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最澄の論証を通じて見た南都教学の傾向

薗

香

融

ｽ琢伽唯識派の諸学説︑国恥門下の異端学説がその主なものである︒そしてこれらは︑いずれも奈良時代に我が国に伝えられ︑南都

晶群羅繍鑑灘如備繋蕪雛灘繕剛偉霧細鱗羅

田

（上）

謄田憲的籍を藁︒︑撃的姦向吉も︑宗教鶉鶉蟹彩を避にもっていた︑妻矯︒た．
・ればならないであろう︒

本史料について直接検討するに越したことはないが︑史料

の時代に生きた思想家や学者の著述・雷行のたぐいを︑根

ある時代の思想や学問を内容帥に復原するためには︑そ

な推測∴臆説に陥りがちであった︒もっともわれわれは︑

究は︑二次的史料の不完金な操作や︑それにもとずく乱暴

らず︑必要な史料にとぼしかったため︑ともすればその研

ば︑これまで研究者の要請がきわめて強かったにもかかわ

これを今︑問題とする奈良時代の仏教教学についていえ

︑的な制約その他の事情によって︑それができない場合︑研

正倉⁝院の写経所文書の整理を通じて︑南都教学の全闘的再

一 は じ め に

究噺はやや異った方向に︑別な方法や材料を探し求めなけ

ユ（165）

一

∵学の墨套素を形づらていたことが推譲れ・・森では・乞た襲か皇黙良時代の仏教整のち叢叢宗系統の

殻澄の論識を通じて見た晦郷教学の醸向（蘭欝）

著が︑上述のごとき思想史的課題と方法に最もふさわしい

素材だと考えたからにほかならない︒さらに換喬すれば︑

も﹁書葛﹂を通じて︑間接的に推測を試みたものにすぎず︑

恐らく読破・思量したであろうところの仏教典籍の︑それ

にかかわらず︑今までかつてこの方法が試みられなかった

復原するという方法は︑思想史研究の常套手段であるべき

ところで︑隣接する時代の教学から︑前代のそれを湖及︑

（166）

2

①
現を試みた石田茂作氏の窯業な研究成果や︑あるいは井上
②
光貞氏の﹁康域伝燈目録より見たる奈良時代僧侶の学問﹂

教学の内容そのものにじかにふれてゆくものではなかった︒

のは何故であろうか︒私はその理由を次の二点に認めた・い︒

最澄のこれら論争書が︑最も正面から︑かつ最も広汎に︑

そこで私は︑当時の教学や思想の内容的側聞に能うかぎ

その一は︑従来の仏教学者や歴史家が︑この論争自体にさ

などのすぐれた業績を数えることもできるが︑しかしこれ

り肉薄する方法として︑奈良時代に直接連続する平安初期

ほど高い思想史的意義を認めなかったことに由来する︒す

前代の南都教学を弁証していると思ったからである︒

仏教の思想酌産出の中から︑前代の教学の内容を湖って追

なわち︑最澄対徳一の論戦の主題となった問題は︑中国で

らとても︑当時の人たちが︑書写・所蔵・署潔し︑そして

究することを考えてみた︒これまたいわゆる二次的・間接

は唐の霊潤対神泰︑あるいは思慾対慧沼の論争で殆んど論

も

的方法の一つにすぎないが︑前記の諸研究のふれえなかっ

じ尽くされたものであり︑さら江棚っては︑印度における

て︑したがって最澄・徳一論争は︑それらの単なる再演出

も

た側面に︑多少なりとも接近することができるのではない

浩弁対護法︑戒賢対智光の対論にも見出されるものであっ

さて︑この方法を試みるに当って︑われわれは幸いにも︑

にすぎないと考えられてきたことである︒その結⁝果︑この

も

かと思う︒

これに契当する素材として︑最澄や空海の著作をかなり豊

第二の理由はさらに単純である︒すなわちこの論争に現

否定できない事実のようである︒

論争に対する学者の関心が︑いったいに低調だったことは

最澄が︑また最澄の著作類のなかではこの論争に関する諸

一権実論争に関する著述をと9あげた理由は︑空海より屯

富に継承している︒そのなかで︑ここではとくに最澄の三

③

最織の論証な遜じて見た驚都教学の傾向（繭ffll）

われた最澄は︑徳一によって代弁された南都教学の否定者
である︒否定者の論成の中かわ︑否定された側の教学を復
原させるということは︑そもそも根本的になり立たないと
する考え方である︒

およそ︑以上のような考え方によって︑夕晴の論争書か
ら南都教学の復原を企てる試みは︑かってなされなかった
ようであるが︑この二つの理由は︑私にとってどちらも不
可解である︒なぜならq印度・中国で論じ尽くされた問題

井上光貞稿﹁東域伝燈二郎より見たる心良時代僧侶の学問﹂

﹃史学礁誌﹄五七ノ三・四︑昭和二三︒

②

﹃法華秀句﹄

︵潤﹂総︶︑また法写照

③このうち清弁対護法︑智光対戒賢の対諭については﹃守護国

懇沼の論争については騨．守護章﹄下巻︑霊潤対神泰の論争は﹃秀

界章﹄︵胃篇①ωL綾覇遥︶

句﹄中巻にふれるところがある︒

発

端

二論争の輪廓
一

く
現存する論争関係書のなかで最も早く成ったと思われる

ものは︑最短の﹃照事実鏡﹄一巻である︒その賊難には撰

が︑重ねてふたたび論争されねばならなかったところに︑

かえってこの論争の思想史的意義の大きさを認めなければ

ω弘仁八年歳次丁酉二月沿︑依下陸奥仏性抄判扁法華一葉伽権︑且作一﹁

述の瀞畢情を述べて︑

前代教学の否定者であり︑克服者であったとするならば︑

此鏡4︵H一ト︒︶

ならない筈だからであり︑また第二に︑最澄が果して真に

それだけいっそう前代教学を全面的に弁証しなければなら

しかしながら︑かような学界の現状によって︑私は奈良

よれば︑徳一の﹃仏性抄﹄撰︑述は弘仁八年︵八一七︶二月以

よって挑簸されたことを記している︒ところで右の脱文に

といい︑論争は陸奥︑すなわち徳一の﹃仏性抄﹄の撰述に

教学を復原する試みに熊手する前に︑まず論争そのものの

前のことでなければならないが︑それはあたかも最澄の東

なかった筈だからである︒

輪廓を復原するための︑意外に煩項な手続を踏むことを余

最澄は弘仁七年五月一騎附泰範宛の書簡に﹁来春の節を

園の伝道旅行中に当る︒

石田茂作著﹃写経より見たる奈良朝仏教の研究﹂下灘五刊︒

儀なくさせられるであろう︒
①
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く叡山に入って生涯を待たん﹂︵く■まり︶という希望を書送

以て東遊して頭陀し︑次第に南難し︑更に西遊北讃し︑永

を論争に駆り立てたのかもしれなかった︒

東国に翁ける最澄の盛んな法華経開講が徳一を刺戟し︑彼

っているが︑実は﹁来春﹂をまたず︑その年のうちの夏秋

ころでは︑彼は太保・恵美押勝︵藤原仲麻呂︶の第九男だと

徳一はまた徳盗・得一とも用いられる︒諸書の伝えると

①

の頃に東国へ旅立つたようである︒当時︑関東には︑かね

いう︒はじめ興福寺の修円について法相を学び︑東大寺に

麻郡磐梯村大寺︶に住した︒さらにのち常陸筑波山の知足院

てから彼を有力に支持した﹁東国の化主﹂︵叡出大師伝唄・附

澄は直行して︑道忠門徒の本拠である上野国緑野郡浄土寺

に遷り︑承和の初年︵八三五頃︶同院に残したという︒土民

住したが︑ のち奥州に移り︑護国会津の慧日寺・︵福島県耶

ならびに下野国都賀郡大慈寺に向ったらしい︒これら両寺

大いに貴んで菩薩をもつて称したといい︑同地方には彼の

飛︶故道忠禅師の門弟たちが盛んに教祖を張っていた︒最

は徳一の居住した会津二日寺を顧たること程遠くない︒彼

開基と伝える寺院も多い︒

る疑わしいが︑ ﹃守護国界章﹄に︑

彼が恵美押勝の息男であったことは︑年代的にもすこぶ

は︑この草深い辺境の地で手ごわい論敵を見出さねばなら
なかったのである︒

﹃叡山大師伝﹄によれば︑最澄はまず二干部一万六干巻

とあり︑若くして辺境に移されたことには︑何か特別の理

②飽食看︑弱冠去レ都︑久居二隅一︵国●①Hq︶

両寺に宝塔各一基を造立し︑塔別に千部八千巻を安概した︒

由があったのであろう︒論争当時会津に居住したことは︑

の法華経の書写事業を起こし︑それが成るとただちに右の

そして﹁その食下において毎日法華経を長講し︑一日も闘

同書のはじめに︑

﹁奥州会津県溢和上﹂︵騨H紹︶とあるこ

かし ︵く6謬︐ω一︶さなかったという︒徳一の﹃仏性抄﹄が

実であろう︒徳一の著に﹃鰻止羽足﹄一二巻がある︒本書の

とから明かである︒また同地の慧日野に居住したことも事

おりであるが︑その後も論争の始中線を通じて最も大きな

◎
命名には︑別の理由も考えられるが︑恐らく居注した寺名

﹁法華を判じて権とな﹂す論文であったことは右に見たと

比重を占めたものは法華経解釈の問題である︒してみると︑

〈！68）
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に因んだものと考えられるからであるα

凹記之中示昌其文↓若言昌古徳所レ伝語↓不レ足レ令レ信漏後学者4若

達したとはいえ︑会津はなお征夷戦争のフロントであった︒

における坂上田村麻呂の征討によって︑いちおうの安定に

麻呂の叛乱以来︑きわめて険悪なものがあった︒延暦年間

巻﹂に注して︑

である︒また﹃葉域伝燈目録﹄の﹁唯識論同異補短章二

の四人は︑いずれも奈良時代における法絹宗の代表的学僧

③
というが︑ここに引かれた道昭・智通・比蘇︵神叡︶・義淵

︵閏●蕊︶

論争の開始される二年前の弘仁六年︵八一五︶には︑兵士旧

比蘇及義淵嚇自然智宗無レ所レ稟︒

二千人に新たに四千人を加え︑健士二心人とと竜に分塗し

め東大寺に住したという所伝も信用できる︒なお︑徳一は
④
空海と交渉をもつた︒両者の折衝も思想史的に興味ぶかい

言

て︑胆沢・多賀・玉造等の城塞を守らしめ︑また健士の家

事実であるが︑本論には直接関連しないから︑ここでは割

当時の東北地方の情勢は︑宝亀十一年︵七八○︶の伊治砦

族に免租の特典を与えるなどの措麗がとられている︵三代

愛したい︒

⇒ 経過と内容︵その一︶

﹁東大寺徳一造﹂としるされるから︑はじ

椿一八︶︒もって情勢の一端を推測しえよう︒

﹃守護章﹄に徳一の境遇を述べて︑

蓋が切られたが︑以来弘仁十二年︵八二一︶の最澄の﹃法﹇蕪・

︵
上述のとおり論争は徳一の﹃仏性抄﹄の撰述によって火

というが︑それでいて︑当時の最新知識を誇る最近と︑五

秀句﹄の撰述まで︑五年余にわたって継続された︒その間︑

③居住遠レ京︑明匠難レ得︑法門 不 レ 具 ︒ ︵ 目 b ︒ ︒ ① ︶

年にわたる大論争を戦い抜いた逞ましい闘魂は賞讃のほか

論争に関係して産出された論著は︑次のごとき多数に及ん
だ︒

照権実義

決権実論 一巻

法華表戸 四巻

最澄の撰述

守護図界章 九巻︵弘仁九年︶

一巻︵弘仁八年︶

ない︒

彼の学的系統については︑のちにふれることがあろうが︑

興福寺の修円について法柑を学んだという所伝は恐らく正
しいものであろう︒ ﹃法華秀句﹄には彼の師承について︑
ω着言鴛短醐票＝師議↓未レ知濫師々伝鳳臼本一若言昌道昭及摺通↓古
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へ趨嚇ハ九

三巻

証携蝋地島規背入

徳一の撰述
仏性抄
慧日羽足

︸巻

中辺義鏡
三巻

三巻

法選句蛎雛三糞弘華二年半

遮異見章

法華秀句︵国㍉O︶等に︑その書名が引解されているから︑

論争書の中で最も早く成立したことが推定される︒而して︑

﹃仏性抄﹄が論戦の火蓋をき

本書はその賊文︵引絹ω︶によって︑徳一の﹃仏性抄﹄を対
破した竜のといわれるから︑

﹃照権実鏡﹄は分量も小さく︑いまだ本格的な論争書の

ったことが結論されるのである︒

集﹄第二巻及び第三巻に収められているが︑徳一のものは

体裁をそなえていない︒病難経第二十二の﹁養身為二︵乗y

このうち︑最澄の撰述はいずれ竜現存して﹃伝教大師全

まったく伝わっていない︒つまり徳一の意見は︑最澄の撰

不昌三︵乗y﹂

た事情も考えられる︒

の文をはじめとする十箇の文証の引用もアト

述に引用された竜のを通じてしか知ることができないわけ

一巻

三巻

ランダムな選択であり︑徳一の論難に対して︑とりあえず防

法華権文︵門︶

法華要略

である︒なお確証を欠くが︑この論争に関連して執筆され

二十巻

た著述と見倣されるものとして︑徳一に︑
中辺黒革残︵餐︶
益巻

禦の陣を張ったという程度であった︒弘仁八年二月といえ
⑤
ば︑彼の東国滞在中であり︑参考書も充分ととのわなかっ

法華肝心ノ

﹁法華を判じて権とな﹂した﹃仏性抄﹄に対する本格的

な対論書は︑次の﹃法華戸惑﹄四巻をまたねばならなかっ

一巻

などのあったごとが﹃東域伝燈目録﹄ ﹃本朝高僧伝﹄聡等

通破四教章

に見えるが︑これまたいずれ竜現存していない︒以下最澄

う︒

﹃戸惑﹄が先行したと考えるのが妥当であろ

﹃守護章﹄には弘仁九年︵八一八︶の年記を有するが

られるので︑

﹃守護章﹄の方には章題や章序を附して整備したあとが見

た︒本書は﹃守護国界章﹄の中巻︵上・中・下︶とほとんど
⑥
一致するため︑守護章の別行本と考えられないでもないが︑

の撰述を通じて︑論争の経過を復原しなくてはならない理
由である︒

まず弘仁八年二月に執筆された﹃照権実鏡﹄一巻は︑法
華去惑︵画趣︶・守護国界章︵國．ω8︶・決権実論︵目．鳶︒︶・

（170）
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︵肖・ω鵡︶︑それはこうした章段の中の一つに見えるもので

ある︒以上によって﹃去惑﹄の執筆・されたのは﹃照権実鏡﹄

の執筆された弘仁八年二月以後︑そして弘仁九年十二月以
前となる︒恐らく東国から帰京した最澄がまず筆を執って

キシガゴトシ﹂

︵同．︒︒倉おO︶をはじめ︑四通りの和語駅を

試み・ているのは興味ぶかいが︑この考察は他日にゆずりた
い︒

次に﹃守護国界章﹄は論争書中︑最も大部をほこり︑最

ならびに﹃法華文句﹄を逐文的にとり上げ︑論難を加えて

の解釈をめぐる問題である︒徳一は天台智者の﹃法華玄義﹄

﹃法華去惑﹄四巻の内容は︑法華経の経題ならびに経文

徳一の本書撰述の際の資料拾遺集だつたのであろう︒なお

あったことが想像される︒ ﹃中辺義鏡箋︵残︶﹄二十回忌︑

しからば﹃義鏡﹄も徳一の論争書中︑最も体系的な竜ので

義鏡﹄三巻の対破書であったことは序によって知られるが︑

澄の主著とも掻せられるものである︒本書が徳一の﹃中辺

きたことが知られる︒本書に︑﹁畷⁝食者︵徳一のこ乏︶曰く︑

本書の書名は︑決権実働︵目．§O︶・法華秀句︵麟●δ︶に引

書上げたのが本書だつたのであろう︒

彼云く﹂として引用された文は︑玄義もしくは文句の文で

さて守護章は上・中・下がそれぞれ王学より成り︑上巻

用されるから︑これらに先行することが知られる︒

したが︑最澄はこれまた逐文的に天台の立場に立って会釈

に十三︑中巻に二十六︑下巻に十二の章を設けるから都合

ある︒徳一の論難には主として慈恩の﹃法華玄賛﹄を依麗

を試みた︒巻一では耳糞の﹁妙法﹂の二字について論戦し︑

九巻五十一章の大著をなしている︒うち中巻の二十六章

﹃法華去惑﹄を組入れた竜

ついで﹁蓮華﹂の二字︑﹁経﹂の体︑転義を論じ︵以上巻二︶︑

︵国●ω㎝︒︒1㎝O︒︒︶は上述のように

のであるから︑この部分を除いて以下内容の考察を試みよ

﹁八句示現﹂の文︑

﹁初中後善﹂の交について解釈を戦わせ︵以上巻三︶︑最後

うρ本書は﹃去惑﹄と同じく︑徳一の論難を対破する体裁

﹁如是 ﹂ の 二 字 ︑

﹁無二無三﹂の文︑軍

次に文句に入って︑

に方便品に入ってコ大事﹂の文︑

をとっているから︑徳一を主語とする交章で紹介すること
が便利である︒

職品の﹁三年﹂の体について論じ合った︵以上巻数︶︒文中︑

﹁如是﹂の工字を解釈するに際して︑徳一は﹁コレワガキ

（171）

7

上巻十三章のうち︑前九章は︑いわゆる教判論に属する︒

疏を利用し︑ さらには智周の﹃法華摂釈﹄ ︵図b§高S︶・

慧沼の﹃慧臼論﹄ ︵国﹄§餐Φ︶︑ないしは慈恩の﹃玄能﹄

︵目b霜︶まで引用して論破するなど︑敵劔を奪って敵塁を

衝くといった釈風は︑最澄の最竜得意とするところであっ

論を述べた︒とりあげられた問題の性質上︑ここでは最澄

⑤当今人機皆転変︑都濃昌小乗機司正像稗過已︑末法太有レ近︒法

（172＞
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徳一はまず﹃黒瀬密経﹄によって︑法相宗の三時教判の論
拠を明かにし︵第一章︶︑自己の立脚地を示した上で︑天台

の四教教判の攻撃に移っている︒まず慧苑の﹃続華厳刊国

上巻第十章以下の四章は︑止観をめぐる対論である︒徳

た︒

﹃四教義﹄・章安の﹃天台八教大意﹄の要文を逐次とり上

一は同じように智者の﹃摩詞止観﹄の交を順次別志し︑最

記﹄によって天台四教判を破斥し︵第二章︶︑ 以下智者の

げ︑別破していった︒第三章以下に︑﹁麓食者解く︑彼凹

﹃三教大意﹄の文である︒批判に当って徳一は︑前記﹃想

は︑天台独自の立場から論難を払うよりはかなかった︒そ

後の章では﹁二十薫紙を捨てて﹂ ︵騨ωδ︶︑自家の止観概

定記﹄のほか︑新羅元旦の﹃勝聖経疏﹄や豊年の﹃法華玄

の会通の態度は﹃法華逆子﹄と共通している︒最後に徳一

これら﹃四教義﹄もしくは

養﹄を援用したが︑とりわけ慈恩の﹃大乗法門晩発章﹄に

の示した止観論に対しては﹁大小紛絞し︑次第雑乱す﹂と

く﹂として引用されたのは︑

よるところが大きかった︒最澄が序に︑ ﹁自ら中主と称す

断じ︑末法の時機には﹁下血するに堪えず﹂と結んだ︵国・

ﾂ︶︒そしてここに記された

るは︑法苑の文に似たり﹂︵國●観ω︶と評した理由である︒

これに対する最澄の応戦は︑必ずしも天台の注疏にのみ
は頼らなかった︒野営の﹃刊掌記﹄には同じく華厳澄観の

という有名な文章は︑最澄の末法観を示すものとして古来

華一乗機︑今正是其賭︒︵国●ωお︶

をとって対破し︵嗣b認︶︑そして﹃義懸章﹄については徳

があろう︒

人口に謄炎するが︑これについては︑のちに一言すること

命的な欠陥を衝いた︒このように自宗のみならず他家の章

一依用の﹁大唐国七巻の本は謬乱多し﹂︵同一︒︒ω︶という致

﹃華厳経疏﹄を︵国レ㊤ω︶︑元暁の疏には法宝の﹃浬葉叢疏﹄

。。

最澄の論謹を逓じて見＃南都教学の傾向（蕾田）

しめることができる︒三雲・徳一論争を古来︑三一権実論

﹃守護章﹄の下巻十工章を︑要約すれば︑仏性論に属せ

権となす七教二理及び四証二理にわたる論証を最澄がいち

︵六・七︶という教比論に戻り︑最後に徳一の示した法華を

﹃成唯識論述記﹄︵属・鰹︒︒︶﹃同掌中枢要﹄︵国・①O蒔︶︑それに

いち撃破する第十二章をもつて結びとしている︒徳一は

釈の上でも展開されるが︑むしろ仏性論を本来的な論題だ

﹃玄賛﹄など慈恩の章疏を中心に議論を進め︑最澄は︑霊潤

争とよびならわしてきた︒それは法華・経の判教論や本文解

といわねばならない︒この意味で下巻の撰述は︑論争が漸

︵国・①決︶︑総勢釈︑義一

︵国．綬ρ㎝謡︶・定言︵轡匁︒︒漏鵯︶・円測︵目﹄薩逼銀︶などの

諸家をはじめ︑神里の﹃種雲集﹄

く核心に接近してきたことを物語るであろう︒さて徳一は︑

ここで直接の対破を唐の月下著わすところのコ乗仏性究

撰︑の﹃法華論述記﹄

︵膨霧ρ①霧︶ないしは﹃義林章﹄︵目●

寛論﹄に向けた︒ ﹁麓食者曰く︑有るが執す﹂として引用

﹁離れ法宝の章の詞に

かし︑その反面︑法宝の立場を﹁未だ正義に至らず﹂︵国・

風は︑上巻の判教論の場合に共通した竜のといえよう︒し

①①㎝︶まで竜援用して︑法宝の論を救釈しているが︑その釈

宝公の詞に似たり﹂︵騨㎝HO︶とか︑

﹃浬盤疏﹄ではなく︑

される文は︑法宝の論の文であろう︒最澄はこれに﹁已上
も

似たり﹂︵国●①ω一︶と注しているから︑

㎝︒︒︒︒︶と評して自家の立脚地となお一線を劃した態度は注意

されねばならない︒この態度は﹁華厳家の一乗義を救う﹂

﹃究覧論﹄でなくてはならない︒本論は全六巻中︑第三巻

を現存するにすぎないから︑論旨を復原するために︑守護

た第十二早にも見られるものである︒

旬経過と内容︵その5
︵

章の下巻は重要な資料となろう︒
一切夙成の問題︵第一章︶から︑定姓

・

さて下巻の論点は︑

二乗の将来翌夕の有無の問題に及び︵第二章︶︑以下﹁報無

潮に達したかの観があり︑ここでしばらく両者の間に問題

﹃守護章﹄下巻の仏性論に至って︑論争はいちおう最高

智常﹂︵三︶︑ ﹁真如所縁種子﹂ ︵四︶︑ ﹁有漏生無漏﹂︵五︶︑

の整理期間がおかれたように思われる︒もっともそれまで
﹁無性衆生﹂

は全く見かけなかった徳一の﹃慧日羽足﹄蹉巻・﹃遮異見

︵九．一〇︶など唯識教学の

﹁五種姓﹂︵八︶︑

領域に論争を展開させたのち︑再び﹁教前後﹂ ﹁教権実﹂
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章﹄三巻の両書名が︑

職．決権実論﹄︵層㍉一ρ＄ゆ︶や㎝︐法華

由豪問難・北猿会釈・山家救難︵摂O︒︒朝︶

の構成と一致することも判明する︒すなわち︑本書の文中

︵麟﹄O︶では︑常に﹃中辺義鏡﹄と並んで引用され︑

秀句﹄
には︑

︵国㍉δ︶

︵拷．鵡O︶

⇔門二十会釈﹂は最澄の﹁二十間難扁に答えたものであったこと︒

であったこと︒

e﹃決権三論﹄は︑北猿︵徳一︶の﹁二十会駅﹂を弁証したもの

を説明したものであることが知られる︒これによって︑

とあり︑⑥は第一の﹁山家問難﹂︑⑦は第二の﹁北猿会釈﹂

義如二守護圏界章・照権四鏡・一乗義集等依説4

⑦今北藤港二十会釈︑亦不レ過昌一執刃謂︑四三真実一乗方便︒此

二三三章↓当レ除昌邪執一也︒

大乗権一乗実司此如一巾辺義鏡・慧日羽足及遮異見章広述鴻善昌

．㈲北猿柳通闘︑︵中略︶彼難レ発三一十問難↓瀟一通一戸︒謂︑執昌

時には﹁彼の一二部章﹂︵目鳥一り︶とよばれているから︑これ

ら三書は相ついで執筆されたようであるが︑これはあくま
でも推定の域をでない︒われわれが確かにいえることは最
澄の論著についてだけである︒そこで︑ ﹃守護章﹄とそれ

につぐ﹃決権三論﹄との間に︑問題の整理期間があったと
考えられるのは︑次のような理由である︒

﹃決権三論﹄の成立は他のどれよりも︑いささか複雑で
ある︒本書三章の叙述形式を分析するといずれの章も︑㈱
﹁聞日﹂︑⑧﹁答日﹂︑◎﹁難日﹂︑嗣⑪﹁北猿者通日﹂︑㈲

﹁今慈教授云﹂︑⑯﹁山家救田﹂というふうに組織されて

⇔そしてこの間難と会釈の往復は︑徳一の﹁三部章﹂ならびに最

澄の三部の書の撰述ののちになされたこと︒

おり︑一見論旨を汲取るのにとまどう︒ところが︑しさい
に検討すると︑この重層的な問答の中には︑自問自答も含

右の三点が明かにされる︒すなわち︑

︵男︶

ら発せられていることである︒すでに見たとおり︑これま

ここで注意されるのは︑この﹁問難﹂が︑まず最澄側か

のやりとりのあったことを認めなければならない︒

権実論﹄との間には︑二十項自にわたる﹁問難しと﹁会釈﹂

﹃守護章﹄と﹃決

まれており︑問と答とが必ずしも論答の往復を意味しない

︵O・腕︶

ことが明かとなる︒これを整頓すれば︑
︵﹀・ごd・○︶

という三部分に分つことができ︑それが本書の冒頭にしる
された

の
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澱澄の論証を通じて見た南都教学の傾向（繭賑）

乗の経論に帰し﹂︑

﹁法華の旨により権実の理を定め︑三乗の経論を会して一

態度に終始していた︒ところが︑この﹁二十問難﹂をきっ

の比量を論破した︒今本書は︑湛然の発破を要録したもの

での最澄はまったく受動的な立場で徳一の論難を消釈する

かけとして︑多角的に派生した問題を二十項臼に整理し︑

だというのである︵ド鳶ω︶︒湛然は︑最澄が入唐して受即

﹃通六九証﹄にお

て積極化した︒こうしてわれわれは︑論争の最後のピーク

ける新理論の導入とに裏附けられて︑野薄の態度はきわめ

﹃決権実論﹄に見られる問題整理と︑

先師から︑三一権実に関する新理論を導入したわけである︒

慈恩の五姓各別に関する六九の証・一

はじめて攻撃的な姿勢に転じたのである︒論争の経過をこ

した道蓬・行満二師の先師である︒最澄は自己の直系する

﹃決権実論﹄そのものは︑問題整頓に二心味はあ

こで両分し︑問題整理の期間を想定した理由である︒
しかし︑

ったけれども︑論理としてはさほど重視するに及ばないも
のである︒積極的・建設的な態度の発揮されるのは︑次の
﹃法華秀句﹄三巻をまたねばならなかった︒その前に見逃

﹃法華秀句﹄一二巻は︑全十章より戒るが︑この・うち︑第

をなす﹃法華秀旬﹄について述べるべき段階に達した︒

である︒︑本書もまた﹃決権画論﹄とともに︑

一章に上巻と中巻の全体を宛て︑第二章以下の九章が下巻

すことのできないのは︑ ﹃通六九証破比悔文﹄一巻の存在

の文中に︵群δ︶︑その書名が引用されているからである︒

に収められるから︑第一章は第二章以下にくらべてかけは

﹃法華秀句﹄

﹃通六九証﹄は︑その序文によれば︑唐の顕慶年中︵六

天盤十論師の論を雑糠し︑ ﹃成唯識論﹄十巻を編訳した︒

ことができる︒第一は︑︐十教総理にわたる徳一の﹁誘扁法

まずその上巻︵第一章前半︶は︑さらに三つの部分に分つ

なれて大きい章となった︒

慈恩はさらに﹃成唯識⁝論掌中枢要﹄二⁝巻を作ったが︑その

華齢文﹂を対即した部分︵麟﹄1竃︶︑第二は︑四教二理を

五六一六一︶玄装三蔵は大乗基︵慈恩︶とともに︑いわゆる

上巻の初に︑二乗定姓を裏附ける﹁六証一比量﹂と︑また

立てる同じく徳一の﹁五二法華心脇一文﹂を撃破した部分

︵国●黛一睡︶︑そして第三は︑徳一の﹁死畝法華聖業証一文﹂

無姓決定を証明する﹁九逃隠比量﹂を立てた︒ところがそ
の後︑唐の天職年中︵七四﹇二ーー五点ハ︶天台六祖眺壇の湛然は︑
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を遭地心た都分︵麟．謡1日8︶であるαこのうち第一と第二

ことが知られる︒まことに間髪をいれざる反撃であるが︑

導入したのに対して︑徳一はただちに筆を執って応酬した

ばならなかった︒

の部分は﹃守護国界章﹄下巻第十二章と大同少異し︑第三

﹃中辺心癖﹄に

しかし︑それでも徳一は防戦一方の苦しい立場に概かれね

﹃守護章﹄下巻第十二章は︑

の部分は︑ 右に述べた﹃通六九証﹄の内容と大差ないこと
が知られる︒

かくて﹃秀句﹄の中巻では︑論争を自己のペースに引入

れることに成功した最澄が︑余裕ある態度で︑天竺・大唐・

おいて徳一が︑七教二理・四証二理を立て︑法華を権と判
じたことを一々論破したものであったが︑今︑ ﹃秀句﹄上

日本の三国における﹁仏性論隷﹂を回顧することになる︒

も

巻では︑徳二の論難が十教二二・四教二塁に増血されてい

も

題して﹁十七仏性護咽喉﹂という︒すなわち仏性の問題は
も

るから︑その後に徳一は筆を改めて論難を強化したことが

三一権実論争ののどぶえ︑つまり急所に当ることを意味し

と評して結んだ︒

⑥

﹃毒血論﹄第六十七菊瓦重々・声聞地の

意・天親雪コ順仏説↓立田悉有仏性↓舎レ生＝五功徳⑩︵霞．瞬O︶

㈲当事︒天竺曲論師両為菩薩︑立昌悉有仏性↓令レ離繍五過失刈堅

は悉有仏性にあったことを明かし︑

五番問答をあげた︒そして﹃仏性論﹄・﹃宝輪論﹄のこころ

した︒次に大乗における仏性論争として﹃仏性論﹄第一の

一をめぐる論争を道石︵遁倫か︶の﹃鍮伽論記﹄によって示

の論争としては︑

第一の天竺仏性論争には︑小乗と大乗の二がある︒小乗

も

推定されるのである︒しかして︑ ﹃秀句﹄によれば︑徳一

た題名であった︒

﹁法蕪・是権︑非レ為轟実教帰﹂ ︵陶．①︶というふうに︑

の論難文は︑各項とも﹁明知︑是権︑非晶実教摂一﹂︵轡膳︶
とか︑

法華を判じて権となすという言葉で結ばれているから︑徳
一の改めて論難した著書を﹃法華権文︵問︶﹄一巻に比定す
ることができるのではなかろうか︒
次に上巻の第三部分は︑それまで徳一を指して﹁鹿食者﹂

と呼んでいたのに対し︑以下では﹁短資者﹂と呼んでいる
⑦
ことからも明かに識別される︒そして︑そこに論破された
のは︑すでに述べたように︑﹃通六九証﹄に対する徳一の

論難であった︒すなわち最澄が湛然の新理論をこの論争に
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を﹁十四門﹂にわたって示し︑新訳義を破斥したことは︑
⑨
はやく宇井無毒氏らによって紹介されて有名であるが︑そ

が新訳︵玄鍵訳︶と旧訳︵玄婆以煎︑特に真諦︶の学説の相違

て︑霊潤・神宮の討論︑及び義栄の無性説を示した︒霊潤

性論争をあげ︑これを古説とする︒次に︑新義の論争とし

献誠の﹃浬梨玄談﹄第一によって︑有名な道生・智勝の仏

第二に大唐仏性論争にも︑古説と新義の二を分つ︒まず

用意されていながら﹁日本仏性諄﹂はついに執筆されなか

で︑看過しえない竜のであろう︒なお︑本書中巻の野次に

巻︵国﹄︒︒︒︒︶において︑法宝を批判した態度と共通するもの

という批判を加えねばならなかった︒これは﹃守護章﹄下

場からすれば﹁禅師︵霊潤︶も亦た偏解を作す﹂ ︵轡おH︶

全面的に彼の学説を正義としたのではなかった︒天台の立

霊潤を立てたことは右にのべたとおりであるが︑必ずしも

さて最澄は︑神泰・義栄を温し︑一乗義・書成説をとる

った模様である︒

れは本書を唯一の資料とするものである︒

霊潤によれば新旧両訳の相違には﹁十四門義﹂が数えら

無性衆生義﹂についてしか引用されていない︒而して神隠

就いて︑天台独途の義を述べたのである︒こうしたことの

経の最勝を示す九章より成る︒主として法華経需品の文に

﹁仏説経名示義勝﹂以下︑法華

の反対学説も︑これに関するもののみ引用される︒次に神

結果として︑法相学説はもとより︑一乗義に立脚し︑もし

最後に﹃秀句﹄下巻は︑

泰の説をうけて﹁無性義﹂を強調した新羅義栄の学説も当

くはそれに近い輩厳や三論の立場に対しても自宗の最勝を

れるが︵灘・一緯︶︑くわしい所説はその第一の問題︑コ分

然この部分に関してのみとり上げられる︒恐らくこの三人

示さねばならなかった︵肖・鱒島る臨・卜⊃認b認・卜⊃¶︒︒︶︒

⑩夫玄賛之家︑会昌法華旨叫帰臥唯識之義輔是刷弘一⁝唯識宗↓不レ弘晶

の論争を一つにまとめて紹介した一書があったのであろう︒

最澄はこの義栄の論に即して反論を展開させ︑神泰・義栄

法華而無相之家︑会昌法華旨輔帰昌無根愛器刈是則弘昌無糊宗匠

とは︑法網・三論を隔てたものであり︑また湛然の文を引

不レ弘昌法華4︵画b刈︒︒︶

を破濡し︑豊潤の説を救うた︒
紛自二三奨西遊納変風始扇︑有レ心二護法納誰不紅白慨一︒︵自﹄りO︶

という彼の感想については後述するであろう︒

ユ3（177）

い看

であって︑徳一の側から考えてのことでなかった︒徳一は

草深い辺隅にひそんだ稀代の猛将である︒ただ一方的に敗

退の途を遡ったとは考えられない︒ことに彼には︑なお相

﹇華厳五教義㊨引コ証法華四

三文︸助コ成華厳四宗義謁白牛両分︑購別異レ説︒即三玉偏︑耶一

当の撰述のあったことが伝えられており︵上述︶︑このうち

㈹華厳之家︑影コ響天台四教義↓即立

之三︑抄一一天台義甲分梱之門︑勢和之門︑破開異名︒亦向目其文↓

のいくつかは︑

執筆されたものかもしれなかった︒伝最澄撰と誤伝される

﹃法華秀句﹄ののち︑さらに反撃のために

誰可ド致γ疑哉︒ ︵績る謬︶

とは華厳を隔翻したもの︒論争の後半期に至って︑漸く著

﹃慈諭弁強弱﹄なる一書があるが︑実は叡山四代座主安々

右一箇比量︑下野州薬師寺別当僧︑法相宗智公︑承和十四年四

の撰なるごとく︑左の註記を存する︒

しくされる最澄の積極的∵建設的態度は︑徳一との対決を
止揚し畢つた﹃秀句﹄結巻における︑
︵矯．鍾①︶

月十三日︑於昌国分塔会一所レ立也︒会庭卒爾不レ能レ尋レ失︒今追

於請 宗 ⑩ 寧 読 唱 所 伝 一 哉 ︒

という所信の堂々たる披灘に極まったといわねばならない︒

尋一旗駈立三支嚇多有扁所虚日傍以為二似比量一也︒天台宗沙門伝

天台所員法華経宗︑勝

かくて︑ ﹁法華判権﹂にはじまった徳一の挑戦は︑最澄の

燈大法師位安慧︑於昌下野大慈専菩提院遊行之次⑩聯以鋤記畢︒

⑫

五年にわたる対決を通じ︑ ﹁法華最勝﹂を結論とすること

伏庶幾︑同レ我後哲︑幸新鮮畷咲︸夷︒承和十四年四月十五B︒

はいちおう幕を閉じた︒そして︑論争の主題の展開から考

︵
弘仁十二年の﹃法華秀句﹄の撰述によって︑この大論争

慈寺に巡錫を試みた安慧が︑同国国分塔会で行われた法相

あり︑当時なお東国天台宗の拠点であった下野国都賀郡大

これによれば︑承和十四年︵八四七︶四月︑幽幽の遺蹟で

︵麟●ぬ蒔︶

によって一おうの終幕を迎えたのである︒

えても︑一つの円環のごとく論理的な完結をもつたことは

宗の﹁智公﹂なる僧の所説を反駁したのが本書の成立であ

結

右にくわしく考察したとおりである︒しかし︑忘れてなら

った︒われわれはここに︑弘仁十二年︵八二一︶を距たる二

鋤終

ないことは︑以上はあくまでも最澄の立場に立っての観察
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を請うた︵叡郎大鷺伝︑く6琴QoQQ︶︒いわゆる﹁四条式﹂とよ

ばれるものこれであるが︑さらに同年五月には﹁六条式﹂︑

十余年ののちに︑再び同じような三一論争が現出されてい
ることを知るであろう︒

八月には﹁八条式﹂を撰上し︑回小向大の円頓戒壇を叡山

﹁東隅有二一誘導

潴ハ邪執積ヒ年︑学者成レ市﹂︵霞◎Q︒①刈︶とあり︑徳一の感化

に独立させる運動を展開したのである︒当然これに反対す

本書の序には︑

が︑この地に強く植えつけられていたことを知ることがで

る爾都僧綱の意見は︑翌弘仁十年五月十九日に上表され︑

が凄烈にくりひろげられる︒

最澄また﹃顕回覧﹄を撰述し︑いわゆる﹁大乗戒壇論争﹂

きる︒

してみると︑以上をもつて論争が終結したといヶような
ことは︑軽々しく断言すべきことでない︒そしてまた︑か

れ︑その紅鱒澄はいちじるしく積極的∵建設的な意慾を見

右に一一二論争の経過を考察したわれわれは︑弘仁十一十

事実この後も︑三一導流の問題は︑事あるごとに繰返され︑

せ︑攻撃態勢に転じたことを指摘したが︑それは大岸論争

ように深い背景と伝統をもつ論争は︑その本来の性質とし

軒に応和宗論︵九六三︶と称せられる宮中講会では︑天台の

の展開と決して無関係なものではなかったろう︒そして︑

一年︵八一九一二〇︶の頃に︑しばらくの問題整理期が見ら

良源と法相の法蔵をはじめ︑両拳の学匠たちが︑天皇の面

﹃三寸単一秀句﹄を撰述した翌弘仁十∴二年︵八二二︶六月四日︑

て︑正邪を一拠に決すべきものでもなかったようである︒

前を犯して︑口角泡を飛ばす大論戦を演じたことは︑あま

しかし︑現実に．最澄・徳二論争は︑弘仁十工年をもつて

関する一沫の気懸りをも残しつつ世を去ったに違いないの

叡山中道院に幽した︒恐らくその時の最澄は︑一二一論争に

最澄は大戒問題のなりゆきを憂えつつ︑五十六歳をもつて

終幕した︒その理由をわれわれはむしろ最澄の側の事情に

である︒たとえば﹃法華秀句﹄三巻は序結をそなえ︑いち

りにも有名である︒

見出すことができるのである︒これよ9先︑帰京した最澄

おう完成したかのように見えながら︑中巻の﹁鼠本仏性諄﹂

は執筆されぬままに終ったことからも︑この想像は決して

は弘仁九年三月︑南都の小乗戒を棄離することを宣書し︑
﹃天台法華宗年分度者回小向大式﹄を表わし︑天皇の允許
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○慧目羽足

／○守護國界章（弘仁9）

・〔計姻《：繍難〕

＼
○蓬異見章

じ ヘ

ヘ

ヤ

﹃能筆中辺

七を参照されたい︒

本論争の先駆をなす唐の慧沼の対法宝論争書に︑

ついて﹂﹃仏教史学﹄三ノニ︑昭和︸

②

一兀轟攣翻駅省四︑ ︷昭都宵阿川僧⁝伝︑

東魍一回僧⁝伝山ハ︑

経︑法根象章疏一所収︶が現存す︸49︒徳一の薯述で現存する唯

か噛お徳一の伝は︑

一のものである︒

本朝高僧伝五︑尊卑分脈武智麿当流︑丁零百鐵縁集七等に出づ︒

⑤謎①拙稿参照︒

﹁月頭城及び城山

⑥﹃守護国界章﹄と﹃法華表惑﹄を対照すると︑主たる鐵没は︑

表惑に﹁菩薩歎徳﹂の章欠け︑守護章には︑

なお守護章中巻と虫笛の先後関係を考える上で︑虫慈第一︑

の釈扁を欠いたということになり︑殆んど問題とするに足らぬ︒

QQ一︶これが守護章上巻第二

﹁迩の十妙﹂を釈する段に︑門彼所立閥教前已破詑﹂といい

﹁四教之城前已築詑﹂とあり︑︵目

﹁義鏡﹂の筆勢につられて﹁前已築詑扁と書いた

章を指すものとせば︑守護章が先に成ったとしなければならな
い︒しかし︑

のであると︑いちおう理解しておく︒

という意味︑

﹁短㎜剛者﹂とは﹁羽の短いもの﹂

﹁飛べない鳥﹂

⑦﹁麓食者扁とは︑﹁この食いはぐれ！﹂門この漸化不良め！﹂

乃至﹁低能児！﹂といった程の意味︒いずれもはげしい鷹倒の
言葉である︒

⑧﹃東城伝燈露録﹄をはじめ︑すべて遁倫となる︒その﹃喩伽

論外記﹄二十四巻︵卍続蔵一ノ七五︶は喩伽硝究春の指針とし

慧日論﹄ ︵大正蔵四五︶がある︒

③文中の﹁比蘇﹂が神懸であることは︑拙稿﹁薬代仏教におけ

なお︑遁倫は新羅人

てひとしく尊ぶところ︒しかるになぜか最澄はすべて﹁道韓国

﹃臼本唯識思想史﹄一五五頁︶︒

⑨宇井伯寿﹁薬圃行派における二系統﹂︵同氏︑﹃印度哲学研

である︵冨貴原章信︑

として引用している︵目・朝ωど演﹂OO︶︒

﹃南都仏教﹄四︑昭和三二を参考にさ

る出林修行とその意義﹂
れたい︒

一頁︶及び徳一が甕海に答えた﹃真醤心門未決﹄︷巻︵日☆竿大蔵

④ 徳︸宛隻海書簡︵高野藁筆槍踊適弘法大師全集第十︑百八十
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不愚ではない︒

・法轍（・）く：認轍幽

最後に︑以上の考察によって︑最澄・徳一肉畜の応酬を

○中辺義鏡

め灘去盛藻

図示して︑本章の結びにかえたい︒
〉・照繊鏡（弘仁8A）
○仏性抄

① 最澄の東囲伝道の時期については︑拙稿﹁最澄の東国伝道に

稔．一撰述． 恣c．論議蓬…

澄の諭認を溢じて見た南都教学の嬢向（繭照）

究﹄第六︑ 網引脚和五︑ 五二山ハ︸畏︶︒

⑩﹃法華秀句﹄が弘仁十二年に撰述されたことは︑周書︵曝﹄μ
ミ︶等によって明かである︒

三最澄の弁証
前章に一一二華実論争の経過と内容を概観したわれわれは︑

進んで第二段階の手続として︑最澄の弁証の態度を窺わね

主題の展開

ばならないであろう︒

一

︵
論争はすでに見たとおり︑きわめて多面的に発展拡大さ
れたが︑それはコ一＝権実﹂という論題自体が︑本来そう
した可能性を内包していたからにほかならない︒それゆえ

こうした観点から︑前章の考察を要約すると︑まず論争

は㈱法華経解釈の領域ではじめられたが︑まもなく⑧書院

論に移り︑さらに◎仏性論へと発展した︒そしてそれは︑

きわめて必然的な理由をもつて展開したが︑最澄は後半期

に入ると︑積極的な攻撃態勢をととのえ︑はじめの受動酌

な立場から︑逆に唯識教学の本拠をついて︑ ﹁悉有仏性﹂︑

﹁唯有一乗﹂の仏性論を論難した︒そしてさらに法華経解

釈の問題に立還ったが︑それは最初の頃の屯のとは全く攻

守ところを代えたものとなっていた︵よって︑これをκと符

号する︶︒こうして論争は︑円環論的︑いな螺旋状的に﹁一

通二執﹂していたと見ることができるわけである︒

さて︑論争書の各部分を右に従って分類すれば次のよう

両者が︑いみ・じくも意見の一致を認め合ったように︑論点

な統一が保たれていた︒この点については︑三厩・徳二の

κ

C

B

A

仏性論⁝⁝⁝⁝﹃守護国界章﹄下巻・﹃法華秀句﹄中巻

判教論・⁝一：：⁝﹃守護国界章﹄上巻・﹃法華秀句﹄上巻

法華経解釈⁝⁝﹃法華去惑﹄

になろう︒

は限りなく拡大されるが︑主題は﹁しか竜一通一執﹂ ︵引

論争はいかに多方禰に波及拡大されようと︑つねに内面的

硝㈲⑦︶していたのである︒ したがって︑主題の展開とい

これを前章に考察した結果にあてはめてみると︑論争に

おける主題の展開︑すなわち山霧の移動は︑

法華経解釈⁝⁝﹃法華秀句﹄下巻

︵守護章中巻︶

うことがいわれるとすれば︑それは厳密には論戦のフィー
ルドの移動といわねばならない︒

（181）

17

艶←切←・O←切←O←艶︑

守護国界輩の引用書

︵法宝︶

○︸乗仏性究党論

O法華文句︵智顎︶

○法華玄義︵智顎︶

○摩詞止観︵智顎︶

︵灌頂︶

○天台八教大意

〇四教義︵智顎︶

＼

○華厳経疏︵澄観︶

○渥繋経疏︵法宝︶

○梁訳摂論︵真諦︶

︵瀧然︶

○法華文句記

○法華摂釈︵智周︶

○種性集︵神罰︶

○唯識論疏︵円測︶

○︵灘南︶

○︵霊潤︶

︵Q同試醐蝦写中枢要

○華厳経疏︵澄観︶

上述︵談延︶

〇七喩三平等十餓酬

最澄の主として引
用した書物

︵義寂・義こ

○法華論述詑

︵蓋︶

︵基︶

○成唯菰醐瓢繭述︸記

︵基︶

○大乗法苑義心章

○法華玄賛︵基︶

○勝璽経疏︵元暁︶

記︵慧苑︶

○続華厳経疏刊定

︵基︶

○大乗法苑義八章

論誰伽鍍︒用︒擁⑯領して引書誘縦して引

性

○法華玄聲︵蓋︶

法薬秀句︵上巻︶の引用轡

N︑

物が磯し慈扁栃輸して引
．＼

○通六九証破比量
文︵最澄︶

︵義寂・義一︶

○種性集︵神肪︶
○法華論述記
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という経過を辿ったことが知られる︒そして︑すでに指摘

教

巻

上

した最澄の態度の変化ということも︑右の主題の展開と密

引用の態度

接な関連をもつていたことを結論することができるであろ
う︒

二

く
すでに屡々論及したように︑論争において︑最澄・徳一
の両者は自己の所説を裏附けるため︑相当多数の経・釈・
論を引用した︒しかし︑一種目テキ邑ストとして用いたもの

と︑直接自分の論説の根拠とする参考書に分けて考えるこ

とができよう︒この場合︑経典は屯つばらテキストとして
用いられたし︑論のなかでも︑たとえば世親の﹃法華論﹄

や﹃鍮伽論﹄のようにインド撰述のものはテキスト的に引
用された︒したがって︑両者の所論に直接援用されたもの
は中国撰述の論疏が多く︑いまわれわれの考察に必要なも
のも︑そうした直接的な参考書である︒こうしたものにつ
いて︑左に一覧表を作成してみた︒

法華経の解釈

止観翻緻論
論
仏

中巻（去惑）
巻

下

諭胸紐

判

法華秀句︵中・下巻︶の引用書
最澄が醸成に引用した書物

A︑智額・湛然等︵天台系︶

B︑真諦・法宝・霊潤・定賓︒澄観等︵摂論・．華厳系︶

C︑円測・神防・智周・義寂・義一等︵法相系︶

ところで右の類別を論争の主題と照し合せてみると︑㈲

天台系の学者の著述は︑法華経解釈論の上に活用され︑⑧

浬桑・華厳・摂一系のそれは︑仏性論にも引かれるが主と

のがあろう︒しかし︑いちおうの傾向を汲みとりうるもの

の比重を知るに至つでは︑この表でははなはだ不充分なも

利用されたものがあったかもしれない︒そしてまた︑引用

を選んだわけであるから︑文面に表われず︑ふかい垂心で

これらはあくまでも交の表面について引用の明かなもの

釈を用うる方法が㈲に厳達︑敵劔を奪って敵塁をつくと評

最澄の論成において︑特色ある釈義として示した︑他家の

おいても︑折にふれて指摘したところである︒すなわち︑

に導き出された結論にとどまるのではなく︑前章の考察に

ったといえるであろう︒これは︑図表的な操作から機械的

学者の論述は︑仏性論において援用されるところが大きか

中

○楡伽論記︵道警︶
○仏性論疏︵慧讃︶
○浬繋玄談︵献誠︶
〇十四門義︵霊潤︶
○︵神泰︶○︵義栄︶

とすれば︑次のようなことがいえると思う︒

した釈風が︑この◎にあたること︑すでに察せられるとお

して判教論の上で有効に駆使されており︑そして㈲法国系

まず徳一は立論に際して︑竜つばら慈恩大師・基の論署

りである︒そして︑こうした薫風は︑最澄みずからが︑か

○法華玄義︵甘薯︶
○法華文句記︵湛然︶

を依鳴したことである︒これは彼が法相宗に属したことか

なり自覚的に意識して用いたものであった︒すなわち︑彼

三 ﹁依愚天台﹂の論理

ロラ

のいわゆる門依愚天台﹂の論理がこれである︒

ら︑きわめて当然のこととはいえ︑再確認しておきたい︒

これに反して最澄の諸書の引用は︑相当広汎な分野にわ
たっている︒いまこれを︑著者の系統別に類別すれば︑次

︵
﹃守護国界章﹄中巻の法華経の経営を論じた部分に︑最
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内容

性論
仏

法蘇経
解 釈

巻
巻

下巻

・の三群に分つことができるであろう︒

最言登の論謙を逓じて見た幣螂教学の傾向（蘭田）

︑澄はコ乗の師を指さずんば証とするに足らず﹂と述べた
あと︑次のような言葉を続けている︒
⑯若指晶一乗宗碗天台有晶依葱刈貞観以後︑日照三蔵︒実叉難陀三

ようである︒ 太・書は論争のはじまる直前の弘仁七年︵八一

六︶に撰述されたことが知られるが︑内容は諸宗学匠の事

蹟を伝える単なる資料集にすぎないので︑敢えて論争書か

の撰述は決して論争と無関係ではなかったことを認めざる

ら除外したのである︒しかし︑論じてここに至れば︑本書

蔵等︑所レ俵一乗正義︑智符漏天台義4不レ同昌箪食義魂若欲レ知レ

をえない︒われわれは前節までの考察において︑最澄が早

蔵・流支三蔵・金剛智三蔵・無畏三蔵・乃至不空三蔵・般若三

義︑可レ覧晶智二三蔵華厳問答・翻経賢首探玄記・新羅元野師灘

成に当っては︑自己の所属する正統天台学説はいうまでも

榜した人たちであるが︑大切なことは︑天台宗に所属しな

右に列名された人たちは︑唐の貞観以後︑一乗主義を標

如＝依態集 説 の

にする態度といえるのではなかろうか︒事実右に﹃守護章﹄

たのであるが︑それは︑まさしく本書撰述の趣旨と揆を一

援用せざるはなかったという︑鴇色ある遅配を指摘してき

なく︑他宗学匠の学説でも︑およそ利用しうるものは悉く

へ

いで︑しかも天台の義に﹁依慧﹂した人たちだという点で

が本書を引用したことを述べたが︑これ以外にも︑同書下

ヘ

ある︒宗派的所属のあまりはっきPしない五三の天盤三蔵

巻︵目●朝鳶︶に﹁別章﹂といい︑また﹃決権勢論﹄︵引用ω︶

ヘ

を除いて︑﹁若欲知義﹂以下の入名についていうと︑会得・

にコ乗馬集﹂といったのは︑恐らくこの﹃依愚天台義集﹄

ヘ

繋宗要・大唐一行阿闇雪融那経管等岡如レ是等宗︑依コ葱天台刈

賢首・元勲は華厳宗︑そして一行は真言宗に属する︒にも

を指すもののようである︒してみると︑いわゆる﹁依愚天

︵同・命ω〜画︶

かかわらず︑かれらは天台の宗義に依愚し︑自家の一乗主

台﹂の論理は︑論争に直面した下汐が︑にわかに構想した

しい天台宗を伝教する過程で体得された本能的な権威利用

わなくてはならない︒さらに剋実していえば︑この麗に新

ところのものではなく︑早くから用意されていた腹案とい

義を発揮してきたのであると︒これがいわゆる﹁二極天台﹂
の意味するところにほかならない︒

とは︑最澄撰
一巻を音心映κする・ものの

ところで︑ ここに引用された﹁依葱集﹂
︑﹃大唐新㎜維認醐無識義μ龍駕鵬心天ムロ角皿硫木﹄
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最澄の論謙を通じて見た南都教学の傾向（繭灘）

主義︑ないしは宣伝主義であったといえるのではなかろう

台大師︵鯉者︶が天竺に法鼓を．震うたと見ゆることト この

一項を加えて十工項より成る︒こころみに︑最澄の論争書

に引用された交献の著者名と照合してみると︑このうちの

か︒かような開創者の苦しみを通じて体得された防禦ホ能
が︑徳一との論争に当っても早速発揮されたのが﹁依愚天

雑観・智周の名が見出されることは︑決して偶然ではない︒

元暁・慧苑・李通玄・澄観らが列挙され︵目・餌①︶︑また

者・杜頗・法宝・霊潤・灌頂・利渉・智威・旧記・法蔵・

不定姓皆悉成仏﹂を説いた人たちとして︑道生・慧思・智

ような人名を列挙した文に屡々遭遇する︒たとえば﹁定・

さらに﹃守護国界章﹄﹃決権謬論﹄を驚くと︑引用㈲と同じ

台﹂の論理であった︒

ところで︑ ﹃依愚天台義集﹄に編集された諸宗義匠とは︑
次の十一人である︒
道宣︵穣宗︶⁝⁝⁝智者・灌頂の伝を造った︒
吉蔵︵三論宗︶⁝⁝天台宗義により仁王経疏を造った︒
智周︵法相宗︶⁝⁝天台宗義により菩薩戒経回を造った︒

道生・吉蔵・霊潤・法宝・法蔵・慧苑・定賓・澄観︑法相

﹁悉有仏性を立て︑盛んに一乗教を伝えた﹂人たちとして︑

法蔵︵華厳宗︶⁝⁝天台宗義により華厳二等を造った︒

宗の義寂・義一・良責等︑ならびに新羅元暁・日本上宮聖

良貴︵新法相宗︶⁝天台宗義により仁王経を判じた︒

慧苑︵華厳宗︶⁝⁝法蔵の立てた華厳義が天台義によったもの

徳王︑あるいはまた曇無識・菩提流支・真諦・実叉難陀・

息観に同じた︒

証の態度がいかなるものであったか︑勢髭たらしめること

明かにした引用の諸家を対照することによって︑最澄の弁

された人名と﹃依懸天台義集﹄の諸学匠︑ならびに前節に

人たちの事蹟をいちいち検討する邊はないが︑ここに列挙

ぎにぎしく列挙されているのである︵図・ざO︶︒今これらの

観照・金剛智・善無畏・不空・般蓋等の天竺三蔵の名がに

であるこ と を 判 定 し た ︒
李通玄︵華厳宗︶⁝天台教判により華厳会釈を造った︒
澄観︵華厳宗︶⁝・−天台義を円満なりと判じた︒

口宗︶⁝⁝天台 の 数

元暁︵華厳宗︶⁝⁝天台教判を讃じた︒
一行︵真

惟鉱︵仏頂宗︶⁝⁝天台宗義を引いて三巴等を造った︒

このほか︑吉蔵︵三論宗︶の﹁講天台大師書﹂の中に︑天
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ができるであろう︒

戦線を統一し︑その右翼には︑法彬宗の異分子をも加えた

して︑最澄の徳一に対した論成の態度は︑広汎な一乗主義

変現自在の組織をもつて当るといったものであった︒そし

て︑その陣営の中にも︑おのずから三つに区別される組織

第二に︑前節の引用の類別の⑨に当る法相系学説の利用

薬師なく︑独り東隅に算す﹂︵目・ざO︶などといった例は枚

ものよばわりする︒このほかにもたとえば﹁北戯者学ぶに
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しかし︑だからといって︑最澄の弁証が権威のあるもの
は何でも無批判に利用した竜のであったというのではない︒
右に︑ ﹁利用しうる限りで﹂といったことは重要である︒

けるというものであった︒これは徳一の側が︑もつばら護

があり︑論争の主題の転換に応じて︑引用の種類を使い分

乗主義の陣営に属する学説であることを前提とするであろ

法正義・慈恩定定の正統法相学説を墨守したのに対し︑少

鼬?実論争に利用しうる限りということは︑少くと・も一

う︒これを換言すれば正当天台学説を最左翼として︑広汎

門円機純熟﹂の思想

くとも作戦的に有効な方法だつたといえよう︒
⑳

︵
右に見た最澄の論成の態度︑ないしは引用の態度を﹁依

愚天台﹂の論理という普口葉で代表させることにしたい︒と

見通しにもとつく一種の情況判断によって裏附けされてい

ころでこの論理は︑彼独自の日唐仏教界の動向の一般的な

指摘したとおりである︒そして︑論争の後半に入るに従つ

た︒

の際は︑必ず﹁法相宗﹂を冠したこと竜注意しなければな

挙にいとまない︒そしてその反面︑みずからの新知識を極

すでに引用②③に見たように︑彼はしばしば徳一を沼舎

らない︒これはいわば︑法相宗の中に廃立をもちこむこと︑

力誇示しようとしている︒すでに著作の署名が︑

﹃照権実

すなわち︑徳一を孤立化せしむる作戦だといえよう︒こう

戦線が不要になってゆく段階を示すものであろう︒

て︑こうした廃立の態度の著しくなることは︑もはや統一

用した︑中国における三一権実論争の先駆者︑全癒や法嗣
．に対しても︑なお自己との間に一線を劃したことは前章に

線の歴名だつたのである︒しかし︑たとえば最澄が最竜重

つたようである︒右に二三引用したのは︑そづした統一戦

な一乗主義の戦線を統一しようというのが藩邸の狙いであ

一二

最澄の論証を還じて見た南郷教学の傾向（繭田）

唐求法沙門釈働掛﹂であり︑こうした点に屯その片鱗が窺．

か︒こうした点を最もよく物語る材料は︑たくさんの年号

仏教界の動向に関する草筆判断とはいかなるものであった

さて︑しからば彼の緻密な年代観の上に把握された日唐

われる︒しかし︑ ﹁前入唐還学生﹂の肩書が充分発揮され

を羅列した﹃守護国界章﹄の次の文章であろう︒

鏡﹄では﹁前入唐還学沙門最澄﹂︑﹃決権実論﹄では﹁前入

るのは︑何といっても文献考証の分野においてであった︒

⑯明知︑貞観・顕慶・永徽・龍朔︑難レ敷昌薪経新論↓然当時法将︑

ら

へ

う

ヘ

ヘ

ヤ

麟徳・永続以下︑帰属開元・貞

う

明珠刈権歳襲撃備於西辰↓実費尚登漏

へ

申事∵法宝庫︑都不レ許昌新義殉

冗彼の文献引用の際の厳正な態度は︑おどろくべきものが

へ

あるが︑それは︸つには﹁田舎もの﹂徳一を圧伏する効果

ヘ

元司天竺三蔵・唐国明匠︑三帰二乗教︵為レ機伝を一思魂三乗
ヘ

本執↓一乗之七転

を狙ったとも児られる︒たとえば﹃摂大乗論﹄は︑後述す

へ

するところは︑彼にとってはなはだ深長重大であった︒わ

まず﹁頁観﹂の年号︵唐太宗治下︑六二七一六四九︶の意味

会津章④一乗法将︑幸照昌理智一二︒ ︵国﹄ω継︶

於東国⑩汝犀︻新羅釈叩海難︹天台嚇是故︑我振一一唐家劔↓擢昌破

ヘ

之客改

の一本に関する説

ヘ

るように︑彼の立論に重要な役割を果たすが︑本論には四

また﹃摩詞止観﹄三ノ下︵大正

訳を存する︒そこでこれを引用する場合︑彼はつねに四書
を対照した︵国・黛ρ閣・︒︒刈︶︒

﹃勝玉壷﹄正本の﹁近江伊香県﹂

蔵ま巻ωω︶の浬富士引用の巻数の誤りに関する議論︵國．
W︶︑

の一句の挿入されていたことを思い起す必要がある︒ある

れわれは前引⑬の一乗主義者を列引した本文に﹁頁観以後﹂

ど︑詳細をきわめ︑また今日では皇女に属する資料でもあ

いはまた﹃決権実直﹄に︑

︵国・酷︶︑ ﹃菩提資糧論﹄の引文についての考証︵繭・︒︒一︶濠

ろう︒徳一の引用する経文・論文の誤りを指摘する段に至

㈱窟昌貞観十九年↓権宗大振︑実義将レ隠︒

︵六

四五︑あたかも大化改新の年に当る︶とは︑玄装一二蔵が三十年

最澄にとって忘れることのできない﹁貞観十九年﹂

というような文章のあったことも想起しなければならない︒

︵同・鵡H︶

っては数え切れないほどである︒しかも︑こうした議論の

際︑彼は必ずといってよいほど︑経・論の訳港・翻訳年次
を挙げることを忘れなかった︒かれの年代観はなかなか適
確であったことを示すであろう︒
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卜⊃

ニ乗の法将︑幸に無勢を照せ﹂︵14︶といい︑﹁一乗の賢

しんがウ

にわたる入竺の旅から︑多数の新経新論をもたらし︑唐都

哲︑幸に殿最を昭かにせよ﹂︵通六九証︑図●認ω︶という訓

戒が試みられるのである︒

長安に帰った年なのである︒これこそ︑一乗の実義隠れ︑
三乗の権宗の銚梁する契機をなす事件だつたのである︒す．

ところで最澄によれば︑こうした情況がとりもなおさず

﹁仁心西遊してより︑変風始め

なわち︑

﹁円機純熟﹂ということなのである︒すなわち﹃依葱天台

﹃法華秀句﹄に︑

て溺ぐ﹂と﹁慷慨﹂︵引用㈲︶した理由もここにあった︒

㊨我日本天下︑円機已熟︑円教遂興︒ ︵禺・ωみω︶

義集﹄の序に︑

二段は︑それにしもかかわらず︑欝欝∵法宝らの当時のコ

という明文に引続いて︑

︑以上が本文⑭の第一段の意味するところである︒次に第

乗の法将﹂たちの果敢なる抗争を叙する︒ ﹃守護章﹄下巻

家家義を発して謙り云女﹂という文が述べられていること

び︑義箭雨の如くに発す﹂︵乳切遷︶と評し︑

引用⑤の﹁末法太だ近きにあり︑法蕪ム乗の機︑三好に浮

からも察せられよう︒・ふつう一般に﹁円機純熟﹂の思想は︑

﹁貞観十九年︑権振い実隠るの日︑

には︑この状況を述べて︑ ﹁開元以来︑弁鉾雲の如くに飛

集﹄序には︑ ﹁家家義を発して瞑り︑人人実の混ずるを慨

れその蒔﹂という文などとと・もに︑彼の末法観と関連づけ

﹃野心天台義

し︑雄筆を把りて微を馳せ︑忌敵を動きて瞳を建つ﹂︵騨

わせるとき︑彼の末法観は︑鎌倉仏教の祖師たちのように︑

①
て理解されてきた︒しかし︑最澄の論成の全体系を考え合

こうして第三段には︑再び正義の恢復せられたことを述

宗教的切実感をもたない︒むしろ右にいわゆる彼の学園的

詔ω︶という︒

べる︒以上の結果︑﹁天竺三蔵︑唐国明匠﹂は一乗教に帰

情況判断に関連づけて理解する方が適切である︒

歳已に西辰に暮れ︑実の始動お東国に登る﹂というのが︑

いた仏教界に対する情況判断を知ることができた︒そして

さて︑以上の論述によって︑われわれは最澄の把握して

や

右にいわゆる最澄の情況判断にほかならない︒すでに正義

それがほぼ当時の実状にも含致することは︑彼の判断の正

ち

し︑ ﹁三乗之客﹂すらも本葬を改めた︒そして今や﹁権の

は復興せられ︑意義はまさに隠れようとしている︒そこで
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しかったことを物語る︒事実︑その後の臼唐両国の仏教界
あったはずである︒

唯識学派が﹁忠岡各別﹂説を死守したのには︑深い理由が

鍮伽唯識学説は︑四世紀のころのインドにおいて︑無二・

では︑玄奨将来の新訳仏教はしだいに沈滞に向い︑とうと
うたる一乗仏教の波に押流されてしまったのである︒

いうものが︑実は対新訳仏教の抗争に際して活躍したコ

らの設定した識・心は︑龍樹以来の般若空観を実現する場

閥の識・心によって説明する学説である︵万法唯識︶︒かれ

里親の兄弟によって大成された︒それは︑万有の現象を人

乗の法将﹂たちに当ることを知らなければならない︒した

合の媒介︵習事︶としての意味があった︒そして︑

先に述べたいわゆ・⇔一乗留置義戦綿脚と

がって︑最下の論争書における︑諸文献の引用は︑こうし

第二にわれわれは︑

た歴史性を考慮したものであったことが結論される︒そし

たところに智謀唯識学説の歴史的な役割が見出されるので
⑨
ある︒さて﹁識﹂は︑空観の媒介という機能をもつが︑そ

﹁無なる真如﹂を開

覚するとは︑具体的にどのようにして可能とされるであろ

は︑この﹁有なる識﹂を媒介として︑

ている︒こうして︑識は﹁有なる識﹂とよばれる︒それで

こうし

て︑これが︑ ﹁依懸天台﹂の論理は﹁円機純熟﹂思想に裏

れはもともと万有の現象を論理づける存在諭的要請を担っ

＝乗法将﹂について

づけられていたということの具体的な説明なのである︒
励

く

き﹁変風﹂の興る契機をなした︒ ﹁変風﹂とは権教︑すな

うか︒唯識学説では︑万有の存在を論証する場合に用いた

田取澄によれば︑玄棊の西遊と新経新院晒の将来が︑憎⁝むべ

わち三乗主義である︒会津の徳一のごときは︑この変風に

ンドの鍮伽唯識派に属する典籍であり︑三乗主義︑すなわ

さて︑玄奨︵六〇〇一六六四︶のもたらした経論は︑多くイ

がそなわることでなくてはならない︒そして﹁無漏種子﹂

するとは︑それぞれの衆生の識の上に﹁無漏種子篇︵仏性︶

の概念がこれである︒衆生が成仏する︑あるいは無を開覚

﹁種子﹂思想をここにも採用した︒いわゆる﹁無漏種子し

ち﹁五姓各別﹂説は︑この鍮桜雲の唯識学説に由来する︒

の薫轡によって︑仏陀の珍芸を開覚することができるので

なお妄執する﹁麓食者﹂にほかならなかった︒

右に見たような当時の仏教界の大きな抵抗を買ってまでも︑
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・あると説いた︒

ところでこの場合︑ ﹁無漏種子﹂は各人の識にとって︑

別﹂説は︑あくまでも唯識学説の根本立論である﹁万法唯

識﹂の論理的帰結であり︑そしてその論理的演繹の徹底し

してしまうであろう︒それは︑唯識学説の根本立論︑ない

のアーラヤー−識は︑すでに産室でなくして空そのものに堕

衆生のアーラヤに﹁無漏種子﹂が執蔵されるとすれば︑そ

こと竜あると説かねばならなかった︒なぜなら︑すべての

てのアーラヤの上に︑所蔵されることもあり︑ぜられない

二︶に授けたところのもの︑すなわちこの護法学説にほか

承け︑さらに飛出ののち︑高弟の窺基︵慈恩︑六三一i六八

辛酸をなめつくした旅行の末︑玄渠がナラソダ寺の戒心に

たのは︑二百年後の護法︵六世紀後半在世︶に至ってである︒

したが︑この﹁五姓各別﹂説という帰結を純粋に導き出し

鍮伽学派の鼻祖無鉛・世々以来︑あまたの研究者が張出

たという点で︑これを高く評価しなくてはならない︒

しはその歴史的使命が否定されることにほかならなかった︒

ならなかった︒古来︑

どこまでも﹁客分﹂である︒すなわち︑墨入の根本識とし

また逆に︑すべての衆生のアーラヤに﹁無漏種子﹂が執蔵

正統法相学説とは︑右にのべた﹁五行各別﹂説を導き出し

﹁護法正義︑慈恩磁器﹂とよばれる

されないとすると︑それは衆生救済を立前とする仏教とし

の論理的演繹の結果︑人籟の機根の上に︑ ﹁五姓各別﹂が

﹁面擦各別﹂の護法学説は︑思索を愛するインド人の生

一が立論の根拠としたのも︑この法相学説だつたのである︒

たところの精緻なる教学であった︒そして︑わが会津の徳

③
結論されねばならないのである︒これを換言すれば︑唯識

み出したすぐれた学説であるが︑直観を尚ぶ中国や日本の

﹁客分無漏種子﹂

学説が︑存在論哲学であるとともに︑午時に宗教的救済論

風土に土着するかどうかはまた別言題であった︒唐王室の

ては成り立たないからである︒そこで︑

であるための論理的要講として﹁五濁各別﹂が語られたと

して︑この学説はしばらく唐仏教界を風靡したが︑差油・

絶大な保護と︑玄暴のもたらした彪大な新経新論を背景と

学者は往々五姓各別説をもつて︑人關の現実を洞察した

窺基の落後は︑急速に凋落の道を辿らねばならなかった︒

いえよう︒

学説のように評するが︑これは当を得ていない︒ ﹁五姓各
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に致命的な打撃を与え得たものは︑この中の限られたごく

したわけである︒しかし︑玄契・慈恩の正統法相学説に真

られた︑あらゆる段階に属する仏教学説がこの反撃に参加

構成を竜っていた︒いい換えると︑六野以前に中国に伝え

われるが︑すでに見たように︑この陣営はきわめて雑多な

からの反撃は﹁雲の如くに飛び︑雨の如くに発﹂したとい

最小によれば︑玄奨の新訳仏教に対して︑一乗主義陣営

目せられるのは真諦の摂論宗であるが︑真諦︵四九九一五六

る学派の系統を引いていたことが推定せられる︒とくに注

学説は︑護法以前の学説︑すなわち︑無相唯識と称せられ

成を許容したという点より見るならば︑愚論・摂論の唯識

では︑アーラヤ︵第八識︶の上に第九無垢識を立て︑一切皆

南北両道派に分れて︑

た唯識学説の主要なものであった︒しかして︑地論宗では︑

た︒これら地論宗と摂論宗が︑玄契以前に中国に伝えられ

九︶は無印ウツジャイソの人︑バラビ寺に安慧・難点系の

﹁識の真妄﹂を論じ︑真諦の摂論宗

一部にすぎない︒そしてそれは︑唯識学派以外の諸派では

なくて︑むしろ護法学説と同系に属する小酌唯識派の諸学

の出現する直前の唯識学説︑しか竜護法を生み出した中印

唯識学説を学び︑五四八年金陵に達した︒すなわち︑護法

鍮伽唯識思想は︑玄装によってはじめて中国に伝えられ

ナラソダ寺・と対立的⁝な立場にあった西菰八バラビ寺の学説を

説でなければならなかった︒

たのではない︒すでに早く︑宋元嘉二十年︵四四王︶に原始

伝えたのが︑彼の摂論宗であった︒それは護法学説を伝え

た玄装・慈恩の法相宗の最も手ごわい敵対者であったとい

的な喩伽経典﹃携伽経﹄が訳出され︑ついで同経の別訳
︵五二二︶︑並びに﹃十地経論﹄︵五＝︶が翻訳され︑これ

伽派の最長重要な論書の一つをなす﹃摂大乗論﹄が五＝二

彼らの門流の中に生じた異端学派がある︒その中︑最も代

鍮伽唯識派の諸学説には︑第二に︑玄装・慈恩以後の︑

わねばならないであろう︒

年に訳出され︑五山ハ三年には︑西印の真諦三蔵がこれを再

表的なるものが西明寺の円測の学説であった︒

を中心として南北朝末期には地論宗が成立した︒さらに鍮

び訳出し︑これを﹃気概摂論﹄と称する︒そして摂論の研

三−六九六︶は新羅の出身︵王孫という︶︑慈恩と同じく玄奨

円測︵六一

究を中心に摂論宗が形成され︑階代には南北シナに伝播し

（191）

27

余り伝わらないが︑その学説の中には︑多分に真諦の学説
④
が織込まれていたといわれる︒すなわち︑玄装・慈恩以後

の高弟である︒彼の学説は︑後世の正統派から心意されて

竜とつくところの深いことを知らねばならない︒

法摺宗の異端派に属する︒いわゆる﹁依慧天台﹂の論理の

活用した︒すなわち︑第二節に明かにしたところの⑧群の

述するように︑最澄が﹁法性宗﹂と﹁新法相宗﹂を区別し

法相宗内の異派として区別されなければならなかった︒後

物語るであろう︒しかし︑現実には︑法相宗以前の他宗と︑

第一と第二の異学説が全く無関係な竜のでなかったことを

立論していたことが知られる︒このことは︑右にいわゆる

学説を玄装以前の異学説と内外呼応せしめることにおいて

の引用としては︑第一群の唯識学説に準じたものといえよ

間にはなお説くべきことも少くないが︑今のところ︑最澄

にのべた地論宗の発展した竜のといわれる︒もちろんその

蔵・慧苑・澄観等の華厳宗についてであろう︒華厳宗は右

は省略するが︑ただ一言しておかねばならないのは︑法

たちの事蹟なり学系を詳説することは︑煩を恐れてここで

最澄が引用した諸家︑別な表現を用うればコ乗の熱狂﹂

諸家の学説が︑着捨く以前の唯識学説に当り︑◎群の諸説が︑

の異端学説は︑玄爽の将来した唯識思想の内なる非正統の

なければならなかったの竜同じ理由にもとつく︒

第二は西明寺の円測によって代表される法相宗内の異端学

まず真諦の摂論宗を代表とする玄契以前の唯識学説であり︑

得る学説の存在ど︑その内容を知ることができた︒それは

なわち﹁五姓各別﹂説に対して︑最も致命的な打撃を与え

かったが︑その体質は華厳宗となって更生したとも見られ

法相宗の異端派は正統派と運命を共にして消滅するはかな

むき︑まもなく華厳宗に併呑されてしまったとも説かれる︒

面では︑やがて正統法相宗は︑上述したように凋落におも

強い反論となりうると見散されたのである︒しかしまた一

﹁五姓各別﹂説に対し︑

説である︒情況判断に長じた慧敏なる藤壷が︑これらを見

る︒してみると︑華・厳宗は︑おのずから第一と第二の学説

う︒すなわち︑そうであればこそ︑

逃がす筈はない︒果して論争書における文献引用の態度の

を通じて兼ねそなえる性質をもつていたといわなくてはな

さて︑以上われわれは︑玄契・慈恩の正統法相学説︑す

示すところでは︑彼は︑これらの唯識系諸学説を十二分に
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らない︒

︵未完︶

こうしてわれわれは最澄のいわゆるコ乗の法将﹂の学
説史的な位置づけを畢つたのである︒
①たとえば家永三郎氏は︑試査の末法灯明記親撰説とともに︑．

第五章・︒

かような解釈を試みられる︵同氏﹃上代仏教思想史﹄昭和一七︑

巾門口益著﹃般若回心相旧史﹄昭和二山ハ︑

二山ハ七頁以下︶︒
②

③木村泰賢著﹃印度思想史﹄昭和一七︑二六二頁︒

④

富貴原章信著﹃日本唯識思想史﹄昭和一九︑一四四頁︒
掲

書

﹃摂大乗論研究﹄昭和一〇︒

昭和五︑所収︶

﹁楡伽行派におけ＞2一系統﹂︵﹃卵度哲学研究﹄

﹃世親喉識の研究︵上︶﹄昭和ご二︒

﹁頁諦三蔵伝の研究﹂ ︵潤右所収︶

第六︑

前

附記︑本章の論述に当っては︑左の諸書に負うところが大きい︒
益氏

氏

氏

宇井．伯寿氏

山ロ
嗣
同

結城命聞氏
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