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禅の真なる味 
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   （翻訳：宇多 浩、江口 建） 

 

 

「一茎草
いっきょうそう

を拈
ねん

じ宝王刹
ほうおうせつ

を建てよ」 

（道元禅師『典座教訓』） 

 

（一本の草の茎葉のような、まるで価値のないように 

思われる食材から、仏の宝物で飾られた大伽藍を 

建立するよう努めなさい） 

 

道元の〈料理本〉についての前置き 

 日本の禅師にして哲学者である道元が 1237 年に撰述した『典座
てんぞ

教訓
きょうくん

』は、今日まで大

変よく読まれており、いまや〔禅仏教における〈食〉を論じるうえで〕基準となるテキス

トとみなされている。その中で展開されている料理についての禅の理論は、日本の禅寺だ

けでなく、他の国々の多くの禅の道場においても参照されているi。道元の本は、禅寺で

台所を預かる典座
てんぞ

1や禅料理の職人のあいだでだけでなく、禅仏教の専門家集団以外でも、

とりわけ西洋の一般大衆のあいだで大きな関心を呼んでいる。このような注目すべき事態は、

直接的に道元を引き合いに出す〈禅料理〉に関する大変売れ行きのよい書物のおかげである。

たとえば、いくつかのベストセラーとなっている本の名前を挙げるならば、内山興正老師

の『人生料理の本：典座教訓にまなぶ』ii、エドワード・エスペ・ブラウンの『ハツカダ

イコンの微笑み－料理芸術における禅』iii、デン・ミン＝ダオの『禅－東洋料理の秘

密』iv、シルヴァーナ・シュヴィッツァーの『禅と食の芸術』v、ベルンハルト・グラスマ

ンの『赴粥飯法
ふしゅくはんぽう

－ある禅師の生涯』viといった書物が挙げられる。 

 もとより道元の〈料理本〉の関心は、もっぱら〈食事を作る〉という実践についての哲

学的な省察に向けられており、読者に対して具体的な料理法のレシピといったものは提示

されてはいない。にもかかわらず、〔今日出回っている〕道元の料理に関する人気の高い

本には、主にレシピという形での直接的な料理の指南、たとえば推奨される調理手順や、

味つけの量、うまく真似て作るための見本となる料理のきれいなイラストなどが盛り込ま

                                                      
1 禅寺で僧たちの一切の食事を司る役職、またはその地位にある人。 
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れている。たとえば、ミン＝ダオの『禅－東洋料理の秘密』viiでは、しいたけリゾット

風の、米を使った料理でもって〈本物の餅の絵〉が描かれている2。このように、今日出

回っている〈禅料理〉についての本は、哲学的な原理よりもむしろ料理を模倣して作るた

めのレシピ－つまり、全てのことにきちんと精通することなく手軽に従える実践のた

めのきわめて具体的な手引き－を提示しているわけだが、この事実は、なぜ道元のこ

の文献が西洋の（もしくは西洋化された）世界において起こっている〈東洋の知恵〉に対

する熱狂的崇拝や〈仏教ブーム〉の一つの大きな要素となっているのか、を説明する一つ

の憂慮すべき理由をなしている。道元の時代に仏教が甚大な危機に直面しており、〈末

法〉に対する恐れが流布していた一方で3、今日（またしても現代世界の破局と、欧米化

された社会を支配している食事法が原因で本質的に引き起こされている切迫した衰退を目

前にして）仏陀の顔は、いたるところで輝きを放っている。仏陀と仏教は、じつにさまざ

まな現れ方とバリエーションをとって、これまでにないくらいの流行を見せている。こう

した世界規模の仏教ブームにおいて、〈禅料理〉に関する上述の大衆向けの書物は、あま

りに過大評価されるべきではないとはいえ、やはり一定の役割を担っている。なぜなら、

それらの書物は、仏教に関心を抱く人々の集団にとって、文字どおり「仏教」〔という料

理〕を〈おいしそう〉で〈食欲をそそられる〉もののように思わせてくれるからだ。そこ

で〔西洋では〕一人のでっぷりと肥えた、美食家を思わせる仏像が格別の人気を博してい

る。すなわち、笑みを浮かべた、太鼓腹の、好感のもてる〈幸福の仏陀〉の像、日本で言

うところの布袋
ほてい

和尚の像である4。中国語では〈Bùdài〉と発音する。ほとんど同音の表

現〈budao〉が「真理の道を説く」という意味をもっているのは偶然ではない。その際、

これまた中国語ではほとんど同じ響きをもつ〈bucai〉という言葉は、「食事を分け与え

る」という意味をもち、これは明らかに重要な事柄である。このような享楽主義的な理想

を体現する仏像の歴史上のモデルとなったのは、10 世紀に生きた半ば伝説上の人物である

                                                      
2 ｢本物の餅の絵」という表現は、道元の『正法眼蔵』の「画餅」の巻に出てくる「絵に描かれた

餅」との対比である。つまり、道元はただ（架空の）餅を絵に描いただけだが、ミン＝ダオは道

元を参照しながらも実物の
．．．

料理（の写真）を用いている、ということが皮肉混じりに指摘されて

いる。「画餅」とは、〈絵に描いた餅では空腹をしのぐことができないように、いくら経典に習熟

していても（すなわち、いくら技巧的に上達しても）修行によって本当に体得しているのでなけ

れば何の役には立たない〉ということを説くためのメタファー。 

3  末法思想のこと。末法の世に入ると仏教の教えが衰退し、覚者も世に現れず、悟りというものが

なくなるとされる。日本では、平安後期から鎌倉時代にかけて、この予言的思想が流行した。キ

リスト教における「終末観」と、ある部分では通底している。 

4 日本では「七福神」の一人に数え入れられる。唐末期の中国に実在したとされる人物がモデルで、

常に「布の袋」を背負っていたことから、この名で呼ばれる。西洋でも、「幸運のブッタ」（英：

Lucky Buddha／独：Glücksbuddha）、「笑うブッダ」（英：Laughing Buddha／独：lachender 

Buddha）等の愛称で親しまれている。 
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流浪の托鉢僧、契此
かいし

である。中国の浙江
せっこう

省
しょう

奉化
ほうか

市
し

出身のこの賢人は、すでに古代におけ

る禅の興隆運動のあいだ、〈来たるべき仏陀〉5の化身とみなされていた。今日の中国では、

布袋は、料理店で客を呼び込む神様であり、日本では幸福をもたらす〈福の神〉として崇

め奉られている。日本と中国の民間信仰または処世哲学においては、いずれにせよ〈笑う

幸福の仏像〉は、仏教的－禁欲的な道徳から解放され、栄養満点で食道楽的な享楽的生活

の（神話学的－ガストロゾフィー的な6）知恵を象徴するようになった。同時に、それは

善き食事にありつけることの幸福をも象徴するようになった。この仏像は、通俗的な禅の

料理本が崇めている宗教的－精神的な神を見事に体現している。 

 しかしながら、笑みを浮かべた愉快な太鼓腹の仏陀が、所詮はファースト・フード的な

仏陀〔＝手軽に手に入れられる仏陀〕であり、それ以上のものではないように、これらの

大衆向けの〈禅仏教的な書物群〉もまた－食の味覚に関する非宗教的な倫理学および

美学の尺度を受け入れるならば－批判的な検証にさらされざるを得ない。そして、この

                                                      
5 未来仏。弥勒菩薩

みろくぼさつ

のこと。梵名「マイトレーヤ」。ゴータマ・シッダールタ（釈尊）の次にブッ

ダとなり、シッダールタの救いから漏れた人々を救う使命を帯びた菩薩。シッダールタの入滅後、

56 億 7000 万年後の未来に再びこの世に現れて、衆生を救済するとされる。 

6 ｢ガストロゾフィー」（Gastrosophie）とは、「食」に関わる一つの学問領域である。語義的には、

ギリシャ語の gastèr〔腹、胃袋、消化器〕と sophia〔知恵〕という二つの言葉に由来する。ガ

ストロゾフィーを一言で定義することは難しいが、さしあたり、自然科学と人文科学の垣根を取

り払い、双方の知見を総合的に活用しながら、「食文化」について縦横無尽に論じる学問である

と言ってよい。つまり「食（Essen）」と「知（Wissen）」を結びつける研究である。この場合の

「食」とは、たんに「食事をとる」という意味合いだけでなく、「食事」に伴う「歓待／もてなし」

（Gastlichkeit）を含んでいる。それゆえガストロゾフィーとは、「料理／味覚」と「文化」との

あいだの深い関係を考察したり、食材を用いた芸術作品を創作したり等々、「食
．
」に関わる知

．．．．．
的
．
・

創造的な営み全般
．．．．．．．．

を指している。「ガストロゾフィー」の先行概念として、「ガストロノミー

（Gastronomie）」という言葉がある（ギリシャ語の gastèr〔腹、胃袋、消化器〕と nomos〔掟、慣

習法、規律、原理、原則〕の合成語）。これは「美食を追求すること」、「より良い料理、調理法を

工夫すること」、または「（おいしい料理でもって）客をもてなすこと」等々を意味する。日本語で

は、一般に「美食学」、「美食術」、「食道楽」、「美食志向」、「料理法」等々と訳される。ガストロ

ゾフィーは、いわば、このガストロノミーをより学問的に
、、、、、、

発展させたものとみなすことができる。

なお、本論の当該箇所で言われている「神話的－ガストロゾフィー的」とは、言ってみれば「哲学

的－ガストロゾフィー的」または「倫理的－ガストロゾフィー」に対立するものである。筆者が想

定しているガストロゾフィーは、本来、純粋に哲学的かつ倫理的なもの
．．．．．．．．．．．．．．

（であるべき）だが、多く

の場合、特に一般大衆のあいだでは、それは単なる「美食学」、「食道楽」に成り下がってしまって

いる。そのような（筆者によれば）悪しき傾向に一役買っているのが、大衆受けのする「通俗的」

仏教の諸々の教えである。筆者（および道元）によれば、「仏性」は「善き食事」と結びついてい

る。「善き食事」、「善き料理」を求めることは、「食」や「料理」に関係しているという意味で確か

に「ガストロゾフィー的」ではあるが、しかし、往々にして宗教的－精神的に神秘化
、、、

されていると

いう意味で、「神話的」である。筆者によれば、「仏」とは、「崇拝」の対象ではなく－した

がって神格化されるべきではなく－倫理的な「善き生」を送るための、いわば思考の糧である。 
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検証のうちにこそ、〈道元の禅料理〉の哲学的な内実
．．．．．．

が潜んでいるのである。けれども、こ

の批判的な検証作業は、やってみる価値があるし、避けて通ることはできない。というの

も、このようなやり方でのみ、道元の〈料理〉における〈善き食事〉をめぐるガストロゾ

フィー的な理論は構築されうるからである。つまり、道元の〈禅ガストロゾフィー〉とい

うきわめて入念に選び抜かれた〈食材〉を使ってこそ、おいしい〈しいたけの麺スープ〉

や上等な〈餅〉、そしてその他の創作的な料理芸術の作品が生み出されうるのだ。理念に

飢え切っている西洋人たちのお腹を満たす〔と同時に心を豊かにする〕ために、是非とも

こうした、ささやかな〈ガストロゾフィー的な仏陀〉の作品を創作してみてはどうだろう

か。そうすれば、（少なくとも）胡散臭い宗教的な代替物として流行しているファース

ト・フード的な仏教に頼ることなく、いま緊急に必要とされる真の哲学的な基礎をもった

普遍主義的な知恵の教義（少なくとも倫理的に善き食についての知恵の教義）に着手する

ことができるのではなかろうか。 

 大衆向けの仏教諸派は、〈仏教はなんら確固たる教義も道徳ももたない〉と説く。その

場合、そこで唯一重視されるのは、〈自覚的な〉生活態度をもつこと、すなわち、人生の

意味の問題を解決し、将来の幸福を約束し、偉大な知恵を授けてくれるような生活態度、

しかも〔日常の実践とかけ離れたものでなく〕いつでも簡単に普段の日常生活に組み込む

ことができるような、そういう生活態度を自覚的にもつことだけであるかような印象が生

じる。そのようなイデオロギー的な仏教は、西洋哲学においては、とかく使い勝手のよい

ように加工され、人々に供されがちである。「自覚的に生きよ！」、「そのつどの瞬間を生

きよ！」、「泰然自若とし、誰にでも親切であれ！」－これらの標語は、善き生をめぐ

るこの秘境的な技法のじつに解かりやすい格率を表しているviii。どの本屋を見回してみて

も、東洋の処世術や、道教の「道」の探究、あるいはダライ・ラマの書物に代表されるよ

うな仏教的な精神性の哲学などに関するコーナーを必ずといっていいほど設けている。な

かでも、理論を嫌う〈実践の師〉たちが書いた禁欲的な禅仏教の書物は、東洋の叡智とし

て飛ぶように売れている。 

 それに反して、われわれが道元から学ぶことができ、また実践することができる知恵を

含む〈禅料理〉の秘密とは何だろうか。私が本稿で道元のガストロゾフィー
．．．．．．．．．．．

と呼び、叙述

するところのものが、道元の著作の中で体系的に練り上げられている〈善き食事の哲学〉

に相当するものを表している、などと思うとすれば、それは誤謬につながるだろう。日本

の禅僧であり寺の建立者でもある道元は、体系的に仕上げられたガストロゾフィーといっ

たものを何ら提示してはいない。とはいえ、彼の著作の中を探し回ってみれば、多くの石

の中から、他の石とは種類の異なった漂石、すなわち、もっぱら
．．．．

ガストロゾフィー的な事

柄にのみ焦点を当てたテキストを見つけることができる。その貴重なガストロゾフィー的

な漂石とは、すでに述べた『典座教訓』である。この書物は、道元の中にガストロゾ

フィー的な思索が存在することの〈明白な〉徴候とみなすことができる。「禅ガストロゾ
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フィー」、「ガストロゾフィー的な仏道」、「ガストロゾフィー的な仏教」、その他、似たよ

うな表現はすべて、いわば紙の上に描かれた餅であり、紙の上に描かれた一握りの寿司で

ある。つまりそれらは、倫理的に善き食事についての哲学的思想を、道元から出発しつつ

－そして最後には道元よりもさらに先に進みつつ－私なりに描き出した絵である。

このようなガストロゾフィー的な思想の絵画は、道元の著作の中に散見されうる「描かれ

た餅」7をきめ細かく模写し、欠けたところを修復しつつ改良の手を加える試みであり、

部分的には、すっかり色を塗り直す試みとして理解される。道元は、餅を自分で焼いた
．．．

わ

けではなく、あくまでも－現代の我々読者に対してと同様－当時の衆会
しゅえ

に〈思考の

糧としてふるまう〉ために、また思考上の食事として〈おいしそうに見せる〉ために、

〈描いた〉にすぎないのだが、大切なことは、まさにこのような道元の描いた餅を一つ一

つじっくりと思考しながら〈咀嚼
そしゃく

する〉ことであり、十分に味わうことなく、つまり正

しく理解することなく、一気に飲み込むようなことがあってはならない。 

 ガストロゾフィー的な仕方で道元の哲学的な料理を味わうことは、すでに述べたように、

日本の禅仏教における一人の哲学的な古典的巨匠のいくつかの中心的な思考の道程を、西

洋哲学の視点から反省しようとする〈間文化的な〉哲学的考察の一例としても理解される。

道元の思考を純粋に哲学的に
．．．．．．．

（すなわち宗教に対して批判的に）習得しようという試みは、

ドイツでは、ようやく始まったばかりである。哲学者としての道元
．．．．．．．．．

に対する関心が高まる

なか、これまではむしろ道元の思想の〈理論哲学〉の主題に関心が集中しており、〈実践

哲学〉や〈規範倫理学〉の主題はあまり顧みられてはこなかったix。とりわけハイデガー

との関わりで、道元の「有時
う じ

」の構想や、「仏性」の概念に関する存在論的な問題が扱わ

れることが多い。それに対して、道元に対するガストロゾフィー的な関心においては、

〈生活実践〉という倫理的問題が焦点となる。道元の思考をガストロゾフィー的な見方か

ら考察することに意味があるように思われるのは、まさにこうした従来ほとんど着手され

てこなかった方法によって、それ以外の仕方では解かりづらい道元の思想－その解か

りにくさ故に読者は容易に誤謬に導かれてしまう－を追体験しながら理解することが

できるようになるからである。「正法眼蔵
しょうぼうげんぞう

」という道元の宝物殿8を見学し、哲学的な見

                                                      
7 ミン＝ダオに関する既出の訳注を参照せれたい。 

8 ｢正法眼蔵」は、道元の主著のタイトルでもあるが、もとは仏教における肝心要の事柄、つまり

仏陀の教えや悟りの本質（無上の大法）を表す言葉である。後者の場合は、仏法そのもののこと

を指す。ドイツ語では、Die Schatzkammer des wahren Dharma-Auges などと訳される（直訳

すれば、「真実の達磨の眼の宝物〔宝蔵〕」）。道元の『正法眼蔵』の「弁道話」の巻では、釈迦の

教え（あるいは到達した境地）が「無上の大法」、「如来の正法」、「正法眼蔵涅槃妙心」、「如來一

大事の正法眼蔵」等々の言葉で表現されている。また、中国の禅師、臨済の言行を記した『臨済

録』の最後では、臨済和尚が、臨終に際して弟子の前で「わしが死んだあとも、我が正法眼蔵を

滅ぼすようなことがあってはならない」と述べた様子が描かれている（「師、遷化
せんげ

に臨む時、坐

に拠
よ

って云く、吾が滅後、吾が正法眼蔵を滅却することを得ざれ」）。 
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地から仔細に検討するために、ガストロゾフィー的な「道眼」9を活用しないとすれば、

自然学、存在論、仏道を探求する倫理学における彼の諸々の省察は、その厳密に哲学的な

（それゆえ、宗教的なものにも霊的なものにも関わることのない）内実に関して、抽象的

な深遠さに留まるか、あるいはその大部分が形而上学的な思弁に留まったままであるだろ

う。そういったものに対しては、人は－もしもそれをより良きものにしようとしない

ならば－宗教的真理と同じように、ただ信仰するしかない
．．．．．．．．

。ガストロゾフィー的思考

－〈ガストロゾフィー的な道元の〉理解－こそが、〈世界を善く食する〉ための生活

術を模索する現代の倫理学にとって、この中世の僧の禅仏教的な哲学が有している体系的

意義がどこにあるのかを示すことができるのである。 

 

そこを見よ－仏の台所！ 

 ここで、道元の料理本が成立したより大きな歴史的連関をありありと思い浮かべてみる

ことは有意義である。そもそも道元が中国から帰国したあとに、日本に〈禅仏教〉として

導入しようとしたものは、〔達磨大師が創始した〕中国の禅仏教であるが、この中国の禅

仏教は、年月の経過とともに独自の教義と制度をもつ仏教教団へと発展していった。その

過程において、禅林の内部で固有の組織体制を作り上げる必要性が生じた。西洋のキリス

ト教の伝統の場合と同様、「僧院／修道院」（Kloster）という概念は（ラテン語の

claustrum に従って）、閉ざされた場所
．．．．．．．

、すなわち社会的な環境から隔絶した生活空間を

意味している。若き仏教の修行僧〔＝道元〕が中国へ旅し、それらの禅の僧院を初めて目

にした当時、すでに中国の禅寺は強大な施設や僧院へと成長しており、中には数百人の僧

が生活している場所もあった。このような大きな集団的秩序をもつ（僧侶からなる）共同

体の成立とともに、〈閉ざされた施設〉での独特の生活様式が成立することになる。こう

した閉ざされた施設は、おのずから〔それを維持してゆくための〕固有の組織を必要とす

る（とはいえ、誰でも望めば自らの自由意志で仏門に入るができたし、出てゆくこともい

つでも可能であった。それゆえ、禅の僧院へ通じる門は、あってないようなものである。

「門なき門」、すなわち「無門関
むもんかん

」である。これは、1228 年に成立した有名な禅の「公案

集」のタイトルにもなっている）。 

 狭い空間で多くの人間が一緒に生活する場合、そこで暮らす人々の日常動作は調和的な

形で進行せねばならず、全体としてうまく機能するように互いに調節されなければならな

い。そうすれば、朝の洗濯や、皆で一斉に就寝するとき、食事をとるときなどに厄介な事

態に陥らないですむ。実際、じつに多くの事柄が規制される必要がある。僧たちの修行の

さまざまな様式に始まり、僧院の管理の引き継ぎ、儀式や祭典の進行と日取りの決定に関

する責任、共有財産を管理する場合の管轄範囲と方針、修繕業務や土地の耕作、来客の応

                                                      
9 仏道修行によって得た〈真実を見抜く眼〉。すぐれた眼識のこと。 
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接や、出入りする仕事人、僧ではない人々の対応、等々。このような諸々の要請から、

しっかりと定められた指示に従って寺院での日常生活を規制し、組織するための規則であ

る「清規
しんぎ

」が生まれたx。道元が中国で知った『禅
ぜん

苑
ねん

清規
しんぎ

』〔禅院での清浄の規則〕は、当

時すでに、禅僧が禅院で生活するうえでの独自の道徳理論の規範をなしており、その事情

は今日まで変わっていない10。 

 この清規は〈食〉の問題についても定めている。僧院での生活をまかなうためには、た

んに一つの調理場を設置するということ以上に、大規模な調理
．．．．．．

システム
．．．．

－つまり何十

人もの空腹の僧たちの食事を毎日共同でまかなうための調理システム－が制度的に必

要となる。そうすれば、彼らは周辺の家々を托鉢に回って、そのつど空腹をしのぐといっ

た事態を（あまり長期間）強制されずにすむ。「たとえば三百人もの空腹の僧が托鉢皿を

手にもって村のあちこちを巡り歩く姿を想像してみるとよい」xi。それゆえ、皆と一緒に

食事をとる共同体としての僧団－僧伽
そうぎゃ

（梵語 sangha）11
－の内部では、〈仏僧〉たち

の食事はどうしても食堂での食事といった制度的形態をとらざるを得ず、さらに僧院にお

ける食事行為の空間的・時間的な諸側面を考慮するならば、むしろ〔軍隊における〕兵舎

のような形態をとらざるを得ない。というのも、僧院のような軍隊的な生活様式が求めら

れる所では、〈食事をとること〉は、味覚も食欲も異にする多様な人間が、いつも決まっ
．．．．．．

た時刻
．．．

に、均等に分配される共同の食糧
．．．．．．．．．．．．．

でもっていわば〈餌づけされること〉を意味して

おり、その場合、彼らは個々の人間というよりも、空腹な僧たちからなる一つの集団
．．．．．

とい

う姿をとっているからである12。 

                                                      
10 寺院内での日常生活について禅僧が守るべき規則を定めたものを「清規」と言う（「清浄の規

則」の意）。有名な清規として、百 丈
ひゃくじょう

懐海
えかい

が記した、いわゆる『百丈清規』（ただし、現存する

のはその一部「禅門規式」のみ）や、長蘆宗賾
ちょうろそうさく

が撰述した『禅苑清規』がある。後者は現存する

最古のものとされる。道元が撰述した『永平清規』は大部分がこれに基づいている。 

11 ｢三宝」（仏・法・僧）の一つ。仏道修行に勤しむ僧、または修行僧からなる教団。後者の場合、

「僧」という言葉は、〈個人〉ではなく、〈出家者たちの集団〉を指す。 
12 仏教発祥の地、インドでは、古来、僧たちの食事は、主に在家信者による「喜捨

きしゃ

」と、家々を

回って食物を乞う「托鉢
たくはつ

乞食
こじき

」によってまかなわれていた（常
じょう

乞食
こじき

）。というのも、賃金労働は

むろんのこと、田畑の耕作、狩猟、調理等も、戒律により禁じられていたからである（田畑の耕

作は、地中に棲む生物を殺めるため、殺生
せっしょう

戒
かい

を犯す恐れがある）。それどころか、一切の生産活

動ならびに賃金報酬に結びつく可能性のある活動が、原則として禁止されていた。それに対して、

〔道元が影響を受けた〕中国の仏教、とりわけ「禅仏教」が形成された過程には、独特の事情が

ある。6 世紀初頭に菩提
ぼだい

達磨
だるま

が開祖して以来、禅宗は、年月とともに膨大な数の僧を抱える一大

教団へと発展した。そのため、托鉢や喜捨によって僧たち全員を均等にまかなうことが難しく

なった。そこで禅林の僧たちは、みずから田畑を耕し、日々の食事を自力で調達する
．．．．．．．

必要に迫ら

れたのである。かくして「自給自足」の体制が作られることになった。ここには、次のような中

国特有の事情も関係している。中国の土着宗教としての「道教」（老荘思想）の影響から、中国

の僧たちは「隠遁的生活」を好む傾向にあった。そのため、僧たちの中には、山中深く入り、隠
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 禅寺における調理のために書かれた道元の料理本は、以上のような事情を背景にして書

かれている。彼の『典座教訓』は、典座（禅寺における料理長）のために書かれた中国の

清規を直接に引き合いに出している。実際、この本の巻頭では、中国の清規から次のよう

に引用されている。「『禅苑清規』には、《典座の職務は、僧たちの食事を世話することで

ある》と書かれてある」（『典座教訓』）。このことからすれば、道元の〈料理本〉は、一見

すると伝統的な清規を忠実に再現した書物として読むことができ、彼はせいぜいそこにい

くつかの解説や歴史的叙述を付け加えただけのようにも思える。そのような見方からすれ

ば、このテキストはたんに、典座が一日の経過のうちで注意を払わなければならない個々

の業務手順や業務範囲、諸々の責務などについて大まかな形で記したものにすぎないこと

になる。なかでも、やや切実に力説されているのが、典座は、僧院に住むすべての僧たち

の身体的な福利に配慮するというきわめて重大な責務を委ねられている、という点である。

僧院で生活を送る僧たちの〈身体〉が健康であるかどうかは、ひとえに彼らの栄養状態い

かんにかかっており、それによって〈教団〉としての宗派が存続できるかどうかも決まる。

まさにその限りで、食事は〈仏僧として存在すること〉そのものにとっての脆いながらも

不可欠の、日々満たされるべき必要条件をなしており、言い換えれば、それは仏教徒たち

や仏陀の教え、ならびに仏教の教団が現に存在し続けるための必要条件をなしている。 

 仏教徒たちの生活を物質的に支えるという〔典座のもつ〕重要な意義と並んで、道元は

中国の清規をさらに敷衍しつつ、典座職にある者のとりわけ経済的な管理責任
．．．．．．．．

を強調して

いる。それによると、典座には、僧院全体に支給される乏しい物資を、家計的にうまく、

かつ慎重に切り盛りすることが求められる。それゆえ禅寺の料理人は、毎日の食事を作る

際にあまりに多くの食材を消費してはならず、そのつど僧院で生活するすべての僧たちの

胃袋を満たせるようにうまく切り盛りすることが節約術として求められる。同様に、禅寺

の料理人には〈大心〉をもつことが求められており13、かりに食材が質の低い粗悪なもの

であったとしても、あるいは利用できる分量がわずかであったとしても、〈差別をしな

い〉という仏教の美徳を実践しなければならない。「庫司知事
く す ち じ

14から食材を頂いたならば、

                                                                                                                                               

棲しながら修行に励む者も少なくなかった。故に、近隣の家々を回って托鉢乞食をするというこ

とが容易ではなかった。それらの諸事情に加えて、中国で自給自足体制が寛容に受け入れられた背

景には、中国の仏教が、いわゆる鎮護仏教（国家政策の一環）として、国家により篤い庇護を受

けていた（それ故に、そもそも托鉢や喜捨にあまり頼らずに済んだ）という経緯もある。 
13 道元が『典座教訓』の中で示した三つの心（三

さん

心
しん

）のうちの一つ。「喜心」、「老心」、「大心」。

「凡そ諸の知事頭首、及び當職作事作務の時節、喜心、老心、大心を保持すべき者なり。所謂
いわゆる

喜

心とは、喜悦の心なり。（…）今吾幸に人間に生れて、此の三寶受用の食
じき

を作ること、豈に大因

縁に非ずや。尤も以て悦喜すべきものなり。（…）所謂老心とは、父母の心なり。譬へば父母の

一子を念ふが若
ごと

し。三寶を存念すること、一子を念ふが如くせよ。（…）所謂大心とは、其の心

を大山
だいせん

にし、其の心を大海にす。偏
へん

無く黨
とう

無き心なり」。 

14 単に「庫司
く す

」とも言う。禅寺で雑務や庶務（寺の管理・経理・普請・食事など）を司る六つの役



総合教育センター論集 

- 147 - 

料理人は決して質の良し悪しや、量の多い少ないについて愚痴をこぼしてはならず、すべ

ての食材をいつも最大の配慮と注意をもって取り扱わなければならない。食材が多すぎる

とか少なすぎるとか、粗悪なものだとか文句を言うことほど情けないことはない」（『典座

教訓』）。〈大心〉をそなえた僧は、〈そのつど利用できる乏しい食材で我慢しなければなら
．．．．．．．

ない
．．

〉という物質的な窮乏状態を、むしろ〈知慮をもって自足する〉という（もっぱら戦

略的な）美徳へと転換しようとする。この美徳のもとで、彼らは分け隔てなくすべての食

材を、類いまれな価値をもつものとして重宝し、利用できる食材が限られている条件下で

あっても、あたかも何の不足もないかのようにうまく切り盛りするのである15。 

 道元の料理本を、もっぱらこのような意味で僧院を存続させるための実用的な道徳論と

して読むならば－実際、この道徳論は僧院の僧たちが生存していくための制度的な技

術として必然的に要請される－、彼の著作は、中国の清規に見られる規範体系と同じ

系譜の中に位置づけられるだろう。その場合、それらの著作はさらに〈教会の創設史〉と

いったより大きな宗教史的連関の中に位置づけられるであろうし、それゆえ、たとえば中

世キリスト教のベネディクト修道院の修道院規則とも比肩しうるものとなろう。その場合、

道元の『典座教訓』のもつ体系的意義は、僧院における多くの職務のうちの一つである典

座職に携わる人々が伝統的に従うべき義務の体系を事細かに提示することにのみあること

になろう。こうした比較的分かりやすい寺院－制度論的な（非ガストロゾフィー的な）見

方からすれば、料理に関する道元の指南書のもつ唯一の特筆すべき新たな事項とは、これ

まで歴史的に継承されてきた慣習作法に対して、寺院の建立者である道元がいくつかの解

説を加えた、という事実に限られるだろう。その場合、彼の料理本のもつ食養生的－哲学

的な内実は、僧院における大規模な調理制度を維持するために必要な、食養生に関する道

徳的な規則体系を構想した、という点だけに留まる。そこで目指されるのは、毎日僧たち

の食事を作り、彼ら全員に支給できるように、食材をできる限り最善の仕方で、かつ栄養

面においても効率的な仕方で利用することだけである。 

 もちろん、このような捉え方では、道元の料理本に含まれるガストロゾフィー的な意味

も、そこに含まれるガストロゾフィー的な問題点も、容易に見逃されてしまう。また、道

元は〈調理すること〉を、たんに社会生活を日々運営してゆく上で必要不可欠の機能をは

                                                                                                                                               

職（六知事）の総称。「都寺
つうす

」「監寺
かんす

」、「副司
ふうす

」、「維那
い の

」、「典座
てんぞ

」、「直歳
しっすい

」からなる。 
15 たとえば、『典座教訓』における次のような一節。「およそ物色

もっしき

を調弁するに、凡
ぼん

眼
げん

をもって観

ることなかれ、凡情をもって念
おも

うことなかれ、一茎草
いっきょうそう

を拈
ねん

じ宝王刹
ほうおうせつ

を建て、一
いち

微塵
みじん

に入
い

って

大法輪
だいほうりん

を転ぜよ」（典座たる者は、どのような食材を調理する場合にも、凡夫の眼〔ありきたり

の見方〕で見てはいけないし、凡夫の心情〔ありきたりの考え方〕で想念してもいけない。一本

の草の茎葉のような取るに足らない野菜を調理する際にも、仏の宝物が宿る大伽藍を建てるよう

努め、これ以上分割できないような一微塵ほどのわずかな仕事においても、偉大な仏法の教えを

説き続けよ）。 
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たすものと見なしていたわけではなかったが、なぜ彼がそのように考えたか、ということ

の本来の理由も、先のような宗教史的、伝統仏教的な理解では見過ごされてされてしまう。

さらにまた、なぜ彼が〈料理を作ること〉と〈食べること〉を、およそそれなしでは仏道

を体得し、善く生きるための知恵を発揮することが不可能であるような〈比類なき実践〉

として捉えようとしていたかということも、上述の捉え方では理解することができない。

それに対して、もし彼の料理本の根底に〈ガストロゾフィー的な悟り〉というものを想定

するならば、我々は道元のガストロゾフィー的な仏教に含まれる「大事因縁」（『典座教

訓』）のうちに進み入ることになる。この真理を思い起こすことによってはじめて、以下

のような彼の言葉の意味も明らかになる。－彼が中国で個人的に、または記録文書を

通して知り合った〈調理する禅の賢人たち〉は、「正しい生活実践において何が一番大事

であるかを洞察するのに十分な慧眼の持ち主たちであった」。そのような悟りの実践を通

じてはじめて、「我々は仏道の真髄に近づくことができるようになる。というのも、そう

した（自ら調理するという）生活こそが、真なる自己の目指す本来の目的を実現してくれ

るからである」（同上書）。道元が調理すること
．．．．．．

をよき実践そのもの
．．．．．．．．

と語るのは、まさにこ

うしたガストロゾフィー的な意味においてであるが、このような純粋にガストロゾフィー

的な意味においてこそ、彼の料理本のもつ哲学的な内実
．．．．．．

が明らかになるのである16。 

 

あらゆる形態の〈大規模調理制度〉に対する批判 

 多くの示唆に富むこの書物の一節において、道元は、中国から帰国した後に日本の禅寺

で遭遇したいくつかの経験を、いまや悟りを開いた禅ガストロゾフィーの専門家として報

告している。彼はいくつかの寺院において、庫院
くいん

（台所）とそこでなされる調理作業がき

わめてひどい状況に置かれていることを目の当たりにする。「日本に帰国してからほぼ二

年間、私は建仁寺に留まっていた。この寺には典座の職が置かれていたが、それは名前だ

けのものにすぎず、その職務を実際に全うしている人は一人もいなかった。食事を作ると

いう実践そのものが仏道修行にほかならない、ということを誰も解かっていないので、彼

らが仏道に励むことができていないのは驚くにあたらない。この寺の典座が、これまで

〈調理する仏身〉17の生きた実例にめぐり会わず、その結果、調理を通じて仏道にいそしむ

という幸運を逸してしまっているのは、まことに嘆かわしいばかりである。結局、彼はこ

の仏道修行を台無しにしてしまっており、自分の時間を無駄に使っているばかりである。

これは本当に情けない状況である」（『典座教訓』）。道元はこの記述の後に、さらに詳細な

                                                      
16 例えば、『典座教訓』と並ぶ道元の有名な清規『赴粥飯法』（食事の作法を説いたもの）の冒頭で

は、「食」と「仏道」との一体化が説かれている。「方
まさ

に法
ほう

をして食
じき

と等
とう

ならしめ、食をして法と等

ならしめ令
し

む。是
こ

の故に、法若
も

し法性
ほっしょう

ならば、食もまた法性なり」。 
17〈調理〉という実践を通じて仏道を大成した者。道元は、中国でこの「調理する仏身」の「生きた

実例」に出会っている〔後出の訳註を参照〕。 
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事情を付け加えている。彼がこの寺の典座職をつとめる僧を注意深く観察したところ、そ

の典座は食事の準備を一度も手伝ったことがなく、すべての作業を、無思慮で不注意な下

働きの者たちに任せており、自分はただ命令を下すばかりであった。このような典座の怠

慢を目にした道元は、〈台所仕事は家にいる女性の仕事であり、男性が行う高次の精神的

活動にはふさわしくない〉といった伝統的な役割像に対して批判を交えながら、次のよう

に述べている。「彼はあたかも、ちょうど男性が隣の部屋にいる女性の私生活をのぞき込

むのと同じような意味で、米や野菜の調理工程を厳格に監督することが恥ずかしいことで

あり、〔男性の〕自分には相応しいことではないと考えているかのようである。彼は自分

の部屋の中で寝転んだり、誰かと談笑したりして無為に時間を過ごしたり、お経を読んだ

り唱えたりすることに勤しんでいる。私は彼が鍋で調理している姿を一度も見たことがな

いし、ましてや必要な食材を買いに行ったり、僧院の献立を考案するといった努力をして

いる姿を見たことがない。彼には、そうしたことに心を配ること自体が仏道修行の一環で

ある、ということが解かっていないのだ」（同上書）。 

 このように、当時の〔日本の〕典座たちは、食事を作ることの重要性を十分に理解して

おらず、〔自らの職責に関する〕誤った見方－食事を作ることや台所仕事は些末で恥ず

かしい事柄であり、密やかな私的空間の中で営まれる〈女性の仕事〉であって、本来の仏

道修行とは何ら関わりがないものであるといった見方－にとらわれていた。道元が日

本に導入しようとしたガストロゾフィー的な禅は、まさにこのような無知や偏見から人々

を解放することを目指していたのである。彼のガストロゾフィー的な倫理の教えるところ

では、およそ料理を作ることはすべての人にとって大切な事柄
．．．．．．．．．．．．．．

であり、とりわけすべての
．．．．

男性にとって
．．．．．．

大切な事柄である18。それゆえ、先の典座の場合に見られるような義務意識

の欠如に対して道元がなした批判の真の狙いは、次のことにある。すなわち禅寺における

調理制度、ならびに他のすべての大規模な調理制度を、〈仏道にかなった調理制度〉へと

変革し、それによって厨房で調理と食事の生産を担う人々が自らの仕事を責任をもって履

行し、典座もしくは料理長としての職分を全うできるようにすることである。ここでいう

大規模な調理制度とは、〈階層的な人間関係〉を基礎としたものである。それは道元が憂

慮しつつ述べているように、「粥や汁を作る作業を、典座の管理のもとで行なう、という

近頃の禅院に見られる傾向」へとつながるものである。〈現代の〉食制度は、まさにこう

した階層構造を前提とした大規模調理制度へと発展してきており、このような発達過程は、

道元の意図からすれば、明らかに誤ったものと評価される。したがって、大規模な調理制

度という形をとる僧院の調理制度に対して彼がおこなった批判は、根本的には、分業体制

                                                      
18 禅宗では、日常的な仕事のことを「作務

さ む

」と呼び、料理以外にも、日々の家事労働が等しく修行

の一環として重視される。道元は、そのような禅宗本来の教えを徹底化し、日常生活における実

践がそのまま仏道修行であり、料理も洗濯も掃除も農作業も、ことごとく「座禅」と同じだけの

価値を有している、と説いた。 
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や階層制度を必然的に伴う生産過程全般に対して向けられていると同時に、〈料理長の地

位を制度化する〉傾向に対しても向けられている。というのも、料理長や典座という地位

は、そのトップダウン的な構造のために、自分の仕事（調理するという実践）を他の者た

ちに任せようとする傾向を含んでいるからである。それゆえ道元は、「昔の料理人は、誰

の手助けも受けずに自らの職責を全うしていた」（『典座教訓』）と述懐するのである19。

だが、はたしてこのことは、禅の調理においてはいかなる大規模な調理制度も廃棄すべき

                                                      
19『典座教訓』には、道元が「典座」という仕事の重要性を知るに至った二つのエピソードが記さ

れている。中国に留学中の道元が、天童山（中国の浙江省寧波市にある曹洞宗の寺院）で修行を

していたとき、68歳になる用
ゆう

という名の老典座に出会った。彼は、敷瓦が焼けつくほどの炎天下

にもかかわらず、笠も被らず、杖を片手に、せっせと苔を干していた（「苔」と聞くと、現代で

は「海苔
の り

」（海藻の一種）を連想するが、実際には「椎茸
しいたけ

」であった可能性が指摘されている）。

道元は、この用典座に「そんなお歳で、なぜ下っぱの者にやらせないのですか」と問うた。する

と、「他人のしたことは、自分がしたことにはならない」（他は是れ吾れにあらず）と言われた。

重ねて道元が、「確かにその通りですが、しかし、なぜ今こんなに陽射しが熱いなか、わざわざ

このようことをする必要があるのですか」と尋ねると、「今でなければ、いつやるのか〔海藻を

干すのには今が最適なのに〕」（更に何
いず

れの時をか待たん）という答えが返ってきた。この言葉を

聞いて、若き道元は、典座という役職がどれほど大事であるかを思い知ったのである（それまでの

道元は、炊事などというものは、若い僧にやらせる雑用ぐらいにしか思っていなかった）。また、

1223年の 5 月ごろ、道元が、中国の明州慶元府に停泊中の船に留まっていたとき、一人の老僧と

同席する機会があった。訊けば、阿育王山（中国の浙江省寧波市にある山）の老典座である。老

典座いはく、「自分は西方の蜀で生まれたが、故郷を出てから早40年が過ぎ、今は61歳になる。

これまでいろいろな所の禅林で修行をしてきた。先年、阿育王山に修行僧として入ったが、無為

に時を過ごしてしまった。ところが、昨年の夏に、典座職に任命された。明日は 5 月 5 日で、修

行僧たちの供養をしなくてはならないが、うまいものがない。うどん汁を作ろうと思ったが、椹

がない〔「椹」が何を指すかは判然としないが、おそらく「椎茸」または「桑の実」であろうと

する解釈が一般的〕。そこで、こうしてわざわざ椹を買い求めにきたのだ」。興味をもった道元は、

この老典座に、いつ阿育王山を出てきたのか、道のりはどのくらいあるのか、いつまでここに留

まるのかを尋ねた。「椹を買ったらすぐ帰る」という返答が返ってきた。「ならば」と道元は、

「供養したい」とこの老典座に申し出たが、老典座は、「無理だ。明日、供養の食事を作るのに、

自分がいなかったらうまくゆかない」（不可なり。明日の供養、吾れ若し管せずんば、便ち不是
ふ ぜ

にし了
おわ

らん）と断った。それに対して道元が、「食事の支度など、他の僧たちに任せておけばよ

いでしょう。あなた一人がいなくても、何の不便がありましょうか」と言った。すると、老典座

は次のように答えた。「自分は老年になってからこの職を与ることになった。これこそ老人の弁

道〔仏道修行〕である。どうして他人に譲れようか。それに、寺を出る時に、一晩外泊の許可を

もらってこなかった」。道元は、「あなたほどのお歳の人が、どうして坐禅をしたり、古人の問

答・公案を読んだりしないのですか。煩わしい典座職などを仰せつかって、ひたすら家事労働に

務めて、いったい何かよいことがあるのですか」と問いかけた。それを聞いた老典座は、大笑い

して言った。「外国の立派なお人よ、あなたは、いまだに弁道というものをよく理解してはいな

いようだ」。この言葉を聞いて、道元は、たちまちのうちに恥ずかしく思い、典座という役職の

意義と責任の重さを痛感したのである。 
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であるということを意味するのだろうか。しかし、だとするならば、僧院で大勢の僧たち

の食事をまかなう施設は、レストランのような他のあらゆる大規模施設と同様に不可能で

ある、という事態を招くのではないだろうか。なぜなら、そうした施設は料理長の指示や

命令がなければ、また下働きの調理師チームやその他の厨房スタッフがいなければ、うま

くいきそうにはないからである。 

 いずれにせよ、道元が念頭に置いていた〈自ら調理する仏身〉という理想像に従うなら

ば、あらゆる形態の〈大規模調理施設〉、あらゆる形態の分業体制ならびに本業としての

料理人という役職は廃棄されるべきものとなる。〈自ら調理する〉という彼の理想、誰の

手も借りずに十分な責任感をもって食の実践をおこなうという理想に照らしあわせるなら

ば、最終的には、僧院における調理制度は、典座制度もろとも解体されてしまう。という

のも（食事を必要とする人々がかなりの数に上る場合には）一人の人間が一日に二度、僧

院で暮らす僧たち全員の分の食事を準備するなどということは、およそ不可能なことだか

らである20。およそ日々の食事の調理を通じた仏道修行というものが、〈誰の手も借りず

にすべてを自分で作る〉ことによってのみ可能であるならば、この〈自ら調理する〉とい

う道元の仏法からして、あらゆる大規模調理制度における食の生産過程は、もはや禅の実

践ではありえず
．．．．

、真の生活術でもありえない
．．．．．

ことになる。この点にこそ、あらゆる大規模

調理制度に対する道元の批判のガストロゾフィー的な意味が宿っているのであり、それは

批判の対象が、僧院における大規模調理場であれ、それに類する早くて安い大量給仕シス

テムであれ、高価な懐石料理であれ、豪奢な三つ星レストランで出される高級フランス料

理であれ、事情は変わらない。 

 これとは逆の〔現実的な〕面から見るならば、なるほど確かに大規模調理制度は存続し

うるし、僧院が存在し、そこに住む多くの僧たちの食事を大量にまかなう必要性が存続す

る限りは、これからも存続することになろう。しかし、〈ガストロゾフィー的な仏身〉と

いうものが、自分や他人の食事のために準備すべきものを、すべて自分で準備しなければ

ならないとすれば、（料理長としての）典座やその同僚たちは、決してそのような仏身た

りえないだろう。おそらく、禅寺の料理人を（他のあらゆる大規模調理施設における料理

人と同じように）その義務意識と責任感の欠如という点で、批判することができる－

ちょうど道元が建仁寺でおこなったのと同じように。まさにこうした職務規範を定めてい

                                                      
20 禅寺では、基本的に、一日に朝と昼の「二回」しか食事をとらない。朝にとる食事を「粥

しゅく

」と

言い、昼食のことを「斎
さい

」（または飯
はん

）と呼ぶ。それに応じて朝食および昼食の時間帯はそれぞ

れ「粥時」、「斎時」と呼ばれる。場合によっては、夕飯に軽い「粥」をとることもある

（二粥一斎
にしゅくいっさい

）。当時の禅僧たちは、そのような習慣から（程度の差こそあれ）慢性的に空腹の状態

にあり、就寝時などに、温めた石（温
おん

石
じゃく

）を抱いて、飢えや寒さをしのいだとされる。「懐石料

理」の「懐石」（懐に石を抱く）という語は、そのような禅寺での習慣に由来する（ただし、今

日伝わる懐石料理の直接の出自は、江戸時代に発展した茶懐石）。 
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るという意味で、『典座教訓』という書物は、調理の仕事に携わるすべての人々に向けて

書かれている。けれども、食の実践におけるガストロゾフィー的な理解に従えば、（場合

によっては他人と一緒に）毎日食べる主食を〈自分で作る〉人は、誰でもが「料理人」と

呼ばれる資格がある。畢竟、およそすべての人が料理人なのであり、自分や他人の食事を

〔自分自身で〕作るやいなや
．．．．．．

、また作る限りにおいて
．．．．．．．．

、誰もが－もしそれを望むならば

－〈仏身〉になるのである。料理を作ることや食に関わる実践が、〈仏道〉や〈仏法の

実践〉という意味で言われているのであれば、その場合、〈自ら調理する〉という態度を

実行に移すことは、禅ガストロゾフィーの見地からすれば、食に従事する固有の自己が活
．

動
．
して
．．

いること
．．．．

を意味する。その自己は、食事を作るという行為を通してこのあり方を活

動的な仕方で実現し、それによってこの〈自己〉であり
．．．

、この〈自己〉になる
．．．

のである。

その場合、〈料理人である〉ということは、このような〈食に従事する自己〉、もしくは

〈仏身である〉というあり方を、まさに〈そのように活動している〉という固有のあり方

のうちで育んでいくことを意味する。（食における）如実の道
．．．．

21を、〈そのような仕方で〉、

この実践を通じて、歩んでいくことのうちで－まさにこうした活動的な「真如
しんにょ

」22のう

ちで－私たちは（ガストロゾフィー的な）「如来
にょらい

」23となるのであり、「真如へと去り行

く」者24（すなわち自ら調理する仏身）となるのである。 

 以上のような、〈仏道〉ならびに〈仏身であること〉についてのガストロゾフィー的な

理解は、典座に対しても適用することができる。というのも、自ら調理する人が正しい仏

道を進んでいくことができるように、典座もまた、たとえ料理長として大規模な調理場で

仕事をするにしても、その仕事を他人任せにすることなく、自ら仕事に携わることで〈食

に従事する自己〉を体現する限りで、そのような自己を実現することができるからである。

それゆえ、典座は〈立派な料理長〉たりうるし、料理長は〈真の料理長〉たりうるし、料

理長は〈真の禅師〉たりうる。こうした〈食に自ら従事する〉という（実践論的な）意味

において、道元は典座の仕事を〈禅の実践〉または〈仏道の実践〉とも呼ぶのである。そ

の場合、それは何人かの調理人の分業体制からなる単なる職業的実践でもなければ、いか

なる賃金労働としての調理作業でもない。これこそ、道元が中国において〈自ら調理する

                                                      
21 ｢如来とは、如実の道に乗じ来たって正覚を成ず、故に如来という」（訶梨跋摩

か り ば つ ま

 著『成実論
しょうじつろん

』）。

「如実の道を来たるが故に、名づけて如来と為す」（伝 龍樹
りゅうじゅ

 著『大智度論
だいちどろん

』）。 
22 ｢真如」（梵語 tathata）とは、もともと「そのようにある」という意味であり、「あるがままにある

こと」、すなわち、ありのままの真実（実相）を意味する。 
23 梵語で tathāgata。そのまま音写して「多陀阿伽陀」とも表記される。仏十号

ぶつじゅうごう

（十種の仏の称

号）の一つ。修行を終え、悟りを開いた人、真理を体得した人のこと。単に「釈迦」の異名として

も用いられる。 
24 ｢如来」のもともとの言葉であるサンスクリット語の tathāgata は、「真如」（tathata）から派生し

た言葉であり、「真如から来たりて（＝如来）、真如へと去るもの（＝如去）」の意。 
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賢人たち〉を目の当たりにしたときに感じ取り、自らの書物の中に書き綴った悟りの内容

のうちに含まれるガストロゾフィー的な意味なのである。「昔から、あの潙山霊祐
いさんれいゆう

禅師や

洞山守初
とうざんしゅしょ

禅師も典座の職を務められ、他の偉大な師匠や禅の祖師たちもこの職を務めら

れた。僧たちの食事の世話をすることがこの職にある者の仕事ではあるが、それは世間一

般の料理人や給仕人の仕事とは根本的に違うものである」（『典座教訓』）。 

 それゆえ道元の『典座教訓』は、ある特定の料理を作るためのレシピ
．．．

のような具体的な

手引きを料理人たちに示すことを意図して書かれたものではない。むしろこの書物は、食

の実践を善き実践として行うための理論を提示するという意図で書かれたガストロゾ

フィー的な書物であり、〔料理に喩えるならば〕料理の際に使用されるごく一般的で基本

的な〈調味料〉のような役割をもつ書物として理解される。そのように理解するならば、

彼の料理本は、食に関わる生活実践
．．．．．．．．．

ならびに日常的実践
．．．．．

という意味での〈自ら調理する〉

という実践を一つの倫理的な道
．．．．．

として捉え、その道に沿って善く生きていく
．．．．．．．

ことを学ぶ、

という理念を表明したものといえる。およそすべての人間は、〈自ら調理する〉というガ

ストロゾフィー的な仏道を歩む能力をそなえており25、こうした仏性を、〈食に従事す

る〉という日々の実践を通じて体現することができる。その限りで、先の理念はすべての
．．．．

人間に
．．．

適用されるものである。とはいえ、以上のようなガストロゾフィー的な悟りの経験

にもかかわらず、道元はこうした食に従事する自己を十分に（つまり、毎日か、少なくと

も主食のときだけでも）働かせて生活している人がほとんどいないという－いつの時

代にも共通する－事情を察していた。〈真なる自己は、自ら食に従事するというあり方

のうちで実現されうる〉という人間の普遍的な存在可能性に関わるガストロゾフィー的な

認識は、ほとんどの場合、諸々の理由から、とりわけ先に触れた建仁寺の典座に見られた

ような無知のゆえに
．．．．．．

、人々の心に銘記されること
．．．．．．．

が
．
ない
．．

のである。 

 食に従事する自己を実現するということは、〈自ら調理すること〉を〈善く生きるため

の賢慮の道〉として選び取ろうと決意することである。だがこの道を最初に踏み出すため

には、まずもって仏道にふさわしくないあり方から自らを解放する必要がある。まさにこ

のような（誰しもが自分で実現できる）自己解放によって、〈食〉における〈自己を見

失った〉生活様式から脱却することが可能となり、つまりは〈他人が食事を作ってくれ

る〉といった他者による
．．．．．

まかな
．．．

い
．
に本質的に依存したあり方から脱却することも可能とな

る。自ら調理することを推奨するためには、まずもって－現代に劣らず当時において

も広く浸透していた－〈自分で調理しない〉という悪しき習慣を断ち切ることが必要

となる。〈他者によるまかない〉、〈自分で調理しない〉、〈外食する（しなければならな

                                                      
25 すでに「ガストロゾフィー的な如来」という表現が用いられていることからも解かるとおり、筆

者は、誰でも「調理」を通じて仏身になれる（その可能性と素質をそなえている）という主張を

展開しており、ここでも、〈自ら調理する〉という（誰にでもそなわっている）能力と、誰でも

涅槃に至る可能性がある、という仏道の能力とを重ね合わせている。 



禅の真なる味 

- 154 - 

い）〉といった食の悪循環を永続的に繰り返すようなあり方をガストロゾフィー的な意味

で拒否すること－まさにこの点にこそ、道元の料理本がもつ輝かしい哲学的意義があ

るのだ。こうした〔他人に調理を依存することの〕拒否によってこそ、一見すると快適で

あるがそれ自体としては苦悩に満ちた「食べる存在者としての人間のあり方」26から自己

を解放しようとする倫理的な決断が、あの万人にとって可能な〔自ら調理するという〕実

践につながるのであり、まさにそれによって、みずから食に従事するというあり方
．．．．．．．．．．．．．．．．

におけ

る「真の自己」が実現されるのである。もしこの世界
．．．．

（しかも食において自己を見失った

者の世界）からの「解脱」を、もっぱら仏僧や典座たちにのみ関わる事柄であると理解し

ようとするならば、そうした「自己自身からの現世的な解放」という希求は誤った仕方で

理解されることになるだろう。その場合－道元の言葉を借りるならば－「悟りにおけ

る大きな錯誤」に陥っていることになろう。ここで問題になっている食における自己解放

とは、禅ガストロゾフィー的な仏法の実現を可能にし、それによって倫理的に善き食の世

界が実現されることになるはずのものである。したがって、それは決してたんに宗教上の

私的な事柄なのではなく、また個人の主観的な趣味に関わる問題でもない。だが、こうし

た真なる食の世界が実現されるかどうかは、ひとえに〈自ら調理すること〉を実践しつつ、

食の世界において、〈おのれ自身〉（ガストロゾフィー的な自己）をすべての存在者の幸福

に寄与する存在へと転換できるかどうかにかかっている。このような転換の原動力となる

のが、道元が体験した以下のようなガストロゾフィー的な悟りの経験である。－たし

かに食事には、さまざまな形の苦痛や不幸を生み出すような、苦悩に満ちあふれた悪しき

食事というものも存在している。だが、道元の体得した悟りに従えば、（ガストロゾ

フィー的な意味での）仏性をそなえたすべての人間ならびに生物は、仏身からかけ離れた

空虚な状態から、仏身としての充実したあり方へと至る〈仏道〉を歩むことができ27、言

い換えれば、食に従事せず、食に満たされていない自己から、食に従事する自己へと至る

〈仏道〉を歩むことができる。いかなる自己も、ほかならぬ料理を作るという行為を通じ

て、またその自己と世界を生み出す独自の技巧を通じて、あるいは道元の言葉を借りれば、

                                                      
26 原語は、Essistenz（essen と Existenz の合成語）。これは筆者独自の用語であり、「食べる」と

いう本質をもつ人間のあり方のこと。Vgl. Harald Lemke: Ethik des Essens. Eine Einführung 

in die Gastrosophie, Akademie Verlag, Berlin 2007. Harald Lemke: Feuerbachs 

Stammtischthese oder zum Ursprung des Satzes: „Der Mensch ist, was er isst“, in; 

„Aufklärung und Kritik. Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie“, 

herausgegeben von Gesellschaft für kritische Philosophie Nurnberg, Internet-Publikation, 

2004. Harald Lemke: „Der Mensch ist, was er isst.“ Ludwig Feuerbach als Vordenker der 

Gastrosophie, in; „Epikur - Journal für Gastrosophie“, 2011, zugänglich im Internet. 
27 一 切衆 生悉有仏性

いっさいしゅうじょうしつうぶっしょう

。『大般涅槃経』に言う大乗仏教の基本的な教えの一つ。人間以外にも、動

物、山川草木など、およそあらゆる生きとし生くるものは、ことごとく仏性（仏になる素質・可能

性）をそなえている、とする教え。道元は『正法眼蔵』の「仏性」の巻で、これについて述べている。 
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その〈何千回にもおよぶ仏法の実践〉を通じて、この〈仏身としての自己〉をいつでも実

現することができる。そして、そのような自己を実現することによって、食の世界におけ

る至福の状態に置かれた倫理的な自己が現実のものとなり、現に働くものとなるのである。 

 

凡例 

・日本語表記の慣例にしたがい、書名は『 』で、引用は「 」で表示した。 

・原文中に現れる〈 〉は、原則としてそのまま〈 〉で表示した。ただし、一部それが引用、専門

用語、または一般的に流通している語句の転用であると判断される場合に限り、訳者の判断で

「 」に変更した。 

・それ以外に、意味の区切りや文章の読みやすさ等を考慮して、訳者の判断で適宜〈 〉を挿入した。 

・〔 〕内は、訳者による補足を表す。 

・原文中のイタリック体（斜字体）の箇所は、書名ではない限り、傍点を付して、著者自身による

強調であることを明示した。 

・訳註と原註とを区別するために、訳註をアラビア数字にて各頁の末尾に示し、原註をローマ数字

にて文末にまとめて示した。 
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原注 

                                                      
i 以下を参照せよ。Shohaku Okumura/ Warner Jisho (Hg.): Nothing is Hidden. Essays on Zen 

Master Dōgen’s Instructions for the Cook, Weatherhill, 2001. White Wind: „Tasting Zen“.  
ii Kosho Uchiyama: Zen für Küche und Leben, Frankfurt am Main, 2007.（ドイツ語訳） 
iii Edward Espe Brown: Das Lächeln der Radieschen. Zen in der Kunst des Kochens, München, 

2002. 
iv Deng Ming-Dao: Zen- Geheimnisse der asiatischen Küche, München, 2000. 
v Silvana Schwitzer: Zen und die Kunst des Essens, Wien, 1998. 
vi Bernhard Glassman: Anweisungen für den Koch. Lebensentwurf eines Zen-Meisters, 

Hamburg, 1999. 
vii Deng Ming-Dao: Zen - Geheimnisse der asiatischen Küche, Ibid. S. 91. 
viii たとえば、以下の文献を参照せよ。Hans-Peter Hempel: Im Hier und Jetzt. Unterweisungen 

im Zen-Yoga, Leipzig, 2002. Theo Fischer: Wu Wei. Die Lebenskunst des Tao. wunderlich, 

2001, rororo, 2005. Günter Wohlfahrt: Zen und Haiku, Stuttgart, 2003. Byung-Chul Han: 

Philosophie des Zen-Buddhismus, Stuttgart, 2002. Inken Prohl: „Buddhistische Wege zum 

Glück“, in: Inken Prohl und Hartmut Zinser (Hg.): Zen, Reiki, Karate. Japanische Religiosität 

in Europa, Hamburg, 2002, S. 187-210. 
ix 以下の書物を参照せよ。Christian Steineck, Guido Rappe, Kōgaku Arifuku (Hg.): Dōgen als 

Philosoph, Wiesbaden, 2002. Steven Heine: Existential and Ontological Dimensions of Time 

in Heidegger and Dōgen, State University of New York Press, 1985. Masao Abe: A study of 

Dogen; his philosophy and religion, New York, 1992. Kōgaku Arifuku, Deutsche Philosophie 

und Zen-Buddhismus; Komparative Studien, Berlin, 1999. Rolf Elberfeld: Dōgen und sein 

Werk, in; Dōgen: Shōbōgenzō. Ausgewählte Schriften, Anders Philosophieren aus dem Zen, 

Zweisprachige Ausgabe, übersetzt, erläutert und herausgegeben von Ryōsuke Ōhashi und 

Rolf Elberfeld, Keio University Press, 2006, 211-278. 
x 以下の文献を参照せよ。T. Griffth Foulk: Chanyuan qinggui and Other <Rules of Purity> in 

Chinese Buddhism, in; Steven Heine and Dale S. Wright (Hg.): The Zen Canon. 

Understanding the Classic Texts, Oxford, 2004, S. 275-312. 
xi Ven. Jinmyo Renge osho: Braising the Mind of the Way. A Dharma Talk, in: White Wind Zen 

Community, Tasting Zen, in: http://www.wwzc.org/book/dharma-talks-jinmyo-osho (2011) 
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