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沙門道元は九十歳である。実際に、「沙門道元」が、雑誌『新小説と思想』
に初めて登場して以来、90年以上が経過している。それは、和辻哲郎
（1889-1960）が、1920年から 1923年にかけて発表した小論の連載で、こ
れにより、道元は世界に紹介された。明らかにしておこう、私が「沙門
道元」と称される人物に言及する時は、和辻が “宗教的な「宗祖とするあ
る宗派」（p.240）の開祖と見做されている人物” として描いた、あの人物
について書いているわけではない。1これまでの前時代的な仏典の中で描
かれてきた道元ではなく、（和辻が描いたように）「沙門道元」自身の言
葉で検証したいと思う。和辻は、彼（和辻）が伝統的な仏教の伝記の中
で語られている比較的早い時期の道元の生涯について読んだ結果、これ
までの道元が既に彼自身の宗教的宗派によって葬り去られていた（「殺さ
れていた」p.244）ことを、知ったと我々に告げる。この検証の下での沙
門道元は、新たに誕生する ─ もしくは、おそらく再生した、復活した ─ 

道元である。彼は新しい時代と新しい聴衆に取り組む一人の現代的日本
人である。和辻は、道元に命を吹き込むだけでなく、新しい沙門道元が「人
類の道元」（p.244）となるにちがいないと予見した。和辻は、「我々の道
元になる」（p.244）はずであり、普通の日本人にとっての道元になるはず
だと示唆した。

和辻の予言は非常に正確だった。 和辻は、1926年に『日本精神史研究』
で「沙門道元」についての論文を再版した。この本は、1940年、1961年、
1970年、1991年、1992年、2002年、2005年と繰り返し再版されている。

1 特に断りが表示されてない場合は、すべての引用は、国立国会図書館デジタルコレ
クションによるオンラインで入手可能な 1926年版である。文字の書体と句読点は、
その中に現れたように再現される。
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これは、未だに今日でも書店で入手可能である。また、オンラインによる
デジタル版でも利用可能である。そして、それは、無数の人々、仏教徒と
非仏教徒の両者に、沙門道元について知らしめてきた。 かつて、比較的
少数の敬虔な仏教徒は、様々な伝統的仏教としてのアプローチ（取り組み
方法）に基づいて古き道元を研究していた。しかし、和辻が新しい沙門道
元を世界中に紹介して以降は、仏教徒も仏教徒でない人々も、伝統的仏教
規範の狭い境界を越えた革新的なアプローチに従って、この新たな道元研
究を始めた。そして、ちょうど和辻が予見したように、この方法で無数の
人々が独自の道元解釈を得た。今日、我々は、沙門道元が様々な道元解釈
を生み出していることを理解している。最も顕著な例をいくつか列挙する
と、我々は以下のように特定することができる：

宗教的先駆者としての道元（1944年）
禅師としての道元（1953年）
国際人としての道元（1958年）
文学者としての道元（1965年）
哲学者としての道元（1970年）

そして、
人間としての道元（1970年）

このリスト、そして、それぞれの解釈に付与した年代は、私独自の印象
を表している。ほかの評論家はたやすく、異なるリストを提案したり、違
う年代を指定したりできる。しかし、私は、これらは全て新しい道元の人
となりであり、これらのルーツは和辻の沙門道元であると、間違いなく言
えると思う。九十歳になった沙門道元は、未だ活力に満ちている。彼は長
い人生を過ごしてきたが、しかし、まだペースを落とす気配を見せない。
彼は、すぐに引退するつもりはない。

約 90年を経た現在、道元の新たな解釈のいくつかの特徴と成果を確認
することは役に立つであろう。つまり、それらは、沙門道元が成し遂げた
ことと、彼が未だ果たせないことを考えるために我々に進むべき方向を示
すのである。私は、まだまだ、道元に関わり続けていると思う。しかし、
私は、話の先を急がない方がよい。最初に、私は、原本の「沙門道元」か
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ら ─ つまり、和辻哲郎の道元から始めたいと思う。

沙門としての道元（1923 年）

沙門道元は、永遠の真実と、特殊な個人的事情との間にある、解決し難
い境遇の只中で人生をスタートさせた。和辻は明確に、この問題を述べる。
彼は、文化史的理解（p.238）が崇高な宗教的人物に関して、何らかの意
味あることを、どのようにして言及することができるかを尋ねる。この質
問をするのは、和辻だけではない。それは、全ての宗教の在俗学者が直面
する中心的な問題である。言いかえれば、我々が宗教的人物を研究する時、
単に実際の歴史的情況の観点から、伝説的、奇跡的、超自然的なものを取
り除いて考慮しないようにした、その結果、彼等にとって最も大切なこと
を歪めていないだろうか、ということである。

ヨーロッパでは、この問題はいわゆる「ナザレのイエスのための探求」
（quest for the human Jesus）と呼ばれ、典型とされてきた。19世紀に新世
代の学者達は、歴史上のキリストを追求する試みの中で、キリスト教の福
音書を歴史的に分析する方法を応用し始めた。彼らの本の一部は大いに流
行った。例えば、フランスの出版、アーネスト・ルナン （Ernest Renan ; 

1823–1892）による『イエスの生涯』（Vie de Jesus ; 1863年）は、同じ年に
英語にも翻訳された本（Life of Jesus）であるが、当初多くの複版が販売さ
れ、両版とも、その後、印刷され続けている。

とはいえ、20世紀の初めまでに、このような学説は失墜していった。
それは 3つの深刻な後退をもたらした。まず、1892年に神学者マーチン・
ケーラー （Martin Kähler ; 1835–1912年）が「いわゆる史的イエスと歴史的・
聖書的キリスト」（ドイツ語：Der sogenannte historische Jesus und der 
geschichtliche, biblische Christus）という題名の論文を発表した。その中で
彼は信者にとってのキリストは結局、いわゆる歴史上のイエスと呼ばれて
いる限りの真実性を持つだけだと主張した。2番目に、1901年、新約学者
のウィリアム・ヴレーデ（William Wrede ; 1859–1906年）は、『救世主の
秘密』（ドイツ語：Das Messiasgeheimnis in den Evangelien）を出版し、その
中で、彼は、キリスト教の聖書が歴史的なものではなく、神学的な物語を
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記録しているものであることを証明するために、編集批評のテクニックを
使った。最後に、1906年にアルベルト・シュヴァイツァー（Albert 

Schweitzer ; 1875–1965年）は、『歴史的イエスの探求』（ドイツ語：
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung）を発表し、その中で、新しい歴史的
イエスの伝記が、イエスの歴史的世界について示すよりも、現代作家の世
界観の方が、より現実的で明らかであることを証明した。その結果、歴史
的なイエスに関する探求は、多くの主要な学者達の注意を引くことをやめ
てしまった。

1910年（シュバイツアーの本が英語に翻訳された同じ年）に、ジーク
ムント・フロイト（Sigmund Freud ; 1856–1939）は、「レオナルド・ダ・ヴィ
ンチ、彼の幼年期の思い出」（ドイツ語：Eine Kindheitserinnerung des 
Leonardo da Vinci）という題名の論文を発表した。この論文の中で、フロ
イトは、有名なイタリアの芸術家で発明家であり、フロイトより 400年も
前に生きたレオナルド（1452–1519年）の生涯を描くために、彼の性格、
個性、性的特性の観点から、新しい進歩的な精神分析の手法を用いた。フ
ロイトは、レオナルドの分析の根拠を、彼の幼少期（英訳された 10行に
満たない単文の記録）の記憶の断片と、良く知られている幾つかの絵画に
置いた。この論文により、フロイトは歴史学的伝記の著作に新しい生命を
吹き込んだ。彼は、物語の最も短い断片でさえ、たとえ出典に基づかない
限られた分量であっても、想像力と革新的な手法で分析した場合、歴史的
人物の生涯と時代について新たな洞察をもたらすことができることを証明
した。

私は、和辻の沙門道元へのアプローチが、これら特定のヨーロッパ出版
物によって影響されたことを示唆したいとは思わない。私は、和辻が直接
これらの認識を持っていたかどうかを知らない。それにもかかわらず、和
辻が、ヨーロッパの知的グループの現代的宗教論争を知っていたことを疑
う余地はないのである。彼は─ ニーチェ（Nietzsche ; 1913年）とキルケゴー
ル（Kierkegaard ; 1915年）に関連する、最初の二冊の刊行された本で証
明されたように、ドイツ語を流暢に読んだ。彼は、歴史的なイエス（ナザ
レのイエス）をキリストの人物像から区別している宗教的な影響を詳細に
説明することによって、沙門道元への彼のアプローチを紹介する（p.248–
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251）。更に彼の論文の一つ、「推古時代に於ける仏教受容の仕方について」
─ 沙門道元について書いていた同時期の 1922年に出版した ─ は、初期
日本に於ける、仏教聖画の精神的意義について革新的な心理学的分析を提
供する。和辻は、明らかに、ヨーロッパでの彼の論争相手と同じ方法論の
問題点について取り組んでいた。彼は、どのようにして前時代の日本人た
ちが、自身の歴史的状況の特殊な環境の中で永遠の精神的な真実をはっき
りと表現したかについて再評価するために、同じ歴史的分析の方法を応用
した。そうすることによって、彼は、自ら見つけ出した新たな道元への新
しいアプローチを示した。

和辻は、宗教的人物である沙門道元が彼の宗教的枠組みの中においての
み、あるいは、禅寺における坐禅の実践によってのみ理解することができ
る、というような主張を一切、退ける。和辻は、「いかなる宗教も真実に
対して排他的な要求を持つことができるという主張」 （ベラ－，Bellah 

1965）を即座に退ける。更に和辻は、今日の禅寺がもはや道元の理念を具
現化できないと異議を唱える。その為、禅寺に入門することは、道元に近
づくことができないばかりでなく、むしろ、「現時の禅宗の門に入ること
は却って道元から遠ざかる所以である」（p.240）とした。代わりに、沙門
道元は彼の著作を通して学ばれるべきである。つまり、もしそうでない場
合には、「何ゆえに彼はその多量な説教の書を書き残したか？」（p.238–239）
ということである。道元の著作を自由に読めるようになって以降、誰でも
直接、道元の研究をすることができる。道元の著作を研究することによっ
て、誰でも道元の真理を見つけ出せるのである。

和辻は、「真理」（ロゴス；p.247） ─ 精神的、宗教的、あるいは哲学的
である ─ を、それは何らかの特定の歴史的状況において表現されなけれ
ばならないが、しかし、特殊の表現とは別々に常に存在するものと見なし
たのである（p.248–251）。同じ真理は異なる文化の中で異なる表現として
見つけ出すことができる。この理由から、彼は、日本もしくは沙門道元に
関する重要な点を説明するために、キリスト教の聖書の一節を自由に引用
する。最も重要なことは、日本人が、世界の他の文化圏の人々によって議
論されていた真理を、彼ら自身の時代と場所に於いて、表現していたこと
である。例えば、日本の鎌倉時代に、仏教徒達は世界の三大宗教形態に基
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本的に擬
なぞら

えられる、三つの新しい宗派を興した。つまり、キリスト教理念
に相応する浄土（念仏宗）、イスラム教理念に相応する蓮華（法華宗）で
あるが、一方、禅は元々の仏教（本来の仏教；1935年，175–176）の哲学
と実践理念とに相応する。和辻によれば、この時期に最も注目されるのは、
新しい宗教運動ではなく、むしろ、その時代に於ける仏教徒の「永遠に現
在なる価値の世界」（p.259）を称賛した力であった。

和辻は、沙門道元を、永遠なる価値（p.283）に捧げられた真理王国建
設（p.282）のための、情熱を持った、とりわけ妥協しない存在として描く。
何故なら、沙門道元は、彼の周囲の多くの飢えに苦しむ貧しい人々を助け
ることをせず（p.279）に、この究極の目標に専ら打ち込んだ。彼は、政
治的な援助を避けた（p.282）。彼は寺院を建立するという目的のために仏
教を広めなかった。彼は多数の帰依者を集めようとしなかった（p.282）。
そのかわり、彼は、純粋に仏教のために仏教を参究したのである。和辻は、
沙門道元は「真理それ自身のために真理を求めることは、必ずしもギリシャ
文化の特性のみではなかった」（p.295）という理念を証明したのだ、と強
く主張する。和辻は、道元が真理を探求した目的の純粋さを激賞する
（p.262）。言い変えれば、和辻は、慣習的世俗の問題に無関心な人として、
理想主義的な観点から沙門道元を描いたのである。

和辻は、純粋なる沙門道元の記述を主として二冊の書物、『正法眼蔵随
聞記』 ─ 彼は、最低 21回も広範囲に （そして最低 3回は引用文なしに）
その書名を引用 ─ と、更に、『学道用心集』 ─ 彼は、その書名を 7回も引
用している ─ とに依っている。これらの書物は双方とも道元の布教活動
の初期に書かれている。また、和辻は道元の最も有名な著作である『正法
眼蔵』から抜粋して、95章の中から 4章を考察し、紹介している ：
「礼拝得髄」
「仏性」
「道得」
「葛藤」

これら各章に関する和辻の論評は、内容についてというよりは、これら
の形式について記憶に残りやすい。彼は、キリスト教の聖書（例えば、
p.343）とドイツ哲学 ─ 明示的な（例えば、pp.352,373,377,380）と暗示的
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な（Steineck ; 2018年を参照）の両方の参照 ─ 、さらに、対立的な社会
的問題（例えば、p.338）に対して論評の、類似点を採り入れることにつ
いて躊躇しない。彼は、沙門道元の “新しい展開” に対して彼を称賛し、
それは、東洋の思想（p.371）の中では他には滅多に見られなかったもの
だと言う。このように、和辻は、沙門道元を、今日の世界へ関与する確か
な人物として紹介するのである。

この簡単な要約に基づいて、和辻が一般の読者に対して沙門道元の人物
を単に紹介しただけではないことを理解できると思う。むしろ、和辻の主
要な業績は、沙門道元について考え、研究する新しい方法を紹介したこと
である。第一に、彼は、沙門道元の個人的な性格と動機に、特に経歴の初
期からの情報を基に描き出すことに、焦点を当てている。二番目に、彼は、
禅、あるいは何らかの単一の宗教的伝統に限定された沙門道元の解釈を容
認することを拒否している。沙門道元は、普遍的価値の観点から解釈され
なければならない。三番目に、和辻は、世界的概念の枠組みに伴う対話の
中に沙門道元を配置するために、キリスト教思想とヨーロッパ哲学者から
の、語彙と理念を用いる。最後に和辻は、全ての日本人にとって、それど
ころか、あらゆる場所の全ての人間にとって模範となるような人としての
役割を担うことができる一人の革新者として彼を紹介する。要するに、沙
門道元は “道元” について考え・推察する現代的な方法を構築する。この
現代的な道元は、宗教的伝統に基づく道元に簡単に取って代わることがで
きる。 和辻の道元へのアプローチ方法は、それ故、沙門道元の多くの継
続的な解釈を生み出すための基盤となる。私は、より重要な継承の数例を
簡単に再検討してみる。

宗教的先駆者としての道元（1944 年）

沙門道元は、和辻によって描き出されたように、真理と価値を単に追求
しただけではなかった。彼は、自身の死後もただ存続されるだけでなく、
時代を越えて、日本における仏教寺院網の最大宗派の一つとして成長する、
宗教教団を確立させた。今日、この宗派は曹洞学派（曹洞宗）を構成して
いる。1944年に、衛藤即應（1888–1958）は、『宗祖としての道元禅師』
を発表し、その中で彼は、曹洞学派の歴史的成長と宗教的原動力とを直接、
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道元の宗教的教えに帰した。私は、衛藤の書籍の題名で使われている限定
的な宗祖としてだけではなく、宗教改革者としての道元に言及する、何故
ならこの名称は、衛藤によって描写された道元を、より正確に特徴づけて
いるからである。衛藤の説によれば、道元は日本曹洞宗の開祖（または、
既存の曹洞宗の伝統を中国から日本にただ導入したのみの人物）として位
置づけられる単なる一個人ではない。もちろん、道元は、それを行ってい
るが、しかし、より重要なことは、彼はまた、現代日本の中で現代の人々
に合致した、本質的な宗教的特性を示していくための責任を担っているこ
とである。

衛藤は決して和辻に言及していないが、しかし、衛藤が和辻に反論した
かったことは明らかである。衛藤は、緒言の中で、道元は哲学者ではなく
（p.12）、彼を哲学者の一人にいれようと企てる人々は、彼から墨染めの衣
をはぎ取ろう（黒衣を剥ぎ取って p.14）としていると断言する。一方、和
辻が宗教を退けるのに対し、衛藤は厳密に宗教に限定して道元を評価する。
和辻が浄土宗の信仰（念仏宗）を迷信（p.277）と同種だと特徴付けるの
に対して、衛藤は社会に救いをもたらす生きた宗教（p.46）としての信仰
心（信念）を描き出す。衛藤は、親鸞（1173–1262）と日蓮（1222–1282） 
─ それぞれ、浄土と蓮華の教えに基づく信仰を主張した、道元とほぼ同
時代の二人、について繰り返し論及する。一方、和辻は、宗教的信仰を主
張するとともに道元禅の哲学的・実践的方向性を対比するのに対して、衛
藤は、道元が日本仏教の信仰の中心的地位の確立を助けたことを強調する
ために、両者間の類似性を描き出す。和辻がドイツ哲学の専門用語を使用
するのに対して、衛藤は彼の分析の中でドイツの神学者達を引き合いに出
す。例えば、衛藤は、フリードリヒ・シュライアマハー（Friedrichi 

Schleiermacher ; 1768–1834）を ─ 『宗教論』（On Religion ; 1799年）の自
身の日本語訳と元のドイツ語（p.217–218 ; 229–230）の双方で　─ 信仰と
経典の関係性に対する道元へのアプローチを明確にする為にしばしば引用
する。とはいえ、衛藤が哲学者達を無視したというのは、正確ではない。
彼はまた、ハンス・ファイヒンガー（Hans Vaihinger ; 1852–1933）と彼の『「か
のように」の哲学』（philosophy of  “as if”；ドイツ語：“Philosophie des Als 
Ob”）を、礼拝の実践に関する道元へのアプローチを、より深く理解する
ための重要な手がかりとして引用する。
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衛藤は信仰の宗教を教化するように道元を描き出す。この点に関して、
彼は 1930年代（昭和初期）に曹洞学派を揺り動かした「正信論争」と称
される論争に対して応じている（永井 1981年 論文参照）。簡潔に言うと、
衛藤によれば、道元によって説示された信仰には、3つの重要な根拠があ
り、それぞれは、明白で平易であるにも拘わらず、深遠な宗教学の影響を
受けていると強調する。まず、道元は「正伝の仏法」を教え、全ての宗派
間の分裂と瑣末な競り合いからの脱却を説示した。二番目に、この正伝の
仏法は、仏陀に遡る宗教的祖師達の連綿と続く継承によって「面授嗣法」
されてきているため、厳密な宗教的支えの根源となることができる。三番
目に、この仏教とその授戒は「礼拝の仏教」として実践されている。道元
の宗教に関しての衛藤の記述は、一般の人々 ─ つまり、仏教の宗教的体
制の中の僧侶だけでなく、曹洞宗寺院にあまり関心のない、あるいは、檀
家的に関わる在家の人々との双方 ─ に、道元の宗教に関与する余地を用
意している。和辻による妥協しない純粋主義者とは対照的に、衛藤の道元
は、僧侶の正伝の仏法と信徒による礼拝実施の儀式とを結びつける宗教改
革者である。このようにして道元は、現代の日本社会における曹洞宗寺院
の日々の宗教的役割を確立し、立証する。

衛藤は、道元の宗教に対するそれぞれの局面を説明するために、道元の
著作を幅広く引用する。その中の最も重要な引用の二作品は、仏教の実践
は “仏陀の道への信頼”（先須信仏道；DZZ 5.285）とともに始めるべきで
あると表明する『学道用心集』と、“道を追求するための話” である「弁
道話」の三番目の質問に対する答からもたらされ、それは、正しく信じる
（正信；DZZ 2.465–466）状態の者だけが、仏教を理解し始めることができ
ると明確に述べる。衛藤によって引用された（同様に和辻によっても引用
された）この極めて重要な作品は、道元の教化経歴のごく初期に書き始め
られている。

禅師としての道元（1953 年）

和辻（p.244）は、道元のこれまでの仏教聖人伝（すなわち宗教的伝記）が、
世俗的価値と信じられない奇跡を用いることで、道元の実際の業績を貶め
ている（侮辱している）と明示した。1953年、大久保道舟（1896–1994）は、
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比較的初期の聖人伝を一掃し、画期的な『道元禅師伝の研究』に置き換え
た。これは、第一次資料、要するに最も初期の入手可能な歴史的文書に完
璧に基づいた、初めての道元の伝記的研究である。大久保は、初期の聖人
伝に見られる、信心を利用した如何なる伝説も、再び繰り返すことはなかっ
た。代わりに彼は、それらを批判し、過ちや偏見を指摘する（1953, 22–33 

; 1966, 20–35）。可能な限り、彼は最重要な人物の説明を、第三者が保存す
る記録、同時代の文書、日記、手紙、碑文、有形の対象などのデータと比
較することで、事実を照合確認した。

同様に重要なのは、大久保が、道元自身の歴史的時代・地理的場所・社
会的立場の背景とともに、彼の生涯のあらゆる面を検討していることであ
る。大久保の道元は、抽象的でも理想型でもない。そのかわりに、大久保
は道元を社会的な地位を持ち、彼ら各人の社会的立場によって、他者との
関係の中で行動する一人の人間として描写する。言い換えれば、大久保は、
道元の出生場所・家族関係・教育・出家・仏教修行・中国への留学・中国
仏教徒との関係・日本仏教徒との関係・托鉢活動・寺院建築事業・学僧勧
誘への尽力・富裕な後援者と政権側支持者との関係などを研究する。これ
らの活動のほとんどは、和辻の沙門道元が否定してきたと思われる種類の
世俗的な関心事を含んでいる。更に、大久保は、道元の宗教教団（僧団）
に対する初めての詳細な記述を提供している。彼は、道元が実際の禅師と
して ─ 禅寺院の設立と維持、資金の調達、修行僧の指導、禅僧団の管理、
戒と律の公布、役僧の任命、責務の委任、彼の周りの信者達の紛争の仲裁
など、懸命に取り組んだかを資料に基づき明らかにする。禅師としての道
元は、単なる禅の教師ではない。 彼は自らの組織、修行僧の集団を管理し、
後援者に貢献する責任を有する。

今日、我々はもはや、大久保が到達した全ての結論に賛成することはで
きない。彼の成果の多くは、その後の研究を考慮して修正されなければな
らない。それにもかかわらず、彼の研究（および、彼が明確にした考察の
成果）のおかげで、今日、我々は特定の歴史的時間と場所に於ける一人の
社会的行動者としての道元について、十分な認識を持ち、かつ、このよう
な情況下で禅師としての役割を果たした意義をそれなりによく理解できて
いる。
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国際人としての道元（1958 年）

1958年、増永靈鳳 （1902–1981）は、主として道元の教えに焦点を当てた、
英語で書かれた最初の長い研究論文「曹洞禅の概要」（The Sōtō Approach 
to Zen）を発表した。それは、道元の最も著名な作品のいくつか、「有時」、
「生死」、『普勧坐禅儀』、「現成公案」そして「弁道話」からの英訳を含ん
でいる。この作品は日本でのみ刊行されていた為、世界中の幅広い読者に
必ずしも恩恵を与えてはいなかった。それにも拘わらず、私は、それが、
やがて、重要な魁

さきがけ

となるであろうと考えている。1950年代までに、沙門
道元は国際人となった。彼は今、英語を話し始めた。彼の思想、言葉、文
章、そして小論は全て英語で表現された。まもなく、彼は、他のヨーロッ
パ言語、ドイツ語、フランス語、スペイン語のような、多くの他の国の言
語に翻訳されるだろう。

ひとたび、沙門道元が世界の言語を話し始めるようになると、彼は、世
界の文化に於ける当事者となった。彼は、永遠に日本の業績として残る一
方、彼の活動はもはや日本語で話される場所だけに限定されるべきではな
くなる。あたかも、日本の他の多くの注目すべき製品や文化的な発展 ─ 

建築、視覚的芸術、食物、織物、衣服、映画、テレビ、文学、詩、ゲーム、
武道など ─ と同様に、沙門道元は、彼がすでに日本独自の文化的構造の
一員になっていたように、国際社会の中の一員となって旅を始めた。

増永は、道元を、比類なき宗教家として、加えて、現代における重要な
哲学者としての両面を描き出す。彼は、道元の「只管打坐」（p.56）が、
彼の独特の深遠な哲学的洞察力をもたらすと説明する。増永は、道元の時
間に関する理念を、『存在と時間』（1927年；英語 Being and Time；ドイツ
語 Sein und Zeit）に於けるマーチン・ハイデッガー（Martin Heidegger ; 

1889–1976）の理念（p.69）ばかりでなく、アンリ・ベルクソン（Henri 

Bergson ; 1859–1941年）によって提唱された「純粋持続」（pure duration）
の概念（p.71）とも比較する。

増永は、「曹洞禅の入門書」（A Primer of Sōtō Zen ; ハワイ大学出版社刊行）
を発表した 1971年に、道元の内面化についてのもう一つの重要な貢献、
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すなわち、『正法眼蔵随聞記』の全文の英訳を行った。我々は、この翻訳
の題名（Record of Occational Remarks）に注意するべきである。増永は、
曹洞禅の全体の紹介として、『随聞記』を示したのである。引き続き重要
なポイントに戻ろう。「曹洞禅の入門書」は、最初に発行した時から今日
に至るまで発行され続けている。世界の至る所で、それは、最も広く読ま
れている道元の語録の説明を確かに形づくっている（WorldCatは、この
本を所有している世界中の主な図書館 2000ヶ所以上を一覧表にしてい
る）。他のどの出版物よりも多く、この翻訳は道元と曹洞禅の世界への主
たる紹介として役立ってきたのである。

文学者としての道元（1965 年）

1965年に日本で最も権威ある出版社の一つである岩波書店は、『日本古
典文学大系』（全 100巻；1958–1966年）の一巻として、『正法眼蔵』の抜
粋と『正法眼蔵随聞記』全文を合わせて出版した。この出版は、日本の半
ば公の文学的基準に、道元が組み入れられたことを示すこととなった。彼
は単なる宗教家でも哲学者でもなく、彼は、文学作家 ─ 教化の必要性が
なく、単なる娯楽のために普通の読者によって読まれる作品を作り出す人
になった。

和辻哲郎でさえ、この展開を予想できなかった。和辻は（1934年， p.177）、
14世紀（道元の死後しばらく経った）に日本人の禅僧による漢詩が広く
認識されるようになるまで、禅宗は日本文学に顕著な影響を及ぼさなかっ
たと書いていた。もし、我々が、和辻の幅広い影響力を持つ判断を用いた
ならば、その時は、道元は岩波大系から除外されたであろう。漢文による
道元の韻文は決して親しまれては来なかった。事実、近代以前、彼の作品
は、仏教学者以外の読者に広く行き渡ることは決してなかった。

道元の作品は、戦後世代が彼の書いた作品を読む新たな方向を展開し始
めた後に漸く、より多くの読者を獲得し始めた（柳田；1982年；9–11）。
たとえば、1950年に文学評論家の寺田透（1915–1995）は、道元の日本語
の散文の美しさを日本文学として探求した画期的な評論を発表した（草薙；
1975; 856a）。寺田は、道元が中国の原典をどのように解釈したか（道元が
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伝統的に読まれていた方法）を考察する代わりに、多様な論題について交
差する複雑な評論を響き渡らせる、有機的・内的響きを伝える道元の韻律
を保った詩的な美しさの様式に焦点を当てた。その後、寺田は道元に関す
る彼の評論を『道元の言語宇宙』と題した本（1974年）にまとめた。寺
田のアプローチは、仏教論文限定から彼を解放し、日本（および世界）文
学の文学的な流れとの対話の中に彼を置いた、それは、道元を読むための
新しい戦後の方法の、唯一の例というわけではなかった。

西尾實 （1889–1979年）は、岩波大系の編集長であるが、道元の文学者
としての評価を過去ではなく現在の観点から正当化する。西尾は、中世の
日本文学を二つの大きなカテゴリーに分割する（pp.3–4）。第一のグルー
プは英雄的・活動的な主人公を描く ─ 『平家物語』のような軍記物─ で
あり、第二のグループは、より個人的な（日記、詩、舞台戯曲のような）
内省を強調した作品として成り立っている。道元の著書は、これら二つの
カテゴリーの双方で、作品を書き残してきた人々によって理解された事実
を如何に解釈するかということを直感的に見抜く力を、私たちに与えるこ
とで、これらの二つのグループの溝を埋める。次に西尾は、仏教の概念の
調和のとれた言い回しが、まるで、伝統的な日本の叙情的な詩の散文詩版
のように、自然の詩的表現の働きの具体的な描写とともに、どのようにし
て並置されているかを示すために、「現成公案」の冒頭の文章の一文ごと
の分析（pp.7-10）を提供する。

このようにして、西尾は、現代の読者に対して、道元は、現代の作家と
して楽しむことができると主張する。たとえ、我々が彼の文章の正確な意
味を完全に理解できなくとも、我々は彼が紡ぎ出す素晴らしい方法によっ
て一緒に感動することができる。我々は、我々自身の生の契機と結果をよ
り深く考えるよう促されることができる。

哲学者としての道元（1970 年）

1970年に前述の岩波書店は、日本の宗教学、政治学、そして社会的知
識人達によって書かれた第一義資料に基づく権威ある全集、『日本思想大
系』（全 67巻、1970-1982）に道元を加えた。1970年までには、この種の
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全集への道元の加入は必然的結果であった。和辻が、1926年に沙門道元
に関する彼の小論を刊行した直後に、他の知識人達もそれらの研究に追随
した。1930年代には、秋山範二（1893–1980）と田邊元 （1885–1962）の両
者が、現代哲学者として影響力の強い道元研究を発表した（後者について
は、2006年のミューラー ; Müllerを参照）。近年では、道元の思想は、ルー
トヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン（Ludwig Wittgenstein ; 1889–1951）や 

ジャック・デリダ（Jacques Derrida ; 1930–2004年）などの他の大勢のヨー
ロッパ知識人と比較されてきている。更に、岩波の『日本思想大系』以降、
歴史的影響力を持った仏教指導者 ─ 最澄（766–822）、空海 （744–835）、
源信 （942–1017）、親鸞、日蓮など ─ も、また大系に網羅され、もはや道
元を除外することができなくなっていた。

とはいえ、この岩波大系で意義深いことは、明らかに道元が、最も顕著
な地位を占めていることである。彼は、彼自身の著作で全面的に成り立っ
ている丸ごと 2巻を割り当てられた、ただ一人の著者であった。合わせて、
これら 2巻は 1200ページ（上巻 589ページと下巻 632ページ）に及び、「弁
道話」全文と、『正法眼蔵』七十五巻本に加えて十二巻本も一緒に組み込
まれて編纂するのに十分なスペースを有している。それ故、この大系は、『正
法眼蔵』全体として ─ 選ばれたごく一部の巻だけでなく ─ 哲学的考察に
値すると述べている。これは、あらゆる道元研究の基礎となるべき資料の
領域を拡大するための需要に対処していく第一歩を示している。

寺田透（上述）は、岩波大系の道元の 2巻の各々に解説的な評論を書い
た。それらが禅（あるいは仏教、あるいは日本の宗教）を研究する専門家
によってではなく、文学研究の学者によって書かれたという事実は、道元
の哲学的解釈 ─ あるいは、より正確に呼べば、「哲学的な読み方」 ─ が、
必然的に、道元の語彙と引用文に対する視点を新たな対話（および新たな
定義）へ関与する新しい状況への移行を必要とすることを強調している。
このアプローチは、作者と読者に、伝統的な仏教徒の論説（特に重要な発
見となる中心的な問題）と、19世紀からの主流となる哲学者達によって
対処されてきた疑問の間にある、ほぼ克服不可能な距離を埋めることを必
要とする（シュタインネック；Steineck, 2018 ）。
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人間としての道元（1970 年）

さらに、1970年に佐橋法龍（1928–2007）は、『人間道元』を出版した。
もちろん、これまでに言及された様々な道元の解釈 ─ 沙門や、宗教革新者、
禅師、国際人、文学者そして哲学者 ─ など、それらのすべては、人間と
して考えられなければならない。しかし、佐橋は、各々一人を形作る（も
しくは、他の個人を形作る）主要な要素を解明するためにこの本を書いた。
佐橋は人間性の核心を、常に変化する希望、恐怖、不安などを含んだ、個
人的な人格の特徴と共に、特定する。 そこで、佐橋は道元の精神的な伝
記（または精神史）を表明するのである。

佐橋は、デンマークの哲学者であり神学者であるセーレン・キェルケゴー
ル（Søren Kierkegaard ; 1813–1855）の物語『反復』（デンマーク語 ： 

Gjentagelsen, 1843）を引き合いに出して、本を書き始める。この物語は、
観念的な心象、もしくは、何らかの記憶と、それを実行する（または、再
実現する）現実との心理的な隔たりを探求する。佐橋は、中国から日本に
帰国した後の道元の精神状態を、中国で目の当たりにし、成し遂げてきた
ことと、対する、日本で再び実現できたこととの間の、絶え間ない内的な
葛藤として、特徴づける。佐橋は、道元が彼の強迫観念によって動機付け
られていると評するにも拘わらず、「病跡学」つまり、人間の生涯での病
的で否定的な側面を過度に強調した説明を書く意図は決してないと、急い
で付け加える。それにもかかわらず、佐橋の医学用語の頻繁な使用は、そ
のような印象を彼の読者に明確に示す。例えば、佐橋は栄西（1141–1215）
を、「精神分裂病的躁鬱質」を呈した人物として特徴付けるために、ドイ
ツの精神科医エルンスト・クレッチマー（Ernst Kretschmer ; 1888–1964）
によって提案された性格の類型学的分類表示を引き合いに出す（p.73）。
佐橋によれば、道元は、クレッチマーから「鈍感な性質」（pp. 206–207）
だと分類されるだろうとしている。佐橋はまた、他者を欺くためだけでな
く、自分自身を欺くために、すべての人が役割を演じている（p.109）と
主張して、フランスの心理学者ピエール・ジャネ（Pierre Janet ;1859–

1947）の研究を引用する。この原理に基づいて、佐橋は、いかにして道元
が異なる状況において、自身の様々な見解を想定しているかを描写するこ
とができるとしている。
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最終的に佐橋の心理的記述は、それらを立証するための特殊で経験的な
データが欠けているので、説得力がないように見える。しかしながら、佐
橋がどんなに多く道元の動機と精神状態を描写したいと望んでも、利用可
能な歴史的資料は、彼に十分な情報を与えてくれない。度々、佐橋は、道
元が日常生活の出来事について自由に自分の考えを自発的に話している唯
一の情報源である『正法眼蔵随聞記』から、引用している。しかしながら、
これらの言及は、道元の教化歴の初めに該当する極めて短い期間（およそ
1235–1237年）からの反映でしかない。道元の後半生について他の情報源
がなく、佐橋は、成熟した彼について何も語っていない。例えば、1243

年に、道元は人里離れた越前地方に下向し、彼の経歴は大きな転換期に達
していた。しかし、佐橋は、彼の本のほぼ最後になっても、全文 285ペー
ジ中の 260ページになっても、まだ、道元の経歴でのその時期には達して
いない。そして佐橋は、最後の章節である副題「不透明な道元」を始める。 

彼の精神史は、道元の経歴の道半ばで、袋小路の中で終焉を迎えるのであ
る。

結　　論

いま、我々は、過去 90年間に現われた沙門道元に関する様々な見解の
いくつかを再検討してきたので、それらの成功と失敗の両方を理解するこ
とができると考える。いくつかの点で、これらの失敗は、歴史的なイエス
の探求に終止符を打った過ちと類似している。

第一に、沙門道元は、和辻がかつて想像したであろうことをはるかに越
えた評価と名声を達成した。和辻は、単に沙門道元を時代遅れの宗教的慣
習や陳腐な聖人列伝記的な信仰の領域から自由にしたかっただけである。
彼は、新しい日本のための新しい道元、現代的で、日常的な日本語を話す
ことができる道元を明らかにすることを希っていた。沙門道元は、確かに、
これらの目標を上回ってきている。今日では、「我々の道元」について話
ができるのは日本人だけではない。世界中の、様々な分野の人々が、道元
を知っており、彼の言葉を引用することができる。沙門道元は、真に、地
球的規模で、世界的な社会の一員になった。
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同時に、我々は、これら沙門道元の異なる側面 ─ 宗教改革者として、
禅師、国際主義者、文学者、哲学者、そして人間として ─ が、確かに歴
史的イエスと特徴を共有していることに気づかざるを得ない。ひとたび、
彼らの威信を強固なものとしていた宗教的環境を取り除いてしまうと、歴
史的なイエスや沙門道元は、まず初めに、信者を惹きつけている魅力 ─ 真
理を説くという彼らの主張 ─ である唯一の特性を失う。沙門道元が彼の
真理の主張から解放されると、この過程からの結果として生じる、沙門道
元の新しい様々な様相は、幾分、減少したように見えるかもしれない。そ
れぞれの新たな沙門道元は、彼らがこの、或いはあの道元を研究するのと
同様に、各々を研究する学者達についても、明らかにする傾向がある。彼
らは伝統的な仏教伝記物語の道元を強化する傾向を有してはいるが、彼と
入れ替わることも、彼抜きで存在することもできない。このため、これら
の多様な道元の新たな様相は、まさに、弱体（または、より影響力の弱い
道元）だけでなく、活力の根源をも形成する。学問の成果の様々な表現形
式は、個々の社会や社会的集団の異なった必要性と好奇心とに対応する。
我々は、様々な読者のために、異なった道元の様相を必要としている。今
日の世界の錯綜した社会においては、もはやたった一人の道元だけが唯一
純粋な道元になることはたぶんあり得ない。宝石の原石をカットした一平
面のように、あらゆる新しい道元は、すべての他の道元の様相を明らかに
し、映し出し、増加させる。

第二に、沙門道元は 90歳を越えたにもかかわらず、非常に若々しく活
力溢れたままである。禅師としての道元を可能な限り除くと、上記に列挙
された沙門道元のすべての様相は、主として、道元の経歴のごく初期の時
代から書かれた著書に大きく依存している。『正法眼蔵随聞記』は、すべ
ての記述の中でも特に顕著である。和辻は、2つの方法で、この著作の重
要性に貢献した。彼は、1920年から 1923年にかけて、沙門道元を世界に
紹介した彼の評論で繰り返し、これを引用した。さらに、1929年には、
和辻は人気の「岩波文庫」シリーズを刊行した。このシリーズは、古典文
学の安価な文庫版で構成されており、文化的教養のある専門外の幅広い読
者を対象として、優れた学者達による紹介と注釈が付いている。和辻は、
彼の校訂版に「道元語録 ： 『正法眼蔵随聞記』」と表題を付した。彼の簡単
な紹介（p.3）の中で和辻は、道元の気概と懸念（気骨や質悩）を明確に
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表現したことと、同じく、僧堂内の雰囲気（道場の雰囲気）を生き生きと
描写したことで、『随聞記』を称賛している。和辻の岩波文庫版は絶えず
印刷され、繰り返し改版された（1938、1982、1983、1991年）。それは、
前述の増永の英語翻訳版や他の言語への翻訳ばかりではなく、第一級の学
者による夥しい数の注釈付き訳本の基礎を形成した ｡2

『随聞記』の膨大な再版は、多くの人々がそれを紹介本として、または
道元の教えの「入門書」（増永の英語タイトルの言葉で）と見なしている
ことを示している。しかしながら、読者は、『随聞記』が、人としての道
元と彼の教えについて、ごく部分的で且つ、かなり限られた情報しか提供
しないことを心に留めておくべきである。それは、道元が最初の寺院を開
いた直前と直後の 1235年から 1237年までだけの情報を記録している。そ
れは、道元によって編集されたのではなく、懐奘（1198–1280）によって
まとめられた。当時、懐奘は可能性を秘めたライバルであり、道元の言句
に対する彼の選択は、少なくとも彼自身の意見との相違点を少なからず反
映している（石川力山；1982）。懐奘は道元の教えに従うことを決めた後、
『随聞記』を書くことをやめた。それ故、懐奘が道元に帰している言句の
いくつかが、道元自身の著作に見られる主旨と異ってみえることは驚くべ
きことではない。さらに、他の多くの言句の実際の意味と可能な限りの重
要性は、道元の他の著作と共に一緒に分析した場合に認識できるだけであ
る（石井修道 1989、209–215 ; rpt.1991、525–532）。

第三に、沙門道元に関する新しい見解の多くは、どう見ても説得力の乏
しい証拠に基づいている。道元についての過去 90年間を越えた新しい学
問的成果の莫大な量にもかかわらず、道元の伝記の多くの重要な要素は不
明なままであり、知ることができないままである。利用可能な出典資料は、

2 たとえ曹洞宗禅に関係する学者を除外し、リストを故人となった学者に限定したと
しても、著名な学者による少なくとも 10の註解を施した『随聞記』版をリストする
ことができる：1937年、長坂金雄（1886-1973）；1960年、古田紹欽（1911-2001）；
1962年、西尾實（1889-1979）；1966年、唐木順三（1904-1980）；山崎正一（1912-1997）；
1977年、五来重（1908-1993）；1980年、鎌田茂雄（1927-2001）；1980年、遠藤誠
（1930-2002）；1986年、秋月龍珉（1921-1999）；2005年には、菅沼晃（1934-2016）。
増永の英訳に加えて、1921年の中国語への翻訳、陸鉞巖（1855生）、および 1943年
に岩本秀雅（1946没）によるドイツ語訳もある。
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彼の両親、幼少期、日本での師、中国での師、弟子たち、支援者たち、彼
の活動、彼の年表、あるいは彼の願望に関して、ほとんど何も明らかにし
ない。書かれた資料も同じように、彼ら自身の素性についての情報をほん
の少しだけ明らかにする。道元と彼の教団の人々は、ほぼすべての可能な
分野で非常に文学的な遺産を残した。これらの書かれた資料は、いつ、ど
こで、あるいは、どのようにしてそれらが創作されたか、誰のために、ま
たはなぜかについての信頼できる情報を極く僅かしか含んでいない。これ
らの疑問に関しての証拠が発見された時、しばしば、それは、断片的で、
不完全で、不明瞭なままである。ほとんどすべての証拠の断片は、一つ以
上の方法で、時には相反する方法で解釈されることができる。

たとえば、多くの人々は、道元の文学的成果の発展の年表を構築する為
に、『正法眼蔵』の章の奥書に記載された日付に頼る。しかしながら、こ
れらの奥書の日付はむしろ当てにならないようである。多くの場合、記録
資料に基づく証拠は、日付が、最初に創作された、もしくは、最後の改訂
版の実際の日付に対応しないことを明示している。内在する証拠（つまり、
語彙、構成、そして言語の独自性）は、時に、別の年表を供給することが
可能となる。たとえば、最近、若山悠光（2015年および 2016年 a-b-c）は、
『正法眼蔵』の確実な章と、道元の中国語で記録された語録の説法とに共
通する年代順の関係性を明確に示した。この種の分析は、記録された語録
が、決められた行事の僧院の日程表によって述べられたため、可能である。
この説法記録の蓄積は、道元が彼の教化歴の特定の活動期間にどのような
論題を説法したかについて、最も信頼できる年表を提示する。

第四に ─ 聖書のキリストが究極のところ、いわゆる歴史的なイエスと
呼ばれた人よりも、キリスト教徒にとってより現実的かつ重要であること
が証明されたように ─ 同様に、伝統的な道元は、より新しい沙門道元の
あらゆる他の様相よりも、彼にならって追随することを希求する仏教徒た
ちにとっての模範として理想化され、より多くの注意を引きつけ、より多
くの人々を刺激し続ける。この伝統的な道元は、今日、主に彼の文学的遺
産を通して知ることができる。彼は仏教用語で仏教について書き、中国語
の仏典を読み、解釈し、説明するための創意あふれた新しい方法を作り上
げた練達した著者であった。しかしながら、現代の読者にとっては、道元
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の新しい方法が不可解であることにしばしば気づく。道元が提示する難問
を認識し理解するためには、彼の散文を読む新しい方法を考え出さなけれ
ばならない。彼の日本語の著書を彼の漢文の著書と一緒に読むことは、一
つの新しい取り組み方の一例（たとえば、前述の若山など）である。その
他には、次のものが含まれる、つまり、彼の著作の写本版の複写を刊行す
ること、彼の著作のより確実な編集版をまとめること、さらに彼の著作の
言語的特徴とその他の原本との関係を分析するためにデジタル技術を使用
すること、などである。

曹洞禅テキストプロジェクト（曹洞宗宗典経典翻訳編集委員会） が、『正
法眼藏』の翻訳をほぼ完了したことを報告させていただきたい。カール・
ビーレフェルト（Carl Bielefeldt）に率いられた学者達の国際的なチーム
による、多年（ほぼ数十年）にわたる努力によって、この翻訳は道元の言
語分野の詳細な分析において新たな境地を切り開いた。たとえ、もしそれ
が部分的であっても、その目的に応えられれば、道元を読み、解釈するた
めの新しい手法を開拓して、世界中の人々を助けるはずだ。その際、伝統
的な道元に新しい活力を与え、沙門道元について、多くの更なる解釈の運
気が再び盛り上がることを願っている。

─　終　─
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