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『法華経』 「薬草品｣、 「授記品｣、

「宿世因縁品」の精読

－これらの異質性を明かす－

苅谷定彦

はじめに

本考は、標記の三品について苅谷〔2014〕では、オリジナル『法華経」

として「第4章過去世因縁品（『妙法華」の化城嶮品）－－①現行薬草嶮

品の「大雲と雷鳴の瞼」と②「現行梵本」の『化城愉jを除く 「大通智勝

仏の過去諏」をあげていた」 (p､11)が、ここに精読、再考して、これら
（ 1 ）

全ての“後分”であることを明らかにするものである。

【I】第五章「薬草品」の精読

[A]長行段

「薬草品」 (ogadhibpa'ivarta, 「妙」 「薬草嶮品｣）は次の文で始まる。
[1] (A)さて、世尊（釈尊）は尊者・大迦葉〔とその他の大声聞た

ち〕に告げた。 (B) 「大迦葉よ、善い哉、お前たちが如来の有する

真実の功徳の称賛を語るとは。如来には、その他にも、それらにつ

いて、量ることのできない劫の間、語り続けるとしても、その終極

に到達することは容易ではないところの、真実の功徳がある」

（と)｡ (｢土田本」 114,1-6,以下[ ]内は後分として削除）

この文のうち、 (B)はこの後の「大雲と雷鳴瞼」などで説き明かされ

る「如来の“超勝性"」を指した後分である。それ故、恐らく元は(A)

の、それも「その他の大声聞たち」を除いたところの、 「大迦葉に告げ

た」という文で始まっていたと考えられる。
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〔2〕大迦葉よ、 (A)如来は法(=一切衆生）の主人(dhannaPsvamin)、

一切法の王(Iaja)にして支配者(prabhn)、 自在者(vaSm)であ
く躍

る。 [(B)如来が如何なる法をどこに下し置く (upanikgipaU, =説く）

（とも）それはじつにその通りである。如来は一切の法を道理に適って説

示し、下し置く。如来の智によって下し世く°じつにそれらの法は一切

知者の境地に行くように、そのように下し置く｡] (C)そして如来は一

切法の目指すところ(artha)と帰結(gad)とを明確に観察する。

[(D)一切法の目指すところに自在を得た者、一切法に（対して）増上

意楽を得た者、一切法の決択に巧みな智慧の完成に到達した者､] (E)

一切知者（仏）の智を（衆生に）説示する者、－切知者の智を理解

させる者、 〔一切知者の智を下し置く者〕である｡ (F)これが如来・

応供・等正覚者である。 （114,6-15）

この文の趣意は、このままでは極めて把握し難たく、中でも (B)に
（2）

は､@upanikSipati'がここだけに連続して五回も出てきて特異である。それ
故、本来は次のようであったと想定される。

〔想定2) (A)如来は法(=一切衆生）の主人、一切法の王にして支配

者、自在者である。 (C)如来は一切法の目指すところと（それの）

帰結とを明確に観察する。 (E) (それによって得られた）一切知者の

智を（衆生に）示す者、一切知者の智を理解させる者である。 (F)

これが如来・応供・等正覚者なのである。

ここに謂う「法｣、「一切法」とは「一切衆生」のことであり、それに

よって(C) 「一切法の目指すところ」は一切衆生の一切苦からの解放で

あり、その「帰結」は正覚の穫得（成仏）に他ならず、 (E) 「一切知者の

智」を（衆生に）示す者、一切知者の智を理解させる者である」とは、

｢仏乗品」の「仏智による衆生洞察（直観)」即ち「"一切衆生は本来から
、 、 、

ぼさつである”を衆生に示し、それを理解させ、悟認させ、仏智（に至

る）道に導き入れる」 （37,6-14）に基づくものであり乍ら、 ここでは、そ

れとは全く別の意味で「一切知者の智を衆生に示す者、云々」と言って、

ただただ如来の“超勝性”を主張しているのである。

〔3〕大迦葉よ、例えば丁度、この三千大千世界には種々の色の、種々

の種類の、種々の名称をもった草(ma)灌木(gulma) [・薬草
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(osadhi)] ・木(vanaspati)が〔薬草群(oSadhiggrama)が〕平地
に、あるいは丘や山や峡谷に生えている。そこに大量の水(va'i)

を内に充満した雲が湧き上がる。湧き上がって三千大千世界を全て

完全に(sarvavatim)覆う。覆ってのち一切処に、同時に水をそそ

ぐ。この三千大千世界に（生える）草・濯木〔 ・薬草〕 ・木〔そこ

には、弱々しい茎、枝、葉、大葉をもった若い草・潅木〔薬草〕 ・

木、 さらには小樹、大樹に至るまで〕それら全ては能力に応じ、境

界(viSaya)に応じて、かの大雲からそそがれた水〔水の要素(al

dham)]を吸い上げる。こうして、それらは同一の雲からそそがれ

た同一味の水によって種子に応じて相続して(anvayam,発芽し

て)、生長し、増長し、 （一人前に）達し、そのようにして花（を咲

かし)、実を（結ぶ)。 （こうして）それらは個々別々に種々の名称を

得る。 〔そして、それら全ての薬草群、種子群（町aPg'ama)は同一

の大地に存在し（＝生えており)、同一の水(toya)によって潤され

たものなのである〕・じつにそのように如来・応供・等正覚者は世

間に出現する。 （114,6-115,9）

これを⑦「草木と一味の水嶮」と呼ぶとして、この瞼は地上に繁る多種

多様の「草・潅木・木」が雨季になって湧き上がってきた大雲からそそが

れる一味の水によって成長するという自然界の事象を述べたものである。

ところが、これに続いて、

〔4〕丁度（雨季が近づくと）大雲が湧き上がるように、そのように如来

も世に出現して天・人・アスラと共なる世界全てに“響き”

(svam, =雷鳴）によって（その出現を）知らしめる。例えば丁度、

大雲が三千大千世界を全て完全に覆うように、そのように如来…等

正覚者は天・人・アスラと共なる世界の前で（衆生に）次のような

音声(Sabda)を発する〔声(ghoSa)を聞かしめる]｡ (115,10-15)
これは、先の⑦「草木と一味の水嶮」とは全く別物で、④「大雲と雷鳴

瞼」と呼ぶとして、雨季の到来を示す大雲の出現は同じであっても、大雲

の識かす雷鳴は仏の説法開始を告げる“触れ太鼓”である。しかし、その

雲のもたらす水については、これは全く言及するところがない。

〔5〕 「あなた方、天と人よ。 （私は）如来…であって、すでに（彼岸に）

一J空一
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渡りおわった者にして、 （今は人々を）渡らせており、すでに（一切

の苦から）解放された者にして、解放させており、 〔すでに安息（黍

vasta)を得た者にして、安息させており〕すでに“般浬薬”した者

にして、浬繋せしめているのである。私はこの世とかの世とを明蜥

なる認識でもって如実に明蜥に認識しており、まさしく一切知者に

して、“一切（衆生）の見手" (sa,vaPdarSin)である。 （それ故に）あ

なた方、天と人よ。教法聴聞のために私の下に参集されよ。 〔私は

道の語り部、道を説示する者、道を知る者、道を聞かしめる者、道

を完全に了知する者である〕」 （と)。 （115,15-21）

こうして、湧き上がってきた大雲が雷鳴を轟かせてその出現を知らしめ

るように、釈尊は世に出現し、その正覚内容を人々に説き明かすと高らか

に宣言して、私の下に参集し、教法を聴聞せよ、 と呼びかける。

〔6〕そこで、多なるコーティー・ナユタ・百・千の生類は如来の教法

聴聞のため参集する。さて如来もまたそれら衆生の機根や精進努力

にそれぞれ差異（＝個々別々であること）を知って、それぞれの者

に（適応した）法門を提供する。 （即ち) (A) (一般民衆には）多様

で、多彩な、喜ばしい、満足させ、歓喜を起させ、利益と安楽の生

起をもたらす“教えの物語'' (dharma-katha, =ジャータカ等の説話

集）を物語る。そしてその物語（の説く教え）によってそれら衆生

は現世では幸福となり、死後には、そこで多なる快楽を享受しうる

善趣（＝天界と人界）に生まれる。 (B) (それに対して、一部の参集者

は、仏の説く） 「教法」 (dhanna)を聴聞する。聞いてのち、 “障碍”

を離れた者(vigata-mVarana,世俗の一切を放棄した者＝出家者）とな

り、順次に能力に応じて、境界に応じ、力勢(sthama)に応じて、

一切知者の（説いた）教法に専念する(abhiyUjyante)o (115,21-

116,5)

ここに、大雲に比せられる仏は、雷鳴という説法開始の“触れ大鼓”を

打ち、それに応じて参集した人々に対して、 (A)一般民衆には「教えの

物語」即ち、プージャーと呼ばれるインドの民族宗教一凡そ人は“聖な

るもの”に対する礼拝供養によってのみ善根功徳（＝因）を手に入れるの

であり、それによって「現世安穏・後生善処」という果報がもたらされる

－121－
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という、 インド（原住）民族の本来から有する宗教心に基づく宗教一に

依拠する“説話集”を語るのであり、これは“仏教”即ち“仏の教え”で

はなく、 まして“仏に成る教え”とは到底言えるものではない。それに対

して、 (B)一部の参集者は仏の説く 「教法」を聞いて「"障碍”一正覚

狸得（＝真の人間完成）の上での妨げ－－を捨離した者」即ち世俗の一切

一妻子、家、財産、身分、社会、四姓制度とそれの細分化されたカース

ト制度一の放棄という反社会的行為、非人間的行為をなして、 “出家”

の宗教者（＝バラモンに対する“沙門"） となり、各自が能力に応じ、境界

に応じて選びとった一切知者の教法に専念（＝修行に精励）する。

〔校訂7) (A)例えば丁度、大雲が完全に三千大千世界を覆ってから等

しく (samam)水をそそぐ。そして全ての草・潅木〔 ・薬草〕 ・木

を水でもって満足させる。そして、そこから草・藩木〔・薬草〕 ・

木は能力に応じ、境界（環境）に応じ、力勢に応じて水を飲む。そ

して、各自の有する生命の量の限りに価.pram39atW)生きる。
(B)そのように、じつに如来が語る「正法」 (saddhanna)は一味、

即ち解脱味、離貧味、滅尽味であって、一切知者の智を終極点とす

るのである。 （116,6-13）

これは、 〔4〕の④「大雲と雷鳴瞼」とその「合瞥」たる〔5〕 〔6〕と

はガラリと変って、 〔3〕の⑦「草木と一味の水嶮」を承けるもので、

(A)はその瞼の「開審」であり、 (B)はその「合審」であって、仏の出

現とその教法説示を盤えるに、先の④「大雲と雷鳴瞼」でもってするより

も、その雲のもたらす水によって地上の草木が一斉に生育するという瞼で

もって語る方がはるかに優れていることを知った別の者が持ち込んだもの

に違いない。それ故〔3〕と〔7〕は本来は連続していたのであって、そ

れがこのように二分されているのは、 この⑦「草木と一味の水愉」が

〔4〕の④「大雲と雷鳴瞼」の後に、遅れて割り込んできたからであり、

その割り込みをカムフラージュせんと、わざと自らを二分したのである。

それにしても、この⑦「草木と一味の水嶮」は一体何を言わんとするの

か。確かに地上に繁茂する多種多様な草木は全て同一味の水によって成長

するのは自然界の歴然たる事実であるが、 しかし乍ら、いくら如来の教法

が一味であっても、その一味の教法を受容し修行する側の衆生の多様性と

一J勿一
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｜

どのような関連があるというのであろうか。この如来の教法の一味である

ことは、 〔想定2〕の「如来は一切衆生の主人、王、支配者である」とす

る如来の“超勝性”を見事に表明してはいるが、 しかし、それはあくまで

｢理論」であって、ありていに言えば“理窟”であって、いくら教法が一

味であってもそれを受ける衆生の多様性は解消しない。それでは、一切衆
まこと

生の真の人間完成を目指す『正法」 （真の仏教）ではないであろう。

それにも拘らず、これに続く文は次の通りである。

〔8〕その場合、 (A)それら衆生(=出家比丘）が如来の語る教法を聞

き、憶持し、専念するところの、 （その当の）彼らは、 （自分では）

自分自身（が何であるか）を知らず、認識せず、覚知しない。 (B)

なぜなら、じつに凡そ如来だけが、それら衆生を、彼らが何であ

り、彼らがどのようであり、彼らがいかようであるかを〔彼らが何

を思念しているか、どのように思念しているか、何によって思念し

ているかを、彼らが何を修行しているか、どのように修行している

か、何によって修行しているかを、彼らが何を獲得するか、どのよ

うに獲得するか、何によって狸得するかを〕如実に知っているから

である。 (C)その場合、じつに如来こそが“明蜥に見る者'' (prat

yak9a,現証者) (明蜥なる見手(pmtyakga.darSin, =現場目撃者)]な
のである。 (D)そして、 （丁度）それぞれ地上に立つ草・潅木〔・

薬草〕 ・木に劣ったもの、優れたもの、中位のもの（という差異）

があるように、 （如来は）衆生について（如実に）見る者(darSin)

なのであるo (116,13-23)

これは、先の[6-(B)]の「如来の教法を聞いて出家した比丘らが順

次に能力に応じ…力勢に応じて一切知者の説く教法に専念する」を承けて

いる故に、本来は〔6〕に接続していたこと明白で、それならば、 「如来

の語る教法」とは何であり、一切衆生を何であると見ているのか、 また、

｢それに専念した」比丘とはどのような者なのかがここで説き明かされる

と思われるのに、そのような期待は完全にはぐらかされて、なんと (A)

その如来の教法に専念しながら、衆生自身は自分の何であるかを全く知ら

ず、覚知もしないのだ、 とされ、 (B)じつに如来のみが如実に知ってお

り、 (C)如来こそ現証する者(p'atyakga)だと明言されて、如来の“超勝

’

’
’
｜
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性”が強調されているだけなのである。

ところで、この(B)、 (C)は、 「仏乗品」の、釈尊は「以上のように

語ったことで十分である（＝これ以上、語る必要は何もない)」と言い乍

ら、その舌の根の未だ乾かぬうちに「凡そ如来たるもの、諸法（＝一切衆

生）が何であるかを(yandharman)如来は知っているところのその如来の

特質(dharma, =智慧）を（衆生に）説示すべきなのである。 （即ち）それ

ら諸法が何であり、いかようであり、どのようであり、いかなる相のもの

であり、いかなる自性のものであるかを。…如来こそはじつにそれら諸法

について“明断に見る者" (praWakSa)である」 (29,1-7)を承けているこ

と明白であるが、だからといって、この[8-(B)、 (c)]の趣旨が「仏

乗品」のそれと同じと見ることは到底出来ない。なぜなら、 「仏乗品」に

おいては「如来だけが知っている」からこそ「如来はそれを説き明さなけ

ればならない」と言うのであって、それは仏の“責務”なのであった。そ

れ故、そこでは「三止三請」の後、 「五千起去」という一種“犠牲者”ま

で出した後に、 「仏の世に出現する究極の任務」 （＝仏出世の本懐） として

説いたのがく仏乗〉に他ならなかったのである。

それに対して、この〔8〕はそれとは全く逆であって、衆生の何である

かは「如来だけが知っている」のであって､ じつに衆生は一切知者の説く

教法に専念しながらも自身では自分の何であるかを全く知らないのだ、 と

決め付けられており、 (C) 「如来だけが現証者だ」と如来の“超勝性”のみ

が主張されているのである。では、一体、仏は衆生を何であると見ている

のか、 と問うならば、その回答はどこにも見い出されない。

もっとも、 (D) 「地上に繁茂する草木に大、中、小の差異があるよう

に、如来は衆生に差異のあることを“明断に見る者”である」というの

は、 まさしくその回答であると思えるが､ しかし、ここに唐突に「草・潅

木・木」の語が出ることから、 (D)は(3]と[7]の⑦「草木と一味

の水嶮」を承けたもので、④「大雲と雷鳴職」とは全く別物であり、その

上、その⑦「草木と一味の水愉」では、地上に生える草木に優劣の差別が

あるなどとは全く述べられていなかったことである。<それ故、この(D)

はその⑦「草木と一味の水嶮」を後になって別の者が“改変”を施さんとし

たもののように思える。

－118－
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以上の考察から、これは、④「大雲と雷鳴瞼」にしろ⑦「草木と一味の

水嶮」にしる共に、これまで伝統的正統派仏教たる部派仏教が「阿含経」

に基づき精綴な教義体系を構築してきたのに対して、紀元前後頃から興っ

た「般若経」や『維摩経｣、 「法華経」などの初期大乗仏教は竜樹の『中

論』により空・無自性の理論を構築しえて、大乗仏教としての一定の地歩

を固めたのであり、 さらには中期大乗（＝「如来蔵経｣、 『大乗浬藥経』など

に基づく “仏性思想")、 さらにその後の後期大乗仏教（＝「解深密経』等に

基づく無着、世親による“唯識思想”やそれと対抗した“中観思想"）の興隆

によって、部派仏教は勿論のこと、初期大乗仏教の当初から抱えていた小
まこと

乗・大乗の対立・抗争などを乗り越えて、一段上に立って“真の大乗仏

教"、 “絶対的大乗”－それは取りも直さず“如来の真実の立場"、如来
まこと

の“超勝性”と言えよう－を確立したとして、遂に「今や“真の仏

教”は我にあり」と主張するものなのである。

このように解することによって、 「如来は法（＝一切衆生）の主人、支配

者、王である」という 〔2〕から始まったここまでの所説はよく首尾一貫

する。それ故、一体、如来は衆生をどのように現証しているのかと問うて

も、一向にその回答が得られないのは、これがただただ如来の“超勝性”

即ち、己の“絶対的大乗”であることを主張せんとするだけのものである

からである。こうして、 〔3〕と〔7〕の説く⑦「草木と一味の水嶮」と

〔4〕～〔6〕、 〔8〕の明かす④「大雲と雷鳴瞼」とは全く別物ではある

が、 しかし、その根底においては、共に己の“絶対的大乗”をもって『真

の仏教は我にあり」と主張したのである。

その上で、次のように言う。

[9] (A) (その如来の一人である）この当の私（釈尊）は、 (B)教法の

一味であること、即ち解脱味、浬藥味、浬藥を究寛とする、常に般

浬盤を唯一の境地とする、虚空を終極とすることを知ってはいる

が、 (C)衆生の意向(adhimukU)を守る者(anuraksamana)であっ

て、 （そのために）急には（＝直ちに） “一切知者の智”を説き明か

すことはなかったのである。 （116,23-26）

はじめに、 この文の趣旨を捉えるには、取り敢えず(B)を後分と見倣

して、 (A) 「この当の私は」 (C) 「衆生の意向を守る者である」と解する他
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ない。その上で、先の〔8〕が如来一般について述べているのを承けて

｢この当の私（釈尊） もまた衆生の何であるかを（菩提道場で）現証した

(＝明蜥に覚知した)」のであるが、 しかし、その“一切知者の智” （＝正覚

内容）を直ちに説き明かすことなく、今に（＝この「薬草品」をオリジナル

｢法華経」に付加・挿入するに）至ったのは、偏に、私は衆生の意向を守る

者（＝まずはそれを尊重し大切に考える者）であるからだと言う。それで

は、どうして仏は衆生の意向を守って直ちに「一切知者の智」を説かな

かったのか。それに応えるには、この文の背後に、オリジナル「法華経」

｢仏乗品」の次のような叙述が存するからである。即ち、この「意向」

(adhimukti)は、 「仏乗品」では、 「善逝が（これから）何を語ろうとも、そ

こに“勝解" (adhimukti,強い志向）を備えた者であるべし」 ([1511ab))

とあって、仏の説く教法に対して、それの“受け皿”として衆生の持つべ

き「強い志向」の意味であったが、ここでは(6-(B)]「一部の衆生は仏

の説く教法を聞いて出家し、各自の能力、境界、力勢に応じて順次にその

教法に専念する」と謂うところの、衆生の懐く多様な「意向」を指してい

るのである。そして、この衆生の多様な意向に応えて説かれた教法が部派

仏教と今に至る大乗仏教なのであって、この歴史的事実を踏えて、釈尊は

｢自分は衆生の意向を守る者だ」と告げているのである。

次に、 「仏乗品」では、 「(始めに三乗を説き）久しくして後に“至高の

義” （＝〈仏乗>）を説く」 （31,22）ことをもって「これが私にとって最高

のく巧みな教化方法〉なのだ」 （32,7） と言い、この“始めに三乗の教法

を説き、後にく仏乗〉を説く” という仏説法の順序次第をもって「三世十

方における‘‘常の法'' (dhannata,普遍の法則）である」 (37,24-25)とし

て、 〈仏乗〉の説示は仏の最終説法なのであったが、 これを承け乍ら、こ

こではく仏乗〉に替えるに、己の“絶対的大乗”をもってし、それを指し

て「一切知者の智」と言い換えて、 「急には、即ち、説法を開始するや直

ちに「一切知者の智」を説くことはなかったのだ」と言うのである。

このように〔9〕の趣意は理解されるが、そうであるならば、先の

〔8〕で「如来だけが（衆生の何であるかを）明断に見る者（現証者）だ」

と宣言し、 〔9〕でその如来の一人である「当の私」は今こそ、 まさに

｢衆生の何であるか」即ち「一切知者の智」を説き明かすべき時であると
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思われるのに、これまでも、さらに次の〔10〕を見ても、全く明かされて

いないのである。勿論、本章の主旨は、ただただ己の“絶対的大乗”とい

う立場、換言すれば如来の“超勝性”の主張にあるのであるが、それにし

ても、 “肩すかし”を喰わされたようで、これでは一種“逃げ”であると

しか言いようがない。

〔校訂10) (ところで）大迦葉よ・お前たちが「(我々声聞は）不可思訟

（の念)を得、稀有(の念)を得、③非常な喜び(の念)を得た(audbilya
-prapta)」のは(yad)、 （他でもなく）お前たちが（如来のこれまで説

かれてきた声聞乗・独覚乗の伝統的正統派仏教と大乗仏教とを） 「仏の

深い意図を秘めて語られたもの」 (samdhaPbhasita,仏の密意説）で

あると⑥理解することが出来たからなのである。なぜなら、 「如来

たちのQ『仏の意図のこれから語られるところ」 (samdhaPbhaSya)■

は難知である」 （と仏は先の「仏乗品」で言明されていた）から （に他

ならない)。 （116,26-29）

これは「現行本」のままでは、到底その趣意を読み取ること不可能であ

る故、このように私に校定したのである。

まず、③「非常な喜びの念を得た」という句は「現行本」には無いが、

脱落したものである。それというのも、 この句は、 「信解品」の「我々

(＝大迦葉ら、大声聞）はこの、かくの如きかつて聞かれたことのない教法

を世尊から直に聞いて不可思議（の念）を得、稀有（の念）を得、非常な

喜び（の念）を得た」 （95,2-5） という文、 さらに遡れば「臂愉品」の

｢私（舎利弗）は世尊から直にこのような“お声” （<仏乗>）を聞いて、不

可思議（の念）を得、稀有（の念）を得、非常な喜び（の念）を得まし

た」 （59,4-6） 「私はいまや狐疑なき者です。しかし乍ら、これら千二百

の自在を得た者（＝大声聞）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。それら比丘たちの

疑悔を除くために、どうか世尊は語られよ」 （68,11-69,2）と言い、仏はこ

れに応えて「三車火宅職」を述べたのであって、これらの文を承けている

こと明白で、それ故、 「不可思議（の念）を得、稀有（の念）を得た」と言

うのは「疑惑」の意では決してなく、むしろ逆に、大いに感激した念いの

意味に違いない。それ故、それらと同様、ここにおいてもこの二語の後に
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@audbilyaPprapta' (非常な喜び（の念）を得た）が存していたに相違なく、そ

れが後代に誤って脱落したものと想定するのである。それ故にこそ、続く

yad'以下の文、即ち「お前たちはこれまで語られてきた教説、即ち部派

仏教と大乗仏教とが如来の「密意説」 （暫定的な仮の教説）であることを⑥

理解し得たからである」と言っているのである。現に『写本集成」 （Ⅳ,332

-333）を見るに、C3，A!，N2，D, (=ギルギツト本)、O(=ペトロフスキー

本）は6na'を欠いており、これを採用したのである。

ところが｢現行本」（＝「版本」 (125,2)、「土田本」 (116,27))は!naSaknutha

-avatarimm'となっており、それに従って、この文は「お前たちはこれま

で説かれてきた教法、即ち部派仏教と大乗仏教が仏の『密意説』 (samdh3

bhasita,仏の深い意図を内に秘めて語られたもの）であることを全く⑥理解

することが出来ない」ので、それで〔8〕に謂うように「(出家比丘らは）

如来の説く教法に専念しながらも、 （自分では）自身が何であるかを全く

覚知することが出来ず」また〔9〕で謂うように「仏は成道後、直ちに

"一切知者の智”を説くことをしなかった」故に、今ここに至って、はじ

めて明かされたところの、部派仏教と大乗仏教という差別を乗り越えて一
堂こと

段上に立つ「"絶対的大乗”こそ“真の仏教”である」と聞いて、 じつに
けげん

｢不可思議にして」合点の行かぬ「怪訂な念いを得たのだ」と解されてき

たのである。

しかし、それでは、 これまで説かれてきた「如来の教法」 （＝部派仏教と

大乗仏教）がもともとから「密意説」 （＝仏の深い意図を内に秘めて語られた

もの）であるならば、未だ覚りを得ていない比丘がそれを「理解出来な

い」のは極めて当り前であって、それ故、出家比丘がここで「不可思議に
けげん

して合点が行かぬ怪誘な念いを得た」のも至極当然のこととなる。しかし

それでは、 この一文は全く用を成さないものとなる。

そして、最後の@@samdh目戸bhaSya' (これから語られる仏の意図）につい

ては、 「現行本」では$samdhaPbhasita' (密意説） とあるが、 「写本集成」を

見るに、先の⑥で･6na'を欠く写本は全てにおいて@samdhaPbhaSya'とある

のである。それ故、この6napを欠くものを本来のものと見倣す限りは、

必然的に@samdhaPbhaSya'を採らざるを得ないのである。しかも、決して

それだけではなく、この「如来・応供・等正覚者たちの@samdhaFbhaSya'
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(｢仏の意図のこれから語られるところ｣）は難知である」は「仏乗品」の

｢舎利弗よ、如来・応供・等正覚者たちの「仏の意図のこれから語られる

ところ」 (samdhaPbh面Sya)は（声聞、独覚、菩薩にとって、これまた）難知で
ある」 （28,10-11） と全く同文で、これを指していること明白である。さ

らには、前の〔8〕で「彼ら（比丘）は自身では自分が何であるかを知ら

ず｣、 「凡そ如来たるものだけが、それら衆生が何で、どのようで、いかよ

うであるかを如実に知っている」のであり、 じつに「如来だけが明蜥に見

る者（現証者）なのだ」というが、これまた、すでに述べたように「仏乗

品」の「それら諸法（＝一切衆生）が何で、どのようで、いかようで、い

かなる相で、いかなる自性であるか、それら諸法について如来こそじつに

明断に見る者である」 （29,5-7） と殆ど同文である。これらからしても、

ここは.samdh圃戸bhaSya'であったに違いないのである。

しかもその場合、肝心なことは(A) #samdhabhagya'と (B) @samdhaF

bhasita'との相違である。 (A)の.bhasya'は未来受動分詞あって、それ故

@samdhadbh5Sya'は「仏の意図のこれから語られるところ」という意味で

あり、 「仏乗品」では、それは“始めに三乗を説き、久しくして後にく仏

乗〉を説く”というところの、そのく仏乗〉を指していたのである。それ

故、 〈仏乗〉が明かされた後はこの語は全く無用であって、事実「仏乗

品」の中でも、以後は全く出てこない。一方、 (B)の@bhasita'は過去受

動分詞であって、 (A)とは異なり 「語られたもの」の意である。それ故

に(A)の.samdhaebhaSya' (これから語られる仏の意図）がく仏乗〉であっ

た限りにおいて、当然(B)の@samdhｮ己bhasita'は他ならぬそのく仏乗〉

を指しているハズ、 と言うよりはそうでなければならないのである。とこ

ろが、それにも拘らず、実際は「現行法華経」全体においても、決してそ

の意味では用いられていない。即ち (B) @samdhaPbhaSita'という複合語の

前分0samdha'は(A)の「仏の意図」の意味ではなく、それとは根本的

に異なって「仏の内に秘められた深い意図」即ち「仏の密意」の意味であ

り、それに基づいて、この複合語は「仏の内に秘められた深い意図によっ

て語られたところ」即ち、あくまでも「仏の密意を内に秘めて語られたも

の」を意味しているのである。

それでは、どうして$samdha'が「現行法華経」中で(A) 「仏の意図」
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から(B) 「仏の内に秘められた深い仏の意図」に変容したのであろう

か。思うに、それは$upaya.kauSalya'がオリジナル『法華経」にあっては

(A) 「巧みな教化方法」の意味であったのが、後に(B) @@方便”即ち「真

実と対になる概念で、衆生に真実を明かすまでの暫定的な仮の手段｣、さ

らには、その「仮の手段によって説かれた教法」はじつに“真実の教え”

に対して“仮の教え” （＝「随宜所説｣）であると評価付けする意味に変
かいざん

容、 というよりは、 まさしく “改霞”されたことと深く連動しているので

ある。こうして、この“方便” （便宜的な仮の手段）によって説かれたも

の、それがまさしく 「仏の深い意図を内に秘めて語られたもの｣、 「密意

説｣、 さらには「仮の教え｣、 「随宜所説」に他ならないと見倣されたので

あり、 「現行法華経」に関して言えば、 〈仏乗〉に先立って説かれた三乗の

教法はまさしく 「随宜所説」とされたのである。

これを承けて、本章「薬草品」においては、ここに$samdhaPbhaSita'を

もって、これまで説かれてきた部派仏教と大乗仏教とは共に真実を明かす

までの暫定的な仮の教え（｢随宜所説｣）を指すものとし、一方QsamdhaP

bh35ya'は、本来のオリジナル「法華経』にあってはく仏乗〉を指してい
たのであるが、それを己の主張する“絶対的大乗"、如来の“超勝性”を

指すものとしたのであり、この差し替えによって、ここに「お前たちが

今、不可思議にして稀有であり、非常な喜びの念を懐いた」のは、お前た

ちがこれまでの部派仏教や大乗仏教は真実の教えを明かすまでの暫定的な

仮の教え、 「随宜所説」であることをよく理解しえたからであり、その

"証し”なのである。それと謂うのも、 「かねてから「仏の@samdhaF

bh5sya' (勿論、ここでは、今明かされている“絶対的大乗”なるものを指す）
は難解である」と（謂われてきたにも拘らず、それをお前たちはよくぞ理解す

楠（1）

ることが出来た）からである」と述べているのである。

ところで、そうであるとしても、どうしてここで唐突に「仏乗品」の文

を持ち出してきたのであろうか。これは、先の〔9〕でも同じであるが、

本章全体の所説内容がオリジナル「法華経」のく仏乗〉思想と相違するこ

とは、本章のここまでの叙述において、声聞、独覚、菩薩の語は勿論、三

乗の語、ましてやく仏乗〉の語も全く出てこないことから明白であり乍

ら、 しかも、それがこの当の「法華経」中に存在することの違和感を少し
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でもカムフラージュせんとする意図のもとに、ことさらに『法華経」 「仏

乗品」の文言を、それも見事なまでに“差し替え"、 “改ざん”した上で、

ここに出してきたものに違いないのである。
まこと

その上、 さらに憶測するならば、本章において主張する“真の仏教”

としての“絶対的大乗”なるもの－それが唯識思想であれ、中観思想で

あれ－を「如来は法（一切衆生）の支配者である」と、如来の“超勝

性”でもって強調したことにより、仏とその仏によって教化を蒙るべき肝

心の衆生との間に生じたあまりの“隔絶"、それは〔8〕 「如来の教法に専

念する比丘が自分自身では全く自分の何であるかを覚知しない」と言い、

それを承けて〔9〕で「私（釈尊） もまた衆生の様々な意向を守って、成

道によって獲得した“一切知者の智”即ち正覚内容を直ちに説き明かすこ

とはなかった」と言うところに窺い知られるところである。もっとも、

(8-(D)]では、 「丁度、それぞれ地上に生える草・潅木・木に劣ったも

の、優れたもの、中位のものという差別があるように、如来はじつに衆生

についてそのように見る者である」と言い、全ての草木は一味の水によっ

て成長するにも拘らず、そこに優劣の差別があるように、衆生にも差別が

あることを明らかにし、さらに(9-(B)]で「教法の一味であること、

即ち解脱味…常に般浬梁を唯一の境地とすることを如来である私（釈尊）

は知ってはいるけれども、それを今に至るまで明かさなかった」と一種

"言い訳”とも取れる言葉を述べてはいるが、 この仏と衆生との隔絶に気

付いた別の者がここに至って“軌道修正”とも謂うべき一種の‘‘改変策”

を新たに提示せんとしているように考えられる。

このようにして、長行段は後半に至って、二つの瞼が共に仏と教化され

る衆生との間に“断絶”を生じさせてきたことに気付いた別人の手によっ

て軌道修正が施されんとしているのである。ここで、長行段は終わる。

[B]偶頌段

〔偶1〕私(釈尊）は法（＝一切衆生）の王、有(bhava, =人間の六道輪

廻)を打破する者としてこの世に生まれてきた。 （そして）衆生の

（様々な）意向(adhimukti)を知って（それぞれに適応した）教法を

語る｡

〔偶2〕堅固な覚りを有する大勇（仏）たちは（これまで）語ってきたと
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ころ(bhasita) (=部派仏教と大乗仏教）を永く守り、また秘密(Iaha-

sya, =仏の内に秘めた深い意図）も（内に）護持して、 （外に向けて）

生類たちに語ることはない。

〔偶3〕 （なぜなら）愚者らがいきなり聞いても、その（仏の）智もまた

難悟であるからで、大変に愚鈍な者らは疑惑を起こすであろう （も

のなのだ)。彼らは（かえって）そこから外れて、迷うであろう。

〔偶4〕 （それ故、私は） （その者の）境界に応じて、その者の能力がどの

ようであるかに（応じて、教法を）語る。それぞれ個々別々の事柄

によって（その人の邪見を）正しい見解に正す。

これらは長行末尾の〔9〕、 〔校訂10〕に相応するところであって、そこ

から、偶頌段は、はじめから長行後半の“軌道修正”を継承していること

が明らかである。

〔偶5〕大迦葉よ、それは丁度、 （乾季の終りに）世界に雲が湧き上って

一切を包み込み、大地を覆う。

これは長行〔4〕の④「大雲と雷鳴嶮」に相応する。ところが次に、

〔偶6〕それは、水の充満した、稲妻の花冠を持ち、大いなる水を提供

するもの(ambuda, =雲）であり、声(=雷l!6)を轟かせつつ、一

切の生物を歓喜させる。

とあり、丁度、長行がそうであったように、一転して⑦「草木と一味の

水嶮」が説かれるのであって、その切り換えは次の〔偶7〕で目立たない

ように巧みになされている。

〔偶7〕 （湧き上がってきた雲は、乾季の厳しい）太陽光線を遮えぎり、周

囲を涼しくして、手の届く程低く （たれ込めて）あたり一面に

“水”をそそぐ。

これを承けて、
あつまり

〔偶8〕それは少なからざる水の蕊 (apaPskandha)を等しく (sama)そ

そぐ。ぐるつと周りにそそぎながら大地（に生える草木）を満足さ

せる。

〔偶9〕 （即ち）何であれ、ここ、大地に生える(A)薬草であれ、 (B)

草・潅木・木、あるいは(C) (小）樹・大樹（であれ)。

[1B10]じつに種々の穀物であれ、あるいは野菜でさえも、 （それらが）
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山や洞窟、はては薮にあるものであれ、

〔偶11〕雲は(B)草・潅木・木の全てを満足させ、乾いた大地（に生え

るもの）を満足させる。そして(A)薬草(osadhi)を湿らす(=潤

す)。

このようにして、⑦「草木と一味の水愉」は後から持ち込まれたもので

あり乍ら、先に説かれていた⑦「大雲と雷鳴瞼」を自己の内に取り込んで

しまっているのである。

しかも、その上、ここで注目すべきは、地上に生える草木について〔偶

9〕、 〔偶11〕で(B) 「草・潅木・木」と (A) 「薬草」とに明確に“別立

て”していることである。これを長行段と比較するに、そこでは全てにお

いて「草・潅木・薬草・木」 （長行〔3〕、 〔7〕、 [8-(D)))とあって、こ

れでは草と薬草は重複しており、なかでも〔3〕では「草・潅木・薬草・

木」とあり乍ら、 さらに「薬草群」 (oSadhi-grama)とあって、 「薬草」が
"別立て”で出てきて、極めて不審であった。それがここにきて、そもそ

も本来は「草・潅木・木」であったものが、後に何か別の薬草に関する

"話し”が作成されて、 ここ偶頌段に挿入されたのであり、それを承け

て、後になると、遡って長行段にも「薬草」が挿入されて「草・潅木・薬

草・木」という一連の句が成ったと考えられる。

ここにおいて、本章全体を見るに、本来は④「大雲と雷鳴瞼」だけで

あったところに、別の者が⑦「草木と一味の水嶮」を作成して持ち込んだ

のであり、 しかも、長行段の後半に至っては、これらは二つとも、一方的

な如来の“超勝性”に基づく一味の教法とそれに対する受け手の衆生の多

様性という “隔絶”に気付き、そこに生じた仏と衆生との断絶を埋めんと

して、軌道修正としての“改変”がなされつつあったのであり、それを

〔偶6〕までは継承してきたのであるが、 ここに至って、 〔偶9〕や〔偶

11〕で(B) 「草・潅木・木」に対して(A) 「薬草」を“別立て”してい

るように、何か別の薬草に関する“話し”を第三者が作成して持ち込んで

きたという、そういう情況を想定しうるのである。それ故、その何か薬草

に関する“話し”なるものの趣旨は、仏の説く教法の一味なることとそれ

を受ける多様なる衆生との間に生じた“断絶”というか、 “隔絶”を何と

か解消せんとするものと予想され、それが続く 〔偶12〕から〔偶15〕なの
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である。

〔偶12〕ここに、待ちに待った(sthitam)雲によってそそがれたその水

は一味であり、それ（水）を草・灌木は能力に応じ、環境に応じて

飲む。

〔校訂偶13〕 （さらに）如何なる樹も、また大樹も（それを飲む)。 （こうし

て、普通）より小さなものも、中位のものも、 （勿論）大なる薬草
（4） －

(mahaFosadhI)も、全ては雲によって降りそそがれた水を (各自の）

能力に応じて飲む。

〔校訂偶14〕丁度、 （それら草・潅木や樹・大樹は）葉でもって、茎でもっ

て、樹皮でもって、同様に枝や幹でもって、 （その木の）葉でもっ

て、願求(iccha)と愛欲(kama)に応じて（水を）飲み、生長す
（5）

る。

〔偶15〕それらの種子(bWa)が何で、どのようであっても、 （それに従っ

て）それらは能力に応じて、環境がどのようであっても（それに

従って)、それらは各自それぞれに生長を遂げる。

これらの偶頌こそが、第三者によって作成され、ここに持ち込まれたと

ころの、何か薬草に関する‘話し”－それを⑥「薬草(osadhr)瞼」と

呼ぶ－に他ならない。こうして、 ここからは、本来の④「大雲と雷鳴

瞼」と、後に持ち込まれた⑦「草木と一味の水愉」とによって生じた仏と

衆生との“隔絶”を埋めるべく、④と⑦とを一種綜合したような感のある
（6）

新たな⑥「薬草職」と呼ぶべきものが語られるのである。

〔校訂偶16〕大迦葉よ、丁度(va)水の保持者(vari.dhara, =雲）が世界

に（出現する）ように、そのように(emeva)仏もまたこの世に出現

する。そして天と共なる世間において尊敬された大仙（＝仏）は次
（7）

のように（声を）聞かしめる。

〔校訂偶17〕

（私の）

｢天と人との集りよ、私の（声を）聞け。私と出合うために

そばに参集せ緊・私は如来にして、両足尊、ジナであっ

て、丁度、 （乾季の終りに出現する）雲のように、世間に出現したの

である。

〔偶18〕 （それ故）私は四肢の乾潤らびた、三有に執著した一切衆生を

（雲の降りそそぐ水のように、教法を説いて）満足せしめる。 （即ち、一
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般民衆の）苦によって萎えている者を安楽に住せしめ、愛欲を与え

る。そして（出家比丘には）私は浬桑(nirvrti,寂静）を（与える)。

これらは、一見④「大雲と雷鳴瞼」を説くものと思えようが、ここでの

｢雲」はあくまでも〔偶12〕の「待ちに待った雲」であり、 「水の保持者」

(〔偶16-b])であって、それのもたらす水によってこれまでの長い乾季に

乾澗らぴていた薬草が生気を取り戻し生長するように、仏は教法を説いて

衆生を満足させるのであって、その場合の仏の説く教法は、長行〔6〕で

明かしていたように一般民衆に対しては所謂「現世安穏・後生善処」をも

たらす「施・戒・生天」の三論であり、出家比丘には勿論、浬藥寂静、正
（9）

覚獲得を目指す教法に他ならない。

さらに、次のように言う。

〔校訂偶24〕 （あたかも）雲が水を等し< (sama)そそぐものであるよう

に(va)、私はこの全世界（の衆生を）満足させる｡ (それなのに）私

の（教法を）聞<ものたちは（各自）能力に応じて様々な住地に住

してい(：。

ここからいよいよ「薬草瞼」の核心に入るのであって、雲のそそぐ水は

あくまでも一味であり、 しかも一切のものに平等にそそぎかけるように、

仏も一切衆生に平等に教法を説き聞かせるのであるが、それにも拘らず、

教法を聞く衆生の側にはじつにその個々の能力に応じて、様々な境界に住

する者が存在する、即ち、伝統的正統派仏教たる部派仏教と大乗仏教とが

並存するというのが現下の仏教界の現実であって、それを次のように詳説

する。

〔偶28〕これら小さいものからより小さいもの（に至るまでの小なる）薬

草(osadhr) (が存するように)、この世界に存するところのそれら

は、小さなもの、そして他に中位のもの、そして大なる薬草（とい

うように三種）ある。お前たちよ、聞け。 （それら）全てを説明しよ

う。

〔偶29〕 （この）世に住していている人々で無漏法を明知している者、浬

繋（の境地）を得た者、すでに六神通・三明である（人々）それら

（の比丘ら）は“小さな薬草”と呼ばれる。

〔偶30〕山や山窟に住している人々で、独覚に触れた（＝証得した）
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人々、このような中位の清浄なる覚知(buddhi)を有する者、それ

らは“中位の薬草，’と呼ばれる。

〔偶31〕人中の牡牛性（＝最優秀性）の獲得を目指し、覚者(buddha)、

人・天の保護者にならんとして精進し、瞑想を実修するところのそ

れらは、 “最高の(ag'･a)薬草”と呼ばれる。

こうして、部派仏教のうちの、声聞乗を指して“小なる薬草”とし、独

覚乗をもって“中位の薬草”に当て、大乗仏教をもって菩薩乗として“大

なる薬草”とする。

〔偶32〕修行に専念する善逝の息子（＝菩薩）にして、慈悲に満ちた寂

静の行（＝菩薩行）を実修し、人中の牡牛性（に成ること）に疑いの

余地がないところに到達した者、そのような者たちが“樹，,

(druma)と呼ばれる。

〔偶33〕 （最早）退転することなき輪を転じ、神通力において堅固たる

者、多なるコーテイーの衆生を（苦から）解放させる者、この者は

“大樹" (mahaPdruma)と呼ばれる。

ここには、大・中・小の薬草についての教義付け（｢合瞥｣）に続いて

｢(小）樹｣、 「大樹」を挙げて、 〔偶31〕の「大薬草」の菩薩をさらに修行

の段階に従って分類し“不退転地”に達した菩薩を「小樹」とし、菩薩の

最高位に達して成道寸前の者を「大樹」と説明するのであって、これで
（11）

もって地上に生える「草木」と仏教界の三乗の者との全てを網羅して、そ

の上で両者の一致をはかっているである。

〔偶34〕 （丁度）雲によってそそがれた水は（全ての草木に対して）平等で

(samam)あるように(va)、ジナによって語られた“正法" (｢現行
まこと

本」はdsodhanna'なれど!saddhanna' (正法＝真の仏教） と私に校定）

は（一切の衆生に対して）平等である。 （それにも拘らず）丁度、大地

の上に在る薬草（＝草木群）が（多種多様である）ように(v3)、 （衆

生が多様であるのは、衆生の） “了知" (abhuna, ≠abhina,神通）がこ

のように多様で(citra)である（からである)。

〔偶35〕この臂輸の説示によって如来の方法(upaya)が（どのようなも

のなのか）を知るべし｡ (即ち）丁度、 （水が、多数の) "水滴'' 0ala.

bindu)からなるように彼（仏）は唯一の教法を語るのに（衆生の側
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に）様々な解釈(nimkti)があるのである。

この二偶は、⑥「薬草職」の結文であって、 じつに仏は一味の教法を一

切衆生に平等に説くにも拘らず、受け手の衆生に声聞や独覚、 さらには新

発意の菩薩から、次生において必ず仏に成ると確定した一生補処の菩薩に

至るまで、多様であるのは、あくまでも衆生の“了知”一一味の教法に

対する理解一が多様である故であって、それは丁度、水が多数の水滴か

らなるように、如来の説く教法は一味であり、 しかも一切衆生に平等に説

くにも拘らず、衆生に差別があるのは、どこまでも衆生の側の了知に起因

するとしており、巧みな“言い逃れ”の感は否めないところである。

但し、ここで見落してはならないことは、この⑥「薬草瞼」は偏えに如

来の“超勝性” （偉大性）を強調するものであって、 「仏乗品｣、 「臂嶮品」

に在る後分や「信解品」などの、 “方便” （衆生に真実を明かすまでの暫定的

な仮の手段）を一種“武器”にして、声聞乗、独覚乗を小乗、菩薩乗を大

乗と主張する「『般若経」の“巻き返し"」とは全く相違しており、 もはや

そのような初期大乗仏教の時代を過ぎて登場したところの、部派仏教と大

乗仏教とを陵駕する“絶対的大乗”の立場からのものであることである。

次に、この後に続く 〔偶36〕から〔偶42〕は、この⑥「薬草瞼」に対す

るさらに別人による一種“異説”ではないかと思える。

〔偶36〕私が教法の雨を降らす時、この世間（の人々）は全て満足す

る。 （即ち） “善説" (subhaSita, =金口直説）たる教法は一味であ

る。 （けれども、それを聞受する衆生は）能力に応じて（様々に）随念

する。

〔偶37〕あたかも雨降るさなかに、 （小の薬草たる）草・潅木が（輝く）

ように、あるいは中位の薬草もまた、 （大なる薬草も）あるいは

（小）樹もまた、そして、それら大樹も全て十方で輝くように。

〔偶38〕 （仏が）教法（を説くこと）によって一切世間（の人々を）満足さ

せる。これは（仏の有する多くの特質のなかでも）常に世間を慈しむ

ための本質(dhannata)なのである。時に薬草(osadhi)が花を花

咲かせる（ように)、一切世間（の人々）もまた満足せしめられた者

となるのである。

この〔偶38〕は本来は〔偶36〕の後にあったもので、それを承けて〔偶

’
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37〕で「草・潅木」を“小なる薬草”とし、次の〔偶39〕で“中位の薬

草"、 （＝阿羅漢と独覚）を挙げ、 〔偶40〕で「(小）樹」 （＝菩薩）を、 〔偶

41〕で「大樹」 （＝高位の菩薩）を挙げて“大なる薬草”とされていて、

大、中、小の薬草が揃うのであるが、 しかし、 これは〔偶28〕～〔偶33〕の

"三草二木”とは一致しない。けれども、次に

〔偶42〕大迦葉よ、このような教法説示は、丁度、雲によって（一切の

ものに）等しくそそがれた“水”であって、 （それを受けて）多様な

大なる植物群(mah圃戸oSadhiyah)は成長する。即ち、人間の花々が
（花咲きほこる)。

とあって、この@maha oSad町ah'を「植物群」と解し、上記の[IB38)

の@oSadhi'も“植物”の総称と解するならば、一応、筋は首尾一貫して、

一種⑥「薬草瞼」の“異説”と解しうるのである。

最後に、次のような二偶があって、偶頌段は終る。

〔偶43〕私（＝釈尊）は始めに“衆生自身に起因する教法'' (svaPpratyayam

dhamlam, =「随宜所説｣）を説き明かす。そして時を経て（後に）

仏の正覚(buddhaPbodhi, ="絶対的大乗'')を説示する。これが私

の、そして一切処にあって世間の導師たちの最高の“方便'' (upay･

akauSalya,真実を明かすまでの暫定的な、仮の手段）である。

〔偶44〕これが私の真実に語られた“最高の義'' (paramartha)である。

声聞である者全て(ye)、彼ら (")は浬藥(ni'vrti)に赴く。 （しか

し）彼らが勝れた菩提行(varaPbodhi-carika)を行じる（限りにおいて

は）これら全・声聞は（必ず）仏と成るであろう （ものなのだ)｡

この〔偶43〕は、なんとオリジナル「法華経」 「仏乗品」の「(如来たち

は始めに） “衆生自身に起因する諸々の教法" (svaPpratyayandhannan,=三

乗の教法）を説き明かす」 （28,11-12)、 「(ジナは）久しくして後(cirena)、
、 、 、

じつに“至上の義" (uttama'tha, =<仏乗> ="一切衆生本来からぼさつ”

と明かす教法）を語る」 ([1519-d])、 「これが私の最高のく巧みな教化方

法> (upayakauSalya)である。 ([偶21-a])、 「これ(= <巧みな教化方法>)は

十方世界の一切処において｢常の法｣(dhannata,普遍の法則)である」(37,24

-25）の“寄せ集め”に他ならないが、それでいて、その趣意を上記のよ

うに改ざんして、己の立場の“絶対的大乗”であること－それは取りも
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直さず、如来の“超勝性” （如来の偉大性）である－を表明しているので

ある。

次に〔偶44〕は、この己の主張する“絶対的大乗”こそは本来の「法華

経」のく仏乗〉を指していう “至高の義”に相当するところの“最高の

義”に他ならないとし、その上で、それ（＝“絶対的大乗"）は、 「法華

経」のく仏乗〉に対する「『般若経」の“巻き返し"」が言うような、 “声

聞は不成仏にして、菩薩のみが成仏する，， という初期大乗仏教、その中核

たる『般若経』の主張を打破して、すでにそのような初期大乗仏教の帯び

る大・小乗の対立を乗り越えた後期大乗仏教の立場から、逆に“声聞も菩

提行を行ずる限りにおいては成仏しうる”と主張するものである。その意

味で、これは、オリジナル『法華経」に反駁するものと言うよりはむしろ

｢『般若経」の“巻き返し"」に対する反駁に他ならない。それ故にこそ、

ここでわざわざ『法華経」の文一勿論、それを見事なまでに改ざんした

上でのことではあるが－を持ち出してきたのである。
（12）

こうして、本章はここで終っていたと考えられる。

[C]結び

以上から、本章は「如来は一切衆生の主人、支配者、王である」とただ

ただ如来の“超勝性” （偉大さ）を主張するもので、これはオリジナル

｢法華経」のく仏乗〉と、それに反擁する「｢般若経」の“巻き返し"」と

いう構図からは全く相違しており、それとは時間的にも、内容上からも大

きく隔った“後分” （後に付加・挿入された異質の思想）に他ならない。即

ち、 「阿含経」に基づき一大教義体系を構築した伝統的正統派仏教たる部

派仏教とそれに対抗して興った初期大乗仏教という大・小乗の対立を凌駕

して、今や後期大乗仏教に至って唯識思想と中観思想という、部派仏教の

教理に勝るとも劣らぬ教理を確立して、一段上の“絶対的大乗”というべ

き地位に立って「真の仏教は我にあり」と高らかに宣言しているのであ

る。

この“絶対的大乗"、即ちそれは如来の“超勝性”なのであるが、それ

を当初は④「大雲と雷鳴瞼」でもって表明したのであるが、程なくして別

の者が同じ趣旨を表明するべく⑦「草木と一味の水嶮」を作成して付加・

挿入したのであって、ここに長行段前半はこの二つの瞼の混在するものと

－1”一



｢法華経」 「薬草品｣、 「授記品｣、 「宿世因縁品」の糖読（苅谷定彦） 認

なっている。

その後、後半になると、この二つの嶮は共に、あまりにも一方的な如来

の“超勝性”の主張によって、肝心の如来の教化に与る多様な衆生（＝出

家比丘） との間に“断絶”を生じたのであり、それに気付いて“軌道修

正”を施さんとしており、 〔8〕で「比丘らは如来の教法に専念するも、

自身の何であるかを全く知らない」のであって、 「如来のみがそれの現証

者である」からと、一種“言い訳”をし、 〔9〕では「如来は己の説く教

法のあくまで“一味”であることを重々知ってはいるけれども、衆生の意

向を守って、その一切知者の智を今に至るまで明かすことはなかったの

だ」と言って、一味の教法を説く如来と受け手の比丘らの多様さという

ギャップを、一方的に衆生の意向の多様さに帰せしめているのである。

そして、長行末尾の〔校訂10〕では、 「法華経』の文言を持ち出し、そ

れを巧みに改ざんして、この己の主張するところの、 「法華経」とは全く

別物である“絶対的大乗”こそ「真の仏教」とするこの二つの瞼の付加・

挿入を少しでも隠蔽せんとしているのであって、こうして長行段は終る。

次に偏頌段では、この長行段後半の軌道修正を一歩進めて⑥「薬草瞼」

なるものを説くに至る。これは薬草群、 というか植物群を小・中・大の三

つに分け、それぞれを声聞、独覚、菩薩に当てはめ、 さらにその中の

｢木」を小樹と大樹に分けて、菩薩の中でも不退に達した者と次生におけ

る成仏の確定した者とに配当して、この“三草二木”でもって具体的に実

現の声聞、独覚、菩薩という多様な出家比丘の存在という仏教界の現状に

適応させて、如来の説く教法は“一味”にして“平等”なるも、受け手の

比丘らのそれに対する「了知」 （理解）の多様なるが故に、部派仏教と大

乗仏教という差別が産まれたのだとし、それは丁度、雲のそそぐ水が多数

の水滴からなるようなものだと説明して、声聞、独覚、菩薩という三乗の

差別は出家比丘の側に原因があるのであって、如来の説く教法はどこまで

も“一味"、 “平等”であると主張する。故に、 この⑥「薬草瞼」も二つの

喰と同様、オリジナル「法華経」のく仏乗〉の「一切衆生本来からぼさ

つ」という主張と、それに反擁して「三乗のうち、声聞乗、独覚乗の二乗

は小乗、対する大乗・菩薩乗こそ真実の教え」と主張する“後分”である

｢｢般若経」の“巻き返し"」との二つとは全く異なり、後に後期大乗仏教
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によって持ち込まれたさらなる異質の“後分”なること明白である。

最終尾の〔偶43〕、 〔偶44〕は一見オリジナル『法華経｣の再説かと見蕩
うが、決してそうではなく、むしろその「法華経』のく仏乗〉に反携した

｢『般若経」の“巻き返し"」に対する反駁と見るべきで、大・小乗の対立

を凌駕した、己の“絶対的大乗”の表明に他ならない。

ここにおいて④「大雲と雷鳴瞼｣、⑦「草木と一味の水喰」さらに⑥

｢薬草瞼」の三つを説く本章「薬草品」は、最早、正覚の獲得という 「法

華経』のみならず仏教の“宗教”としての範嬬から逸脱した、極めて冷徹

な理論哲学一それが唯識思想であれ、中観思想であれ－に大きく傾斜

していると言っても決して過言ではないであろう。

【Ⅱ】第六章「授記品」

大迦葉、須菩提、大迦旛延、大目健連の四大声聞への授記を述べるこの

｢授記品」がオリジナル「法華経」とは異質の“後分”であることは、苅

谷[2016b]で明らかにしたように、オリジナル『法華経」が「一切衆生
、 、 、

本来からぼさつ（成仏確定者)」をもって「仏智による直観」 （｢仏知の見｣、

衆生洞察） とする限りは、 “授記”－仏がある者に対して未来における

成仏を保証すること－それ自体が「法華経」においては全く無意味、 と

いうよりは全く相容れないものである以上、 もはや論ずるまでもない。こ

の「授記品」がここに存するのは、これが「響嶮品」中の後分である「舎

利弗授記」を承けたもので、元はその「譽嶮品」に続いていたと思われ、

そこに後から「薬草品」とそれに続いていたところの「宿世因縁品」が自

らを二分して割り込んできたからなのである。

【Ⅲ】第七章「宿世因縁品」 （｢妙」 「化城嶮品｣）の精読

「宿世因縁品」は、 (A) 「過去世からの結び付き」 (pdwayoga)を明かす

部分と (B) 「化城嶮」 （と中国で呼ばれる「瞼｣）を述べる部分との二つか

ら成る。そのうち、苅谷『<仏滅後>｣ (pp,173-196)では(A) 「宿世因

縁」段のみを「法華経」本来のものと見なし、苅谷〔2014〕でもそのよう

に考えていた。しかし、今ここで、それを全面的に撤回して、本章全体

が、オリジナル「法華経」とは異質のものであることを明らかにする。
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(A) 「宿世因縁」段

さて、はるか昔、世に「大通智勝仏」 （以下、 「大通仏｣）が出現した。彼

は出家前は王であって、十六人の王子があった。王は出家、修行の後、菩
（13）

提樹下に坐して十中劫を過ぎて後、正覚を得た。それを知った十六王子は

仏の下に駆けつけ、十方からやって来た多数の梵天と共に仏に説法を勧請

する。これを承けて、仏は説法を開始し、四諦、十二因縁を説き、それに

よって無数の人々（出家比丘）は諸漏から離れ、心は解放された。こうし

て「無数の声聞・サンガ（仏教教団）が出現した」 （161,1-4） と言う。

〔1 〕その時、かの十六王子は子供（＝未成年）であったが、一様に浄

信によって家から（出て）家なき者（＝出家）となった。それらは

全て沙弥(SIamanera, =出家者であっても具足戒の比丘ではない者）

となった。 （彼らは）博識、聡明、賢明、有能であり、 （すでに過去

世で）多・百・千の仏の下で修行してきた者〔無上等正覚を志求する

者(arthin)]であったo (161,5-9)

ここには、大通仏の初転法輪によって始めて声聞・サンガが出現した時

点にも拘らず、十六沙弥はすでに過去世で多なる仏のもとで修行をなして

きたとされ、始めから大通仏の御曹子として、声聞とは別格扱いされてい

る。

〔2〕その時、十六沙弥は大通仏にこう申し上げた。「世尊よ、じつにこ

れら多なるコーティー…千の声聞たちは世尊からの教法説示によっ

て大神通をもつ者、大威神力をもつ者、大威信をもつ者として円満

成就しました。そこで、我々は如来に習学したい（と思います)。ど

うか世尊・如来は我々には慈しみをもって、 「無上等正覚に関する

(arabhya) 「教法｣」 (dharma,正覚を獲得しうる教え）を説示され

よ。我々は「如来の智慧」 (tathagataRinana[.darSana])を志求する者

です。世尊はじつにこの我々の意志の認証者です。そして、あなた

は一切衆生の意向を知る方(saIvaPsattva"ayajiiaj)ですから（当

然）我々の強い志向(adhimukti, 「現行本」は0adhyaSya'なれど、私に

校定）を知っておられます」と。 （161,9-19）

ここに、 〔1〕を承けて、十六沙弥自身は声聞とは異なって、 「正覚に関

する『教法｣」即ち、声聞乗（小乗）の上に立つ大乗仏教の説示を乞う。
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〔校訂3〕さて、大通仏はこの十六沙弥の強い志向を知って、二万劫を

かけて〔｢諸経典の極致、大方広・菩薩に対する教誠、一切諸仏の

摂受｣である〕「(正覚に関する)教法｣(dhanna,「現行本｣は,Saddhamla
－－（14）

.pumalFkamnamadhannapalyayam'なれど、私に校定）をそれら全四

衆に詳しく説き明かした。その時、③その世尊の語ったところ(bh3

sita)をかの十六人の王子・沙弥は把握した者(udgrhrtavat)、憶持
した者(dharitavat) [尊崇された者、通利した者〕となった。⑤時

に、比丘らよ・大通如来は十六沙弥を無上等正覚に向けて授記し
（15）

た。＠さて、大通如来がこの「教法」を説き明かした時、 〔声聞た
（16）

ちと〕それら十六沙弥は勝解した者(adhimuktavat, =受け入れた）
（17）

となった。④多なるコーティー…千の人々(plapin)は疑惑（の
念）を懐いたのであるo (161,24-162,9)

ここで、大通仏は〔2〕の十六沙弥の「正覚に関する『教法｣」説示の

懇請を承けて、仏は二万劫に亘って「教法｣、即ち大乗経典類を説いたの

であり、それについて③伽④の対応が述べられている。これは「法華

経」 「序品」の「日月灯明仏過去諏」を下敷にしたものであって、そこで

は、⑦仏の実子・八王子はなんと「法華経j説示の際には除け者扱いされ

ており、その一方で④妙光菩薩という素性不明の者が登場して、仏はこの

者に因せて「法華経」を説き、 しかも⑥説示最終日の夜半には入滅すると
（】8）

告げ、④徳蔵菩薩に授記（＝後継者指名） したのであった。ここでは、そ

れを涙じ曲げ、改ざんして、全てを十六沙弥の事としており、全く異質の

ものなのである。さらに＠⑥については、④日月灯明仏の六十中劫に及ぶ

｢法華経」説示を聴いた衆生は一人として倦むことなく、②妙光菩薩はそ

れを憶持し、 〈仏滅後〉に語って聞かせ、④八王子はやむなく妙光菩薩の

弟子となり、やっと『法華経」を聴聞し得たのである。それに対して、こ

こでは、十六菩薩は勝解したが、多なる無数の人々、－と言ってもそれは

勿論、出家の比丘、比丘尼である－はなんと疑惑を懐いた、 と言ってい

る。これだけでも、 「大通仏過去諏」のいかにオリジナル「法華経」とは

異質のものであるかが、明白である。

次に、大通仏は、なんとこれら疑惑を懐いた大勢の人々を放置して八万

四千劫の間、独居瞑想の“僧房住の者" (viharaPsthita)となる(162,13-
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14)。これは衆生教化という仏の責務放棄と思われるが、続けて次のよう

に述べる。

〔4〕さて、十六沙弥は世尊・大通仏の独居瞑想を知って、各自に法座
（19）

を設けて……「教法」を八万四千劫の間、 （疑惑を懐いた）四衆（＝

出家の比丘ら）に詳説した。その場合、一人ひとりの沙弥・菩薩は

六十垣河沙に等しいコーテイー…千ずつ（各自が分担して）その

人々を無上等正覚に向けて〔成熟せしめ(pa,ipacitavat)]鼓舞し

(samadapitavat) [喜ばせ、励まし、歓喜させ、理解させ〕た。 (162,15

-163,2）

ここに、大通仏の僧房住の間、十六沙弥・菩薩は、仏からの直接の聴聞

にも拘らず疑惑を懐いた大勢の比丘を六十恒河沙に等しいコーテイー…千

ずつ分担して、 「教法」を説き聞かせて正覚に向けて鼓舞したと言うので

あって、これが十六菩薩の一人ひとりと彼によって分担され、鼓舞された

六十恒河沙に等しい無数の比丘との間に生じた“結び付き" (yoga)の、

その発端なのである。

さて、大通仏は八万四千劫が過ぎると、三昧から出て、全・比丘・サン

ガ(sawavantambhik.u-samgham)に告げる。

〔5〕「比丘らよ、 （お前たちは）不可思議（の念い）を得た（に違いな

い)、稀有（の念い）を得た（に違いない)。これら十六沙弥は明蜥な

智慧(pr加且）を備え、 （すでに）多なるコーテイー…千の仏に仕

え、修行を行じ、…仏智を了解した者(pratigrahaka)、仏智を（衆

生に）説示する者である。 （それ故）比丘らよ・ （お前たちは）これら

十六沙弥に幾度も幾度も仕えよ｣。 (163,12-20)

ここに、大通仏は先の僧房住といい、この発言といい、 じつに身勝手な

振舞であるが、この説話作者の意図は、後の「見宝塔品」冒頭における多

宝如来の釈迦仏「法華経」説示に対する称讃発言の場面を、ここなる永い

僧房住から出た大通仏と、その間における十六沙弥のI教法」説示とに振

り替え、その上で彼らの所行を称讃する場面に変更して、この付加・挿入

を隠蔽せんとするのである。

しかし乍ら、その場合、 「見宝塔品」における釈迦仏の「法華経」説示

に対する多宝如来の称讃は、多宝如来が昔、菩薩の時に「法華経」を聴聞
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しえたからこそ成道したという自らの実体験に基づくものであったが、こ

こでは単に、十六沙弥の大通仏僧房住の間の仏の代行としての「教法」説

示を称讃するだけのもので、十六菩薩と「法華経」との関わりなど皆無で

あり、 まして、大通仏が「教法」を説いた時には、大衆は疑惑を懐いたの

であった。そのようなわけで、これは、ただただ十六菩薩の『教法」説示

を称讃するだけの極めて無内容のものでしかない。

こうして、十六沙弥は、大通仏の滅後もその教法領域下で(Sasane)

『教法｣、 といってもそれは大乗経典類の代名詞に過ぎないものを繰り返し

説き、一方、十六菩薩の一人ひとりに分担され、鼓舞された六十恒河沙に

等しい無数の比丘は全て（生まれ変る度に）彼ら十六菩薩のうちの自分が

分担された菩薩の下に生まれ合せ、その度毎の生において出家し、比丘と

してじつにその菩薩から直接に(antikat) 『教法」 (=大乗経典）を聞いてき

たのであり、その後も、このように「十六菩薩は各自が分担した恒河沙に

等しい無数の比丘に大乗仏教を説き聞かせることによって、 じつに四万コ

ーティーもの仏たちを喜ばせてきた、即ち、出合ったのであり、或る仏た

ち（即ち、かつて十六沙弥であって、今は仏に成っている者）は現に今も彼ら

(＝十六沙弥から「教法」を聞いてきた比丘ら） と出合っているのである」

(163,21-164,5） と言う。こうして、

〔6〕比丘らよ、お前たちに告げる。かの十六人の子供であった王子、

その（父である）世尊の教法領域下で沙弥で、法師であった彼ら全

ては無上等正覚を覚ったのであり、現に今、仏として生きて在り、

身を養い、時を過ごしており、十方のそれぞれの仏国土で多くの声

聞と菩薩たちに教法を説示している。即ち、東方の妙喜世界では阿

M(akgobhya)如来が、……、西方では無量寿(amitayus)如来が、

…、中央の、この娑婆世界では、私即ち第十六番目の釈迦牟尼如来

が正覚を覚ったのである。 （164,6-165,2）

と言い、一方、大通仏の教法領域下で、 「(その時は沙弥であった）我々か

らI教法」を聞いた者たち（165,3-5）については、次のように言う。

〔7〕我々（十六菩薩）によって無上等正覚に向けて鼓舞されたそれら

比丘たちは、今日においては、じつに“菩薩'' (bodhisattva, 「現行

本」は‘sravaka' (声聞）なれど、私に校定）の住地(bhnmi)に安住し
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ており(avasthita)、無上等正覚において成熟せしめられている(pari-

pacyanta)のであって、これがじつに彼ら（大通仏から直接に「教法」

を聞き乍ら、疑惑を懐いた比丘ら）の無上等正覚を覚るための（履む

くき） “順序次第" (anupm'Vi)なのだ。なぜなら、じつに、比丘ら

よ･このように「如来の智慧jは勝解し難たい（＝受け入れがた

い）からである｡ (それならば）かってかの世尊（大通仏）の教法領

域下で、沙弥・菩薩であった私（釈尊）によって「一切知者性の教

法」 (sa'vaifiat園Pdhanna, =正覚（に到達する）教法＝大乗経典＝「正覚

に関する「教法｣｣）を聞かされてきた無量無数の道河沙に等しいコ

ーティー…千の衆生とは誰か。それは、お前たち（＝今、この会座

にある菩薩たち）こそがじつにその時、その折の衆生に他ならない

のだ。 （165,6-14）

ここにおいて、 「現行本」 （｢写本集成」 (Vip.594)の全て）は@SrgvakaP

bhnmi' (声聞の住地）であり、 「妙」 「子今有住声聞地者」 (25c9-10)、 「正法

華」 「住声聞地者」 (92b8) とあるにも拘らず､!bodhisattva.bhnmi' (菩薩の

住地） と私に校定したが、 これについては大方の反駁が予想される。しか
、 、

し乍ら、ここに謂う「無上等正覚に向けて鼓舞されたそれら比丘

(bhikSu)たち」とは、そもそも、威音王仏が初転法輪時に四諦・十二因

縁を説いて、始めて声聞が出現したのを承けて、長行〔2〕で謂うよう

に、十六沙弥は「我々には「正覚に関する「教法｣」を説示されよ」と請

い、 〔3〕で謂うように仏はそれに応えて「(正覚に関する）教法」即ち、

大乗経典類を説いたのであり、十六沙弥は勿論、それを領解したが、その

時、なんとそれに疑惑を懐いたところの「多なるコーテイー…千の人々」

に他ならない。

それ故、 「これらの比丘たち」とは、①威音王仏の説法時の会座に在っ

た声聞とは全く別の者であり、②威音王仏から直に『教法」を聞き乍ら疑

念を懐いた者にして、③仏は彼らを放置して独居瞑想に入った為に、

〔4〕に謂うように、十六沙弥はこれらの比丘を各自が分担して「教法」

(大乗諸経典）を説示して、正覚に向けて鼓舞したのであり、ここに始めて

十六沙弥とこれら比丘との“結び付き" (yoga)が生じたのである。その

後、この“結び付き”は途絶えることなく続き、④〔6〕で謂うように、
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十六沙弥は今、十方世界で仏に成っているのに呼応して、この切っても切

れない“結び付き”に依って、各自が分担された仏の下に生まれ合わせ、

その説法会座に在って「教法」を聴聞してきており （165,3-5)、⑤しか

も、 この〔7〕に調うようにじつに「正覚において成熟せしめられてい

る」－これは〔4〕に謂う「正覚に向けての鼓舞」を一段グレードアップ

したもの－のである。このような「比丘たち」が「現行本」で「今におい

ても凶声聞”の住地に住している」とは、極めて理不尽であって、全く解

せない。恐らくこれは、後代になってこの「過去からの“結び付き" (pmlva

-yoga)」を誤解した者の誤った改ざんに他ならないであろう。

しかも、このような比丘たちが、今に“菩薩”の住地に住しているの

は、 これら比丘らの当然履むくき「順序次第」に他ならないと言うので

あって、 「なぜなら、凡そ「如来の智慧jたるものは、それ程に勝解（受

け入れ） し難いから」と言う。これは、 「これら比丘は大通仏から直に

｢教法」を聞くも、 じつに疑惑を懐いたからこそ」なのである。

こうして、娑婆世界の教主たる私（釈尊）と、今この会座あってこれま

で私から直に『一切知者性の（正覚に到達する）教法」 （これは決して『法

華経』ではない）を随聞してきたお前たち菩薩との間に存する“結び付

き" (yoga)は、はるか昔に(pmrva)、大通仏の教法領域下でスタートし

て､今に至るまで連綿と続いてきているのであり、それを指し耐ﾛw識
yoga' (過去世から今に至るまで続く両者の“結び付き") と言うのである。

(B) 「化城嶮」段

さて、これに続いて、次のような文があって、その後に、所謂「化城

嶮」が述られるのである。

〔8〕仏（釈尊）の入滅後、未来時に声聞たちがあるとして、 （彼らがも

し仮に） （大乗仏教が説く）菩薩行(bodhisattvFcalya)を（行ずれば、

正覚を得ると）聞いても、 “我々は菩薩である”とはとてもではない

が覚知することはないであろう。まして況んや、この者らは全て

“(自分はすでに）浬藥を得た者だ”という想いで入滅するであろう

ものなのだ。しかし（実際は）それにも拘らず、私は（たとえこの

娑婆世界では入滅していても）別の世界で別の名前でもって現に生き

て在るのであって、その処にこの者らは『如来の智慧」を尋求して
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再び生まれ、私と出合うであろう。そしてまたじつに“この事，，

(k'iya, =自分が得たと思っている浬藥は“真の浬藥”ではないこと）

を聞くであろう（ものなのである)o (165,15-20)

ここに至って一転して、 このように、未来時のく仏滅後〉の“声聞”を

取り上げるのは、先の「仏乗品」において、凡そ「仏出世の本懐」が「正

法」たるく仏乗〉の説示であることを指して、それは三世十方世界の一切

処における“常の法" (dhanna園、定まった法式）に他ならないと明かし乍

ら、唐突に「但し、如来が入滅した後（＝ 〈仏滅後>）は除く」 (40,15)と

言っているところにまさしく応同するものであり、 さらにその上、 「仏乗

品」では、 「誰か或る“声聞”が自分は阿羅漢性を得ており、いまさら正

覚への志願を起こすことなど無く、 〈仏乗〉とは無縁で、これが最後生で

ある」 （40,9-13,趣意） と広言するも、その実、 「如来の滅後にあっては、

声聞はこれら斯の如き大乗諸経典の憶持者、説示者ではない（故に、声聞

らはそれら大乗経典を全く聴聞すること無く、そのために）他方世界に（現存

する）仏の下に（生まれ合せて）仏から直にこれら仏の教法（を聴聞し得

て）疑い無き者となる」 (40,15-19,趣意） と言っていたが、それこそ、こ

の〔8〕の述べるところそのものなのである。即ち、威音王仏の初転法輪

に始まった仏教は、その後、部派仏教として、大乗仏教の興起後も一大勢

力を保持していたにも拘らず、長行〔3〕以降は大乗仏教に関わることば

かりが説かれてきて、声聞は等閑視されている感があって、これでは、声

聞は一切大乗仏と関わりのない者と見える。それ故に、ここに至ってく仏
かこつ

滅後〉の声聞に託けて、ここに、凡そ声聞たる者がいかに自分はすでに浬

藥を得た者だという想いで入滅しようとも、それは決して“真の浬藥”

(＝一切苦からの完全解脱＝如来の浬梁＝正覚の獲得）ではない故に、その者

が“真の浬藥”を求める限りは、再びその現在する仏のもとに生まれ合

せ、今度は“菩薩” （正覚を求める有情） として仏から直接に教法を聞く者

とならなければならないと明言しているのである。

〔9〕じつに如来たちの“浬藥'，が“唯一つ'' (eka)だけ有って、その

他に、別の“第二の浬築，, （など、決して）存在しない。比丘らよ、

これは、如来たちの“方便,， （真実を明かすまでの暫定的な、仮の手

段）であり、 （この“方便”を行使して）教法説示（説法）というパ
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フォーマンス(dharm.deSanaPabhinilham)があると知られるべきな

のである。 （165,21-23）

これは、 〔8〕で、未来時く仏滅後〉の“声聞”が「(我々全てはすで

に） “浬藥を得た” （という）想いを持った者(pa'iniIvaPa-samifiin) として
入浬薬する」 （165,17-18） という言葉を承けて、それを足掛りに話の主題

を“浬藥”に転じて、凡そ“浬梁”たるものは如来の“浬梁両唯一つであ

ると断言するものである。しかも、これまた「仏乗品」の「私（釈尊）は

"ただ一つの乗" (ekamevayanam)に依って衆生に『正法」を説示する。

即ちく仏乗〉である。 （このく仏乗〉の他には）いかなる第二の乗〔まして
ま ね

第三の（乗）など〕は存在しない」 （37,22-24）を真似て、その「乗」

(yana)を「浬藥」 (nirvana)に置き替えた、つまり改ざんしたものに他な

らないのである。さらに、その上で、 これまで全く出てこなかった“方

便”という語を持ち出して、それにも拘らず、声聞乗の教法において声聞

の得る“浬藥”ということを説いたのは、それこそ“方便”であり、如来

は、その仏のみの有する“方便”を行使して、教法説示というパフォーマ

ンス（演出)、即ち、 ここで謂えば、①声聞乗と、②初期、中期の大乗仏

教との“暫定的な仮の教説”を説示したのであったと、敷術して言うので

ある。ここまでは、これから説かれる「化城喰」の“前口上”である。

(10]時に、 (A)如来は①自己をまさに（今や）入滅の時であると知覚

し、②集会（の衆生）が清浄で、勝解の核心に住し、空性に通達

し、禅定（の境地）にある者〔大いなる禅定に住する〕と見た（の

である)｡ (B)そこで、如来はまさしく“これ時なり”と知って、

全ての菩薩たちと全ての声聞たちを集めて、その後で（次のよう

な）趣意(etamaltham)を聞かしめる。「比丘らよ・世間(=仏教

界）には如何なる第二の乗、若しくは浬繋というものは決して無

い。まして況んや第三の（乗、若しくは浬藥などというものは存在し

ない)」 （と)｡ (C) (それにも拘らず、これまで第二の乗、若しくは浬

藥があると説いてきたのは）それこそ如来・応供（・等正覚者）たち

の“方便”なのである。 （即ち、ここで謂えば、衆生、即ち、大乗の菩

薩には自身の有する） “衆生界" (sattaFdhatu,衆生の本来から有する
（2C）

“法界鰯、 “法性”＝“如来蔵”＝“仏性"）が永く忘失されてしまって
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おり (du'aPpraqagla)、 （そのために）劣ったものに楽著し(hmaP
abhirata)、愛欲のぬかるみに沈溺していることを（如来は）知っ

て、それで如来は彼ら（大乗の比丘）には、 （彼らが）勝解（＝受け

入れ）できるところの、その浬繋（つまり、方便（仮の手段）を行使

して中期大乗仏教の如来蔵思想(仏性思想)）を語ったのである。(165,23

-166,2）

ここで(A)の①「仏は今こそ入滅の時であると知った」とは、これか

ら語るところはく仏滅後〉の事象であることを示しており、②「会座の衆

生が清浄で、…空性に通達し、禅定の境地に安住した」とは、今や部派仏

教や初期大乗は勿論、中期大乗仏教の時代も過ぎて、後期大乗仏教の時代

を迎えていることを明示しているのである。そこで(B)如来（釈尊）は

全ての声聞（部派仏教に属する比丘） と全ての菩薩（初期大乗仏教や中期大

乗仏教に属する比丘）を集めて「世間にはいかなる第二の乗、第二の浬藥

も存在せず、ただただ“如来の浬藥"、即ち、それを明かす後期大乗たる

"絶対的大乗”のみが存在するのだ」という己の立場を主張しているので

ある。

こうして、 「"浬桑”は“如来の浬梁”ただ一つ」であるにも拘らず、こ

れまでは声聞の得る浬藥、大乗の菩薩の得る浬梁などを説いてきたこと

を、次のような「化城嶮」でもって説明する。即ち、交易で繁昌する大都

城（宝処）へ行かんとする隊商が途中の密林・荒野の悪路に疲弊して引き

返えそうとする時、賢明なる道案内人は、神通力でもって“化城”を作

り、そこで隊商を休息させ、十分な休息をとった後に、 目指す大都城はこ

の先にあるとしてその化城を消滅させ、その後に無事に隊商を大都城に到

達させたと言う、これが「化城嶮」である。

〔11〕このように、 (A)如来もまた、大いなる“方便”でもって、途

中に二つの“浬繋”の住地(nirvana・bhumi)を衆生の休息(vis厩

、ana，安息）のために説示する〔説き明かす〕。即ち、声聞の住地

と菩薩の住地(bodhisattvaPbhnmi, 「現行本」は@pratyekabuddhaFbhnm'

(独覚の住地）なれど、ここで突然に“独覚”が登場するのは全く不可解

で、私に校定）である。そして(B)それら衆生(=声聞たちと菩薩

たち）がそこで安住する（と､） じつに如来は次のように聞かせるの
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である。「比丘らよ、お前たちは目的を達成した(krtaPkrtya)ので
は（決して）ないのだ。お前たちにとって（目指すところの） “如来

の智慧” （＝如来の“浬藥"）はここから近い(abhy"a, =このほんの

先にある）のだ、と明蜥に観察せよ。 (C) (即ち）お前たちの（得

たと想っている）浬桑は、じつに（真の、 “如来の）浬桑”ではない

のである。それにも拘らず、二つの乗(dveyane=小乗(hmaPyana)

と大乗(mah謝恩na)。 「現行本」は.tImi yanani'なれど、私に校定）を

（如来たちが）説き明かすのは、如来…等正覚者たちの“方便”なの

である」 （と)。 （167,9-17）

これは、 「化城嶮」の「合替」であって、①謂う所の「化城」とは“方

便” （真実を明かすまでの暫定的な仮の手段）を行使してこれまでに説いて

きた部派仏教と初期、中期の大乗仏教を指し、②その化城に到達して得た

"休息、安息”をもって生老病死の苦悩からの解放たる“浬藥" (nirvana,
なぞら

寂滅，寂静）に擬えたものである。それ故③ここに謂う「二つの住地」の

⑦「声聞の住地」とは、 〔8〕で「(我々声聞は） “(すでに）浬築を得た”

という想いを持つ者(parinirvaqaPsamifim)として入浬桑する」 (165,17)と
謂うところの、その浬藥の住地であり、④もう一つは、直接的には〔10-

(C)]で謂う所の、中期大乗仏教の“如来蔵''思想によって得られるもの

を指すが、勿論、初期大乗仏教も含めたところの、大乗仏教の菩薩の浬梁

の住地である。④それ故、これら声聞乗（＝部派仏教）や大乗仏教は“方

便”によって施設された暫定的な仮の教法であって、決して真実の教法た
まこと

る“絶対的大乗”ではないからして、真の仏教の目指す「如来の智慧」

即ち、唯一つである“如来の浬藥”ではないのだ、 と締め括っているので
（21）

あり、本章長行段はここでもって終る。

(C)結び

以上の考察から、本章は、オリジナル『法華経」 「仏乗品」の明かす
、 、 、

<仏乗〉－「一切衆生本来からぼさつ（成仏確定者)」という “仏智の直

観" (tathagatagjnanaFdarSana, (｢仏知（の）見｣）を衆生に示し、理解させ、

悟認させて、 （その）仏智（に至る）道(tathagatajfianaPmarga)に導き入れ

るところの「ぼさつ・鼓舞」 (bodhisattvaFsamadapana, 「教化菩薩｣）－と
、 、

は全く無関係な“後分” （＝後に持ち込まれた異質の思想）であることが明
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、 、

白である。その場合、 「後に」と言うが、それは「仏乗品」や「警喰品」

にある「｢般若経」の“巻き返し"」よりもずっと後の、中期大乗仏教（＝
まこと

如来蔵思想） も過ぎた後期大乗仏教時代であったと思われ、 「真の仏教は

己の“絶対的大乗”－と私に名付けるものにして、その所説内容は全く

言及されるところがないもの－にあり」と主張する者によってここに持

ち込まれたものに相違ないのである。

まずはじめの(A) 「宿世因縁」段では、今、釈尊の説法会座に在る

"菩薩”を取り上げて、この者らは、過去世に大通仏の説いた「正覚に関

する「教法｣」に対して、仏から直接に聞き乍ら、疑惑を懐いた比丘らで

あって、その後、無量生に亘って十六沙弥・菩薩の下に生まれ合わせ、

『教法』、具体的に謂えば、初期、中期の大乗経典類を聴聞し続けて、今、

やっとのことで十六菩薩の一人であった釈尊のこの説法会座に“菩薩” と

して坐し、 まさにこれから“絶対的大乗”を聴聞せんとしているのだ、 と

述べて、この「釈尊とその説法を聞く菩薩」という ‘‘結び付き" (yoga)

は過去世の大通仏の時から今に至るまで途切れることなく続いている

(pmrvayoga,過去からの結び付き）のだと明かすのである。

次に(B)は、釈尊のく仏滅後〉に目を転じて、①声聞は、 「自分はす

でに“浬藥”を得た」として減するも、それは真の、如来の浬築ではない

故に、他方に現在する仏の下に生まれ、そこで改めて真の声聞（仏の生の

声を直に聞く者） とならなければならない－これは一種“マネー・ロー

ンダリング” （資金洗浄）に似る－とし、一方、②菩薩は大乗仏教の比

丘であり乍ら、劣ったものに楽著し、愛欲の汚泥に沈溺しているのを見た

如来は、彼ら自身が本来から有する“衆生界”即ち“如来蔵"、 “仏性”を

忘失しているからに他ならないと、 “方便”を行使してあくまで暫定的

な、仮の教説として“如来蔵”思想、 「大乗浬藥経』の仏性思想を説いた

のだと言うのであって、このことを「化城嶮」で解説して、声聞の得る浬

藥も、この如来蔵思想によって得られるとする菩薩の“浬桑”も、 “真の

浬藥"、 “如来の浬藥”に非ずと言明する。

こうして、 この(A)(B)の二つを合せて、ここに部派仏教の主役たる声
史こと

聞にしろ、大乗仏教の主役たる菩薩にしろ、共に“真の仏教”の目的た

る「如来の智慧」の獲得に到達しうる者ではないと退け、己の“絶対的大

－”一
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乗”こそが“真の仏教”に他ならないと主張しているのである。

おわりに

このように、 「薬草品｣、 「授記品｣、 「宿世因縁品」は全て本来の『法華

経」が明かすく仏乗〉については一言半句も言及するところなく、異質の

思想に他ならない。

就中、 「薬草品」と「宿世因縁品」は、はるか後の後期大乗仏教時代に

なってから持ち込まれたところの、オリジナル「法華経」に反駁する全く

の異質のものであること、明白である。それでは、どうしてこの二章がオ

リジナル『法華経」に付加・挿入されたのか。大胆に憶測するに、後期大

乗仏教の二大思潮の中観派と聡伽行唯識派のそれぞれの追随者が、その論
ひそ

書内容を「法華経」の「日月燈明仏過去諏」や「三車火宅瞼」の銀みに

倣って「大通仏過去諏」や「薬草品」の三種の草木瞼などでもって平易に
補（3）

解説せんとしたもの、 と思われる。
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註（紙幅増大の故、最小限に止めることを諒とされたい）

（1） これは己の不明を恥じ、詫びる他ないものである。

（2） これについて「松本思想論」 (596-602)の見解(dhaMvada,基体説）は

首肯しがたい。

（3） 「現行本」はlsadhanna'とあるが、本来は$saddhanna'であったと私に校

定。苅谷[2016a]の註(15)、 (18)参照。

（4） これは「現行本」 〔偶14-d]であるが、 ここに移すべきと私に校定。

（5） これは「現行本」 〔偶13-d]であるが、ここに移すべきと私に校定。

（6） 第五章の章名がdoSadhILpalivarta' (薬草品）であるのはこれに依る。

（7） これは「現行本」 (1317-ab]である。

（8） これは「現行本」 〔偶19-ab)で、 [1316-ab) [IB19-ab)は削除する。

（9） この後の[1220)～〔偶23)は、仏はいかなる衆生にも平等に教法を説いて

倦むことなく、 〔偶24-cd)～[IB27-cd)は、高貴の者にも、下賎の者にも平等

に説くと言うが、 「薬草愉」を補完するもので、 さらなる“後分”である。

(10) これは「現行本」 [1227-ab)で、私に校定。

(11） これが中国の天台教学に謂う「三草二木愉」である。

(12） 「現行本」は、この後さらに長行・偶頌段が存するが、 「薬草瞼」からは一

段と逸脱するもので、 さらなる“後分”である。

(13） 仏伝によれば、釈尊は一夜において、降魔、成道したのに対して、大通仏

は十中劫も経過したと言う。このように「大通仏過去諏」は事あるごとに極端

な増広を施すが、かえって内容の貧弱さを露呈している。

(14） 「現行本」によれば、大通仏はここで「法華経」を説いたことになるが、

それではこれから明かされる「過去世からの“結び付き"」の叙述は全く無意

味になる。故に、元は〔2〕で十六沙弥が請うた「無上等正覚に関する「教

法』」であったと、私に校定。

(15） 註（14）に同じ。

(16） この句の後分であることは、 〔2〕で、十六沙弥は声聞とは別に「正覚に

関する『教法｣」を請うたのであって、それなのにその『教法」を声聞らが勝解

したとは考えられないからである。

(17） 「多なるコーテイー…千の人々」とは、 「正覚に関する「教法」に疑惑を懐

いた者であって、今、会座に現在する声聞とは全く別の、それらを除いた人々

一鉛一
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である。

(18） この⑦～④と次の②から④を合わせて、そこに説かれる「法華経」を巡る

仏と八王子と妙光菩薩の三者の“関わり”は『法華経」思想解明の重要な鍵に

他ならないのだが、 「宿世因縁品」の作者はそのことには全く関知せず、ただ

上っ面だけを模倣して、己の主張の異質性を隠蔽しようとしているのである。

(19） 註（14）に同じ。

(20) 「衆生界」 (sattva.dham)が「如来蔵｣、 「仏性」と同義語であることはす

でに拙著「法華経一仏乗の思想」 (1983,p､361～）で明らかにした。この点か

ら「妙」 「如来方便深入衆生之性」 (25C24)は不可解であり、諸「日本語

訳」はいずれも誤訳である。

(21） この後の偶頌段（〔偶60]～[15109))の検討は紙幅の増大を怖れて省略

する。

補（1） 「妙」 「汝等迦葉甚為希有能知如来随宜説法能信能受。所以者何

諸仏世尊随宜説法難解難知」 (19C6-8)は極めて不可解で、これは、羅什が

この一段の趣旨を十分に理解し得なかったことを示すもの。

補（2） 村上真完「Pnlvayoga(過去の因縁）－大乗経典における過去世物語

に関連して－」 （『密教文化」第95号）はこの「大通仏過去諏」も取り挙げてい

るが、その所論は首肯出来ない。苅谷「<仏滅後>｣ (190-191の注(13)を参

照。

補（3） 望月海慧「インドにおける法華仏教の展開」 （｢シリーズ日蓮 1」 （70

～99）参照)。
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