。汝今在辛苦。遂即取語。善
知識。往至長
安。一依指授。自求本宅。細看多日。
忽然省得。智本
宅荒穢多時。即修堂屋。未成就。且
向草菴邊寄住。（後略）
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7、南陽和尚問答雜徴義（以下、『雜徴義』）24（Дx9432 の 1號）
　神會關係の禪宗文獻については、俄藏敦煌遺書よりすでに 4種（Д
x942、Дx1920、Дx1921、Дx4530）の存在が言及されている。今回の調
査では、新たに 1種の存在が判明した。すなわち、Дx9432のことであ
る。その書誌學情報が未だ詳らかでない現時點において、『俄藏敦煌』（14、
162頁）に收められている寫眞を頼らざるを得ない。この寫眞を見る限り、
Д x9432は首尾、天頭地脚をともに缺く 1紙に 1行 4～ 11字で約 6行が
書寫されている殘片である。既知の『雜徴義』の關連部分と比較しながら
その内容を示せば、以下の通りである。
25

Дx9432 『雜徴義』（楊本 25）
前缺
1□ ･･･ □□亦不立□事□ ･･･ □ /

2□虚□空□是□ ･･･ □答虚空无大□小  
□ ･･･ □ /

3不無是以稱常義准有無□ ･･･ □
/

4□□□又不大不小是常□義□ ･･･
□ /

5言小者乃是大家之小此於□ ･･･
□ /

6□部常書王公趙公□以□ ･･･ □ /
後缺

前略
亦不立。事相因故、義亦何殊。又法性
體不可得、是常義。又、虚空亦是常義。
問、何故
虚空是常義。答、虚空以無大小、亦無
中邊、是故稱為常
義。謂法性體不可得、是不有。能見不
可得體、湛然常寂、是不無。是為常義。
若准有無而論、
又不大不小、是常義。謂虚空無大、不
可言其大、虚空無小、不可言其小。今
言大者、小家之大。
今言其小者、乃是大家之小。此者於未
了人、則以常無常而論。若約法性理、
亦無常亦無無常。以無無常故、得稱為常。
戶部尚書王趙公
後略

24 『分類目録』では、『南陽和尚問答雜徴義』のテキストとして漢文の① S6557、②
P3047、③石井光雄氏舊藏本、④Дx4530の 4種と、⑤MT.b.001のホータン語 1
種、計 5種を紹介しているが、このうちの⑤MT.b.001については、衣川賢次氏
が『分類目録』に寄せられた（「終わりし道の標べに」『駒澤大學禪研究所年報』
30、2019、227頁）と題する書評で指摘されたようにホータン語譯ではなく、ホー
タン遺跡から發見された漢文寫本とすべきである。ここに記して衣川氏の學恩
に深謝を申し上げる次第である。從って、從來その存在が知られていた『南陽
和尚問答雜徴義』のテキスト 5種はすべて漢文寫本である。

25 楊曾文編校『神會和尚禪話録』〈中國佛教典籍選刊〉（北京、中華書局、1996→ 
2004→ 2008、64頁）。
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　上表の對照でわかるように、兩者の内容はほぼ對應しているが、數箇所
に相異もみられる。

8、南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語 26（以下、『壇語』）（Дx11587 の 1號）
　Дx11587（『俄藏敦煌』15、262頁）については、『俄藏敍録』では文字
の出入を言及しつつも、これを『大乘無生方便門』の殘片（749頁）とし
ているが、筆者が精査した結果、『大乘無生方便門』ではなく、紛れもな
く荷澤神會の『壇語』の殘片であることを突き止めた。唐代語録研究班に
よる『壇語』校訂本（以下、『壇語』本）27の關連内容と比較しながら、そ
の本文を示せば、以下の通りとなろう。

Дx11587 『壇語』本

26 『分類目録』では、『壇語』のテキストとして① S2492、② S6977、③ P2045、④
BD1481（寒 81、北 8376）、⑤Дx942、⑥Дx1920、⑦Дx1921、⑧敦博 77（任
子宜氏舊藏本）の 8種を紹介している。

27 唐代語録研究班編『神會の語録 壇語』(禪文化研究所、2006、16-29頁 )。但し、
Д x11587との内容比較を行うため、句讀點の一部に修正を加え、兩者にみられ
る相異に下線を付した。また、『壇語』本の本文内容に、校訂の際に用いられた
段落番號を［漢數字］でそのまま挿入した。

［二］（前略）
過去際一切諸佛。敬禮未來盡未來際
一切諸佛。
敬禮現在盡現在際一切諸佛。敬禮尊
法般若修多羅藏。
敬禮諸大菩薩一切賢聖僧。［三］各各
至心懺悔、令知識三業清淨。過去未
來及現在、
身口意業四重罪、我今至心盡懺悔、
願罪除滅永不起。過去未來
及現在、身口意業五逆罪、我今至心
盡懺悔、願罪除滅永不起。
過去未來及現在、身口意業七逆罪、
我今至心盡懺悔、願罪除滅

（前缺）
1	A□…□過去 一切諸仏。敬礼未
來□盡□…□ /

2□…□現在 一切諸仏。敬礼尊法
般若脩□…□ /

3□…□一切賢聖僧。B各々至心懺
悔、令三業清□淨。□…□ /

4身口意業四重罪、我今至心盡懺悔、
願罪□除□…□ /

5及現在、身口意業五逆罪、我今至
心盡□懺□…□ /

6過去未來及現在、身口意業七支罪、
我今至心□盡□…□ /
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永不起。過去未來及現在、身口意業
十惡罪、我今至心盡懺悔、願
罪除滅永不起。過去未來及現在、身
口意業障重罪、我今至心
盡懺悔、願罪滅除永不起。過去未來
及現在、身口意業一切罪、我
今至心盡懺悔、願罪除滅永不起。

　『壇語』本の［六］の内容とほぼ對應

［四］現在知識等、今者已能來此道
場、各各發無上菩提心、求無上菩提
法。若求無上菩提、須信佛語、依佛
教。佛説道沒語。經云、
諸惡莫作、諸善奉行、自淨其意、是
諸佛教。過去一切諸佛、皆作如是説。
諸惡莫作是戒、諸
善奉行是慧、自淨其意是定。

知識、要須三學、始名佛教。

何者是三學等。戒定慧是。妄心不起
名爲戒、無妄心名爲定、
知心無妄名爲慧。

是名三學等。［五］各須護持齋戒、若
不持齋戒、一切善法、終不能

生。若求無上菩提、要先護持齋戒、

7　永不起。過去未來及現在、身口
意業十惡罪、我今至□心□…□ /

8　罪除滅永不起。過去未來及現在、
身口意業障重罪、我□ ･･･ □ /

9　盡懺悔、願罪除滅永不起。過去
未來及現在、身口意業□…□ /

10今至心盡懺悔、願罪除滅永不起。
C知識、各々發卅卅心、□…□ /

11大劫、久流浪生死、不解脱者、
惣只縁不彂无上卅卅心、□…□ /

12不値遇諸仏ササ真正善知識。縱
値遇諸仏ササ真正善□知□…□ /

13 彂得无上卅卅心、所以輪轉生死、
經无量恒沙大劫、久流浪□…□ /

14脱者、惣縁此。D真知識既能彂

卅卅心、必須信仏語、依仏教。
仏□道□…□ /

15諸悪莫作、諸善奉行、自淨其意、
是諸仏教。諸悪□…□ /

16善奉行是惠、自淨其意是定。諸仏
深讚歎无上卅卅、无为不□…□ /

17 極甚難聞、極甚難見。要須三斈　、
始名仏教。□三□斈□□不　不□…□ /

18 教。何者三斈 。 定慧。知識須
一心中　。無妄是 、妄心□…□ /

19知無妄是惠。无妄自性 、妄心
不卻起自性定。知無妄自□…□ /

20此是三斈一心中 。E知識、須
護持齋 。若不護持齋 、一切
善□法、□…□ /

21生。衆生皆由三業造罪、輪迴三有。
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　『壇語』本の見出しを目安に上表で比較した内容を圖示すれば、以下の
通りとなろう。

 Дx11587 　　『壇語』本
 A  ［二］三寶を禮せよ
 B  ［三］至心懺悔
 C  ［六］無上菩提心を發すことと善知識に逢うことの重要性
 D  ［四］七佛通戒偈と三學
 E  ［五］齋戒の護持

　すわなち、新出のДx11587『壇語』は、内容の配列に從來本との相異
がみられる。しかも從來本の「［五］齋戒の護持」に相當する Eの末尾（下
線部分）には、從來本に存しない内容が含まれているが、後缺のため、現
時點においてその全貌を明らかにしえないことが惜しまれる。いずれにせ
よ、『壇語』には複數のバリエーションが存在する可能性についてはすで
に示唆されている中 28、新出のДx11587はまさしくその確固たる證據とな

28 西口芳男「南陽和上頓教解脱禪門直了性壇語［解題］」（唐代語録研究班編前掲書、
7頁）。

三業者、身口意業者、不□…□ /

22 媱。口業不善、兩舌悪駡、妄言
起語。意業不善、貪嗔邪見、由
□…□ /（後缺）

Дx11587の Cの部分とほぼ對應

乃可得入。若不持齋戒、疥癩野干之
身尚不可得、豈獲如來功德法身。
知識、學無上菩提、不淨三業、不持
齋戒、言其得者、無有是處。要藉有
作戒有作慧、顯無作戒慧、定則不然。
若修有作定、即是人天因果、不與無
上菩提相應。
［六］知識、久流浪生死、過恆河沙大劫、
不得解脱者、爲不曾發無上菩提心、
即不值遇諸佛菩薩眞正善知識。縱值

遇諸佛菩薩眞正善知識、又復不能發
無上菩提心。流轉生死、經無量恆河
沙大劫、不得解脱者、總縁此。（後略）
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る貴重なものといえよう。
　なお、Дx11587の裏面には、「身口意業造重罪如何懺悔如何消滅 /為者
作也 /此是著我記知此是集我已斷此是□ ･･･ □ /」というような 3行ほど
の文字が書寫されているが、表の『壇語』との關連性は明らかでない。

（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 2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。
　最後に、本稿の作成に際し、啓發的示唆を數多く賜った上海師範大學教
授の方廣錩先生と、同じく上海師範大學副教授の定源（王招國）先生に、
それぞれ深謝を申し上げたい。
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