
鈴木大拙 （すずき・だいせつ） 1870～1966 

仏教学者・宗教哲学者  ～世界の禅者～ 

 

出生 明治３年 10 月 18日（1870）、加賀国金沢（現・石川県金沢市下本多町）

に加賀藩医家鈴木良準の四男として生まれる｡本名、貞太郎。幼時に父と長兄

を亡くし、母増(ます)の女手一つの苦しい家計の中で育つ。 

履歴 学生時代から鎌倉円覚寺で参禅。東京帝国大学文科大学哲学科選科修

了後、1897 年に渡米、出版社の編集部員となり、仏教・道教文献の英訳・紹

介を行う。11年間の滞米の後、欧州を歴遊し、1909 年に帰国。学習院教授（1910）

を経て大谷大学教授（1921）となり、多数の著作を刊行。1949 年日本学士院

会員となり、同年文化勲章受賞。また､戦後はコロンビア大学客員教授をはじ

め長く海外に滞在し、欧米各地の大学等で講演・講義を行った。 

事績 大谷大学で英文による仏教研究雑誌『Eastern Buddhist』を創刊。優

れた英語力を生かして 30 点を超える英文著作を刊行した。これらにより、禅

の思想を中心に仏教思想を広く欧米に紹介し、海外各界に大きな知的影響を

与えた。英文著作の翻訳を含む和文著作は優に 100 冊を超え、国内でも多く

の読者を得た。「老子道徳経」、「大乗起信論」、「教行信証」等、東洋古典の英

訳も業績の一つに数えられる。 

評価 90歳を過ぎた晩年まで、その著述と国際交流はやむことなく続けられ、70年に及ぶ長期の知的

活動を継続した。東洋の思想・哲学を英文で表現したことにより、海外知識層に広く知られ、鈴木大

拙の名前と評価は世界的なものになった。円覚寺の釈宗演によって居士号大拙を与えられたが僧侶で

はなく、学者として近代日本仏教における最大の人物といえる。 

代表作 

『禅思想史研究』 著者生前に第２まで刊行され、全集において第４までが編集された。研究者とし

ての鈴木大拙の代表的な学術書である。日本と中国の禅を、盤珪、白隠、達摩、慧能等について考察

する。全集第１～４巻に収録。 

『禅と日本文化』 原著は英文。禅が日本文化に与えた影響を、美術、武士道、茶道、俳句、自然観

等について論じる。原著は外国への日本文化の紹介書として著名であるが、邦訳は岩波新書として正

（1940）続（1942）２冊本で刊行され、ロングセラーとなった。全集第 11巻に収録。 

『浄土系思想論』 ６編から成る論文集。冒頭の「真宗管見」のみ英語論文の邦訳。浄土真宗を中心

に浄土観について考察する。著者の研究の中心は禅宗・禅学だったが、生家は真宗門徒であり勤務し

ていた大谷大学も浄土真宗の大学だった。全集第６巻に収録。 

ｷｰﾜｰﾄﾞ 

ZEN 禅はインドに起源をもち、中国で発展した後、日本に伝わったもので、それぞれの言語で表現さ

れるが、世界的には「ZEN」という日本語読みのローマ字表記が一般に用いられる。これは大拙がその

著作により「禅」を世界に向けて発信したことの結果であるといっていい。 

ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 石川県専門学校（後の四高）時代に西田幾多郎と出会い、生涯の友となる。また、国際人大

拙らしく、1911年に結婚した相手はアメリカ人ビアトリス・レーンである。夫人は 1939年大拙に先立

つが、大拙の英文著述に協力するところ大であった。大拙夫妻、幾多郎とも鎌倉東慶寺に眠る。 

神奈川 円覚寺への参禅で鎌倉との縁は深かったが、1945 年には東慶寺に「松ヶ丘文庫」を設立し、

自分の全蔵書を寄贈し、私財を投じてこの施設を運営した。貴重書を多く所蔵して今に残る。 

最期 1966年(昭和 41)７月 12 日、腸間膜動脈血栓症のため東京築地の聖路加病院で死去。享年 95 歳。 

 

Great Works 14 

 

鈴木大拙全集 全 32 巻 岩波書店 1968～1971 年 ＜180.8／14＞ 

 

解題 没後２年目に刊行が開始された。全 30巻は単行書を中心に編成され、配列は専門的研究、啓蒙

的著作、翻訳、講演、随筆等の小文（「雑集」）、書簡の順となっている。英文著作については著者生前

に和訳されたもののみを収録する。別巻は本編編集後に発見された文章等から成る｡編集者の一人、古

田紹欽が全巻の解題を執筆している。 

内容 

第１巻 禅思想史研究 第１ 盤珪禅[岩波書店 1943 年] 盤珪の不生禅[弘文堂 1940 年] 

 

田村茂撮影 



第２巻 禅思想史研究 第２ 達摩から慧能に至る[岩波書店 1951 年] 

第３巻 禅思想史研究 第３ ［遺稿 本全集で活字化] 臨済の基本思想［中央公論社 1949 年］ 

第４巻 禅思想史研究 第４ [論文を集めて第４とした]禅と念佛の心理学的基礎[大東出版社 1937 年] 

第５巻 般若経の哲学と宗教 [法蔵館 1950 年] 華厳の研究 [法蔵館 1955 年]他 

第６巻 浄土系思想論[法蔵館 1942 年]【論文】わが浄土観[1961 年] わが真宗観[1963～64 年]他 

第７巻 佛教の大意[法蔵館 1947年] 佛教道徳[春秋社 1955年] 無心ということ[大東出版社 1939年]他 

第８巻 日本的霊性[大東出版社 1944 年] 日本の霊性化[法蔵館 1947 年] 

第９巻 霊性的日本の建設[大東出版社 1946 年]【論文】國家と宗教[1947 年]他 

第 10 巻 宗教経験の事実[大東出版社 1943 年] 妙好人[大谷出版社 1948 年]他 

第 11巻 禅と日本文化[岩波書店 1940年] 續禅と日本文化[岩波書店 1942年] 日本佛教[春秋社 1961年] 

第 12 巻 禅の研究[春秋社 1957 年] 禅による生活[春秋社 1957 年] 

第 13 巻 禅の思想[日本評論社 1943 年] 禅への道[春秋社 1960 年］ 禅問答と悟り[近藤書店 1941 年] 

第 14 巻 禅とは何ぞや[大雄閣 1930 年] 禅学への道[法蔵館 1949 年] 禅[筑摩書房 1965 年] 

第 15 巻 一禅者の思索[一條書房 1943 年] 禅百題[大東出版社 1943 年] 禅一拶[龍吟社 1948 年] 

第 16 巻 一真実の世界[近藤書店 1941 年] 禅の研究(大正 5年版)[丙午出版社 1916 年]他 

第 17 巻 向上の鐵槌[興成館 1915 年] 百醜千拙[中外出版 1925 年] 禅堂生活[大蔵出版社 1948 年] 

第 18巻 禅の諸問題[大東出版社 1941年] 禅の第一義[丙午出版社 1914年] 静座のすすめ[光融館 1899年] 

第 19 巻 文化と宗教[信道会館 1943 年] 随筆 禅[大雄閣 1927 年] 

第 20巻 東洋の心[春秋社 1965年] 東洋的な見方[春秋社 1963年] 大拙つれづれ草[読売新聞社 1966年] 

第 21 巻 宗教と近代人[桃李書院 1948 年]東洋と西洋[同前 1948 年]よみがえる東洋[読売新聞社 1954 年] 

第 22 巻 宗教論集[春秋社 1952 年] 宗教と現代生活[春秋社 1958 年]他 

第 23 巻 新宗教論[貝葉書院 1896 年] 天界と地獄[有楽社 1910 年 スエデンボルグの翻訳] 

第 24 巻 スエデンボルグ[丙午出版社 1913 年] 神慮論[丙午出版社 1914 年 スエデンボルグの翻訳]他 

第 25巻 神智と神愛[丙午出版社 1914 年 スエデンボルグの翻訳] 佛陀の福音[1895 年 ケーラスの翻訳] 

第 26 巻 今北洪川[雄山閣 1946 年] 講演集１［1910 年から 1959 年までの講演 18 編］ 

第 27 巻 講演集２［1960 年から 1966 年までの講演 26 編］ 雑集１［1867 年から 1916 年までの文章］ 

第 28 巻 雑集２［1917 年から 1953 年までの文章］ 

第 29 巻 雑集３［1954 年から 1966 年までの文章］ 書翰１［1898 年～1953 年 653 通］ 

第 30 巻 書翰２［1954 年～1966 年 525 通］ 支那佛教印象記[森江書店 1934 年] 自敍傳［『也風流庵自 

 傳』(春秋社 1961 年)・『私の履歴書』（日本経済新聞社 1962 年）] 年譜 著作目録 

別巻１･２ 補遺１･２［本編に収められなかった文章・講演を年代順に収録］ 

 

 

◆ 参考文献 ～この人をもっと知るために～ 
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