
『法華経』 「譽嶮品」の精読

－声聞(舎利弗)授記の異質と｢三車火宅嶮｣の本旨一

苅谷定彦

はじめに

（1）

これまで「現行法華経」の第二章「仏乗品」 （｢妙」 「方便品｣）を精読し
（2）

て、 「オリジナルの「法華経｣」においては、釈尊は成道後、種々の原因、

…語源解釈などのく巧みな教化方法> (upayakauSalya)の行使によって

こそ説法開始しえたのであり、 しかもそこには、 “はじめに三乗（声聞

乗、独覚乗、菩薩乗）を説き、久しくして後にく仏乗〉を説く”という説

法の順序次第が三世十方の一切処において「常法」 (dhannata,定まった法

式、普遍の法則） としてあって、それは無数のく巧みな教化方法〉の中で

最高の(agra) <巧みな教化方法〉であると明かされていた。

ところが、その後、 $upayakauSalya'を衆生に真実を明かすまでの「暫定

的な、仮の手段」所謂“方便”と解する異質の思想が大量に持ち込まれた

のであって、例せば、 「(それにも拘らず）仏は五濁の悪世に出現した場合
ゆいいつ

には、 “方便”を用いて、 「この唯一の仏乗」 (tadevaekambuddhaPyanam)

を三乗の説示として説示する」 （｢土田本」40,3-4)とあり、ここにいう

｢三乗」とは声聞乗、独覚乗、 「この唯一の仏乗」の三つであり、 しかもそ

の全てが“方便”でもって説かれた“仮の教え”ではなく、その中の「こ
袖（1）

の唯一の仏乗」だけは“真実の教え”であるとするのである。これは「法

華経』における“はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”をもって最

高のく巧みな教化方法〉とする主張とは全く相違する。

こうして、大量に持ち込まれた“方便”という異質の概念によって「現
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行法華経」は、 じつに声聞乗、独覚乗一「阿含」の初期仏教から部派仏

教へと展開した伝統的正統派仏教一をもって“仮の教え"、即ち「劣っ

た乗」 (hmaｼanap 「小乗｣） とし、それに対して新興の大乗仏教－その中

核は「般若経」にして、 「法華経」の謂う三乗中の「菩薩乗｣、ここに謂う

｢この唯一の仏乗」－こそは“真実の教え”にして「偉大な乗」 (mahay&
ana,大乗） とする、優劣の価値判断を明確に下しているのである。勿

論、このように評価付けした者は『般若経j徒であって、それは「一切衆

生は本来からぼさつ（成仏確定者)」と主張する『法華経」 〈仏乗〉に対す

る強烈な反撃であり、これによって「法華経」のく仏乗〉は己の主張する

｢菩薩乗｣、 「大乗」と同一であると改ざんし、 『法華経」を己と同族のも

の、 さらには己の配下に置こうとしたのであって、 これを指して『般若

経」の“巻き返し”と称する。この「般若経jの“巻き返し”は、あげ<

のはてに本来「仏乗品」であった第二章の章名までをも「方便品」と改ざ

んするに至ったのである。
（3）

このような見地から、 ここに第三章「警嶮品」を精読する。

(1)

「讐嶮品」は次の文で始まる。

(I]さて、時に具寿・舎利弗は（｢仏乗品」を聞いて）喜び、受け入れ、

心から歓喜を生じて、合掌して世尊を敬い、世尊に面と向い合ってい

て、世尊を仰ぎ見て、世尊に次のように告げた。「世尊よ、私は世尊

から直にこの様な“お声" (ghoSa, =<仏乗〉の説示）を聞いて、不可

思議・未曽有（の想い）を得ました。大いなる歓喜を得ました。なぜ
まこと

なら、 （これまで）世尊から直にこの様な「正法」 (saddhanna,真の仏

教＝〈仏乗>）を聞かなかった間は、他の菩薩たちを見て、 〔そしてそ

れら菩薩たちの未来時の仏名を聞いて〕 「私はそのような如来の智慧

の領域(gocara)から〔知見(jiianaPdarSana)から〕脱落した」と、大

層悲しんでいた〔大層苦しんでいた〕からです。 （59,1-10． 〔 〕内は

“後分”にして削除すべきもの、以下同じ）

この「正法jは、現行本では単に.dhanna' (教法、 「写本集成」 (m-5)
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に異本なし）であるが、そのような漠然とした教法一般ではなく、舎利弗

がそれを聞いて不可思議・未曽有の想いを得たと言っている以上、前章で

説き明かされたく仏乗〉を指していることは明白であって、それ故「正
（4） さき

法」 (saddhanna) と私に校定する。なぜなら、前の「仏乗品」で所謂「五

千起去」の後に、いよいよこれから説こうとする「新しい教法」即ち「仏

の意図のこれから語られるところ」 (samdhZPbh盃号ya)を指して「｢正法」は

(仏智と同様に、三乗の者の）思慮分別を超え、それの及ぶ範囲になく、た

だ如来だけが知りうるものである」 （37,1-2） とあり、さらに後の過去仏

段に「それら過去諸仏から直に『正法』を聞いた衆生は全て無上等正覚に

おいて“已得者" (labhin) となった」 (38,8-10) とあって、 〈仏乗〉を指し

て「正法」と言っているからである。

〈仏乗〉とは、 “一切衆生は本来からぼさつ（成仏確定者）である” とす

る「仏智による直観（衆生洞察)｣ (tathagatajiiana.darSana, 「妙」 「仏知

(の）見｣）を衆生に示し、衆生をして理解せしめ、 さらに悟認せしめ、そ

の上で仏智（に至る）の道(tathﾖgatajiiana[-darSana) -maIga)に入れしめ

る（＝ぼさつ行に導く） ところの「ぼさつを鼓舞すること」 (bodhisattva

samadapana, =本来からぼさつである衆生をぼさつとして正覚の独得に向けて
（5）

鼓舞すること）に他ならない。

この「正法」たるく仏乗〉をこれまで聞いたことのなかった声聞・舎利

弗は、仏が自分たちに声聞乗を説いた後、菩薩たちには新しく大乗・菩薩

乗を説いてその成仏を明かしたこと－これは初期仏教から部派仏教、そ

して、それと並行する大乗仏教の興起というインド仏教の歴史的展開その

もの－を見て、 自分たち声聞は仏智の領域から脱落した者だと悲嘆して

いたと言うのである。

これに続く本来の文は、その間にある文節（59,10-60,4）を越えて、次

の〔Ⅶ〕であって、舎利弗は次のように言う。

〔Ⅶ〕世尊よ、今や世尊から直に、以前には聞いたことのないこの様な

〔未曽有の教法〕 “お声”を聞いて、私は憂悲(palidaha)から解放さ

れました。 (60,4-6)

ここに、舎利弗は仏から直に“お声”即ち“一切衆生本来からぼさつ”
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と明かすく仏乗〉の説示を聞いて、声聞も本来からぼさつである限り、ぼ

さつ行をなすならば、そこに必ず仏智の独得（＝成仏）のあることを知っ

たので、 これまで懐いていた「自分は仏智の領域から脱落した」という憂

悲から解放され、大いなる歓喜を得たと告げているのである。これによっ

て(I)と〔Ⅶ〕は首尾一貫し、文脈はよく通じる。

では、その間にある文節（〔Ⅱ〕～〔Ⅵ〕）は何か。先に結論を言うなら

ば、 これが智慧第一と称される舎利弗の仏に告げた言葉とは到底考えられ

ず、 「般若経」側からの発言、それも声聞・舎利弗を愚弄する感のあるも

ので、 「法華経」のく仏乗〉に反撃するべく持ち込んだ『般若経jの“巻

き返し”の一環に他ならない。

〔Ⅱ〕世尊よ、私は昼の休息のため山や…人里離れた処に赴いた時でさ

え、私はたえず次のような想いで過ごしていました。「じつに法界に

入ることにおいては（声聞であろうと菩薩であろうと、仏道修行者とし

ては）平等であるのに、我々（声聞）は世尊によって“劣った乗"(hma

yana)でもって出離させられた」と。 (59,10-14)

一体、声聞・舎利弗が現に今の今まで己が受け入れ、修行に励んできて

いる声聞乗を指して自ら“劣った乗”などと言うであろうか。これは、

"劣った乗”に対する“偉大な乗" (mahayma) と自称する「般若経」徒

が舎利弗をして言わしめていること、明白である。

しかし、この「私は仏によって“劣った乗”でもって出離せしめられ

た」という発言は、仏を糾弾するものと受け止められかねない故に、あわ

てて次のように言葉を継いで、

〔Ⅲ〕その時、私には次のような想いがあったのです。「これはじつに我々
とが

（声聞）の筈であって、決して世尊の筈ではありません」 （59,14-15）

と、断った上で、次のように釈明する。

〔Ⅳ〕なぜなら、もし我々によって世尊のこの無上等正覚に依拠する「卓

越した(samutkaIsika)教法(=大乗・菩薩乗≠〈仏乗>)説示」が待た

れていたならば、世尊よ、勿論我々はそれらの教法（＝大乗諸経典）

において出離していたであろうからです。 （59,15-18）

これは、逆に言えば、 “劣ったもの" (hma)と ‘‘偉大なもの" (maha)
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とが、 もし並べて提示されたならば、誰が“偉大なもの”を差し置いて

"劣ったもの”を取るであろうかと言うに等しいのであって、 これではと

ても「答は我々声聞にある」ということにはならない。それ故に、これも

声聞を愚弄する『般若経」の“巻き返し”に他ならない。

このことは続く次の文によってより明らかである。

[V] (それなのに）我々はまだ菩薩が登場していない時に(=大乗仏教の興

起は釈尊の滅後、数世紀を経た頃であって、歴史的事実)、 （はじめに説か
（6）

れた声聞乗が）世尊の「方便随宜説」 (samdhaPbhaSya)であるなどとは

知らない者ですから、まして生来あわて者ですから、世尊の最初に語

られた教法（＝声聞乗）説示を聞いて理解し、 〔憶持し〕 （瞑想によっ

て）修習し、思念し、作意してしまったのです。 （このようにして）こ

の私はじつに自己を責めることでもって殆どの昼夜を過ごしていたの

です。 (59,18-60,1)

舎利弗がいかに智慧第一の仏弟子であろうとも、最初に説かれた声聞乗

が、後に説かれる大乗・菩薩乗に比して“方便随宜説” （衆生に真実を明か

すまでの“方便”によって説かれた“仮の教え"）であることなど、神ならぬ

身にとっては知る由もない故に、その最初に説かれた声聞乗に随従して仏

道に精進したのは極めて当然である。それにも拘らず、舎利弗はそれを

"己の過失” （一種自己責任） として昼夜に苦悩しつづけたなどと言うであ

ろうか。ここにおいても、これが『般若経」徒の声聞蔑視の発言であるこ

とは明らかである。

これに続いて、突如、次のような文がある。

〔Ⅵ〕世尊よ、今や私は浬繋を得た者です。今や私は般混桑しました。

今、私には阿羅漢性が得られました。世尊よ、今や私は世尊の子、嫡

出子、第一子、 （仏の）ロから生まれた者、法から生まれた者、法か

ら化作された者、法の相続者、法によって混藥した者です。 （60,1-4）

この「私は世尊の子…法によって浬梁した者です」の文について、高

崎「如来蔵」は「(この）文は、原始仏教経典以来の定型句で、元来、バ

ラモンが自らを（｢梵天の子、正嫡子……｣）と誇っているのに対し、出家し

た沙門が、 自らが「沙門釈種子」たることを誇って述べた語である」
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(p.438)と明かしており、ここでは、それを一種「聖言最」として挙げ

て、舎利弗に「私は浬梁を得ました」と言わしめているのである。これに

よって声聞乗の得果は浬梁であり、阿羅漢果であって、決して大乗・菩薩

乗の主張する正覚の独得でないことを明らかにして、声聞乗は“劣った

乗”であると断定する。これもまた、 「般若経」の“巻き返し”に他なら

ない。

これに対比して上述の〔Ⅶ〕があるのであって、再度挙げる。

〔Ⅶ〕世尊よ、今や世尊から直に、以前には聞いたことのないこの様な

〔未曽有の教法〕 “お声” （＝ 〈仏乗>）を聞いて、私は憂悲から解放さ

れました。 （60,4-6）

ここにおいて、先の〔Ⅵ〕を振り返るに、それは、ここに「私は世尊か

ら直に“お声”を聞いて…」という、その“お声”をく仏乗〉の説示では

なく、故意に「阿含」の経文に充当し、そうすることによって〔Ⅱ〕の

｢私は浬藥を得た」と、 ここの「私は憂悲から解放された」という発言と

の一致を目論み、 もって〔Ⅱ〕～〔Ⅵ〕の「般若経」の“巻き返し”をカム

フラージュせんとするものである。

次に偏頌段に入って、次のように言う。

〔1〕偉大なる導師よ、 （私は）この“お声”を聞いて不可思議（の想い）

を得ました。大いなる歓喜を生じました。私にはもはやいかなる疑惑

(kalhamkath3)もありません。私はこの世で（すでに) <仏乗> (buddha
（7）

xanaLにおいて成熟せしめられた(pa面pacita)者です。

〔2〕善逝の“お声”は不可思議なるもの(aScalyaPbhnta, =素晴らしいも

の）です。 （仏のお声は）生類(prapin,一切衆生）の孤疑(kanksa)と

悲しみ(Soka)を取り除きます。 （それ故) "お声”を聞いて、 （すで

に）漏の減せられている私には悲しみも全て消滅しました。

この偶〔2〕の「孤疑」とは、後の偶〔15〕以下に述べられる「魔の所

為ではないか」という疑いを指し、 「悲しみ」は長行の[I]にいう、 「こ

れまでく仏乗〉を聞かなかった間、私は如来の智慧の領域から脱落した

と、大層悲しんでいた(Socami)」とある、その悲しみである。こうして

la[1)、 [2]は(I)とよく相応している。そして、本来これに続いて
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いたのは偶〔15〕以下であって、その間にある偶〔3〕から〔14〕は

〔Ⅱ〕から〔Ⅵ〕に相応する、 『般若経」の“巻き返し”である。

〔15〕最初に導師の“お声” （<仏乗〉の説示）を聞いた時には、私には大変

な驚樗がありました。「(どうか）あの人々を悩乱する魔がじつに仏の

姿を化作して、ここに（出現して）いるのではないように｣。

〔16〕しかし乍ら、凡そ教法(dhamla)なるものは全て（菩提道場で）よく

樹立された勝れた仏の覚りが、 “原因'，、 “理由''、コーティ・ナユタの

“例証”などによって、 （即ち、無数のく巧みな教化方法〉によって）説

示されたものであると聞いて、それで（私は今）狐疑なき者(ni-

skanksu)となりました。

舎利弗は、はじめてく仏乗〉を聞いた時、これは魔の所為ではないかと

疑ったが、 しかし、先の「仏乗品」で言うように、仏が獲得した正覚（仏

智）は自内証にして不可言辞であるが、一方では、説法（＝正覚の言葉

化）は仏の責務なのであって、それ故、三世諸仏の説法は全てく巧みな教
補（2）

化方法〉の行使によってのみなされるのだと聞いて、これは決して魔の所

為ではないと確信した、 と言うのである。

〔17〕すでに過去に入滅されたジナたち、千・コーティの仏たちのことを

（世尊が）私に話して聞かされた時、 （即ち）またそれら （仏たち）に

よって（菩提道場で） 〈巧みな教化方法〉が確立された後でこの教法

（<仏乗>）がどのようにして(yatha)説示されたか（そのことを話して

聞かせられた時)。

〔18〕そして、世に出現される未来の仏たち、また（現に今世に在って）最

高の義を現証された方々（現在諸仏）が（同じ様に） 〈巧みな教化方

法〉の行使によって教法を説示されるであろうし、 （現に）説示され

ている（ことを話して聞かせられた時)。

〔19〕 （さらに）また、あなた（釈尊）自身について、出家して以来ずつと

修習されてきた修行がいかようであり、あなたには覚った後での法輪

（＝説法による衆生教化）がどのようで(yadrSa)あり、 （その）教法説

示はあなたによってどのように(yatha)なされたか（を話して聞かせ

られた時)。
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この過去、現在、未来の三世諸仏、そして釈尊自身の出家、修行、成

道、 さらにその後の説法開始という一大転換、そして、その説法に当って

は、 “はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”という、三世十方の一

切処における「常法」のあることなど、 これら全ては「仏乗品」に述べら

れていたことであって、それを聞いた舎利弗は次のように言う。

[20]それでもってこれは魔ではない。世間の導師が真実の所行を示され

たのだ。そこには決して魔の（活動する）領域は存在しない。ただ私

に疑惑を懐いた念(citta,心の生起）があっただけなのです。

ここにおいて、舎利弗は、 これまで聞いたことのない｡‘お声”即ちく仏

乗〉の説示を聞いて、始めに懐いたこれは職の所為ではないかという疑い

は完全に消滅したのであり、その上、 自分自身は今や「鼓舞」

(samadapana)の段階から一段上の「成熟」 (paripacana)の段階にあること

を確信したのであって、それが偶〔1〕の「私はここでく仏乗〉において

成熟せしめられた者です」という発言なのである。

それに対して偶〔3〕から〔14〕は長行の〔Ⅱ〕から〔Ⅵ〕に相応する

ものであって、 「般若経」の“巻き返し”に他ならない。即ち、舎利弗は

経行や坐禅を行っている時、いつも次のように想っていたと言う。

〔4〕私は、諸法は無漏にして平等（＝「般若経」の主張する一切法の無自

性・空）であるにも拘らず、 （己の）悪しき心によって欺かれていたの

です。「未来に（正覚を得て）この三界で「最高の教法」 (agra-

dhanna, =大乗・菩薩乗≠ 〈仏乗>)を説示することが出来ない」 （と)。

さらに、声聞である私は浬藥を得てしまった故に、仏と成って保有しう

る筈の三十二相などの仏の特質、 さらに八十種好などを失ってしまった

(偶〔6〕）のであり、仏智の独得は不可能だと （自分自身の心でもって）欺

かれていた（偶〔7〕）のであって、本当に私は永久に仏智を失ってし

まったのか、あるいはそうでないのか、仏に問いたいと、世尊が我々とは

別の菩薩を称賛されるのを見ては、常に思い続けていた（偶〔9〕） と言

い、その上で、

[10)その私は、「この仏法」 (imubuddha-dharma, =三乗中の大乗・菩薩乗
ゆいいつ

＝「この唯一の仏乗」 (tadekambuddhayanam(40,4) ≠〈仏乗>)を聞
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いて、それ(etat, =我々声聞に説かれた声聞乗）がじつに“仏の密

意，，でもって(samdhaya, =仏の意図を内に秘して）語られたもの(bha-
（8）

sita)であると（知り)、 （一方）ジナは（菩薩たちを）菩提道場におけ

る（凡夫の）思慮分別を超え、微妙にして無漏なる（仏の）智慧に啓

導する(praneu) (のだと知りました)。

と言っており、ここに声聞乗と「この仏法」に明白な優劣の評価付けをし

ているのである。

それならば、どうして今の今まで、仏は私（舎利弗）には声聞乗という

｢随宜所説」 （＝“仮の教え"）を説示してきたのかという当然の疑問につい

て、舎利弗は自ら次のように言っている。

〔11〕じつは、私は昔、邪見に執着していた外道の遊行者であって、それ

故、保護者（釈尊）は私の意向を知って、その邪見から解放するため

に浬繋（を得る教えである声聞乗）を告げられたのです。

〔12〕それで（声聞乗によって）私は諸法（衆生）の空なること（人空）を

了解して、それら（以前の）邪見から完全に解放されたのであって、

それ故に「私は淫架した」と了解したのです。けれども、 （｢この仏

法」即ち「この唯一の仏乗」＝大乗・菩薩乗≠〈仏乗〉を聞いた今は）こ

れは‘‘(箕め)浬藥"と言えるものではありませんでした。

舎利弗は、周知のように、外道のサンジャヤの弟子であったが、釈尊の

弟子となり、最初に聞いた声聞乗によって邪見から解放されて、人・法二

空のうちの人空を覚ったのであって、舎利弗自身はそれでもって「浬藥し

た」と了解していたのである。しかし、今は、それが決して“真の浬藥”

ではないことが解ったと言う。

それでは“真の浬藥” とは何か、それについて次のように言う。

〔13〕しかしながら、人・天・夜叉・羅刹などによって敬われ、三十二相

を備えた者である仏、最高の人(agra-sattva)となる時、その場合こ

そ余すところなく混藥した（無余浬桑）者なのです。

ここに、仏に成った時にこそ「無余浬藥」と称される“真の混藥"、如

来の混梁があるのであって、明白に声聞乗は“劣った乗”であり、それに

対して同じ三乗の中にあっても「この唯一の仏乗」即ち大乗・菩薩乗こそ

－認イー



は“真実の教え”であると、評価を下しているのであって、これまた『般

若経」の“巻き返し”に他ならない。

〔14〕私は今、 “お声” （＝「この仏法」＝「この唯一の仏乗」≠〈仏乗>）を

聞いて、浬藥しました。私の（他の菩薩たちを見て懐いた）疑悔(many-

ita)は全て残りなく流し去られました。けれども(api)、もし天を含

めた世界の前で（世尊が私に）最高の正覚において授記される(Wakm･

vasi)時(yada)には、 （その時こそ、私は真の浬藥たる「無余浬藥」が得

られると確信することができるのです)。

とあって、 自分たち声聞は本当に仏智から脱落した者なのかという疑悔は

消滅し、浬藥を得たのであるが、 しかし、それが“無余浬梁”の獲得であ

るためには、ここに是非とも仏からの“授記”が必要であるとして、それ

を乞うているのである。この偶をこのように解するのは、元来この偶は後

の偶〔21〕に続いていたと思われるからである。

〔21〕しかしながら、 （その仏の授記の）甘美で甚深で心地よい仏の調べ

（を実際に聞くことができて、それ）でもって私が歓喜した時(yada)、

その時(tada)こそ私の一切の疑問(samSaya)は破壊され、疑惑(vi-

cikitsa)は消えて、私は（確かに、仏）智に安住した者(=無余浬藥を

得た者）なのです。

〔22〕 （その時こそ）私は疑いもなく天を含めた世間から敬われる如来なの

です。そして（成道後は、釈尊がされたように）この仏の正覚を密意で

もって(samdhaya)告げます（即ち、 “仮の教え”たる声聞乗を説きま

す)。そして（最後には「この仏法」＝大乗・菩薩乗を説いて）多くの菩

薩たちを鼓舞します。

ここに、偶[14cd)と [21ab)の「…時(yada)」を承けて偶(21cd]

の「その時(tada)…」とあるのであって、それでこそ文脈はよく繋がる

のである。

こうして、智慧第一の声聞・舎利弗をして仏から授記されることを乞わ

しめているのであるが、 しかしこのような“授記”は「仏乗品」のどこに

も述べられておらず、その上、この「瞥嚥品」でも、第一段長行では全く

出てこないものであって、それ故、これら偶〔14〕、 〔21〕、 〔22〕に述べら
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れる舎利弗の授記を乞う一節は「法華経」のく仏乗〉とは全く無関係のも

の、 というよりはむしろ『法華経」に反携する「般若経」徒の声聞・舎利

弗を“狂言回し”に使っての“巻き返し”に他ならない。

それというのも、そもそも「授記」とは、燃灯仏授記一過去世に燃灯

仏が、五茎の蓮華を供養し、泥土に布髪した一青年に「汝は将来、釈迦と

いう名の仏に成る」と“記別" (vyaka,apa)を授けたこと－が示すよう

に、当初は、ある者が外見からは全く解らなくても、 “ボサツ" (bodhisat

tva)即ち「菩提(bodhi)を本質(sattva)とする者」であることを仏が証

明するものであって、その後、大乗仏教においては、正覚の獲得こそ仏教

の究極の目的であるとする立場から、 自己を“菩薩”即ち、 「菩提

(bodhi)を求める有情(sattva)」と自称したのに対して、そのことを仏が

保証するというものなのである。

これに対して、 『法華経』のく仏乗〉は「一切衆生本来からぼさつ（成

仏確定者)」という「仏智による直観」に基づく 「ぼさつ鼓舞」である故

に、 〈仏乗〉にあっては、ある者が菩薩、即ち未来に仏に成る者、 “成仏の

有資格者”であることを仏が保証する「授記」などというものは本質的に
（9）

必要としない、 というよりは全く相容れないものなのである。

それ故に、ここで舎利弗をして授記を乞わしめているのは、謂うところ

の「この仏法」即ち「この唯一の仏乗」が「般若経」の大乗・菩薩乗を指

しており、決してく仏乗〉ではないことの明白な証しであって、それ故、

この一節もまた「般若経」の“巻き返し”なのである。

〔2〕

第二段長行は次の文で始まる。

〔Ⅷ〕このように言われて、世尊は舎利弗に次のように告げた。

「舎利弗よ、 （私は）この天と共なる世間の前で、魔と共なる、沙

門、バラモンと共なる生類の前でお前に告げる。お前に知らしめる。

舎利弗よ、お前は（過去世において） （未だボサツであった時の）私に

よって20．コーティ・ナユタ・百・千の仏の下で無上等正覚に向けて

成熟せしめられてきた、 （即ち）お前は長期間にわたって私に随学し
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てきた者であったのだ｣。 （63,19-24）

この一節は理解し難い。まず、 「このように舎利弗から言われて」が先

の第一段のうち、③舎利弗がく仏乗〉を聞いて歓喜したという [I]、

〔Ⅶ〕、それの重偶〔1〕、 〔2〕、 〔15〕～〔19〕の本来からの文節を指してい

るのか、それとも⑥「般若経」の“巻き返し”である〔Ⅱ〕～〔Ⅵ〕、偽

〔3〕～〔14〕、 〔20〕、 〔21〕をいうのか不明なことである。その上、そのい

ずれにしても、この仏の応答はそれとは全く無関係である。さらに、 「お

前（舎利弗）は過去世に私（釈尊、未だボサッであった時）によって正覚に

向けて成熟せしめられてきた、…」と言うが、恐らく、 これは「現行法華

経」第七章「宿世因縁品」 （｢妙」 「化城嶮品｣）に説かれる「大通智勝仏過

去諏」の「その（大通智勝仏）世尊の教誠下で（当時、十六人の菩薩の一人

であった）私（釈尊）によって“一切知者たることの教法" (sarvajna"

dhanna, =「警嶮品」の偶[10]の「この仏法」≠ 〈仏乗>)を随聞させられ

てきた衆生とは誰のことか。それはお前たち（この会座の声聞）がその

時、その折の衆生であった」 （165,3-14）に繋がるものであろうが、それ

にしても、そのことをここで舎利弗と結びつけて持ち出すのは極めて唐突
（10）

であって不可解極まるものである。

これに続く次の〔Ⅸ〕もまた不可解である。

〔Ⅸ〕舎利弗よ、当のお前は「菩薩のプラン」によって、 「菩薩の秘密」に

よって私の教誠下に生まれてきたのである。そのお前は「菩薩の加

持」によって過去世における所行と誓願、 「菩薩のプラン｣、 「菩薩の

秘密」を記憶していないのであって、それ故に『私（＝舎利弗）は混

藥した」と（誤って）思っているのだ。 （それで）私はお前に過去の所

行、誓願、 （仏）智の悟認を思い出させるために、この偉大なる方広

経典、菩薩のための教え、一切の仏による摂受である『正法・蓮華』

の法門を声聞たちに説き明かすのである。 （63,24-64,4）

ここに出る「菩薩のプラン」や「菩薩の秘密」等の語句、 また舎利弗の

｢過去の所行や誓願」というものは、ここのみに出るか、初出であって、
（11）

それ故、その意味内容を検討する手掛りは全く無い。ただここに「菩薩」

が頻出し、一方、それに対して「この法門を声聞に説き明かす」とあっ
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て、菩薩と声聞を対比して優劣の評価付けをしているところからみて、こ

れが「般若経」の“巻き返し”であることは明白である。

さらに続いて、次のように言う。

[X] [それにも拘らず〕舎利弗よ、お前は無量無数・不可思議の劫の未来

時に多なるコーティ・ナユタ・百・千の諸仏の正法を保持（憶持）

し、それら諸仏に種々の供養をなして、この菩薩行を成就して後、世

間に“華光”という名の如来…世尊となるであろう。 (64,5-11)

これこそは、先の偶〔14〕、 [20]、 [21]の舎利弗のものねだり的な授記

の乞いに応えるものであって、 これが魁となって後に続々と声聞に対する

授記が述べられ、その結果、これまで「法華経は声聞授記、二乗作仏を説

く」と解されてきた所以のものである。しかし乍らその場合、これまで不

成仏者とされてきた声聞がどうして仏に成りうるのかと、事の本質を問う

ならば、 「正法の護持」という仏弟子・舎利弗としての当然の所行、 とい

うよりは責務が挙げられているだけであり、その他には何ら言及がなく、

これでは「法華経』の明かすく仏乗〉とは全く無関係のものという他な

い。そもそもく仏乗〉は、 「授記」 （成仏の有資格者という証明） とは本質的
（12）

に相容れないものなのである。それにも拘らず、舎利弗授記を説くのは、

<仏乗〉を否定し、己の大乗・菩薩乗のみを“真実の教え”とする「般若

経」側からの一種“おためごかし”なのである。

このように、舎利弗への授記そのものが『般若経」の“巻き返し”であ

る以上、この後に述べられる華光如来の仏国土に関する記述もまた、 “後

分”に他ならない。しかも、注意されるべきは、次の文である。

(X]舎利弗よ、その華光如来もまた、教法(dhanna, =li[10]の「この

仏法｣）を三つの乗(tImyyanani, =声聞乗、独覚乗、 「この仏法｣）に

依って説示するのである。 （それというのも）その如来は決して劫濁に

出現するのではないが、 しかし誓願の故に（この三乗に依って）教法

（＝「この仏法｣）を説示するのである。 （64,19-22）

これは一見、 「仏乗品」で明かされていたところの、 〈巧みな教化方法〉

を行使して“はじめに三乗（声聞乗、独覚乗、大乗・菩薩乗）を説き、久し

くして後にく仏乗〉を説く”という説法順序に従って、華光如来も“はじ
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めに三乗を説く”と述べているようであるが、 しかし、それでは、ここに

なぜ「その如来は決して劫濁の世に出現するのではないが、誓願の故に」

という “但し書”が付せられているのか、その意味が全く不明である。そ

れ故、これは、 「仏乗品」で五仏同道を述べた直後に「そのような訳では

あっても、仏が劫濁の世に出現した時には」 （39,26-30)、その異常事態に
ゆいいつ

対処するため、一種“非常措置”として「‘‘方便”を用いてこの唯一の仏

乗」 (tadekambuddhayanam)を三乗の説示でもって説示する」 (40,3-4)

－勿論これは「般若経」の“巻き返し”である－を承けたものに違い

ない。それ故、この「教法」を「仏乗品」の「この唯一の仏乗｣、この章

の偶〔10〕にいう「この仏法」と解したのである。こうして、この文もま

た、三乗のうち、声聞乗、独覚乗を“劣った教え"、この「教法」即ち

｢この仏法」 （＝大乗・菩薩乗≠〈仏乗>）は“真実の教え”と評価付ける

｢般若経」の“巻き返し”であることが明らかである。

これで第二段長行は終り、偶頌段に入るが、その最初の偶〔23〕は次の

ようである。

〔23〕シヤーリスタよ、お前は未来にジナ、如来となるであろう。“華光,’

という名の普眼の者（仏）で、千・コーティの生類を導くであろう。

ここでは、いきなり舎利弗への授記が述べられており、長行の〔Ⅷ〕、

〔Ⅸ〕に相応する記述は全くない。故に、それらは舎利弗への授記を述べ

る[X)よりもさらに後になって付加されたことが知られる。

次に第三段長行では、会座の四衆や天の八部衆が舎利弗への授記を聞い

て大いに歓喜したと述べられ、その後さらに、帝釈天や梵天、そして百・

千・コーティの天子(devaPputm)たちが、天衣を投げかけ、天華を雨降ら

せて、次のように語った。

〔亜〕かつてヴァーラーナシ－のリシパタナの鹿野苑で世尊は法輪を転じ

られた。今またこの第二回目の至高なる法輪が世尊によって転じられ

た。 （67,23-26）

ここには、唐突に幾百・千・コーティの「天子」が登場して、 しかも、

これは恐らく舎利弗への授記を指しているのであろう「第二の転法輪だ」

と言っている。しかし、前後の文脈に全く沿わないものであって、 これも
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鮒（3）

また「般若経」の“巻き返し”に他ならない。

次に、偶頌段のうち偶〔33〕、 〔34〕は〔皿〕の重偶であるが、続く偶

〔35〕から末尾の〔38〕までは次のようである。

〔35〕私ども（＝天子たち）は（これまで）世間の保護者に面と向い合って

いて多くの教法を聞いてきましたが、かつていかなる時にもこの様な

教法を聞いたことがありません。

〔36〕大勇よ、偉大な仙聖（仏）の“方便随宜説" (samdhZFbhaSya)に随喜

します。 （そして）この無畏なる聖者・舎利弗がじつに授記されたよ

うに。

〔37〕そのように我々もまた世にあって無上の仏に成り、無上なる仏の正

覚を（暫定的に） “方便随宜説”でもって説示します。

〔38〕 （その場合）この世で、あるいは他の（＝過去の）世で我々が（なして

きた）清浄行、そして、そこで出会った諸仏を喜ばせてきたことが菩

提への熱望（の資粗）となりますように。

ここには、天界の住人たる天子が何と「人間の、人間による、人間のた

めの宗教」たる沙門の宗教の、その一つである仏教によって成仏（＝真の

人間完成）を願うという極めて特異なことが述べられている。それ故、こ

れらの偶は余程後代になってから、それもインドの仏教発祥地から遠く離

れた地域で付加されたものと考えるより他ない。

〔3〕

次に、第四段は、上述のように前の第二段、第三段が全て後分である故

に、本来は第一段に直結していたものである。

(xm]さて具寿・舎利弗は世尊に次のように告げた。

世尊よ、私は（今や）狐疑なき者(nisFkanksa)です。疑惑から離れ

ました。 〔世尊から直に面と向い合っていてこの自分の無上等正覚に

おける授記を聞いて｡〕 （けれども）③これら千二百の自在を得た者

（＝声聞にして阿羅漢）たち、 〔(即ち） （彼らは）かつては世尊によって

有学の地に住せしめられて、次のように聞かされ、教えられていた者

であったのです。 『比丘らよ、私の「教法と律」 （＝声聞乗の教え）は
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生、老、病、死、悲しみを遠離し、浬梁に通達し、それを終帰とす

る」と。そして⑥学・無学の全ての如来の声聞たち、我見、有見、無

見などの全ての（邪）見を捨離した者、 「(自分は）温藥の地に住して
（13）

いる」と自分では分別している二千の比丘たち〕は世尊から直にこの

様なかって聞かれたことのない教法（<仏乗>）を聞いて疑惑を懐いて

います。どうか世尊は語られよ。それら比丘たちの疑悔(kaukrtya)

を除くために。 〔＠世尊よ、同様にこれら四衆が狐疑なき者、疑念な

き者となりますように〕 （68,11-69,3）

ここには、舎利弗が「自分の授記を聞いて」狐疑や疑惑は消滅したと言

うが、舎利弗への授記を述べる第二段は『般若経」の“巻き返し”である

から、本来は第一段長行に謂うところの、自分は仏智の領域から脱落した

のか、 という疑惑と、魔の化現ではないかという狐疑が、世尊から直に

"お声” （<仏乗>）を聞いて全て消滅したというものでなければならない。

このことは、＠の千二百の大声聞も「世尊から直にこのようなこれまで聞

いたことのない教法（<仏乗>）を聞いて」とあって、決して「舎利弗への

授記を聞いて」ではないことからも明白である。

そして、 さらには、ここに千二百の大声聞と並んで本来は「八万の菩薩

も同様に疑惑を懐いています」とあったに違いないのであって、それが

｢般若経」の“巻き返し”によって削除されてしまっているのである。そ

れは丁度、 「仏乗品」の冒頭、本来「仏智は一切の声聞、独覚、菩薩に

とって難知である」とあったものが、現行本では「一切の声聞、独覚に

とって難知である」 （28,3-5） と、菩薩の語が削除されてしまっているの

と同様である。さらに、このこと、即ち声聞と並んで菩薩も取り上げられ

ていたに違いないことは、これから説かれる「三車火宅嶮」において門外

にあるとされるものはあくまでも鹿車（＝声聞乗)、羊車（＝独覚乗)、牛

車（＝菩薩乗）の三車であって、声聞と菩薩とは常に並んで取り上げられ

ていることからも明らかである。

さて、この舎利弗の要望に対して次のようにある。

[XW]このように言われて、世尊は具寿・舎利弗に次のように告げられ

た。
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「(それについては）すでに私はお前に告げているではないか。 （即

ち） 〔種々の“能演" (abhinirham, =説法というパフォーマンス）の顕

示(-nirdeSa)たる〕③様々な原因、理由、比嚥、所縁、語源解釈など

のく巧みな教化方法〉を用いて、様々な志向をもつ(adhimukta)衆

生の〔様々な性向(dham)と意向(36aya)の〕意向(aSaya)を知っ

て、⑥如来・応供・等正覚者は教法(dhanna)を説示する。この無上

等正覚に依って(arabhya)一切の教法説示でもって(salva-dhanna.

deSanabhir)、菩薩乗(bodhisattva.yana)だけで(衆生を)鼓舞する(samad3

payati)｣ (と)｡ (69,4-10)

この⑥は一体何を言わんとしているのか、全く意味不明であって、それ

故、下記のように私に校定する。

[XW-⑥'〕如来…は（はじめに）諸の教法(dhannanL=svapratyayandhar-

man) (28,11)、 ＝「衆生自身に起因する諸の教法」即ち三乗の教法）を説

"乗は唯一つ" (ekamevayanam)
1■■

に示する。 （そして久しくして後に）

依って「正法」を説示する(saddharmamdeSayad)。即ち、 〈仏乗〉で

あって(yadidambuddhayanam)、即ち､｢ぼさつを鼓舞すること」■

(bodhisattvaPsamadapana)である。

このような大幅な校定は、それこそ「正常な文献学の限界を越える」も

のと見なされようが、 しかし、 このように校定する根拠は、ここに謂う

｢(それについては）すでにお前に告げた」という文の指し示すところが

｢仏乗品」の「五仏同道段」に繰返し出る次の文であるからである。

[XV] (世に出現した諸仏は出家修行者らに対しては) [種々の“能演の顕

示”たる〕様々な原因、理由、比輸、所縁、語源解釈などのく巧みな

教化方法〉を用いて、様々な志向をもつ衆生の〔様々な性向と意向

の〕意向を知って、 （はじめに）諸の教法(dhamlan,現行本は.dhar-

mam')を説示した。けれども、舎利弗よ、それら仏・世尊たちもま

た（最後には） “乗は唯一つ,,に依って衆生に『正法』 (saddhanna,現

行本は@dhanna')を説示した。即ちく仏乗〉であり、 〔一切知に到達さ

せるものであり〕即ち「ぼさつを鼓舞すること」 (bodhisattva
一

samadapana,現行本は@tathagatajiianaPdar9anaPsamadapana')である。(37,29
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‐38,5,38,17-20,39,4-7,39,19-21）

この「仏乗品」における「五仏同道段」の文も、現行本ではすでに「般

若経」の“巻き返し”によって上記のように改変されているのであるが、

この「響嶮品」に至っては、特に⑥においてより一層の改変、 というより

は改ざんがなされて、現行本となったと考えられる。即ち、 この現行本の

[XW)が『般若経jの“巻き返し”による改ざんであることは、本来

｢ぼさつを鼓舞する」とあるものが、ここに「菩薩乗だけで鼓舞する」と

なっているところに明白に示されている。なぜなら、そもそも「般若経」

の“巻き返し”とは、 “方便” （真実を明かすまでの暫定的な仮の手段）に

よって説かれた三乗（声聞乗、独覚乗、大乗・菩薩乗）のうち、声聞乗と独

覚乗の二つは“仮の教え”にして「劣った乗」 (hma-yana,小乗）であり、

それに対して大乗・菩薩乗は“真実の教え”にして、 “偉大な乗" (mahay=

ana)であると主張し、それによって「法華経」に謂う三乗の説示の後に

説かれるく仏乗〉を全く抹消し、 『法華経」を「般若経」と同族として内

に取り込み、ひいては己の配下に置こうとするものだからである。それ

故、 ここで最も肝心の、仏の出現・説法の究極的任務を明かす「"乗は唯

一つ”に依って『正法」を説く。即ちく仏乗〉である」の文を完全に抹消

し、謂わばく仏乗〉を抹殺して、ただ極めてありきたりの「無上等正覚に

依って一切の教法説示でもって」と言い替え、 しかもその上でく仏乗〉の

内容を明示する「ぼさつを鼓舞すること」 (bodhisattvaFsamadapana)を「菩

薩乗だけで（衆生を）鼓舞する」と言い替えたのであって、この改ざん

は、逆の意味でじつに見事という他はない。

このことは、これから語られる「三車火宅瞼」が、現行本ではいかに

『般若経」の“巻き返し”によって改ざんされているかを明らかにするこ

とによって、 より確かなものになるのである。

さて、 (XW-⑥'〕を承けて、次のように言う。

[XW]けれども、また(apitukhalupuna巾)、舎利弗よ、私はこの意味を

より一層明らかにするためにお前に“臂職'' (aupamya)を構えよう

（＝語ろう)。なぜなら、嚥によってこそ有智者の一類（声聞や菩薩）

は語られたことの意味をよく理解しうるからである。 (69,10-13)
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こうして、 ここに所謂「三車火宅嶮」が語られるのであって、ある所に

一人の男(puruga)がいて、彼には、周囲が壁に囲われ、門は一つだけの

古い朽ちた屋赦（廃屋）があって、そこに近所の五人乃至二十人の子供ら

が入り込んで、格好の遊び場にしていた。そこに突然、火の手が上がり、

それを聞き伝えた屋敷の持主であるこの男は急いで駆け付けてきて、門前
（1‘l）

に立ったのである。

そして、その時、この燃える屋敷の中で、
（15）

[XW]これらの〔私の息子(putra)]幼い(balaka)子供(kum5raka)らが

その燃える屋敷でそれぞれの“遊戯”（現行本.kridanaka' ,本来は.krib

dana')でもって遊び、楽しみ、熱中している。 (70,2-4)

そこで、この男はこの廃屋の持主として責任を痛感し、子供らを燃える家

から救出するべく、 まず門の外から「こちらへ来い｡ (火宅から）脱出せ

よ」 (70,16-17)と声をかけたが、 “遊び”で夢中になっている子供らは全

く応じない。現行本には、そこでこの男はやむなく様々な方策(upaya)

を考えた（70,19-24） とあるが、それらは全て“後分”である。

[Xm]この男は次のように考えた。まさに今(yannu)私はく巧みな方

法> (upaya.kauSalya)を用いて（はじめに）これら子供らをこの家から

外へ出さねばならない（と)。…（そこで）それら子供らの意向

(aSaya)を知るこの男は子供らに次のように告げた。 『子供らよ、お

前たちにとって（それらが）手に入らなくて悩んでいる様々な多くの

種類の希有にして未曽有の“遊戯具'' (kmanaka)、 〔…〕例えば牛

車、羊車、鹿車が全て私によってお前たちの“遊戯'' (kndana)のた

めに門の外に置かれている。 （だから）お前さんらよ、こちら （門の

外）に来なさい。この屋敷から逃げ出しなさい。 （そうすれば）私はお

前たち一人ひとりに、その求めに応じてそれを与えよう。だから急い

でこちらへ来なさい。 （火宅から）脱出しなさい」と。 （70,25-71,14）

この@kndanaka'は、従来「玩具」 (toy)と解されているが、後にこの言

葉に誘われて出てきた子供らに与えられた車は生きた白い牛の繋がれた実

物の車であり、 またその車(rathaka)に替えられているものが勿論、仏の

教法であることからしても、決して玩具ではなく、実際に人が乗る実物の
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車でなくてはならない。さらに、ここで重要なことは、門外に在るという

"遊戯具"、 “楽しみなもの" (ramamyaka)が“車”であり、 しかも、それ

がなぜ鹿車、羊車、牛車の三種類であるのか、 ということである。

このことを考えるならば、 この瞼の主旨は、子供らを火宅から救出する

という単純なものでは決してないことが明らかである。なぜなら、これが

子供らの救出劇であるならば、門外に大白象車、あるいはスーリヤ神が乗

るような七頭立ての大馬車が在ると言えばよいのであって、何も鹿、羊、

牛の三車が在るなどという必要性は全くないからである。それにも拘ら

ず、なぜ鹿、羊、牛の三車があると言うのか。そこには、そもそも「法華

経」作者の創作意趣が何であったか、が考えられねばならない。即ち、釈

尊の入滅後、すでに数百年も経過した時に、この『法華経」を創作した一

人の仏に非ざる比丘の眼前には、声聞乗、独覚乗という伝統的正統派仏教

の他に、仏の正覚の獲得を目指す新興の大乗仏教（＝『般若経」を中核と

するもの)が厳然と存在していたのである。しかも、この比丘は大乗(mahay･

ana)あるいは菩薩乗(bodhisattvayana) と自称する新興仏教に身を置きな

がら、 しかもそれに共鳴し信受することが出来ず、独自に己の身命を賭け
まこと

て自己の成仏を絶対保証する「正法」 (saddhanna,真の仏教）を深究した

のであり、そこに信得したところを“仏から聞いた”もの、即ち「経」と

して人々に説示したのであって、それが「正法・蓮華の法門」であり、そ
（16）

こに明かされるく仏乗〉なのであった。

このように、 「法華経」の明かすく仏乗〉は、伝統的正統派仏教たる部

派仏教(声聞乗と独覚乗）とそれに対する大乗仏教という仏教界の現実一

三乗の存在という大小乗の対立一にしっかりと立脚した上で、それの超

克として信得されたものであったからこそ、 〈仏乗〉の説示に当っては、

ただそれだけを一方的に主張することは出来ず、 〈仏乗〉に先立つ三乗の

存在を述べることが不可欠であったのである。このことを明かすのが“は

じめに三乗（声聞乗、独覚乗、大乗・菩薩乗）を説き、久しくして後にく仏

乗〉を説く”という仏説法の順序次第、 さらにそれが三世十方の一切処に

おける「常法」であり、 またそれが仏の説法に際して不可欠なく巧みな教

化方法〉にして、 しかもその最高のものであると「仏乗品」は説いていた
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のである。

このことを解り易く説き示すものこそ「三車火宅瞼」に他ならないので

あって、このインド仏教における歴史的事実たるく仏乗〉に先立つ三乗の

存在を明示するのが、門外にあるという鹿、羊、牛の三車なのである。

[m)さて、子供らは、各自が望んでいた物の名前を聞いて、互いを気

配りすることなく （即ち、我勝ちに） “誰（＝自分）が一番だ"、いや

“誰（＝自分）がそれより一番だ'’と（互いに体と体を擦り合わせて、つ
（17）

まり） “一団身" (samgha嘩鰹kaya)となって、その燃える家からすば

やく走り出た。 (71,14-20)

もし、この喰の主旨が単に子供らの火宅からの救出にあるならば、この

瞼はここで終っていたであろう。しかし、 さらに次のように続く。

[W]その男はそれらの子供が無事に逃れ出たのを見て、安堵した。 （そ

れを見て）子供らは〔かの父である〕彼に近づき、次のように告げ
（18）

た。「親愛なる方よ(tata)、牛車、羊車、鹿車という様々な“遊戯

具” 〔"楽しみ"〕をお与え下さい」 （と)。 （71,21-26）

この子供らの求めに、この男は次のように応じる。

[XXI]さて、この男は〔それら自分の息子(putra)に〕じつに(A)風

の速さを備えた牛車(vatasiavaPsampannago-rathaka)を恵与した(anupray&

acchet)｡ (B)宝石造りの、欄楯を備え、鈴の付いた網が垂れ、高く

広く、希有・未曽有の宝石で飾られ、宝繩造りで輝き、華璽で飾ら

れ、綿布と毛布で敷きつめられ、金巾と絹で調われ、両脇に赤い枕が

置かれ、白い(Sveta)、純白の(prapmara)、 〔迅速な速さの(gighraP
（19）

java)牡牛が繋がれた(goPairyOjita)]、多くの人々に護衛された、王

者（インドラ）の旗を立てた牛車(gGrathaka)を〔じつに風の力の速
（19）

さを備えた(vataPbalajavaPsampanna)]同一色の、同一種類の（牛車）

を子供らの一人ひとりに与えた(dadyat)｡ (71,26-72,4)

この一文は「職」において最も肝要なところであるにも拘らず、現行本

は極めて不可解である。即ち、子供ら全員に同一種類の牛車を与えたとあ

るにも拘らず、その与えられた牛車に、どう考えても (A) 「風の速さを

備えた牛車」と、明らかにそれとは異なる(B) 「宝石造りの…白い…牛
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車」の二種類があって、 (A)、 (B)のうちのどれであったのか、全く不明

なことである。しかも、牛について(A) 「風の速さを備えた」というイ

メージは大変奇妙であって、 この点から (A)は“後分”と見倣してよい

であろう。一方、 (B)にしても、それが「宝石造りで…」と絢燗豪華な

様が言われているが、ここで車とは仏の説いた「教法」を指しているので

あって、それが突然ヒンドゥー教の祭礼に曳きまわされる‘‘山車”のよう

に飾り立てられているのも奇妙であって、恐らくは、本来(B)はそのよ

うな装飾などの無い「白い牛車」 (SvetagGrathaka)であって、それが火宅

から脱出した子供らに与えられたのである。それ故、先に門外にあると言

われた牛車とここに実際に与えられた牛車との相違は、後者がそれに繋が
（20）

れた牛の色が「白い」という一点にあるのである。

こうして、この男は鹿車を求めて火宅から脱出した子供らにも、羊車を

求めた者にも、牛車を求めた者にも、何ら差別することなく、全員に等し

く同一種類の「白い牛車」 （白牛車）を与えたのである。

ところが、この後に次のような文が続いている。
◆ ● ● ●

[XXI]なぜなら、舎利弗よ、じつにこのようであるから (tatkasyahetol)
tathahi)｡ (即ち）この男は富有で莫大な財をもち、多くの蔵や倉庫が

あって、 （そこで）彼は次のように考えた。「私はこれらの子供に‘‘他

の乗り物'' (anyayana)を与えるのは止めだ(alam)」と。なぜなら、

じつにこれらの子供は全て私の息子(putra)であって、 しかも全ては

私にとって可愛く、気に入った者たちである。 （しかも）私にはこの

ような“偉大な乗り物" (mah認ana)が数多くある。そして、私に

よってこれらの子供は全て平等に(samam)考えられるべきであっ

て、不平等に(visamam) (考えられるべきでは）ないからである。 （丁

度、そのように）私（＝釈尊）もまた多くの蔵や倉庫をもっており、私

は一切衆生にさえもこのような“偉大な乗り物” （＝「大乗｣）を与え

ることが出来るのであって､まして境んや自分の息子(=仏子､菩
薩）たちにおいてをや（与えるのは当然である)。 （72,4-12）

この一節は、明らかにこれまでの叙述とは様相を異にしている。即ち、

この男は富豪、所謂「長者」 (grhaFpau）であるとされ、廃屋で遊び戯れて
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いた近所の子供らはなんとこの男の可愛い、お気に入りの「息子」 (pu-

tra)であると明言されている。しかも、これまでの車(rathaka)に代って

"乗り物" (yana) という語が用いられ、この後、最後まで@rathaka'は出て

こない。その上、ここに“他の乗り物”とか、それに対比して“偉大な乗

り物”とか、それが何を意味しているかは全く説明されることなく、突然

に出てくるのであって、これらの点から、この一段は後に持ち込まれた異

質の思想、即ち“後分”であることは明らかである。

それ故、 この[xxn]を後分として除くと、先の[XXI]に本来続い

ていたのは次の文であった。

〔麺〕そして、その時、それらの子供らはそれら_｢白い牛車」 (望空

go'athaka, 「白牛車｣）に乗り込んで(abhimhya)、不可思議・未曽有の

想いを得た者（＝大いに喜んだ者）となった。 （72,12-13）

この「白い牛車」は私に想定したものであって、現行本にはG@mahaP

yana" (偉大な乗り物、 「写本集成」 (m-225)に異本なし） とある。これは直

前の[xxn)に出る.mah諏目na'を承けた当然の語と思えようが、 しかし

それに先立つ[XXI]では上述のように白い牛車を「子供ら一人ひとり

に与えた」 （72,4）と明言されており、さらにはその前の[XX)で子供ら

は「どうか、牛車、羊車、鹿車をお与え下さい」と、はっきり三種類の車

を挙げているのであって、それにも拘らず、ここで“偉大な乗り物”では

全く相応しない。それ故、 このように私に校定したのである。

この瞼で、先に門外に鹿、羊、牛の三車があると言うのは、 「仏乗品」

で明かされた“はじめに三乗を説き、久しくして後にく仏乗〉を説く”と

いう仏の説法順序のうち、 “はじめに三乗を説く”に相当し、後に火宅か

ら脱出した子供ら全員に等一の「白牛車」を与えたというのは、同じく

"久しくして後にく仏乗〉を説く”に相当しているのである。その上、子

供らは全て「白牛車」にうち乗って「不可思議・未曽有（の想い）を得

た」とあって、 これは、冒頭の[I]で、舎利弗が、 「私は世尊から直に

このような‘‘お声” （<仏乗>）を聞いて、不可思議・未曽有（の想い）を得

ました。歓喜しました」 （59,4-6） とピツタリ符合する。ここに(I]と

この第四段の明かす「三車火宅瞼」とは首尾一貫しているのである。
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さらに、 ここで重要なことは、子供らが各自の意向に従って三車のうち

のいずれかを求めて脱出したにも拘らず、どうしてこの男は全員に等一の

｢白牛車」を与えたのか、 また子供らも全員がこの与えられた白牛車に乗

り込んで歓喜したのか、 ということである。それは、先の[xxn]で言

うようにこの男が大金持ちで、 しかも子供がこの長者の息子であるからで

もなく、 また子供らにしても車の絢燗豪華さに目を奪われたからでも決し

てないのであって、それは当然のことながら偏えに「白牛車」に瞥えられ

るく仏乗〉の内容そのものに基づく。即ちく仏乗〉とは、 「一切衆生本来

からぼさつ（成仏確定者)」という「仏智による直観」に依る「ぼさつ鼓

舞」であるからで、鹿車を求めた者（声聞） も、羊車を求めた者（独覚）

も、牛車を求めた者（菩薩） も、全てが等しく本来からぼさつであるから

こそ、この男は子供ら全員に一律にぼさつの乗り物である「白牛車」を与

えたのであり、子供らも何の抵抗というか、違和感も覚えることなく、そ

れに乗り込んで大いに歓喜したのである。この場合、 「法華経」作者は正

覚の獲得を目指す新興の“大乗”の立場にあり、 自己をもって@bodhi-

sattva'即ち「正覚を求める有情」として「菩薩」とするものであって、そ

の意味でく仏乗〉は広義においては、大乗である。この点から、今ここに

実際に与えられた車は、大白象車や七頭立ての大馬車などではなく、あく

までも“牛車” （広義の大乗）でなければならない。それならば、その与え

られた牛車は、門外にあると云われた牛車とどこが違うのか。それはただ

一点、牛車は牛車であっても「白牛車」なのである。

こうして、既存の「三乗」と、その後に久しく経ってから説かれたく仏

乗〉との関係を、 「仏乗品」では“はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を

説く”という 「常法」 （定め、 きまり）たる仏説法の順序次第でもって説い

ていたところを、この瞼はじつに巧みに解り易く説き明かしており、それ

故、この瞼はここでもって完結している、換言すれば、この第四段長行は

本来ここでもって終っていた筈のものである。

〔4〕

それでは、現行本における[xxm]に続く、長行末尾に至るまでの大
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部の所説（72,13-76,24）は一体何なのか。これについて、従来は「開瞥」

(喰自体を述べる部分）に対する「合譽」 （その瞼を教義と合致させて解説する

部分） とされてきたのであるが、そのような解釈は到底受け入れ難い。な

ぜなら、そもそもここで、 「瞼」が語られたのは、 (XW)で「私はこの意

味をより一層明らかにするためにお前に“瞥愉”を構じよう。なぜなら、

職によってこそ有智者の一類（出家修行者）は語られたことの意味をよく

理解しうるからである」とあって、この章においては、先に教義が説か

れ、後からそれを解り易く説明するのがこの職である。それを先に瞼が述

べられ、後からそれを教義と合致させるという従来の解釈は、ここでの

｢瞼」に関する限り、全く適切ではないのである。

それでは、 これまで「合蒋」と解されてきたこの大部の所説について、

結論を先に言うならば、その全ては「仏乗品」で明かされたところの、仏

は“はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”というこの仏説法の順序

次第を轡えて、はじめに門外に三車があると言い、後に火宅から脱出した

子供ら全員に「白牛車」 （即ちく仏乗>）を与えたとするこの瞼の主旨を改

ざんして、全く似ても似つかない“別物”にすり替えたのであって、その

改ざんに際して用いられたもの、つまり、一種の“武器”こそ、 “方便”

(衆生に真実を明かすまでの'l邸定的な、仮の手段）なのであった。こうして、

仏は“方便”を用いて声聞乗、独覚乗、菩薩乗の三乗を説くも、その内の

声聞乗、独覚乗の二つは“仮の教え”であり、残りの菩薩乗（｢般若経」の

言う大乗・菩薩乗）こそは“真実の教え”に他ならないと主張するのであ

る。これは「法華経」のく仏乗〉を「般若経jの「大乗・菩薩乗」と同一

化し、 自己の配下に置こうとするもの、極論すれば本来のく仏乗〉を抹消

するものである。

この「般若経』の“巻き返し”による「三車火宅瞼」の改ざんは、すで

に[xxn]から始まっていたのであって、ここに再掲すると、

[xxn]なぜなら、舎利弗よ、じつにこのようで(tatha)あるから。 （即

ち）③この男は富有で莫大な財を持ち、多くの蔵や倉庫をもっている

者であって、彼は次のように考えたのである。「私はこれら子供に

“他の乗り物'' (anyaniyanani)を与えるのは止めよう」と。なぜな
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ら、じつにこれらの子供は全て私の息子(putm)であり、私にとって

全ては可愛く、気に入っている。 （しかも）私にはこれら、このよう

な“偉大な乗り物" (mahayana)が（数多く）在り、私によってこれ

らの子供は全て平等に(samam)考えられるべきであって、不平等に

(visamam) (考えられるべきではない）からである。⑥（そのように）私

（＝釈尊）もまた多くの蔵や倉庫（＝仏の覚った豊富な智慧）をもって

おり、私は一切衆生にさえもこれら、このような“偉大な乗り物”
いわ

（大乗・菩薩乗）を与えることが出来るのであって、まして況んや私自

身の息子（仏子、即ち菩薩）においてをや（与えるのは当然である)。

（72,4-12）

この冒頭の「なぜなら」という語は、直前の[XXI]で、この男は

鹿、羊、牛の三車のいずれかを欲して火宅から脱出した子供ら全員に等一

の「白い牛車」を与えたとあるのに対して、 「いや、そうではなくて『じ

つはこのようで(tatha)あるから｣」と一種“異義”申立てのための“発

語”なのである。では、その“異義”とは何か。それは、この男が子供ら

全員に与えたものは、 じつは‘‘偉大な乗り物”なのだというのであって、

そのことを主張するために「なぜなら」と切り出し、 「このようで

(tatha)あるから」と言うのである。

そこで、③まず「この男」とはじつに大富豪なのだと言い、 「子供ら」

とは、その富豪の「息子」なのだと明かした上で、それで彼ら全員に「こ

の様な“偉大な乗り物”を与えた」という訳である（開唇)｡

では、 “他の乗り物”や“偉大な乗り物” とは何か、 と言えば、 まず

"他の乗り物”とは、勿論、次下に調う “偉大な乗り物”を除いた「その

他の(anya)乗り物」の意であり、門外にあると言われた三車のうちの鹿

車、羊車の二つを指しており、それに対して“偉大な乗り物”とは、当

然、三車のうちの残りの牛車を指していることになる。

それでこそ、⑥次下に仏陀釈尊もまた仏智という豊富な財を有する故

に、一切衆生にさえこの“偉大な乗り物"、即ち「大乗・菩薩乗」を与え

うるのであって、 まして自分の子、即ち“仏子" (buddha-putra,菩薩）に

それを与えるのは至極、当然のことだと言うのである（合響)。それ故、
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"偉大な乗り物”とは、 “仏子”即ち菩薩に対して説かれた「大乗・菩薩

乗」を指すことは明白であって、決して「法華経』のく仏乗〉ではない。

しかし、それでは「瞼」で、門外に鹿、羊、牛の三車があると言い、それ

らのいずれかを求めた子供ら全員に等一の「白牛車」を与えたのとは全く

相違するのであって、 このことがまさしく “異義”申立てなのである。

かくて、この[xxn]は、一応は“方便" (真実を明かすまでの暫定的な

仮の手段）によって三乗を説くが、その内実は声聞乗、独覚乗だけが“仮

の教え”にして“劣った乗" (hmaPyana)であり、菩薩乗こそは“真実の

教え”であって、この菩薩乗こそが、火宅から脱出した子供らに与えられ

た“偉大な乗り物”に他ならないと主張して、 “はじめに三乗を説き、後

にく仏乗〉を説く”という、仏説法の順序次第を見事に活写する「三車火

宅瞼」を全く別物に改ざんしたのであって、 『般若経」の“巻き返し”に

他ならない。

この点から、この[xxn]は、第四段長行においてこれ以前の所説と

これ以後の所説とを分つターニングポイントである。こうして、続く

(xxm]で、本来の「白い牛車」が現行本では“偉大な乗り物" (mahay･

ana) と変更されてしまっているのである。

次に、この[xxm]に続いて、現行本では、釈尊は舎利弗に向ってこ

の男は“うそ" (mrsa-vada,妄言）を吐いたのではないのかと問い、それ

に対する舎利弗の応答が述べられる一節が存しているが、前後の文脈から

見て、本来はもっと後にあったと考えられる。

そこで、この[xxn]に直に続いていたのは“異義”申し立ての内容

を詳細に述べる次の長文（73,6-76,24）である。

そこでは、はじめに、 「如来・応供・等正覚者は智・力・無所畏…（な

どの如来の特質）を備え、世間の父であり、偉大なる‘‘方便”と般若ハラ

ミツとを有し、…大慈悲者である」 （73,6-12） と言って、 「般若経」の立

場から仏を讃歎し、娑婆世界の三界を火宅（燃える廃屋）に臂え、そこに

住する我々衆生を遊び戯れる子供らに替えた上で、 「生・老・病・死…に

沈む衆生を（まず）貧・順・痴（の三毒）から解放するために、 （そして、

その上で）無上等正覚において鼓舞するために」 （73,13-16）仏はこの三界
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に出現したのであって、それ故「衆生の父である仏はそれら衆生をこれら

の大苦謹から解放させて、 （その上で）それによってそれら衆生が（真に）

遊戯し、楽しむところの無逓・不可思議なる仏智の安楽(buddhajnana-

sukha)を与えねばならない」 (73,30-74,4) と考えたとある。
ただひと

しかしながら、先の「仏乗品」で、凡そ仏が世に出現する唯一つの、即

ち究極の仕事（任務）たるく仏乗〉の説示を果たすためには、はじめに三

乗を説かざるを得ないのであり、 しかもそれが最高のく巧みな教化方法〉

(upayakauSalya)なのであって、 「三車火宅瞼」はそのことを廃屋を舞台

に、そこで遊び戯むれる「子供」と、突然の火事と、鹿、羊、牛の「三

車」とそして「白牛車」 （<仏乗>） とでもって見事に説明しているのであ

るが、ここでは、娑婆世界の衆生を苦蕊から脱れさせ、その上で仏智の安

楽を与えるという、単なる火宅からの救出劇となっている。

さらに、 「その場合、私（釈尊）には智力や神通力があるとして“方

便”を講じること無しに(an･upayena)、いきなり如来の智・力・無所畏を

説き聞かせるならば、衆生は決してそれらの教法によっては火宅たる三界

の苦からは出離しえないであろう」 （74,5-8） と言う。ここにおいて、ど

うして仏が直に智・力・無所畏を説き聞かせるならば、衆生は決してそれ

らの教法によっては出離しえないと、はじめから決めてかかるのか。しか

も上述のように「如来は“方便”と“般若ハラミツ” とを備えている」

(73,10-11)ならば、なぜ「その“方便”を行使すること無しに説法す

る」などと言うのか。ここには多くの疑念が生じる。

それにも拘らず、続けて「この火宅の如き三界から出離せずして、衆生

はどうしてそれら仏智を享受しえようか」 （74,11-12） と言い、それで

は、仏はどのようにして衆生を三界から出離させるのか、それを明かすの

が次の文である。そこでは、はじめにこの喰一勿論、それはすでに「般

若経」の“巻き返し”によってデフォルメされている－を挙げ（開

瞥)、その後に解説する（合瞥） という形式をとって述べられる。

[XXW]舎利弗よ、③丁度この男は強い腕力をもちながら、強い腕力を

差し置いて“方便，,でもってそれらの子供をその燃える屋敷から脱出

させる。脱出させた後、 “高貴なる偉大な乗り物'' (udaranimaha-
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yｮnani)を与えるように（開警)、そのように舎利弗よ、⑥（合警）如

来もまた如来の智・力・無所畏を備えながら、それらを差し置いて

“方便”という智慧でもって、火宅の如き三界から脱出させるために

（暫定的に)"三乗"(trmiyanani)､即ち声聞乗､独覚乗､菩薩乗(bodhisattva

･yana)を説示する。そしてそれら三乗でもって衆生を誘引して(lobhaye

an） 「お前たちよ、火宅の如き三界にあって下劣な(hina)色、声、

香、味、触で享楽するなかれ・三界で享楽しているお前たちは実際は

五欲の（悪しき）特性を伴った“渇愛”によって焼かれ、苦しめら

れ、激しく苦しめられているのだ。 （だから）この三界から脱出せ

よ。 （そして）声聞乗、独覚乗、菩薩乗という三乗（のいずれか）を手

に入れよ。私はそれについてお前たちに保証する者である。私は必ず

お前たちに三乗を与える。三界から脱出するために専念せよ」と。

（そしてまた、私は）次のように（言って）彼らを誘引する。「あ診、衆

生たちよ、それらの乗り物(etaniyanani, =高貴なる偉大な乗り物≠三

乗）は、聖なるもの、聖人によって称賛され、大いなる楽しみを具備

している。それらによってお前たちは快活に遊び、喜び、楽しむく
（21）

し。…そして大いなる安楽と愉悦を身に得た者となるべし」 （74,13‐

75,5）

これによれば、 まず、開瞥では、 「"方便”でもって」とあるが、その内

容についての言及は全くなく、 しかも、それによって火宅から脱出した子

供らに「"高貴なる偉大な乗り物を与える"」とあるが、これまた何を指す

のか全く不明である。ところが合譽では、仏は“方便”を行使して「三

乗」 （声聞乗、独覚乗、菩薩乗）－このような三乗の明示は『法華経」に

おける初出である－を説示すると言う。しかし、どうして三界から脱出

させる“方便”が三乗の説示であるのか、それについては全く示されてお

らず、それは偏えに「開響」で「三車を与える」と言っているからとしか

考えられない。しかもその上で、先には「三乗を与える」と言明しなが

ら、実際に火宅から脱出した子供らに与えたものは、 「それらの乗り物

は、聖なるもの、聖人によって称讃され、大いなる楽しみを具備してい

る」と言い、 「それらによって大いなる安楽と愉悦を身に備えた者となる
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くし」と言うように、それは“方便”によって説かれた声聞乗、独覚乗の

"仮の教え”ではなく、 「般若経」の主張する「大乗・菩薩乗」即ち、 「開

盤」に謂う “高貴なる偉大な乗り物”なのである。

次に、その「三乗」の声聞乗、独覚乗、菩薩乗のそれぞれについて次の

ように説明する。

[WV]ところで、舎利弗よ、凡そ智者の生まれ(pmitajan)の衆生(=

仏教の出家修行者）は（当然ながら）世間の父である如来の（言葉を）

信じ（受け入れ）るのであり、信じ（受け入れ）るから、如来の教誠

に専念し、勇猛精進するのである。

その場合、③聖者(para)の声を聞いて随順することを求めるある

一部の衆生は自己の浬藥(atmaPpa'ini'vana)のために四聖諦を覚ろう

として、如来の教誠に専心する。彼らは声聞乗に依って(Oambhya',現

行本は‘罰k誠kSam麺aSDD以下、同じ）三界から脱出すると謂われる。丁
（簗）

度、ある一部の子(daraka)らが鹿車(mrga-ratha)を求めて（目knik-

Sam麺團s)かの火宅から脱出したように、である。

⑥無師の智、 （それを得るための煩悩の）調伏(dama)と（一切の感受

の）止滅(Samatha)を求める他の衆生は、自己の浸藥のために（十

二）因縁を覚ろうとして如来の教誠に専心する。彼らは独覚乗に依っ

て三界から脱出すると謂われる。丁度、ある一部の子らは羊車（傘

latha)を求めてかの火宅から脱出したように、である。

また＠別の、一切知者の智、仏智、独存者の智、無師の智を求める

衆生は、広く多なる生類0ana,一般民衆）の利益(hita)のために、

多なる生類の安楽(sukha)のために、世間に対する慈しみ(anu-

kampa)のために、天と人との大いなる民衆0anaka)の利得

(artha)、利益、安楽のために、 （さらに）一切衆生の浬藥のために、

如来の智・力・無所畏を覚ろうとして如来の教誠に専心する。彼らは

大乗(mah”ana, =菩薩乗）に依って三界から脱出すると謂われる。

それで菩薩は“大士'' (mahasattva)と言われるのである。丁度、さら

に別の子らが牛車(go-ratha)を求めてかの火宅から脱出したよう

に、である。 （75,6-25）
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ここに、三乗の中の③声聞乗と⑤独覚乗は「自己の浬藥」を得るための

教法であり、それに対して、大乗・菩薩乗は自己の浬藥はもとより 「一切

衆生の浬梁」を求め、仏の智・力・無所畏を覚る教法であるとして、同じ

三乗の中にありながら、声聞乗と独覚乗は“方便”によって説かれた“仮

の教え”であり、大乗・菩薩乗こそは“真実の教え”に他ならないと、明

白に価値評価している。 「仏乗品」では冒頭「仏智は一切の声聞、独覚、

菩薩にとって難知である」 （28,4-9） と言い、同じく偶頌段で「声聞に

とっても」 （偶〔8〕～〔11〕)、 「独覚にとっても」 (la(12]、 [13))、 さらに

｢菩薩にとっても」 （偶〔14〕～〔17〕）仏智は各自の思慮分別を超えていると

あって、この点に関しては、三乗の者の間にはいかなる差異もなかった

が、ここではそれとは全く相違して、三乗の中で声聞乗、独覚乗の二つは

"劣った乗" (hmaPyana)、菩薩乗は“偉大な乗”と評価付けする。これが

『般若経」の“巻き返し”による「三車火宅瞼」の改ざんでなくて、何で

あろうか。

それが証拠に、直下に次のように言う。

[mW]舎利弗よ、③丁度、この男はそれら子供が火宅から脱出したのを

見て、安穏に無事に（三界の苦から）解放され、怖れのない者となっ

たと知って、そして（その一方では）自分が富豪であることを知っ
（23）

て、それらの子(damka, =自分の息子）に“唯一の高貴なる乗り物”

(ekamevayanamudaram)を恵与した(anupmyacchet)ように、⑥舎

利弗よ、如来…もまた無数・コーティの衆生が三界から解放され、

〔苦、怖、災難、困難から解放され〕如来の教誠の門によって脱出し

た〔…荒野から逃れ出て、浬藥を得た〕のを見て、如来…は偉大な

智・力・無所畏の蔵を持った富豪であると知り、そしてそれら全て

（の子ら）はじつに私の息子(putra, =菩薩）であることを知って、じ
ゆいいつ

つに“唯一の仏乗'' (CkambuddhaFyanam)によってそれら衆生を般浬

薬させる。いかなる衆生にも個別的な般混薬(pratyatmikampalinilv3

nam)を告げるのではない。それら衆生の全てを如来の般浬桑でもっ

て(tathagata-parini'vapena)、偉大なる般浬薬でもって(mah3

parinirvanena)般浬桑させるのである。舎利弗よ、それら衆生が三界
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から解放された者で（あれば）それらに如来は、全て同一種類の禅

定、解脱、三昧、等至という聖なる至高の安楽たる遊戯、楽しみを与

えるのである。 （75,26-76,13）

この一節は、 この愉で最も肝心な箇所である[XXI)と[xxm]に対

する「合響」であるが、すでに「瞼」そのものが『般若経」の“巻き返

し”によって「合替」に合致するようにデフォルメ、つまり改ざんされて

いるのであって、この点は十分に注意して解読する必要がある。

はじめに、この③に相当する本来の「三車火宅瞼」では、火宅から脱出

した子供らに与えられたものは「白牛車」であったが、それに対してここ

では、この男は自分が「富豪であることを知って」という一文が付加さ

れ、 「それらの子(daraka) らに、 じつに“唯一の高貴なる乗り物”を恵

与する」とあり、本来の「瞼」では([XXI])、それが(A) 「風の速さを

備えた牛車」か(B) 「白い牛車」か、極めて暖昧であったが、それは措

くとしても、ここでは、 じつに「牛車」 (gGmthaka)どころか、 「牛」

(go) という言葉さえもが、 これ以降、長行末に至るまで全く出てこない

のであって、謂うなれば、 「牛車」は完全に抹消されているのである。こ

れが本来の「瞼」の“改ざん”でなくして何であろうか。

これを承けて、この⑥の「合響」もまた、本来の「愉」では全く述べら

れていないところの、如来は偉大な智・力・無所畏の蔵をもつ富豪である

とされ、 しかも燃える屋敷で遊び戯れる子供らは全て「私の息子、即ち仏

子、菩薩である」と明言されており、その上で③では“高貴なる唯一の乗

り物”を恵与した、⑥では「‘‘唯一の仏乗”によってそれら衆生を般浬梁

させる」と言い変えられている、つまり改ざんされているのである。

もっとも、この「唯一の仏乗」は、私に校定するところであり、現行本

は“仏乗" (buddha.yana)である（｢写本集成」Ⅲ-304に異本は全くない)｡こ

れは、一見“はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”という仏説法に

おける「常法」に適応していると思えるが、決してそうではない。なぜな

ら、 〈仏乗〉とは、 “一切衆生本来からぼさつ”という「仏智による直観」

に基づく 「ぼさつ・鼓舞」であって、彼らは等しく本来からぼさつである

からこそ、それぞれ鹿、羊、牛の三車を求めたにも拘らず、全員に同一種
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の「白牛車」即ちく仏乗〉が与えられたのである。ところがここでは、こ

の男、即ち仏は偉大な智慧を有する富豪であり、子供らはこの男の息子、

即ち菩薩である故に、彼ら全員に「唯一の高貴なる乗り物を恵与した｣、

即ち「仏乗によって般浬梁させる」とあって、 この「仏乗」は『法華経』

本来のく仏乗〉とは全く別ものと考えざるを得ない。しかも、それら衆生

を「仏乗」によって般浬梁させる、 と言った直下に「いかなる衆生にも個

別的な浬藥を告げるのではなく、それら衆生の全てを如来の般混梁、即ち

偉大なる般浬梁でもって般浬梁させる」と明言しており、これは先の

[XXV)で、三乗（声聞乗、独覚乗、菩薩乗）のうちの声聞乗、独覚乗の二

つは共に「自己の浬藥」を求めるのに対して、菩薩乗は「一切衆生の浬藥

のために“大乗" (mahayana)を求める」とあることからしても、 この

｢仏乗」は“大乗”即ち菩薩乗を指したものに違いなく、それを＠では、

｢唯一の高貴なる乗り物」 (ekamevayanamudaram)と言っているのであ

る｡これらを勘案して、 ここに、元は“唯一の仏乗" (ekabuddhayana)で
（2‘l）

あったと私に校定するのである。

さらに、ここに想定した「唯一の仏乗」という語は、すでに「仏乗品」

に出ており、 しかもそこでは、仏が五濁の世に出現する時には「"方便”

を用いて「この唯一の仏乗」 (tadekambuddhayanam)を三乗（声聞乗、独

覚乗、 「この唯一の仏乗｣）の説示でもって説示する」 (40,3-4)－勿論、

これは『般若経」の“巻き返し”－とあって、そこに謂う三乗のなかの

｢この唯一の仏乗」こそは、 “方便”による“仮の教え”ではなく、 “真実

の教え”であると主張している。これはここで私に校定した「唯一の仏

乗」とまさしく一致するところである。

こうして、この[XXW]は、衆生に真実を明かすまでの暫定的な仮の

手段を意味する“方便”という、真実と対になる概念をフルに利用して、

というよりは、ただそれ“一本槍”で、三乗のうちの声聞乗と独覚乗は

"方便”によって説かれた「劣った乗」 （小乗）であり、それに対して、菩

薩乗、即ちここに詔う「唯一の仏乗」こそは“真実の教え”であって、そ

れを火宅から脱出した子ら全員に与えたのだと言っているのである。これ

は、 〈巧みな教化方法〉として、はじめに門外に鹿、羊、牛の三車（＝三
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乗）があると言い、後に火宅から脱出した子供ら全員に等しく 「白牛車」

(＝ 〈仏乗>）を与えたという本来の「三車火宅瞼」を全く別物に改ざんす

るものであって、ここにおいて「法華経』第二章の明かすく仏乗〉は完全

に抹消されているのである。

この[XXVI]に続いて、元は、前に検討せずに残してきた次の文が

あったと思われる。

[W]舎利弗よ、お前はどう思うか。③「それらの子(daraka)には先

に三つの乗り物が（門外にあると）説示されながら、後では全員に

"偉大な乗り物'' (mahayana)だけが与えられた、 （即ち) "高貴な乗り
袖（4）

物'' (udarayana)だけが与えられたことによって、この男にはじつに

"うそ" (mrSaPvada,妄語）があったのではないのか｣。舎利弗は申し

上げた。「世尊よ、それ（うそ）はありません。善逝よ、それはあり

ません。世尊よ、⑥この男が“方便”を行使したことによって、それ

らの子は火宅から逃れ出て、命を保たしめられたのであって、その限

り、じつにこの理由で(anenaivatavatkalanena)、この男は“うそ吐

き" (mrsaPvadin)ではありません。なぜなら、身体を保持しているか

らこそ、世尊よ、一切の‘‘遊戯具”の狸得があるのですから｡ (さら

に）、世尊よ、もしかりに、この男がそれらの子供に－つの車さえも

与えなかったとしても、その限りでは（先の場合と）同じように、そ

の限り、この男は決して“うそ吐き”ではありません。④なぜなら、

じつにこのようですから(tathahi)｡ (即ち）世尊よ、始めからこの男

によって次のように考えられていたからです。「私は‘‘方便,，でもつ
補（5）

てこれらの子供をこの大なる苦慈から解放しよう」と。世尊よ、、そ

のような訳ではあっても(anenapipalyaye'la) (しかし、実際は、ここで

全員に偉大な乗り物を与えたのですから）この男には“うそ”はありま

せん。①ましてや、この男は（自分には）多くの蔵や倉庫があるとし

て、また息子が可愛いという想いで、うまく煽て上げて（slaghama-
（25）

nena)、 （火宅から脱出させ）同一種類の『唯一の乗り物」 (ekayana)即

ち『偉大な乗り物」 (mahayana,大乗）を与えたのですから。 （以上の

ような訳で）世尊よ、この男には“うそ”はありません」
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このように言われて、世尊は具寿・舎利弗に次のように告げた。

「舎利弗よ、善い哉、善い哉・舎利弗よ、その通りである。 （お前が）

告げる通りである」と。 （72,13-73,5）

ここに唐突に釈尊と舎利弗の問答が始まるが、その内容は極めて異常で

ある。即ち、③この男は前には三乗を与えると言っておき乍ら、実際には

"偉大な乗り物” （三乗中の大乗・菩薩乗）だけを与えたのは、 “うそ" (mrsa
つ

-vada,妄語）を吐いたことにはならないのか、 と言うのである。 “うそ”

とは、在家信者にとっては五戒に反する行為であり、出家修行者にとって

は、特に“大妄語”はハライ罪の一つであって、それ故に、いやしくも仏

に向かって言えるしろものではない。その意味で、本来の「三車火宅瞼」

からすれば、 ここで問うべきことは、それならば、 この男は最初から門外

に“偉大な乗り物”があると言えばよいのであって、なぜ三車を与えるな

どと言ったのか、 ということである。ところが、そうではなくて、 “う

そ”を吐いたのではないかと問うこと自体、全く筋違いも甚だしいので

あって、そのところに、すでに本来の「瞼」を強引に別物にすり替える

『般若経jの“巻き返し”があるのである。

一方、舎利弗の方も、⑥“方便”を行使したからこそ子供らを火宅から

無事に救出しえたのであるから、この男は決して“うそ”を吐いたのでは

ないと答える。たしかに(XXW]に「方便でもって三乗を説示する」と

言い「三界から脱出して、三乗を手に入れよ。私は必ず三乗を与える」と

告げているが、実際は[XXVI)で「唯一の高貴なる乗り物」 （大乗・菩薩

乗）を与えたのである。これが“うそ”を吐いたことで無くて何なのか。

しかも、 ここにおいて、はじめから“偉大な乗り物"、即ち“高貴な乗り

物”を与えると言っておけば済むことであって、なぜ“方便”を行使しな

ければならなかったのか、その必然性も全くないのである。

それにも拘らず、言葉を続けて、 「なぜなら、子供らは焼死することな

く、生きて脱出したからこそ、 ‘‘遊戯具”を享受しえたから」と言う。こ

れは俗世間に謂う “命あってのものだね”であって、 とても宗教者の言葉

とは思えない。まして＠「車など何一つ与えなくても、この男は“うそ吐

き”ではない」と言うに至っては、 “開いた口が塞がらない”のであっ
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て、これでは「喰」から全く逸脱したもの、 というよりは「I職」そのもの

を抹消するものと言えよう。さらに⑥「なぜなら、次のようであるから」

と言って、この男ははじめから子供らを大苦蕊から解放するためには“方

便”を行使しなければならないと考えていたからだ」と言う。これまた、
たぐい

俗世間に謂う “うそも方便”の類であって、何事であれ「方便だ」と言え

ば、それで全ては罷り通るとする感覚である。

しかしながら、繰り返し言うように、 「法華経』における本来の@upayaP

kauSalya'は、そもそも仏が成道後の説法開始には不可欠なもの、その意

味でまさしく く巧みな教化方法〉であって、決して、真実を明かすまでの

暫定的な、仮の手段、即ち“方便”の意味などではなかった。しかも、無

数にあるく巧みな教化方法〉の中で最高のものは“はじめに三乗を説き、

後にく仏乗〉を説く”という、三世十方の一切処に「常法」たる説法の順

序次第であったのであり、このことを解り易く説き明かすのがこの「三車

火宅瞼」に他ならない。それ故に、 「瞼」は、はじめに門外に三車がある

と言い、即ち三乗の教法を説き、火宅から脱出した後には全員に等一の白

牛車を与えた、即ちく仏乗〉を説いたと述べているのである。

ところが、ここでは、舎利弗、即ち「般若経」徒はそれを百も承知の上
はか

で"巻き返し”を図って、〈巧みな教化方法>の意味しか持たなかったOupaye

akauSalya'を“方便" (真実を明かすまでの暫定的な仮の手段）の意味にすり

替えた上で、 「そうではあっても （門外に三車があると言ったのはあくまで

"方便”であって、実際には、即ち本当は、ただ“偉大な乗り物”だけを与えた

のだから）その男には“うそ”はありません」と言うのである。その上

で、 「瞼」では全く言うところでなかった、①「自分は大富豪で、 しか

も、子供といっても自分の息子即ち菩薩なのであるから、 “方便”でもつ
ゆいいっ

てうまく煽て上げ、火宅から脱出させた後は、全員に"唯一の乗り物"(eka

"yana, ≠ 〈仏乗>)即ち“偉大な乗り物'' (=大乗・菩薩乗）を与えたのだか

ら」と述べて「この男には“うそ”などこれっぽっちもありません」と止

めを刺しているのである。

このように、 [XXW]は、 「般若経」の“巻き返し”の一環として本来

の「三車火宅瞼」を大きく改ざんしたのであるが、そこに生じた数々の剛
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鶴をなんとかもみ消そうと悪戦苦闘しているのである。

しかし、それにしても、どうしてこのように執勧に、仏は“うそ”を吐

いたのではないのか、 と問うのか。思うに、 「法華経」にあっては、本

来、成道後になされた仏の教法説示は、それがいかなるものであれ全て

く巧みな教化方法〉の行使によるものであって、 ここで謂えば、はじめに

説かれた三乗も、後になって説かれたく仏乗〉 も、そこに時間的な前後の

別はあっても、 「権実」や「勝劣」というような価値評価は決してなかっ
ただひと

たのである。しかもその場合、肝心なことは、 〈仏乗〉が“唯一つの乗”

(ekamevayanam,=ekaPyana, =一乗） と称されるように、 〈仏乗〉はあくま

で「一切衆生本来からぼさつ」と明かすものであってく仏乗〉の他にはい

かなる乗も必要としないからであり、決して他の乗に対する最高の

(agra)、最勝の(viSista)、第一の(prathama)意味ではない。ところが、

｢般若経」徒はそこに“巻き返し”－－俗世間の言葉で言えば“殴り込

み”一を掛けて、 〈仏乗〉をして「般若経jの主張する三乗中の「大

乗・菩薩乗」と同一化することによってく仏乗〉を抹消せんとしたので

あって、その時に用いた武器とも言うべきものが“方便”であったのであ

る。しかし、この“方便”という概念は、多分に“うそ・偽り”と同一視

される危倶を免れない故に、それを払拭せんとして、 “方便”は決して

"うそ”ではないと執鋤に言わねばならなかったのである。

この点を強調せんとして、さらに重ねて次のように言う。

〔“〕舎利弗よ、丁度（先に）三つの乗り物が（門外にあると）示され

た後で､それらの子供にじつに"唯一の偉大な乗り物''(ekamevamahay

anam)、 （即ち）七宝造りで、あらゆる装飾で飾られた、同一種の“高

貴なる乗り物'' (udaraPyana)、つまり“最高の乗り物'' (agra-yana)が

全員に与えられたように、そのように舎利弗よ、如来は、先に“方

便”でもって（一応は）三乗を説示し、その後で“大乗”だけでもっ

て衆生らを般渥薬させるのであって、それでもって如来は（決して）

“うそ”を吐く人ではないのである。なぜなら、舎利弗よ、じつに如

来は富有な智・力・無所畏という蔵、倉庫を備えた有勢力者であり、

一切衆生にさえ、一切知者の智慧を倶生する教法（即ち、大乗＝唯一
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の仏乗≠〈仏乗>）を説示しうるからである。 （76,13-23）

ここに、一応は“方便”によって声聞乗、独覚乗、菩薩乗の三乗を説く

と言うも、三乗のうちの菩薩乗は決して方便説としての“仮の教え"、

"劣った乗”ではなく、 じつに「唯一の(eka, =最勝の）高貴なる(udam,

=0hma'と対になる）乗」にして、三乗の中で「最高の(agra)乗」である

と明言し、 「般若経」の「大乗・菩薩乗」こそは“真実の教え”に他なら

ないと主張するのであって、 「法華経』本来の「一切衆生本来からぼさ

つ」と主張するく仏乗〉は完全に抹消されてしまっているのである。

そして、次のように言って、この第四段長行は終っている。

〔“〕舎利弗よ、そういう訳ではあっても、 （しかし）次のように知る

べきである。 （即ち）凡そ如来は“方便”という智慧による能演(ab-

hinilham,説法というパフォーマンス）でもって、 （一応は“仮の教え”

として三乗を説くが、その中の） “唯一の大乗" (ekamevamah”anam)

こそ（"真実の教え”であると）説示するのである。 （76,23-24）

この「そういう訳であっても、 （しかし)」とは、直前の「仏は…一切衆

生にさえも一切知者の智を倶生する教法（即ち大乗・菩薩乗）を説示しう

る」を承けて、そういう訳であっても、実際には、一応は“方便”として

三乗を説くのであるけれども、 （"真実の教え”に他ならないものはその中

の） 「唯一の大乗」 （であって、それ）を説示する」という意味である。

この文は、先の「仏乗品」で「般若経」の“巻き返し”であるところの

｢そういう訳ではあっても、次のように知るべきである。 （即ち）仏が五

濁・悪世に出現した時には（"はじめに三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”と

いう『常法」に反して)、仏は“方便”を用いてじつに『この唯一の仏乗」

(tadevaekambuddhaPyanam)を三乗の説示でもって説示する」 (39,26-

40,4） と相呼応しており、 まさしくそれと一対をなすものである。即ち、

この三乗中の「この唯一の仏乗」はここに謂う「唯一の大乗」に他ならな

いのであって、 これこそが声聞乗、独覚乗の“仮の教え”に対する‘‘真実

の教え”なのだと言うのである。

次に、偏頌段（偶〔39〕～〔149〕）を検討するに、それは大略、③偶〔39〕

～〔84〕の長行の「三車火宅瞼」に相等する所、⑥偶〔85〕～〔99〕の所謂
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｢合譽」に相等する所で、実質は「般若経」の“巻き返し”として、本来

の「職」を大きく改ざんして、 〈仏乗〉を抹消している所、そして＠偶

〔100〕～〔149〕の、長行には全く相応しないどころか、第二章、第三章の

明かすく仏乗〉とは全く関係のない、後代の第二次的増広部分との、 これ

ら③、⑥、＠の三部分から成る。

〔39〕臂えば(yatha)、ある男に露台もこわれ、柱も根元から腐っている

というように(tatha)老朽し、大層弱体化した大きな舎宅(agara)が

あったのである。

と言って、 「愉」が始まる。この後の偶〔40〕～〔55〕、それと偶〔57〕～

〔61〕は、その屋敷は老朽化の上に、そこに棲みついた動物や魑魅魍魎の

賊眉する様が延々と述べられ、 さらにそれらが火事によって一層騒ぐ様子

が語られているが、これらは屋敷自体を恐怖の充満する場所とするもの

で、本来の「嶮」から大きく外れており、明らかに「般若経」の“巻き返

し”による後の付加・挿入である。

〔56〕その男は屋敷(gIha)の外にいた(=この男の住居は別の所にあっ

た)。そして、その邸宅(niveSana)は燃え上った。 （即ち）突然に囲り

四方、幾千の炎によって燃え上ったのである。

〔62〕このように、その邸宅はあらゆる方向に広がる数千の炎によって恐

ろしいものであり、この屋敷の持主であるその男は（急いで駆けつけ

てきて、その様子を）眺めながら門前に立った。

これに続く偶〔63〕～〔69〕は、長行の叙述(70,5-24)に相応するが、

長行のそれと同様、これまた『般若経」の“巻き返し”として、後から付

加されたものである。なぜなら、すでに繰返し言うように、凡そ仏が獲得

した正覚内容を衆生に向けて説き明かすには、 〈巧みな教化方法〉を行使

するより他にいかなる方策(upaya)も存在しないからである。

それ故、偶〔62〕に続くのは次の偶である。

〔70〕その男は、幼児(bala)らは‘‘遊戯" (現行本は.klTdzmaka'であるが、

本来は@kridana' )で心を奪われている。そこにはいかなる遊び

(knda)も楽しみ(md)もないのに。あ診、幼児(bala)とはこのよ

うな愚鈍なものなのだ。その時、 （この男は） 〈(巧みな）教化方法〉
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(upaya)に思い到って、

〔71〕彼ら（子供）に（次のように）告げた。「子供(kumaraka)らよ・聞き

なさい｡私には､鹿の､羊の､そして牛(gobhiS,現行本は宮opa-

varais')の繋がれた、 〔高く、広大で、飾り立てられた〕諸の種類の乗
（26）

り物(yanaka,本来は0rathaka'であった筈）がある

〔72〕それらが、この邸宅の外にある。走って出て来なさい。それら（の

車）でしたいことをするがよい。 （それらは）お前たちのために、私が

造らせたものだ」 （と)。それら（車のこと）でもって喜びの心を懐い

た者らは－塊りとなって(sametya, =長行の[XK)にいう 「一団身と

なって｣）走り出た。 （次偶〔73〕はこれと重複する故に桁文）

〔74〕 （一方）その男は、子供らが脱出したのを見て、街の真中の四辻に

立って、獅子座に坐り、彼らに告げた。「あ諺、お前さんらよ、私は
（27）

今、 （苦悩から）解放された(niwrtu)。

〔76〕彼らは幾千の炎に満ちて燃えている（邸宅の中に）あって、遊びの楽

しさ (kndaPrati)で楽しんでいた（のであるが)、今や彼らは全て私に

よって（火事から）逃れ出さしめられた。それ故に私は今（苦悩か

ら）解放されるに至ったのである」と。

〔77〕それらの子供は、その男（現行本は$pitaram'=父）が安楽に住したの

を知って、 （彼に）近づき、次のように言った。「親愛なる方よ

(tata)、先に言われたように、心地よい三種の(t'ividhani)乗り物

(yanani,本来は@mthakani'の筈）を我々に与えよ」 （と)。 （次偶[78)は

術文）

これらの偶は、このように読むことによって長行の(XX]とよく一致

する。

次の偶〔79〕～〔83〕は(XXI]に相等するが、その[XXI]自体、本

来は「白い牛車」 (Svetago-rathaka)とだけあったものが、すでに「七つの

宝石造りの…」豪華な車に改ざんされていたのであって、それを承けて、

ここでも「宝石造りの卓越した(viSista)牡牛車(gopaFmtha)｣(偶(80])と

あって、偶〔83〕に「白い(Sveta)…牡牛(gopa)」とあるものの、全体と
（28）

しては、豪華絢燗な車となっている。
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〔84〕そのような勝れた卓越した（車、本来は「白い牛車｣）をこの男は息

子(putra,本来は!dalaka')ら全員に与えた。 （一方）彼らもまたそれ

ら（車）でもって満足と喜びの思いを得た者となった。そして（それ

に乗り）遊びに赴いた(vIaandkndakah)。

これは、 [xxm)に相等する所であるが、ただそこでは、本来「白い牛

車」であったものがすでに「般若経」の“巻き返し”によって「偉大な乗

り物」 (mah諏ｮna) と改ざんされていたのであって、 ここでも同様に「勝

れた卓越した（車)」となっているのである。

こうして、偶頌段においても、本来「三車火宅瞼」はこの偶〔84〕で

もって完結していたのであり、それはとりも直さず「警嶮品」は本来ここ

で終っていたということである。

それに対して、この後の偶〔85〕～〔99〕は、長行と同様、所謂「合響」

(先に示された職についての解説） という形式をとり乍ら、実際は「三車火

宅職」そのものを「般若経』の“巻き返し”として大きく改ざんするもの

なのである。

まず、そこでは、 「この男」とは衆生の保護者にして父たる釈尊であ

り、邸宅に遊ぶ衆生は全て三界で愛欲に執着する「私の息子（即ち、仏

子、菩薩)」である（偶〔85〕） とし、三界は恐ろしく、苦の充満する処で

あり、生・老・病によって燃えている（偶〔86〕）のであって、仏はそれ

を示すも、子らはその言葉を聞かない。 （偶〔88〕）

〔89〕 （そこで止むなく）私（釈尊）は“方便'' (upZyakauSalya)を行使して

(pmyOjayY)彼らに三乗(tImiyanani)を告げる。 （即ち、私は）三界に

は無数の欠陥(doSa)のあるを知っているので、 （そこから）脱出させ

るために“方便" (upaya, =三乗の“仮の教え")を告げるのである。

〔90〕私に頼る息子たち、 （一部は）六神通・三明・大畏力を有する者（仮

の声聞）であり、また、 （仮りの）独覚の者たちであり、また、この世

ですでに不退に達した菩薩たち（である)。

〔91〕賢者（舎利弗）よ。その時、私はそれら息子たちに等し< (samana)
ゆいいつ

この勝れた「輸」でもって、「唯一なるこの仏乗」 (ekamimubuddhay,

anam, =大乗・菩薩乗≠ 〈仏乗>)を告げる。 （お前たちはこれを）受け
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入れよ(pangrhpatha)。全てはジナと成るであろう。

これらは、 まさしく長行の[XXW]に相等するのであって、それ故、

その[XXW]に0buddhaFyana' (仏乗） とあるのを、この偶[91)に依っ

て@ekambuddha-yanam' (唯一の仏乗）と私に校定したのである。

次に、この「唯一なるこの仏乗」について、

〔92〕それは、ここ（娑婆世界)、のみならず全世界で卓越した(varis-

tha)、極めて喜ばしい(sumanorama)、勝れたもの(viSi§慨'npa)であ

り、両足尊たる諸仏の智慧6nana,P本ではyana' (乗） とあって、これ

については「辛嶋説」があるが、採用しない）であり、そのように高貴

なるもの(udam-rmpa)として頂礼されるべきである。

ここに、 「唯一なる(eka)この仏乗」 (1:[91])の$eka'は、本来、 〈仏
ただひと

乗〉を指して謂われた「唯一つ」という4eka'とは違って、複数ある中で

の「卓越した｣、 「勝れた｣、即ち、 「第一の」という意味であることが言葉

を重ねて述べられており、それによって「唯一なるこの仏乗」は、一応は

"方便説” （喫仮の教え） とされているけれども、三乗の中で「最勝の、勝れ

たもの｣、即ち「第一の乗」にして“真実の教え”であることを強調す

る。そして、 じつに「仏子（菩薩）たちが常にこのような最勝の車に乗っ

て楽しみ」 （偶〔93〕)、 「幾昼、幾夜、幾半月、幾月、幾年、幾千劫もの

間、遊戯する」 （偶〔94〕）と言う。これらが「般若経」の“巻き返し”で

あり、即ちく仏乗〉の抹消でなくて何であろうか。

さらに、次のように言う。

〔95〕この宝石造りの“この卓越した乗り物'' (yanamidamvaliStham)、そ

れによって多くの菩薩が、 （さらには）声聞であっても善逝の（言葉、

＝「唯一なるこの仏乗｣）を聞き入れるならば、 （彼らもまた）遊戯しつ

つこの世で菩提道場に赴く （＝仏に成る）のである。

この偶の後半は、三乗の中で伝統的正統派仏教たる声聞乗、独覚乗は

"劣った乗”であり、 「唯一なる仏乗」即ち大乗・菩薩乗のみが“真実の教

え”だとする己の主張を慮ばかって、たとえ声聞であっても、 もし「唯一

なるこの仏乗」を聞いて受け入れる、即ち大乗・菩薩乗に転向するならば

成仏出来る、 と一種“声聞救済策"、つまりは“慰めの言葉”を添えてい
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るのである。

〔96〕ティシュヤ（舎利弗）よ、今やお前は次のように知るべきである。

十方世界の全てにおいて、 （｢唯一なるこの仏乗」に対する）いかなる第

二の乗というものは決して存在しない。但し、人中尊たちの“方便”

（説）を除いては。

これは一見、 「仏乗品」に謂う「舎利弗よ、いかなる第二の乗も決して

存在しない」 (nakim-cicchariputradvitiyam[vatritiyamva)yanamsamvidy｡
ただひと

ate,37,23-24)と全く同じで、 〈仏乗〉は“唯一つ"、即ち、ただそれだけ

が謂わばポツンと存在すると言うように思えるが、 しかし決してそうでは

ない。なぜなら、ここには「但し、仏の“方便” （説）たる声聞乗という

｢第二の乗」を除いては」と“但し書”があるからである。つまり、 ここ
ただひと

に謂う @eka'は“唯一つ”の意味ではなく、あくまでも“最勝の"、 “最高
ゆいいつ

の" (agra)、 “第一の"、即ち“唯一の”という意味なのである。

こうして、 “方便”を行使して説かれた三乗のうち「唯一なるこの仏

乗」は、 じつに“真実の教え”であると言明した上で、次のように言う。

〔97〕お前たち（声聞）は（じつは）私の息子（＝菩薩）なのだ。私はお前

たちの父なのだ。恐怖に満ちた三界から、多・コーティの劫の間、焼

かれていたお前たちは（"方便”を行使して声聞乗（仮の教え）を説い

た）私によって、 （とりあえず）苦から脱出せしめられたのである。

〔98〕私はその時、 （お前たちは）浬藥を（得たと）告げたが（実際は）次の

ようで(evam)あった。 （即ち）じつはお前たちは今はまだそのよう

に(tatha)浬繋した者ではない(a戸nimta)｡ (ただ）この世で輪廻の苦

から解放されただけなのだ。然れども(m) (真の浬藥に向けて）唯一

なる仏乗（現行本は.bauddhamyanam')を探究すべきなのである。

〔99〕 （このような次第であって）凡そ、この世で誰であれ菩薩である者は全

て、私の“仏の指導方法" (buddhaPnem)を聞き入れよ。これが、そ

れによって多くの菩薩を導くところの、ジナの“方便，’なのである。

こうして、 “真実の教え”である「唯一のこの仏乗」を一応は“仮の教

え”として説示すること、それこそが仏の“方便” （衆生に真実を明かすま

での暫定的な仮の手段）に他ならないと言うのであって、これによって、
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本来の「三車火宅愉」が見事に説示したところの、仏はく巧みな教化方

法〉を用いて“はじめに三乗（声聞乗、独覚乗、大乗・菩薩乗）を説き、久

しくして後に、 「一切衆生本来からぼさつ（成仏確定者)」と明かすく仏

乗〉を説く”という、この仏説法の順序次第一三世十方の一切処におけ

る「常法」 (dharmata,定まった法式）－は完壁なまでに否定されている

のであって、それは取りも直さず「三車火宅瞼」の改ざんにして、 〈仏

乗〉の抹消に他ならないのである。

次に＠偶〔100〕～〔149〕は、第二章「仏乗品」やこの「三車火宅瞼」で

明かされているく仏乗〉 とは全く無関係な、第二次的付加であって、余

程、後代になってから付加されたものと思える。

おわりに

以上の考察から、本来の「譽嶮品」は、第一段長行・偶頌の明かすとこ

ろの、舎利弗がく仏乗〉を聞いて一瞬起こした魔の化現かという疑念を消

滅して、己の本来からぼさつ（成仏確定者）であることを悟認し、歓喜し

たことを述べる部分と、第二章「仏乗品」で明かされたところの、仏の説

法開始にはく巧みな教化方法〉の行使を不可欠とし、 しかもそこには“は

じめに三乗を説き、後にく仏乗〉を説く”という順序次第が「常法』とし

てあるという、この三乗と く仏乗〉との相関関係を見事に活写する「三車

火宅瞼」を述べる第四段－それも長行で言えば、前半の所謂「開審」部
袖（6）

分と、偶頌段ではそれに相応する偶〔84〕までの十偶一とであったので

ある。

それに対して、第一段偶頌で舎利弗の授記を乞うところ、それに応じて

舎利弗への授記を説く第二段、それを聞いた天子らの歓喜と、天子自身の

成仏の願いを述べる第三段、そして第四段後半の所謂「合瞥」の「三車火

宅瞼」を改ざんしてく仏乗〉の抹消を企てる大部の所説などは全て後に持

ち込まれた「般若経」の“巻き返し”に他ならず、さらに偶〔100〕から

末尾の〔149〕に至る部分は、それとは全く別の第二次的付加部分と考え

られる。

こうして、現行「臂I愉品」は「般若経」の“巻き返し”という、謂わば
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大洪水に襲われ、その後、 さらに第二次の洪水にも見舞われて、 じつに無

惨な姿を呈しているのである。
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註

(1) 苅谷[2013]、 [2015)、 さらに苅谷[2016]参照。

(2) 「オリジナルの「法華経｣」 （以下、単に「法華経jと表記） とは、苅谷

〔2014〕の表（11頁）に示したものを指す。

(3) それ故、本稿は苅谷「一仏乗」や苅谷「<仏滅後>」などのこれまでの「譽

嶮品」に関する拙考を全面的に改訂するもので、己の未熟を恥じ、詫びる。

(4) 「正法」については、苅谷『一仏乗」 (p.187,etc.)、苅谷「<仏滅後>j

(p､77,etc.）参照。

(5) 苅谷〔2016〕参照。

(6) @samdhZFbh"ya'は、 『法華経」にあっては「仏の意図(samdha)のこれか

ら語られるところ(bha5ya)｣ (28,10)を意味し、 「衆生自身に起因する諸の

教法(svapmtyayandhannan, =三乗) (28,11)説示の後に説かれるく仏乗〉
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を指しているのであるが、 「般若経」の“巻き返し”はそれを「仏の意図を内

に秘して語られたもの(bhasita)」の意味に改変して、その上で偶[10)で調

うように、これまで説かれてきた声聞乗、独覚乗の教法をもって「仏の意図

を内に秘して語られたもの」即ち“方便”によって説かれた“仮の教え”と

解するのである。それ故、 ここに「方便（による）随宜説」と訳した。この

ことは、 「般若経」徒たる羅什が「妙」 「然我等不解方便随宜所説」 (10c9-

10) と訳していることからも明らかである。後の偶[36]、 [37]の$samdhaP

bhagya'も全く同じ意味である｡

(7)現行本は、 .agra-yana' (最高の乗）であるが、P本に,buddhaw目na' (<仏

乗>） とあるを採る（｢写本集成」Ⅲ-21)。なぜなら、 4agra'は複数（サンスク
ただひと

リット文法では三つ以上）ある内の“最商の”という意味であって、 “唯一つ

の乗" (ekamevayanam)であるく仏乗〉を指すには不適格であるから。一

方、偶〔4〕の@agraPdhanna'は、三乗（声聞乗、独覚乗、大乗・菩薩乗）の

うちの「大乗・菩薩乗」を指して「最高の教法」と言っているのである。

(8) この.samdhayaetatkilabh3Sitam' (それ(etat,声聞乗）はじつに仏の密意

でもって語られたものである） とは、 0samdhaPbhｮSya' (仏の意図のこれから

語られるところ＝〈仏乗>）の$samdha'を、 「般若経」の“巻き返し”は「仏

の密意」 （内に秘した仏の意図）の意味に改変して、 $samdhaya'を「仏の密意

でもって｣、即ち「仏の意図を内に秘して」の意味で用いるのであって、 「そ

れ（声聞乗）は、 じつに仏の意図を内に秘して(samdhaya)語られたもの

(bhasita)｣、即ち「方便随宜説」 (=先の註(6))であると言うのである。

0samdhaya' (仏の意図を内に秘して）は、現行法華経において、第二章の「仏

の甚深なる如来の教法について、 “仏の密意”でもって(samdhaya)繰返し

称賛をなす」 (yatsamdhayatathagatogambhirasyatathagataPdhannasyapunaj

punaisamvamanamkal･oti,32,27-33,1) と、当該箇処、そして後の偶[22)

との合せて三箇所にしかない。

(9) この声聞（舎利弗）授記の異質なることは今まで明確に認識するところで

なかった。ここに己の未熟を恥じ、詫びる。これについて、 「松本思想論」

は、 「この．声聞授記”も、シャーリプトラは、実は声聞ではなく、過去世か

ら菩薩行を行ってきた菩薩である、つまり、 “実は菩薩である”という理解か

ら…なされるもの」 (p.189)と解釈している。
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(1qこのことから、第七章「宿世因縁品」についても、それが「オリジナルの

「法華経｣」に含まれているとすることには、今は疑問を懐いており、撤回し

たい。

(11) それ故、これに関するこれまでの拙論は全て誤りであった。

(12) 「法師品｣の冒頭、釈尊は薬王菩薩にこの会座に｢声聞乗に属する者(sravaka

-yanIya)たち、独覚乗に属する者たち、菩薩乗に属する者(bodhisattva-

yamya)たちが居る」 (196,5)ことを確認させた後、 「それらの者全てはじつ

にぼさつ〔大士〕である」 (sarvekhalvetebodhisattva[mahasattvah],196,7-

8） とあって、この「菩薩乗に属する者」の(A)菩薩と「それら全てはぼさ

つである」の(B)ぼさつとは、原語は勿論@bodhisttva'であるが、それの日

本語訳の「岩本訳」も「中公訳｣、 「中村瑞訳』、 「植木訳｣、そして「松本思想

論j－「この会衆において、僅か一偶でも、あるいは一句でも、聞き、あ

るいは僅か一つの発心によってでも、この経を随喜したこれら菩薩・摩訶薩

をすべて、 これら四衆をすべて、私は無上正覚に授記する」 （476頁)、但し、

この訳は文法上、破格のものであるが、 「菩薩という語は、仏教思想史におい

て、必ず声聞・独覚よりも優越したものとしてしか意味をもたない」 （6頁）

とする立場から止むを得ない訳なのであろう－の全てで(A)と (B)は全

く区別されていない。しかし、それでは、 0saIveete'が声聞と独覚と菩薩との

三者を指している限り、原文の正確な日本語訳とは言い難い。山田龍城「大

乗仏教成立論序説」 (pp､137-168)に、本生の“ボサツ"、大乗仏教の“菩

薩”という訳し分けに習って、私に(A)を「菩薩｣、 (B)を「ぼさつ」と訳

し分けたのであって、 「一切衆生本来からぼさつ」も、 〈仏乗〉を指していう

@bodhisattvaFsamadapana'を「ぼさつを鼓舞すること」も、 この意味に他なら

ない。それ故、 この「それら全てはぼさつである」の直下に「この集会にお

いて誰かある者によって僅か一偶でも聞かれ、一句でも聞かれたならば、 ま

た誰かある者によって僅か一念の生起でもってこの経が随喜されるならば

(yair)、私はそれら全て(sarvaeta)の四衆を無上等正覚において授記する」

（196,8-11） という一文は、 “後分”に他ならない。

(13ここには、会座の衆として③千二百の阿羅漢の他に⑥二千人の比丘、 さら

に後には＠四衆が挙げられているが、本来の「法華経」 「序品」にあっては、

千二百の大比丘（阿羅漢） と八万の菩薩だけであって、その他の衆は全て後
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の増広と考えられる。それ故、⑥、＠は“後分”である。

(14) このような“舞台設定”について、現行本ではこの他に様々なことが述べ

られているが、それらは全て後の[xxn)を承けた後分である。

(15） この廃屋で遊び戯わむれる子供らが「この男の息子」であるとは、極めて

奇怪で、その必要は全くない。これも、 [XXU]を承けた、後分である。

⑯拙稿「｢法華経」作者の創作意趣一（仏滅後）の衆生の成仏道一」 「法

華文化研究」第37号参照。
ひとかたまり

⑰なぜ「"一団身” （一塊）になって」かと言えば、この屋敷はぐるりを壁に

囲まれ、門は一つしかなかったからである。尚、 このOsamghaitita-kaya'は、

後の「見宝塔品」における塔中の多宝仏の容姿を表す@samghalita-kaya'

（214,9） と深く繋がる。苅谷「<仏滅後>｣ (p.315以降）参照。

⑱「漢訳対照梵和大辞典」 (533R) 「直ta團父…囲親愛なる者よ ［長上、優者、

小児又は弟子に呼びかくる語]」とあって、この語は必ずしもこの男が「父」

であることを示すものではない。

(19この二つの句は、後に(A)の付加・挿入によって、車に(A)と(B)の二

種あることになったため、 (A)=(B) とするべく挿入されたものであろう。

剛インド仏教において、 「白」色は仏伝の「托胎」における「白象」や、本経

の名「正法・蓮華」の｡pu皿anka'が「白蓮華」であるように、 また、現代ス

リランカの寺院参詣等のフォーマル・カラーも白色であって、高貴さのシン

ボル・カラーと思える。それ故に、門外にあるとされた「牛車」と実際に火

宅から脱出した子供に与えられた「牛車」との相違を判然と示すものはこの

「白い」という一句なのである。

@1) この「それらによってお前たちは遊び、…楽しむべし。…大いなる安楽…

を身に得た者となるべし」という文言は、上述の「(仏は）衆生を大苦慈から

解放させ、それによって遊び、…楽しむところの、…仏智の安楽を与えねば

ならない」 （74,2-4） と殆ど同一文であることから、 「それらの乗り物」は、

“高貴なる偉大な乗り物”であること明白である。

⑳ここに突然、これまでの.lathaka' (初出は71,9)に代って@mtha'が初出

し、 しかもこれ以降は全て!ratha'であって、両者は混在することなく、判然

と分かれている。それ故、これは単に書写生の誤記ではなく、所謂「合瞥」

が「般若経」の“巻き返し”である証しである。

－195－



“この「唯一の高貴なる乗り物」とは[XXW]の“高貴なる偉大な乗り物”

であり、 [XXV)の「大乗」であることは謂うまでもない。これは、換言す

れば、 「白牛車隠し｣、極言すれば“｢白牛車」抹消”を企るものである。この

ことは「白い」 (Sveta)が[XXI]と偶[83)のみ、 「純白の」 (prapap-

dara)にいたっては[XXI]のみにあって、それ以外には全くないことから

も明白である。

“現行本の.buddhayana'は、 「警愉品」においては当該箇所にしかなく、 も

ともと前後の文脈から見ても極めて特異である。それ故、偶[91cd)の「(私
ゆいいつ

は） “唯一のこの仏乗" (ekamimubuddhayanam)を告げる」によって、こ

こに「唯一の仏乗」と私に校定する。

"@ekay且na'は、 「瞥嶮品」では、ここにのみある語で、先の「仏乗品」では

（特に偶頌で） 〈仏乗> (buddhayana)に代って多出するのに比しても極めて特

異であり、決してく仏乗〉を指しているとは考えられず、直下に“偉大な乗

り物" (mahayana)と同置されており、三乗中の大乗・菩薩乗を指している

ことは明白である。それ故、この@eka'は、 「仏乗品」の、それだけがぽつん
ただひと

とある“唯一つ”の意味とは異なり、他のものに比して“最高の" (agra)、

“最勝の" (viSiSta)、 “第一の" (pmthama)、 という意味を表しているとしか考
ゆいいつ

えられない。その意味で“唯一の”と訳した。

“この偶は長行の[xxm]に相等する。ただ、そこでは、単に「鹿車、羊

車、牛車」とあって、三車間には何ら優劣の評価はなされていないのに、こ

こでは「勝れた牡牛」 (gopaPvara)とあり、その上に「高く、広い、飾り立て

られた」という形容句が付されているのであって、これは長行の[xxn]を

承けた「般若経」の“巻き返し”による改ざんである。

㈱次の偶〔75〕は、子供らを指して私の「実の息子」 (omsaputra)と言い、

「彼らは多くの生類で充満した大変に恐ろしい、苛酷で危険な家に居た」と

あって、本来の「瞼」からはずれており、 「般若経」の“巻き返し”である。

鯛尚、長行の[XXI]では、子供に与えた車について、 (A) 「風の速さを備

えた牛車」と (B) 「白い牛車」とが述べられて、極めて不審であったが、こ

こでは(A) 「風の速さを備えた牛車」というものは全く言及されていない故

に、 (A)は“後分”であること、明白である。但し、その付加・挿入の理由

は不明である。
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補(1)苅谷[2015] (pp.263-259)参照。

補(2)苅谷[2013] (pp.㈹一㈹）参照。

補(3) 「八千頌般若経」 「実にジャムプドウヴイーパにおいて、二度目に教えの

輪が転じられた」 （｢大乗仏典2八千頌般若経Ⅱ」中央公論社p,248） とある。

補(4) これは[XXW]の「脱出させた後、 “高貴なる偉大な乗り物”を与え

る」 （74,15-16）を指している。

補(5) これも [XXW)の「方便でもってそれら子供を燃える屋敷から脱出させ

る」 （74,14-15）を指している。

補(6)即ち、偶〔39〕、 〔56〕、 〔62〕、 〔70〕～〔72〕、 〔74〕、 〔76〕、 〔77〕と〔84〕。

〔付記〕拙考に関係する最近の論文に、石田智宏「法華経の三乗説再考」 （村

松寿厳先生古稀記念論文集「日蓮教学教団史の諸問題」平26年3月）がある。

これに対しては、本拙考をもって応えとしたい。
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