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㊨
六︑お

毒添

（蔵田）
最澄のi論謙を通じて児た南都教学の傾向（下）

↓ 復原を可能とする論拠

最澄の論争諮は何といっても平安初期︵八一七⁝二一︶の

︐︹

で︑これを客観的⁝に権威づけるためには︑旧教学に権威

所撰である︒ここかわ前代︵七八四以前︶の教学を復原・推

天台学説はわが國に紹介されていまだなお日浅かったの

を認められていた⑧⑨群学説を利用することが必要だつ

まず一般に︑右の要約の肺弟三に述べたことが想い起され

定することはどうして可能とされるであろうか︒

教学の権威たちが天台宗のすぐれたことを承認した資料

る︒す︐なわち最澄の論証は全体として︑旧教学を背景に展

た︒論争の直前︑最澄は﹃依愚天台義集﹄を撰述し︑隔

を集めているが︑右に述べたことがらはこれと同じ論法

㈱第二に︑㈲ゆ群学説は成立史的に見て︑徳一の立脚地と

論述に当っては︑つねに南都の旧教学が念頭におかれてい

に名実ともに権威あることを必要とした︒したがって彼の

開された︒かれの引用した学説の多くは︑旧時代の教学界

する新訳系唯識学説と同系の異派という関係にあった︒

たと考えてよいのである︒またこの論争の直接の敵手は菓

を用いたものど考えられる︒

かように相手の立場と系譜的に近しい㈲◎群学説を利用

北会津にひそむ徳一であったが︑華燭にかれは意識すると

も

して対論することは︑相手に強い打撃を与え得ることで

しないにかかわらず︑旧仏教の本拠・南都諸大寺を予想し

すなわち最澄の論証は︑時間的にも空間的にも南都教学

ら

あった︒たとえばこの論争の主題をなす﹁三一挙挙﹂に

つつ論証を寧静⁝しなければならなかったであろう︒とくに

さて本論の課題は︑こうした日取澄の論証を通じて爾⁝都教

の動向と無関係にはあり得なかった︒私たちがそこから旧

も

ついても︑これら同系の異派間にたびたび論争が繰返さ

大詰論争の胴始された弘仁十年︵杢九︶以後は︑このこと

学を内容的に復原することにあるが︑それではそのことは

教学を復原することの可能性はまずこの点に見出されなく

ゐ

れており︑そこで洗練された論法に準拠することは︑最

は意識的に電なされたであろう︒

どうして可能であるか︑あるいはいかなる視点からなさる

てはならないのである︒しかし以上は具体的というより一

も

澄にとって甚だ便利でもあり︑有効で竜あった︒

べきか︑以下まずこの点について述べよう︒
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般酌な見通しであり︑積極的というよりむしろ蓋然性をも
とにした立証である︒そこでより具体的︑積極的な論拠と
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（薩賜）
最灘の論謙を逓じて見た南都教学の傾向（下）

に紹介されていた亀のであった︒なかでも⑧⑥群学説をそ

よって引用された交流は︑その殆んどが奈良時代のわが国

当然だつたとして︑こうしたものを除くと︑最澄・徳一に

名である︒湛然・感想が知られていなかったのは年代的に

り上げた諸学説を系統的にグループとして把握し︑最澄が

二つの理由から︑私は以下の復原の視角として︑最澄のと

例を取上げて論述を進めてゆくことは不可能に近い︒以上

られることはきわめて例外的なことであって︑さような事

これらの学説群をどのように評価し︑どのように取扱って

いったかという観点から考察を進めてゆきたいと思う︒こ

れぞれ代表する真諦と円測については︑玄鍵・窺基にまさ
るとも劣らない量の著訳書が紹介されていたこと︑これま

れを具体的に表現すれば︑問題はいわゆる⑧⑥群学説にあ

①

た石田氏の﹁目録﹂によって明かである︒別表の物語る事

る︒・石に私は復原の可能性の一般的な論拠を︑最澄の㈲◎

おいてたしかめることが妥当と誓われるのである︒

し︑いかに取扱つたかという問題も︑同じく側◎群学説に

実を背景にするとき︑最初に一般的な立場から推測した事

㍗

群学説の利用という点に求めたのであるから︑いかに評価

﹁法性宗﹂と﹁新法相宗﹂

柄は︑いよいよ積極的に主張されてよいと考えられるので
ある︒
⇒

この点からまず最初に注意したいと思うのは︑最澄が論

いう概念である︒かれの用語例を検討した結果からいうと︑

︵
痴夢・徳一の論争は︑当時の教学の在り方に規定されて︑

からといって︑わが国の教理・界の動向を無視していたとは

いわゆる﹁法性宗﹂とは︑狭義には屯つばら⑬群学説の立

争書の中でしばしば用いた﹁法性﹂ならびに﹁法性宗﹂と

いえない︒すなわち当時の教学界は︑中国の学説を祖述・

場を指すが︑ときにはひろく天台宗の立場をも含めて用い

中国撰述の論疏を中心に論議が展開されている︒しかしだ

研究する段階にあったのであるから︑われわれの復原の試

られることがあった︒かように広狭二義をもつ﹁法性

らびに﹁法性宗﹂の語をたくみに使いわけて︑あるときは

な

みも︑いかなる学説をどのように祖述し研究していたかと
いう点を闘かにすることでなくてはならない︒また最澄の

⑧群学説と自己の立場の共通性を強調し︑あるときは相違

②

論争書のなかに︑奈良時代の教学に関し具体的な記述の見
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点を指摘したのであ．るから︑この語の意味ないし用法を明

同じく﹃守護章﹄の導引文のすぐ前の部分に︑

ヘ

ヘ

へ

㈱境智本来有晶二種輔有為無為亦非二一法一儀相碁性︑如無
ヘ

かにすることは︑と9もなおさず最澄の⑧群学説の取扱い

義︸故︒性用別論︑義不レ立＝法性一故︒ ︵同．ω︒︒画錯︶

随縁

という︒右の二文はいずれも徳一が﹁摂掘帰性﹂と﹁真如

別︑本来不レ融︑水波相即︑寧助繍汝義一乎︒ ︵目．繋G町︶

⑯又汝引昌水波喩一同扁摂根帰性魂此説不レ理︑所以者何︒理智昏

部分に︑

という︒またこれに関連する同書︑別円二教位を判釈した

リ

の方法を明かにすることになろう︒

最澄によれば﹁法性﹂とは何よりもまず﹁法網﹂に対す
る対立概念であった︒たとえば﹃守・護國界章﹄巻中の経題
釈に︑

⑰故小乗・大乗・一乗・法絹・法性教道差別︑善思念之︑善思念
之︒ ︵縛．ω︒︒ρ蒔①︶

る︒

随縁﹂を混同せしめた︵國．b∂①ω︶非理をなじった・ものであ

法性﹂が仏教を分類する等式であることを示すものであろ

いて体系化した正統法相宗の基礎理論と屯いうべき﹁四重

といったのは︑ ﹁小乗・大乗・一乗﹂と相並んで﹁法相・

う︒この場合︑前嚢﹁小乗・大難・一乗﹂が︑仏教の発展

出体釈﹂の一つである︒もとこれは﹁構体論﹂のために案

二椴に請法の分賦別にも適用される

﹁摂相帰性﹂釈とは︑慈愚が﹃大粟法認義厚葉﹄にお

の経過にもとつく分類の方式であるとすれば︑後者﹁法

出されたものであったが︵﹃守護章﹄﹃去惑﹄の経輪論でも引細

も

相・法性﹂は︑ ﹁現象と本質﹂とでもいわるべき対立概念
う

されている︒園．竃ρM①︶︑

も

であって︑仏教を原理酌にたてに濁幽するところの方式で

喩﹂によって会通し︑結局﹁真如随縁﹂に混同せしめたの

③
ことがあった︒ところが徳一は﹁摂穏帰性﹂を﹁水波の

﹁法性篇の語の一般的な意味は右に明かにしたが︑それ

である︒法相学説にいわゆる﹁摂相帰性﹂と︑起難論系の

あると解せられる︒

では次に﹁法性宗﹂とはいかなる宗派︵立場︶とされるであ

いわゆる﹁真如随縁﹂とは外観上はなはだ類似するが︑最

澄によれば両者の間に︑なお根本的な差違があった︑

ろうか︒この点を解明するために︑いましばらく最澄の
﹁法性しの語の用語例を検討してゆくことが必要である．
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（闘田）
最澄の論証を通じて見た粥蔀教学の傾向（下）

晶刑漁早にのべたように︑

﹁五姓﹁選別﹂を演縄Uした護法藤予議

という乱又の磁心味も︑

このことを述べた・ものであろう︶

すれば﹁性相別体﹂といわれる︒すなわち﹁有なる識﹂が

はあくまでも藩論される︒これを四重面体釈によって説明

ある︒たとえば︑摂弧隅一爪の鉦︷垢識門理菰鯛は︑根本識たるアー

ることができず︑真如法性の転変を許容してしまったので

に屈して︑右の﹁性桐刷体﹂という根本的な立場を固持す

ところが護法学説以外の唯識諸学派では︑救済論的要請

そのまま無を開立するのではなく︑また﹁無なる其々﹂そ

ラヤの上に第九無垢識を立てることにおいて︑第八ア！ラ

すなわち正統法相学説では︑﹁有なる識﹂と﹁無なる真如﹂

のものが能動するのでもない︒ ﹁客分﹂としての﹁無漏種

や識の分際における真如受薫を認めたものにほかならず︑

すなわち﹁法性宗﹂でなくて

﹁性相別体﹂という鍮伽派の根本

子﹂の作用によってのみ真如を開覚することができるので

も

また華・厳や起信論系の真如随縁説は︑例の﹁水波の喩﹂を

ヤ

ある︒ ﹁摂相帰性﹂とは︑いわばこの﹁無漏種子﹂の作用
ち

とって性相相即を説き︑

も

の相愛を説明するものであって︑ ﹁真如﹂そのものの転変

的立場を放棄ないし止揚させたものにほかならない︒かく

し

を語るものでなかったのである︒最澄の反論は︑まさしく

て真如法性の受薫や随縁を認容する摂論や華厳の立場が最

も

この点を衝いたものであった︒

澄のいわゆる﹁法性法門﹂︑

はならないことが明かにされたであろう︒かように﹁法性

正統法相学説では︑だから﹁無なる真如﹂は決して随縁
ぜず︑凝然として不作諸法であると説かれる︒そして︑今

宗﹂とは︑まず摂論や華厳系︑すなわち⑧群学説の立場を

・てれは二瀬澄

問題とする﹁法性﹂という概念は︑この場合の﹁無なる真

石に述べた錦心味に理解すると︑

指すことを固有の意味としたのである︒
﹁幅広性庸爪﹂を

如﹂にほぼ該当するものと考えてよい︒最澄が⑱に﹁幸心
帰性に随縁の義なく︑性用別論︑義法性を立てず﹂といっ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

︒①㎝︶

のよって立つ天台学説とはよほど距つた立場にある学説と

ふ

た理由であり︑あるいはまた同書巻下に徳一の意見として

へ

いわなくてはならないであろう︒引用⑳のすぐ前の部分に︑
ヘ

鋤但円融相螺︑法性法門︑義全不轟粗漫一耳︒ ︵同●

ヘ

引かれる︑
鈴有情翼如名二審牲納非情躍如名晶法性4︵目●給朝︶
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といった理由である︒すなわち法性宗のいわゆる穏即︵縁
起︶と天台の円融相即を同一視しえざることを述べたもの

だ用鱒︵累．ごもある︐

以上を要するに︑もともと﹁法性宗﹂とは︑法性真如の

受薫や随縁を認める㈲撰論・華厳系の立場を意味する竜の

であったが︑最澄は時に応じて︑ひろく性相両分の立場に

である︒

ところが︑最澄の著述のまたあるところでは﹁法性宗﹂

準拠して︑天台宗の立場をもこれに含めて蓑現することが

教的な立場に解放して︑自己の立論の強化に利用したもの

の呼称に天台宗の立場をも止めて用いた場合があり︑さら

も

あった︒すなわち最澄の論証の特色は︑法性真如は﹁凝

ゆ

に進んでは﹁法性宗﹂即天台宗といわんばかりの用例も見

む

然﹂であるか︑それとも再縁超﹂するものであるか︑とい

う

出されることは注爵に値する︒たとえば﹃守護章﹄砂中の

カ

う鍮伽派内部で久しく論議されてきた問題を︑ひろく通仏
も

経体論に︑
も

幽麓食者以鼠依他内洋一落レ実︑由基法性縁起声為 経捧一故︒

であったといえるであろう︒そしてこの間の巧みな論理の

取運び方は︑かれの﹁法性﹂ないし﹁法性宗﹂の用法によ

︵図・鉦Q Q 堕 課 ︶

と述べたのは︑引染⑰に見たような一代仏教を相・性に爾

ってあとづけることができたのである︒

も

へ

︵目．瞳湛︶
も

として天台学説を述べたり︑
も

ある

ろうか︒この細密に対してある見通しを与えてくれるのは

一般には通用しないことがらであ

例のように︑天台宗すなわち法性宗といった用い方もされ

﹃通六九証破比量文﹄の次の一文であろう︒この書は既述

れることがらであって︑

では以上に明かにされたことは︑最澄の論著にのみ適用さ

匪宗﹂の意味するところを検討してきたのであるが︑それ

さて以上われわれは︑もつばら最澄の論著に限って﹁法

分する場合には︑天台宗︵山家︶はむしろ﹁法性宗﹂に属す

ることを表明したものと見ることができる︒こうした考え

﹁性家方便扁

も

方をさらに進めると︑同書紅中︑菩薩歎徳を釈する段に︑
も

も

るのである︒このほか真偽未決の﹃注金醐試論﹂の序に︑

のように︵第二章第薫節︶︑天台宗第六祖の湛然︵荊渓︶の学

いは﹃決権議論﹄の﹁法性宗山家問難﹂︵国・刈臼︶という用

天台宗を指して﹁新法性宗﹂あるいは﹁斯法性宗﹂とよん

（575）
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（麟購）
最澄の論証を漣じて見た南都教学の頬向（下）

説を引用し要約したものといわれる︒したがって次に掲げ

澄の個人的な理解にもとつく恣意的な用法だつたのでなく︑

わち﹁法性宗﹂に了して上に推定したことがらは︑ただ最

︵冨・謬 ω i 蒔 ︶

次に最澄の⑨群学説の取扱いを検討することにしよう︒

ここに附言しておくのである︒

たのである︒このことは︑のちの論述に必要とされるので︑

少くとも唐の湛然︵七一 一−八一一︶の用いるところでもあっ

る文も︑もと湛然の著述の一節をとったものと考えられる
可能性はきわめて大きいのである︒いわく︑

弓鋸暫琵量︑繁応諾 ︑ 崔 有 三 種 畜 灘 メ 藤
︵下略︶

擬㌦暫蓉斎立・程・約翼灘裂毛幣︒富難・海
性ψ墾云︒

るのは︑ ﹁法性宗﹂の下に記された﹁激論・荘厳・携伽経

用いた例としても貴重であるが︑それにもまして注召ざれ

﹁法相宗内部の﹂に置換えればよいのである︒もともと⑧

論を通仏教的な立場に解放して云々といった言葉を︑ただ

ほとんど大差は認められない︒右に︑

この点は右に見た⑧群学説︑すなわち﹁法性宗﹂の場合と

仏性急劇という分留であろう︒この分註によって︑右に私

群学説と◎群︑すなわち二尊宗の異端学説は︑成立史的に

この文は﹁法桐宗﹂と﹁法性宗﹂をはっきり対立させて

がまわりくどい方法で論証を試みたことがらが簡単朋瞭に

者わめて親近な関係にあったのであるから︵第三章第三節︶︑

﹁寄書派内部の﹂異

指示されている︒ ﹁言論﹂はいうまでもなく﹁梁訳摂論﹂

性宗﹂として一括してしまうことはできなかった︒なぜな

これは当然ともいえよう︒しかし最澄としてはこれを﹁法

示す三つの経論に立脚する学派といえば︑すなわち新訳以

ら◎群学説は異端派とはいえ現実に法糟宗に所属していた

であり︑ ﹁荘厳﹂は﹁大荘厳経論﹂であろうから︑分葉の

前の鍮伽学派︑いわゆる鰯群学説にほかならないのである︒

のだし︑しかも反面﹁法性﹂は何より竜まず﹁法糟﹂に対

﹁法相宗﹂の名称を保留しておくことは対論の効果という

立する概念だつたからである︒さ．らにまたこれら異端派に

ところで︑この明証を最初に指摘せず︑あえて複雑な論

を考慮したからにほかならないが︑いまやその理由は︑そ

点からもすこぶる有利だつたのである︒こうして最澄によ

証をえわんだのは︑ ﹃通六九証﹄の既述のごとき成立事情

のまま上記の推論に客観性を附与するゆえんとなる︒すな

（576），
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つて⑨群学説に附与せられたのが﹁新法相宗篇というたく

疏﹄の撰者として著名であるが︑

のと兜られよう︒良賞︵七一七一七七︑宋無五︶は﹃仁王経

ヘ

ヘ

ヤ

へ

おそらく法相宗の異端派に属する学匠だつたと思われる︒

紀国寺慧静法師﹂の所説を参考にしたというから︵悶ひ︒︒お︶︑

と︑その撰述に当っては﹁古徳西明寺測法師・玄範法師・

﹃依愚天台義集﹄による

みな名称であった︒

たとえば﹃守護章﹄巻上︑五時八教を論じた段に︑徳一

ゐ

が般若を第四時不定教に配すべからずとしたのに対し︑
へ

﹃伝﹄にも正統派との師承・交際関係を強く伝えず︑かえ
③
つて真言宗の不空などと親交があったという︒前章に慈恩

㈱但古法相師︑対呂破三論両懸立禺玉篠司新法相師︑刊日除此文嶋

と反駁しているが︑これによれば徳一の誤まりは﹁古法相

滅後の法相宗は異端派もろとも一乗仏教の奔流に押流され

た

師﹂の方便説を墨守したことから生じたのであり︑同じ法

てしまったと述べたが︑良幾こそは︑まさにこうした時点

へ

相宗でも﹁新法亡師﹂は︑そうした眉説に泥んではいない

における法相宗異端派を代表する学匠だつたのであり︑そ

︵目・込⊃お︶

というのである︒・石の文に﹁古法楽師﹂あるいは﹁新法相

してこれが鉛毒のいう﹁新法相宗﹂の代表的をあり方にほ

占断レ所レ立︒麓町者非三郎諺昌 法 華 納 更 誘 晶 般 若 主 脳

師﹂というのは︑わが国の学界におけることとするよりも︑

かならない︒

ヘ

へ

教判を批判する段に︑

﹁新法相宗﹂に竜広い

意味での用例が見られる︒たとえば﹃守護章﹄巻上︑三時

性宗しに広狭二義を存したように︑

ところが︑最澄の論著の別のところには︑ちょうど﹁法

やはり中国におけることとする方が妥当のようである︒た
とえばはっきりと人名を示して﹁新法相宗﹂を冠した例が︑
唐の良賞の場合に見られるからである︒

ヘ

すなわち﹃豪農天台義集﹄の目次に︑
ヘ

⑳大唐青龍寺翻経講論薪法相宗沙門良賞依昌天台義一判昌仁王経4

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

レ許繍真教⑩新法風師移レ善改レ悪︒三士法相由レ何増レ執︑若一刻

鱒是故可レ知︑天竺智光不レ許二其時輔震旦苑澄︵慧苑・澄観︶不

v船守ツ株︒其人愚甚耳︒ ︵同●霧㊨︶

（577）

■︵圏・︒︒島︶

としるされている︒同じところで撲陽の智周には単に﹁法
絹宗沙門﹂と記すにすぎないから︑意識的に留別され允竜
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（薗醸）
：最濫の論証を遡じて見た南都教学の傾向（下）

と述べるが︑前後の論旨から判断すると︑ ﹁此闘の法相﹂

都教学の常識に立脚して妥当性と客観性を獲得しながら︑

利にみちびくという方法をとった︒この場合︑狭義の用法

他方ではこの常識論を随宜拡大解釈して︑自己の立論を有

に慈母︵窺基︶を指す竜ののようである︒さて︑これまで

は南都教学の常識︑広義の用法は彼独自の判断にもとつく

はいうまでもなく徳一︑そして﹁新法損師﹂は円測ならび

の理解によれば﹁新法相宗﹂は法相宗の異端派であったか

拡大解釈だつたと見なすことができる︒こうしてわれわれ

井上光貞氏﹁東域伝灯目録を通じてみたる奈良時代僧侶の学

史学雑誌﹄五七ノ三・四︶は︑もつばら当蒔の僧侶の著

大正蔵経︑館城〇巻︵史伝都二︶七三五頁︒

奈良時代の鍮伽唯識学派について

・石に最澄のいわゆる﹁法相宗﹂ならびに﹁新法槽宗﹂の

五

たが︑広義には正統法相学説まで含ませることがあった︒

概念規定をくわしく考察した忍笑は︑こうした学派に与え

④

③深浦平文著﹃喉識学研究﹄下巻七九頁以下︒

見逃していられるように思う︒

述をもとにした研究であるが︑ここに述べた著述以前の段階を

問扁︵営

②

ている︒なおこの点については次章参照︒

疏がかなり広くとり入れられ︑研究されていたことが述べられ

①石田氏前掲書九七頁には︑当時の法性学では真諦や門測㊨註

題に近づくことができるであろう︒

は︑最澄の﹁狭義の﹂用例を通じて︑南都教学の復原の課

ら︑この場合︑円測を指すことはよいとして︑正統学派の
開創者ともいうべき慈恩をこれに加えたことは︑ ﹁新法相

宗﹂の広義の用例と見なさざるをえない︒すなわち最澄は︑

徳一に対して古法相の旧説を株守する頑迷者よばわりする
ために︑慈恩を﹁新法相師﹂に数えることも辞さなかった
のである︒

これを要するに︑最澄の﹁法牲宗﹂ならびに﹁新法栢
宗﹂という語の用い方には︑それぞれ広狭二義を存した︒
﹁法性宗﹂はもともと⑧群学説を指すことを固有の意味と

したが︑広く天台宗の立場をも含めて用いることがあった
のは︑それによって彼自身の立論を強化するためであった︒

そしてそれは徳一を孤立化せしめる手段として粥いられた

られた名称が︑どれほどその学派の内容を表現しているか

また﹁新法相宗﹂は◎群学説を示すことを本来の意味とし

のである︒かように︑最澄の議論の進め方は︑一方では南

（578）
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をたしかめることであった︒そしてもし︑名称と内容とが
一定の関係にあることをたしかめることができたならば︑

これを手がかりにして前代の教学の内容を推定することも
不可能でないと思ったからである︒奈良時代の仏教では宗

派の形成が一般に未成熟であ9︑宗派に対する呼称の乱用
や誤用も少くなかったようである︒しかしそれにもかかわ

作氏であった︒氏によれば︑

e正倉院交書の全体を通じて︑当時の宗派名のすべてを拾い集め

ると︑華厳・法性・修多羅∵三論よ律・倶舎・薩婆多・成実の

八宗が冤えるが︑このうち修多羅宗は法性宗︑薩婆多宗は倶舎

宗と同じものの別名であることが論証されるから︑都含残る六

宗が当時存在した宗派のすべてである︒

らず︑名称からその学派ないし宗派の内容を復原すること

名だけがこの中に見出されない︒そこで右の﹁法性宗﹂所出の

⇔この六宗は数の上でいわゆる直筆六宗に合致するが︑法螺宗の

﹁法網宗﹂といわず︑

﹁法性宗﹂としたことは﹁些細

ならびに千国門下の異端派︵円測等︶の著述も

もっと広びやかな自由な態度に立って論究されたことが想像さ

圃かくて﹁奈良時代の法性学は慈恩一人によると云ふ頗きでなく︑

かなり謳えられていたことが知られる︒

学︵真諦等︶︑

奨・慈恩の正統学説を伝えた班ハ籍はもとより︑玄装以前の法性

㈱すなわち︑当時債写された法性宗関係の典籍を整理すると︑玄

那辺にあったかを暗示してみる﹂︒

な事柄の様であるけれども︑当代の法相宗なるものの立つ所が

⇔しかし︑

いわゆる門法網宗﹂に該当するものであると断ぜざるをえない︒

宗厨子扁の祖師像︵護法の像を奮む︶などから考えて︑これが

文書を検討すると︑その宗所に所蔵された図書︑あるいは﹁六

は不可能のことではないであろう︒そこで私は︑今まで述
べてきたところを︑従来議論の多かった奈良時代の﹁法性

三寸時代の﹁法性宗﹂

﹁法性宗﹂という

宗﹂に対比させることにおいて︑論述を進めてゆきたいと
思う︒

︵

一

正倉院文書の写経所関係文書の中に︑

宗派名の用いられていることは︑すでに周知の事実である︒

ここに用いられた﹁法性宗﹂が︑最澄のいわゆる﹁法性
宗﹂に該当するものであるか︑それともいくらか異ったも
のであったかは︑大いに問題の存するところであろう︒

奈良時代の﹁法性宗﹂について︑早く意見を開陳された
のは︑写経所文書の徹底的な整埋研究を試みられた石田茂

（579）
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（藏田）
澱澄の瞼説を遜じて見た南都教学の傾向（下）

れるのである︒﹂

から石田氏がかりに法性宗に分属せしめたものにほかなら

宗所と何らかの関係があったという積極的な確証はまった

ず︑e⇔にいう﹁法性忍所﹂に所蔵哀れたり︑もしくは同

究に立脚するものであって︑指摘された個々のことがらに

事実と︑㈲

圃の論証は︑いちおう別個に取扱わねばならな

︵大日古文堵．8︶

繍随鵬鹸苫田﹂

﹁経学嵐藩王﹂

（580）

8e

①
と結論されている︒石田氏の推論は︑氏の精緻なる史料研

ついては︑批判の余地をとどめていない︒便宜上四㈲に指
②
摘された点からいえば︑その後の井上旧慣氏の反論に竜か

いであろう︒

く存在しないのであがる︒したがって︑e⇔に明かにされた

かわらず︑私は石田説を支持したいと思う︒井上氏が﹃東

れているのであるが︑この点の史料的根拠についても若干

ところで㈱㈲の論点は︑いわばe⇔の仮説の上に論ぜら

忠実なる祖述再現にすぎなかったとする状態は︑奈良來期

の疑点がある︒たとえば⇔に述べられた法性宗所の蔵書の

域伝燈目録﹄の分析を通じて指摘された︑正統法相学説の

の学僧の著述に関する限り謬っていないが︑これを中期以

部七巻恋沼師

︵大臼古交囲．紹ω︶

問題であるが︑その論拠とされる二史料を見ると︑

﹁三冠鴇三三﹂

雇識論一部十巻

一唯識宝生論一部五巻﹁以八歳三月＋二日奴上纏甘﹂

一正悼広蓄半経一部十巻﹁以六年五月十六口返駁興原生入﹂

㈲天平勝宝七歳︑

﹁天平勝宝四年四月二日旦納

天平勝宝三年八口日日他田水主

右︑依次窟佐伯宿禰宣︑令奉請法性宗承教師駈︑使僧玄催︑
︵月十︶

B識論疏一部十巻蘇法師撰了義燈一

㈲天平勝宝三年︑

前に湖らせることは危険である︒われわれは最近の鹿苑大

③

慈氏の再批判に従って︑当時の唯識研究が﹁広びやかな自
由な態度に立って﹂いたとする石田説を再確認したい︒

しかしながら石田既が㈲㈲に指摘されたことがらと︑e
⇔に示された事実とは簡単に結びつかないのではないか︒

石田氏はこれを︑論理飛躍的に国で﹁些細な事柄の様であ
︑るけれども云々﹂として結びつけられたところに問題があ
る︒

すなわち︑石田説︹四㈲の証明に用いられたいわゆる法性
宗関係図書とされるものは︑ ﹃奈良朝現在一切経疏目録﹄

㎜

⁝欄諭第一墜
く

く

く

く

く

ヒ

く

くく

唯識論硫一部十巻基法師
く

刃く臨戚三日刀・†六日μ粥螺扁

版上鰐嘗﹂

並︻切邸内者

二率八阿月十日使物一催︑

﹁以八歳三月十二翼

雇識論一疏部十巻

く

胃入ツ工贈我燈レ七巻﹁以

軟二枚緑地錦縁緋残紫帯

知葦原生人

右︑依少僧都良弁師天平勝宝四年八月十三田宣︑奉請法性宗

所︑ 醗
判 三宮大蔵伊美吉

㈲工人平一一⊥丁血十︑

﹁宮一捌刀経散献櫃﹂

唯識論一部十巻

︵∴八R凹古文

図︒ωゆ唾︶

右︑依少僧都良弁師天平勝︵宝︶四年八肩十三瞬宣︑認識法
性宗所︑使玄講師︑

この﹁散帳﹂は天平二十年に編年・されるが︑内容記載の

﹁散帳﹂が作成され

下限は天平勝宝八歳六月四臼に及ぶので︑この時以後の作

成としなければならない︒すなわち︑

た当時︑なお返却されていない﹁唯識論﹂のみをここに書

るであろう︒前後六部のうち﹁唯識論一部十巻﹂を除く他

れた注記によって︑それらの図書の出納が刻明に復原され

たのが︑右の﹁毒血出納帳﹂であるが︑別筆細字で書込ま

宝三年八月から翌年八月にかけて貸出された書物を記録し

田説やまた最近の藤野道生氏の説のいわゆる法性宗所の蔵

経﹂の蔵書であったといわなければならないであろう︒石

は︑法性宗の蔵書でなく︑東大寺の所管に属した﹁宮一切

料を一連のものとして理解するならば︑これら六部の典籍

さて︑右の事実は何を物語るであろうか︒㈲㈲⑥の三史

上げたのである︒

の五部は勝宝八歳三月十二臼以前に返却されたことが知ら

書とされたものは︑実は逆に宗所が﹁宮一切経﹂から借用

とあり︑両考は明かに一連のものである軌すなわち天平勝

れる︒ここで注意繋れるのが﹃大日本古文書﹄天平二十年

していたものだったのである︒問題は傍点を附した﹁︵令︶

︐①

八月四日に編年される﹁宮一切経散帳﹂である︒ ﹁散帳し

奉講法性宗所﹂の警み方にかかわり︑これは﹁法性宗所よ

へ

は字の通り︑各処に貸出された﹁宮一切経﹂の図書貸出控

り請け奉らしむ﹂とよむべきでなく︑

﹁法性宗所に請け奉

と思われるが︑その中に右の﹁唯識論一部十巻﹂に該当す

⑤
らしむ﹂とよむべきだったわけである︒このように理解す

も

る記載がある︒
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（繭欝）
澱澄の論証を逓じて見た南都教学の傾向（下）

るとき㈲の注記﹁並一切経τ門老﹂の腰明味竜明かになる︒ま

も

︑た㈲に記された﹁鉄二枚﹂が︑同書天平勝宝五年五月七三
も

回収﹁写経納竪臼録﹂において﹁鉄樹⁝⁝法性宗所二枚し

わち各宗宗所が宗典を借詩けたのは︑おそらく納経厨子に

具備すべき典籍を写得せんがためであったのであろう︒

このように︑六器名の所見する古文書を隅六宗厨子﹂の

附けるものである︒してみると︑ ﹁唯識論﹂等が法性宗所

文書に所見する﹁六宗﹂は︑大仏開眼を契機として︑東大

ことが考えちれるのではなかろうか︒すなわち︑当時の古

製作を中心として︑統一酌に理解するならば︑次のような

の蔵書であることを前提とした石田説はよほど考え直さな

寺内部に画一的に設麗された学団組織であって︑それ以前

︵大日古文繭・早り︶と記されていることも︑上記の推測を裏

くてはならないであろう︒

の教学の伝統の中から麟生的に形成された屯のではなかっ
たのであると︒

さて︑法性宗をも含めて︑いわゆる六宗の宗派名が古文

天平勝宝年間の古文書のいわゆる﹁法性宗﹂は︑かよう

・書に現われるのは︑天平勝宝三年から七年にかけてのわず
か五年間︵七五一i七五五︶に限られている︒このことも併

﹁法性宗﹂の厨子に護法の像を描き︑

また門唯識論﹂等を借詰けたことは︑不条理である︒既述

るが︑それにして竜︑

な特殊な条件のもとにおける黒黒的な戒立事情をもつてい
︵大日
この時作られた

勝宝四年閣三月十八臼の﹁充厨子彩色帳﹂

せてふかく考えてみる必要があろう︒とくに六芸名の出揃
うのは︑

④

古文善●箔置︶であるが︑最近の研究では︑

されたものだといわれている︒そうだとすると︑六宗名の

て︑弼年四月九臼︐に厳修される大仏開眼会をめざして製作

はあっても︑法相宗に混ぜられることはなかった筈である︒

ように︑法性宗が三論や華厳︑もしくは天台とされること

﹁些細な事柄﹂ではない︒西教寺潮音や狩谷鹸斎の考証の

⑦

の最澄の場合に照らしても︑法相宗と法性宗の差は決して

所見する古文書のほとんどが︑上掲のごとき﹁経疏出納

﹁六二厨子﹂は本来大仏殿の四隅に安賞する納経厨子とし

帳﹂や﹁玉帳﹂であったことも理解され︑またそれらがわ

この疑点を﹁ホフシャウシュウ﹂という音潮の類似によつ
⑧
て解決し去るがごときは︑おそらく軽率のそしりをまぬが

ずか五年間に集中してあらわれた理由も納得される︒すな

（582＞
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ニハ年の撰︶にすでに常識であったことがらを古文書の物語

た﹂のである︒しからば問題は︑笹島時代︵﹃守護国界章﹄は八

仏教の常識として︑全く対比的に用いられるのが常であっ

駁された宗正英氏の昌蕎葉をかるならば︑

﹁性・相の二宗は

大唐一﹂ を法器習学であったとする最近の藤野氏の説を反

れないであろう︒﹃山本霊異記﹄一本の道昭の﹁求辮法性於

ある︒ここに問題が生じた︒

に承け﹂た説であり︑

乗之因﹂であるとし︑しかもそれが﹁親しく疏主︵慈恩︶

釈に動揺が生じたのである︒つまり﹃摂釈﹄はこれをコ

智周の﹃法華摂釈﹄が伝来されるに及んで︑この伝統的解

派の伝統的な解釈とされてきた︒ところが︑その後撲陽の

は﹁二乗之因﹂であるとされている︒そこでこれが正統学

㈲︵上略魚骨今此悪文磁気

﹁相伝謬らず﹂と述べていたからで

る天平勝宝三i七年︵七五一−五五︶に湖らせることができ

るかどうかである︒この疑点を明かにするためには︑しば

有山相諄刃或依昌唯識述記・法苑諸乗義・無垢済世疏・此迄賛等輔

二選元興寺顯飛回忌想び

らく異った観点に立って当時の南⁝都唯識⁝教学のあり方をひ

二粟之閃︑名晶衣械几禰如晶誉田4 ︵肖・μO︒︒矯霧︶

に﹁此疏文﹂というのが﹃法華玄賛﹄を指すことは︑文中

これは第一の伝統学説の方を述べたものである︒はじめ

︵
最澄の著述の中に︑元興寺法相学派の間に次のような論

に﹁此玄賛﹂とあることから明かである︒さてこれに対し

﹃摂釈﹄伝来をあぐる問題

︵国．

これは﹃決権実論﹄

争の生じたことを伝えている︒

し

も

⑩

︵肖曾心O︒︒u綾︶

というのは﹃摂釈﹄にもとつく新説を紹介した屯の︒すな

賛・弘賛等評昌此交諏↓未レ得二定4

云晶而不用之輔故踏篭几案都不レ絹︒此闘現在︑珊不用謬︑新学

摂釈ニム︒扇網承云︑非昌疏主之意の叉経文

て︑

中︑経溝鼠の部分について見てゆくことにしょう︒

も

さて論争というのは︑法華経讐出品の﹁是長者作是思惟︑
も

の解釈に関する議論であるが︑述記・法苑・無垢称経疏・

わち︑同経讐需品の前文の少しあとには﹁而不溶之﹂とあ

我身手有力︑当以衣械︑若以几案︑従舎出之臨という一旬

㈱或田︒唐国疏塚造

譲O︶にも紹介されるが︑記載のくわしい﹃守護国界章﹄巻

⇒

ろく考察しなおさなくてはならないであろう︒

⑨

法華嘉事などの慈恩の著述によれば︑文中の﹁衣被几篇目

（583）
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（薗溝）
最澄の；論読な避じ：て、参｛乱た南都教学の鱗向Cド）

る︒したがって﹁衣械几案﹂は二乗の因でなく一乗の園で
︵中略︶

﹁律論疏集伝等本収納井返送帳﹂︵大口古文顛．回︒︒⑦︶

昔九臼受墨一廷
年︑

一切経分
筆一箇 宮写法花摂釈料酒主

已上並依僧蕉乞写法花摂釈四巻料酒醤

㈲同

受酒主

屈母廿一臼納法花摂釈一藩四巻棚研縮欝牽月＋二日返送使檎前万搭

看玄防僧正所

用．不用諄扁とは︑この時元興寺法網学派に生じた論争を

案﹂の解釈論争がまき起された︒文中に︑

帰ったことが知られる︒そしてこれは㈹の注記にしるすよ

阿刀酒断が玄防のもとを訪れて﹃着時﹄の原本を受領して

り﹃法華摂釈﹄四巻が筆写されることになり︑その前日︑

﹁同じき法蓮宗に絹謬﹂の生じだの

（584）
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あり︑また﹁用﹂でなく﹁不用﹂だという説である︒これ
を要約すれば︑
﹁衣械乙案﹂の解釈

正統説一二乗の因一続

指すものである︒それではこの議論の生じた﹁此間現在﹂

うに︑

右によれば︑天平十五年七月昔二日︑僧正玄肪の乞によ

とは何時のことであろうか︒それはいうまでもな党﹃摂

それでは砲陣は﹃特電﹄を何時どうして入手したのであろ

玄防は養老年中入唐求法し︑天平七年︵七三五︶︑経論五

﹁此間現在︑

釈﹄のわが国に伝えられた時としなければならないであろ

うか︒

五年三月の﹁爲一切経所沢垂耳﹂︵大擢宵交自・嵩①︶とされ

千余巻を携えて帰朝した︒入唐中は撲陽の国父︵六七七一七

（詣

⑪

るが︑交面に当ってみると︑内容の記載は天平十六年六月

⑫
三三︶に学び︑その死にあって帰朝したといわれる︒智周

しからば引用㈲に︑

防︑その時期は天平七年としなくてはならない︒

﹃摂釈﹄の伝来者は玄

廿九日のことであって︑むしろ次の史料を初見としなけれ

ｪ山門鳶口文 三岡・一︒◎μ︶

はすなわち﹃摂釈﹄の著者である︒

七月廿二日指図八箇新墨二廷

㈱天平十五年﹁写疏料筆墨納帳﹂

ばならない︒

﹁宮一切経﹂に新沖するためであったようである︒

う︒石田氏の﹃臼録﹄によれば﹃摂釈﹄の初見は︑天平十

となる︒こうして﹃摂釈﹄の伝来を契機として︑ ﹁衣被几

智周説一一乗の因−不用

｛

る︒これはいったいいかなる事を物語るであろうか︒

は︑天平七年の玄防帰朝を契機とする墨来事だつたのであ

最澄が智周を高く評価していたことを示すものであろう︒

右に見た﹃摂釈﹄伝来時の遺事をくわしく紹介したのも︑

ている︒玄防の教学内容はまったく不明というほかないが︑

ながら︑密教に接近し︑宮廷に出入したところまで共通し

この良馬にきわめて相似た瀟をもつている︒法桐宗に属し

の場合に代表させてみたのであるが︑玄肪の思想と行動は

概念規定を思い起こす必要があろう︒私はこれを唐の良心

ろうが︑同時にまた同じころに芽生えた南都における華厳

ない理由の一つは︑かれの政治活動とその失敗にあるであ

照らして首肯されるであろう︒玄防の教系がまったく振わ

に将来されたとすることは︑天平中期の南都教学の動向に

ある玄防によって︑いわゆる﹁新法相宗﹂の実質がわが国

かった︒しかし︑彼の後継者であり︑

最澄はさすがに智周を﹁新法網宗﹂に加えることはしな

おそらく一乗主義への傾斜を大きく早していたのではない

学の隆盛によって説明されるのではなかろうか︒

ここでわれわれは︑前章にのべた最澄の﹁新法相宗﹂の

か︒私はこの玄防を︑最澄のいわゆる﹁新法相宗﹂のわが

宗﹂すなわち法相宗異端学派の体質が華厳宗に引きつがれ

にはじめて充分に理解されるであろう︒

宗の急激な隆盛などの事実は︑おそらくこうした背景の下

におけるさかんな三歳の著述に関する研究︑あるいは華厳

のわが国にも存在したであろうことを推測した︒奈良時代

よって︑最澄のいわゆる遍新法相宗しの実質が︑︑奈良時代

︵
右に私は﹃摂釈﹄伝来を玄肪の帰朝に関連させることに

ヨ摂論秀呆伝来

るのは︑中国の場合にも見られた現象だからである︒

﹁新法相

﹃摂釈﹄の伝来老で

国への伝来者に劃一したいと田ゆ・りので︷め一食︒

さらに附け加えておきたいのは︑玄防の師にして︑ ﹃摂

釈﹄の著者であるところの智周に対する最澄の評価である︒

かれは一般には︑慈恩−魚沼の正統法相学派の忠実なる継
承者であったと理解されている︒しかるに御澄は必ずしも
そのようには考えていなかった︒ ﹃依懸天台義集﹄に彼を

引用したことは︑すでにたびたび指摘したところであるが︑
すなわち︑ ﹃義集﹄には︑智周が天台義によって菩薩戒経
を解釈したことを舌回く評価しているのである︵囲9ω画︒︒︶︒

（585）

85

（繭田）
最澄の譲証を通じて見た幣都教学の傾向（下）

いやそうではない︒われわれはこれを﹁摂論宗﹂の伝来に

良時代の日本には︑ついに扶植されなかったのであろうか︒

けることは困難である︒しからば﹁法性宗﹂の伝統は︑奈

察したとおり︑これをただちに最澄の﹁法性宗﹂に結びつ

たか︒勝宝年間の古文書に見える﹁法性宗﹂は︑すでに考

それでは︑最澄のいわゆる﹁法性宗﹂の方はどうであっ

明証されるのである︒

遺文︒︒8︶によって︑両寺に﹁摂欲衆﹂の存在したことが

の﹁伽藍縁起井流記資財帳﹂の記載︵大日古文国●①ω鮒寧楽

運命にあった︒天平十九年︵七四七︶の大安寺および元興寺

そうした結果︑摂論宗は新羅・日本へも早く伝来さるべぎ

する憂欝は︑曇遷の弟子弁相の門下だったのである︒さて

にかけ．て摂論宗は大いに弘通された︒殻澄がしきりに引期

されたのは推古三十一年︵六二三︶以後︑斉明七年︵六六一︶

この摂論宗の日本伝来については︑富貴原章信氏のすぐ
⑯
れた研究がある︒同氏の推定にしたがえば︑摂論宗の伝来

踏いてたしかめることができるであろう︒

最澄のいわゆる﹁法性宗﹂が︑新訳以前の鍮伽学派︑す

﹃大

なわち⑧群学説を意味したことはすでに明かにした︒特に
﹃梁訳摂論﹄

以前の三十九年の間であり︑また恐らくは新羅を経由した

﹃通六九証﹄の適確なる分註に従えば︑

荘厳経論﹄﹃娚伽経﹄等を所依とする学派であることがわ

ものであったろうとされている︒

⑭

ところがその後︑この問題について︑まったく別心の観

かった︒そうした学派のうち当時最も代表的︑かつ有力な
宗派であったのが︑真諦の摂論訳出を契機として形成され

れて︑しばらく流伝を妨げられていたが︑晴代に入るに及

真諦の暴論学派は︑かの地の南北朝末期の戦乱に災いさ

二つの事蹟に注目されたのであるが︑鎌足の摂論研究奨励

足の仏心信仰を考察し︑彼の維摩会開設と画論研究奨励の

点からなされた横田健一氏の研究がある︒横磁氏は藤原鎌

んで︑急速に南北シナに伝播した︒摂論宗普及の功労考は

については次の事実を指摘されている︒それは天平九年三
⑬
月十日の﹁太政官議奏﹂所期の皇后宮職解の物語る事実で

た摂論学派であった︒

曇遷︵五四二i六〇七︶であるが︑かれは購文帝に請われて

元興寺に

ある︒すなわち内大臣藤原鎌足は﹁白鳳年中﹂︑

⑲

長安に入り︑興善寺に摂大乗論を講じ︑以後階代から初唐
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へ六四五︶帰唐した当初の学風は鍮伽論中心の非常に包擁的

なものであって︑氏によれば﹁鍮伽論学派﹂といわれる︒

﹁摂大乗論門徒﹂を始興した︒天智朝には鎌足が家財を割

いてきたが︑その後は藤原不比等ならびに光明皇后が財貨

ところがのち次第に成唯識論中心のいわゆる︐﹁法相唯識学

︵六五九︶に行われた﹁成唯識論揉訳﹂であったという︒の

派﹂へ移行したのであり︑そのメルクイ︑ールは顕慶四年

を寄進し︑ ﹁論衆﹂を増したのであるというものである︒

．ここにいう﹁摂大乗論門徒﹂が天平十九年の同寺資財帳に
見える﹁摂論衆﹂に当ることはおそらく疑いないであろう︒

が︵第二章第二節参照︶︑そこでは神泰は﹁無性衆生義﹂を肯

ったことは﹃法華秀句﹄巻中︑仏性論争に紹介されている

潤と﹁一分無性衆生義﹂について議論を戦わせた人物であ

たといわれる︒神泰が虚血門下の高弟であり︑同時代の霊

が︑長安に入り車楽坊慧日道場に住し︑神泰を和上となし

れている︒定恵は白重四年︵六五三︶学問僧として入唐した

は︑上述の曇遷と相並んで摂論宗の輿地伝播に功労のあっ

かったかと横田残は推測せられる︒道因︵五八七−六五八︶

慧日寺で同じころ行われた道因の無梁．叢論の講説ではな

気の中で︑定恵に大きな影響を及ぼしたのは︑彼の住する

て表面化されない混沌未分の段階であった︒こうした雰囲

出もなお進行中であり︑新旧両訳の異同義もまだ問題とし

してみると定恵の入唐した当時は︑玄奨の新経新論の訳

ちに正統法相学説とよばれるものの基本的な立場の確立さ

定する﹁五姓各別﹂論者であった︒しかし︑彼が﹁五姓各

た彰城の傭引池︵五三七一六一七︶

横田氏はさらに進んで鎌⁝足の劇論衆設置の事情を彼の子

別﹂論者になったのは︑なお数年ののちのことであり︑定

この頃︑定日寺主玄階に請われて︑岡寺に型置・華厳・大

れたのも︑この繰訳前後のことであったと考えられる︒

恵入唐の当時は新訳以前の鍮伽派の域にとどまっていたの

品・維摩・娚伽・十地・地持・昆曇．智度．摂大乗．対

定恵の入唐と︑かの地における習学とに関連させて説明さ

ではなかろうか︒

法・仏地心の経論を講じたという︒わけて彼は坐論・維摩

をよくしたといわれ︑これが定恵︑ひいては鎌足の摂論傾

門下の構黛払醐学徒であったげか︑

⑰
結城令聞氏によれば︑玄装の学派は最初からいわゆる正
統学説にこりかたまった竜のではなかった︒貞観十九年
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（繭田）
最澄の論証を瀬じて見た南都教学の傾向（下）

倒をまねいた竜のではなかろうかとされるのである︒

られていることは大いに注渇しなければならない︒これは

恐らく鎌足の頭熱受容︑摂論衆設置にも共通した態度では

ことができたわけである︒しか竜︑摂論受容の背景に藤原

漏種子﹂の全然そなわらない︑成仏の可能性のまったく断

﹁五姓各別﹂説にいわゆる最悪の種姓︑すなわち﹁客分無

た︒

玄
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右の推測にして屯し認容されるならば︑摂論宗伝来の時

鎌足という絶大なる庇護者の存在したことを明かにしえた

たれた機根を意味する言葉にほかならない︒載量の新訳唯

なかったかと思われるのである︒右の﹁無性衆生﹂とは︑

ことは︑大きな収獲だといわねばならない︒すなわちこの

識学説のわが国に及ぼした影響はかくのごとくだったので

期ならびに経路を富貴原頭の推定よりもさらに精密にする

事実は︑鎌足ら当代支配階級に属する知識人の大陸仏教に

ある︒

り︽れよhソ奪ル︑ 吝月明レ〜な十︵六六一︶帰翻脳した道昭によって︑

さて智通・智達の帰朝の年次は知ることができないが︑
⑥

対する反応のきわめて敏速であったことを示すとともに︑

またその反応の仕方がいかなる傾向を帯びていたかを示す
ものではなかろうか︒

の鎌足の子定恵らと岡船で入唐し︑玄奨の膝下においてそ

装の正統学説ははじめてわが国に将来された︒道昭は上述

ともに︑正統学説の特色ある教義も日本に伝達せずにはい

の正統学説をまさしく継承し︑わが国法相宗の第一伝とな

帰宅学派が次第に﹁法梢唯識学派﹂として形成されると

ないが︑その反応を伝える最も早い史．料は︑おそらく斉明

ったのである︒ちなみに定恵は道昭におくれること四年︑

天智四年︵六六五︶帰朝したが︑同年二十一二歳の若さで残し

紀四年︵六五八︶七月条の︑
沙門智通・智達︑奉レ勅乗儒新羅船両往一﹁大唐國凋受一一無性衆生義

於玄麩法晦所刃

︵
﹁法性宗﹂といい﹁新法楓宗﹂といい︑あるいは摂論宗

括

的側癒︑たとえば八詳説や三性三無性説が表面に出されな

という竜︑従来の伝統的教学史の上からはほとんど無視さ

四壁

いで︑ ﹁無性衆生義﹂という救済諭的側面においてうけと

という記載であろう︒これによれば正統法相学説の存在論

⑲

ける﹃法華摂釈﹄の伝来︑天智朝における摂論宗の伝来︑

平・勝宝年間の古文書に現われる﹁法性宗﹂︑

天平年・闘にお

あった︒その結果︑ここに指摘した三つの点︑すなわち天

論は︑この観点から︑南都教学を見直すことに努めたので

最澄の論成を充分に理解することができないのである︒小

派が︑奈良時代の南都仏教に存在したことを予想せずには︑

た頃の動向であったと考えられるのである︒井上光貞氏が

的な正統法相宗に変質するのは︑奈良時代も末期に近附い

されるのである︒そしてこのような法性宗が︑やがて本格

ろに︑当時の法相教学の﹁広びやかな自由な態度﹂が見事

しかしそれにもかかわらず︑こうした宗派名を与えたとこ

⑧群学派と認定することは既述のように困難と思われるが︑

最後に︑正倉院文書にいわゆる﹁法性宗﹂が︑ただちに

が必要だと思うのである︒

これらは︑全く別梱のことがらとして考察を試みたのであ

指摘されたような状況は︑主としてこの時期に認められる

れてきた存在であった︒しかし︑これらの宗派もしくは学

るが︑他油ではまた互に深い関連を蒋する事実であったと

事柄であろう︒したがって︑

井上光貞氏︑前掲論文︒

﹁法性宗所﹂が慈恩の注疏類

も考えられる︒これを簡単にいい表わすとすれば︑奈良時

を借請けたり︑その厨子に護法の像を描いた事実は︑法性

も

代の唯識研究では︑つねにその救済論的側︑面が重要視され

宗の今後の動向を予示するものであったと理解さ︑れねばな

も

ていたこと︑を意味するのではなかろうか︒この側面が南

らないであろう︒そして︑こうした動向を示した本格的法

も

都教学の底流をかたちづくっていたればこそ︑やがていわ

相宗の発展︑あるいはその原因については︑他日の考察を

も

ゆる⑧ゆ群学説として最戸の論成を支えることができたの

期したいと思う︒

④

﹃日本上古史研究﹂ニノニ︑

﹃罷谷大学諭集﹄三五七号︑昭和三二︒

藤⁝野道生霊︑﹁法相宗について﹂

的立場扁

③鹿苑大慈氏︑稿︑﹁日本法相家の系譜と﹃口本霊異記﹂の思想

②

①石田茂作氏︑前掲三等二章︒

も

であると理解されるのではなかろうか︒また天平期におけ
る華厳教学の隆盛のごときも︑従来は主として新羅仏教の

影響によって説明されるのが常であった︒われわれはこれ
を否定する音心志は毛頭もつものではないが︑このことを説

く前に︑南都における教学の一乗化の傾向を注意すること
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（繭1罰）
最澄の論；蓋を・通じて見た1南都教学り傾肉（下）

昭鷺 三︒

①朝ρ

﹁成実章﹂を強請

﹁散帳﹂図・ω卜︒○︒︶の場

﹁散帳﹂図． O Q 卜 Q Q ◎ ︶ ︑ あ る い は ︑

⑤嗣様な関係は﹁倶舎論疏﹂を借請けた﹁修多羅宗所﹂︵﹁娼納
帳﹂関

含にも見出される︒

けた﹁成実家所﹂ ︵﹁鵬﹇納帳﹂闘．①qさ⊃矯

﹃顕直ハ学弗犯論集一五〇q万

⑥亀閏孜稿﹁奈良時代の祖師像と倶舎宗曼陀羅﹂﹃仏教芸術﹄
を参照されたい︒

一門万︑ならびに拙稿⁝﹁先徳 像 と 本 尊 ﹂

⑧家永三部稿﹁法絹宗の名義について﹂︑家永氏前掲書二六二

⑦狩谷救斎︑﹃臼本霊異記孜証﹄巻上︒

頁︒

⑨宗正英稿︑﹁藤野道生氏門禅院寺考﹄を評す﹂﹃爾本上古史
﹃嚢底伝灯目録﹄法華・経注疏部

⑪

蜜貴原章信氏︑前掲書二三八頁︒

﹁傭油日本紀﹄申入阪一工T八年山ハ月﹁巳亥⊥丁八日条︒

﹃大谷学報﹄二

﹁同翼賛十巻︑法証撰︑釈玄賛﹂とある

に︑﹁羅饗＋三巻︑興業誹本生行嚢︑﹂とある︒嘉日竺

文中の﹁弘賛﹂については︑

研究臨︸ノ十二︑昭和認⁝二︒

⑩

の方は見当らないが︑

＠

富貴原章信稿︑﹁摂論宗の日本伝来に就て﹂︑

のが︑それかもしれない︵いずれも現存せず︶︒

⑭

〇ノ四︑一ニノニ︑昭和一四−五︒

﹃日本仏教﹄五号︑昭和三

﹃類従三代格﹄巻二︑ ︵繭史大系本五五頁︶︒

騰︒

⑭横田健一稿︑﹁藤原鎌足と仏教﹂
⑮

横田氏前掲論文によれば︑これは孝徳朝の﹁白雑﹂のことで︑

り

に

︵竹内理三編﹃勲業遺文﹄下巻八八○頁︶︒

﹁東洋磁化研究所紀

下限は灘然としないが︑おそらく六韻脚一六五西頃までのこと

⑱

であろうとされている︒

おわ

﹃家伝︑貞慧伝﹄

富貴原章信氏︑前掲書︸九二頁︒

要﹄︑ 一一︑昭和三一︒

⑰結城令鞠稿︑﹁緊緊とその学派の成立﹂

⑲

⑧

六

はじめにのべたように︑︑本論は奈良時代の教学を︑後続

する三三の教学を通じて醐及し復原することを試み．たもの

である︒そして︑この方法を通じて︑前代の教学にできる

かぎり内容的に接近してゆくことを課題としたものであっ

た︒しかしその意図がどれほどまで実現されたかは︑甚だ

心許ないものがある︒おそらく無数の誤りをおかしたこと

を恐れるものである︒とくに︑この方法に固有な方法論的

制約を痛感せざるをえない︒すなわち︑零雨という一人の

思想家の論成をほとんど唯一の資料として構成された本論

では︑何．よりもまず最澄の主観による歪曲という制約をま

ぬがれることができないからである︒
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したがって︑ここに導き出された結論が︑先学の見解に
異った場合はいうまでもなく︑幸にして一致を見た場合に
おいても︑もし正当なる理由にもとづいて方法論的もしく
は史料操作上の欠陥を指摘せられるならば︑私は本論の論
旨を固持する気持はいささかも持たない︒あくまでも一つ
の試論として︑本論が南都教学の復原研究に多少なりとも
役立つことがあれば︑望外の仕合せと考える次第である︒

々扁と述べ︑旦取澄は再仏潤太・により︑川園一は論軍再仏綱本によってい

ることを主張しているが︑七巻本と十二巻本は同一人の著述の

て︑最澄のいわゆる十二巻本のO︑蟄漉慧熱堪島とは︑義︷叔⁝撲の嶺．大

再治︑未欝治の間柄にあったものとは考えられない︒したがっ

乗薮林章繍十二巻のことではなかろうか︑というのである︒

﹃守護章﹄では︑

﹁三二章﹂とよばず

私はこの説に賛成できない︒その理由の第︸は︑本論第二章

に︑明かにこれを﹁法苑﹂とよび︑また︑慈恩の撰に擬してい

第二節に述べたように︑

るからである︒第二は︑正倉院文書等によると︑慈愚の﹃大乗

からである︒諸書の引痢にきわめて厳格な態度を示した最澄が

荒苑義林章﹄と義寂の﹃大乗的林章﹂は明かに区別されていた

本文申に︑番丹を付して引用した文献は︑すべて最強の

︵付記︶

この澗欝を蒼黒するようなことはありえなかったと思う︒たと

論争開秘書の文である︒なお引胴交流に括弧を付して注した数
字は﹃伝教大師全集﹄の巻数・頁数を示す︒⁝例を添せば︵国●

×・ω器︶には︑﹁山隠国章七巻﹂と﹁大乗義林章＋二巻扁を並記

えば︑天平二十年八月圏日の﹁宮一・切経故納櫃帳扁

ヘ

ヘ

︵大日古文潔 給㊤︶には︑
ヘ

大乗法苑林章七巻

ろう︒河村氏の新見解を駁して︑ここに補註する︒

章﹂と略称される慈恩の﹁義林章︺︑十二巻本が存在したのであ

と︑明かに基︵慈愚︶撰と註している︒端艇の頃には﹁十二巻

大乗義林章十二巻藩咳噸撰︑︑
又名十二巻章

へ

し︑また︑天平勝宝五年五月七目合帯の門奉写章疏虚伝購録﹂

︵大日古文

る︒なお同様に﹁大正蔵扁として示したものは﹁大正大蔵経﹂
﹁大ほ古文﹂としたものは﹁大日本古交書

似OQ︒︑③ら月︶は︑ ﹁金集第二巻四〇八頁︑及び六五頁﹂の意であ

の巻・営繕であり︑
︵編年︶﹂のそれである︒

︹補註︺

最近の﹃田本仏教臨第八号に︑河村孝照氏が﹁最澄素引の義林

﹁大唐岡の七巻本は謬乱多し︑十二巻本は稽々再治す云

﹃法苑有壁章﹄に

章﹂と題する覚え書を発表していられる︒その説くところはこ
関し︑

うである︒厩取澄は﹃守護章﹄上巻において︑
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（薗鴫）
戴：澄の論証を通じて見た南都教学の傾向（下）

