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こ の「20世 紀 以 前 の 禅 心 理 学 文 献 集（日 本
版)」は，1800年代から 2000年までに日本で発
行している「禅心理学」に関連のある雑誌文献
（但し，学会の大会発表論文集や，退官記念論文
集，還暦記念論文集等について網羅することは避
けた)，並びに，図書文献を 10年ごとの印刷・発
行年代順に，かつ，その中で 1年ごとに著者氏名
のアルファベット順に並べたものである。
近 年，Psychological Abstract 誌 を CD-ROM
に収めた PsycLIT や PsycINFO，あるいは，国
内の雑誌文献を収めた NICHIGAI/WAB Service MAGAZINEPLUS などのデーターベース
で，文献の検索が容易に可能となってきている。
しかし，実際には諸々の理由により，これらのデ
ーターベースにおける検索ではヒットせず，見過
ごされる「禅心理学」分野の文献が相当数存在す
る。例 え ば，PsycINFO（1887〜2000年）に よ
り， Zen」と「psychology」の双方をキーワー
ドにもつ国際誌の文献を検索すると，2000年ま
でに，178件がヒットする。また，NICHIGAI/
WAB Service M AGAZINEPLUS の「雑誌記事
索引」により， 禅」と「心理学」の双方をキー
ワードにもつ日本の学術雑誌文献を検索すると，
2000年 ま で に，18件，キ ー ワ ー ド を「禅」と
「心理」としても，わずかに 23件がヒットするに
過ぎない。このようなデーターベースの諸事情を
かんがみ， 禅心理学」分野の文献を収録すべく
作成されたものが，こ の「20世紀以前の禅心理
学文献集（日本版)」である。
謝辞：本文献集を作成するにあたり，駒澤大学文学部教授茅原
正先生には多大なる情報提供を頂きました。また，特に元良勇
次郎に関する文献の情報を提供して下さった立命館大学文学部
助教授佐藤達哉先生に感謝申し上げます。
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文献集作成において問題となるのは，関連論
文・図書を文献集へ収録する可否について，どの
ように決定するかということである。もとより，
禅心理学」という用語は，禅の世界においても，
心理学の世界においても，誰もが知っているポピ
ュラーなものではない。 禅心理学」の成立に関
しての概略は，加藤（1999）に述べられている
が， 禅」と「心理学」という 2つの用語を合成
した造語であり， 禅心理学」という概念は必ず
しも明確でない。一般に， 禅」の研究者には，
当然，禅僧や仏教徒，あるいは，禅学者や仏教学
者などが含まれ，一方， 心理学」の研究者には，
広義には，精神分析学や森田療法にたずさわる精
神医学者や生理心理学的アプローチをとる生理学
者も含まれるかも知れない。
そこで，本文献集では，日本において， 心理
学」を専門とする雑誌に掲載された「禅」に関連
のある文献，もしくは，いわゆる「心理学者」
が，研究を発表するための固有の心理学雑誌を持
たなかった等，諸々の理由により，哲学，仏教
学，宗教学，生理学，医学，体育学等の雑誌に発
表した文献のみを扱うよう心掛けた。それ故，
禅以外の仏教」と「心理学」の双方に関連のあ
る文献は，収録対象外となった。また，禅僧や禅
学者による禅仏教における心識説，心理説の類も
収録対象外となった。ただし，論文や，図書のタ
イトルやキーワードに「禅」と「心理(学)」の双
方を用いているものに関しては，無条件で取り上
げた。文献集に，(日本版）とあるのは，今回は，
日本で「発行」している雑誌と図書に絞ったから
であり，それ故，日本で発行されている英文誌や
英文図書は，収録対象となっている。また，禅と
の関 連が高いと言われてい る森 田療法（Morita

Leipzig: Voigtlander.).
元良勇次郎 蛎瀬彦蔵(訳) 1905d 東洋哲学に於け
る 自 我 の 観 念（承 前) 哲 学 雑 誌, 21(222), 附 録,
15‑30 (M otora, Y. 1905 An essay on eastern
philosophy (Idea of ego in eastern philosophy).
Pp.32. Leipzig: Voigtlander.).
元良勇次郎 蛎瀬彦蔵(訳) 1905e 東洋哲学に於け
る自我の観念 哲学雑誌, 21(223), 附録, 31‑40
(Motora, Y. 1905 An essay on eastern philosophy (Idea of ego in eastern philosophy). Pp.32.
Leipzig: Voigtlander.).

therapy）に関しては，森田療法と「禅」との関
連が述べられている文献のみを収録するよう努
め，森田療法の文献を網羅して収録することは避
けた。
なお，この文献集を作成するもとになったデー
ターベースとも呼べる基盤は，昭和 23年〜平成
7年 12月までの「国立国会図書館 雑誌記事索
引」の「心理学」部門と「宗教（仏教)」部門，
並びに，1975年〜2000年における NICHIGAI/
WAB Service M AGAZINEPLUS である。しか
し，実際には，本文献集には，それらのデーター
ベースに掲載されている論文のコピーを取り寄
せ，その著者名や，掲載論文の雑誌名，引用文献
等，あらゆる情報から得られた文献が収録されて
いる。また，この分野を研究されている諸先生方
の記憶によるところも多大であった。

元良勇次郎 1906a 講演 西洋の思想と精神修養と
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部）哲学年報, 5, 119‑166.

(九 州 大 学 文 学

秋 重 義 治 1948 宝 慶 記 考 其 二 (九 州 大 学 文 学
部）哲学年報, 6‑7, 95‑175.
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安宅孝治 1957 禅の悟道について (九州大学）テ
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(4), 219‑225.
西光義敞 1958 佛教心理学の成立と課題 印度学
仏教学研究, 6(2), 150‑153.
Sato, K. 1958 Psychotherapeutic implications of
Zen. Psychologia, 1(4), 213‑218.
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柏・佐 藤 幸 治・豊 村 佐 知・阿 部 正 雄(訳) 1960
禅と精神分析 東京創元社（Fromm, E., Suzuki,
D.T., & De M artino, R. 1960 Zen Buddhism
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and Psychoanalysis. New York: Harper &
Brothers.)
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解放による脳波変化― 精神神 経 学 雑 誌, 62(1),
76‑105.
平井富雄 1960b 坐禅と脳波 大法輪, 27(11), 26‑
39.
石黒法龍 1960 禅理学要綱 禅理学会
Jung, C.G. 1960 On the conversation with Dr.
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笠松 章・平井富雄 1960 坐禅の脳波 精神医学最
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Tanabe, H. 1960 On the psychological studies of
Zen-Letter to the Editor. Psychologia, 3(2), 83‑
84.
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Psychologia, 3(1), 50‑57.
山岡 淳・藤沢 清 1960 心理学およびその境界
領域としての脳波研究の現況 ―本邦の研究を主
にして― 心理学研究, 31(2), 126‑139.
秋重義治 1961 学道用心集考 (九州大学文学部）
哲学年報, 23, 159‑179.
安宅孝治 1961 禅についての一つの見解 ―主と
してその心理的説明― (九州大学）テオリア, 5,
35‑55.
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の展望 心理学研究, 36(6), 326‑331.
Hora,T. 1961 On meeting a Zen-Master socially.
Psychologia, 4(2), 73‑75.
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and its development. Psychologia, 4(1), 1‑10.
榑林皓堂 1961 座禅と脳波の研究におもう（駒澤
大学）仏教学会誌, 3, 3‑4.
宮本美沙子 1961 私はアメリカで禅を学んだ 大

法輪, 28(9), 94‑98.
Nakamura, S., Iwasaki, K., & Akishige, Y. 1961
Psychological studies on the regulation of respiration (Ⅰ)―On the relationship between respiration and minor tremor―. Psychologia, 4(1), 17‑
23.
Sasamoto, K. 1961 Awakening to the True Self
―A case of Rev. Hara. Psychologia, 4(3), 132‑
134.
佐藤幸治 1961a 心理禅 東洋の知恵と西洋の科学
創元社
佐藤幸治 1961b 人間最高の生き方としての禅 大
法輪, 28(9), 70‑75.
Sato,K. 1961c On the conversation of C.G.Jung
and S. Hisamatsu. Psychologia, 4(2), 71‑72.
Sato, K., Kataoka, H., DeM artino, R., Abe, M., &
Kawai, H. 1961 What is the True Self―A
discussion―. Psychologia, 4(3), 126‑l 31.
Van Dusen, W. 1961 LSD and the enlightenment
of Zen. Psychologia, 4(1), 11‑16.
Doi,L.T. 1962 Morita therapy and psychoanalysis. Psychologia, 5(3), 117‑123.
Dumoulin, H. 1962 Methods and aims of Buddhist meditation ― Satiparthana and Zen.
Psychologia, 5(4), 175‑180.
Jordan, G.R, Jr. 1962 Reﬂections on LSD, Zen
M editation and Satori. Psychologia, 5(3), 124‑
130.
神戸忠夫 1962 坐禅の心理学的研究 京都府立大
学学術報告（人文), 14, 1‑9.
Kawai, H. 1962 Professor Carl G. Jung and
Japanese psychology. Psychologia, 5(1), 8‑10.
恩田 彰 1962a 禅に関する心理学的研究 東洋大
学紀要, 16, 99‑109.
Onda, A. 1962 b Zen and creativity.
Psychologia, 5(1), 13‑20.
佐藤幸治 1962a 禅の大衆化と効率化 ―禅ブーム
とインスタント禅及び新しき禅の構造― 大法輪,
29 (5), 108‑116.
佐藤幸治 1962b 禅者と死 大法輪, 29 (7), 83‑89.
鈴木利三 1962 坐禅時の開眼・閉眼問題 東海仏
教, 8, 20‑27.
Chang, C.Y. 1963 The study of M aster Lin-chi
I-hsuan (Rinzai Gigen). Psychologia, 6(1‑2), 74‑
80.
Hisamatsu, S.,Nishitani,K.,Demartino,R.,Kataoka,H.,Sato,K.,& Toyomura,S. 1963a On the
peace of mind. Psychologia, 6(3), 117‑124.
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1‑10.
Nikaido, J. 1963 Putting the mind to the plantar
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Psychologia, 6(1‑2), 81‑85.
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