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一　はじめに―『永平広録』の研究の経過と本論の目的

ここでいう『永平広録』とは、道元禅師（1200-1253）の『正法眼蔵』
と並称される主著である。門

もんかく

鶴本
ぼん

を底本とするもので、特に鏡
かがみしまげんりゆう

島元隆博
士の業績である春秋社出版の『道元禅師全集第 3・4巻』（1988）と『〈原
文対照現代語訳〉道元禅師全集第第 10～ 13 永平広録 1～ 4』（1999～
2000）を指し、卍

まんざんぼん

山本を全く意味するものではない。
周知のように、『永平広録』には二系統が知られ、門鶴本系統と流布本
の卍山本系統とがある。門鶴本というのは、慶長年間（1596～ 1615）の
後半に永平寺第 20代として住持した門鶴（?-1615）の時に、その門下の
祚
そ こ う

光・宗
しゆうちん

椿等に書写せしめたものである。現在、永平寺に所蔵されるも
ので、題簽は「道元和尚広録」とあり、巻三以降は横並びに「永平」の
二字が頭に加わり、内題は「開

かい

闢
びやく

本
ほん

京
きよう

宇
う

治
じ

郡
ぐん

興聖禅寺語録 第一」「開闢
越州吉祥山大仏寺語録 第二」「永平禅寺語録 第三」……「越州永平寺玄
和尚小参 第八」「玄和尚頌古 第九」「玄和尚真賛 第十」などとある。収め
られた箱書きには、「慶長本 永平広録〈広録トシテハ最古ノモノ〉」とあり、
全 10巻からなるものである。鏡島前著と同時期に、監修者渡部賢宗・大
谷哲夫氏による『祖山本永平広録〈考注集成〉上下巻』（1988・1989）が、
影印を含めて刊行され、容易にその原姿を見ることができるようになっ
ている。門鶴本の系統の異本として、輪王寺本・興聖寺本・長護本が知
られている。
流布本の卍山本系統とは、卍山道白（1636-1715）によりて改訂されて
寛文 13年（1673）に刊行されたものである。この卍山本（ここでは筆者
所蔵本を使用する）の流布本系統には異本に相当するものはない。これ
ら二系統とは別に、『永平広録』を 10分の 1に短縮したものがある。道
元の示寂後の文永元年（1264）に、道元の門人の寒

かんがんぎいん

巌義尹（1217-1300）が、
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『永平広録』10巻（逸書）を携えて入宋し、天童如浄（1162-1227）の法嗣
の無

む が い ぎ お ん

外義遠の手によって抄録されたものである。これを宝慶寺の曇
ど ん き

希が延
文 3年（1358）に『永平禅師語録』1巻として開板したのである（『永平
広録』に対して『永

えいへいりやくろく

平略録』と呼ばれ、延文本とも略称される）。ここで
は、鏡島元隆『道元禅師語録』（講談社学術文庫、1990、鏡島語録本と略称）
を使用する。
私は幸いに 1971年の駒澤大学助手として就職して以降に、鏡島元隆氏・
河村孝道氏と共に、『永平広録』をかつて一緒に勉強する機会に恵まれた。
前著の鏡島元隆氏の「解題」の「付記」に次のように書かれている。
　本書は、春秋社の『道元禅師全集』中の第三巻・第四巻としてまと
められたものである。顧みるに、いまから十数年前、私は『永平広録』
の註解全書を河村孝道・石井修道の両教授と企画した。伊藤俊光氏の
『永平広録註解全書』の労著があるにもかかわらず、あえて新たにこ
れを企画したのは、伊藤氏の『全書』は註解のすべてを収録して、そ
の意味では大変有難いものではあるが、そのどれが正しいか、読者は
適従するのに迷うであろうし、また多くの出典が挙げられながら、は
たしてそれらは学問的に正確と言えるかという問題があったからであ
る。従って、異説は異説として挙げながら、そのどれによるべきかを
示し、また今日の渉典研究の学問的成果を踏まえた出典を明示したい
というのが狙いであった。そこで、流布本『広録』を読み合わせる仕
事に手を着けたのであるが、中途にいたって、『広録』は門鶴本によ
るべきであることがわかり、門鶴本に改めたのであるが、『註解全書』
として正確を期するためには異本対校が不可欠となり、それがために
必要な日光輪王寺本を入手すべく八方手を尽くしたのであるが、それ
がかなわなかったので、三人の共同作業は中断せざるを得なかった。
（中略）
　なお、前記、河村・石井両教授との共同研究『永平広録註解全書』
の仕事は、中断されたままであるが、最近、河村教授の努力によって
多年の念願であった輪王寺本『広録』のマイクロフィルムも駒澤大学
図書館に入ることができた。よって、今日、知られるかぎりの『広録』
の異本は手もとに収集されたわけであるから、いつの日か、両氏によっ
て『永平広録註解全書』が陽の目をみるであろう。私がそれに参加で
きるかは、老齢の身で保証しがたいが、本書がそれへの素材となれば
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幸いである。
中略のところは、共同研究以後に大学院の博士課程で門鶴本を演習科目
に選ばれたことが書かれているが、ほぼ聴講した私はすべて録音して学ぶ
ことができたのである。
なお、最初に掲げた鏡島氏の両著は、全て個人の業績であり、残念なが
ら、諸般の事情もあって、多くの手伝いをすることはできなかった。だが、
私の研究は、上記からも判明するように、鏡島氏の業績を継承するもので、
鏡島氏の既存の業績を確認の上に進めていくものである。
まず、ここで問題になるのは、二系統の関係である。『永平広録』10巻
の構成を考えると、その内の 531の上

じようどう

堂及び小
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頌の巻数、説処、説時、編者を挙げれば、次のようになる。

巻数 説示内容（上堂番号） 説　処 説　時 編　者
巻一 上堂（1-126） 興聖寺 仁治元年（1240）以前～

寛元元年（1243）
侍者詮慧編

巻二 上堂（127-184） 大仏寺・
永平寺

寛元三年（1245）～
寛元四年（1246）

侍者懐奘編

巻三 上堂（185-257） 永平寺 寛元四年（1246）～
宝治二年（1248）

侍者懐奘編

巻四 上堂（258-345） 永平寺 宝治二年（1248）～
建長元年（1249）

侍者懐奘編

巻五 上堂（346-413） 永平寺 建長元年（1249）～
建長二年（1250）

侍者義演編

巻六 上堂（414-470） 永平寺 建長三年（1251）～
建長三年（1251）

侍者義演編

巻七 上堂（471-531） 永平寺 建長三年（1251）～
建長四年（1252）

侍者義演編

巻八 小参（1-20）・法語（1-14）安養院・
興聖寺・
大仏寺・
永平寺

寛喜二年（1230）～
嘉定二年（1236）～
建長四年（1252）

侍者懐奘等編

（付普勧坐禅儀）（附） （道元撰）
巻九 頌古（1-90） 興聖寺 侍者詮慧等編
巻十 真賛（1-5）・自賛（1-20）・

偈頌（1-125）
宋地～
永平寺

貞応二年（1223）～
建長四年（1252）

侍者詮慧等編
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両系統に構成の大きな相違はないものの、一部に配列の順序の相違があ
り、多くの語句の異同がある。このことは重大な問題を引き起こす結果に
なることを、今回はまず問題にしたい。
基本的には、鏡島元隆氏の「『永平広録』考」（『道元禅師とその周辺』
所収、大東出版社、1985）に指摘されているように、古形態を残すのは門
鶴本である。このことを、近年、責任編集者として公刊した『道元集〈中
世禅籍叢刊第二〉』（臨川書店、2015）の中に、私が担当した静岡県袋

ふくろ

井
い

市可
かすいさい

睡斎所蔵『示了然道者法語』があり、『永平広録』の基づく資料の判
明する貴重なものであるので検討してみよう。
可睡斎本は、辛卯（寛喜 3年、1231）の年の道元禅師の 32歳の時に示

されたことが判る貴重な識語が存在している。
ところで、寺伝では道元の真蹟としているが、近年、角

すみ

紀
も と こ

子氏が他の
道元禅師の真蹟と比較し、更に本書に残る誤字等から判断して、「『示了然
道者法語』について」（『宗学研究』第 35号、1993）の論において、真蹟
を否定している。同時に近年、真蹟と伝えられるもう一つの鳥取県倉吉市
下古川の明

あか

里
り

家所蔵本の『示了然道者法語』についても、道元禅師の真蹟
は否定されている。それを承けて丸山劫外氏が「了然尼考（一）―「示了
然道者法語」をめぐって―」（『曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第
11回）』、2010）及び「了然尼考（二）」（『宗学研究紀要』第 23号、2010）で、
諸問題を詳細に論じている。私も両文書の真蹟の否定説は、妥当と考える
が、共に真蹟に準ずる資料としていささかの価値を失うものではないと考
えている。
可睡斎本の『示了然道者法語』は、次のようになっている。（アンダー
ラインは、卍山本との相違する箇所、二重線は誤字または門鶴本にない字
である）
諸仏大道、深妙不可思議矣。修行之者、豈能容易也。不見古人妙則、
捨身心、棄国城。余外妻子、覩之如瓦礫相似。然後、経年歴歳三二十年、
及亘劫波、孤独棲于山林、身心如枯木去、方始得与道相応。些子既得
与道合、善能拈山海為言語、及拈風雨為舌脣、説破大虚転無等輪。何
象不能転、何法未可転。志道者、可遵這箇風彩矣。昔日有僧問法眼禅
師曰、如何是古仏。法眼曰、即今也無嫌疑。僧又問、十二時中如何行
履。法眼曰、歩歩蹋著。他亦有道、夫出家人、但随時及節。便得寒即
寒、熱即熱。欲知仏性義、当観時節因縁。但守分随時過好。備観他意。
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如何是随時及節、如何是守分。可知、於色上莫作非色解、亦不作色解、
亦不走両頭。如今忘嫌疑、与他古仏同住同行。雖然、争猶面鏡相対。
所以釈迦老師道、砂

ママ

門入聚落、猶如蜂採花、但取其味去、不壊色与香。
衲子賢士、何不順這訓。十二時中対諸万像、但取其味、莫壊色香。如
何是不壊色香底道理。向你道、稟他万縁印、被他万法証、須委

ママ

是不壊
色香之時節也。離這若為有。山僧事不得己

ママ

、顧眄了然道者志道之（
ママ

）、
余輩末

ママ

可斎
ママ

肩。是以彩這毫于仏祖之道、何必壊他色香。辛卯孟秋住安
養院　　道元示（臨川本 7～ 11頁）
これに対して、『永平広録』巻八「法語」12は次のようになっている。
諸仏大道、深妙不可思議矣。修行之者、豈能容易也。不見古人妙則、
捨身心、棄国城。余外妻子、覩之如瓦礫相似。然後、経年歴歳三二十
年、及亘劫波、孤独棲于山林、身心如枯木、方始得与道相応。些子既
得与道合、善能拈山海為言語、及拈風雨為舌脣、説破大虚転無等輪。
何象不能転、何法未可転。志道者、可遵這箇風彩矣。昔日有僧問法眼
禅師曰、如何是古仏。法眼曰、即今也無嫌疑。僧又問、十二時中如何
行履。法眼曰、歩歩踏著。他亦有道、夫出家人、但随時及節。便得寒
即寒、熱即熱。欲知仏性義、当観時節因縁。但守分随時過好。備観他
意。如何是随時及節、如何是守分。可知、於色上莫作非色解、亦不作
色解、亦不走両頭。如今忘嫌疑、与他古仏同住同行。雖然、争猶面鏡
相対。所以釈迦老師道、沙門入聚落、猶如蜂採花、但取其味去、不壊
色与香。衲子賢士、何不須

ママ

這訓。十二時中対諸万像、但取其味、莫壊
色香。如何是不壊色香底道理。向你道、稟他万縁印、被他万法証、須
悉是不壊色香之時節也。離這若為有。山僧事不得已、顧眄了然道者志
道之切、余輩未可斉肩。是以彩這毫于仏祖之道、何必壊他色香。
ところが、卍山本は次のように大きな改変が見出せる。
諸仏大道、深妙不可思議。修行之者、豈容易耶。不見古人妙則、捨身
命、棄国城妻子、覩之如瓦礫相似。然後、経歴劫数、独棲山林、身心
如枯木、方始得与道相応。既得与道合、便能借山川為言語、及拈風雨
為舌頭、説破大虚転無等輪。何用不能、何法不可。志道者、可遵這風範。
昔日有僧問法眼禅師曰、如何是古仏。法眼曰、即今也無嫌疑。僧又問、
十二時中如何行履。法眼曰、歩々蹈著。他亦有道、夫出家人、但随時
及節。便得寒即寒、熱即熱。欲知仏性義、当観時節因縁。但守分随時
過好。備観他意。如何是随時、是守分。可知、於色上莫作非色解、亦
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不作色解、亦不走両頭。即忘嫌疑、与他古仏同住同行。猶鏡相対。所
以釈迦老師道、沙門入聚落、猶如蜂採花、但取其味、不壊色与香。衲
子賢士、何不順這訓。十二時中逢縁遇境、但取其味、莫壊色香。如何
是不壊色香底道理。向你道、稟他万縁印、被他万法証、須是不壊色香
之時節也。離此若有、則万象為汝証明。山僧事不得已道了。然道者志
道之切、余輩未可斉肩。是以於一毫端、聊為点出以資参究。勉之勉之。
（鏡島語録本 166～ 167頁参照）
そもそも文末に当たる「顧眄」を「道」に改めたことから、『永平略録』
は了然を固有名詞とせずに「……道

い

ヒ了
おわ

ル。然
しか

モ」とし、安州玄貞（?-1710）
撰『永平語録標指鈔』巻 4などもそのまま継承している。それ故に、実際
の卍山本の返り点や送り仮名による最後の文は、「山僧、事

こと

已
や

ムコトヲ得
ずシテ道

い

ヒ了
おわ

ル。然
ねん

道者、道ニ志すことの切ナルコト……」と「道了」の
間に連結符があり、「了然道者」の固有人名が「了」と「然」で真っ二つ
に断ち切られて読まれている。このように、『示了然道者法語』の卍山本
があまりにも多く改変され、杜撰であることは一目瞭然であり、この一事
をもってしても、卍山本は、古形が失われていることが判明しよう。その
改変が『永平略録』によることを今後も多く指摘することになるが、この
『示了然道者法語』の比較によって、門鶴本が古形に近いことが指摘でき
たのである。従来も鏡島博士が、詳細な比較硏究の成果はないが、門鶴本
が可睡齋本に近いことは言及されていたことである。それ故に、卍山本は
『永平略録』を取り入れて、多くの改変があることから、『永平広録』の研
究においては、現在では、門鶴本のみが研究の対象にふさわしいものであ
る。確かに門鶴本にも存在する誤字・脱字の補正に卍山本を使用する必要
はあろう。既に私も指摘して来たことであるが、この論文の更なる目的は、
門鶴本にも既に原形が失われた形跡があるのをどのように考えるか、どの
ように門鶴本は成立したかを考察しようとするものである。
ところで、今一つ、鏡島氏の成果について、先に指摘した問題と絡めて、
確認しておきたい。その場合、私はかつて、『永平広録』について、「最後
の道元―十二巻本『正法眼蔵』と『宝慶記』―」（鏡島元隆・鈴木格禅編『十二
巻本『正法眼蔵』の諸問題』所収、大蔵出版、1991）と「『永平略録』考
―十二巻本『正法眼蔵』と関連して―」（『松ヶ岡文庫研究年報』第 11号
所収、1997）を発表しているので、その成果を踏まえることはもちろんの
ことである。
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また、『道元集〈中世禅籍叢刊第二〉』の「解題」を踏まえて、「On the 

Origin of Kana “Sōbōgenzō”（仮名「正法眼蔵」はいつ成立したか）」（『駒
澤大学禅研究所年報』第 28号、2016）と「仮名『正法眼蔵』の成立過程
と編集」（『禅文化研究所紀要』第 34号、2019）を発表した。詳細な内容は、
それらを読んでいただくしかないが、結論の一つは、七十五巻本『正法眼
蔵』のほぼ編集の見通しが固まったのが、大仏寺の法堂の完成以前の寛元
2年（1244）春、吉峰寺に再び戻った道元 45歲の時とする説である。
従来、仮名『正法眼蔵』と『永平広録』の関係について、次のようなこ
とが確認されてきていた。上堂を例にとれば、『永平広録』に記録された
ものは、説法する法堂がなければその儀礼も成立しない。道元が上堂を残
したのは、集団の安定の上に儀礼が続けられたのである。『正法眼蔵』と
『永平広録』の関係は、補完関係にあると言われる。現在、七十五巻本『正
法眼蔵』の説示で知られる年次と場所は、十二巻本『正法眼蔵』を除けば、
「寛元 4年（1246）9月 15日、在越宇永平寺示衆」の「出家」の巻が最も
新しいものであり、道元の 47歳までの記録となる。だが、『永平広録』に
は、上堂が 531回記録されているが、寛元 4年の 9月 1日が 193上堂で、
10月 1日が 199上堂となっているから、大の月の間の五参上堂に仮に当
てはめると、196上堂が 9月 15日の上堂に当たる。それ故に、それ以前
に 195回の上堂が記録されたのに対して、実にその後に 63パーセントを
超す 336回の上堂が記録されていることになる。『永平広録』の最後の上
堂の年月日は不明ではあるが、示寂の建長 5年（1253）の前年の暮れまで
は確実に残っているので、道元の晩年の主張は、十二巻本『正法眼蔵』と
ともに『永平広録』に見られることになろう。
ここに最近の私の研究成果を加味すれば、『正法眼蔵』と『永平広録』
との重複関係は、大仏寺・永平寺時代の『虚空』『鉢盂』『安居』『他心通』
『王索仙陀婆』『出家』の 6巻を除けば、巻 1の 126上堂までの興聖寺時代
に限られる。それ故に、巻 2の 127上堂以降を補完関係と考えることも可
能である。それに基づけば、晩年の道元の主張の 76パーセント以上が記
録されていることとなろう。
また、その論文の中に、『正法眼蔵』が幾度も再治されたことも触れたが、
それと同様に、門鶴本系統を草稿本、卍山本系統を再治本として、道元自
身によって、門鶴本は修訂されたという説もあった。この説による限り、『正
法眼蔵』がそうであるように、再治本こそ道元の深い思索の跡がうかかえ
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るということであろう。しかし、鏡島説は、門鶴本はほとんど道元および
門下によって修正されないまま原典を忠実に伝承するものであって、卍山
本は、主に『永平略録』が大いに参考にされて、修訂されたものであろう
という結論に達している。私も基本的には、卍山は改悪したとする説で、
鏡島説を継承するものである。

二　卍山本の改悪の問題

まず、第 1に興聖寺の開堂説法に当たっての詮慧の記録に注目してみよ
う。門鶴本は次のように始まる。
師於嘉禎二年丙申十月十五日、始就当山集衆説法。
これは道元禅師が上堂をはじめられた事実を記録するにとどまる内容に
過ぎない。興聖寺は道元が天福元年（1233）に開闢した寺で、嘉禎 2年（1236）
に開堂し、具名を観音導利院興聖宝林寺という。京都市の深草宝塔寺山町・
深草極楽寺町付近にあったと推測される。現存の宇治市の興聖寺は、江戸
時代に再興されたものである。この記録によれば、10月 15日に法堂が完
成して、上堂としての説法が可能となったことを意味する。嘉禎元年（1235）
12月に撰述された「宇治観音導利院僧堂勧進之疏」によれば、「仏殿は本

もと

より有り、法堂は未
いま

だし、僧堂は最も切要なり。」（瑞長本『建撕記』）と
あるので、法堂の完成まで待たなければならなかったのであろう。
この箇所に相当する文は、『永平略録』も卍山本も、次のように開堂説
法がどのように行われたかを示す語に改められている。
師於嘉禎二年丙申十月十五日、就当山開堂。拈香祝聖罷、
この中で、まず、「祝

しゆくしん

聖」の二字が加わったことは重要であろう。祝聖
とは、天子の聖寿を祝祷することであり、道元の入宋時代には当然のよう
に、開堂で行われ、五参上堂の中でも、1日と 15日は特に祝聖上堂が行
われていた。この記録による限り、道元は祝聖を行なわなかったことを知
ることができるのは、重要なことであろう。しかも、『永平略録』も卍山
本も、後述するように、門鶴本の四八上堂を移動させ、改悪して開堂説法
になぞらえているのである。つまり、門鶴本には、元来、開堂説法は記録
されていなかったのである。
このことを、大仏寺の開堂説法でみてみよう。巻 2の冒頭は、懐奘

（1198-1280）によって次のように記録されている。
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師於寛元二年甲辰七月十八日、徙于当山。明年乙巳、四方学侶雲集座下。
道元が京都を離れて、越前に向かったことについては、「寛元元年（1243）

〈癸卯〉七月十六日の 比
このころ

、京都を御立ちありて御下向かと覚るなり。
……同月末に志比庄に下着あるかと覚ゆ」（瑞長本『建撕記』）とある。最
初は吉峰寺に住し、やがて禅

や、ま し ぶ

師峰に移り、再び寛元 2年の正月に吉峰寺に
戻ったとされる。やがて大仏寺が建立され、山号を吉祥山といった。巻 2

の 177上堂に、大仏寺が改称されて永平寺となると記されている。その間、
寛元 2年（1244）の「四月二十一日、大仏寺法堂の居

いしづえ

礎立柱、上棟の日な
り」とあり、つづいて「七月十八日、和尚を請し奉りて、開堂説法せら
る。その時、和尚云く、今日より此の山を吉祥山と名づけ、寺を大仏寺と
号さん。則ち頌を作りて云う、諸仏如来大功徳、諸の吉祥の中、最も無上
なり。諸仏倶

とも

に来たりて此の処に入る、是の故に此の地、最も吉祥。」（瑞
長本『建撕記』）とある。この開堂説法は門鶴本には記録されてはいない。
なお、入越の日も開堂の日も、師の如浄の忌日の 7月 17日を中心に行わ
れたことが判明することは注目してよかろう。
このところは、全く同じく卍山本は次のようにあり、『永平略録』は前
半だけとなる。
師於寛元二年甲辰七月十八日、徙于当山。明年乙巳、四方学侶雲集座下。
大仏寺の場合、門鶴本と同様に開堂説法は記録されなかったことになる。
詳細は判らないが、これらの記事は、開堂説法については、あまり重要視
しなかったとも言えようし、卍山本は、如浄との関係など微塵も考慮する
ことなどなかったであろう。
第 2は、鈴木哲雄氏の「祖山本『永平広録』第四番上堂語に関する研究」

（『〈七百五十回大遠忌記念〉道元禅師研究論集』所収、永平寺、2002）の
成果を踏まえて、卍山本が門鶴本の順序を変更し、しかも重要な語句の変
更のある問題を見てみよう。門鶴本の最初の上堂は次のようになっている。
上堂。云、依草家風附木心、道場最好可叢林。床一撃、鼓三下。伝説
如来微妙音。正当恁麼時、興聖門下且道如何。良久云、湘南潭北黄金
国、無限平人被陸沈。
この部分には、実際の門鶴本は、欠字があり、その系統の写本で補った
ものである。内容も「道場最好可叢林」の語が重要であろう。ところが卍
山本の上堂では第二番目の上堂であり、最初は、これも『永平略録』に基
づいて、開堂説法として、次のように始まるのである。（アンダーラインは、
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門鶴本との相違する箇所）
上堂。山僧歴叢林不多、只是等閑見天童先師。当下認得眼橫鼻直、不
被人瞞。便乃空手還郷。所以一毫無仏法、任運且延時。朝朝日東出、
夜夜月沈西。雲収山骨露、雨過四山低。畢竟如何。良久曰、三年逢一
閏、鶏向五更啼。久立下座。
この上堂は、開堂説法ではないが、確かに次の門鶴本の巻 1の 48の上

堂から移されたものである。
上堂。云、山僧是歴叢林不多、只是等閑見先師天童。然而不被天童謾、
天童還被山僧謾。近来空手還郷。所以山僧無仏法、任運且延時。朝朝
日東出、夜夜月落西。雲収山谷静、雨過四山低。三年必一閏、鶏向五
更啼。
この相違は単に移動されたに留まるといえるであろうか。特に「当下
認得眼橫鼻直、不被人瞞。」の語は、中でも有名な「眼橫鼻直」の 4字は、
如浄の下での道元が体得したものと喧伝され、道元の主張の特色とさえ言
われてきた経過がある。「眼橫鼻直」は道元の主張には全く関係ない語で
あって、改訂された語でもって道元を語ることは許されないことは当然で
あろう。実は道元の上堂は、その前後の 47・49上堂とも深く関係していて、
それらを踏まえて考察すべきことなのである。まず、47上堂をみてみよう。

上堂。云、忽聞仏法二字、早是汚我耳目。諸人未跨僧堂門垠、未踏法堂、
便好与三十棒了也。雖然如是、山僧今日也是竭力為衆。喝一喝下座。
卍山本はここも『永平略録』を継承して次のように改めている。
上堂。云、忽聞仏法二字、早是汚我耳目。諸人未到法堂、已喫三十棒
了也。雖然如是、山僧今日也是為衆竭力。喝一喝下座。
この 47上堂は、中国の禅籍に基づく資料があって、『続燈録』巻九「棲

賢智遷章」に次のようにある。
上堂。云、聞仏法二字、早是汚我耳目。諸人未跨法堂門脚跟下、好与
三十棒。雖然如是、山僧今日也是為衆竭力。珍重。（続蔵巻 126-74左
下～ 75右上）
棲賢は廬山にあり、諱を智遷（?-1086）といい、天衣義懐（嗣雪竇重顕）
の法嗣で雲門宗に属するのである。問題の次の 48上堂も前上堂と同じく
『続燈録』巻九「棲賢智遷章」に次のようにあるのである。

上堂。云、山僧無仏法、任運且延時。朝朝日東出、夜夜転山西。雲收
山谷静、雨過遠峰低。三年逢一閏、鷄到五更啼。参。（同 -74左下）
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同様のことが、次の 49上堂にも言われるのである。
上堂。云、山僧久不為衆話。為甚恁麼。代有仏殿・僧堂・渓水・松竹、
毎毎喃喃為諸人説了也。諸人聴得也未。若道聴得、聴箇甚麼。若道不
聴、五戒不持。
この上堂も前上堂と同じく『続燈録』巻九「棲賢智遷章」の語を踏まえ
ているのである。
上堂。云、山僧久不与大衆道話。何故。幸有仏殿・三門・溪山・松竹、
每日喃喃地為汝説破了也。山僧贏得作無事人、説即説了。且道、遮箇
是什麼法。已後忽有人問、且莫落七落八。（同 -75右上）

これらの結果を見て、48上堂の「所以」以下を考えると、より一層、本来、
「当下認得眼橫鼻直、不被人瞞。」の語が、道元になかったにも拘わらず、
後生大事に道元の主張と抱え込むことは、大きな間違いといえよう。また、
「朝朝日東出、夜夜月落西」の語句が、中国禅籍に認められる以上、これまた、
ここに重点をおくのではなく、この上堂は、道元の「山僧是

こ

れ叢林を歴
へ

る
こと多からず、只

た

だ是れ等
なおざり

閑に先師天童に見
まみ

ゆるのみなり。然
しか

れども天童
に謾

まん

ぜられず、天童還
かえ

って山僧に謾ぜらる」に見られる禅語独自の「等閑」
や「謾」の語がもつ抑下托上による如浄への甚大なる尊崇を意味すべきで
ある。結局、『梅華』の「われなにのさいはひありてか、遠方外国の種子
なりといへども、掛搭をゆるさるゝのみにあらず、ほしきまゝに堂奥に出
入して尊儀を礼拝し、法道をきく。愚暗なりといへども、むなしかるべか
らざる結良縁なり。先師の宋朝を化せしとき、なほ参得人あり、参不得人
ありき。先師古仏すでに宋朝をさりぬ、暗夜よりもくらからん。ゆゑはい
かん。先師古仏より前後に、先師古仏のごとくなる古仏なきがゆゑにし
かいふなり。」などの説と同様なのである。なお、次節で検討する巻 2の
184上堂とも、この問題は深く関係するので、その説を参照されたい。
第 3は『永平広録』の最も重要な道元の修証観について、やや詳しく検

討してみたい。その結果、卍山本は道元禅が見失われている点を、巻 3の
188上堂の一転語のわずか 2文字の変更でも重大な改悪の例であることを
取り上げてみよう。
上堂。云、天下太平、拄杖処処喫飯。万姓安楽、露柱時時開花。所以
迦葉微笑破顔、慧可礼拝得髄。到這田地更参一生。所以者何。不登太
山不知天之高、不渉滄溟不知海之闊。若是参学人、天在一粒粟中、海
在一毫頭上。花蔵界常寂光、尽在眉毛眼睫之内。且道、這箇人在什麼
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処安身立命。還委悉麼。良久云、山川磨破草鞋底、到了依前被眼瞞。
ここも『永平略録』を踏まえて、卍山本は次のようになっている。
上堂。曰、天下太平、鉢盂処々喫飯。万姓安楽、露柱時時開花。所以
迦葉微笑破顔、慧可礼拝得髄。直饒到這田地、更参三十年。所以者何。
不登太山不知天之高、不渉滄溟不知海之闊。若是箇漢、納天地於一粒
粟中、置大海於一毫頭上。花蔵界常寂光、尽在眉毛眼睫之上。且道、
這人在什麼処安身立命。還委悉麼。良久曰、山川磨破草鞋底、到了方
知被眼瞞。
この上堂の「所以者何」以下は、最初の二句は、元来、『孟子』「尽心章句上」
の語「孔子登東山而小魯、登太山而小天下。故観於海者難為水、……」で
あるが、『圜悟語録』巻 7の次の上堂を踏まえている。
上堂。云、不登泰山不知天之高、不涉滄海不知海之闊。此区中之論也。
若是其中人、天在一粒粟中、海在一毫頭上。浮幢王華蔵界、尽在眉毛
眼睫間。且道、此箇人在什麼処安身立命。還委悉麼。無辺虚空盛不受、
直透威音更那辺。（大正蔵巻 47-746c）
問題は一転語の「依前」の語である。道元の主張は、『仏教』の「修行
の彼岸へいたるべしとおもふことなかれ。彼岸に修行あるがゆゑに、修行
すれば彼岸到なり。」と同じ意味で述べられており、修行観がよくあらわ
れているのである。鏡島元隆氏の言を借りれば、「修行の発足点と到達点
が同時なのである」。それが、『永平略録』を踏まえた卍山本では、「修行
の発足点と到達点が異時」に改められることになる。これは中国宋代禅の
特色であり、『白雲守端広録』巻 3の「蠅子透窓」の話の頌に「為愛尋光
紙上鑽、不能透処幾多難。忽然撞著来時路、始覚従前被眼瞞。」とある説
とは全く道元禅は異なるものなのである。そのことは、「既に迦葉や慧可
の境涯に到っているからには、そのまま一生修行すればよい（到這田地更
参一生）」の主張が、「たとい、迦葉や慧可の境涯が得られたとしても、さ
らに修行しなければならない（直饒到這田地、更参三十年）」と卍山本は
「直

た と い

饒」が加わり、現実は迷いが前提とされている。正しく『仏性』の有
名な「時節若至といふは、すでに時節いたれり、なにの疑著すべきところ
かあらんとなり。」の転釈と同趣旨である。つまり、『仏性』でいう「仏性
の道理は、仏性は成仏よりさきに具足せるにあらず、成仏よりのちに具足
するなり。仏性かならず成仏と同参するなり。この道理、よくよく参究功
夫すべし。三二十年も功夫参学すべし。」ということである。
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そもそも、卍山本が重要視した『永平略録』とはどんな性格のものであ
るか、既に以前の論文では検討したことではあるが、巻 8「小参」13で再
度確認しておこう。
（A） 冬至小参。云、兄弟、大功熟処、一陽即生。万法得帰、方見尊貴。

所以道、尽十方世界是你一隻眼、尽十方世界是你自己、尽十方世
界是你光明、尽十方世界是箇解脱門。什麼処不是你成仏処、什麼
時不是你説法時。不見道、護明不従兜率降、一輪円満十方周。謝詞。

（B） 挙。南嶽大慧禅師、因参曹溪六祖。祖問、什麼処来。南嶽云、嵩
山安国師処来。祖云、是什麼物恁麼来。南嶽罔措。已経八年後、
告祖云、懐譲会得某甲初来時問是什麼物恁麼来。祖云、汝作麼生会。
南嶽云、説似一物即不中。祖云、還仮修証否。南嶽云、修証即不無、
汚染即不得。祖云、是不染汚、即諸仏之所護念。吾亦如是、汝亦
如是、乃至西天諸祖亦如是。曹溪解問学者、南嶽解作功夫。雖然
如是、欲算尽商那黒白石。因敬師感得白毫光。正当恁麼時、畢竟
作麼生道。良久云、四大性自復、如子得其母。夜深衆慈、伏惟珍重。

省略本ではないので、卍山本は次のようにほぼここは踏襲していると
言ってよい。強いて言えば、「不染汚」が「不汚染」の『伝燈録』巻五「南
嶽懐譲章」に戻されている点は気になることである。
（A） 冬至小参。云、大功熟処、一陽即生。万法帰源、方見尊貴。所以道、

尽十方世界是你一隻眼、尽十方世界是你自己、尽十方世界是你光
明、尽十方世界是箇解脱門。什麼処不是你成仏処、什麼時不是你
説法度人時。不見道、護明不従兜率降、一輪円満十方周。

（B） 挙。南嶽大慧禅師、因参曹溪六祖。祖問、什麼処来。南嶽云、嵩
山安国師処来。祖云、是什麼物恁麼来。南嶽罔措。已経八年後、
告祖云、懐譲会得某甲初来時問是什麼物恁麼来。祖云、汝作麼生会。
南嶽云、説似一物即不中。祖云、還仮修証否。南嶽云、修証即不無、
汚染即不得。祖云、是不汚染、即諸仏之所護念。吾亦如是、汝亦
如是、乃至西天諸祖亦如是。曹溪解問学者、南嶽解作功夫。雖然
如是、欲算尽商那黒白石。因敬師感得白毫光。正当恁麼時、畢竟
作麼生道。良久云、四大性自復、如子得其母。夜深衆慈、伏惟珍重。

この「冬至小参」は、元来、『宏智録』巻一の次のような「小参」を継
承しているものである。
（A’） 小参。云、兄弟、大功纔転、借為誕生。一色若消、方名尊貴。細
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中移足、鶴出銀籠。位裏回頭、月鋪金地。正不孤滞、偏自双行。
放開則三世都無空欠処。所以道、尽十方世界是你一隻眼、尽十方
世界是你自己、尽十方世界是你光明、尽十方世界是个解脱門。什
麼処不是你成仏処、什麼時不是你説法時。不見道、護明不従兜率
降、一輪円満十方周。＜陳謝畢＞。

（B’） 復挙。僧問青林、学人径往時如何。林云、死蛇当大路、勧子莫当頭。
僧云、当頭時如何。林云、喪子命根。僧云、不当頭時如何。林云、
亦無廻避処。僧云、正当恁麼時如何。林云、却失也。僧云、未審
向什麼処去也。林云、草深無覓処。僧云、和尚也須隄防始得。林
拍手云、一等是个毒気。師云、者僧解問、青林解弄。可謂是虚玄
不犯、回互旁参。把定咽喉、方為好手。触他毒気、不是作家。且
道、正恁麼時畢竟作麼生。良久云、連頭袋子盛将去、没底籃児著
取来。（名著普及会本 60頁）

しかし、道元が門鶴本の（A）と（B）の中で、『宏智録』にない（B）
を主張したところに特色をもつと言えよう。（B）の「南嶽説似一物」の話は、
道元の思想の特色を語る「不染汚修証」つまり「本証妙修」説とも結びつ
く重要な古則であり、道元禅の表詮に極めて大事な話であることは誰もが
認めるものであろう。『辦道話』に次のようにある。
　とふていはく、この坐禅の行は、いまだ仏法を証会せざらんものは、
坐禅辦道してその証をとるべし。すでに仏正法をあきらめえん人は、
坐禅なにのまつところかあらむ。
　しめしていはく、癡人のまへにゆめをとかず、山子の手には舟棹を
あたへがたしといへども、さらに訓をたるべし。それ、修・証はひと
つにあらずとおもへる、すなはち外道の見なり。仏法には、修証これ
一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の辦道すなはち本証の全
体なり。かるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証を
まつおもひなかれ、とをしふ。直指の本証なるがゆえなるべし。すで
に修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし。こ
こをもて、釈迦如来・迦葉尊者、ともに証上の修に受用せられ、達磨
大師・大鑑高祖、おなじく証上の修に引転せらる。仏法住持のあと、
みなかくのごとし。すでに証をはなれぬ修あり、われらさいはひに一
分の妙修を単伝せる、初心の辦道すなはち一分の本証を無為の地にう
るなり。しるべし、修をはなれぬ証を染汚せざらしめんがために、仏
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祖、しきりに修行のゆるくすべからざるとをしふ。妙修を放下すれば、
本証、手の中にみてり、本証を出身すれば、妙修、通身におこなはる。
又、まのあたり大宋国にしてみしかば、諸方の禅院みな坐禅堂をかま
えて、五百六百、および一二千僧を安じて、日夜に坐禅をすすめき。
その席主とせる伝仏心印の宗師に、仏法の大意をとぶらひしかば、修
証の、両段にあらむねを、きこえき。このゆえに、門下の参学のみに
あらず、求法の高流、仏法のなかに真実をねがはむ人、初心・後心を
えらばず、凡人・聖人を論ぜず、仏祖のをしへにより、宗匠の道をお
ふて、坐禅辦道すべし、とすすむ。きかずや、祖師のいはく、修証は
すなはちなきにあらず、染汚することはえじ。又いはく、道をみるも
の、道を修す、と。しるべし、得道のなかに修行すべしといふことを。
（春秋社版 2-470～ 471頁）
また、『自証三昧』の巻は、次のように始まっている。
　諸仏・七仏より、仏仏祖祖の正伝するところ、すなはち自証三昧な
り。いはゆる或従知識・或従経巻なり、これはこれ仏祖の眼睛なり。　
このゆえに、曹渓古仏、問僧云、還仮修証也無。僧云、修証不無、染
汚即不得。しかあればしるべし、不染汚の修証、これ仏祖なり、仏祖
三昧の霹靂風雷なり。（同 198頁）
同様に、『洗浄』の巻にも、冒頭にこの話を引用するに当たって、「仏祖
の護持しきたれる修証あり、いはゆる不染汚なり。」（同 80頁）とあって、
「修証両段」の宋代禅の主流とは異なる修証観を道元は創唱した。ここに『広
録』の「冬至小参」の存在価値があると思われる。このことは、私の「南
嶽懐譲の行持─説似─物即不中」（『〈道元禅師〉正法眼蔵行持に学ぶ』所収、
禅文化研究所、2007）なども参照されたい。
ところが、『略録』の「選び」はどのようになったであろうか。
（A） 冬夜小参。大功熟処、一陽即生。万法帰源、方見尊貴。所以道、

尽十方世界是你一隻眼、尽十方世界是你自己、尽十方世界是你光
明、尽十方世界是箇解脱門。什麼処不是你成仏処、什麼処

ママ

不是你
説法度人処。不見道、護明不従兜率降、一輪円満十方周。（鏡島
本 154頁）

ここには、『宏智録』の（A）のみに終わっており、道元禅の特色の（B）
は竟に省略されるに至っているのである。この「選び」は、宋代禅の「連
続面」には注目されたものの、「非連続面」は見失われたといえるのでは
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なかろうか。『永平略録』の性格は、その外に論文で多く指摘してきたので、
ここでは割愛しよう。実は道元が『宏智録』に多大の影響を受けたことは、
私は多く指摘してきたが、『永平広録』のもう一つの面は、「宏智離れ」が
あるのである。その典型が『永平略録』が取り上げなかった巻 2の 135の
冬至上堂にある。
冬至上堂。挙。宏智古仏住天童時、冬至上堂云、陰極而陽生、力窮而
位転。蒼龍退骨而驟、玄豹披霧而変。要将三世諸仏髑髏、穿作数珠子
一穿。莫道明頭暗頭、真箇日面月面。直饒你斗満秤平、也輸我売貴買
賎。諸禅徳、還会麼。盤裏明珠不撥自転。挙。雪峰問僧、甚処去。僧
云、普請去。雪峰云、去。雲門云、雪峰因語識人。宏智云、莫動著。
動著三十棒。為什麼如此。皓玉無瑕、彫文喪徳。師云、三位尊宿雖恁
麼道、大仏老漢又且不然。大衆諦聴、善思念之。皓玉無瑕、琢磨増輝。
今日一陽佳節、君子長至。雖是俗人之佳節、実乃仏祖之慶祐也。昨日
一線短去、陰極而遏剌剌。今朝一線長至、陽生而閙聒聒。乃是衲僧納
慶祐、応時仏祖賀舞踏。直超空王威音之境界、豈拘春秋冬夏之時候。
恁麼見得、雖為賢聖之命脈、人天之肝胆、未是祇園之鼻孔、鶏足之眼
睛。諸人要会這箇時節佳辰麼。以払子作一円相云、看。良久云、雪裏
梅花設使明、這辺更問一陽至。〈当山在北陸之越、自冬至春積雪不消、
或七八尺、或一丈余、随時増減。又天童有雪裏梅花之語、師常愛之。
故当山住後、多以雪為語。〉
この冬至上堂が添え書きによれば、如浄とも関係していることは興味ふ
かい。宏智の二句の「皓玉無瑕、彫文喪徳」を、道元が「皓玉無瑕、琢磨
増輝」言い換えた理由を、前句の「本証」が両者同じであるのに、後句を
言い換えた道元の主張は、「本証妙修」の「妙修」に力点があり、宏智禅
との相違を考えるのに重要であることを何度も指摘してきたのである。
このように『永平略録』は、道元の語録として、曹洞宗史上において最
初に刊行され、その後の曹洞宗史に大きな影響を与えた。だが、『永平広録』
から無外義遠が「選び」取った『永平略録』は、わずかに指摘してきたこ
とからも理解できるように、道元禅が見失われた一面が大きかった。そし
て、その見失われた面は、今日に至るまで見直されることなく、宋代禅の「連
続」の面のみを、曹洞宗は後生大事に抱え込んだ。別の表現でいえば、道
元禅は中国曹洞宗から決別したのに、その後の日本曹洞宗は限りなく中国
曹洞宗に近づくことに躍起になり、臨済宗との相違を強調することに努力
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した。私は宋代禅とは思想史的には「非連続」であるところにこそ道元禅
の特色があり、道元の晩年の大きな変化とみる。それ故に、このように道
元禅の特色が見失われたことは、日本の曹洞宗史の上で不幸なことであっ
たというのが、私の結論である。
よって『永平略録』を継承する卍山本は、害のみあって、これを道元の
著述として利用するのは、むしろ避けるべきだと私は思うものである。

三　門鶴本は果たして古形を保持しているか

卍山本が古形を保持していないことを、改悪の例で検討してみた。現段
階では門鶴本が最も古形を保持しているとして論を進めてきたが、それで
は果たして門鶴本が古形のままかをこの節では検討してみたい。
その手がかりは、私の知る限り巻 2の 184上堂しかない。その上堂は、
次のようになっている。
天童和尚忌上堂。云、入唐学歩似邯鄲、運水幾労柴也般。莫謂先師瞞
弟子、天童却被道元瞞。
〔本云、入唐学歩似邯鄲、運水雖労柴也般。秦主莫言瞞趙璧、天童却
被道元瞞。〕

「本云……」以下は、後に検討するとして、ここも『永平略録』を継承して、
卍山本は次のように改めている。
天童和尚忌上堂。曰、入唐学歩失邯鄲、鼻直眼橫無両般。莫謂天童瞞
学者、天童曾被永平瞞。
この中で「眼橫鼻直無両般」の語は本来無かったにも関わらず、既に指
摘した最初の上堂に移動した『永平略録』や卍山本と連動していることは
言うまでも無い。道元に「眼橫鼻直」や「鼻直眼橫」の語はなく、無いも
のを道元の重要な主張とすることはできまい。もちろん、その語が中国禅
籍で使用されない訳ではなく、道元のよく引用する『宏智録』巻五「真賛」
にも次のようにある。
眼橫鼻直、気清骨寒。手眼外応金篦快、身心內照玉壷寬。機糸交織兮、
春花蔟蔟。与物斉平兮、夢蝶団団。（名著普及会本 362頁）

道元の如浄から学んだ本分事は、『神通』に引用される龐居士の「神通
并妙用、運水及搬柴」の語を踏まえたものであった。『神通』には次の説
がある。
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運水般柴はいまだすたれざるところ、人さしおかず。ゆえに、むかし
よりいまにおよぶ、これよりかれにつたはれり。須臾も退転せざるは、
神通妙用なり。これは大神通なり、小小とおなじかるべきにあらず。（春
秋社本 1-396頁）
この最後の語「小小とおなじかるべきにあらず」は、潙山霊祐が夢判断
を求めたのに対して、仰山慧寂が手巾を添えて盆に水をくんできた神通を
讃えた語であり、これが上堂の主眼なのである。
ところで、この上堂は、本来、次のようになっていたというのである。
〔本云、入唐学歩似邯鄲、運水雖労柴也般。秦主莫言瞞趙璧、天童却
被道元瞞。〕
ここでは 3句目は、全く異なって「秦主莫言瞞趙璧」であったというの
である。この語は、成語で完璧帰趙といい、『史記』「藺相如伝」に出る故
事で、戦国時代、趙の藺

りんしようじよ

相如が秦王に「和
か し

氏の璧」を奉じて使いし、そ
の璧を無瑕で守って持ち帰ったいうのである。道元を藺相如になぞらえた
のであろう。
「本云」とは何か。伊藤秀憲氏は『道元禅研究』（大蔵出版、1998）で、

2つを（a）（b）に分けて、再治の理由を野扖孝純「永平道元禅師広録解説」
（錦光堂、1951）の説を参考に次のように言っている。
「本云」とは、（a）は再治されたもので、もとは（b）のようであった
ということであろう。「本云」の（b）の「秦王」は先師天童にたとえ
られ、「趙璧」が弟子道元にたとえられている。故事を引いて余りの
に智巧に亘るから再治されたものと思われる。
再治が誰によってなされたかは、記載はないが、懐奘の編集された巻 2

の永平寺時代の箇所に「本云」の写本が存在したことが知られることは、
門鶴本を考えるのに重大な問題を含んでいると言ってよかろう。別の表現
をすれば、門鶴本の成立以前の写本の存在を考えてもよいということにな
る。重要なのは、「天童却被道元瞞」の「却」の一字である。巻 1の 48上
堂の「天童還被山僧謾」の「還」と同様に、全面的な如浄への信頼がその
ように道元に言わしめたのである。「故事を引いて余りのに智巧に亘るか
ら」から再治されたとは、私は考えられない。再治によって古形が失われ
たと考えることがよいと私は判断する。
この「本云」を通して、従来、指摘されてきた古本が見失われた例を見
てみよう。門鶴本の巻 9の「頌古」33の改訂に言及したのは、鏡島元隆
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氏が最初であり、春秋社本の「解説」を引用すると、次のように言われて
いる。
『永平広録』巻九頌古 33に存するつぎの一文である。
　投子青和尚、執侍大陽三年。大陽一日問師曰、外道問仏、不問有言、
不問無言。世尊良久如何。青擬対。陽掩青口。青了然開悟、便乃礼拝。
陽曰、汝妙悟玄機耶。青曰、設有也須吐却。時資侍者旁立曰、青華厳
今日如病得汗。青回顧曰、合取狗口。
　縦雖掩口何如鼻、設有未呑吐豈労。為子代師宗派遠、青天休電激星氂。
この頌古の文章は、『普燈録』（巻二）、『会要』（巻二八）とほとんど一
致する。しかし、『普燈録』も『会要』もいずれも本文は大陽・投子では
なく、浮山・投子とあるものであって、何びとかによってそれが大陽・投
子にかえられたのである。問題は、これが道元禅師によって改められたも
のか、後人によって改められたものか、である。私は、『道元禅師とその
門流』（昭和 36年）においてそれがはたして道元禅師の改変であるかに疑
問を呈し（同書 96頁）、これに対する道元禅師の頌の転句が、「投子の為
に師即ち大陽に代って」と読んではじめて意味が通ずるところからして、
本文主辞の更改は明らかに後代のものであって、俗にいう「頭かくして尻
かくさず」である（同書、126頁）と論じたことがある。しかるに、近年、
河村孝道氏によって、名古屋真福寺に蔵される『正法眼蔵大悟』巻が発見
紹介され（「真福寺所蔵『大悟』巻草稿本の紹介『正法眼蔵の成立史的研
究』所収」）、それによれば「投子義青問浮山円鑑、外道問仏」の一段があっ
て道元禅師も大陽・投子が代付であることを認めていたことが知られるに
いたって、本文主辞の更改は断じて道元禅師ではなく、後人であることが
明証されることとなった。後人といっても、それは古写本『建撕記』にす
でに如浄の示誡として記されているのであるから、古い伝承をもつもので
あって、卍山によって改められたものではない。しかし、門鶴本の『広録』
にすでに後人の手が加わったものがあることの事実は――この加筆をどこ
まで他に及ぼし得るかについては慎重でなければならないが――重大であ
る。
春秋社本の〈原文対照現代語訳〉の「解題」にも、ほぼ同文が収められ
ている。
第 2に門鶴本の古形が失われたことを指摘したのは、私の真字『正法眼

蔵』の研究を踏まえた「『義雲和尚語録』の引用典籍」（『道元禅の成立史
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的研究』所収、大蔵出版、1991、初出論文 1984）であろう。鏡島説を知っ
た上で、「頌古」49を問題にしたが、その門鶴本は次のようになっている。

清原和尚、因僧問、如何是祖師西来意。原云、又恁麼去也。
来又恁麼去恁麼、分明記取莫痴疑。回回露露近前問、為汝当頭鉗一槌。
この出典は、『会要』巻 19「青原行思章」の次の二つの問答の前半によ
るものであろう。
僧問、如何是祖師西来意。師云、又恁麼去也。
僧問、和尚近日有何言句、乞示一両則。師召云、近前来。僧近前。師
云、分明記取。（続蔵巻 136-368左下）

しかし、この道元の頌古の基づくものは、道元の頌古の 1句と 2句がで
きる為には、次の真字『正法眼蔵』10則でなければならない。

青原和尚、因僧問、如何是祖師西来意。師曰、又恁麼去也。僧又問、
近日有何言句、乞師一両則。師曰、近前来。僧近前。師曰、分明記取。
そして、その出典は、『統要』巻 7「青原行思章」でなければならない。
師因僧問、如何是祖師西来意。師云、又恁麼去也。僧又問、近日有何言句、
乞師一両則。師云、近前来。僧近前。師云、分明記取。（宋版 5丁左）
この巻 9の「頌古」の古則は、私の説としては、道元は全ての頌古とは

言えないが、真字『正法眼蔵』の古則に対して、基本的には頌が作された
ものと考えている。この節の最後に紹介する他心通の「頌古」27則もそ
の例である。門鶴本の古形は、あるいは 4則のように「初祖九年面壁」と
古則名だけであったかもしれない。そのことを認めるとすると、古則には
具体的な問答や行状はなくて、道元の選んだ古則ではなく、誰かが書写の
段階で加えた可能性を否定するものではない。
第 3は若山悠光氏によって問題提起された他心通の話の問題である。そ

の論文は、「別本『心不可得』の課題―『心不可得』と『他心通』への再
治について―」（『駒澤大学禅研究所年報』第 27号、2015）及び「『永平広録』
巻一、第十七上堂考―別本『心不可得』、『他心通』と関連して―」（『印度
学仏教学研究』第 64巻第 2号、2016）で公表されたものである。巻 1の
17上堂は次のようになっている。
上堂。挙忠国師験大耳三蔵他心通、又挙仰山・玄沙・玄覚・趙州了、
師乃云、国師如何最初不向三蔵道、你得幾枚他心通、你只得他心通、
更得自心通也無。若恁麼道、三蔵豈不茫然耶。五位尊宿倶以第三度為
不見也。殊不知、前両度也不見得。若将三蔵二乗通而為仏祖之他心通、
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五位尊宿未免二乗之窠窟、猶在三蔵之偏局也。要会仏祖通麼。自心他
心兮、全殺全活。乃通乃変兮、盥水点茶。
ここで鏡島氏は、「五位尊宿」を前著では「四位の誤りか」とし、後著
では『他心通』、別本『心不可得』および巻 3の 196上堂との矛盾を指摘
しながらも、「五位の尊宿に慧忠国師を含めるべきではないと考えるが、
寺田透氏は五位の尊宿に慧忠を加えている（「日本の禅語録」2、『道元』
49頁）」とする。
門鶴本を忠実に受け取ろうとする限り、致し方ない意見と思われるが、
若山悠光氏が指摘するように、これは明らかに古形を改変した門鶴本の誤
りであり、私も以前からその説を考えてきたので、若山悠光氏の説が正し
い思うものである。
この 17上堂の出典も、『他心通』、別本『心不可得』および巻 3の 196

上堂と同じく、次の『統要』巻 2「西京慧忠章」なのである。正確には、『会
要』巻 3「光宅恵忠章」（続蔵巻 136-242右上）との合糅かもしれないが、『会
要』には雪竇重顕の語はないので、『会要』のみでは引用にならない。
西京慧忠国師。因西天大耳三蔵到京云、得他心通。粛宗帝命国師試験。
三蔵纔見師、乃礼拝立于右。師問、汝得他心通耶。曰、不敢。師云、
汝道、老僧即今在甚処。曰、和尚是一国之師、何得去西川看競渡船。
師良久、再問、汝道、老僧即今在甚処。曰、和尚是一国之師、何得向
天津橋上看弄猢猻。師第三問。三蔵良久罔知去処。師叱云、這野狐精、
他心通在什麼処。三蔵無対。〈玄沙徴云、汝道、前両度還見麼。雪竇
云、敗也、敗也。仰山云、前両度是涉境心、後入自受用三昧、所以不
見。趙州云、在三蔵鼻孔上。僧問玄沙、既在鼻孔上、為甚不見。沙云、
只為太近。海会端云、国師若在三蔵鼻孔上有、什麼難見。殊不知、国
師在三蔵眼睛裏。〉（宋版 14丁裏表。）　
参考に『他心通』の冒頭の引用をみてみよう。
西京光宅寺慧忠国師者、越州諸曁人也。姓冉氏。自受心印、居南陽白
崖山党子谷、四十余祀、不下山門、道行聞于帝里。唐粛宗上元二年、
勅中使孫朝進賚詔徴赴京、待以師礼。勅居千福寺西禅院。及代宗臨御、
復迎止光宅精藍。十有六載、随機説法。時有西天大耳三蔵到京云、得
他慧眼。帝勅令与国師試験。三蔵才見師、便礼拝立于右辺。師問曰、
汝得他心通耶。対云、不敢。師曰、汝道、老僧即今在什麼処。三蔵曰、
和尚是一国之師、何得却去西川看競渡。師再問、汝道、老僧即今在什
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麼処。三蔵曰、和尚是一国之師、何得却在天津橋上看弄猢猻。師第三問、
汝道、老僧即今在什麼処。三蔵良久罔知去処。師曰、遮野狐精、他心
通在什麼処。三蔵無対。〈僧問趙州曰、大耳三蔵第三度不見国師在処、
未審国師在什麼処。趙州云、在三蔵鼻孔上。僧問玄沙、既在鼻孔上、
為什麼不見。玄沙云、只為太近。僧問仰山曰、大耳三蔵第三度為什麼
不見国師。仰山曰、前両度是渉境心、後入自受用三昧、所以不見。海
会端曰、国師若在三蔵鼻孔上、有什麼難見。殊不知、国師在三蔵眼睛
裏。玄沙徴三蔵曰、汝道、前両度還見麼。雪竇明覚重顕禅師曰、敗也、
敗也。〉（春秋社本 2-241～ 242頁）
確かにこの引用の冒頭に限れば、『伝燈録』巻 5「光宅慧忠章」によっ
ている。
西京光宅寺慧忠国師者、越州諸曁人也。姓冉氏。自受心印、居南陽白
崖山党子谷。四十余祀、不下山門。道行聞于帝里。唐粛宗上元二年、
敕中使孫朝進齎詔徴赴京、待以師礼。初居千福寺西禅院。及代宗臨御、
復迎止光宅精藍。十有六載、随機説法。時有西天大耳三蔵到京云、得
他心慧眼。帝敕令与国師試験。三蔵纔見師、便礼拝立于右辺。師問曰、
汝得他心通耶。対曰、不敢。師曰、汝道、老僧即今在什麼処。曰、和
尚是一国之師、何得却去西川看競渡。師再問、汝道、老僧即今在什麼処。
曰、和尚是一国之師、何得却在天津橋上看弄猢猻。師第三問、語亦同前。
三蔵良久罔知去処。師叱曰、這野狐精、他心通在什麼処。三蔵無対。〈僧
問仰山曰、長耳三蔵第三度為什麼不見国師。仰山曰、前両度是渉境心。
後入自受用三昧、所以不見。又有僧挙前語問玄沙。玄沙曰、汝道、前
両度還見麼。玄覚云、前両度若見、後来為什麼不見。且道、利害在什
麼処。僧問趙州曰、長耳三蔵第三度不見国師。未審国師在什麼処。趙
州云、在三蔵鼻孔裏。僧問玄沙、既在鼻孔裏、為什麼不見。玄沙云、
只為太近。〉（禅文化本 83～ 84頁。四部叢刊本は「長耳三蔵」ヲ「大
耳三蔵」ニ作ル。）     

巻 1の 17上堂の波線の「仰山・玄沙・玄覚・趙州 」が、この『伝燈録』
に基づいていることが判明する。因みに「玄覚」とは、拙論「『景徳伝燈録』
の歴史的性格」（『宋代禅宗史の研究』所収、大東出版社、1987）に述べる
ように、法眼文益の法嗣の玄覚導師報慈行言であって、その他の人ではあ
りえない。
しかし、『他心通』、別本『心不可得』および巻 3の 196上堂に出る五位
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尊宿の中の、海会守端（1025-1072）と雪竇重顕（980-1052）は、景徳元年（1004）
に成立した『伝燈録』には含みえない。それ故に、波線の部分は、趙州・
玄沙・仰山・海会端・雪竇顕とすべきところを誤って加筆したか、もとも
と波線の人名は無かったものであろう。この結果、巻9「頌古」の27則も誤っ
た改変があることが判明する。
西天大耳三蔵到京云、得他心慧眼。代宗皇帝、勅令与慧忠国師試験、
三蔵纔見師、便礼拝立于右辺。国師問曰、汝得他心通邪。対曰、不敢。
国師曰、汝道、老僧即今在什麼処。曰、和尚是一国之師、何得却去西
川看競渡。国師再問、汝道、老僧即今在什麼処。曰、和尚是一国之師、
何得却在天津橋上看弄猢猻。国師第三問、語亦同前。三蔵良久罔知去
処。国師叱曰、這野狐精、他心通在什麼処。三蔵無対。
子期未至伯牙恨、当暁徳雲集此中、万谷非他心路絶、可怜仏是野狐通。         

ここは別本『心不可得』の、「大証国師のとき、大耳三蔵、はるかに西
天より到京せり。他心通をえたりと講ず。唐の肅宗皇帝、ちなみに国師に
命じて試験せしむるに……」（同 502頁）とあるように、『統要』や『会要』
と同じく、「肅宗」でなければならないである。
このように、ここでも門鶴本は、古形を失っていることが知られるので
ある。

四　おわりに ―　門鶴本の性格

巻 9「頌古」は「侍者詮慧等編」とあり、従来、古形が改変されてきたのは、
真字『正法眼蔵』を知らない詮慧によるものであろうとこれまで私は述べ
てきた。巻 1の 17上堂の箇所も「侍者詮慧編」とあるので、その説を継
承してよいかどうか改めて考えるようになった。詮慧の改変がないとは断
定はできないが、別本『心不可得』の存在を恐らく知っていたであろうし、
『他心通』の『聞書』まで残している詮慧には 、17上堂の「仰山・玄沙・
玄覚・趙州」と「五位尊宿」の矛盾を記録することはあり得ないと考える
ようになった。当然、自説を改めなければならない。それでは、どのよう
に考えるかであるが、ここで再び、鏡島元隆氏の説を取り上げてみよう。
本文主辞の更改は断じて道元禅師ではなく、後人であることが明証さ
れることとなった。後人といっても、それは古写本『建撕記』にすで
に如浄の示誡として記されているのであるから、古い伝承をもつもの
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であって、卍山によって改められたものではない。しかし、門鶴本の『広
録』にすでに後人の手が加わったものがあることの事実は――この加
筆をどこまで他に及ぼし得るかについては慎重でなければならないが
――重大である。
この中の「古写本『建撕記』」であるが、河村孝道氏の『〈諸本対校〉永
平開山道元禅師行状建撕記』（大修館書店、1975）の研究によれば、明州
本は天文 7年（1538）の写本といい、瑞長本は天正 17年（1589）の写本
となる。門鶴の世代から考えると、門鶴本より 50年以上前の当時の説と
考えられる。あるいは「後人の手」はもっとさかのぼれるかもしれない。
そもそも、道元が中国からもたらした叢林の行持は、日本人の誰もが
具体的に知ることができなかったであろう。「侍者」の役割分担にしても、
語録の編集にしても同じことが言えると思われる。
法堂が無ければ、上堂は行えないということは、先に述べたが、上堂に
ついて、巻 5の 358上堂は次のように述べる。建長元年（1249）の 11月
頃の道元 50歲の時である。
上堂。日本国人聞於上堂之名最初、永平之伝也。嵯峨天皇御宇、弘仁
年中、橘氏太后者、嵯峨之太后、仁明之国母也。遠請大唐塩官斉安国
師之門人恵元而安于東寺之西院、朝夕訪道。恭敬供養殊異尋常。然而
恵元未曾上堂、未行入室。〈繁詞不具録。〉脱落身心、非色及識。莫道
迷悟、何物何仏。畢竟作麼生。良久云、如何欲識江南客、且向鷓鴣唱
処知。
すでに述べたように、巻 1は興聖寺の上堂であるから、上堂の名が日本

で知られたのは、嘉禎 2年（1236）にさかのぼれることは言うまでも無い。
ただ、巻 2の 128上堂は、「晩間上堂」として記録され、その中に次の
ようにある。
先師天童出世、乃千載一遇也。不拘澆運之軌則、或半夜、或晩間、或
斎罷、総不拘時節、或撃入室鼓乃普説。或撃小参鼓乃入室。或自手打
僧堂槌三下、在照堂普説。普説了入室。或打首座寮前板、就首座寮普説。
普説了入室。乃希代之勝躅也。今大仏既為天童之子、亦行晩参、是則
我朝之最初也。
次の 129上堂も「晩間上堂」であり、同じ巻 2の中の 131・150も「晩
間上堂」である。これらは晩間に法堂で行われた上堂で、必ずしも上堂は
朝参とは限らないことが判る。それ故に、ここでいう「晩参」は、晩に説
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法し、聴法するために集まることで、方丈などでの「普説」「小参」を含む。
「晩参」とは、方丈で「非時（＝随時）」に行われる「小参」のことではない。
次に建築についても、永平寺の僧堂について、巻 4の 319上堂に次のよ

うに述べている。
上堂。仏仏祖祖正伝正法、唯打坐而已。先師天童示衆云、汝等知大梅
法常禅師参江西馬大師因縁也不。他問馬祖、如何是仏。祖云、即心即
仏。便礼辞、入梅山絶頂、食松花衣荷葉、日夜坐禅而過一生。将三十
年、不被王臣知、不赴檀那請。乃仏道之勝躅也。測知、坐禅是悟来之
儀也。悟者只管坐禅而已。当山始而有僧堂、是日本国始聞之、始見之、
始入之、始而坐之。学仏道人之幸運也。後有僧向大梅道、和尚見馬大
師、得何道理便住此山。大梅道、馬祖向我道即心即仏。僧云、馬祖仏
法近日又別。大梅云、作麼生別。僧云、近日道非心非仏。大梅道、這
老漢惑乱人未有了期在。任他非心非仏、我祗管即心即仏。僧帰挙似祖。
祖云、梅子熟也。然則明得即心即仏底人、抛捨人間、深入山谷、昼夜
坐禅而已。当山兄弟、直須専一坐禅。莫虚度光陰。人命無常、更待何
時。祈祷祈祷。大衆要会即心即仏底道理也無。良久云、即心即仏甚難
会。心者牆壁瓦礫、仏者泥団土塊。江西道来托泥帯水、大梅悟来依草
附木。即心即仏在什麼処。
もちろん、初開の道場である興聖寺にも僧堂は存在していた。これまた
前述したように、嘉禎元年（1235）12月に撰述の「宇治観音導利院僧堂
勧進之疏」が知られ、「仏殿は本より有り、法堂は未だし、僧堂は最も切
要なり。」（瑞長本『建撕記』）とあるからである。
次に六知事の役職の一つである典座についても、巻 2の 138上堂に次の

ように述べている。
謝典座上堂。我日本国寺院典座之法、大仏初伝。前来未曾有。現在何
以有。実是潙山・夾山・無著・雪峰等之古聖先徳、伸手而修習来之跡
也。生前弁肯乃最大功徳也、阿誰籌量其辺際也。非唯一仏二仏三四五
仏之所殖諸善根、明知於無量無数諸仏所、修諸功徳、乃能勤之、乃能
得之、乃能満之、乃能進之、乃能退之。所以道、你有鼻孔子、我与你
鼻孔子。你無鼻孔子、我奪你鼻孔子。以払子豎起云、這箇是不奪不与
底道理。所以這鼻孔子不被我瞞之与你瞞。忽然有時換却無孔笛児、不
得依旧掛於脣觜上而端正。欲奏少林曲、便落奏梅花引。欲奏祇園曲、
便落奏大食調。如是将錯就錯、還依日面月面之上関、而掛為鼻孔吹気、
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気穿鼻孔、眼睛放光開眼睛。既信得及、世世諸仏即今与你同手眼而弁
肯三十六旬、代代祖師即今与你一身心而提掇一十二月。日円月満、功
帰道成。忽然木杓敲磕飯桶・羹桶、異口同声念誦摩訶般若波羅蜜。頻
頻念来、不覚一声、高声念摩訶般若波羅蜜。驚起法身築著磕著、撞牆
撞壁無廻避処。無廻避処若為論。良久云、雲門三昧現塵塵、能転食輪
兼法輪。満桶担来教満鉢、世尊授記用来新。
この上堂は入越後の寛元 3年（1245）12月の永平寺を大仏寺と称して

いた時のものである。既に道元の重要な著述の一つである『典座教訓』は、
嘉禎 3年（1237）に撰述し、道元教団においては、典座職の内容及び重要
性は知られていたはずである。
また、『随聞記』巻 5の「嘉禎二年臘月除夜、始メテ懐弉を興聖寺の首
座に請ず。即ち小参の次

ついで

、秉払を請ふ。初メテ首座に任ず。即チ興聖寺
最初ノ首座なり。」（水野本 284頁）とあって、これも参考になる。嘉禎 2

年（1236）には、六頭首の一つの「首座」が誕生している。道元の 37歲
の時である。
次に叢林の年間の行持に中で、重大な四節の結夏・解夏・冬至・歳朝の
上堂や小参が記録されていることはもちろんであるが、成道会について、
巻 5の 406上堂にある次の記録は重要であろう。

臘八上堂。日本国先代曾伝仏生会・仏涅槃会。然而未曾伝行仏成道会。
永平始伝已二十年矣。自今已後、尽未来際伝而行矣。〈如来成道最初
説。是夜、四分乃至一切智、師如前挙了乃云、〉当恁麼時、永平門下、
且道如何。梅花雪裏一枝開、不仮春風次第吹。〈往昔造作乃至悉消滅、
師又挙了云、〉大衆要委悉這箇道理麼。良久云、十方世界蒙光明、一
切衆生聞仏説。拄杖袈裟共笑忻、僧堂仏殿鉢盂悦。
この成道会を未来に向かって行おうとする決意の凄さに圧倒される思
いである。特に注意してよいのは、「臘八」の語である。道元の釈尊伝は、
基本的には『周書異記』に基づく『伝燈録』巻 1「釈迦牟尼仏章」の説で
あるが、そこには 2月 8日の成道がしるされている。その説を取らずに、
成道会は 12月 8日であったことになる。既に入宋時代の当時の行持に基
づくものである。この臘八上堂は建長 2年（1250）の記録であるが、『永
平広録』に最初に記録されるのは、巻 1の 88上堂で、仁治 2年（1241）
である。「二十」とは、法堂の完成した嘉禎 2年（1236）からの概数であ
ろう。先に『随聞記』に「小参」が行われたことが知られているので、巻
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8の 10「除夜小参」も参考になろう。
除夜小参。云、夫小参者、仏仏祖祖之家訓也。我日本国、前代未嘗聞
其名字、何況行乎。永平始而伝之以来、已経二十年矣。国之運也、人
之幸也。
この小参は、伊藤秀憲氏の『道元禅研究』では、上堂と同じ建長 2年説

を推測している。
このように大衆は新たな叢林の知識を新鮮に受け止めていたのではなか
ろうか。それ故に、道元は、寛元 2年 3月 21日に『対大己五夏闍黎法』、
その冬には現存しないが、叢林の威儀作法の撰述（巻 2の 133上堂参照）、
寛元 3年に『大仏寺辦道法』を撰述する。更に寛元 4年 6月 15日に大仏
寺を永平寺に改称すると、『日本国越前永平寺知事清規』を撰述し、同年
8月 6日に『永平寺示庫院文』、建長元年正月に『吉祥山永平寺衆寮清規』
と次々に撰述したのである。『赴粥飯法』もまたその間の撰述となる。こ
れら意欲的な宋代禅林の日本への定着は目を見張るものがある。
ここで問題となるのが、「最後の道元」で述べた課題である。ここで詳
細な論文を繰り返すつもりは無いが、私の説がほとんど取り上げられるこ
となく現在に至っているので、新たなまとめをしておこう。
『永平広録』の記録が始められてまもない興聖寺の巻 1の 4上堂は次の
ようになっている。
上堂。拈提要妙、露柱皺眉。出格玄談、烏亀向火。平実無事、褒貶古今。
豈能自救、焉敢他救矣。諸人。離此外、還有別商量麼。離此外、作麼
生商量。莫是三年逢閏、九月重陽麼。莫是大尽三十日、小尽二十九麼。
若如斯見解、興聖門下、直須喚作驢前馬後、龍頭蛇尾漢。
この上堂は、以下、最後までの全ての句は、宋代の禅録『続燈録』巻 9

の「棲賢智遷章」に見出せるものである。（相違の言句を傍線で示す）
上堂。云、拈提要妙、露柱皺眉。出格之談、烏亀向火。平実無事、褒
貶古今、豈能自救。諸禅徳。離此外、還別有商量麼。離此、作麼生是
商量。莫是三年逢一閏、九月重陽麼。莫是大尽三十日、小尽二十九麼。
莫是春来草自青麼。若如斯見解、棲賢門下、喚作驢前馬後漢。参。（続
蔵巻 136-75右上）
棲賢智遷は前述のごとく、47・49上堂および『永平略録』や卍山本の

最初に移動された 48上堂の出典に関わった人で、それら智遷の『続燈録』
巻 9の上堂はこれらの上堂とほぼ連続しているのである。ただ、雲門宗の
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天衣義懐（嗣雪竇重顕）の法嗣であり、道元の著述で高く評価された人と
は言えないであろう。道元の付加語があるにしても、この上堂において棲
賢智遷と道元の相違を大衆は知ることは不可能であろう。
前に紹介した鈴木哲雄氏の「祖山本『永平広録』第四番上堂語に関する
研究」では、この 4上堂は、次の『会要』巻 28の「雲居暁舜章」を出典
とする。
示衆。云、拈起要妙、露柱皺眉。出格之談、烏亀向火。平実無事、嚼
飯小児、褒貶古今、豈能自救。諸禅徳。離此之外、作麼生商量。莫
是三年逢一閏、九月是重陽麼。莫是大尽三十日、小尽二十九麼。莫是
春来草自青麼。若作如斯見解、大愚門下、喚作驢前馬後漢。（続蔵巻
136-454右上）
雲居は諱を暁舜（?-1065?）といい、雲門宗の洞山暁聡の法嗣で、大愚
にも住している。確かに同じ雲門宗の棲賢智遷の語と酷似するが、『永平
広録』の出典は智遷の語である。
むしろ、この酷似は、ここでは宋代の上堂はこのような形式で行われて
いたと示したに過ぎない面があることは否めないのではなかろうか。
入越後においても巻 2の 143上堂は次のようになっている。
上堂。木老運載化機、糸毫不動。石頭全提心印、文彩未彰。到這田地、
人眼・天眼覰不及、迷智・悟智測不明。職由瞿曇眼睛在山僧手裏如木
患子、山僧鼻孔在瞿曇手裏如竹筒児。所以隔山水而見烟煙兮、定知是
火、隔牆壁而見頭角兮、定知是牛。挙払子云、且道諸人、不隔這箇親
見這箇定知、又且如何。還要体悉麼。天暁報来山鳥語、陽春消息早梅
香。記得。僧問雲門、如何是透法身句。雲門云、北斗裏蔵身。師云、
雲門老人只道得法身句、未道得透法身句。或有問大仏、如何是透法身
句。即向伊道、法身裏蔵身。下座。
前半は『宏智録』巻 3の二つの上堂語から構成されている。（類似の箇
所を点線で示す）
① 上堂。影含宗鑑、心生則種種法生。步入道場、心滅則種種法滅。燦
燦星羅霽夜、英英花吐春時。木人密運化機、糸毫不爽。石女全提空
印、文彩未彰。所以道、不一不異、無去無来。諸禅徳。作麼生行履、
得恁麼相応去。六般神用空不空、一顆円光色非色。（名著普及会本
183頁）
② 上堂。云、隔牆見角、定知是牛、隔山見煙、定知是火。且道、諸人
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定知有底作麼生。還体悉得麼。報暁音声捿鳥語、漏春消息早梅香。（名
著普及会本 156頁）

後半は『会要』巻 24「雲門文偃章」（続蔵巻 136-417右上）などの問答
を踏まえていて、更に道元の独自性が見られるかに思われる。しかし、同
じ『会要』巻 24「雲門文偃章」に次の問答があることを知れば、先に言
うように道元の「透法身句」との相違を大衆は見出せないのではなかろう
か。
僧問、如何是法身向上事。師云。向上与你道即不難。作麼生是法身。
云、請和尚鑑。師云、鑑即且致、作麼生是法身。云、与麼与麼。師云、
這箇是長連床上学得底、我且問你。法身還喫飯麼。僧無対。（続蔵巻
136-416左上）
このような事例は多くあり、道元は鎌倉行化から宝治 2年（1248）3月

13日に帰山した。巻 3の 251上堂はその翌日の帰山上堂であるが、巻 3

の 253上堂をみてみよう。
上堂。拍手授手、二三四七之伝持。知恩報恩、百千万億之建化。巌畔
老梅、海上蟠桃。一機歴歴、三昧塵塵。雖然如是、嶽高雪釈遅、木老
春来緩。為甚如此。還委恁麼。老鶴夢月兮無影樹、花蜂採春兮不萌枝。
ここも『宏智録』巻 5の四つの「真賛」の組み合わせと言えよう。
① 山向嶽奔、川趨海呑。船浮水柔有力、雁没煙冷無痕。二三四七伝持
之句、百千万億変化之門。招手授手、知恩報恩。（名著普及会本349頁）
② 枯木之春、蟠桃之辰。自然時節、不費精神。啐啄丹山之鳳窟、游躍
桃花之龍津。一機歴歴、三昧塵塵。眼中之物物中眼、身裏出門門裏
身。（同 348～ 349頁）
③ 眉目十分、精神一段。巌高雪釈遅、木老春来緩。古澗明月賓、青山
白雲伴。借光何処不分身、刹刹塵塵誰解喚。（同 345頁）

④ 箇住山人、平生慣貧。寒枯青嶂骨、閑淡白雲身。無影樹頭兮露鶴夢
月、不萌枝上兮花蜂採春。（同 355頁）

多少複雑な引用となっても、ここから宋代禅との相違は見出せないと思
われる。この時までは、宋代叢林はどのように機能していたか、その定着
が必要だったのである。しかし、私はこのような傾向から脱却したと主張
したのである。大きくは二つを考えた。
一つ目は、『宏智録』に基づいて行われていた歳朝上堂、浴仏上堂、結
夏上堂、端午上堂、解夏上堂、中秋上堂、冬至上堂が、建長元年以降にお
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いて『宏智録』のくりかえしが全く無くなったことである。これは巻 2・3・
4の侍者の懐奘の編から、巻 5・6・7の侍者の義演の編に替わったことと
も一致する。但し、永平寺の除夜小参、結夏小参、解夏上小参、冬至小参
の四節小参が「晩間上堂」から独立して巻八に「小参」として編集された
ことを考慮しなけれなならないが、『宏智録』の三仏忌・四大節などの上
堂から離れたことはいえよう。
二つ目は、一つ目とも関連して、それ以後、俗事と結びついた歳朝上堂、
端午上堂、冬至上堂が全く消え、仏樹和尚忌、千光禅師忌、先考先妣忌が
加わったことである。ただ上記のように四節小参との関連もあり、結夏上
堂が記録されず、上元上堂が残ったことは表面上問題が残ろう。だが、『宏
智録』と全く結びつかない上堂として『永平広録』には、天童和尚忌と涅
槃会上堂、臘八上堂および九月一日上堂、開炉上堂のあることに特色があ
るが、それらの上堂がそれ以降毎年記録されていることは注目すべきであ
る。『宏智録』に結びつかない中秋上堂がくりかえされる点は、石井清純
氏が「『永平広録』巻一「興聖寺語録」と『正法眼蔵』」（『駒澤大学仏教学
部論集』第 21号、1990）で興味深い分析をするように、道元と月に深い
因縁が感じられる。
建長元年（1249）以降の変化において、注目したのが『建撕記』（瑞長本）
の『尽未来際不離吉祥山示衆』であった。
九月初十日、師、衆に示して云く、「今日より尽未来際、永平老漢恒
常に山に在って、昼夜当山の境を離れず。国王の宣命を蒙るといえど
も、また誓って当山を離れず。その意如何。ただ昼夜間断なく精進し、
経行し、積功累徳せんと欲するが故なり。この功徳をもって、先ず一
切衆生を度さんとして、見仏聞法せしめて仏祖の窟裏に落とさんとす
るなり。その後、永平、大事を打開して、樹下に坐して魔波旬を破り、
最正覚を成ぜん」と。重ねてこの義を宣べんと欲して、偈をもって説
いて云く、
古仏の修行多く山にあり、春秋冬夏また山に居す、
永平、古の蹤跡を慕わんと欲して、十二時中常に山に在り。（春
秋社版『全集』巻 7-297頁）

この説に対して、鏡島元隆氏は改めて示衆すべき内容ではないと反論
をされたが、西澤まゆみ氏は「道元禅師における「さとり」と誓願：「尽
未来際不離吉祥山示衆」をめぐって」（『駒澤大学仏教学部論集』第 44号、
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2013）の論文でその示衆の重要性を指摘している。私は重ねての誓願は不
用だとの説に対して、巻 5の 377上堂の「無上菩提は、自の為

ため

に非
あら

ず、他
の為に非ず、名の為に非ず、利の為に非ず。然れども一向に専

もつぱ

ら無上菩
提を求めて精進不退なる、是れを発菩提心と名づく。既に此の心の現前す
ることを得て、尚お菩提の為には菩提を求めざる、此は是れ真実の菩提心
なり。此の心無きが如きは、豈

あ

に学道と為
な

さんや。」と同じではないかと
いうことである。
この後において十二巻本『正法眼蔵』と密接に関係する『永平広録』の
上堂が存在し、しかも『永平広録』の説は晩年の道元の主張として重要視
すべきだと私は主張したのである。十二巻本『正法眼蔵』の成立問題と絡
ませて、ここで「最後の道元」の論をくりかえす必要はあるまい。


