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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 Ser-

vice 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 MAGAZINEPLUS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

た「

20世紀以前の禅心理

学文献集（日本版)」である。

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

し，

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

った

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

の関

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

る森連が高いと言われてい Mo田療法（ it r a
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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 MAGAZINEPLUS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。

1800年代全般

井上円了 1893 禅宗の心理 哲学雑誌, 8, 1173-

1181.

井上円了 1894 東洋心理学 哲学館

元良勇次郎 1895 参禅日誌 日本宗教,1(2),91-94.

元良勇次郎 1897 禅と心理学との関係 日本主義,

1,56-64.

1900年代

井上円了 1902a 講演 曹洞宗に就ての所感を述ふ

和融誌,6(9),9-13.

井上円了 1902b 講演 禅宗の心理 中野祖応(編)

甫水論集 博文館 Pp.149-159.

元良勇次郎 1905a 講演 東洋哲学に於ける自我の

観念 丁酉倫理会倫理講演集,35,1-25(Motora,Y.

1905 An essay on eastern philosophy(Idea of ego
 

in eastern philosophy). Pp.32. Leipzig:Voigt-

lander.).

元良勇次郎 1905b 講演 東洋哲学に於ける自我の

観念（前号の続) 丁酉倫理会倫理講演集, 36, 57-

83(Motora,Y. 1905An essay on eastern philoso-

phy(Idea of ego in eastern philosophy). Pp.32.

Leipzig:Voigtlander.).

元良勇次郎 蛎瀬彦蔵(訳) 1905c 東洋哲学に於け

る自我の観念 哲学雑誌, 21(221), 附録, 1-14

(Motora,Y. 1905 An essay on eastern philoso-

phy(Idea of ego in eastern philosophy). Pp.32.

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 (Motora, 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 philoso-

phy(Idea of ego in eastern philosophy). Pp.32.

Leipzig:Voigtlander.).

元良勇次郎 1906a 講演 西洋の思想と精神修養と

の関係 和融誌,10(2),149-159.

元良勇次郎 1906b 禪の特質 和融誌, 10(12),

1011-1013.

元良勇次郎 1908 余の観たる禅学 成功, 13(6),

23-24.

福来友吉 1909 参禅と人格統一 和融誌, 13(9),

709-710.

1910年代

元良勇次郎 1910 禅はプラグマチズム 国民教育,

1,29.

福来友吉 1917 鍛錬の福音 禅学雑誌, 21(1), 30-

35.

入谷智定 1918 禅宗の悟りに就いて 変態心理, 1

(5),438-448.

1920年代

入谷智定 1920a 禅者の自性及び獲信の研究 心理

研究,101,529-544.

入谷智定 1920b 『さとり』に就て 第一義, 24(5),

23-34.

入谷智定 1920c 禅の心理的研究 心理叢書第13

,東京：心理学研究会出版部

1930年代

佐久間 鼎 1931 基調意識 松本亦太郎博士記念

論文集 東京：改造社 Pp.109-201.

黒田 亮 1933 勘の研究 岩波書店

安宅孝治 1934 禅の心理 実験心理学研究, 1(1),

67-74.
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黒田 亮 1935 禅の社会心理学的考察 宗教研究,

12(5),1-16.

今長谷蘭山 1936 六祖大師の「心理学」 (花園臨

済学院）禅学研究,26,36-64.

佐久間 鼎 1936 いはゆる神秘的経験と神秘主義

科学評論,1(1),4-10.

田中茂公 1936 禅学療法 榎本書房

黒田 亮 1937 禅の心理学 禅の概要 禅の講座,

第一巻 春陽堂 Pp.57-113.

大塚 鐙 1937 坐禅に関する一実験的寄与（未刊).

佐久間 鼎 1937 Significance of mokusho experi-

ence. Studies in Commemoration of 10th Anni-

versary of the Existence of the Faculty of Law
 

and Literature in Kyushu University. Tokyo:

Iwanami,150-225.

鈴木貞太郎大拙 1937 禅と念佛の心理学的基礎

大東出版社

黒田 亮 1938 続勘の研究 岩波書店

佐久間 鼎 1938 黙照体験の科学的考察 科学評

論,3(3),2-6.

上野陽一 1938 坐の生理心理的研究 同愛叢書

東京：正信同愛会

1940年代

秋重義治 1941 正法眼蔵随聞記考 (九州大学文学

部）哲学年報,2,167-323.

黒田 亮 1941 禅の心理 禅,第1巻 雄山閣 Pp.

1-52.

大塚 鐙 1944 禅の教育的意義 醇和教育

秋重義治 1946 宝慶記考 其一 (九州大学文学

部）哲学年報,5,119-166.

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.

大槻憲二 1948 悟りの心理学 大法輪,15(12),44-

49.

佐久間 鼎 1948 神秘的体験の科学 光の書房

西沢頼応 1949 悟の心理 ―禅体験の心的相｛抄

録｝ (日本応用心理学会）季刊人間科学, 4, 129-

131.

1950年代

安宅孝治 1951 禅の心理学的解釈 心理学研究, 21

(3･4),122.

佐久間 鼎 1951 わかる」と「さとる」 ―禅の

心理学的考察― 大法輪,18(3),24-32.

佐藤幸治 1951 ―禅定の心身に与える功徳― 禅

と科学 大法輪,18(7),24-31.

来馬琢道 1952 証悟測定の方法と其の儀式 ―禅

宗清規の研究の一部として― 宗教研究,133,445-

447.

秋重義治 1953 普勧坐禅儀考 (九州大学文学部）

哲学年報,14,459-480.

安宅孝治 1953 禅の心理 ―第三報告 (九州大学

文学部）哲学年報,14,442-458.

福田杲正 1953 佛教の深層心理學的研究序説 ―

佛教心理學組成への企画― 印度学仏教学研究, 2

(1),127-128.

鈴木貞太郎大拙 1953 禅と念佛の心理学的基礎

続鈴木大拙選集 春秋社

デュモリンH. 1955 C.G.ユングの見た禅の悟達

(上智大学）ソフィア,4(4),423-433.

佐久間 鼎 1955 無とさとり ―禅の心理につい

て― 大法輪,22(5),101-103.

山田ジェームス 1955 ユングの心理学と禅 大法

輪,22(6),88-91.

秋重義治 1956 永平広録考 (九州大学文学部）哲

学年報,19,1-39.

千葉胤成 1956 無意識の心理学 河出新書, 211

河出書房

大塚 鐙 1956 禅家の棒喝の始について 甲南大学

文学部論集,4,1-10.

佐藤幸治 1956a 欧米の心理学と禅 サイコロジス

ト,3,2-4.

佐藤幸治 1956b 人格心理学 創元社

山田ジェームス 1956 禅と精神分析 ―特にユン

グ心理に着目して― 現代禅講座,第1巻 角川書

店 Pp.155-172.

安宅孝治 1957 禅の悟道について (九州大学）テ

オリア,1,119-128.

笠松 章 1957 脳波と東洋的沈潜 禅とヨーガに

よる実験 精神身体医学講座, 4 病気と心 日本

教文社 Pp.73-88.

笠松 章・島薗安雄 1957 意識障害の臨床概念と

その神経生理学的基礎 精神神経学雑誌, 59(11),

27-57.

Kora, T., & Sato, K. 1958 Morita therapy―a
 

psychotherapy in the way of Zen. Psychologia,1
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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.

Tomoda, F. 1958 Client-centered therapy in
 

Japan. Psychologia, 1(4),237-241.

Tsushima,T. 1958 Notes on trends and problems
 

of psychotherapy in Japan. Psychologia, 1(4),

231-236.

Usa, G., & Usa, S. 1958 A case of a nun, who
 

suffered from visionary obsessions of snakes,

treated by Morita therapy. Psychologia, 1(4),

226-228.

Van Dusen,W. 1958a Zen and Western psycho-

therapy.Psychologia, 1(4),229-230.

Van Dusen,W. 1958b Wu wei,no-mind and the
 

fertile void in psychotherapy. Psychologia, 1(4),

253-256.

Bruner,J.S. 1959 The art of ambiguity―A con-

versation with Zen Master Hisamatsu―.

Psychologia, 2(2),101-106.

Fromm, E. 1959 Psychoanalysis and Zen Budd-

hism.Psychologia, 2(2),79-100.

Hisamatsu, S. 1959 Comments on Dr. Bruner’s
 

paper. Psychologia, 2(2),105-106.

Hora,T. 1959 Tao,Zen and existential psycho-

therapy. Psychologia, 2(4),236-242.

Sato,K. 1959a How to get Zen enlightenment-On
 

Master Ishiguro’s five-days’intensive course for
 

its attainment. Psychologia, 2(2),107-113.

Sato, K. 1959b The concept of ‘on’in Ruth
 

Benedict and D.T. Suzuki. Psychologia, 2(4),

243-245.

佐藤幸治 1959c 禅と心理学 心理学研究, 30(4),

44-53.

Van Meter, A. 1959 William James and Zen.

Psychologia, 2(2),114-119.

1960年代

Becker,E. 1960 Psychotherapeutic observations
 

on the Zen discipline―one point of view―.

Psychologia, 3(2),100-112.

Chiba,T. 1960 On the proper consciousness (固

有意識Koyu-ishiki). Psychologia, 3(2),65-72.

フロムE.・鈴木大拙・デマルティーノR. 小堀宗

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 Martino, R. 1960 Zen Buddhism

 

and  Psychoanalysis. New York: Harper &

Brothers.)

平井富雄 1960a 坐禅の脳波的研究 ―集中性緊張

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.

Hisamatsu― Letter to the Translator―.

Psychologia, 3(2),82.

笠松 章・平井富雄 1960 坐禅の脳波 精神医学最

近の進歩,第Ⅱ集 医歯薬出版 Pp.427-444.

Kawai, H., & Kondo, K. 1960 Discussion on
 

Morita therapy. Psychologia, 3(2),92-99.

Kirsch, J. 1960 Affinities between Zen and ana-

lytical psychology. Psychologia, 3(2),85-91.

Miyamto, M. 1960 Zen in play therapy.

Psychologia, 3(4),197-207.

Nishida, K. 1960 Comments  on  Zen.

Psychologia, 3(2),80-82.

Otsuka, N. 1960 Stereopsychology and Studies
 

on K’AN founded by Ryo Kuroda. Psychologia,3

(2),73-79.

鈴木利三 1960 坐禅と自律神経機能 東海仏教, 6,

98-113.

Tanabe,H. 1960 On the psychological studies of
 

Zen-Letter to the Editor. Psychologia, 3(2),83-

84.

Weisz, P. 1960 The contribution of Georg Wil-

helm Groddeck on Zen Buddhism and psychiatry.

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.

千葉胤成 1961 戦後20年日本心理学理論方面研究

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.

Kido, M. 1961 Origin of Japanese psychology
 

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
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法輪,28(9),94-98.

Nakamura, S., Iwasaki, K., & Akishige, Y. 1961

Psychological studies on the regulation of respi-

ration(Ⅰ)―On the relationship between respira-

tion 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.,DeMartino,R.,Abe,M.,&

Kawai, H. 1961 What is the True Self―A
 

discussion―. Psychologia, 4(3),126-l31.

Van Dusen,W. 1961 LSD and the enlightenment
 

of Zen. Psychologia, 4(1),11-16.

Doi,L.T. 1962 Morita therapy and psychoanaly-

sis. Psychologia, 5(3),117-123.

Dumoulin, H. 1962 Methods and aims of Budd-

hist  meditation― Satiparthana and Zen.

Psychologia, 5(4),175-180.

Jordan, G.R, Jr. 1962 Reflections on LSD, Zen
 

Meditation 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. 1962b  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 Master Lin-chi
 

I-hsuan(Rinzai Gigen). Psychologia,6(1-2),74-

80.

Hisamatsu,S.,Nishitani,K.,Demartino,R.,Katao-

ka,H.,Sato,K.,&Toyomura,S. 1963a On the
 

peace of mind. Psychologia, 6(3),117-124.

Hisamatsu,S.,Nishitani,K.,Demartino,R.,Katao-
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