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結

本論の目的と問題の所在

論

問題とするのは次の言句である︒﹁だから︑凡夫のための教えとい

いう指摘は︑確かに考えられることであろう︒ところが︑筆者が

を一般の凡俗の人々に近づきゃすい形で示したものであった﹂と

藤田氏の﹁浄土の観念は︑本来大乗仏教におけるさとりの世界

立場を明確にしたのであるぎ

はその流れを受けつつこれを一層徹底せしめ︑中国浄土教の

には︑常に凡夫への教えという配慮が準備されていた︒善導

といってよい︒中国の浄土教においても︑曇驚・道紳の流れ

凡夫のための教えというのは︑浄土思想成立の基本であった

凡俗の人々に近づきゃすい形で示したものであった︒だから︑

浄土の観念は︑本来大乗仏教におけるさとりの世界を一般の

いる︒

藤田宏達氏は︑浄土思想成立の基本について次のように論じて

そもそも︑このようなことを論じようと考えた契機を述べたい︒

このような問題意識において本論は展開していくのであるが︑

していくという歴史的展開を跡づけることを目的としている︒

心が凡夫となっていく過程と︑その対象となる凡夫の概念が変遷

本論は︑中国浄土教において︑阿弥陀仏における救済対象の中

序

うのは︑浄土思想成立の基本であったといってよい﹂という指摘

は︑果たして成立するのであろうか︒ここに本論における問題の
所在がある︒

ところで︑ そもそも中国浄土教では︑いつ頃から凡夫の語が用

いられて浄土教思想が構築されるようになったのであろうか︒

後述するが︑浄土経典である﹃無量寿経時﹄や﹃阿弥陀経﹄には

凡夫の語は確認することができない︒そればかりか原語である

E忠告釦さえないのである︒
コ
以
日 また︑﹃十住毘婆沙論﹄には︑凡夫の語が多数見られるのである

が︑浄土教思想と関連の深い﹁易行品﹂においては一度も使用さ

れていない︒この事実をどのように考えたらいいのであろうか︒

おそらく︑浄土教と凡夫との聞には深い関連性はなかったと考え

られる︒ではなぜ我々は浄土教と凡夫が結びつくのか︒それは中

国仏教者の影響によることが大きいと答えることができるであろ
加叶ノ︒

本論はこの一連の流れについて論じていくことになり︑更にそ

の凡夫の概念の変遷についても論じていく︒つまり︑このことは

阿弥陀仏における救済対象の中心が凡夫となっていく過程と︑そ

の対象となる凡夫の概念が変遷していくという中国浄土教の歴史

的展開を跡づけることになるであろう︒

‑
唱 A

本論の考察範囲
従来より︑中国仏教史の時代区分については︑種々の見解が提
示されている︒何れも中国仏教史を四期︑あるいは五期に分類し︑
その時代的特徴を示している︒例えば︑四期に分類されるものに︑
以下のようなものがある︒
︻第一期︼
初期翻訳時代￨仏教伝来より東晋道安まで
︻第二期︼
準備育成時代!鳩摩羅什より南北朝末まで
︻第三期︼
諸宗成立時代￨惰唐時代
︻第四期︼
同化融合時代l 宋代以後時
以上のような中国仏教史の時代区分に関しては︑多くの研究が
行われているが︑中国浄土教の時代区分についてはほとんど論じ
られることはない︒道端良秀氏は︑中国浄土教の時代区分を以下
のように示している︒
{第一期}
準備時代l 浄土経典の伝来より惰末
(後漢︑三国︑両晋︑南北朝︑惰)

︻第二期}
立教時代￨唐代
︻第三期︼

融合時代l 五代︑宋代
︻第四期︼

衰類時代￨元︑明︑清︑及び現代叫

道端氏は︑概括的な区分法であり︑更にこの中に細別しなけれ

ばならないと論じながらも︑中国仏教史︑浄土教信仰者の系譜︑

地理的考察によって︑以上のような区分を行っている︒

本論では︑先の研究とは異なった視点により中国浄土教の時代
区分を行ってみたい︒

現在︑全経典・論書の中において︑浄土思想について言及され

ている経典・論書は二九O部 に 及 ぶ と さ れ る す こ こ に 示 さ れ る 経

典・論書において︑何れもが阿弥陀仏やその浄土を中心に位置づ

けて説かれている訳ではない︒しかし︑阿弥陀仏やその浄土に関

しての何かしらの言及をしていることは︑阿弥陀仏信仰やその浄

土信仰の影響を物語るものであろう︒

さて︑このように浄土思想に言及する経典・論書が多数ある中

で︑迦才は︑﹃浄土論﹄﹁第五引聖教為証(謂引経論二教ごにおい
て
︑

経引十二部︒一無量寿経︒二観経︒三小弥陀経︒四鼓音声王

経︒五称揚諸仏功徳経︒六発覚浄心経︒七大集経︒八十方往

生経︒九薬師経︒十般舟経︒十一大阿弥陀経︒十二無量清浄

覚経︒論引七部︒一往生論︒二起信論︒三十住毘婆裟論︒四

円ノ

一切経中弥陀偶︒五宝性論︒六龍樹十二礼︒七摂大乗論也喝︒

菩薩処胎経生染著心堕憐慢国

平等覚経浄土声聞修行証果

無量寿経棟五逆誇法不得往生

無量寿経較量二土修善不同

と示している︒十二経七論によって証明するというように︑浄土
また︑宗暁編﹃楽邦文類﹄﹁大蔵専談浄土経論目録﹂には︑経典

無量寿経往生浄土菩薩衆多

無量寿経三輩修因往生之相

・論書をあげ︑その中に説示される浄土思想に関連する言句が抜

無量寿経法滅留経百歳度人

経論を選定している︒

き出されている︒煩現になるかもしれないが提示したい︒

阿弥陀経以疑惑心生西方界辺

観無量寿経章提侍女皆得往生

観無量寿経下品下生十念功成

観無量寿経具三種心即得往生

観無量寿経第八像観約心観仏

観無量寿経初修日観送想西方

観無量寿経行三種業得生西方

阿弥陀経七日不乱感仏往生

阿弥陀経極楽過十万億仏土

鼓音王経弥陀国城父母親属

首楊厳経大勢至獲念仏円通

弥陀偏経弥陀本願取土之相

無量寿経法蔵発願庄厳妙土

出生菩薩経弥陀因行成就衆生

悲華経三聖因願授記名号

法華経弥陀跡中化縁之始

入樗伽経仏記龍樹往生楽国

文殊発願経文殊発願求生極楽

観仏三昧経仏記文殊当生極楽

十往生経念仏之人菩薩守護

目連所閉経無量寿国易往易取

大集日蔵経念仏随心見大見小

随願往生経裟婆濁悪偏賛西方

大宝積経発十種心得生極楽

法華経聞経修行即得往生

華厳経依普賢願得生極楽

華厳経解脱長者得唯心念仏門

方等大集経修仏立三昧中道観法

般舟経修仏立三昧専念弥陀

文殊説般若経修一行三昧専称仏名

華厳経較量二土昼夜長短

無量寿経宝鉢飲食自然盈満

無量寿経無量寿仏光明普照

無量寿経勧各精進努力求之

無量寿経不了仏智胎宮受生

nd

善信摩親経善信厭女求生西方

阿弥陀経﹄﹃無量清浄覚経﹄﹃往生論﹄﹃十住毘婆沙論﹄である︒

﹃阿弥陀経﹄﹃鼓音声王経﹄﹃十方往生経﹄﹃般舟(三昧)経﹄﹃大

中でも︑阿弥陀仏とその浄土を説く経典として︑具体的な記述

首楊厳経約情想多少論報高下
守護国界主経命終善悪感報優劣
無量寿修観行供養儀軌(此儀軌中録出三呪知下)

れ故か︑中国浄土教においては﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥

﹃無量清浄覚経﹄)﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄の三経であろう︒そ

かつ思想的内容が整っているのは︑﹃無量寿経﹄(﹃大阿弥陀経﹄

無量寿如来拳印真言

陀経﹄の三経の註釈書が多く見られる︒

呪(凡一十道)

無量寿知来根本印真言

このようなことから︑中国浄土教において︑多種多様な浄土経

論がある中で︑中心的位置を占めるのは︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿

無量寿知来心真言
烏意賦沙最勝総持経(此経中録出一呪知下)

経﹄﹃阿弥陀経﹄であると言ってもよいであろう︒

{初期中国浄土教︼

以下のような時代区分を提示したい︒

における中国浄土教の時代区分の一つの基準となる︒本論では︑

以上のようなことから︑これら三経の訳出︑受容時期が︑本論

築されている︒

事実︑中国浄土教は︑これら三経が基盤となって教学体系が構

無量寿知来総持法門
不空縞索神変真言経(此経中録出三呪如下)
一宇真言滞遍解脱心真言不空大潅頂光真言
弥陀不思議神力伝抜一切業障根本得生
論(凡六処)
無量寿論往生偏及五門修法
大智度論楽多集功徳者求生浄国

﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄の訳出︑受容以前

毘婆沙論念仏為易行道
大智度論釈迦弥陀各有浄積国土

(仏教伝来より南北朝時代頃)
︻中期中国浄土教︼

大乗起信論裟婆不値仏専勧念
思惟要略法利鈍二根観仏相好

﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄の訳出︑受容時代

(南北朝時代末頃より唐代頃)

(五代・宋代以降)

﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄の他宗との融合

{後期中国浄土教︼

阿弥陀仏尊号
大蔵専談浄土経論目録同
このように浄土経論がまとめられている︒﹃浄土論﹄と﹃楽邦文
類﹄の選定に共通する経典・論書は︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄

‑4 ‑

初期中国浄土教は︑仏教伝来より南北朝時代末頃と設定したい︒

この時代において︑中国浄土教は大きく変化を遂げるのであるが︑

これについては本論において詳しく論じたい︒

初の訳経者は安世高とされる︒安世高は後漢の建和二年(一四

は︑また中期中国浄土教とは異なった浄土教思想が生まれるが︑

土教が融合される時代︑いわゆる禅浄双修時代である︒この時代

また︑本論では考察の対象外となる後期中国浄土教は︑禅と浄

八)頃︑洛陽に入り訳経を行ったとされる︒しかし︑後に確認す

これは今後の課題としたい︒

もう少し詳細に規定するならば次のようになる︒仏教伝来後︑最

るように︑安世高には多数の訳出経典があるが︑何れも浄土思想
次いで支婁迦識が後漢の桓帝の末に格陽に入り︑訳経を行った

経﹄﹃阿弥陀経﹄であった︒これらの浄土経典の訳出︑受容時期を

中国浄土教においてその中心となるのは︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿

ともかく︑浄土思想に言及する経典・論書が多数現存する中︑

とされる︒彼は﹃般舟三昧経﹄(一七九年頃)などの浄土経典を訳

一つの基準として時代区分していくことは︑中国浄土教史を把握

に言及する経典ではない︒

出している︒即ち︑初期中国浄土教とは︑この支婁迦識訳﹃般舟

する上で適した区分であると考える︒よって︑本論では以上のよ

が凡夫であるという教説は︑迦才においても見られるが︑善導に

中国浄土教の歴史において︑阿弥陀仏における救済対象の中心

初期中国浄土教から中期中国浄土教までに限ることとする︒

以上の区分において︑本論の考察範囲を述べたい︒本論では︑

うに初期・中期・後期と区分して論じていくこととする︒

三昧経﹄の訳出に始まる︒
以後︑中国では訳経が盛んとなる︒このような中で︑浄土経典
も次々と訳出されるようになり︑﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄など︑
浄土経典を代表する経典が訳出されるようになる︒そして︑鳩摩
羅什によって﹃阿弥陀経﹄(四O 二年)が訳出される︒
後述するが︑この初期中国浄土教の時代には︑浄土信仰者の存

のであり︑後代に形成される阿弥陀仏の本願力による浄土往生と

像の造立︑経典の読諦等の功徳によって浄土を願生するというも

前に全く見られない思想ではないが︑ここまで明瞭かつ具体的に

ての凡夫に焦点をあて︑その教学を構築している︒これは善導以

善導は︑阿弥陀仏の救済を必要としなければならない存在とし

おいて極まると考えられる︒

いう思想体系は見られない︒また︑﹃般舟三昧経﹄を用いて西方を

論じた浄土信仰者はいなかった︒このような点において中国浄土

在が文献より確認することができる︒この時代の浄土信仰は︑仏

願生する者は確認されるが︑﹃阿弥陀経﹄によって西方を願生する

教理史上に︑善導が出現したことの意義が見出されることから︑

本論では善導までを範囲としたい︒

者はいまだ確認されない︒
中期中国浄土教とは︑五世紀中頃までに﹃無量寿経﹄(四二一
年)︑﹃観無量寿経﹄(四二四年l四四二年)が訳出され︑両経が
浄土経典が中心となって︑教学が構築される時代を示している︒

Fhu

本論の意義
最後に︑﹁中国浄土教における凡夫観の展開﹂ を論じる意義に
ついて述べたい︒
浄土経典の中心的位置にあるのは︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄
﹃阿弥陀経﹄である︒後述するが︑中国において漢訳される順序
は︑鳩摩羅什訳﹃阿弥陀経﹄←仏陀蹴陀羅・宝雲共訳﹃無量寿
経﹄←重良耶舎訳﹃観無量寿経﹄となる︒
この中︑﹃阿弥陀経﹄﹃無量寿経﹄には凡夫の訳語はないし︑サ
ンスクリット本にもその原語がない︒ところが︑同じ浄土経典と
して訳出される﹃観無量寿経﹄には︑凡夫の語が三箇所見られる︒
このようなことから︑﹃阿弥陀経﹄﹃無量寿経﹄は本来︑凡夫に
焦点を当てて説かれた経典ではなかったと考えられる︒
この凡夫の語が﹃阿弥陀経﹄﹃無量寿経﹄の上に見られない事実
を無視して浄土教を論じるならば︑浄土教の歴史的展開の一部を
失うことになりかねない︒
このように凡夫に焦点を当て︑浄土教の歴史的展開を明らかに
すること︑ここに本論における浄土教理史的研究の意義があると
言えよう︒
本論が扱う凡夫の概念の展開を浄土教理史という方法論を用い
ることで︑浄土教に関連する経典・論書をすべて同一に扱う傾向
を払拭することができ︑更には浄土教思想が深化していく過程が
明らかとなるであろう︒

6‑

判藤田宏達﹃観無量寿経講究﹄七三頁

柁ここで示す﹃無量寿経﹄は︑いわゆる康僧鎧訳とされる貌訳無量寿経のことである ︒本書については第一章において述べたい︒

また︑序論では︑経典・論書の名は通称を用いる︒具名については︑本論において論じることにする︒
時鎌田茂雄﹃中国仏教史﹄一︑七O頁!七一頁参照
叫道端良秀﹁中国浄土教の時代区分とその地理的考察﹂参照
柑藤田宏達﹃原始浄土思想の研究﹄ 一三六頁l 一六四頁参照
判﹃大正新修大蔵経﹄四七︑九一頁下
灯﹃大正新修大蔵経﹄四七︑一四九頁下l 一五O頁中
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第一章
中国浄土教の成立過程と凡夫の概念

はじめに
本論は︑中国浄土教において︑阿弥陀仏における救済対象の中
心が凡夫となっていく過程と︑その対象となる凡夫の概念が変遷
していくという歴史的展開を跡づけることを目的としている︒
その歴史的展開を論じるためには︑中国浄土教がどのような過
程を経て成立したのかという点を明らかにしなければならない︒
ここで示している中国浄土教の成立過程とは︑インドで興った
大乗仏典の編纂の成立過程を言うのではなく︑中国において漢訳
経典が出現する中で︑浄土経典が訳出され︑それらの経典が中国
仏教者に受容される流れを示している︒
最初期の漢訳経典において︑すでに阿弥陀仏やその浄土に言及
する経典が見られる︒
中国最初の浄土経典は︑支婁迦識が﹃般舟三昧経﹄(一七九年
頃)を訳出したことに始まる ︒
その後︑主な浄土経典として︑﹃大阿弥陀経﹄(二世紀後半から
三世紀前半)︑﹃平等覚経﹄(三O 八年︑あるいは三七三年頃)が
訳出され︑次いで﹃阿弥陀経﹄(四O 二年)︑﹃無量寿経﹄(四二一
年)︑そして﹃観無量寿経﹄(四二四年l四四二年)が訳出される︒
第二章以降に論じることであるが︑﹃般舟三昧経﹄﹃大阿弥陀
経﹄﹃平等覚経﹄﹃阿弥陀経﹄が訳出されてから︑﹃無量寿経﹄﹃観

無量寿経﹄が‑訳出されるまでの問︑即ち︑本論が初期中国浄土

教と位置づけるこの時代には︑庫山慧遠以前に何れの経典に基

づいていたのかは分からないが︑西方を願生していた者がいた

ことが確認できる︒また︑庫山慧遠が﹃般舟三昧経﹄に基づい

て西方を願生していることから︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄が

訳出される以前より中国において浄土教思想は見られるのであ
る
︒

本論が位置づける中期中国浄土教は︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿

経﹄が訳出されるのみならず︑両経が受容され教学が構築され始

める時期を最初とする︒即ち︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄が訳出

された後︑西方を願生する者が複数の文献から確認することがで

きるが︑後に曇鷺が両経に﹃阿弥陀経﹄を加え︑これら三経を中

心に浄土教の教学体系が構築するようになる︒この曇驚の両経受

容をもって中期中国浄土教の始まりと位置づけたい︒

曇鷺以降もこの形態を継続する者が見られるが︑次第に﹃観無

量寿経﹄が中心となる傾向を見ることができるようになるのも中

期中国浄土教の特徴とも言えよう︒

では︑﹃観無量寿経﹄が重んじられるようになる背景には何が

あったのであろうか︒そのことを視野に入れつつ︑以下︑論じて
いきたい︒

まず︑第一節において浄土思想に言及する経典︑または論書の

訳出状況を概観したい︒中でも︑中国浄土教の歴史的展開を論じ

るためにも︑支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄︑鳩摩羅什訳﹃阿弥陀

経﹄︑いわゆる康僧鎧訳﹃無量寿経﹄︑重良耶舎訳﹃観無量寿経﹄

の訳出について論じたい︒

︒
︒

第二節においては︑経典・論書における凡夫の概念を確認し
たい︒
まず︑第一項において︑経典・論書などによって凡夫の概念を
確認した後︑第二項では第一節第一項で提示した﹁浄土思想に言
及する経典・論書﹂において凡夫の語がどれくらい使用されてい
るのかということを確認し︑その使用傾向を論じていきたい︒
第三項では︑修行階梯を示す行位説の成立過程︑及びその展開
を概観し︑行位説における凡夫の概念を把握したい︒
本章は︑第三章の﹁中期中国浄土教における凡夫観の展開﹂を

第一節
第一項

中国における浄土経典の訳出

浄土思想に言及する経典・論書の概観

藤田宏達氏は︑その著﹃原始浄土思想の研究﹄において︑﹁浄

土思想に言及する経論﹂の一覧を掲載しているすここに提示さ

れる経典・論書には︑阿弥陀仏(無量寿仏)︑あるいはその浄土

(極楽︑須摩提)に関する記述が見られるものであり︑必ずしも

これらの言及が思想の中心に置かれている訳ではない︒

本論では﹃観無量寿経﹄の訳出を一つの基準としているので︑

本経が訳出された劉宋までの経論に範囲を限定して提示したい︒
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論じていく上で欠くことのできないところであり︑その前提とな
る章である︒

︻後漢︼

支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄(三巻本)

同﹃般舟三昧経﹄(一巻本)

失訳﹃抜肢菩薩経﹄

失訳﹃作仏形像経﹄

失訳﹃後出阿弥陀仏偏﹄
︻
呉
︼

支謙訳﹃阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経﹄

﹃老女人経﹄

﹃菩薩生地経﹄

同﹃維摩詰経﹄
同 同

﹃慧印三昧経﹄

竺仏念訳﹃最勝間菩薩十住除垢断結経﹄

︻後秦︼

鳩摩羅什訳﹃妙法蓮華経﹄

同﹃菩薩理璃経﹄

同﹃菩薩従兜術天降神母胎説広普経﹄

同﹃中陰経﹄

﹃無量門微密持経﹄

康僧会(?)訳﹃旧雑嘗轍経﹄
︻
魂
︼

吊延訳﹃無量清浄平等覚経﹄

同﹃阿弥陀経﹄

同﹃徳光太子経﹄

同﹃大智度論﹄

同﹃諸法無行経﹄

同﹃維摩詰所説経﹄

同﹃正法華経﹄

同﹃十住毘婆沙論﹄

︻西晋︼

同﹃阿惟越致遮経﹄

同(?)﹃思惟略要法﹄

同﹃思益党天所閉経﹄

同﹃済諸方等学経﹄

同(?)﹃孔雀王呪経﹄

竺法護訳﹃生経﹄

同﹃文殊師利仏土厳浄経﹄
同﹃方等般泥一但経﹄

失訳﹃大乗悲分陀利経﹄

{三秦︼

同﹃太子刷護経﹄
同﹃賢劫経﹄

︻後涼︼

同﹃宝網経﹄
同﹃持心党天所閉経﹄

曇摩駿檀・慧海訳﹃称揚諸仏功徳経﹄

同﹃大般浬繋経﹄(北本)

曇無識訳﹃悲華経﹄

︻北涼}

問﹃海龍王経﹄
同﹃決定総持経﹄
覇道真(?)訳﹃三塁陀駿陀羅菩薩経﹄
同﹃菩薩受斎経﹄
失訳﹃太子和休経﹄

同(慧巌等修治)﹃大般浬繋経﹄(南本)

‑1
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同 同

﹃大方等夢想経﹄

求那駿陀羅訳﹃央掘魔羅経﹄

求那駿摩(?)訳﹃菩薩内戒経﹄

同﹃大法鼓経﹄

﹃大方等大集経﹄﹁宝瞳分﹂
﹃金光明経﹄

同(?)﹃老母女六英経﹄

同(?)﹃抜一切業障根本得生浄土神呪﹄

法衆訳﹃大方等陀羅尼経﹄︺

同(?)﹃阿難陀目佳尼町離陀経﹄

曇無喝訳﹃観世音菩薩授記経﹄

功徳直﹃菩薩念仏三昧経﹄

同﹃無量門破魔陀羅尼経﹄
失訳﹃老母経﹄
失訳﹃知来智印経﹄

以上が︑後漢から劉宋までに訳出された浄土思想に言及する経

典・論書である︒これらには阿弥陀仏やその浄土に関連する記述

が見られるが︑すべてが思想の中心には位置していない︒

﹃阿弥陀経﹄であろう ︒このことは決して日本浄土教的視点では

浄土経典の中心的位置にあるのは﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄

竺難提(?)訳﹃請観世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪経﹄

なく︑中国浄土教においても容認されることである︒

その理由には︑まず︑中国浄土教における三経の使用状況があ
げられる︒

とは言うまでもないが︑阿弥陀仏信仰者である迦才は︑次のよう

曇鷲・道紳・善導が三経に依って浄土教思想を構築しているこ

智巌訳﹃広博巌浄不退転輪経﹄

(0
・)訳﹃観虚空蔵菩薩経﹄(附加部分)

M河川

に浄土経論を選定する︒
曇摩蜜多

憂良耶舎訳﹃観無量寿経﹄

第五引聖教為証

同(?)﹃法華三昧経﹄

︻劉宋︼

失訳﹃七仏八菩薩所説大陀羅尼神呪経﹄

失訳﹃造立形像福報経﹄

法顕訳﹃大般泥垣経﹄

仏陀駿陀羅・宝雲訳﹃無量寿経﹄

同﹃出生無量門持経﹄

同﹃観仏三昧海経﹄

同﹃文殊師利発願経﹄

仏陀蹴陀羅訳﹃大方広仏華厳経﹄

同(?)﹃潅頂経﹄巻十二

吊戸梨蜜多羅(?)訳﹃潅頂経﹄巻十一

︻東晋︼

失訳﹃不退転法輪経﹄

同(宝貴合繰)﹃合部金光明経﹄

同 同同

‑EA
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道闇(生没年不詳)﹃観無量寿経疏﹄時

(伝)慧浄(玉七八l六四五)﹃無量寿仏観経績述﹄

王経︒五称揚諸仏功徳経︒六発覚浄心経︒七大集経︒八十

善導(六二ニl六 八 二 ﹃ 観 無 量 寿 経 疏 ﹄ 四 巻

経引十二部︒一無量寿経︒二観経︒三小弥陀経︒四鼓音声
方往生経︒九薬師経︒十般舟経︒十一大阿弥陀経︒十二無

龍興(生没年不詳)﹃観無量寿経記﹄二巻時

(伝)智顕(五三八l五九七)﹃阿弥陀経義記﹄

︻阿弥陀経︼叫

量清浄覚経︒論引七部︒一往生論︒二起信論︒三十住毘婆
裟論︒四一切経中弥陀備︒五宝性論︒六龍樹十二礼︒七摂
大乗論也管
このように迦才は︑多種多様の経論を選定している︒迦才は

慧浄(五七八l六四五)﹃阿弥陀経義疏﹄一巻

(伝)基(六一二二 l六八二)﹃阿弥陀経疏﹄一巻

﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄を最初に提示しているこ
とや︑第三章でも論じるように迦才は三経をたびたび用いて教学

(伝)基(六三二 l六八二)﹃阿弥陀経通賛疏﹄

惰代以降︑三経の註釈書が作成されていることからも︑中国仏

を構築していることからも︑三経の重要性を見ることができよう︒
また︑浄土教を自らの教学にどのように位置づけているかは検
討の余地が残されているが︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀

教における三経に対する関心事を知ることができる︒

慧遠(五二三l 五九二)﹃無量寿経義疏﹄二巻

︻無量寿経︼叫

れるようになることから︑惰・初唐時代において︑﹃無量寿経﹄

されるが︑﹃阿弥陀経﹄に関しては特に唐代に入ってから注目さ

中心的に位置づけられ︑中国浄土教が展開していることが予想

以上︑惰代に入ると﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄が

吉蔵(五四九l六一一三)﹃無量寿経義疏﹄一巻

O

﹃観無量寿経﹄を中心に見ていくことは有効な方法であると考
える叫

期中国浄土教から中期中国浄土教と展開していく一つの契機であ

本論では︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄の訳出とその受容が︑初

霊裕(五一八l六O 五)﹃観無量寿経疏﹄岨

ったと位置づけて以下を論じていきたい︒

法常(五六七l六四五)﹃観無量寿経疏﹄叫

吉蔵(五四九l六二三)﹃観無量寿経義疏﹄一巻

(伝)智顕(五三八l五九七)﹃観無量寿仏経疏﹄二巻

慧遠(五二三 1 五九二)﹃観無量寿経義疏﹄三巻

︻観無量寿経︼時

不明﹃無量寿経義記﹄(下巻のみ)

経﹄に関する註釈書には次のようなものがある時︒

巻

巻

噌
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第二項

﹃般舟三昧経﹄の訳出

﹃般舟三味経﹄の漢訳経典は次の四つがある︒
①後漢・支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄一巻
②後漢・支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄三巻
③惰・闇那幅多訳﹃大方等大集経﹄﹁賢護分﹂ 五巻
④失訳﹃抜限菩薩経﹄一巻
その他︑原典であるサンスクリット本は現存しているが完本で

ないのでここでは取り扱わない︒

以上︑中国において最初期に訳出された浄土経典として︑﹃般

﹃阿弥陀経﹄の訳出

舟三昧経﹄は注目されるが︑このことは後に論じたい︒

第三項

︿阿弥陀経﹀には︑漢訳の他にサンスクリット語訳︑チベット

語訳などがある︒漢訳について経録から次のような経典が訳出さ
れていたことが分かる︒

①銚秦・鳩摩羅什訳﹃阿弥陀経(無量寿経)﹄一巻

はない︒また︑チベット語訳がある︒
﹃般舟三昧経﹄の成立に関しては様々に議論されてきたが︑支

②劉宋・求那駿陀羅﹃小無量寿経(阿弥陀経)﹄一巻

③唐・玄英訳﹃称讃浄土仏摂受経﹄一巻

婁迦識訳﹃般舟三味経﹄の三巻本が最初期のものであるとされる︒
また︑本経の一巻本は︑必ずしもサンスクリット本を見ること

この中︑①・③は現存しているが︑②は欠本となっている︒

なく︑後代︑中国において作成された要約本と考えられている︒
④の﹃抜肢普薩経﹄は完訳ではなく︑途中までの訳出となっ

①の﹃阿弥陀経﹄は弘始四年(四O 二)︑鳩摩羅什によって訳

が訳出される 2

七世紀中頃になると︑玄撲によって③の﹃称讃浄土仏摂受経﹄

れるが現存していない︒

②は五世紀中頃︑求那駿陀羅が﹃小無量寿経﹄を訳出したとさ

出されたものである︒

ていて未完である︒中には︑本経を最古の訳とする学者もいる︒
③の﹃大方等大集経﹄﹁賢護分﹂は︑五六O年から六O O年頃︑
中国において活躍した闇那幅多の訳経である︒
ところで︑﹃般舟三昧経﹄三巻本は︑洛陽において月氏国の支
婁迦識が︑一七九年に竺仏朔と共に訳出している︒本経は﹃大阿
弥陀経﹄の思想を継承しながら﹃道行般若経﹄の空思想に影響さ
れて成立したとする学説が提示されているがで本論は中国浄土
教における展開を論ずるものであり︑原典研究が主たる目的では

1
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第四項

﹃無量寿経﹄の訳出

︿無量寿経﹀には︑諸異本が現存している︒漢訳には︑五存七
欠と称されるように十二訳あったとされ︑サンスクリット本の
写本も発見されている叫︒また︑チベット語訳︑コ iタン語訳︑
ウイグル語訳︑西夏語訳︑モンゴル語訳など多くの言語によっ

⑩劉宋・曇摩蜜多訳﹃新無量寿経﹄二巻

⑪唐・菩提流支訳﹃無量寿知来会﹄二巻

(﹃大宝積経﹄第一七・一八巻)

⑫宋・法賢訳﹃大乗無量寿荘厳経﹄三巻

という十二訳があったことが︑経録の記載により知られる︒

訳は︑もともと存在しなかったものであり︑また他の四訳は︑五

七欠(①・⑤・⑥・⑦・③・⑨・⑩)の中で︑①・⑦・⑩の三

このような諸異本が現存しているため︑これらを総称して︿無

存の中︑②・③・④として入蔵されている訳本の何れかに関係し

て訳されている︒
量寿経﹀と表記するが︑本論では中国浄土教を考察範囲としてい

た説であるとされるな

'
u

されている︒

この中︑②・③・④については訳者の問題があり︑諸説が提示

⑫宋・法賢訳﹃大乗無量寿荘厳経﹄三巻

⑪唐・菩提流支訳﹃無量寿知来会﹄ニ巻

④曹貌・康僧鎧訳﹃無量寿経﹄二巻

③呉・支謙訳﹃大阿弥陀経﹄二巻

②後漢・支婁迦識訳﹃無量清浄平等覚経﹄二巻

次に現存する五訳(②・③・④・⑪・⑫)について見ていきた

るので︑以下の漢訳経典について述べたい︒
①後漢・安世高訳﹃無量寿経﹄二巻
②後漢・支婁迦識訳﹃無量清浄平等覚経(無量清浄経)﹄
二巻
③呉・支謙訳﹃阿弥陀経(仏説諸仏阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀
過度人道経)﹄二巻
④曹貌・康僧鎧訳﹃無量寿経﹄二巻
⑤曹貌・南延訳﹃無量清浄平等覚経﹄二巻
⑥西晋・智一法護訳﹃無量寿経(無量清浄平等覚経)﹄二巻
⑦東晋・竺法力訳﹃無量寿至真等正覚経(楽仏土楽経︑極楽

訳語・訳風からすれば後漢・支婁迦識の訳出(一七八l 一八九)

③について︑藤田宏達氏は諸経録はすべて支謙訳としているが︑

③東晋・仏陀駿陀羅訳﹃新無量寿経﹄二巻

ということも考えられる︒従って︑支謙訳を第一説とし︑第二説

仏土経)﹄一巻
⑨劉宋・宝雲訳﹃新無量寿経﹄二巻

として支婁迦識訳も考慮すべきことを論じている︒その後︑支婁

‑1
4‑

迦識原訳・支謙改訳という折衷説を提示している︒
また︑香川孝雄氏は支婁迦識訳を主張している︒
次に②について︑諸経録には支婁迦識訳説︑吊延(または白

訳出したものである︒

但し︑﹃観無量寿経﹄の撰述に関しては︑インド撰述説︑中央

アジア撰述説︑中国選述説︑折衷説などの諸説が提示されている

﹃観無量寿経﹄の訳出には︑先行する漢訳経典が関与している

叫が︑ここでは撰述の問題に関しては取り扱わない︒

藤田宏達氏は曹親・吊延(または白延説)を第一説とし︑前涼

とされる︒即ち︑仏陀駿陀羅訳﹃観仏三昧海経﹄(四一一 l四二

延)訳説︑智一法護訳説と一二つの記載がある︒
吊延(三七三年頃)を第二説︑西晋竺法護(三O八年頃)を第三

一訳出)︑温渠京声訳﹃観弥鞠菩薩上生兜率天経﹄などの禅観経

である︒

用語が多数認められる︒その中︑特に注目したいのが︑凡夫の語

特に︑﹃観仏三昧海経﹄には﹃観無量寿経﹄に類似した言句・

典の影響が考えられている叫︒

説とする︒
また︑香川孝雄氏は曹貌・吊延(または白延説)︑前涼・自延
説は信憲性に乏しいとして︑西晋・竺法護説を主張している︒
最後に④について︑諸経録の上では康僧鎧訳︑佐一法護訳︑仏陀
駿陀羅・宝雲共訳説(もしくは宝雲の単訳説)の記載が見られる︒

少光︒彼諾凡夫当学是観叫﹂﹁如此妙処非汝凡夫所学境界時﹂﹁此

﹃観仏三昧海経﹄には﹁如来今者︒為未来世諸凡夫人︒当現

なお︑本論において﹁﹃無量寿経﹄﹂と表記する場合︑諸経録に

名凡夫念仏三昧︒得此三昧者︒剃那剃那頃恒見諸仏司﹂など︑凡

O

おいて曹親・康僧鎧訳とされ︑また︑藤田宏達氏が仏陀蹴陀羅・

夫の語を確認することができる︒このことは第二節に詳述する

藤田宏達氏は︑仏陀蹴陀羅・宝雲共訳を支持している叫

宝雲共説と主張する経典を指すこととする︒また︑②は﹃平等覚

きる︒

量寿経﹄所説の三輩段に基づいて拡大したものと考えることがで

また︑﹃観無量寿経﹄九品段は︑﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄﹃無

ことから指摘にとどめておきたい︒

﹃観無量寿経﹄の訳出

経﹄︑③は﹃大阿弥陀経﹄と表記する︒

第五項

中でも︑﹃無量寿経﹄からの影響が見られることは︑﹃観無量寿

経﹄の﹁法蔵比丘願力所成時﹂(第七観)︑﹁法蔵比丘四十八願時﹂

(中品下生段)︑﹁具足十念時﹂(下品下生段)という表現から明ら

﹃観無量寿経﹄は︑劉宋の一量良耶舎(三八二?i四四二?)に
よって訳出されたとされ︑その訳出時期は︑元嘉元年(四二四)

かであろう︒

以上︑﹃観無量寿経﹄の訳出には︑禅観経典類や﹃無量寿経﹄

から元嘉十九年(四四二)年までの聞ではないかと考えられてい
る︒即ち︑先行する﹃無量寿経﹄(四二一年)から間もなくして

などの諸経典が関与していたことが考えられる︒

F
h
υ

'i

ところで︑ 仏陀駿陀羅は﹃観仏三昧海経﹄を訳出し︑また︑
﹃無量寿経﹄も宝雲と共に訳出していることから︑二経の訳出
に深く関わっている︒
仏陀股陀羅は﹃観仏三味海経﹄において︑凡夫の訳語を使用し
ているほか︑﹃大方広仏華厳経(以下︑華厳経とする)﹄にも用い
ている︒ところが︑﹃無量寿経﹄を訳出する際︑凡夫の語は一切
用いない︒
﹃観無量寿経﹄は基本的に︑﹃無量寿経﹄を背景として撰述・
訳出されたと考えられる︒﹃無量寿経﹄には︑法蔵菩薩が阿弥陀
仏となる過程やその西方極楽浄土の成立についてのことが具体的
に描写されていることから︑﹃観無量寿経﹄の撰述・訳出の前提
となっていることは容易に予想される︒ならば︑﹃無量寿経﹄の

仏教経典・論書における凡夫の概念

凡夫の概念

第二節
第一項

EESω
コ
‑
u

を原語とし︑異生とも漢訳する︒ そ
凡夫の語は︑

の意味について︑中村元氏は次のような整理をしている︒

①愚かな人︒凡庸な人︒愚か者︒愚かな一般の人たち︒無知な

ありふれた人たち︒仏教の教えを知らぬ人︒平凡な人問︒い

まだ仏道に入っていない人びと︒迷える者︒聖者に対してい

︒
pqJ

②‑
u
E
g
E自白を玄撲などは異生と漢訳した︒凡庸な士夫とい

う意で︑いまだ四諦を理解していない凡庸浅識の者をいう︒

所説を充分に取り入れることもできたであろう︒
ところが︑﹃観無量寿経﹄には︑﹃無量寿経﹄における本願につ

また︑四向因果の聖者に対して見道以前の人の総称︒あるい

れて︑おのおの異なっている者(一行の釈)︒世間の三昧耶

③無明によって業にしたがって報いを受け︑種々の世界に生ま

に輪廻する者を四聖に対して六凡という︒

は︑愚か者の意にも用いられ︑底下の凡夫などという︒六道

いての記述はあるが︑その具体的内容についての言及は見られな
い︒一方︑三輩段の影響は形式的には受けているが︑思想的な
連続性は見られない︒
このように両経には性格の違いが見られることから︑ただち
に同一内容の経典として取り扱うことは注意しなければならな
'
h
v

を知る者と知らない者(ブッダグヒヤの釈)曲︒

これらの意味を大別するならば︑ 以下のようになる︒
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(一)劣った者︑平凡な人間などをあらわす場合
(二)仏道に入っていない者をあらわす場合
(三)仏道に入っているが劣っている者をあらわす場合
(四)異生と漢訳されるように︑業による報いを受け︑定ま
った形がない存在という生死の本質的部分をあらわす
場合
まず︑(四)について︑玄嬰訳﹃阿毘達磨大毘婆沙論﹄巻四五
v﹂斗﹂匹︑

また︑中国では仏教に関係しない書物にも用いられていて曲︑

必ずしも仏教独自の用語であったとは言い切れないであろう︒

また︑(二)は︑仏道に入っていない者をあらわしていて︑仏

若人不信

莫説此経

按誘此経

凡夫浅識

典において説示されることがある︒例えば︑鳩摩羅什訳﹃妙法蓮

則断一切

深著五欲

又舎利弗

華経﹄巻こには︑

斗品︑

とあり︑凡夫とは玉欲にとらわれ仏法を理解することができない

一行記﹃大毘庫遮那成仏経疏﹄巻一には︑

能令有情起異類見・異類煩悩︒造異類業︒受異類果︒異類生

とあり︑

常往来生死︒是名凡夫道︒出世間者︒因是道得出三界故名出

と︑凡夫の行業では︑常に生死を往来するだけであり︑浬繋に到

凡夫者正訳応云異生︒謂由無明故︒随業受報不得自在︒堕於

と示されている︒原語の意味通り︑定まった形がなく︑種々の相

達することはできないとする︒凡夫の所行は世間道であり︑出世

世間唱︒

をとる存在︑即ち︑業によって生死を輪廻する存在との意味であ

願者菩薩所行願︒

一切凡夫人及声聞畔支仏人所無︒以是故︒

と凡夫とは無上道心を発していない者である︒このことは︑

更に︑﹃十住毘婆沙論﹄巻二では︑﹁有凡夫人未発無上道心 J

間道とは区別されている︒

えられる︒

びたび見られ岨︑仏典において早い時期から用いられていたと考

わしたものである︒求那駿陀羅訳﹃雑阿含経﹄には凡夫の語がた

次に︑(一)とは︑世間一般的な人で︑中でも劣った者をあら

り︑本質的なところを説明した語である︒

種種趣中︒色心像類各各差別︒故日異生也叫︒

世間道名即是凡夫所行道転名休息︒凡夫道者不能究寛至理繋

存在として捉えられている︒また︑同訳﹃十住毘婆沙論﹄巻一で

亦計
勿我
為見
説者

故︒名異生性略︒

世間情
間不慢
仏能僻
種解怠

唱
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菩薩所行願勝一切世間柑︒
と︑菩薩は菩提心という願を発すのであり︑凡夫・声聞・畔支仏
はこの願を発すことはないとされる︒即ち︑﹁菩薩衆者︒為無上
道発心名目菩薩剛﹂と示される通りである︒
以上の例から︑凡夫と菩薩の相違点は︑無上道心の有無にある
と言えよう︒即ち︑仏道に入った者(菩薩)といまだ仏道に入ら
ざる者(凡夫)の違いである︒但し︑(一)(一一)と分類してみた
が︑実際に見分けることは難しいであろう︒
最後に(三)について︑仏道に入っている者に対して凡夫と示
すことがある︒部派仏教における仏道修行の構梯からすれば︑見
道以前の行者は九夫とすることがあり︑また︑大乗仏教では︑基
本的に初地以上の菩薩を聖人とし︑十回向以下のいわゆる地前の
菩薩は凡夫とすることもある時︒即ち︑仏道修行をする行者に対
して凡夫と称することがある︒
その凡夫とは︑内凡夫(内凡)・外凡夫(外凡)などと称され︑

第二項

浄土経典・論書における凡夫について

浄土思想に言及する経典・論書における凡夫

中国浄土教では︑いつ頃から凡夫の語が用いられるようになっ

たのであろうか︒このことを知るためにも︑まずは︑浄土思想に

言及する経論における凡夫の語の使用について概観したい︒

本項では︑先掲した﹁浄土思想に言及する経論﹂に基づきなが

ら︑以下に提示した経典・論書において︑凡夫の語がどれ程使用

されているのか︑更には︑中国浄土教理史上︑浄土教に関連の深

い経典・論書における凡夫の用例について指摘したい︒

なお︑経典・論書名の下に︹︺を付した数字を表示するが︑

それは凡夫の語が使用された数を示している︒
︻後漢︼

支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄(三巻本)︹0︺

失訳﹃抜肢菩薩経﹄︹0︺

同﹃般舟三昧経﹄(一巻本)︹0︺

菩薩の仏道修行の措梯である︑いわゆる菩薩の行位説によって示

失訳﹃作仏形像経﹄︹0︺

時代の経過と共に︑その内容は詳細となっていく︒このことは︑
されるところである︒これについては︑本章第三項にて論じてい

失訳﹃後出阿弥陀仏偏﹄︹0︺
︻
呉
︼

きたい︒
以上のように︑凡夫の概念は時代の経過と共に︑ その概念に
広がりを持つようになるのである︒

支謙訳﹃阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経﹄︹0︺

同 ﹃ 維 摩 詰 経 ﹄ ︹ 4︺
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﹃菩薩生地経﹄︹ 0︺

失訳﹃太子和休経﹄︹ 0︺

︻後秦︼

﹃老女人経﹄︹ 0︺
﹃慧印三昧経﹄︹ 0︺

竺仏念訳﹃最勝間菩薩十住除垢断結経﹄︹却︺

鳩摩羅什訳﹃妙法蓮華経﹄︹ 5︺

同﹃菩薩理璃経﹄︹却︺

同﹃菩薩従兜術天降神母胎説広普経﹄︹日︺

同 ﹃ 中 陰 経 ﹄ ︹ 2︺

﹃無量門微密持経﹄︹ 0︺

康僧会(?)訳﹃旧雑嘗輸経﹄︹ 0︺

{
鶏
︼
・吊延訳﹃無量清浄平等覚経﹄︹ 0︺

同 ﹃ 維 摩 詰 所 説 経 ﹄ ︹ 9︺

同 ﹃ 阿 弥 陀 経 ﹄ ︹ O︺

︻西晋︼

同﹃諸法無行経﹄︹幻︺

同﹃思益党天所問経﹄︹お︺

同 ﹃ 徳 光 太 子 経 ﹄ ︹ 2︺

同﹃大智度論﹄︹制︺

竺法護訳﹃生経﹄︹ 1︺
同 ﹃ 正 法 華 経 ﹄ ︹ 1︺

同(?)﹃思惟略要法﹄︹ 1︺

同﹃十住毘婆沙論﹄︹必︺

同 ﹃ 済 諸 方 等 学 経 ﹄ ︹ 1︺

同(?)﹃孔雀王呪経﹄︹ 0︺

同﹃阿惟越致遮経﹄︹ロ︺
同 ﹃ 文 殊 師 利 仏 土 厳 浄 経 ﹄ ︹ 1︺
同 ﹃ 方 等 般 泥 垣 経 ﹄ ︹ 0︺

失訳﹃大乗悲分陀利経﹄︹ 4︺

{三秦︼

同 ﹃ 太 子 刷 護 経 ﹄ ︹ 0︺
同 ﹃ 賢 劫 経 ﹄ ︹ 4︺

︻後涼︼

同 ﹃ 宝 網 経 ﹄ ︹ 1︺
同﹃持心楚天所閉経﹄︹幻︺

︹

︺

曇摩蹴檀・慧海訳﹃称揚諸仏功徳経﹄︹ 0︺

︻北涼︼
曇無識訳﹃悲華経﹄

1

同﹃海龍王経﹄︹日︺
同 ﹃ 決 定 総 持 経 ﹄ ︹ 2︺
0︺

貫道真(?)訳﹃三豊陀股陀羅菩薩経﹄︹ 0︺
同﹃菩薩受斎経﹄︹

1
9一

一

同同 同 同

重良耶舎訳﹃観無量寿経﹄︹ 3︺

曇摩蜜多(?)訳﹃観虚空蔵菩薩経﹄(附加部分)︹2︺

同(慧巌等修治)﹃大般浬繋経﹄(南本)︹m︺

求那蹴摩(?)訳﹃菩薩内戒経﹄︹ 0︺

﹃大般浬繋経﹄(北本)︹仰︺

同 ﹃ 大 方 等 夢 想 経 ﹄ ︹ 5︺

求那駿陀羅訳﹃央掘魔羅経﹄︹ 4︺

同﹃大法鼓経﹄︹

同﹃大方等大集経﹄﹁宝瞳分﹂︹問︺
同﹃金光明経﹄︹1︺

同(?)﹃抜一切業障根本得生浄土神呪﹄︹0︺

同(?)﹃老母女六英経﹄︹0︺

2︺

同(宝貴合繰)﹃合部金光明経﹄︹臼︺
法衆訳﹃大方等陀羅尼経﹄︹ 0︺

同 ( ? ) ﹃ 阿 難 陀 目 怯 尼 阿 離 陀 経 ﹄ ︹ 0︺

言及する経典・論書﹂における凡夫の語数である︒

以上が﹃観無量寿経﹄が訳出される劉宋までの ﹁浄土思想に

失訳﹃如来智印経﹄︹ 1︺

失訳﹃老母経﹄︹0︺

同﹃無量門破魔陀羅尼経﹄︹0︺

功徳直﹃菩薩念仏三昧経﹄︹1︺

曇無喝訳﹃観世音菩薩授記経﹄︹ 0︺

失訳﹃不退転法輪経﹄︹初︺
︻東晋}

吊戸梨蜜多羅(?)訳﹃潅頂経﹄巻十一︹0︺
同(?)﹃潅頂経﹄巻十二︹0︺
仏陀駿陀羅訳﹃大方広仏華厳経﹄︹却︺
同﹃文殊師利発願経﹄︹0︺
同﹃観仏三昧海経﹄︹9︺
同﹃出生無量門持経﹄︹0︺

安世高は︑後漢の建和二年(一四八)頃︑洛陽に入り建寧中(一

さて︑中国における訳経は安世高から始まると考えられている︒

法顕訳﹃大般泥垣経﹄︹H︺

六八l 一七二)に至るまでの問︑﹃安般守意経﹄などの経典を訳

仏陀駿陀羅・宝雲訳﹃無量寿経﹄︹0︺
竺難提(?)訳﹃請観世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪経﹄︹0︺

出している︒

ところが︑先掲の一覧において安世高による訳出経典は見られ

失訳﹃造立形像福報経﹄︹0︺
失訳﹃七仏八菩薩所説大陀羅尼神呪経﹄︹ 3︺

行っていなかったと考えられる︒安世高には多数の訳出経典があ

ないことから︑安世高は浄土思想に言及する経典・論書の訳出は
︻劉宋︼

るが?その中に一箇所だけ凡夫の語を見ることができる︒﹃舎利
弗悔過経﹄に︑

智巌訳﹃広博巌浄不退転輪経﹄︹凶︺
同(?)﹃法華三昧経﹄︹0︺
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に関わらず︑凡夫の語をほとんど用いられることはなかった︒

次に支謙(二世紀末から三世紀中頃)の時代になると次第に凡

一
夫の語を散見できるようになり︑西晋の竺法護(二三九l三

願十方諸仏聴某等所言︒天下人民蛸飛婿動之類所作好悪︒若
布施者︒若持道勤力不按経戒者︒若慈心念人民者︒若作善無

六)の訳出経典になるとたびたび見られるようになる︒

後秦の竺仏念(生没年不詳)︑鳩摩羅什(三四四l四一三︑ま

量者︒若施於菩薩及諸比丘僧者︒若施凡夫及貧窮者︒下至禽
獣慈哀者︒某等勧其作善助其歓喜す

るが︑凡夫の語数は格段に増加する傾向を見て取ることができる︒

たは三五Ol四O九)の訳経になると︑経典・論書の大小にも依
とあるのみである︒ここでは前後の文脈から平凡な人などの意味

しかし︑鳩摩羅什は浄土経典を代表する一つである﹃阿弥陀経﹄

東晋の仏陀肱陀羅(三五九 1四二九)は︑﹃華厳経﹄を訳出し

を訳出しているが︑本経には凡夫の語は見当たらない︒

で用いられていたことが推察される︒
中国における訳経者について︑安世高の次に支婁迦識(支識)
が挙げられる︒

雲(三七五 ? l四四九)と共訳したとされる﹃無量寿経﹄には見

ているが︑中に凡夫の語を確認することができる︒ところが︑宝

八l 一八一ニ)・中平(一八四l 一八九)年間に︑﹃道行般若経﹄

ることができない︒先の鳩摩羅什と同様︑凡夫の訳語を知りなが

支婁迦識は︑後漢の桓帝の末に洛陽に入り︑霊帝の光和(一七
﹃首樗厳経﹄﹃般舟三昧経﹄﹃阿閥仏国経﹄などの経典を訳出して

らも︑浄土経典である﹃阿弥陀経﹄﹃無量寿経﹄に凡夫の訳語を

また︑浄土思想に言及する論書に関して云守えば︑鳩摩羅什訳

このことについては︑後に詳しく論じていきたい︒

これに対し︑﹃観無量寿経﹄には凡夫の語が三箇所見られる︒

用いなかったことが分かる︒

いる︒
先掲の一覧以外にも︑支婁迦識訳とされる多数の訳出経典が現
存している中崎︑凡夫の語は﹃阿閥仏国経﹄において︑
爾時賢者舎利弗白仏言︒知天中天所説︒如我所知︒当観其仏

﹃十住毘婆沙論﹄が注目される︒

住毘婆沙論﹄において︑凡夫の語は﹁序品第ご﹁入初地品第

剃為阿羅漢利︒不為凡夫之剃也︒所以者何︒彼阿羅漢甚衆多
と説かれるように︑一箇所のみ確認することができる︒ここでは︑

一ご﹁地相品第三﹂﹁阿惟越致相品第八﹂﹁除業品第十﹂などにお

﹃十住毘婆沙論﹄には︑凡夫の語が多数見られる︒即ち︑﹃十
仏剰には阿羅漢ばかりが居ることから︑そこは凡夫の剰ではない

﹃十住毘婆沙論﹄の中で︑ 中国浄土教に影響を与えたのは

いて確認することができるァ
中国に仏教が伝来して︑安世高や支婁迦識が最初期の訳経者

﹁易行品﹂である︒ このことは︑曇鴛が﹁易行品﹂に基づいて︑

と︑阿羅漢との対比において凡夫が示されている︒
であるが︑彼らの訳出経典には浄土思想に言及する経典・論書
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難行道・易行道を展開していることからも︑曇鷲における浄土

夫の語は見られるのであろうか︒

称に関する原語をサンスクリット本から採り上げているぎ まと

藤田宏達氏は︑︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀に説示される人間の呼

﹃十住毘婆沙論﹄における凡夫の語は﹁易行品﹂に最も見られ

めると以下のようになる︒

教の思想形成に大きな髭響を与えていると言えよう︒従って︑
ると予想されよう︒
ところが︑﹁易行品﹂において凡夫の語を確認することはでき

(田忠君")

国包君ωとは︑諸仏・菩薩を指すことがあり︑一方︑五逆

①サットヴア

﹁易行品﹂は︑浄土経典・論書として依用されるのであるが︑訳

や誇法罪を犯した人間も指すことがあることから︑広範囲を

ない︒先の﹃無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄と同様︑﹃十住毘婆沙論﹄
者は凡夫の語を知りながらも︑そこには凡夫の語は用いて訳出さ

あらわす用語であることが分かる︒

(同

u
Z
2
2
)

道においてさらになすべきことが残っていた一人

︿無量寿経﹀では︑仏弟子アlナンダを指して ﹁学修の

⑤プドガラ(宮身色白)

の語をよく用いている︒

︿無量寿経﹀の詩句の部分では人聞をあらわすのにロ白話

④ナラ(ロR
ω
)

宮ggも人間一般をあらわす語である︒

③プルシヤ

らわすSEE苫やその類語もしばしば用いられている︒

を中心として考えられていることから︑人間をそのものをあ

S2Sの意味するところは広いが︑経典は実質的に人聞

②マヌシヤ (Bgg屯ω
)

れてはいない︒このことからも︑そもそも浄土思想成立の基本と
凡夫の語については︑直接的な関係にはなかったことを指摘する
ことができよう︒

ニ︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀における凡夫の語について
︿無量寿経﹀とは︑﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄﹃無量寿経﹄﹃無
量寿知来会﹄﹃荘厳経﹄など五存七欠をはじめ︑サンスクリット
本・チベット本を示している︒この︿無量寿経﹀は︑初期無量寿
経と後期無量寿経とに大別される︒
初期無量寿経には﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄︑後期無量寿経に
は﹃無量寿経﹄﹃無量寿知来会﹄﹃荘厳経﹄やサンスクリット本な
どが位置づけられる︒
また︑︿阿弥陀経﹀とは︑鳩摩羅什訳﹃阿弥陀経﹄︑玄襲訳﹃称
讃浄土仏摂受経﹄やサンスクリット本などを示している︒
では︑︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀には︑原語の耳H
E
E
B
ω や凡
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(
o
w
m
宮古色鉛)﹂という文で用いられているだけである︒

g
)

⑥ジヤナ(﹄

a
g
m
w
(多くの人々) という形で用い

特に﹃称讃浄土仏摂受経﹄は︑玄撲(六O 二!六六四)の訳

とされるが︑玄撲は質的な面でも訳語の統一を計り︑原文に忠

実に行なおうとした跡が見られ︑中国訳経史上に一時代を画し

た柑と評されるように︑原典に忠実な訳経者であったことを考え

ると︑やはり︿阿弥陀経﹀の原典には同法冨包自白の語はなかっ

︿無量寿経﹀で σ島
られている︒また︑﹄富島々ω(人々の群れ) という語も用

たと考えてもよいであろう︒

﹃無量寿経﹄が訳出された後︑﹃観無量寿経﹄が重良耶舎によ

一﹃観無量寿経﹄における凡夫の語について

関連性を経典の上からは見出すことができない︒

以上のことから︑︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀と凡夫の聞における

を知らなかったわけではない ︒

凡夫︑異生の語を用いなかったのであり︑訳経者が凡夫の訳語

す原語がなかったことが考えられる︒それを受けて訳経者は︑

こうしたことから︑︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀には︑凡夫を示

いられている︒
⑦ブラジャー(官&削)

︿無量寿経﹀では︑神々や人間を含めた広い範囲をあらわ
すときに使われるが︑また実際には人聞を指して用いられる
ことがある︒その用法はgロ
S と同じと言えよう︒
以上が︑︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀のサンスクリット本に見られ
る人間をあらわす原語である︒
このように︑︿無量寿経﹀︿阿弥陀経﹀のサンスクリット本には︑
凡夫の原語である同量E
m
ι 自白の語がないことが分かるす
但し︑﹄自白の語は見られるのである︒﹄自ωには﹁生物︑人︑

って訳出される︒﹃観無量寿経﹄には︑凡夫の語が次の三箇所に

即ち︑﹁我今為汝︒広説衆響︒亦令未来世一切凡夫欲修浄業者︒

個人︑民族︑種族︑人民︑臣民︑人々﹂という意味があり﹁人︑
のような﹁異︑離︑分別﹂などと漢訳されるような意味はない︒

得生西方極楽国土叫﹂﹁仏告章提希︒汝是凡夫︒心想車劣︒未得天

見られる︒

漢訳においても︑五存七欠である﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄

眼︒不能遠観叫﹂﹁知先所説︒無量寿仏︒身量無辺︒非是凡夫心力

仁︑男女︑衆︑衆生︑有情︑人民﹂と漢訳されることからで同五 V
件

﹃無量寿経﹄﹃無量寿知来会﹄﹃荘厳経﹄には凡夫︑異生の語を確

所及叫﹂とある︒

出された経典であるとされるが︑﹃無量寿経﹄には用いられるこ

﹃観無量寿経﹄は︑先行する﹃無量寿経﹄の影響を受けて訳

認することはできない︒
また︑﹃阿弥陀経﹄﹃称讃浄土仏摂受経﹄においても凡夫︑異
生の語は見られない︒

qL

nd

との無かった凡夫の語を用いていることに注意をしたい︒
重良耶舎には﹃観無量寿経﹄以外に︑﹃観薬王薬上二菩薩経﹄
という訳出経典があり︑そこには﹁二者仏滅度後一切凡夫具煩悩
縛︒若有欲見薬王菩薩︒当修四法叫﹂と凡夫の語が見られる︒
また︑﹃観無量寿経﹄の訳出は︑禅観経典類との関連性がすで
に指摘されている叫︒特に﹃観無量寿経﹄に先行する﹃観仏三昧

第三節

菩薩の行位における凡夫の概念

南北朝時代には︑鳩摩羅什訳﹃成実論﹄(四一一年l 四一二年

頃訳出)︑曇無識訳﹃大般浬繋経﹄(四一六年l 四二三年訳出)な

どに基づいて修行階梯が形成され︑部派仏教である説一切有部系

の修行階梯噸とは異なった展開をするす

詞梨蹴摩造鳩摩羅什訳とされる﹃成実論﹄は︑漢訳のみ現存し︑

原典の存在は知られていない︒後に浄影寺慧遠などによって小乗

海経﹄において︑凡夫の語が見られることから︑禅観経典の影響
において﹃観無量寿経﹄にも凡夫の語が用いられるようになった

を占める論書の一つである︒本論には︑凡夫と聖人に関する規定

仏教と判定されることになるが︑中国仏教においては重要な位置

何れにしろ︑後代︑浄土経典の中心に位置づけられる﹃無量寿

が見られる︒特に︑凡夫について︑外凡夫・内凡夫と区別してい

f
F
完

以則
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実論﹄巻一五﹁道諦衆智論中智相品﹂には︑
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ことも考えられる︒
経﹄﹃阿弥陀経﹄には凡夫の語はなく︑滅罪を説く禅観経典は凡

ることが注目される︒

﹃成実論﹄には︑行者の修行階梯として須陀泊・斯陀含・阿那

夫を対象として説かれている部分がある︒
即ち︑﹃無量寿経﹄の浄土教思想と︑﹃観仏三昧海経﹄の凡夫を

.阿那含果・阿羅漢果である﹁四得﹂を次第に得ることが説かれ

含・阿羅漢という﹁四行﹂を修することで︑須陀桓果・斯陀含果

過程において︑影響を及ぼしていたことは考えられることである︒

ている︒

対象として法が説示される形式が︑﹃観無量寿経﹄の撰述・訳出
つまり︑﹃無量寿経﹄と﹃観仏三昧海経﹄の性格を部分的に融合

行者は須陀垣を行じる前段階として︑信・勤・念・定・慧の五

写
実

した経典が﹃観無量寿経﹄ということになろう︒

名樫

根を得なければならない︒﹃成実論﹄巻一﹁分別賢聖品﹂には︑

イ乃若
本無
名信
故等
亦玉

このことにより︑経典レベルにおいて︑浄土教思想と凡夫の関
連性が見出されるようになるのである︒

法後
等当
修広
慧説

と︑五根を成就していない者を外凡夫と称しているす更に︑﹃成

媛何

若無信等五根︒是人名住外凡夫中︒是義説有内外凡夫︒若不

・妙覚という︑いわゆる菩薩の五十二位説が基本的に用いられる

惰代以降︑中国仏教では十信・十住・十行・十回向・十地・等覚

次の惰代では行位説に大きな変化が見られるようになる︒即ち︑
得達分善根 ︒名外凡夫︒得名為内︒是内凡夫亦名聖人︒亦名

菩薩の五十二位説は︑﹃華厳経﹄所説の十住・十行・十回向・

ようになる︒

言︒凡夫不能念色空無我受想行識空無我 ︒ 一切諸行無常 ︒ 一

十地の四十位に基づいて成立したものであると考えられているが︑

凡夫︒因外凡夫故名聖人︒因見諦道故名凡夫︒知阿難語草匿
切法無我寂滅泥沼︒爾車置来入法位︒亦説凡夫不能念此略︒

などの五根がない者であり︑それに対して内凡夫とは聖人とも言

と︑外凡夫と内凡夫の違いが説かれている︒即ち︑外凡夫とは信

から︑菩薩の五十二位説はこれらの中国撰述経典によって成立し

般若経とする)﹄﹃菩薩理落本業経﹄に見られる︒このよ うなこと

く︑中国撰述経典とされる﹃仁王護国般若波羅蜜経(以下 ︑仁王

﹃華厳経﹄にはこの行位説に見られる十信・等覚・妙覚の語はな

えるし凡夫と称することもできる︒その理由は︑外凡夫からすれ

たと考えられている︒

本業経﹄は多用されるようになる︒本経の成立背景には︑﹃仁王

菩薩の行位説が説かれる経典は種々あるが︑中でも﹃菩薩理落

る菩薩の行位説が成立したのであった?

て時間系列に配列し直すことによって︑中国仏教独自の概念とな

において︑各十項目からなる菩薩行を︑十地に先行するものとし

本来は修行の時間的順序とは無関係であった︒ところが中国仏教

聖にわたるような修行階梯の上下を示す階位ではなかった︒即ち︑

そもそも︑﹃華厳経﹄説示の十住・十行・十回向・十地は︑凡

ば内凡夫は聖人であるが︑内凡夫は見諦道(聖人)の立場から見
れば凡夫であるからであるとする︒
内凡夫は︑外凡夫にはない達分善根である無漏の善根が確立し
ている存在であることから︑外凡夫とは区別されるのである︒
また︑内凡夫について﹃成実論﹄巻一六﹁十智品﹂には︑
問目 ︒又人言 ︒ 一切衆生成就等智︒是事云何 ︒答目 ︒若仏弟
子能知諸法従衆縁生︒是人能得非齢衆生 ︒以得智名故︒一切
衆生但用想識︒若得此智名内凡夫略︒

の影響があったことが指摘されていることから︑まずは﹃仁王般

般若経﹄﹃党網経庫舎那仏菩薩心地戒品(以下︑党網経とする)﹄
と︑仏弟子は諸法は衆縁によって生ずることを知っているのであ

若経﹄﹃党網経﹄について概観していきたい︒

来より︑中国撰述経典であるとされている︒

典が伝わるだけで︑党本やチベット訳本が現存しない︒従って従

﹃仁王般若経﹄は鳩摩羅什訳と伝えられるが︑本経には漢訳経

り︑他の衆生とは異なる︒即ち︑智慧を得ている者を指して内凡
夫と称している ︒
このように凡夫には︑外凡夫・内凡夫という二つの概念を有
していることが﹃成実論﹄の説示により明らかとなる︒
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の語が用いられている︒また︑十信は十住の初住の中に含めて

説示され︑十信についての説明が詳細になされている︒﹃菩薩理

次で︑﹃党網経﹄も鳩摩羅什訳と伝えられるが︑現在では中国
撰述経典であることが認められ︑鳩摩羅什訳出ということは否

略本業経﹄巻上﹁賢聖名字品﹂には︑五十二位説で示される十

考えられている︒﹃衆経目録 4
﹄以降の記録では竺仏念訳とされる

さて︑﹃菩薩理略本業経﹄は両経の影響下において成立したと

行是心︒若経一劫二劫三劫︒乃得入初住位中︒住是位中増修

心念心精進心慧心定心不退心週向心護心戒心願心︒仏子︒修

所謂初発心住︒未上住前有十順名字︒菩薩常行十心︒所調信

信・十住について次のように示されている︒

定されている︒
両経とも成立年代について︑まだ確定した学説はないが︑五世

が︑﹃出三蔵記集﹄では訳者不明となっている︒その成立も先の

百法明門︒所調十信心︒心心有十︒故修行百法明問︒常発無

紀中頃遅くても後半頃の成立とされる︒

二経と同様︑中国撰述経典とされ︑竺仏念訳出説は否定されてい

量有行無行大願︒得人習種性中広行一切願︒
(中略)

る
︒
本経の成立は南朝において︑およそ四八O年から五O O年頃の

仏子︒住是位中発大願巴︒過外一切凡夫︒行十信者︒今復修

行無量功徳︒所調十波羅蜜三空無相無作有無空空観成就︒即

聞に成立したのではないかと考えられている?
このように三経は︑五世紀後半頃までには成立したとされるが︑

除我人主者衆生漸捨諸見︒常楽我浄三界繋縛無明漸破︒伏断

一切業習故︒厚集一切善法八万四千般若波羅蜜︒一切諸法門

そこに説示される菩薩の行位説が広く用いられるようになったの
は︑真諦(四九九l五六九)がこれらの中国撰述経典の所説を依

摂我心中念念不去心暗

O

用したことにあると考えられているす

菩薩は︑初発心住に入る以前に︑十心(信心・念心・精進心・

先行する﹃仁王般若経﹄では︑五忍の第一である伏忍は地前の
十住・十行・十回向という三賢を示し︑第二の信忍以降は十地を

慧心・定心・不退心・週向心・護心・戒心・願心)を常に行じな

り︑その期間を経た後︑初住位に入り︑無量の有行と無行との大

示している︒伏忍には習種性(十住)や銅輪王の前にその前段階
次で成立する﹃党網経﹄では︑十発趣心・十長養心・十金剛心

願を発して︑習種性(十住位)の中に入ることができ︑一切の願

ければならない︒これを修行する期間は︑一劫・二劫・三劫であ

という段階を三十心と示している︒この三十心とは︑十住・十行

を行ずることができる︒そして︑菩薩は十住の位に住し大願を発

として十善を修する十信位が説かれている刷︒

・十回向の三賢に当たる︒このように本経では︑三賢を三十心と

した後︑他の凡夫とは異なり区別される︒十信を行じた者は︑ま

た︑無量の功徳を修行することになる︒その行とは︑十波羅蜜︑

し︑聖位を十地としているす
更に︑﹃菩薩理培本業経﹄では先の二経にはない︑等覚・妙覚
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我人・主者・衆生を除き︑漸く諸見を捨てて常楽我浄を得て︑

三空である無相・無願・無作である︒空観を成就するならば︑

な菩薩のことをいう︒

仏菩薩の教法に値遇し︑一念の信を起こして菩提心を発すよう

できず︑更には知ることもできない︒このような凡夫地の時︑

天下︒中品粟散王︒下品人中王︒具足一切煩悩

劫三劫︒修十信︒受六天果報︒上善有三品︒上品鉄輪王化一

謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒︒是人復行十善︒若一劫二

進心念心慧心定心戒心週向心護法心捨心願心︒復行十心︒所

薩︒亦名仮名菩薩︒亦名名字菩薩︒其人略行十心︒所調信心

仏子︒若不退者︒入第六般若修行於空︒無我人主者︒畢寛無

薩知識所護故︒出到第七住常住不退︒自此七住以前名為退分︒

至第六住中︒若修第六般若波羅蜜︒正観現在前︒復値諸仏菩

若一劫ニ劫乃至十劫︒修行十信得入十住︒是人爾時従初一住

河沙衆生︒学行仏法信想心中行者︒是退分善根︒諸善男子︒

仏子︒若退若進者︒十住以前一切凡夫法中発三菩提心︒有恒

また︑﹃菩薩理略本業経﹄巻上﹁賢聖名字品﹂において︑

合は︑常に没して生死より出ることができない︒

一劫・二劫を過ぎれば住位に入ることができ︑もし入られない場

このような十信の菩薩は︑善知識に値って仏法を学する期間が

三界の繋縛の原因となる無明を漸く破するとし︑更に﹃菩薩理
落本業経﹄巻下﹁釈義品﹂には次のように示されている︒
仏子︒発心住者︒是人従始具縛凡夫︒未識三宝聖人︒未識好
悪因之以果︒一切不識不解不知︒仏子︒従不識始凡夫地︒値

集無量善業亦退亦出︒若値善知識学仏法︒若一劫二劫方入住

生︒必入定位酬︒

仏菩薩教法中起一念信便発菩提心︒是人爾時住前︒名信想菩

位︒若不爾者︒常没不出︒住退分善根知上説︒仏子︒発心住
者︒是上進分善根人︒若一劫二劫一恒二恒三恒仏所︒行十信

広多聞慧多求方便︒始入空界住空性位︒故名為住︒空理智心

行︒常起信心︒不作邪見十重五逆八倒︒不生難処常値仏法︒

を得ることにより︑諸仏菩薩の善知識に値い護られることにより︑

より第六住の中において第六の般若波羅蜜を修することで︑無生

十信を修行して十住に入ることを得たならば︑その人は初の一住

十信の菩薩は︑退分の善根とあるように︑退転する身であるが︑

習古仏法︒一切功徳不自造︒心生一切功徳故︒不名為地但得

第七住に至り不退の位に住する︒

心信三宝︒常住八万四千般若波羅蜜︒一切行一切法門皆習受

名住唱︒

名づけられるように︑具縛の凡夫の頃から三宝︑聖人を識らない︑

発心住以前の菩薩は︑信想の菩薩・仮名の菩薩・名字の菩薩と

て詳細な説明がなされている︒そこには︑十住と十信は共に凡夫

このように﹃菩薩理璃本業経﹄には︑十住に含まれる十信につい

ても第七住に至らなければ退転してしますことが説かれている︒

即ち︑十信の菩薩は退転する身であるが︑発心住に入ったとし

好悪の因果を識らない︑一切を識ることができず︑解せることも

ヴ・

ヮ

とされるが︑その内容は大きく異なるのである︒従って︑凡夫
と示される時︑その概念には幅があることには注意しなければ
ならない︒
ところで︑菩薩の行位説は真諦が依用し経論を訳出することに
より︑中国仏教では広く用いられるようになった︒真諦は世親造
真諦訳﹃摂大乗論釈﹄において︑

薩を凡夫としている︒

これは真諦の凡位と聖位の境界の規定に関する解釈とは異なっ

ていて︑凡位・聖位の規定には二説あったことが分かる︒それで

は︑浄影寺慧遠は外凡︑内凡︑聖をどのように解釈しているのだ
ろうか︒

六道分段凡身未捨︒故名為凡︒知小乗中念処巳前依事趣観相

言外凡者善趣之人向外求理︒未能息相内縁真性︒故名為外︒
菩薩有二種︒一在凡位︒二在聖位︒従初発心詑十信以還並是

同外道︒名為外凡︒此亦如是︒向外求理︒相同声問︒未能息

はいない者を示している︒

内凡とは真性を内に求めるが︑六道分段の身からはいまだ離れて

小乗仏教と対応させながら︑外凡とは理を外に求める者であり︑

名聖岬︒

名凡︒故浬盤中説為凡失︒所言聖者初地巳上︒息妄契真会正

性︒故名為内︒六道分段離分断離未有尽処凡夫身未尽︒故亦

相内求真実︒故名外失︒言内凡者︒種性己上漸息縁故内求真

凡位︒従十解以上悉属聖位略︒
釈目︒菩薩有二種︒調凡夫聖人︒十信以還是凡夫︒十解以上
是聖人予

と︑菩薩に二種あるとし︑十信までを凡夫位︑十解以上はすべて
聖位であると説示している︒真諦は凡位と聖位の境界について︑
十信以前と十解以上において見ていることが知られる守
ところが︑浄影寺慧遠は﹃大乗義章﹄において︑

即ち︑外凡と内凡は︑同じ凡夫と示されるが︑その内容は異な

るのであり︑同一概念として扱うことは適当ではないことは先に

悪道義別三階︒一悪業為因︒四住為縁︒受悪趣報︒在於外凡

所謂外凡内凡及聖︒善趣位中名為外凡︒種性巳上名為内凡︒

と外凡︑内凡︑聖と分けて解釈している︒その中︑善趣位を外凡︑

常没位中︒二悪業為因︒四住正縁縁力微薄︒悲願佐助︒受悪

も論じた通りである︒また︑外凡に関しても︑

種性以上を内凡︑地上を聖と規定している︒また︑﹁文復地前錐

趣身︒在於外凡善趣位中古

地上名聖?

除六道分段生死︒残気猶在於六道中︒無漏尽処故名凡夫噌﹂﹁浬繋
亦云︒地前菩薩具煩悩性︒名為凡夫 J と示すように︑地前の菩

‑2
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と外凡の中でも常没位と善趣位とに分けて解釈している︒ 常没

︑

V﹂ 斗

示していた︒

中国において浄土思想に言及する経典・論書が多数ある中︑最

知恒河中有七衆生︒一者常没︒二者暫出還没︒三者出巳則住︒

史が始まった︒その後︑浄土経典である﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚

であった︒この経典が‑訳出されることによって︑中国浄土教の歴

について︑曇無識訳﹃大般浬繋経﹄巻三六﹁迦葉菩薩品﹂

四者出巳遍観四方︒五者遍観巳行︒六者行己復住︒七者水陸

経﹄﹃阿弥陀経﹄が訳出され︑更には﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄

初の訳出は︑一七九年に訳出された支婁迦識訳の﹃般舟三昧経﹄

倶行︒(中略)言常没者︒所謂大魚︒受大悪業身重処深是故

が次々と訳出されることにより︑中国浄土教は大きく展開してい

‑
J

常没叫︒

くのであった︒本章は︑その展開の基礎的部分に当たるところで

てあり︑また﹁浬繋経中説善趣前名為常没︒常没三塗常没三有

中行修多階︒略有十五︒一於外凡善趣位中修習浄信同﹂と解釈し

のことによって︑浄土経典と凡夫の密接な関係は︑﹃観無量寿

経﹀︿阿弥陀経﹀﹃観無量寿経﹄における凡夫の語を確認した︒こ

また︑本章では凡夫の概念について概観した後︑特に︿無量寿

あり︑その思想の変遷は次章からとなる︒

利﹂と︑善趣と常没の相違とは︑善趣は菩薩として行じていく上

経﹄に始まることが確認された︒このことは︑中国浄土教の歴史

‑2
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と示されている︒また︑善趣とは﹃大乗義章﹄において﹁大乗法

での行位の一つであり︑常没とはその行位に乗じていない者と言

を跡づけていく上で重要な指摘であり︑また﹃観無量寿経﹄の中

ついて論じることの必要性を指摘できたと考える︒

を均一化して捉えていたのであり︑本章によって︑凡夫の概念に

となると︑その内容は全く異なるのである︒我々は︑凡夫の概念

外凡とは我々が通常認識している概念であろう︒ところが︑内凡

て示される凡夫は︑二つに大別され︑それは外凡・内凡とされた︒

仏道階梯において論じられることがあった︒菩薩の行位上におい

と訳されるような迷いの存在をあらわすものであった︒その他︑

凡夫の概念は︑平凡な人︑劣った者などに限ることなく︑異生

る
︒

国浄土教理史上における存在意義を明示することになったと考え

えるであろう︒
以上︑菩薩の行位説の成立過程とその展開を見てきたが︑凡夫
といっても外凡・内凡と分けられ︑更には外凡については︑常没
・善趣と示される︒このような規定は中国浄土教にどのような影
響をもたらしたのであろうか︒

立とは浄土経典の訳出とそれらが中国仏教者に受容されることを

本章では︑中国浄土教が成立する過程を論じてきたが︑その成

結

叫 藤 田 宏 達 氏 は ︑ 本 書 に お い て 二 九O部の経論を掲載しているが︑本論では︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄の訳出とその受容を中国浄

土教における一つの転換期と捉えていることから︑﹃観無量寿経﹄訳出時期までを範囲としたい︒
柁﹃大正新修大蔵経﹄四七︑九一頁下

時真撰・偽撰の問題を存するものや︑現存はしていないが経録に記載されてあるものまで提示した︒

叫 新 羅 浄 土 教 で は ︑ 元 暁 ( 六 一 七l六八六)﹃両巻無量寿経宗要﹄三巻︑慣興(六二O年頃l七O O年頃)﹃無量寿経連義述文賛﹄二
巻︑あるいは三巻などがある︒

喝なお︑惰唐代以降における﹃観無量寿経﹄の註釈書としては︑主に以下のものが挙げられる︒
法聡(生没年不詳)﹃釈観無量寿仏経記﹄一巻

O 二八)﹃観無量寿仏経疏妙宗紗﹄六巻
知礼(九六O l一
O 二八)﹃融心解﹄一巻
知礼(九六O l一
元照(一 O四八 1 一一一六)﹃観無量寿仏経義疏﹄三巻
戒度(生没年不詳)﹃霊芝観経義疏正観記﹄三巻
戒度(生没年不詳)﹃観経扶新論﹄一巻

判 霊 裕 ( 五 一 八1六O五﹀が﹃観無量寿経﹄を註釈したことについては﹃続高僧伝﹄巻九に︑
勝賞央掘寿観仁王毘尼母往生論上下生遺教等諸経各為疏記︒
とある(﹃大正新修大蔵経﹄五O︑四九七頁下参照)︒

判 法 常 ( 五 六 七l六四五)については︑﹃続高僧伝﹄巻一五(﹃大正新修大蔵経﹄五O︑五四O頁下!五四一頁中参照)に記されてい

る︒なお︑﹃観無量寿経疏﹄については︑永超﹃東域伝灯目録﹄の﹁観無量寿経疏一巻﹂の一覧において︑﹁同経疏一巻法常師撰﹂
(﹃大正新修大蔵経﹄五五︑一一五O頁下)とある︒
柑恵谷隆戒﹃浄土教の新研究﹄三四一!三五O頁参照
nu

柑恵谷隆戒﹃浄土教の新研究﹄三五五頁l三九一頁参照

判﹃阿弥陀経﹄は︑曇鷲﹃往生論註﹄において依用されていたが︑唐代に入ると慧浄の註釈書などが見られるようになる︒
特に善導は︑﹃続高僧伝﹄巻二七において次のように記されている︒

O︑六八四頁上)

近有山僧善導者︒周遊嚢寓求訪道津︒行至西河遇道縛部︒惟行念仏弥陀浄業︒既入京師広行此化︒写弥陀経数万巻︒士女奉者其
数無量︒時在光明寺説法︒(﹃大正新修大蔵経﹄五

‑ 30 ‑

善導は﹃阿弥陀経﹄数万巻を書写して︑人々を教化していたとされる︒その結果︑﹃阿弥陀経﹄は広く流布するようになっている︒
即ち︑トルファンにおいて︑
願往生比正善導願写弥陀:::::・
者罪病消除福命長遠仏言若・

書が見られないことが一つあげられる︒即ち︑浄影寺慧遠以降︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄の会通が始まるが﹃大阿弥陀経﹄﹃平

川町﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄を一つの基準に考える背景には︑﹃無量寿経﹄の異訳である﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄に関する註釈

戒度(生没年不詳)﹃阿弥陀経聞持記﹄

元照(一 O四八l 一一一六)﹃阿弥陀経疏﹄一巻

O 二二)﹃阿弥陀経疏﹄一巻
智円(九七六l 一

なお︑惰唐代以降における﹃阿弥陀経﹄の註釈書は多数あるが︑主なものは以下の通りである︒

よく用いられるようになっていたことが知られ︑重要な経典として位置づけられる︒

更に︑善導は著述の一つである﹃法事讃﹄において︑﹃阿弥陀経﹄の全文を引用していることからも︑﹃阿弥陀経﹄は唐代に入って

ァン本﹃観経﹄は六点の計五十四点発見されている(藤田宏達﹃阿弥陀経考究﹄一八O頁参照)︒

ちなみに︑敦燥本﹃無量寿経﹄は十五点︑トルファン本﹃無量寿経﹄は二点の計十七点あり︑敦埠本﹃観経﹄は四十八点︑トルフ

紀から九世紀であろうという説が紹介されている︒

(七二O)︑開元十六年(七二八)とある︒その他︑年代が記されていないものが多数あるが︑その書風の上からして︑多くは七世

また︑その中︑蹴文に年代を‑記載する写本が敦埠本に四点あり︑その年代は︑長寿三年(六九四)︑景龍三年(七O九)︑開元八年

知られる︒その数は︑一八八点以上︑あるいは一九三点を数える︒

唐代に入ってから︑﹃阿弥陀経﹄が中央アジアに広く流布したことは︑敦埠やトルファンで数多くの写本が発見されていることで

頁参照)︒

という︑善導の識語を持つ﹃阿弥陀経﹄の写本断簡が発見されたことにより明らかである(藤田宏達﹃阿弥陀経講究﹄(附章)六九

皆同此輩往生

得上品生専心者

人不令諸悪横得其便終時見仏上品

此経願生浄土者無数化仏恒沙菩薩

•••••
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︒
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等覚経﹄と﹃観無量寿経﹄が会通されることはない︒

なお︑浄土思想に関連する諸経論を無視して︑中国浄土教を論じることは正確な把握とはならないことは言うまでもないが︑それ
は日本浄土教においても同様なことが言えよう︒
一山﹃浄土仏教の思想﹄二︑二三九頁l 二六三頁参照
st

叫藤田宏達﹃原始浄土思想の研究﹄九七頁l 一一五貰参照

a
u

判﹃浄土仏教の思想﹄一︑九頁l 一二頁参照
叫藤田宏達﹃原始浄土思想の研究﹄二三頁￨三二頁参照

判藤田宏達﹃原始浄土思想の研究﹄一二五頁l九六頁参照︑﹃浄土仏教の思想﹄一︑九頁l 二三頁参照

なお︑五存の漢訳以外に︑百済康義氏は新たに︿無量寿経﹀の新異本断片を紹介している︒このことを契機に藤田宏達氏は︑五存
︿無量寿経﹀は考察の対象とはしない︒

七欠を六存七欠の十三訳と改めなければならないとされるが︑その他︑六存六欠とする説も提示している︒ただ︑本論ではこの新訳

ny

判藤田宏達﹃原始浄土思想の研究﹄一一六頁l 一三七頁参照︑﹃浄土仏教の思想﹄二︑二九頁l三八頁参照
哨藤田宏違﹃原始浄土思想の研究﹄一三O頁参照
AU

叫﹃大正新修大蔵経﹄一玉︑六六二頁下
柁﹃大正新修大蔵経﹄一五︑六八七頁下
qL

柁﹃大正新修大蔵経﹄一玉︑六九二頁下
qd

日目﹃真宗聖教全書﹄一︑五五頁
dせ

柁﹃真宗聖教全書﹄一︑六三頁
叫﹃真宗聖教全書﹄一︑六五頁

一頁上l三七三頁中) には︑凡夫の語を多数確認することができる︒その大半

柁中村元著﹃仏教語大辞典﹄一二六九頁参照︒また︑中村元氏は凡夫について︑インドでは世間一般に人々のことを胃ZY
お
ー
いg与

ウ
d

というと述べる︒
附﹃大正新修大蔵経﹄二七︑二二二頁下
柁﹃大正新修大蔵経﹄三九︑五九二頁下
柁求那肢陀羅訳﹃雑阿含経﹄(﹃大正新修大蔵経﹄二︑
が﹁愚痴無関凡夫﹂とある︒
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日%鶏の曹植(一九二l 二三二)の詩文に見られることから︑中国において凡夫の語は︑仏典に限ることなく用いられていたことが知
られる︒
刷﹃大正新修大蔵経﹄九︑一五頁中
円心

時﹃大正新修大蔵経﹄二六︑二五頁下

Aせ

持﹃大正新修大蔵経﹄二六︑二六頁下
問﹃大正新修大蔵経﹄一一六︑一 O 二頁
Fhd

時﹃大正新修大蔵経﹄二六︑二一頁上
GU

時﹃岩波仏教辞典第二版﹄ココ三頁参照
時安世高訳出とされる経典には︑

﹃長阿含十報法経﹄﹃人本欲生経﹄﹃一切流摂守因経﹄﹃四諦経﹄﹃本相猪致経﹄﹃是法非法経﹄﹃漏分布経﹄

﹃婆羅門子命終愛念不離経﹄﹃十支居士八城人経﹄﹃普法義経﹄﹃五陰嘗輸経﹄﹃転法輪経﹄﹃八聖道経﹄﹃婆羅門避死経﹄

﹃阿那郎邪化七子経﹄﹃阿難同学経﹄﹃九横経﹄﹃阿含生正行経﹄﹃太子慕塊経﹄﹃大乗方等要慧経﹄﹃阿難問事仏吉凶経﹄

﹃糖陀国王﹄﹃長者子慎悩三処経﹄﹃摩郵女経﹄﹃捺女祇城因縁経﹄﹃奈女香婆経﹄﹃大安般守意経﹄﹃陰持入経﹄﹃禅行法相経﹄

﹃道地経﹄﹃仏印三昧経﹄﹃自誓三昧経﹄﹃父母恩難報経﹄﹃温室洗浴衆僧経﹄﹃罪業応報教化地獄経﹄﹃分別善悪所起経﹄﹃処処経﹄

﹃十八泥型経﹄﹃罵意経﹄﹃鬼問日蓮経﹄﹃八大人覚経﹄﹃出家縁経﹄﹃法受塵経﹄﹃犯戒罪報軽重経﹄﹃大比丘三千威儀経﹄
﹃舎利弗悔過経﹄﹃阿毘雲五法行経﹄
がある︒
柑﹃大正新修大蔵経﹄二四︑一 O九O頁下

制﹃道行般若経﹄﹃首楊厳経﹄﹃(人偏+屯)真陀羅経﹄﹃方等部古品目遣日説般若経﹄﹃光明三昧経﹄﹃阿闇世王経﹄﹃胡般泥垣経﹄

﹃兜沙経﹄﹃阿閑仏国経﹄﹃字本経﹄﹃内蔵百品経﹄﹃雑替輸経﹄﹃遣日摩尼宝経﹄﹃無量清浄平等覚経﹄
﹃文殊師利問菩薩署経﹄﹃(人偏+屯)真陀羅所問如来三昧経﹄﹃内蔵百宝経﹄
nwd

n
u

時﹃大正新修大蔵経﹄一一︑七六二頁下

叫その他に﹁分別功徳品第十ご﹁分別布施品第十二﹂﹁知家過患品第十六﹂﹁入寺品第十七﹂﹁念仏品二十﹂

﹁四十不共法品第二十ご﹁四十不共法中離一切智人品第二十二﹂﹁四十不共法中善知不定品第二十三﹂﹁助念仏三昧品第二十五﹂

﹁誓輸品之余﹂﹁分別二地業道品第二十八﹂﹁分別声聞畔支仏品之余﹂﹁大乗品第三十﹂﹁護戒品第三十ご﹁助戸羅果品第三十三﹂

d

︒qd

﹁讃戒品第三十四﹂に凡夫の語が見られる︒

焚和大辞典﹄八一 O頁参照)︒

料藤田宏達﹁浄土教における人間観1浄土経典を中心としてl﹂一一一一一 lコ二四頁参照
一 匂喜停の語には﹁離れて︑別々に︑各自に﹂という意味があり﹁別︑各別︑分別︑各各︑独︑離︑異﹂と漢訳される(﹃漢訳対照

︒
円

叫﹃漢訳対照党和大辞典﹄四九O頁参照
叫鎌田茂雄編﹃中国仏教史辞典﹄九二頁

t
月

phu

叫﹃大正新修大蔵経﹄一二︑﹃真宗聖教全書﹄一︑玉O頁l五一頁
吋﹃大正新修大蔵経﹄=一︑﹃真宗聖教全書﹄一︑五一頁
n6

叫﹃大正新修大蔵経﹄二一︑﹃真宗聖教全書﹄一︑六O頁
n
v

叫﹃大正新修大蔵経﹄二O︑六六三頁上

叫凡夫の語は︑曇摩蜜多﹃観普賢菩薩行法経﹄(﹃大正新修大蔵経﹄九)にはなく︑曇摩蜜多訳﹃観虚空蔵菩薩経﹄(﹃大正新修大蔵

経﹄一三)には二箇所︑温渠京声訳﹃観弥鞠菩薩上生兜率天経﹄(﹃大正新修大蔵経﹄一四)には一箇所見られる︒
n
u

柑部派仏教の一つである説一切有部には︑阿羅漢となるための修行階梯がすでに確立している︒そこで︑先行研究(河村孝照﹃倶舎

概説﹄参照︑船山徹﹁地論宗と南朝教学﹂一三二頁l 一三三頁参照)に従いながら行位説を概観したい︒

仏教に帰依した者は欲望の対象から心身を遠離した後︑不浄観・数息観・慈悲観・因縁観・界分別観という﹁五停心観﹂を行じる︒

次に︑﹁四念処(四念住︑四意止ごに移行する︒まずは︑﹁別相念処﹂という観法がある︒身は不浄︑受は苦︑心は無常︑法は無

我であるという四項を観ずることをいう︒続いて︑身受心法のすべてについて︑それらを不浄・苦・無常・無我であると観ずる﹁総
相念処﹂を行ずる︒以上が三賢となる︒

更に︑四諦を有漏の智慧によって繰り返し分析的に﹁煩法﹂﹁頂法﹂﹁忍法﹂﹁世第一法﹂と段階的に観察していき︑最後の﹁世第

一法﹂において︑行者の智慧は有漏智から無漏智へと転換する︒以上が四善根位であるが︑この過程はいまだ凡夫位である︒その内︑

五停心観︑別相念住︑総相念住を三賢位といい︑これを外凡の位とし︑四善根の位を内凡の位と称する︒

﹁世第一法﹂において無漏智を得ると︑﹁見道﹂に入る︒即ち︑凡夫から聖者への転換である︒ここでは理知的煩悩が滅される︒
その聞は︑十五瞬間(十五心)とする︒

﹁見道﹂を過ぎると﹁修道﹂に至り︑理知的煩悩は﹁見道﹂において滅されていることから︑ここでは情意的煩悩が除かれていく
が︑多くの時聞が費やされることとなる︒その道程は﹁四向因果﹂と称される︒
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一

まず﹁修道﹂に入る以前の見道十五瞬間の心を﹁須陀垣向(預流向ごといい︑次の第十六瞬間目に行者は﹁修道﹂へ移行し︑﹁須

陀誼果(預流果ごに至る︒ここから理知的煩悩ではなく︑情意的煩悩を滅するための修行が始まり︑﹁斯陀含向(一来向)﹂﹁斯陀含

果(一来果)﹂︑﹁阿那含向(不還向)﹂﹁阿那含果(不還果)﹂︑﹁阿羅漢向﹂﹁阿羅漢果﹂という段階を経て︑最終的に仏ではなく阿羅
漢となる︒以上が説一切有部における修行階梯である︒

nd

利船山徹﹁地論宗と南朝教学﹂一三三頁参照
問﹃大正新修大蔵経﹄一二二︑二四五頁下

柑﹃成実論﹄一四の﹁善覚品﹂には﹁以得四信不随他故︒又得聖慧根名仏弟子︒余人名外凡夫故﹂(﹃大正新修大蔵経﹄一ニ二︑三五四
頁中)とある︒
刷﹃大正新修大蔵経﹄一一一二︑三六二頁上
hu

氏U

自

判﹃大正新修大蔵経﹄三二︑三七二頁下
守S

柑水野弘元﹁五十二位等の菩薩階位説﹂八頁参照︑船山徹﹁疑経﹃党網経﹄成立の諸問題﹂六O頁l六一頁参照︒

利﹃衆経目録﹄とは︑惰・法経等撰﹃法経録﹄七巻︑陪・彦諜撰﹃仁寿録﹄五巻︑唐・静泰撰﹃静泰録﹄五巻︑各々の名称である︒

(鎌田茂雄編﹃中国仏教史辞典﹄七O頁参照)

︒
口崎船山徹﹁疑経﹃党網経﹄成立の諸問題﹂六七貰l七O頁参照︒また︑水野弘元氏は成立の背景について︑

北貌太武帝の破仏(四三八l四五O
) によって︑為政者が仏法を歪めていることを指摘し︑正しい仏法や大乗戒のあり方を明ら

かにするために作られたものであると思われる︒その成立はとくに破仏の被害が大きく︑その国土を四三九年に亡ぼされ︑仏教

信仰や教学が盛んであった北涼地方において︑または北涼(涼州)出身の学僧によって︑正しい仏法の回復を念願して︑五世紀

後半までには作られたものではないかと思われる︒(水野弘元﹁五十二位等の菩薩階位説﹂九頁参照)

と論じている︒水野氏は三経とも北涼において成立したとあるが︑船山氏は﹃菩薩理璃本業経﹄に関して南朝で成立したと見ている
n
u

柑水野弘元﹁五十二位等の菩薩階位説﹂一 O貰参照︒その他にも︑三経の註釈書は多数に及ぶことから︑当時︑注目されていたこと
を裏づけるものである︒
附﹃大正新修大蔵経﹄八︑八二五頁上l八四五頁上
判﹃大正新修大蔵経﹄二四︑九九七上頁l 一
O 一O頁上

o

戸

hu

qd

ワ
山

尚﹃大正新修大蔵経﹄二四︑一 O 一一下頁l 一
O 一二頁上
州﹃大正新修大蔵経﹄二四︑一 O 一七頁上l 一
O 一七頁中
h
戸 u

d吐

判﹃大正新修大蔵経﹄四七︑一 O 一四頁中l 一
O 一四頁下

司
︐
︐

同﹃大正新修大蔵経﹄二二︑一七四頁下
附﹃大正新修大蔵経﹄三一︑一七七頁下

刈世親造真諦訳﹃摂大乗論釈﹄には︑﹁願楽行人自有四種︒謂十信十解十行十廻向︒為菩薩聖道有四種方便︒故有四人︒如須陀垣道

前有四種方便︒此四人名願楽行地﹂(﹃大正新修大蔵経﹄三一︑二二九頁中)と︑十信・十解・十行・十廻向を菩薩聖道である十地の

四種方便と称し︑前方便としている︒ここから︑地前と地上で凡位と聖位を分けているように考えられる記述が見られるが︑凡位と

n
v

聖位を明確に示しているのは先掲した箇所であり︑それに従うべきであろう︒
欄﹃大正新修大蔵経﹄四四︑八一 O頁中
判﹃大正新修大蔵経﹄四四︑五九三頁下
問﹃大正新修大蔵経﹄四四︑七O 一頁下
qL

灯﹃大正新修大蔵経﹄四四︑八一 O頁中l 下
qd

灯﹃大正新修大蔵経﹄四回︑五五一頁中
灯﹃大正新修大蔵経﹄二一︑五七四頁下
刷﹃大正新修大蔵経﹄四四︑六五五頁上
Fhu

幻﹃大正新修大蔵経﹄四四︑八O九頁下
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第二章
初期中国浄土教における凡夫観

はじめに
鷹山東林寺の慧遠(三三四 l四一六)叫は︑兜率浄土信仰者と
伝えられる道安(一一二二l三八五)時を師とし︑鳩摩羅什(三四
四l 四一三︑あるいは三五O l四O九)とも交流があったことが︑
﹃大乗大義章(鳩摩羅什法師大義)時﹄により知られる︒
後述するが︑庫山慧遠は東晋元興元年(四O 二)に︑同志と共
に般若台の無量寿仏像の前で︑誓いを立てて念仏三昧を実践し︑
西方往生を念じていたという文献がある︒従来︑このことにより︑
庫山慧遠は中国浄土教の嘱矢であると評されている︒
ところが︑庫山慧遠以前に浄土教思想があったことを示すもの
が存する︒そこで︑第一節では該当する文献を提示し︑その浄土
教思想の内容を確認していきたい︒
第二節では庫山慧遠がどのような経典に基づいて浄土教思想を
確立していたのかを確認し︑その上で鹿山慧遠が凡夫についてど
のように見ていたのか︑ということを論じていきたい︒
最後の第三節においては︑庫山慧遠没後︑﹃無量寿経﹄﹃観無量
寿経﹄に基づく西方願生が文献から見られるようになることを示
すことで︑初期中国浄土教における浄土教思想の特徴を知ること
ができるであろう︒以上のことから︑初期中国浄土教における凡
夫観を論じていきたい︒

第一一節

鹿山患遺以前の浄土教思想

中国に仏教が伝来してから︑安一
世高により経典が訳出されるよ

うになるが︑浄土経典とされる最初の経典は︑支婁迦識訳﹃般舟

三味経﹄(一七九年頃訳出)であった︒その後 ︑主な浄土経典と

して﹃大阿弥陀経﹄(二世紀後半から三世紀前半頃訳出)︑﹃平等

覚経﹄(三O八年︑あるいは三七三年頃訳出)が訳出される︒そ

して︑鳩摩羅什によって﹃阿弥陀経﹄(四O 二年訳出)が訳出さ
れる︒

さて︑以下に提示する資料に出てくる人物は三世紀中頃から四

世紀初めの頃に活躍していて︑庫山慧遠以前︑あるいは鷹山慧遠

の少し先輩に当たる︒彼らはどのように西方を願生していたので
あろうか︒

①道世﹃法苑珠林﹄巻四二

晋闘公則︒超人也︒括放粛然唯勤法事︒晋武之世死子錐陽︒

道俗同志為設会於白馬寺中︒其タ転経︒宵分間空中有唱賛声︒

仰見一人形器壮偉儀服整麗︒乃言目︒我是閥公則︒今生西方

安楽世界︒与諸菩薩共来聴経︒合堂驚躍皆得時見︒時復有汲

郡衛士度︒亦苦行居士也︒師於則公︒其母又甚信向︒諦経長

斎常飯僧︒時日将中︒母出斎堂与諸尼僧遣遥眺望︒忽見空中

有一物下︒正落母前︒乃則鉢也︒有飯盈鷲︒馨気充勃︒薗堂

粛然一時礼敬︒母自分行︒斎人食之皆七日不飢︒此鉢猶云尚

存北土︒度善有文辞︒作八闘機文︒晋末斎者尚用之︒晋永昌

守
d

qd

生︒倶脱骸以不死者也管

西方︒呉輿王該目︒燭日闘史登宵︒衛度継軌︒威倍泊於無

中死︒亦見霊異︒有造像者︒作聖賢伝具載其事︒云度亦生

読請し講義をしていたことが伝えられている ︒

竺法瞬(三二七l四O 二﹀が﹁無量寿﹂を浄土の因とし︑常に

②には僧顕(生没年不詳)が無量寿仏を見たことが︑③には

また︑④には支遁(支道林︑三一四l三六六)が著した﹁阿弥

陀像讃並序﹂が記されている︒ここには︑﹁調諦阿弥陀経﹂とあ

り︑支通の活躍した時代から︑鳩摩羅什訳﹃阿弥陀経﹄ではなく︑

②慧岐﹃高僧伝﹄巻一一
乃属想西方︒心甚苦至︒見無量寿仏降以真容光照其身 ︒所苦

﹃大阿弥陀経﹄あるいは﹃平等覚経﹄であったことが推察される

のかは必ずしも知り得ない︒

ただ︑彼らが何れの経典によって信仰を持つようになっていた

僧顕のような病気の治癒を目的とするものを見ることができた ︒

その浄土に対する信仰があったことが知られた ︒ その内容には︑

以上のように︑庫山慧遠以前の浄土教思想には︑阿弥陀仏及び

の讃文も残しているす

像讃並序﹂﹁文殊師利讃﹂﹁弥鞠讃﹂﹁維摩詰讃﹂﹁善思菩薩讃﹂等

が︑それを示す文献はない︒なお︑支遁はこの他にも﹁釈迦文仏

都愈是タ便起操浴 ︒為同住及侍疾者説己所見︒並陳誠因果略︒
③慧岐﹃高僧伝﹄巻玉
毎以法華為会三之旨︒無量寿為浄土之因︒常吟詠二部︒有衆
則講︒独処則請す
④道宣﹃広弘明集﹄巻一五
阿弥陀仏像讃並序
仏経紀西方有因︒国名安養︒迦遼週温︒路験恒沙︒非無待者︒

於蓮花之中︒無有胎苧之繊也︒館宇宮殿︒悉以七宝︒皆自然

量寿︒国無王制斑爵之序︒以仏為君︒三乗為教 ︒男女各化育

ついて考えてみると︑佐一法噴の活躍した時期に﹃無量寿経﹄はま

﹃観無量寿経﹄は訳出されていない︒③に見られる﹁無量寿﹂に

陀経﹄﹃平等覚経﹄﹃阿弥陀経﹄などがあり︑まだ﹃無量寿経﹄

当時訳出されていた主な浄土経典には︑﹃般舟三昧経﹄﹃大阿弥

懸構︒制非人匠︒(中略)此晋邦玉末之世︒有奉仏正戒 ︒ 語

不能遊其彊︒非不疾者︒鷲能致其速 ︒其仏号阿弥陀︒晋言無

論阿弥陀経︒誓生彼因︒不替誠心者︒命終霊逝化往之彼︒見

訳出されていない︒すでに訳出されていたであろう﹃大阿弥陀
だ‑
経﹄﹃平等覚経﹄が考えられるが︑両経には﹁無量寿﹂という訳

①には闘公則(一二ハ五l 二九O年の聞に没している)と︑その

とができる ︒しかし︑竺法噴は四O 二年に没しており︑その年に

られることから︑﹃阿弥陀経﹄を請していた可能性を指摘するこ

仏神悟即得道央官

門弟である衛士度(三二二年頃没)とその母が︑西方の安楽世界

﹃阿弥陀経﹄は訳出されていることから︑智一法噴が本経を手にし

語は見当たらない ︒但し︑﹃阿弥陀経﹄には﹁無量寿﹂の語が見

を願生していたことが記されている ︒
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ている可能性は低いであろう︒
このように彼らが何れの経典に基づいた浄土信仰を持っていた
のかということについて明確なことは示すことができないが︑虚
山慧遠以前においては︑いまだ経典に基づいた浄土教の教学体系
が確立するまでには至つてはいなかったことを指摘することがで
きる︒

第二節
第一項

鹿山怠遠の浄土教思想とその凡夫観

置山慧遠の浄土教思想

では︑庫山慧遠の浄土教思想には︑どのような教学体系が見ら

れるのであろ う か︒庫山慧遠に関連する文献から論じていきたい︒

庫山慧遠は︑戚和九年(一一二二四)に生まれ︑義照八年(四一

一
一一)に没していることから︑ちょうど東晋の時代(三一八l四

八)に活躍した仏教者である︒当時︑漢訳されていた主な浄土経

典は︑﹃般舟三味経﹄﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄︑そして鳩摩羅什

訳﹃阿弥陀経﹄などがあげられる︒

弥鞠信仰者と伝えられる道安を師に持つ虚山慧遠であったが︑

彼自身には弥鞠信仰は見られない︒一方︑彼には西方を願生した

ということを示す文献が現存している︒そこから西方願生の基盤

となっている経典は︑﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄﹃阿弥陀経﹄で

はなく﹃般舟三昧経﹄であることが知られる︒

庫山意遠は︑鳩摩羅什と書簡を往復するなど︑鳩摩羅什と密接

な関係にあったことから︑鳩摩羅什が訳出した﹃阿弥陀経﹄を手

にし︑本経に基づいて西方を願生したことが推察されるが︑この

ことは現存する文献からでは明らかとならない︒

庫山慧遠に関連する文献として︑現在︑確認できるものは︑

﹁念仏三昧詩集序﹂などの序︑﹃沙門不敬王者論﹄﹃大乗大義章

(鳩摩羅什法師大義)﹄や煩讃︑書簡などがある時︒これらの中に

は︑阿弥陀仏信仰と関連する部分がある念仏三昧︑般舟三昧につ
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いての言及が見られるが︑西方を願生するという浄土信仰は見

を期したことが記されている︒

願文には出家・在家が共に集まり願うことが記されていることか

無量寿仏像の前に集まった劉遺民らは︑みな在家者であったが︑

庫山慧遠の浄土信仰については︑僧祐(四四五l 五一八)の

ら︑西方を願生するのに︑出家・在家などは問題となっていなか

られない︒
﹃出三蔵記集﹄において確認することができる︒

貞感幽冥宿懐特発︒乃延命同志息心情信之士百有二十三人︒

文目︒惟歳在摂提秋七月戊辰朔二十八日乙未︒法師釈慧遠︒

栄︒依遠遊止︒遠乃於精舎無量寿像前建斎立誓共期西方︒其

彰城劉遺民︒雁門周続之︒新薬畢穎之︒南陽宗柄︒並棄世遣

書簡問答集は﹃大乗大義章(鳩摩羅什法師大義)﹄として現存し

ている︒その内容は︑大乗仏教の思想に関することであり︑その

しかしながら︑庫山慧遠は鳩摩羅什との聞に書簡を取り交わし

生したのであろうか︒このことを明示した文献は現存していない︒

では︑実際にどのような方法を用いて︑庫山慧遠らは西方を願

ったようである︒

集於鷹山之陰般若台精舎阿弥陀像前︒率以香華敬鷹市警駕︒

ている︒

の問答に関して次のように示されている︒

本書には︑西方願生と関連すると推察できる念仏三昧について

惟斯一会之衆︒夫縁化之理既明︒則三世之伝顕失︒遷感之数
既符︒則善悪之報必失︒推交智之潜論︒悟無常之斯切︒審三
報之相催︒知轍趣之難抜︒此其同志諸賢所以タ傷害勤仰思依
済者也叫︒

次問念仏三昧並答
庫山慧遠の高風を慕って︑彰城の劉遺民(三五二l 四
一 O) をは

問云︒則答云︒則決其疑網︒若仏間夢中之所見︒則是我相之

夫之境︒感之与解皆自厘己還理了︒而経説念仏三昧見仏︒則

遠問日︒念仏三昧︒般舟経念仏章中説︒多引夢為輪︒夢是凡

じめとして︑雁門の周続之︑新蕪の畢頴之︑南陽の宗煩らが庫山

所咽想相︒専則成定︒定則見仏︒所見之仏︒不自外来︒我亦

ここには︑持律や三昧の実践に志のある者︑俗世を厭う者らが︑

に集まり︑庫山慧遠はそこで般若台精舎の無量寿仏像の前で斎会

神通之会︒自非実相︒則有往来︒往則是経表之談︒非三味意︒

不往︒直是想専理会大開︒於夢了疑大我︒或或不出︒境仏不

願文には︑庫山慧遠は息心(出家)︑清信(在家)の士ら百二

後何以為通︒文般若経云︒有三事得定︒一調持戒無犯︒二謂

を営み︑誓いを立てて共に西方を期したとある︒そして︑その時︑

十三人を鷹山の陰(北)︑般若台精舎の阿弥陀仏像の前に集めた

大功徳︒三謂仏威神︒為是定中之仏︒外来之仏︒若是定中之

来︒而云何有解︒解其安従平︒若真蕗外応︒則不得以夢為略︒

とある︒彼らはみな三世因果の理に明らかで︑善悪応報の必然を

仏︒則是我想之所立︒還出於我了︒若是定外之仏︒則是夢表

劉遺民の著した願文が読まれていたことが知られるt

知っているような者たちである︒彼らは︑西方に心をかけ︑西方
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之聖人︒然則成会之表︒不専在内︒不得令聞於夢明実︒念

いし︑後者ならば夢中の所見を超えた存在となろう︒

なのか︒前者ならば自分の心中にあらわれたものに過ぎな

以上が鹿山慧遠の聞いをまとめたものである︒この間いに対し

仏三昧法法為爾不︒二三之説︒寛何所従也君
庫山慧遠の聞いには︑﹁般舟経﹂の語が示されていることから︑

て︑鳩摩羅什は次のように回答している︒

現在諸仏︒心住一処︒即得見仏︒請問所疑︒三者学習念仏︒

O

彼の念仏三昧が﹃般舟三昧経﹄に基づいていたことは明らかであ
る︒ここで当該箇所の整理を行うならば以下のようになろう叫

什答︒見仏三昧有三種︒一者菩薩或得天眼天耳︒或飛到十方
①﹃般舟三昧経﹄の念仏章には︑行者は般舟三昧によって見仏

或以離欲︒或未離欲︒或見仏像︒或見生身︒或見過去未来現

仏所︒見仏難問︒断諸疑網︒二者雄無神通︒常修念阿弥陀等

すると説いてある︒その見仏が夢で見るところと閉じという

在諸仏︒是三種定︒皆名念仏三昧︒其実不同︒者得神通見十

︻虚山慧遠の問い︼

ならば︑それは自分の心で見たものではないだろうか︒

方仏︒齢者最下︒統名念仏三昧︒復次若人常観世間厭離相者︒

大体夢と閉じであろう︒しかし︑そのことは︑夢をもって喰

いをこらすことによって仏に会うことになったのであるから︑

らといって自分で仏の所へ行ったのではない︒ただ専らに想

十万仏土︒彼仏以無量光明︒常照十方世界︒若行知経所説︒

至言︒又般舟経種種設教︒当念分別阿弥陀仏︒在於西方︒過

以者何︒釈迦文仏所説衆経︒明阿弥陀仏身相具足︒是知来之

道之根本也︒又学般舟三昧者︒離言憶想分別︒而非虚妄︒所

於衆生中︒行慈為難︒是以為未離欲諸菩薩故︒種種称讃般舟

えることはできないであろう︒神通力をもって︑仏に会う

能見仏者︒則有本末︒非徒虚妄憶分別市己︒以人不信︒不知

②もし︑行者が三昧に入れば︑仏を見ることができるだろうが︑

(見仏)というのも︑実相の立場でいうのでなければ往来が

行禅定法︒作是念︒未得神通︒何能遠見諸仏血︒是故仏以夢

三昧︒而是定力︒雄未離︒亦能摂心一処能見諸仏︒則是求仏

あろうが︑往来ということは経典には説かれていないし︑ま

為轍耳︒如人以夢力故︒雄有遠事︒能到能見︒行般舟三昧菩

その見ることのできた仏とは︑外から来たのではなく︑だか

た︑般舟三昧の意でもない︒

三つがあって般舟三昧が可能となると説かれている︒仏の威

③﹃般舟三昧経﹄には︑行者の持戒︑功徳︑そして仏の威神の

別︒当是虚妄︒而経説諸仏身皆従衆縁生︒無有自性︒畢寛空

是︒何況施其功用︒而不見也︒又諸仏身有決定相者︒憶想分

以人信夢故︒以之為轍︒又夢是不然之法︒無所施作︒尚能知

薩︒亦復知是︒以此定力故︒遠見諸仏︒不以山林等為碍也︒

神という時の仏とは︑三昧中の仏なのか︑それとも外来の仏
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令衆生︒各得其利︒種諸善根故︒如般舟経中見仏者︒能生

若虚妄者︒悉応虚妄︒若不虚妄︒皆不虚妄︒所以者何︒普

寂︒如夢知化︒若然者︒如説行見諸仏身︒不応独以虚妄也︒

の三つは︑何れも念仏三昧というが︑上・中・下の別があ

いは過去・未来・現在の諸仏を見る等の方法がある︒以上

離欲しないままでも︑仏像を見る︑生身の仏を見る︑ある

三つには︑念仏を学習し︑あるいは離欲するにしろ︑また

また︑般舟三昧が勧められるのは︑未離欲の菩薩等の為で

善根︒成阿羅漢︒阿惟越致︒是故当知︒知来之身︒無非是
者︒便能通達実事︒誓如常習燈燭日月之明︒念復障物︒便

ある︒その三昧の力によって︑菩薩は未離欲にあっても仏に

る
︒

得天眼︒通達実事︒文下者持戒清浄︒信敬深重︒兼彼仏神

見えることができるのである︒

実︒又憶想分別︒亦有時有︒若当随経所説︒常応憶想分別

力︒及三昧力︒衆縁和合︒即得見仏︒如人対見鏡像︒又一

夫︒是故不応以此三昧所見︒謂為虚妄︒文諸菩薩得此三味

而般舟三昧︒無始生死以来︒二乗之人︒尚不能得︒況於凡

ある︒もし︑行者が経典の通り︑仏を見ることができたなら

﹃般舟三味経﹄には︑その阿弥陀仏を念じ分別しなさい︑と

はない︒諸経典には阿弥陀仏の相が説かれている︒また︑

般舟三昧とは︑言葉を離れたものであるが︑空虚な妄想で

見仏︒則問解釈疑網︒従三昧起︒住色心中︒深楽斯定︒生

ば︑道理にかない︑決して空虚な妄想とは言えない︒三味の

凡夫︒無始以来曾見︒皆応離欲得天眼天耳︒還復輪転五道︒

食著意︒是故仏教行者︒応作是念︒我不到彼︒彼仏不来︒

することから︑経典は夢の喰えをもって示すのである︒菩薩

行法を知らない者は︑神通力がなければ見仏は不可能と思考

市有︒或是先世憧想果報︒或是今世憶想所成︒聞是教巳︒

は︑この三昧に入つては見仏︑聞法して心静かであるが︑三

而得見仏開法者︒但心憶分別︒了三界之物︒皆従憶想分別
心厭三界︒倍増信敬︒仏善説知是微妙理也︒行者即時得離

昧から出るとかえって三昧の楽しみに愛着する心を起こすか

して︑行者をして現世の欲を離れ︑深く心を静めて般舟三昧

はただ心の上のことである﹂という思いを起こすように教示

ちらに来るのではないのに︑見仏し聞法するのである︒これ

ら︑釈尊は行者に﹁われが仏の所へ行くのではなく︑仏がこ

三界欲︒深入於定︒成般舟三昧叫︒
鳩摩羅什の回答は次のようにまとめることができよう︒
︻鳩摩羅什の答え︼
通を得たり︑また仏の所へ行って見仏し開法する︒二つに

上かの仏の神力と三昧の力を併せて︑多くの縁が和合するな

また︑下なる者においても︑持戒し︑深く信じ敬い︑その

を成就するように導かれるのである︒
は︑阿弥陀仏等の現在する諸仏を常に念ずることによって︑

らば︑見仏は可能であるということは︑ちょうど人が鏡に向

見仏三昧には三種ある︒一つには︑菩薩が天眼通・天耳

心を一処にとどめることで見仏するという般舟三味がある︒
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かつて自分の像を見るようなものである︒
たことがあるはずだから︑みな欲を離れて天眼・天耳を得

遠に関する文献からは定かとはならないが︑﹃大乗大義章﹄には

この中︑庫山慧遠が依用したものについては︑現存する庫山慧

④失訳﹃抜肢菩薩経﹄(現存の異訳︑部分訳)

ることができるはずであるが︑再び五道の生死を輪転して

﹁般舟経﹂と示されていた︒従って︑経典名が相似する①・②の

また︑どの凡夫でも︑無始よりこのかた︑かつて仏を見

しまう︒そして般舟三昧は︑無始生死より以来︑二乗の者

文献に基づいて︑西方願生に関する説示を確認したい︒
にある︒

西方の阿弥陀仏国への往生が説かれる箇所については次のよう

ですらそれを得ることはできないことから︑凡夫において
得られないのは当然である︒だからこそ︑三昧で見られる
ところを虚空とは思つてはならない︒

其有比正比丘尼︒優婆塞優婆夷︒持戒完具︒独一処止︒心念

︻﹃般舟三昧経﹄(三巻本)︼

する︒即ち︑神通力による見仏︑般舟三味による見仏とそれら以

西方阿弥陀仏︒今現在随所開当念︒去是間千億万仏剃︒其国

鳩摩羅什は︑直山慧遠の聞いに対して︑三種の見仏三昧を提示
外の見仏である︒鳩摩羅什は︑庫山意遠に対して︑﹃般舟三昧

名須摩提︒在衆菩薩中央説経︒一切常念阿弥陀仏︒

︻﹃般舟三昧経﹄(一巻本)︼

固な

知是得来生我因︒仏言︒是菩薩用是念仏故︒当得生阿弥陀仏

菩薩言︒欲来生我国者︒常念我数数︒常当守念︒莫有休息︒

見仏巳従問︒当持何等法生阿弥陀仏国︒爾時阿弥陀仏︒語是

菩薩於是間国土間阿弥陀仏︒数数念︒用是念故︒見阿弥陀仏︒

(中略)

経﹄の経説は︑未離欲の菩薩の為であり︑その三味力と仏の威神
力によって︑見仏することができるとし︑その見仏によってあら
われる仏は虚妄ではないことを強調している︒
以上が鳩摩羅什における回答の要点である︒ここには︑鹿山慧
遠における西方願生についての記述は見られない︒
では︑どこに庫山慧遠の西方願生に関する思想が示されている
のだろうか︒それは︑庫山慧遠が依用した﹃般舟三昧経﹄に説示
されている︒
ところで︑﹃般舟三昧経﹄には次の漢訳が現存している︒

念西方阿弥陀仏今現在︒随所開当念︒去此千億万仏利︒其国

其有比正比E尼︒優婆塞優婆夷︒如法行持戒完具︒独一処止
①後漢・支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄三巻(一七九年訳出)

名須摩提︒

(中略)

②後漢・支婁迦識訳﹃般舟三昧経﹄一巻
③階・閣那幌多訳﹃大方等大集経﹄﹁賢護分﹂五巻
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巻

菩薩於此間国土︒念阿弥陀仏専念故得見之︒即問︒持何法

臨終には西方の阿弥陀仏国土への往生を期するというものであっ

きないが︑敢えて庫山慧遠の浄土教思想について述べるならば︑

な教学体系として構築されていたことは文献上から知ることはで

しかしながら︑その浄土教思想は︑後代に確立するような明確

た
︒

O

得生此因︒阿弥陀仏報言︒欲来生者当念我名︒莫有休息則
得来生︒仏言︒専念故得往生叫
般舟三昧を実践する行者は︑この土において仏を見ることによ

出家・在家を間わず︑念仏三昧である般舟三昧を実践する浄土教

であったと言えよう︒そして︑次項で論じるように︑凡夫にとっ

って︑仏より阿弥陀仏国に生まれるための方法が教示される︒
般舟三昧の行者とは︑比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷と︑出家

ては︑実践し成就することが不可能な行業であったのである︒

鹿山麓速における凡夫観

寂則気虚神朗︒気虚則智悟其照︒神朗則無幽不徹︒斯二乃是

序回︒夫称三昧者何︒専恩寂想之謂也︒思専則志一不分︒想

のであろうか︒庫山慧遠は︑﹁念仏三昧詩集序﹂において︑

庫山慧遠は︑念仏三昧の実践者についてどのように考えていた

第二項

・在家は問われない︒ただ行者は︑身を端し心を静め︑西方の阿
弥陀仏を心に思い浮かべて止まないならば︑行者はやがて阿弥陀
仏を見ることができる︒そして︑阿弥陀仏が菩薩(般舟三昧を実
践する行者)に次のように伝える︒﹁もし︑私の国に生まれよう
と思うならば︑常に心に私のことを繰り返し念じて止まないよう
にしなさい﹂と︒即ち︑﹃般舟三昧経﹄には︑阿弥陀仏を念ずる
ことによって︑行者はやがて阿弥陀仏国に生まれることができる
と説かれている︒
このような経説に基づき︑庫山慧遠をはじめ︑そこに参集した
者たちは︑阿弥陀仏像の前で三昧を実践していたのであろう︒

によって阿弥陀仏の国土に往生しようと願求していたことであっ

三世因果応報の道理や輪廻転生の教説を信じ︑その恐れと驚きと

登道位︒甫繭玄門︒体寂無為而無弗為︒及其神変砲︒則令惰

居坐忘冥懐至極智落宇宙市闇路大方者哉︒請言其始︒菩薩初

心惟正︒動必入微︒此偲修以凝神︒積功以移性︒猶或若夫屍

自然之玄符︒会一而致用也︒是故靖恭関守︒而感物通霊︒御

た叫︒即ち︑西方にある阿弥陀仏の国土に生まれることによって︑

短革常度︒巨細互相因︒三光回景以移照︒天地巻静而入懐失︒

その目的は︑劉遺民の誓文から︑ここに誓いを立てる者たちは︑

生死から逃れうると信じるような西方願生思想であったことをう

又諸三昧︒其名甚衆︒功高易進念仏為先︒何者窮玄極寂尊号

如来︒体神合変応不以方︒故令入斯定者︒昧然忘知︒即所縁

かがうことができるのである︒
以上のように︑鹿山慧遠の浄土教思想とは︑﹃般舟三昧経﹄に
基づいて念仏三昧を行じることで仏に見えることを期し︑また︑
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駕︒於是暗夫淵凝虚鏡之体︒則悟霊根湛一清明自然︒察夫

以成鑑︒明則内照交映而万像生駕︒非耳目之所至︒市聞見行

な記述はない︒従って︑鹿山慧遠がどのような見解を持ってい

ていることが説示されているが︑その実践者については具体的

な内容である︒ここには︑念仏三昧の功徳や実践においてすぐれ

では︑三味の実践者について︑庫山慧遠はどのように考えてい

玄音之叩心聴︒則塵累毎消滞情融朗︒非天下之至妙︒執能
之重迷︒若以匹夫衆定之所縁︒固不得語其優劣︒居可知也︒

たのであろうか︒先述したように︑﹃大乗大義章﹄には般舟三昧

たのかは知ることができない︒

是以奉法諸賢成思一一授之契︒感寸陰之類影︒健来儲之未積︒

の実践者について︑菩薩でも特に未離欲の菩薩であることが説示

与於此哉︒以蕊而観︒一観之感︒乃発久習之流覆︒割昏俗

於是洗心法堂整襟清向︒夜分忘寝夙宵惟勤︒庶夫貞詣之功︒

されていた︒それに対し鳩摩羅什の答えの中に︑

凡夫時︒

道︒市般舟三昧︒無始生死以来︒二乗之人︒尚不能得︒況於

又一凡夫︒無始以来曾見︒皆応離欲得天眼天耳︒還復輪転五

以通三乗之士山︒臨津済︒与九縁同往︒仰援超歩抜茅之興︒
術引弱進︒垂策其後︒以此覧︒衆篇之揮翰︒量徒文詠而巳
哉
叫
︒
と念仏三昧について説示している︒
三昧とは︑思いを一点に集中させ︑想を寂めることをいうので

と︑凡夫とは無始よりこのかた︑かつて仏を見たことがあるはず

だから︑みな欲を離れて天眼・天耳を得ることができるはずであ

あり︑それによって志は一つとなって分散せず︑想が寂であると︑
気は虚となり︑精神は澄みわたってくる︒気が虚となれば︑智は

る︒ところが︑再び玉道の迷いを巡ってしまう存在である︒二乗

や凡夫において得ることができないのは当然である︑と示すよう

その照を安静にし︑精神が澄みわたれば︑幽微な道理に合致する
三味には色々な種類があるが︑中でも念仏三昧はすぐれた功徳

に凡夫だけでなく二乗でさえも︑般舟三昧を得ることはできない

ですら︑無始生死以来︑般舟三昧を得ることはできない︒まして

をもち︑実践し易いとする︒念仏三昧に入れば︑行者の心は分別

としている︒また︑

ものであると述べる︒

の知を忘れる︒

念仏三昧中に聞く仏の不思議な音声は︑人の心の煩いを消し凝滞

していない鏡のように︑清く明らかで自ずから成るものであり︑

身
時
︒

滅三界結使︒唯有甚深仏法中︒愛慢無明等細微之結︒受子法

結有二種︒一者凡夫結使︒三界所繋︒二者諸菩薩得法実相︒

念仏三昧中に見る仏の体は︑深く澄んでしかも何物の影をも映

した思いを融けしめるとする V
以上が鷹山慧速が﹁念仏三昧詩集﹂の序において述べた大まか
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と︑凡夫は三界の煩悩を成就しており︑その煩悩(結使)によっ
て︑三界に繋がれている存在であることが示される一方で︑諸
菩薩は法の実相を得る三界の結使を滅している存在として示さ
れている︒
このように︑﹃大乗大義章﹄には︑未離欲の菩薩に対して︑般
舟三昧を勧めるところが見られ︑凡夫における般舟三昧の実践に
ついて成就し難いことを述べるにとどまり︑凡夫の実践に関して
それ以上のことを示すことはない︒

第三節

鹿山慧遠以降の浄土教思想

弘始四年(四O 二)︑鳩摩羅什によって﹃阿弥陀経﹄は訳出さ

れる︒庫山慧遠は四一六年に没することから︑﹃阿弥陀経﹄を手
にする可能性はあった︒

ところが先述したように︑鹿山慧遠には﹃阿弥陀経﹄の影響を

見ることはできず︑その浄土教思想とは﹃般舟三昧経﹄に基づく
ものであった︒

庫山慧遠は一つの集団を形成していたが︑その浄土教思想の影

響は宋代に至るまで他方に及ぶことはなかったことから︑広まり

但し︑注意しなければならないのは︑﹃大乗大義章﹄は︑鹿山
慧遠と鳩摩羅什の問窓口であり︑ここには︑鹿山慧遠の思想だけで

を見せることはなかった︒

生する者がいたことを以下に示す文献から見ることができる︒

庫山慧遠没後︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄に基づいて西方を願

なく︑鳩摩羅什の思想が大いに説示されている点である︒とはい
え︑庫山慧遠は︑鳩摩羅什からの返信によってその思想を受容し
ていたことは充分に考えられることであろう︒

﹃無量寿経﹄は四二一年頃訳出されることから︑それ以降の状況

を示した文献となる︒以下にこのことを示す文献を提示したい︒

①慧岐﹃高僧伝﹄巻六

初叡善摂威儀弘賛経法常回此諸業願生安養︒毎行住坐臥不敢

正背西方︒後自知命尽︒忽集僧告別︒乃調衆目︒平生誓願願

生西方︒知叡所見或当得往︒未知定免狐疑成不時︒

②道宣﹃広弘明集﹄巻一五

無量寿煩和従弟恵連

法蔵長王宮︒懐道出国域︒願言四十八︒弘誓握群生︒浄土一

‑ 46 ‑

何妙︒来者皆清英︒類年欲安寄︒乗化必展征咽︒
③慧岐﹃高僧伝﹄巻六
遠毎謂目︒共吾弘仏法者爾其入手︒後停山少時忽感篤疾︒於
是要誠西国想像弥陀︒遠遺済一燭日︒汝可以建心安養競諸漏
刻︒済執燭沼郡机停想無乱︒文請衆僧夜集為転無量寿経︒至五
更中済以燭授同学︒令於僧中行之︒於是暫臥︒因夢見自乗一
燭乗虚而行暗無量寿仏︒接置子掌遍至十方略︒
④慧岐﹃高僧伝﹄巻一二
宋永初中南遊番高止台寺︒晩又適交世之仙山寺︒諦無量寿及
観経︒誓心安養︒以孝建二年於山上乗薪︒密往薪中以火自焼

⑤慧岐﹃高僧伝﹄巻一一
及隠還峡西︒復随従数載︒諸部毘尼洞尽心曲︒後還萄止霊建
寺︒益部僧尼無不宗奉︒常祈心安養︒毎諦無量寿及観経︒帆
見一沙門形甚妹大常在琳前唱︒
⑥慧岐﹃高僧伝﹄巻八
度与紹並為斉寛陵王子良始安王遥光︒恭以師礼︒資給四事︒
度常願生安養︒故偏講無量寿経︒積有遍数時︒
⑦慧岐﹃高僧伝﹄巻八
後移憩霊味寺︒於是続講衆経盛子京邑︒講大浬盤凡八十四遍︒

成実論十四遍︒勝重四十二遍︒維摩二十遍︒其大小品十遍︒

0

法華十地優婆塞戒無量寿首楊厳遺教弥靴下生等亦皆近十遍︒

黒白弟子三千除人︒諮菓門徒常盈数百噸

⑧慧般﹃高僧伝﹄巻三

沙門僧含請訳薬王薬上観及無量寿観︒含即筆受︒以此二経是
転障之秘術浄土之洪因故沈吟嵯味流通宋国明︒

⑨宝唱﹃比E尼伝﹄巻四

繭勝量無量寿経不捨昼夜︒父母愛念使其為道時︒

①は鳩摩羅什門下であった僧叡(三五二l四三六)について示

されている︒この文献からは︑僧叡が何れの経典によったのかと

いうことは知ることができないが︑鳩摩羅什門下であったことを

勘案すると︑﹃阿弥陀経﹄によって平生より西方を願生したので
はないかと推察される︒

②には南朝の文人であった謝霊運(三八五!四三三)が︑﹁無

量寿煩﹂を撰述していたことが記されている︒ここには︑四十八

の弘誓が群生を能うという︑明らかに﹃無量寿経﹄から影響を見
ることができる︒

③には庫山慧遠の門下であった僧済が︑﹃無量寿経﹄を転じて

無量寿仏を感見したとある︒

④には曇弘 (?l四五五)が︑番高・交世方面まで行き︑﹃無

量寿経﹄﹃観無量寿経﹄を請して西方を願生し︑最後は焼身往生
したとある︒
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留まり︑常に西方に心を傾け﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄を諦し

⑤には法琳 (l四九五)が︑峡西に赴き︑更には萄の霊建寺に

からは定かではない︒やはり︑曇鷲の出現によって︑三経は受

基づく浄土教思想が構築されていたということは︑現存する文献

になっていく過程を知ることができよう︒但し︑これらの経典に

る
︒

容され︑浄土教の教学体系が構築されていくようになるのであ

たとある︒
⑥には法度(四三七l五OO) が︑宋末に建康に来て︑摂山の
棲霞寺に住して﹃無量寿経﹄を講説したとある︒
⑦には宝亮(四一二l五O九)が︑建康の霊味寺において﹃無
量寿経﹄を講説したとある︒
③には僧含(生没年不詳)が︑重良耶舎訳﹃薬主薬上観経﹄
﹃観無量寿経﹄を筆受したとある︒﹃高僧伝﹄の作者である慧岐
はこの二経について︑煩悩を転じる秘術であり︑浄土に生まれる
因となるものであると捉えていたことが分かる︒
⑨には道貴尼(四コ二 l五二ハ)が︑頂山寺において﹃勝重
経﹄﹃無量寿経﹄を昼夜︑諭していたと伝えられる︒
以上のことから︑鳩摩羅什門下においては︑﹃阿弥陀経﹄が用
いられていた可能性を指摘することはできるが︑他の文献からそ
のことは知ることはできない︒それに対し︑鹿山慧遠以降︑﹃無
量寿経﹄﹃観無量寿経﹄が用いられていた形跡を示す文献を数点
確認することができた︒
中国仏教史上︑庫山慧遠の集団は一度すがたを消すことからも︑
鷹山慧遠における﹃般舟三昧経﹄に基づく浄土教思想は継承され
なかった︒このことは︑迦才が﹃浄土論﹄において︑﹁上古之先
匠︒遠法師︒謝霊運等︑雄以愈期西境︒終是独善一身︒後之学者︒
無所承習時﹂と示す通りであろう︒
ここにおいて︑庫山慧遠以降︑﹃般舟三昧経﹄から﹃無量寿
経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄が西方願生の為に用いられるよう

‑ 48 ‑

初期中国浄土教の時代に訳出された浄土経典として︑主に﹃般
舟三味経﹄﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄︑そして﹃阿弥陀経﹄が挙
げられる︒ここまで考察してきた限りでは﹃大阿弥陀経﹄﹃平等
覚経﹄が用いられてきたという明確な形跡は見当たらず︑また︑
﹃阿弥陀経﹄が用いられていたことも推察できる箇所があったが︑
明らかではない︒ただ︑庫山慧遠において﹃般舟三昧経﹄に基づ
く浄土教思想を確認することができた︒
庫山慧遠没後︑﹃無量寿経﹄が四二一年︑﹃観無量寿経﹄が四二
四年から四四二年の聞に‑訳出されたことにより︑これら二経を用
いた浄土教思想が見られるようになった︒
初期中国浄土教とは︑﹃大阿弥陀経﹄﹃平等覚経﹄﹃阿弥陀経﹄
などではなく︑﹃般舟三昧経﹄に基づいた念仏三昧を実践するも
のが少数ではあるが確認することができた︒
念仏三昧の実践に関しては︑凡夫にとって直ちに実践可能とい
う性格ではなかったが︑凡夫はいつの時か三昧を実践し成就する
能力を兼ね備えていることが示されであった︒
即ち︑このことは︑凡夫はただ救済されるべき存在ではなく︑
菩薩として︑自らの行業の完遂を目的としつつ︑他者の救済へと
展開する大乗菩薩道の実践者と成りうることを示すものと言えよ
︒
wqj
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結

慧遠の伝記については︑僧佑 (四四五l五一八) の﹃出三蔵記集﹄︑ 慧岐 (四九七l五五四) の﹃高僧伝﹄に示されている︒

﹁庫山慧遠﹂と表記する︒

叫﹃大正新修大蔵経﹄五三︑六一六頁中l六一六頁下
柑﹃大正新修大蔵経﹄五O︑三九五頁中l一二九五頁下
刈﹃大正新修大蔵経﹄五O︑三五六頁下
幻﹃大正新修大蔵経﹄五二︑一九六頁中l 一九七頁上
略﹃大正新修大蔵経﹄五二︑一九五頁下l 一九七頁中
nu

時何れの文献も﹃慧遠研究﹄﹁遺文篇﹂に収録されている
判﹃大正新修大蔵経﹄五五︑一 O九頁下
利劉遺民の願文について︑慧岐﹃高僧伝﹄巻六には︑

彰城劉遺民︒橡章雷次宗︒雁門周続之︒新察畢穎之︒南陽宗柄張莱民張季碩等︒並棄世遺栄依遠遊止︒遠乃於精舎無量寿像前︒

o

といった形式となっていて︑鷹山慧遠の関心事を知ることができることから重要な資料と位置づけられる︒

ら︑梁代にはこのような体裁ではなかったことが分かる︒この書は︑庫山慧遠が鳩摩羅什に問い︑それに対して鳩摩羅什が応答する

同本書は﹃出三蔵記集﹄(﹃大正新修大蔵経﹄五五︑八三頁中l八三頁下)において︑いまだ各問答ごとに別して‑記されていることか

子と共に弥鞘像の前で︑兜率上生を誓願したということが示されている︒

川町慧岐﹃高僧伝﹄巻五には︑﹁安毎与弟子法遇等︒於弥鞠前︒立誓願生兜率﹂ (﹃大正新修大蔵経﹄五O︑三五三頁中)と︑道安は弟

る
︒

永平十年(六七)から梁の天監十八(五一九)年に至る︑後漢・三国・東晋・宋・斉・梁の時代に活躍した高僧の伝記が収集されてい

なお︑慧校(四九七l五五四)の﹃高僧伝﹄は︑いわゆる﹁梁高僧伝﹂と称され︑天監十八年(五一九)に撰述されたものである︒

以
下

建斎立誓︒共期西方︒乃令劉遺民著其文目︒惟歳在摂提秋七月戊辰朔二十八日乙未︒法師釈慧遠貞感幽奥宿懐特発︒乃延命同志

息心貞信之士百有二十三人︒集於庫山之陰般若台精舎阿弥陀像前︒率以香華敬薦而誓駕︒
とある(﹃大正新修大蔵経﹄五O︑三五八頁下)︒
ワ
白

判﹃大正新修大蔵経﹄四五︑一三四頁中
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第三章

中期中国浄土教における凡夫観の展開

はじめに
本論における中期中国浄土教とは︑およそ南北朝時代末墳から
唐代末頃までの期間に成立︑展開した浄土教のことをいう︒即ち︑
浄土経典である﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄が訳出された後︑両
経が中国仏教者によって受容されることで︑浄土教思想が確立し
始める頃から︑両経の研究が盛んに行われる時期を一つの区切り
とし︑その期間に成立︑展開した浄土教のことを示している︒
さて︑両経の影響を特に受けたのは︑以下に論じていく曇鷲
・道締・迦才・善導であったと一吉守えよう︒彼らはみな︑阿弥陀
一仏信仰者であり︑阿弥陀仏の本願力による往生を説いている
ところに共通点がある︒更に︑凡夫の往生を説くことにも通ず
る点が見られる︒
ところが︑各仏教者の浄土教思想には︑それぞれ特徴があり︑
決して一様ではない︒阿弥陀仏の本願力による往生という同一
の視点に立ちながらも︑著述の内容を検討すれば異なる見解が
提示されている部分もあることから︑四者の浄土教思想を論じ
ることで︑各立場を明らかにしなければならない︒こうしたこ
とにより︑各凡夫観が明らかとなる︒
さて︑中国浄土教において︑浄土教と凡夫の関係について論
じ︑凡夫の往生を明確に説示したのは︑現存する文献の上では︑

曇鷲が源流となる︒しかし︑その所説は必ずしも凡夫を中心と

した視点において説かれたものではない︒

曇鷲の浄土教を継承した道縛は︑曇鷲において顕在した凡夫

の往生について︑より深く追求するようになる︒

迦才は︑﹁文義参雑章品混滑﹂である道縛の﹃安楽集﹄を再構

成し︑﹁本為凡夫兼為聖人也﹂﹁本為凡夫非為菩薩也﹂の教説を

見出し︑凡夫を中心とした浄土教思想を確立している︒

善導は﹁世尊定為凡夫不為聖人﹂﹁此十六観法︒但為常没衆生

不子大小聖也﹂と説示するように︑先行する迦才と類似した表

現をもって﹃観無量寿経﹄の真意をあらわし︑凡夫を中心とし

た浄土教思想を打ち出している︒

このように曇鷺が説示した凡夫の往生は︑道縛・迦才・善導

という中国浄土教の流れにおいて︑次第に凡夫を中心とした教

説へと展開していくようになる︒

ところが︑こうした凡夫を中心とした教説において示される凡

夫の概念は︑果たして同一なのであろうか︒

凡夫の概念とは︑幅のある概念であることを第一章において確

認した通り︑この語にはいくつかの概念が混在している︒そうで

あるならば︑中国浄土教で用いられる凡夫の概念は果たしてどう

なのであろうか︑という問題意識が生じてくるであろう︒

そこで本章では︑阿弥陀仏の本願力によって︑衆生の往生が成

立するという︑共通基盤を有する浄土教を確立してきた曇鷲・

道縛・迦才・善導における凡夫観とその展開について論じてい
きたい︒
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第一一節

曇鴛の浄土教思想とその凡夫観

曇鷲(四七六l五四二)には︑﹃無量寿経優婆提舎願生偶註
(以下︑﹃往生論註﹄とする)﹄﹃讃阿弥陀仏偏﹄﹃略論安楽浄土義
叫﹄の著述が現存している︒この中︑曇鷲の浄土教思想が体系化
されたものが﹃往生論註﹄であることから︑本書によって見てい
きたい︒

第一項

曇鷲の浄土教思想

五念門とは︑﹃浄土論﹄所説の礼拝門・讃嘆門・作願門・観察

一者示五念力︒二者出五念円︒

門・回向門のことをいう︒この五念門について︑曇驚は次のよう
に解釈している︒

起観生信者︒ 此分中又有二重︒

云何観云何生信心︒若善男子善女人︒修五念円行成就︒畢

示五念力者︒

察門を中心とした構成となっていることから︑それは凡夫には全

寛得生安楽国土見彼阿弥陀仏︒

従来︑天親の﹃浄土論﹄においては︑止観行である作願門・観
く不可能な行業であった︒故に曇鷲が︑﹃浄土論﹄所説の五念門

何等五念問︒一者礼拝円︒二者讃嘆門︒三者作願門︒四者

出五念門者︒

は︑作願門・観察門で説かれる止観行が中心であったのに対し︑

観察門︒五者回向門︒

を凡夫相応の易行へと展開させた︒つまり︑﹃浄土論﹄において
曇鷲の︑讃嘆門(礼拝門も含む場合がある)に説かれる称名行を

後一念是出慈悲教化門時︒

即ち︑﹃往生論註﹄における五念門は一連の行業であり︑讃嘆門

うには言えない構成になっていることを指摘することができる︒

土に入る為の円であり︑後一念は慈悲教化に出る為の円である

そこで阿弥陀仏に見えることができる︒五念門中︑前四念は浄

五念門を実践する者は︑畢寛じて阿弥陀仏の浄土に往生し︑

門者入出義也︒知人得門則入出無碍︒前回念是入安楽浄土門︒

中心とする解釈によって︑凡夫相応の易行体系が成立したとされ
る
唱
︒

の称名行を中心とした構成にはなっていないということである︒

とする︒即ち︑五念門とは︑此土と彼土にわたって修される行

ところが︑実際に﹃往生論註﹄を概観すると︑必ずしもそのよ

讃嘆門の称名行を中心とする解釈は︑曇鷺が凡夫相応の行業の
いると考えられることから︑本節では﹃往生論註﹄の全体的な構

・観察門・回向門を順に解釈していき︑﹃浄土論﹄の﹁菩薩如是

曇鷲は︑﹃浄土論﹄所説に基づいて︑礼拝門・讃嘆門・作願門

業である︒

成を把握し︑その上で曇鴛は凡夫をどのように見ていたのかとい

五念門行︒自利利他︒速得成就阿縛多羅三窺三菩提故叫﹂という

確立を目的として﹃往生論註﹄を著したと捉えることに起因して

うことを論じていきたい︒
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言句に関して次のような問答を設ける︒

更に続けて︑自利利他成就の根底には︑阿弥陀仏の本願力を増

根底となる本願力について︑﹃無量寿経﹄所説の第十八願・第十

上縁とするが故に︑行者の自利利他は成就すると述べる︒その
問日︒有何因縁言速得成就阿構多羅三窺三菩提︒答日︒論言︒

一願・第二十二願を引用することによってあらわしている︒

念念仏︒便得往生︒得往生故︒即勉三界輪転之事︒無輪転故︒

若不得生者︒不取正覚︒唯除五逆誹誘正法︒縁仏願力故︒十

願言︒設我得仏︒十方衆生︒至心信楽︒欲生我国︒乃至十念︒

何以言之︒若非仏力四十八願便是徒設︒今的取三願用証義意︒

四者顛倒善果能壊究行︒五者唯是自力無他力持︒如斯等事触

善乱菩薩法︒二者声聞自利障大慈悲︒三者無顧悪人破他勝徳︒

毘駿致為難︒此難乃有多途︒組言五三以示義意︒一者外道相︒

難行道︒二者易行道︒難行道者︒調於五濁之世於無仏時求阿

謹案龍樹菩薩十住毘婆沙云︒菩薩求阿毘股致有二種道︒一者

婆沙論﹄に基づき次のように述べる︒

ところで︑曇鷺は﹃往生論註﹄回目頭において︑龍樹の﹃十住毘

修五円行以自利利他成就故︒然東求其本︒阿弥陀如来為増上
縁︒他利之与利他談有左右︒若自仏市言︒宜言利他︒自衆生
市言︒宣言他利︒今将談仏力︒是故以利他言之︒当知此意也︒

所以得速一証也︒願言︒設我得仏︒国中人天︒不住正定衆必

目皆是︒誓知陸路歩行則苦︒易行道者︒謂但以信仏因縁願生

凡是生彼浄土及彼菩薩人天所起諸行皆縁阿弥陀知来本願力故︒

至滅度者︒不取正覚︒縁仏願力故︒住正定衆︒住正定来故︒

浄土︒乗仏願力便得往生彼清浄土︒仏力住持即入大乗正定之

菩薩が阿毘駿致を求める時︑難行道︑易行道という二種の道が

来︒正定即是阿毘蹴致︒響知水路乗船則楽略︒

必至滅度︒無諸廻伏之難︒所以得速二証血︒願言︒設我得仏︒
他方仏土諸菩薩衆︒来生我国究寛必至一生補処︒除其本願自
在所化為衆生故︒被弘誓鎧積累徳本︒度脱一切遊諸仏国修菩
薩行供養十方諸仏知来︒開化恒沙無量衆生使立無上正真之道︒

あるとする︒

難行道とは︑仏道を実践する際の行業についての困難性を示し

超出常倫諸地之行現前︒修習普賢之徳︒若不爾者不取正覚︒
縁仏願力故︒超出常倫諸地之行現前︒修習普賢之徳︒以超出

生し︑仏願力に乗じることによって浄土へ往生し︑仏願力によっ

一方︑易行道とは﹁信仏因縁﹂によって︑阿弥陀仏の浄土を願

く︑実践の場としての楊土を問題としている︒

即ち︑実践者の能力や実践行の内容について示しているのではな

い場であり︑実践するには困難であると理解することができる︒

ているとするよりは︑この裟婆世界は仏道修行にとって障害が多
40

常倫︒諸地行故︒所以得速三証也︒斯而推他力為増上縁︒得
不然乎

何の因縁によって﹁速得成就阿鱒多羅三薮三菩提﹂と言えるの
か︑という聞いに対して︑五念門を行じて自利利他が成就するか
らであるとする︒
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さて︑菩薩とは菩提を求める衆生である︒即ち︑無上菩提心

を指して菩薩とするのが妥当な解釈であろう︒

この﹁信仏因縁﹂とは︑具体的に何を示しているかは︑﹃往生

を発した衆生であり︑換言すれば自利利他を行ずる大乗の普薩

て大乗正定衆に入り︑阿毘駿致に至ることができるとする︒
論註﹄において明らかにすることは難しいが︑ここでは仏を信

である︒﹃往生論註﹄では無上菩提心について次のように示され

案王舎城所説無量寿経︒三輩生中難行有優劣︒莫不皆発無上

ている︒

じることと仏願力によることであると考えたい︒
即ち︑易行道とは阿弥陀仏を信じ︑その本願力に縁って往生し︑
曇鷲の提示する易行道とは︑実践者の能力を問題とするのでは

菩提之心此無上菩提心即是願作仏心︒願作仏心即是度衆生心︒

彼此にわたって仏道実践をする道と示すことができよう︒
なく︑知何にして仏に対する信を生ずるのかということが最大の

度衆生心即摂取衆生生有仏国土心︒是故願生彼安楽浄土者要

曇鷲は︑﹃無量寿経﹄三輩段に示される三輩すべてが無上菩提

施与一切衆生共向仏道唱︒

力之所住持受楽無間也︒九釈回向名義︒謂以己所集一切功徳

抜一切衆生苦故︒住持楽者︒謂彼安楽浄土為阿弥陀知来本願

為楽故願生︒亦当不得往生也︒是故言不求自身住持之楽︒欲

発無上菩提心也︒若人不発無上菩提心︒但開彼国土受楽無問︒

課題であったのである︒
以上から︑﹃往生論註﹄とは︑阿弥陀仏の本願力を根底とした
菩薩の仏道ということになろう︒
それでは実践者となる菩薩とは具体的には何を示しているのだ
ろうか︒曇驚は菩薩について︑
菩薩者︒若具存党音︒応言菩提薩唾︒菩提者是仏道名︒薩唾
或云衆生或云勇健︒求仏道衆生有勇猛健志故名菩提薩唾︒今

心を発していることについて言及しながら︑無上菩提心とは願作

と解釈している︒﹃往生論註﹄冒頭に示される菩薩とは︑具体的

を発さなければならないことを示している︒また︑願生するのは︑

曇鷺は︑阿弥陀仏の浄土を願生する際は︑必ずこの無上菩提心

0

に何を示しているのかが明らかではない︒よって︑菩薩とは﹁天

自身の楽の為ではなく︑一切衆生の苦を抜くことが目的となるの

但言菩薩訳者略耳同

親菩薩﹂あるいは﹁龍樹菩薩﹂と結びつけられる︒このことは︑

であり︑自ら積み上げてきた一切の功徳を衆生に回施し︑一切衆

仏心であり︑それは度衆生心であるとする︒

五念門が凡夫には成就しがたい行業として捉えられるようになっ

生と共に菩提に向かうためであるとする︒

が見られる︒﹃往生論註﹄において︑無上菩提心を発すことは︑

ここに大乗菩薩道における自利利他行を完遂する為の願生思想

た一つの要因と考えられる︒
ところが︑曇鷲は五念門を実践する菩薩について︑具体的に示
すことはないことから︑﹃往生論註﹄の中では︑五念門の実践者
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阿弥陀仏の浄土に往生するには必須の条件であったことが知ら

下略)

﹃無量寿経﹄には︑十方恒河沙の諸仏が阿弥陀仏の威神功徳を

0(

ところで︑﹃往生論註﹄には︑五念門による自利利他行が説か

称嘆することが説かれているが︑その称嘆する声を聞いた﹁諸有

信仏因縁皆得往生叫

れている︒その利他の面については︑特に八番問窓口に示されるこ

衆生(唯除五逆誹誘正法ごと説かれているとし︑その衆生を

れるす

ととなる︒
言普共諸衆生往生安楽園︒此指共何等衆生耶叫﹂という問いを設

は︑正法を誹誘さえしなければ﹁信仏因縁﹂により往生すること

更に︑﹃観無量寿経﹄には五逆十悪を犯したはずの下品の凡夫

﹁一切外(道)凡夫人﹂とする︒

ける︒即ち︑﹃浄土論﹄の偏煩である﹁普共諸衆生往生安楽園﹂

ができるとする︒ここに説かれる下品の凡夫は︑﹃往生論註﹄に

曇鷲は︑﹃往生論註﹄巻上において﹁問日︒天親菩薩回向章中

の一句に示される﹁普共諸衆生﹂とは何か︑という問いを設ける︒

引用される﹃観無量寿経﹄の当面からすれば︑菩提心を浄土にお

上菩提心を発すことが往生の条件として捉えていたはずが︑ここ

このことは︑先述した曇鷲の所説と相違する︒即ち︑曇鷲は無

勢至菩薩の大悲の音声によって発すのである︒

いて発すとある︒しかも十二大劫の後︑蓮華が聞き︑観世音・大

この間い対して︑曇鷲は次のように回答する︒
答日︒案王舎城所説無量寿経︒仏告阿難︒十方恒河沙諸仏知
来皆共称嘆無量寿仏威神功徳不可思議︒諸有衆生聞其名号︒
信心歓喜乃至一念︒至心回向︒願生彼国即得往生︒住不退転︒

仏︒此人苦逼不逗念仏︒善友告言︒汝若不能念者︒応称無量

無窮︒如此愚人臨命終時遇善知識種種安慰為説妙法︒教令念

る衆生を教化の対象としているが︑これを曇鷲はご切外(道)

か︒曇驚は︑玉念門の第五回向門とは﹁普共諸衆生﹂と説示され

では︑両者の関係はどのように考えることができるのであろう

では普提心を発さず浄土に往生している︒つまり︑ここに示され

寿仏︒如是至心令声不絶︒具足十念称南無無量寿仏︒称仏名

凡夫人﹂﹁下品凡夫﹂と表現している︒即ち︑ここから五念門の

唯除五逆誹誘正法︒案此市言︒一切外(道)凡夫人皆得往生︒

故於念念中除八十億劫生死之罪︒命終之後見金蓮華︒猶如日

実践者とその教化対象としての凡夫の関係が見られるようになる︒

る凡夫とは︑曇鷺の主張する菩提心を発して往生する者ではない

輪住其人前︒知一念頃︒即得往生極楽世界︒於蓮華中満十二

以上のことから︑﹃往生論註﹄には︑五念門の実践によって往

又知観無量寿経有九品往生︒下下品生者︒或有衆生作不善業

大劫蓮華方開︒(当以此償五逆罪也)︒観世音大勢至以大悲音

生する菩薩︑﹁信仏因縁﹂によって往生する凡夫が両説されてい

のである︒

声︒為其広説諸法実相除滅罪法︒聞巳歓喜応時則発菩提之心︒

ることが分かる︒

五逆十悪具諸不善︒知此愚人以悪業故応堕悪道経歴多劫受苦

是名下品下生者︒以此経証︒明知下品凡夫但令不誹誘正法︒
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第二項
曇鴛における凡夫観

では︑次に菩薩と凡夫の関係性から︑曇鷲が凡夫についてどの
ように捉えていたのかを明らかにしていきたい︒
まず︑﹃往生論註﹄巻下﹁観察体相章﹂には次のように示され
ている︒
何者為四︒一者於一仏土身不動揺︒而遍十方種種応化如実
修行常作仏事︒偶言安楽園清浄常転無垢輪化仏菩薩日如須
弥住持故︒開諸衆生猷泥花故︒
八地巳上菩薩常在三昧︒以三昧力身不動本処而能遍至十方供

花を聞かせようとする︒

即ち︑煩悩を具えた凡夫は︑菩薩によって教化され︑正覚を開

くことができることが説示されている︒

凡夫とは﹁有凡夫人煩悩成就︒亦得生彼浄土三界繋業畢寛不牽

則是不断煩悩得浬繋分駕可思議叫﹂と煩悩成就の存在ではあるが︑

浄土に往生さえすれば︑三界の繋業は畢寛じて牽かないと示され

ることから︑三界流転の存在であることが知られる︒このことは

﹁此三界蓋是生死凡夫流転之闇宅叫﹂という言句がよく示すとこ
ろであろう︒

では︑凡夫とは具体的にどのような存在として捉えられている

悩垢︒仏為諸菩薩常転此法輪︒諸大菩薩亦能以此法輪開導一

諸仏菩薩︒荘厳身口意三業︒用治衆生虚証三業也︒云何用治

凡夫衆生︒身口意三業︒以造罪︒輪転三界︒無有窮巳︒是故

のであろうか︒﹃往生論註﹄巻下﹁観察体相章﹂において︑

切無重時休息︒故言常転︒法身知日而応化身光遍諸世界也︒

衆生︒以身見故受三塗身・卑賎身・醜晒身・八難身・流転身︒

養諸仏教化衆生︒無垢輪者︒仏地功徳也︒仏地功徳無習気煩

言日未足︒以明不動復言知須弥住持也︒掛泥花者︒経言︒高

言教不行苦・無名聞苦︒如是等種種諸苦衆生︒聞阿弥陀如来

普賢聖︒摘斤尊長持法問山口日如是之人︒応受抜舌苦・痛癌苦・

得解脱︒入知来家畢寛得平等身業︒衆生以僑慢故誹誘正法按

如是等衆生見阿弥陀如来相好光明身者︒如上種種身業繋縛皆
O

原陸地不生蓮花卑湿掛泥乃生蓮花︒此輪凡夫在煩悩泥中為菩
薩開導能生仏正覚花︒諒夫紹隆三宝常使不絶叫

ここには︑八地以上の普薩は三昧力の故に︑身をそこから動か

至徳名号説法音声︒如上種種目業繋縛皆得解脱︒入如来家︒

是︒若好若醜︒若善若悪︒若彼若此︒有知是等種種分別︒以

さずして十方に種々の応化身をあらわして衆生を教化することが
仏は諸大菩薩の為に法輪を転じているが︑諸大菩薩もまた一切

分別故長論三有︒受種種分別苦・取捨苦︒長寝大夜無有出期︒

畢寛得平等口業︒衆生以邪見故心生分別︒若有若無︒若非若

の衆生を開導することが示される︒その菩薩の教化対象とは︑煩

是衆生若遇阿弥陀知来平等光照︒若聞阿弥陀知来平等意業︒

示されている︒

悩の泥の中に在る凡夫であり︑菩薩は凡夫を開導して仏の正覚の

是等衆生如上種種意業繋縛皆得解脱入如来家畢寛得平等意業

t
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の教化によって摂せられることが示される︒

衆生の中でも︑凡夫とされる存在は︑諸仏菩薩による身口意の三

転し︑それは窮まりないものであることが詳細に説かれている︒

生知虚空︒云何天親菩薩言願生耶︒答日︒説衆生無生知虚空

楽義具在下観察門中︒問日︒大乗経論中︒処処説衆生畢寛無

願生安楽園者︒此一句是作願円︒天親菩薩帰命之意︒也其安

更に︑﹃往生論註﹄巻上﹁作願門﹂において︑

業によって︑その凡夫の三業は治される︒そして︑阿弥陀仏の浄

有二種︒一者知凡夫所謂実衆生︒如凡夫所見実生死︒此所見

事畢寛無所有知亀毛知虚空︒二者謂諸法因縁生故即是不生︒

O

無所有知虚空︒天親菩薩所願生者是因縁義︒因縁義故仮名生︒

非知凡夫調有実衆生実生死也叫

と︑大乗経論では衆生は畢寛無生であり︑虚空のようであると説

かれているのに︑なぜ天親菩薩は願生というのか︑という問いを

これに対して︑衆生は畢寛無生であり︑虚空のようであるとは︑

真実功徳相者︒有二種功徳︒一者従有漏心生不順法性︒所謂
故名不実功徳︒二者従菩薩智慧清浄業起荘厳仏事︒依法性入

一つには凡夫のいうところは実の衆生︑実の生死であり︑虚空の

設ける︒

清浄相︒是法不顛倒不虚偽︒名為真実功徳︒云何不顛倒︒依

ようなものである︒二つには天親菩薩の願ずるところは因縁の義

徳であるとする︒二つには︑菩薩の智慧清浄の浄業より起こるも

これは凡夫人天による顛倒︑虚偽と表現されるように︑不実の功

と︑二種の功徳を対比している︒一つは有漏心による功徳であり︑

持たない為に︑物事を実体的把握してしまう存在であることが示

親菩薩のように諸法因縁生ということを知ることができる智慧を

ような実の衆生︑実の生死ではないとする︒即ち︑凡夫とは︑天

その劣った部分を強調している︒

このように曇鴛は︑凡夫と菩薩を対比して論じることにより︑

される︒

るが為に不顛倒であり︑衆生を摂して畢寛浄に入らしめるが為に

り︑不顛倒︑不虚偽である︒即ち︑法性に依って二諦に順じてい

のであり︑真実功徳と名づける︒この功徳は︑不実功徳とは異な

であり︑仮に生と名づけているだけである︒よって︑凡夫のいう

法性順二諦故︒云何不虚偽︒摂衆生入畢寛浄故則︒

凡夫人天諸善︒人天果報︒若因若果︒皆是顛倒皆是虚偽︒是

上起下偶﹂において﹁真実功徳相﹂を解釈して︑

また︑凡夫について次のように述べる︒﹃往生論註﹄巻上﹁成

化の対象となるべき存在であったことが知られる︒

即ち︑凡夫とは罪悪的存在であり︑その凡夫とは諾仏菩薩の教

土に生じることができるとする︒

と︑凡夫の衆生は身口意の三業に罪を造ることにより︑三界を流

0

不虚偽とする︒ここにおいても︑有漏的存在である凡夫は︑菩薩
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と凡夫の聞を媒介する者と位置づけることができ︑その媒介者

とができた︒つまり︑﹃往生論註﹄における菩薩とは︑阿弥陀仏

であり︑その菩薩が凡夫を教化するといった構図を導き出すこ

本節により︑﹃往生論註﹄の全体構造から︑菩薩の玉念門が中心

て︑その救済を説くのが主であったと理解されてきた︒しかし︑

従来︑曇驚は﹃往生論註﹄において︑凡夫の往生に視点を当

て往生する凡夫について説かれていたのである︒

阿弥陀仏の本願力によって往生する菩薩と︑同じ本願力によっ

いた︒これらの往生を支えるものは阿弥陀仏の本願力であった︒

その教化対象となる凡夫の往生というこつの往生が説示されて

ところで︑﹃往生論註﹄には︑五念門を実践する菩薩の往生と

されていた︒

れていたように︑凡夫の語によって︑衆生の劣った部分が表現

しまう存在として捉えられていた︒また︑﹁凡夫の衆生﹂と示さ

見から離れることができず︑すべてにおいて実体的把握をして

われており︑その内実は︑煩悩を具え︑罪悪的存在であり︑我

その中で︑凡夫は五念門を実践する菩薩の教化対象として扱

いた︒

の教説ではなく︑五念門を実践する菩薩が中心的に説示されて

曇鷲の﹃往生論註﹄は︑従来論じられてきたような凡夫中心

論じてきたことをまとめてみたい︒

以上︑曇鷲の浄土教思想とその凡夫観を論じてきた︒ここまで

結

を通すことによって︑凡夫の往生が開けてくるとするのが曇鴛

が﹃往生論註﹄によって明らかにしようとした点であろう︒こ

こに曇鷲の浄土教思想の特徴を指摘することができる︒
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第二節

道舗の浄土教思想とその凡夫観

道縛(五六二l六四五)は︑曇鷲の浄土教思想に大きな影響を
受けていることは言うまでもない ︒ このことは道締における帰浄
の経緯などから知ることができるt
しかし︑その思想の根本的な部分︑即ち阿弥陀仏の本願力を増
上縁とする浄土教には違いはないが︑道縛が﹃安楽集﹄に説示す

第一項

道縛の浄土教思想

﹃安楽集﹄における時機観

道締は﹃安楽集﹄の冒頭に﹁此安楽集一部之内︑総有十二大問︒

皆引経論証明勧信求往叫﹂と示すように︑阿弥陀仏への信を勧め︑

その浄土を願生せしめようとしている︒

その為に︑道縛は︑多種多様の経論を引用しながら︑織土と浄

土を対比したり︑種々の論難に対応しながら︑浄土教思想を確立

る浄土教思想の表現と︑曇鷲の﹃往生論註﹄のそれとは異なる︒
では︑どのように表現が違うのであろうか︒

している︒

道縛は﹁勧信求往﹂の為に︑機土での仏道修行の完成は不可能

﹃往生論註﹄において五念門とは︑大乗菩薩道の一つの体系と
して説示されていた︒その実践者は菩麓と示され︑その菩薩道の

であることを示している︒即ち︑曇鷲は裟婆世界を実践困難な環

境として捉えていたが︑道縛は曇鷲の見解を更に深めて︑この土

一貫として教化対象である凡夫が説かれていた︒
ところが︑道締は︑五念門を用いないようにして︑阿弥陀仏の

において実践しても﹁勝果難階﹂であると主張する︒道締は第一

是故大集月蔵経云︒仏滅度後第一五百年︒我諸弟子学慧得堅

大門﹁教興所由﹂において︑

本願力を増上縁とする浄土教思想を確立しようとしている︒ここ
には︑阿弥陀仏と凡夫の関係をより明瞭にしようとした道縛の意
即ち︑曇鷺においては菩薩の教化対象であった凡夫に関する部

図を見ることができる︒
分を︑より具体的に論じていくことに﹃安楽集﹄の主眼があった

有四種法度衆生︒何等為四︒一者口説十二部経︒即是法施度

白法隠滞多有詩訟︒微有善法得堅固︒又彼経云︒諸仏出世︒

固︒第二五百年︒学定得堅固︒第三五百年︒学多聞読諦得堅
固︒第四五百年 ︒造立塔寺 ︒修福織悔得堅固︒第五五百年︒

と考えられる ︒
本節では︑﹃安楽集﹄における道縛の浄土教思想とそこに見ら
れる凡夫観について論じていきたい︒

衆生︒二者諸仏知来有無量光明相好︒一切衆生但能係心観

察︒無不獲益︒是即身業度衆生︒三者有無量徳用神通道力︒

種種変化︒即是神通力度衆生 ︒ 四者諸仏如来有無量名号︒
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若総若別︒其有衆生係心称念︒莫不除障獲益皆生仏前︒即

深解微﹂という衆生のあり方を目の当たりにすることによって︑

しかし︑道縛は︑このような時機観を持ちながら︑凡夫と聖人

時機相応の浄土教思想を確立している︒

是繊悔修福応称仏名号時者︒若一念称阿弥陀仏︒即能除却

の浄土往生を説く﹁凡聖通往﹂の項を設定する︒即ち︑時機相応

是名号度衆生︒計今時衆生︒即当仏去世後第四五百年︒正
八十億劫生死之罪︒一念既爾︒況修常念︒即是恒機悔人也

往生はどのような意味を持つのであろうか︒

によるが故に︑凡夫と聖人が通じて阿弥陀仏の浄土へ往生するこ

道締は﹃安楽集﹄第一大門第八﹁凡聖通往﹂において︑仏願力

ニ﹃安楽集﹄における聖人の往生

の浄土教思想からすれば︑凡夫の往生は導き出されるが︑聖人の

(中略)若欲於斯進趣勝果難階︒唯有浄土一門可以情情趣
入
制
︒
と︑﹃大集月蔵経﹄を引用し︑仏滅度後における衆生のあり方を
あらわしている︒当今は第四の五百年であり︑正しく織悔修福
(称仏名号)の時である︒従って︑浄土一門が︑この末法の時代
における衆生に対して︑唯一の解脱法であるとしている︒このこ
とは︑第三大門において︑更に明示される︒

輪廻生死不出火宅︒答日︒依大乗聖教︒良由不得二種勝法以

土︒由仏願故︒乃該通上下︒(中略)間目︒弥陀浄国既云位

第八明弥陀浄国位該上下凡聖通往者︒今此無量寿国是其報浄

とができることを次のように述べる︒

排生死︒是以不出火宅︒何者為二︒一調聖道︒二謂往生浄土︒

該上下無間凡聖皆通往者︒未知唯修無相得生︒為当凡夫有相

問日︒一切衆生皆有仏性︒遠劫以来応値多仏︒何因至今仇自

其聖道一種今時難証︒一由去大聖遥達︒二由理深解微︒是故

亦得生也︒答目︒凡夫智浅多依相求︒決得往生︒然以相善力

ここでは︑聖人は無相行によって往生することはできるが︑凡

大集月蔵経云︒我末法時中︒億億衆生起行修道︒未有一人得

当今は︑まさに末法・五濁の世であり︑この土において聖道を

夫の有相行も往生はできるのかと聞いを設けていることから︑聖

微但生相土唯観報化仏也岨︒

行じることは難く︑その結果︑一人として完遂する者は出現しな

人の往生は容認されていたことが分かる︒また︑これ以外にも︑

者︒当今末法︒現是五濁悪世︒唯有浄土一円︒可通入路叫︒

いとする︒一方︑阿弥陀仏の浄土に往生する浄土一門のみがさと

聖人の往生についての言及が見られる︒第一大門第八﹁凡聖通
往﹂において︑

りを得ることができる唯一の法円であるとする︒
道紳は︑このような﹁去大聖遁遠﹂という時代の状況と︑﹁理
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相入者︒但諸仏菩薩︒有二種法身︒一者法性法身︒二者方便

者︒謂清浄句︒清浄句者︒即是智慧無為法身故︒何故須広略

菩薩論云︒若能観二十九種荘厳清浄︒即略入一法句︒一法句

積極的に述べられているような印象を受ける︒これについて︑横

ようなことから︑聖人の往生は否定的に扱われているのではなく︑

生でき︑しかも上輩生に至るとし︑その往生を勧めている︒この

以上のように︑道縛は二諦の道理を知って往生を求める者は往

と後代の者に二諦の道理にかなった往生を勧めている︒

法身︒由法性法身故︒生方便法身︒由方便法身故︒顕出法性

超慧日氏の次のような指摘がある︒

若知無相離念為体︒市縁中求往者多応上輩生血︒是故︒天親

法身︒此二種法身異市不可分︒一市不可向︒是故広略相入︒
即知三界衆生虚妄相也︒以知三界衆生虚妄故︒即起真実慈悲

を勧めるが︑浄土門の中で無相離念の往生が可能ならばそれ

されば彼は末世に於ける出離の路として浄土門に趣入すべき

普薩若不知広略相入︒則不能自利利他︒(中略)以知実相故︒
也︒以知真実慈悲故︒即起真実帰依也︒今之行者無間楢素︒

が望ましいといふ見解を捨てたわけではなく︑有相の念仏往

では︑聖人の往生はどのように考えることができるのだろうか︒

生をより具体的に示し︑その意義を明確にするはずである︒

しかし︑もしそのようなことが言えるならば︑道縛は聖人の往

為に説かれた補助的なものであるとする︒

ばそれが理想であり︑有相行による往生は無相行のできない者の

二諦の道理による往生︑即ち︑無相行による往生ができるなら

に思はれる︒時

生は止む得ぬ者にとって次善の法として勧められてゐるやう

但能知生・無生不違二諦者︒多応落在上輩生也叫︒
とあり︑天親菩薩の﹃浄土論﹄(実際は﹃往生論註﹄)を引用して︑
二諦の道理にかなった往生を示した後︑当今の行者に対して︑よ
く生・無生を知り二諦の道理に違わないならば︑多くは往生して
上輩生に至ると述べる︒
また︑第二大門第二﹁破異見邪執﹂には﹁今勧行者︒理雛無生︒
然二諦道理非無縁求︒一切得往生也昭﹂と示し︑行者に二諦の道
理に基づくならば往生することができることを述べる︒
更には︑第三大門第一二﹁広施問答﹂においても︑

道縛が聖人の往生を説く背景には︑当時の中国仏教が深く関与し
而能繋念相続不断即是功徳円︒是故経一五︒菩薩摩詞薩恒以功

基づく無相行によって往生することこそがすぐれたものであり︑

当時の中国仏教では︑有相行による往生よりも︑空・無相に

ていたと考えられる︒
徳智慧以修其心︒若始学者︒未能破相︒但能依相専至︒無不

道縛の提示する有相行による往生は︑そのまま受け入れられる

今勧後代学者︒若欲会其二諦︒但知念念不可得即是智慧門︒

往生︒不須疑也時︒
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土壌にはなかったことが考えられる︒ このことは﹃安楽集﹄に
おいて裏付けることができる︒

一﹃安楽集﹄における凡夫の往生

聖人の往生を説いた道縛であったが︑道紳の中心的視点は凡夫

の往生にあったことは︑時機相応としての有相行を積極的に宣揚

する姿勢からも明らかである︒

を解明したと言えるであろう︒この背景には︑曇驚の﹃往生論

問日︒或有人言︒大乗無相勿念彼此︒若願生浄土︒便是取相︒
転増縛︒何用求之叩︒(第二大門)
問日︒或有人言︒所観浄境約就内心︒ 浄土融通︒ 心浄即是︒

註﹄が関連していると考える︒

それはまさに末世五濁の衆生の為︑即ち︑凡夫の為に浄土一門
心外無法︒何須西入明︒(第二大門)
問日︒依大乗諸経皆云︒無相乃是出離要道︒執相拘擬不免塵

の存在が説示されていた︒

利他の大乗菩薩道であった︒そこには菩薩の教化対象として凡夫

第一章で論じたように︑曇鷲の五念門理解は︑菩薩による自利
累︒今勧衆生捨械欣浄唱︒(第七大門)

﹃安楽集﹄には︑有相行による凡夫の往生を説く部分が多数見

の存在に重点を置いて論じていることを示している︒即ち︑道縛

られる︒このことは︑曇鷲と比較した時︑曇鷲が菩薩の五念門を

浄土教思想の有相性は︑大乗仏教の成立基盤が欠如していると捉

には凡夫の往生をより言及しようする姿勢が見られるようになる︒

以上のことから﹃安楽集﹄撰述当時︑浄土教の有相的立場が︑

えられていたのであり︑道縛には大乗仏教の空・無相性と浄土教

これについては︑道縛の五念門に対する態度からも知ることが

中心に説示するのに対し︑道縛はその菩薩の教化対象となる凡夫

の有相性との関係に答えなければならない︑という課題が突きつ

できる︒道縛は︑曇鷲の﹃往生論註﹄の思想を受けながらも︑五

否定的に扱われていたという一面を知ることができよう︒即ち︑

けられ︑それを解明しなければならない背景があったのであろう︒

念門による往生を説くことはしない︒このことは次の言句から知

又間目︒依何身故説往生也︒答日︒於此間仮名人中修諸行問︒

ることができる︒

そこで道縛は︑﹃安楽集﹄において﹁凡聖通往﹂の項を設定す
るなど︑二諦の道理に基づく聖人の往生を通じて︑浄土教とは空
・無相に基づいた思想であることを主張するのであるすここに
聖人の往生を説く積極的な意義が見られるのである︒

前念与後念作因︒繊土仮名人浄土仮名人不得決定一︒不得決

定異︒前心後心亦知是︒何以故︒若決定一則無因果︒若決定

異則非相続︒以是義故︒横竪離別始終是一行者也時︒
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を設ける︒
所を道締が引用しているところである︒﹃往生論註﹄には﹁修五

れず︑悪に逢ったとしても変わることはない︒このような人たち

ば︑雑悪の衆生を教化するために︑よく染に居たとしても染ぜら

これに対して︑またある人は﹁もし不退の位に達しているなら

念門時﹂とあるが︑﹃安楽集﹄では﹁修諸行門﹂と示していること

は︑機土において衆生の苦を抜くことができるであろう︒

これは﹃往生論註﹄巻上﹁作願門﹂において説示されている箇

から︑この箇所は道縛が意図的に改変したと考えられる︒

しかし︑もしこれが実の凡夫ならば︑おそらくは自らの行もで

きず︑苦に逢うならば変わってしまう︒衆生を救おうとすれば︑

つまり︑このように道縛が五念門を用いず示しているのは︑道
縛は﹃安楽集﹄において︑﹃往生論註﹄所説の五念門による大乗

共に没してしまう︒

て衆生を救おうと願うならば︑聖意は許さないであろう︑とある︒

故に﹃大智度論﹄には︑もし凡夫が菩提心を発し︑横土におい

菩薩道的部分ではなく︑その菩薩の教化対象である凡夫に焦点を
当てて浄土教思想を確立するのが目的であったと考えられる︒
道縛は繊土における自利利他の大乗菩薩道について次のような

このことは何を意味するのか︒龍樹が述べるには︑喰えば︑四

少し減ったように思われるけど︑もし一晩経てば︑もとよりも少

見解を示している︒第二大門﹁破異見邪執﹂第四において︑
間目︒或有人言︒願生揚国教化衆生︒不願往生浄土︒是事云

し増加してしまう︒

十里の氷に︑ある人が一升の熱湯を氷にかけたならば︑その時は
何
︒
能処染不染︒逢悪不変︒知鵠鴨入水水不能湿︒如此人等堪能

ままにはならなず︑かえって自ら煩悩を起こし︑再び悪道に堕ち

ようなものである︒食欲と曝惑の境界である織土は︑心の思いの

即ち︑凡夫が繊土において発心して衆生の苦を救うこともこの

処繊抜苦若︒是実凡夫者︒唯恐自行未立逢苦即変︒欲済彼者

てしまうだろう﹂としている︒また︑第八大門﹁往生意趣﹂にお

答日︒此人亦有一徒︒何者若身居不退巳去為化雑悪衆生故︒

相与倶没︒如似逼鶏入水︒量能不湿︒是故智度論云︒若凡夫

いて次のように述べる︒

発得此心只応在此抜苦衆生︒何因得此心寛先願生浄土︒似如

問日︒願生浄土︒擬欲利物者︒若爾所抜衆生今現在此︒巳能

発心即願在積土抜済衆生者︒聖意不許︒何意然者︒龍樹菩薩
釈云︒嘗知四十里氷知有一人以一升熱湯投之︒当時似如少減︒
若経夜至明乃高於余者︒凡夫在此発心救苦亦復如是︒以貧膿
40

答日︒此義不類︒何者如智度論云︒誓如二人倶見父母春属没

境界違順多故︒自起煩悩返堕悪道故也

と︑ある人が﹁楊土に生じて衆生を教化しようと願い︑浄土に往

在深淵︒一人直往尽力救之︒力所不及︒相与倶没︒一人造走

捨衆生自求菩提楽也︒
生することを願わない﹂と言うがこれはどうなのか︑という聞い
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趣一舟船乗来済接並得出難︒菩薩亦爾︒若未発心時︒生死流

せ︑その悪を滅し︑仏道修行を増進させる︒もし繊土にあって︑

生死を流転している衆生︑即ち︑凡夫が楊土において︑他の衆

救済する者は︑このような益は欠けている﹂とする︒

無擬弁才入生死海済運衆生︒二大論復云︒菩薩生浄土︒具

生を救済しようとしても︑それが実現するどころか︑かえって共

転与衆生無別︒但巳発菩提心時︒先願往生浄土取大悲船乗
大神通︒弁才無擬︒教化衆生時︒尚不能令衆生生善滅悪増

をしなければならないことを道縛は主張している︒

に没してしまう︒だからこそ︑浄土に往生した後に︑衆生の救済

道進位称菩薩意︒若即在繊土︒抜済者関無此益︒如似逼鶏
入水︒量能不湿也酬︒

道縛が捉えていたことは明らかである︒即ち︑このような凡夫は︑

ここから︑凡夫は他者を救済するような力を有していないと︑
﹁浄土に往生しようと願うのは︑衆生を利益することに擬える

まず普提心を発すべきであり︑浄土に往生した後︑衆生の苦を抜

以上から︑道縛の浄土教思想とは︑曇鷲によって示された凡夫

とは︑もしそうならばその対象である衆生は︑今現にここにいる︒
衆生を救うべきである︒なぜ︑このような心を発しながら︑まず

の往生に焦点を当てていたと考えられたが︑そこには曇鷲にはな

くべきであるとしている︒

浄土に往生しようと願うのか︒苦しむ衆生を捨てて︑自らの楽を

い視点において論じられていることに注意したい︒

衆生を救いたいという思いがあるならば︑この糠土において苦の

求めているように思える﹂という問いを設ける︒

共に没してしまう︒一人は遠くまで走って︑一つの船を手に入れ︑

こに往って︑力の限り彼らを救う︒しかし︑力が及ばないために

共に父母・春属の迷い続けているのを見るに︑一人は速やかにそ

視野に入れて願生する者であり︑曇鷲の凡夫観からの展開を見る

めるように説示している︒従って︑この凡夫とは︑大乗菩薩道を

ては不可能であることから︑浄土に往生した後︑他者の救済を求

なく︑むしろ勧めていたように思われる︒但し︑この積土におい

即ち︑道縛は自利利他の大乗菩薩道を全く否定していたのでは

それに乗って救いに赴くことで︑みな難を逃れることができるよ

ことができる︒

これに対して﹁﹃大智度論﹄には次のような喰えがある︒二人︑

うなものである︒
菩薩もそうである︒もしまだ発心していない時は︑生死に流転
することは衆生と変わりはない︒ただすでに菩提心を発す時は︑
まず願じて浄土に往生し大悲の船を取り︑無碍の弁才に乗じて生
死の海に入り衆生を救う﹂とある︒
また︑﹃大智度論﹄には﹁菩薩が浄土に往生して大神通を具え︑
弁才無碍にして衆生を教化する時︑菩薩は衆生をして善を生じさ
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第二項
道縛における凡夫観

﹃安楽集﹄は︑凡夫の往生を中心に展開していることは先述し
た通りである︒では︑道縛はその凡夫をどのように捉えていたの
であろうか︒
道縛の凡夫に関する見解は︑第三大門において詳しいことから︑
そこを中心に見ていきたい︒
第三大門では︑まず﹃往生論註﹄を受けて︑難行道・易行道の
教説を引用する︒
是故龍樹菩薩云︒求阿毘股致有二種道︒一者難行道︒二者易
行道︒言難行道者︒調在五濁之世於無仏時求阿毘駿致為難︒
此難乃有多途︒(中略)言易行道者︒謂以信仏因縁︒願生浄

いて論じているところは︑曇鷲も道縛にも違いはない︒

しかし︑曇鷲においては︑菩薩が阿毘蹴致を求めるには二種の

道があるとしたのに対し︑道縛はその菩薩について言及していな

先述したように︑道緯は五念門に関することは言及しない態度

を示していた︒このことからすれば︑道縛は意図的に菩薩の語を

引用しなかったと考えられる︒

道縛がここにおいて述べようとしたことは︑易行道による往生

浄土であり︑衆生はここにおいて阿弥陀仏の浄土し︑阿弥陀仏の

大願業力を増上縁とすることで往生が成立するということであっ
た
︒

次いで﹃大智度論﹄を引用し劫の大小を述べた後︑更に︑六道

を輪廻する衆生を五番の問答によって言及している︒

入大乗正定緊︒正定来者即是阿毘駿致不退位也︒(中略)衆

数の身を受けていることを﹃大智度論﹄﹃正法念経﹄﹃浬繋経﹄を

無始以来︑輪廻無窮であって苦楽の二報を受け︑それによって無

第一問答では﹁無始劫来︒在此輪回無窮︒受身無数者同﹂と︑

生亦爾︒在此起心立行願生浄土︒此是自力︒臨命終時阿弥陀

引用して述べる︒

土︒起心立徳修諸行業︒仏願力故︒即便往生︒以仏力住持即

如来光台迎接遂得往生即為他力︒故大経云︒十方人天︒欲生

一劫のうちにどれ程の身を受けるのか︑という問いに対して︑

第二問答では︑無始劫より六道輪廻して窮まりないというが︑

四十八願便是徒設︒語後学者︒既有他力可乗︒不得自局己分

﹃浬繋経﹄によって︑輪廻によって受ける身は無数であることを

我国者︒莫不皆以阿弥陀如来大願業力為増上縁也︒若不知是︒
徒在火宅也略︒

ない︒即ち︑阿弥陀仏の浄土に往生する為には︑阿弥陀仏の大願

﹃往生論註﹄とは異なる部分があるが︑内容には大きな違いは

中何趣受身為多時﹂と︑無始より流転し続ける衆生は︑一二界のう

更に︑第四問答においては﹁此等衆生既云流転多劫︒然三界之

傷歎不己時﹂と今日までなお凡夫の身であることを傷歎している︒

示し﹁知是遠劫巳来徒受生死︒至於今日猶作凡夫之身︒何曾思量

業力を増上縁としなければならないのであり︑本願力を根底にお

ち︑どこに多く流転しているのか︑と問う︒それに対して︑
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雌言流転︒然於三悪道中受身偏多︒(中略)故知悪道身多︒

末法時中︒億億衆生起行修道︒未有一人得者︒当今末法︒

O

と︑大乗の聖教に説かれる二種の勝法によって生死を除かないか

現是五濁悪世︒唯有浄土一円︒可通入路叫

若得富貴︒唯事放逸破戒︒天中即復著楽者多︒是故経云︒衆

らであるとする︒

何故知此︒但悪法易起︒善心難生故也︒今時但看現在衆生︒
生等是流転︒恒三悪道為常家︒人天暫来即去︒名為客舎故也

二種の勝法とは︑一つには聖道であり︑二つには往生浄土であ

とから︑浄土一円のみが生死から逃れることのできる道であるこ

るとする︒そして当今は︑末法の時代であり︑五濁悪世であるこ
と﹁多劫を流転する中で︑三悪道において身を受けることが多い︒

とを述べる︒このことを明らかにする為に﹃無量寿経﹄第十八願
ように述べる︒

と﹃観無量寿経﹄九品段における下下品の経説を融合させて次の

それは悪法は起こしゃすく︑善心は生じにくいからである︒
当今の衆生を見るならば︑もし富貴を得たならば︑ただ放逸・
破戒をしてしまう︒天に生じたならば楽に執着してしまう︒

是故大経云︒若有衆生︒縦令一生造悪︒臨命終時︒十念相続

このようなことから︑﹃五苦章句経﹄には︑衆生は三悪道を常
の家とし︑人天にはしばらく居ても再び三悪道に生じてしまう﹂

称我名字︒若不生者︒不取正覚︒(中略)是以諸仏大慈勧帰

消除︒定得往生︒何不思量都無去心也管

浄土︒縦使一形造悪︒但能係意専精常能念仏︒一切諸障自然

としている︒
即ち︑当今の衆生は︑善悪によって︑人天に生じることもある
が︑多くは三悪道に生じることを述べている︒
第五問答では﹁一切衆生皆有仏性︒遠劫以来応値多仏︒何因至

たとえ今︑人界の生を受けていて︑一生の間悪を造り続けても︑

ただよく思いを繋いで常に念仏するならば︑一切の諸障が滅して

今仇自輪回生死不出火宅叫﹂と︑一切衆生には仏性があり︑また
遠劫以来︑多くの仏に値遇してきたはずであるが︑なぜ生死を繰

往生することができるとする︒

第三大門におけるこの一連の説示から︑衆生を三悪道的︑造悪

り返し火宅を出ることはできなかったのか︑と問う︒それに対し
て
︑

的存在として捉え︑そのような衆生は仏を念ずることで往生する

また︑道締は︑当今に願生する凡夫について﹁当今凡夫現名信

ことが示される︒
宅︒何者為二︒一謂聖道︒二調往生浄土︒其聖道一種今時難

想軽毛︒亦日仮名︒亦名不定来︒亦名外凡夫︒未出火宅叫﹂(第五

答目︒依大乗聖教︒良由不得二種勝法以排生死︒是以不出火
証︒一由去大聖遥遠︒二由理深解微︒是故大集月蔵経云︒我
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大門)︑﹁況今願生浄土現此是外凡剛﹂(第七大門)と︑当今の凡
夫を外凡と示している︒
先述したように︑凡夫は外凡夫(外凡)・内凡夫(内凡)に大
別され︑更に外凡夫(外凡)は︑常没位と善趣位とに分けられる
ことがあった︒
これは﹃浬繋経﹄の所説や中国撰述経典である﹃菩薩理璃本業
経﹄︑浄影寺慧遠﹃大乗義章﹄に基づくものであるが︑道縛の修
学過程や︑浄影寺慧遠の中国仏教における影響力からすれば︑道
縛にこれらの影響が見られることは充分に考えられるであろう︒
道締はおそらくこれらの影響において︑外凡と表現したと考え
られるが︑では実際どのような意味で用いていたのであろうか︒
道縛は無始劫より生死を輪廻し︑更には人界に生じることもあ
るが︑多くは三悪道に生じると説示している︒このようなことか
らも︑道縛は菩薩の行位上における存在としての善趣位ではなく︑
常に迷い続けている存在である常没位としていたと考えられる︒
即ち︑道縛は凡夫︑更には外凡の語を用いて生死の衆生のあり方
を明示していたのである︒

道縛は︑曇鷲の﹃往生論註﹄で明示された凡夫の往生に関す

る部分を深く追求したのであった︒

その凡夫について︑道締は五濁末世において迷い続ける凡夫

の本質的な部分を詳細に説示し︑その罪悪的な凡夫を外凡と称

して︑常没なる衆生のあり方をあらわしていた︒この凡夫の往

生を理論づけるために︑﹃無量寿経﹄の第十八願文と﹃観無量寿

経﹄の下下品の釈を融合して解釈し︑その往生を明示していた︒

一方で︑他者を救済しようとする凡夫のあり方も説かれてい

た︒この楊土において︑他者の救済はかえって迷いを増すだけ

であるから︑まずは自ら菩提心を発して往生し︑その後︑他者

を救済するという︑凡夫の大乗菩薩道的要素が示されていた︒

曇鷺において救済されるべき存在として示されていた凡夫だけ

でなく︑他者を救済するために往生を求める凡夫のあり方が説

示されるようになっていた︒ここに凡夫観の展開が見られよう︒

以上のように︑道縛の凡夫観には二通りのあり方を指摘するこ

とができる︒一つは常没なる衆生といった曇驚が八番問答などで

示していたあり方である︒他方︑凡夫の大乗菩薩道的あり方であ

る︒このあり方は︑曇驚の﹃往生論註﹄に説示される五念門を実

践する菩薩を踏襲する部分であるが︑道緯はこの五濁末世である

裟婆世界では︑智慧・慈悲が生じ難いことから︑大乗菩薩道を行

ずるためには阿弥陀仏の浄土への往生が欠くことのできないとし
ている︒
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結

第三節
迦才の浄土教思想とその凡夫観

迦才 (
l六四八￨)は﹃浄土論﹄三巻を著している︒それ以外
の事蹟についてはほとんど不明であるが︑初唐に長安の弘法寺に
住していたことが諸資料により知られる︒
﹃浄土論﹄が︑道縛(五六二l 六四五)の﹃安楽集﹄と密接な
関係にあることは︑その冒頭の文から明らかである︒
近代有締禅師︒撰安楽集一巻︒雄広引衆経略申道理︒其文義
参雑︒章品混滑︒後之読之者︒亦瞬時未決︒今乃蒐検群籍︒

O

備引道理︒鞠為九章︒令文義区分︒品目殊位︒使覧之者︒宛
知掌中耳叫

後学の者が庸跨なく浄土教の本意を理解できるようにと﹃安楽
集﹄を再構成したものが﹃浄土論﹄であるとする︒

どーがありながらもァ当今における衆生の往生を主題とする共

通点を有する︒道縛についてはすでに論じた通りであるが︑迦

才はそれを﹁浄土宗意︒本為凡夫兼為聖人也﹂などと明確な表
現をとる︒

では︑このような教説の背景には何があったのであろうか︒こ

のことを解明する為にもまずは︑迦才の浄土教思想について論じ︑

迦才の浄土教思想

それを踏まえた上で︑その凡夫観を論じていきたい︒

第一項

﹃浄土論﹄における時機観

迦才は﹃浄土論﹄﹁第八明教興時節明日時﹂において︑ ﹁若時教

符契︒則仏道易証叫﹂と︑時機相応について論じた後︑ 次のよう

如大集月蔵分云︒(中略)第四五百年︒造立塔寺︒修福織梅

に述べる︒

土教思想となってしまい︑その思想は道締を発展させたものとい

得堅固︒兼修余行︒(中略)若拠此経︒今是第四五百年齢︒

その結果︑﹃浄土論﹄に見られる浄土教思想は︑迦才独自の浄
うよりは︑却って後退したものであるという指摘があるように︑

既無定慧之分︒唯須修福織悔︒修福償悔最為要者︒観諸経論︒

礼仏念仏︒観仏相好︒此最為勝也︒故観経云︒若能至心念阿

従来より迦才を批判的に扱う見解が多いす
しかし︑筆者は︑﹃浄土論﹄とは﹃安楽集﹄の本意を明らかに

(中略)知無量寿経説︒為未来衆生受五苦五痛五焼故︒欲令

者無定慧分者︒唯須専念阿弥陀仏︒求生浄土︒此為要路也︒

弥陀仏︒一一念中︒滅八十億劫生死重罪︒今既約時約根︒行
O

する為に著されたものとして︑それは﹁迦才の積極的な道締浄土
教の顕彰﹂であると論じたことがある叫

即ち︑道縛と迦才の聞には︑相容れない点￨特に仏身仏土論な
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行︒清浄覚経︒鼓音声王経︒大集経︒皆作此説︒拠此等経︒

之所悩者︒説浄土行︒如小弥陀経説︒為五濁衆生︒説浄土

衆生修浄土行︒又知観経説︒我為未来一切凡夫︒為煩悩賊

経﹄を用いて﹁未来世一切凡夫﹂と凡夫について言及している︒

するが︑迦才も同様に﹁玉濁衆生﹂と示しつつも︑﹃観無量寿

道縛は︑時機相応の機について﹁末世五濁衆生﹂などと表現

皆為未来︒故知︒今時正是念仏︒修浄土行時也︒若生浄土︒
何但永離悪道︒亦疾得無上菩提一日明︒

迦才は︑﹁未来世一切凡夫﹂﹁五濁衆生﹂と︑経典の言句を挙げ

浄土行の実践者
在せず︑ただ修福織悔を最も必要とし︑諸経典には︑礼仏・念仏

て浄土行の実践者をあらわしていた︒しかし︑迦才は︑凡夫と聖

第四の五百年である今時には定慧を修することができる者は存
・観仏を勝れた行法とする︒即ち︑専ら阿弥陀仏を念ずる浄土の

人の往生について次のように示すことがある︒

一切凡夫﹂とし︑﹃阿弥陀経﹄では﹁五濁衆生﹂とあり︑他の経

さて︑浄土行の実践者について︑﹃観無量寿経﹄では﹁未来世

道縛の﹁凡聖通往﹂は︑凡夫と聖人が仏願力によって共に往生す

このことは︑道締の﹁凡聖通往﹂に通ずるところである︒即ち︑

と︑凡夫と聖人は共に往生することができることを示している︒

平
・
︒

田

問日︒己知︒凡聖皆得往生︒未知︒此等人修何行業︒而得生

間目︒浄土之門︒凡聖斉往︒未知宗意︒正是何人時︒

倶遊庶類斉往︒未知土之体性状類知何嗣

問日︒其土之円︒凡聖同践︒弥陀宝界︒十念可登︒既許大小

夫浄土玄問︒十方威賛︒弥陀宝界︒凡聖同欣帽︒

行業を修し浄土を願生する者のみが︑永く悪道より離れることが
できるとする︒その根底にあるのは︑阿弥陀仏の本願力である︒
即ち︑﹁第四出道理﹂において︑
倶具二義︒即得往生︒一一切衆生修行︒以為因縁︒二弥陀本
願為増上縁︒二義若具︒即得往生す
と︑衆生の行業には阿弥陀仏の本願を増上縁とすることで往生を
得ることが示されている︒
また︑﹁第七将西方兜率︒相対校量優劣﹂において﹁四自力他
力別︒極楽想阿弥陀仏四十八大願他力往生 J と示されるように︑

典も同様に︑浄土の行業である念仏を修することが説かれている

ることを示すものであった︒

阿弥陀仏の浄土へは本願他力による往生であると説示される︒

とする︒
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ところが︑迦才は︑凡夫と聖人は共に阿弥陀仏の浄土へ往生
することができるが︑その正しく対象となるのは凡夫であると

利︒欣楽浄土︒臨命終時︒正念現前者︒皆得往生也

40

根・二根︑龍鬼八部でさえ︑菩提心を発し専ら阿弥陀仏を念じ︑

三乗聖人︑及び三乗の七方便中の人︑方便道の前︑男と女︑無

凡聖斉往︒未知宗意︒正是何人時﹂という問いを設けた後︑次の

繊剰を厭悪し浄土を欣楽すれば︑往生することができるとする︒

述べる︒即ち︑﹁第二定往生人間引﹂において﹁問目︒浄土之円︒
ように答えている︒

ができるものであるが︑そこには菩提心を発す必要性が説示され

即ち︑浄土之門は︑凡聖に関係なく︑あらゆる者が往生すること
答目︒観章提希請及如来答意︒唯言為未来世一切凡夫︒為煩

ている︒

大乗人︒不得往生︒以断善根故︒二乗人中︒愚法学人︒不得

以凡夫堕悪道故︒於積土中︒不能修道発心也︒唯凡夫中︒誘

詳四十八願及観経︒論大旨︒凡夫是正生人︒聖人是兼生人︒

説からすれば

しかしながら︑﹃無量寿経﹄四十八願及び﹃観無量寿経﹄の経

悩賊之所害者︒説清浄業処︒勧人往生︒不論菩薩︒
迦才は︑﹁凡聖斉往﹂といいながら︑﹃観無量寿経﹄の章提希の
請と知来の答意からすれば︑正しく対象となる機は﹁未来世一切
凡夫︒為煩悩賊之所害者﹂であるとする︒
また︑菩薩について次にように示している︒
若論菩薩発心︒願生悪道︒不願生浄土中也︒如十解己上菩薩︒

もし菩薩が発心するならば︑悪道を願生して浄土は願生しない

関しては︑凡夫こそが正生人であるとする︒また︑﹁第四出道

と︑﹁凡夫是正生人︒聖人是兼生人﹂であるとし︑浄土往生に

往生︒以不信有十方浄土故︒菩薩人中︒不発願求生者︒不得
往生刷︒

とする︒即ち︑十解以上の菩薩になると︑浄土を願生することを

理﹂において︑

尚自留惑受生︒願生悪道救苦衆生︒不願生浄土也刷︒

せず︑衆生救済の為︑悪道に生ずることを願うとする︒
では︑この菩薩は︑浄土に往生することができないのだろうか︒

問日︒章提希是大菩薩︒為化衆生︒現受女身︒生於逆子︒量

答日︒縦令実是菩薩︒現受女身化衆生者︒必須隠其実徳︒現

迦才は次のように述べる︒
三乗聖人及三乗七方便中人︒乃至方便道前︒若男若女︒無根

同凡夫摂化同類︒如五百侍女仏記得往生︒並未来一切女人︒

実是凡夫耶︒
二根︒至於龍鬼八部︒但能発菩提心︒専念阿弥陀仏︒厭悪積
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既現在凡夫身︒居五濁︒当知︒即引五濁凡夫︒往生極楽也︒

けて衆生の救済を願い︑浄土には生じない︒自業力に任せて悪道

続いて︑十解以上の菩薩は︑惑に留まり悪道に生じることを受

為凡夫︒兼為聖人也﹂であると説示する︒

故観経云︒仏告章提希︒汝是凡夫︒未得天眼︒不能遠観︒

に堕すことはない︒

及諸男子︒悉是凡夫︒並是所摂︒亦得往生︒(中略)章提希

知来有異方便︒令汝得見也︒復次法蔵比丘四十八大願︒初

いので︑浄土を願生しなければならないし︑十解以上の菩薩は︑

このようなことから︑凡夫はいまだ悪道を免れることはできな

凡夫︒兼為聖人也︒復次如十解巴上菩薩︒留惑受生悪道︒

悪道に堕すことを恐れない為︑浄土を願生しない︒

先為一切凡夫︒後始兼為三乗聖人︒故知︒浄土宗意︒本為
願救苦衆生︒不生浄土︒(中略)故知︒浄土興意︒本為凡夫︒

従って︑浄土が興った本意とは﹁本為凡夫︒非為菩薩也﹂であ

生を得ると述べた後︑問答を設ける︒即ち︑章提希は大菩薩であ

﹃観無量寿経﹄の教興の意を明らかにする中に︑凡夫が悉く往

の他にも﹁第五引聖教為証刊日﹂では︑十二経七論の浄土関係の

の菩薩の為ではなく︑凡夫の為であると明示するのである︒こ

即ち︑迦才は︑﹁凡聖斉往﹂を説きながらも︑ついには十解以上

非為菩薩也︒又此浄土一門略︒

り︑衆生を化する為に︑女身を受け阿闇世のような五逆罪を犯す

経論を引用し︑浄土往生を証明するところにおいては︑﹃無量寿

り︑浄土一門とは︑全く凡夫の為であることを強調している︒

子を生んだのであるから︑どうして章提希を凡夫と言うことがで

経﹄の第一願︑第十六願︑第二願︑第十一願︑第十五願︑第十八

依此四十八大願中文︒一一願中皆云︒十方人天乃至女人︒都

を引用した後︑次のように述べる︒

願︑第十九願︑第二十願︑第三十四願︑第三十五願︑第三十九願

きるだろうか︒
この間いに対して︑たとえ︑章提希が大菩薩であったとしても︑
現に女身を受け衆生を化すのは︑その本性を隠し凡夫を摂化する
することができる︒並びに未来の一切女人︑及び男子はすべて凡

不論不退巳去諸普薩也︒余願為菩薩︒当知︒前者是正︒後者

為に同じすがたを現じている︒五百人の侍女は仏の記を得て往生
夫であり︑みな往生を得るとしている︒つまり︑章提希は現に凡

兼也帽︒

張する︒

前者を正とし︑後者を兼とすることで﹁本為凡夫兼為聖人﹂を主

不退の諸菩薩の為ではない︒但し他の願は菩薩の為である︒即ち︑

引用された願はすべて︑十方人天乃至女人を対象としており︑

夫の身として五濁に居し︑五濁の凡夫を誘引するのである︒章提
希が凡夫であることは﹃観無量寿経﹄には﹁仏告章提希︒汝是凡
夫︒未得天眼︒不能遠観︒知来有異方便︒令汝得見也叫﹂と説示
されていることから明らかであるとする︒
次に﹃無量寿経﹄の四十八願の最初には一切凡夫の為とし︑後
に兼ねて三乗聖人の為であるとする︒このことを﹁浄土宗意︒本
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この後には︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄﹃阿弥陀経﹄﹃鼓音声
王経﹄など︑全十二経七論をもって浄土往生を証明している︒
以上のように︑迦才は︑﹁凡聖斉往﹂を説きながら﹁本為凡夫
兼為聖人﹂︑更には﹁本為凡夫非為菩薩﹂の道理を解明すること
により﹁兼﹂と位置づけられた聖人は﹁非﹂なる存在へと展開す

第二項

迦才における凡夫観

では︑迦才は凡夫をどのように捉えていたのであろうか︒

﹁第二定往生人一一日﹂には︑﹃観無量寿経﹄九品段を菩薩の行位

説を用いて解釈している︒

まず︑﹁今依観経︒判九品生人︒知古来大徳遠法師等︒観果判

しかし︑﹁非﹂といいながら︑全く聖人の往生を否定するもの

受ける果によってその位を判定していることから︑その位が高す

品段については︑古来︑浄影寺慧遠などが経に説かれる往生人の

人︒位則太高︒今拠因判人︒位即柑下﹂と︑﹃観無量寿経﹄の九

ではない︒このことは︑﹃無量寿経﹄四十八願においては︑十方

ぎる︒今は因によって判定すると位は下がると述べた後︑九品を

る
︒

人天から女人に至る凡夫のみが示されているのではなく︑不退の

一々解釈している︒上品上生人については次のように述べる︒

心︒二者是深心︒一二是回向発願心︒此之三心︒依起信論︒判

如上品上生人︒発三種心︒即得往生︒其三種心者︒一是至誠

諸菩薩の往生まで示されている︒従って︑この本願の内容が︑す
べて凡夫の為であるとは言い切れなかったのであろう︒
そこで︑迦才は﹃観無量寿経﹄の経説を用いることにより﹁本
為凡夫﹂を明示したのである︒

在十解初心︒知起信論云︒信成就発心︒在十信終心也︒発三

種心︒始入十解位中︒一二心者︒一是直心︒謂正念真如法故︒

即是観経中至誠心︒至誠与直心︒義同名異耳︒知維摩経明︒

浄土道場二行之初︒並有三心︒同観経也︒観諸経論︒但明一

切行初必発此三心︒当知︒此三心是万行之始︒既是万行之初︒

故寧得生彼即悟無生到八地也︒二是深心︒観経亦名深心︒三

是大悲心︒観経名回向発願心︒若無大悲︒即不能発願回向︒

此亦義同名異也︒起信論三心︒既在十信終発︒当知︒観経上

品上生︒即在十解初心明失︒一吉至彼得無生法忍者︒此是縁観︒

得無生法忍也︒若如遠法師判四地菩薩是上品上生人者︒寧得
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至彼不経時節即悟無生法忍也︒四地至八地︒由経半阿僧祇
故
端
︒

縁理︒得無生法忍也︒由彼自月長故︒経云︒極楽世界︒一

日一夜︒知裟婆世界一劫也︒若知違法師判初地菩醸是者︒

三心を発すことを示している︒これを﹃大乗起信論﹄に対応され

邪定来の中にある︒彼らは因果を信じないことから︑大乗を誘る

上品中生とは︑十信の初心にあたる︒もし十信に至らない者は︑

云何経一小劫︒即至八地︒初地至八地︒一大僧祇也端︒

るならば︑十解初心と判定することができる ︒﹃大乗起信論﹄に

ことがある︒十信には十心があり︑上品中生はこの初心である︒

﹃観無量寿経﹄所説に基づいて︑至誠心・深心・回向発願心の

は︑信成就発心は十信の終心であり︑直心・深心・大悲心の三心

更に︑上品下生について︑

上品下生者︒総是十信前一切趣善凡夫︒但能帰依三宝︒受菩

を発して十解位に入ることができると説かれている︒そして︑上
品上生は︑浄土に至って無生法忍を得るのは︑縁観によるからで
あるとしている︒縁観による無生法忍とは︑

也︒調発十信位初菩提心︒得入不定位也︒生到彼土︒経三小

薩戒巳去並是也︒経云︒亦信因果︒不誘大乗︒但発無上道心
一縁教故︒得無生法忍︒謂一切凡夫︒及十信位人︒読大乗経

に入る︒以上︑上品三生はすべて大乗人としている︒

を受けて以降はこの位である︒十信の初めに菩提心を発し不定位

と︑十信以前の一切趣善の凡夫とする︒三宝に帰依して︑普薩戒

是第一阿僧祇劫也︒前之三品︒並是大乗人時︒

遠法師判十解是者︒云何経三小劫︒即到初地︒従十解至初地︒

界一劫︒当安楽界一日一夜︒既経三小劫︒理則初地也︒若知

劫︒得至初地者︒調数取彼処劫︒不取数此問劫也︒知裟婆世
O

論︒作無生解︒即是聞慧︒二縁観得無生法忍︒調十解己上乃
至十回向︒謂作三無性観︒解万法無生︒即是思慧叫

とあるように︑十解位から十回向位の行者が得る思慧のことであ
る︒また︑縁教によって得る無生法忍は︑十信位の行者が得るも
のであると規定している︒
このような見解から︑上品上生は十解以上の位であることが明
らかであり︑迦才は聖人と位置づけていたことが知られる︒

上品中生者︒在十信初心︒経云︒深信因果︒不誘大乗故︒若

後四方便︒調矯頂忍世第一法位中也︒経云︒受持五戒︒乃至

其中輩三品︒多是小乗人也︒中品上生者︒調是小乗七方便中︒

続いて︑中輩三品について以下のように示している︒

未至十信︒在邪定策中︒即不信因果︒及誘大乗也︒又信位有

無諸過悪也︒此人由得四達分︒及未来禅︒伏欲界惑︒故不起

続いて︑上品中生について次のように示している︒

十心︒初是信心也︒言生到彼土経一小劫得無生法忍者︒此是

‑ 74 ‑

得未来禅︒伏欲界惑︒云何持戒︒唯得一日一夜不犯︒此亦

命長故也︒知遠法師釈︒是嬬等四位中︒此四中︒此四位人︒

生曲︒生到彼土経半劫︒得阿羅漢︒此亦是現般人︒由彼寿

持戒︒威儀無根極小須経一日一夜︒後時縦犯小戒︒亦得往

此人在散心位中︒未得定故︒破戒煩悩無有対治︒不能長時

一日一夜持八戒斎︒乃至一日一夜持具足戒︒威儀無触︒由

高也︒中品中生者︒在五停心観己去︒前三方便中也︒経云︒

判︒是須陀垣等三果学人︒小乗得果︒雄無定時節︒終判太

即得羅漢者︒一身獲得四沙門果︒即是現般人也︒如遠法師

是常俗凡夫也略︒

及作観行者︒並在前二輩中生︒不入下輩中論也︒知遠法師判︒

若人破戒︒心生漸懐︒依大乗経機悔︒得減罪相︒専心念仏︒

転掌︒仰即得往生︒覆即入地獄︒於此時中︒唯須善知識力也︒

十念極難成就︒若成就︒定得往生浄土也︒又善悪両道︒峻知

経歴多劫受苦無窮也︒然衆生報尽之時︒悪業怨家︒衆苦競集︒

識︒不能極発菩提心︒定堕地獄也︒故観経云︒此人応堕地獄

善知識︒極発菩提心︒正念相続現前︒即得往生︒若不遇善知

住僧物︒無有漸懐︒縦令学他受戒︒随受即破︒此等臨終若遇

若論下輩三品︒総是一切起悪凡夫︒唯造十悪玉逆︒乃至用常

破戒煩悩及悪業也︒由破戒煩悩悪業在欲界中也︒生到彼土

太高也︒

也︒齢如前判︒知遠法師判︒是五停心観︒至総相念処︒此三

経云︒孝養父母︒行世仁慈︒既未有入道観行︒正可行世仁慈

学び受戒したとしても︑破戒するような者である︒

の罪を造るなどをしても漸憾の心がない者である︒たとえ︑他に

下輩の三品について一言守えば︑一切起悪凡夫であり︑十悪や五逆

中品下生者︒在小乗五停心観前︒受五戒巳去︒一切趣善凡夫︒

位人︒或得聞慧︒或得思慧︒或得修慧︒云何但行世仁慈︒孝

下輩の者は︑臨終に善知識に遇い菩提心を発すことで︑正念が

の後の四方便(嬬・頂・忍・世第一法)の位である︒中品中生は︑

中輩三品の多くは小乗人とする︒中品上生は︑小乗の七方便中

しみを受ける︒その報いが尽きたとしても︑また苦果を受けなけ

獄へ堕ちることになる︒地獄へ堕ちた者は︑多劫を経て無窮の苦

もし︑善知識に遇わず菩提心を発すことができないならば︑地

O

五停心観以上であり︑前三方便の中にある︒中品下生は︑小乗の

ればならない︒その時︑十念は極めて成就し難いが︑もし成就し

養父母︒此亦太高也岨

五停心観以前の者であり︑五戒を受けて以降の一切趣善の凡夫で

たならば往生することができる︒

相続し往生することができる︒

ある︒

往生することもあれば︑地獄に堕ちることもある︒この時︑善知

また︑善道・悪道の二つがあるが︑それは掌のようなもので︑

下生については小乗︑あるいは大乗に属しているのかは判別でき

識の力を須いなければならない︒

このように︑中品上生︑下生は何れも小乗の凡夫であり︑中品
ない︒最後に︑下輩三品について次のように述べる︒
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もし︑ある人が破戒することがあって︑心に漸柏田を生じ︑大
乗経典の機悔に依るならば滅罪の相を得る︒即ち︑専心念仏︑
及び観行を作す者は︑上輩や中輩に入って生ずることができ︑
下輩の中には入らないとしている︒
下輩の者は悪を犯す者であり︑その報いにより多劫の問︑輪廻
しなければならない存在と捉え︑下輩には往生できる者とできな

迦才は﹃無量寿経﹄の四十八願や﹃観無量寿経﹄の所説によ

って︑浄土教とは凡夫の往生を第一においていることを主張し︑

このことを﹁本為凡夫兼為聖人﹂と表現していた︒

この教説は︑﹃無量寿経﹄の﹁為未来衆生五苦五痛五焼﹂︑﹃阿

弥陀経﹄の﹁為五濁衆生﹂︑そして﹃観無量寿経﹄﹁我為未来世一

切凡夫︒為煩悩賊之所悩者﹂などの言句を根拠にして︑凡聖の往

い者があることを示している︒
その往生については︑善知識との値遇によって菩提心を発し︑

生が説かれる阿弥陀仏の四十八願について︑その中心は凡夫であ

凡夫とは︑菩薩の行位に基づいていることは︑﹃観無量寿経﹄九

迦才の﹁本為凡夫兼為聖人也﹂という言句において示される

示したのであった︒

らかにし︑そのことによって︑凡夫の浄土往生をより鮮明に説

いたが︑聖人が往生する必要性のないことを︑道理によって明

ることを見出したものである︒即ち︑迦才は凡聖の往生を説いて

大乗経論に説かれる働悔によって︑その罪が減せられることによ
って可能なることを説示している︒
以上︑迦才における﹃観無量寿経﹄九品段の解釈について見て
きたが︑上品上生を十解以上の聖人とする以外は︑すべて凡夫と
理解していたことが分かった︒但し︑凡夫といっても︑十信︑十
信以前︑小乗の嬬・頂・忍・世第一法︑五停心観以上︑五停心観
以前︑五戒を受けて以降の一切趣善の凡夫︑そして一切起悪の凡

品段の解釈から明らかである︒その中︑下輩の凡夫は︑善知識

に遇えば菩提心を発し往生することができるが︑もし遇えなけ

夫と︑幅広い凡夫の概念が見られる︒
即ち︑第一章で論じた菩薩の行位説を用いて﹃観無量寿経﹄九

れば菩提心を発すことができず︑再び常没の身となってしまう

と示すように︑下輩の凡夫の往生に関して︑菩提心の必要性を

品段を解釈していたことから︑迦才の凡夫観は︑菩薩の行位に基
づいて理解されていること分かる︒

説くようになった︒ここに道締が提示する凡夫の大乗菩薩道的

要素がより強調された迦才の凡夫観を指摘することができる︒

←
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第四節

普導の浄土教思想とその凡夫観

善導(六二ニ!六八一)は︑中国浄土教を大成者として評され
る︒このことは称名念仏思想の確立︑九品皆凡説など︑善導は浄
土教に対する種々の論難に対し︑浄土教の存在意義を明らかにし
たことによる︒
善導の浄土教思想において︑最も特徴的な思想の一つに挙げら
れるのが九品皆凡説であろう︒この九品皆凡説については︑従来
より多くの研究があるが︑中でも深貝慈孝氏の見解は興味深い︒
閉じく凡夫というも︑善導のそれは浄影慧遠などがいう凡夫
とは異なる︒ゆえに諸師の凡夫観によせて善導の凡夫観を出
そうとしても不可である︒(中略)
﹁信外軽毛﹂を十信巳前にある凡夫といってしまえば︑もは
や善導のいう凡夫ではないであろう︒善導のそれは仏道修行
上にはありえない︒解脱とはまったく無縁の存在であるす

第一項

善導の浄土教思想

善導には︑以下の五部九巻とされる著述が現存している官

(一)﹃観経疏﹄四巻

﹁観経玄義分﹂﹁観経序分義﹂﹁観経定善義﹂

﹁観経散善義﹂︑いわゆる﹃観無量寿経疏﹄四巻

(二)﹃法事讃﹄二巻

﹃転経行道願往生浄土法事讃﹄(上巻首題)

﹃西方浄土法事讃﹄(上巻尾題)

﹃安楽行道転経願生浄土法事讃﹄(下巻首尾)

(三)﹃観念法門﹄一巻

﹃観念阿弥陀仏相海三昧功徳法門﹄(首題)

﹃観念阿弥陀仏相海三昧功徳法門経﹄(尾題)

(四)﹃往生礼讃﹄一巻

﹃往生礼讃偶﹄

﹃依観経等明般舟三昧行道往生讃﹄(首題)

(五)﹃般舟讃﹄一巻
とあるように︑このような凡夫観は︑いわゆるこ種深信の機の深

﹃般舟三昧行道往生讃﹄(尾題)

ら︑ここではその順序は間わない︒

あろう︒しかし︑順序を確定するに至るまでの資料がないことか

善導の浄土教思想の成立過程を見ていく上で重要な視点となるで

従来︑成立順序に関して諸説が提示されている︒この順序は︑

信にあたる部分であり﹁罪悪生死凡夫﹂﹁無有出離之縁﹂を示し
ている︒
しかし︑善導は菩薩の行位説を全くもって否定したのではなく︑
むしろ利用して︑常没なる凡夫をあらわしている︒
本節では︑まず善導の浄土教思想を論じ︑それを踏まえた上で︑
その凡夫観を論じていきたい︒

守
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平等施一切

さて︑善導は﹃観経疏﹄﹁玄義分﹂回冒頭において︑
今乗二尊教

答目︒即知観経説云︒仏告章提︒汝今知不︒阿弥陀仏︒去

此不遠︒汝当計念諦観彼国浄業成者︒亦令未来世一切凡夫︒

得生西方極楽国土︒今以此経証︒但是仏滅後凡夫︒乗仏願

と︑今すでに阿弥陀仏の四十八願は︑一切衆生を摂して浄土に生

力定得往生︒即是証生増上縁判︒

と︑釈迦・弥陀二尊の教説によって浄土門を開顕し︑この功徳を

ぜしめるとあるが︑どのような衆生を摂するのかという問いを設

同発普提心

一切衆生に施して同じく菩提心を発し︑安楽国土に往生するとい

ける︒

これに対して︑﹃観無量寿経﹄を経証として︑仏滅後の凡夫は

仏願力に乗ずることで必ず往生を得るとしている︒

生を説く中︑善導は﹁玄義分﹂において﹁但此観経︒仏為凡説︒

釈迦・弥陀二尊の教説に基づいて︑阿弥陀仏の本願力による往

心︒散即廃悪以修善︒週斯二行求願往生也︒畳一口弘願者︒知大

不子聖也叫﹂﹁世尊定為凡夫不為聖人同﹂と︑釈尊が﹃観無量寿

経﹄を説いたのは聖人の為ではなく︑凡夫の為であることを主張
している︒

このことについて︑ 次に示す﹃観無量寿経﹄ の十句によって証
明するとしている︒

切凡夫欲修浄業者︒得生西方極楽園土者︒是其一証也︒

第一知観経云︒仏告章提︒ 我今為汝広説衆響︒亦令未来世一

時には︑必ず阿弥陀仏の大願業力を増上縁としなければならない︑

二言如来今者為未来世一切衆生為煩悩賊之所害者説清浄業者︒
是其二証也︒
者︒是其三証也︒

三言如来今者教章提希及未来世一切衆生︒観於西方極楽世界
問目︒今既言弥陀四十八願︒摂一切衆生得生浄土者︒未知︒

四言章提白仏︒我今因仏力故見彼国土︒若仏滅後諸衆生等︒

また︑﹃観念法門﹄においては︑

と説かれていると善導は解釈している︒

弘願とは︑﹃無量寿経﹄には一切の善悪凡夫が浄土に往生する

示される阿弥陀仏の﹁別意之弘願﹂のことである︒

ある﹁浄土之要門﹂のことであり︑また︑﹃無量寿経﹄において

とあるように︑釈尊の開顕した﹃観無量寿経﹄所説の定散二善で

上縁也叫︒

経説︒一切善悪凡夫得生者︒莫不皆乗阿弥陀仏大願業力為増

之弘願︒其要門者︒即此観経︒定散二門是也︒定即息慮以凝

然裟婆化主因其請故︒即広開浄土之要門︒安楽能人顕彰別意

う願いを発露している︒その釈迦・弥陀の教説とは︑

願
以
此
功
徳

摂何等衆生得生︒文是何人保証得生也︒

7
8‑

ー

往広
生開
安浄
楽土
国門

五知日観初云︒仏告章提︒汝及衆生専念︒巳下乃至︒一切衆

常没の衆生に対して浄土に往生するように勧めている︒

と示すように︑諾仏の大悲は現に苦しんでいる衆生に向けられ︑

濁悪不善五苦所逼︒云何当見彼仏国土者︒是其四証也︒
生自非生盲︒有目之徒見目︒巴来者︒是其五証血︒

菩薩︒未来衆生云何得見者︒是其七証也︒

七知華鹿観中説言︒章提白仏︒我因仏力︒得見阿弥陀仏及二

脱苦者説是観地法者︒是其六証也︒

没の衆生に焦点を当てていることを説示している︒

れる通り︑常没の衆生以外に対しての救済を説くのではなく︑常

上にいる者をなぜ救う必要があろうか︑という喰えによって示さ

このことは︑水に溺れている者は救わなければならないが︑岸

八次下答請中説言︒仏告章提︒汝及衆生︒欲観彼仏者当起想

同様に︑善導は﹁為未来世一切衆生者︒但知来臨化偏為常没衆
生噸﹂と︑知来における救済の対象となるのは︑常没の衆生であ

六如地観中説言︒仏告阿難︒汝持仏語︒為未来世一切衆生欲

念者︒是其八証品︒

ると示している︒

うか︒以下︑善導の凡夫観を見ていきたい︒

それでは︑善導は凡夫のあり方をどのように見ていたのであろ

があると言えよう︒

られていたことが分かる︒ここに善導における浄土教思想の根幹

以上のことから︑仏における救済対象の中心に凡夫が位置づけ

九如像観中説言︒仏告章提︒諸仏如来入一切衆生心想中︒是
故汝等心想仏時者︒是其九証也︒
十知九品之中一一説言為諸衆生者︒是其十証也判︒
そして︑﹁証明知来説此十六観法︒但為常没衆生︒不子大小聖
J と︑ここに挙げたのは︑常没の衆生の為であり︑大小の聖人

の為ではないことを明示する︒言句には凡夫の語が見られないも
のばかりであるが︑ここから善導は﹁未来世一切衆生﹂﹁一切衆
生﹂など︑衆生と凡夫を同義に用いていたと考えることができる
であろう︒
また︑聖人の為ではないとする理由として﹁玄義分﹂和会門に
おいて︑
更復何憂乃籍章提請求生路︒然諸仏大悲於苦者︒心偏感念常
没衆生︒是以勧帰浄土︒亦知溺水之人︒急須偏救︒岸上之者︒
何用済為判︒
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第二項
善導における凡夫観

善導は凡夫についてどのような受け止め方をしていたのであろ
うか︒善導の凡夫観は大別すれば﹁生死的存在︑罪悪的存在﹂と
﹁仏力を必要とする存在﹂になろう︒以下︑この二つの視点から

在であること明示している︒もちろんこの二つは本質的には同
じことをいう︒

このような捉え方は︑﹃観無量寿経﹄九品段の解釈にもおいて

影響が見られる︒﹁玄義分﹂には︑

まず︑善導は︑著述の至るところで︑凡夫の本質的な部分を示

品三人是遇小凡夫︒下品三人是遇悪凡夫︒以悪業故︒臨終藷

以遇縁有異︒致令九品差別︒何者︒上品三人是遇大凡夫︒中

又看此観経定善及三輩上下文意︒総是悌去世後五濁凡夫︒但

し﹁生死的存在﹂﹁罪悪的存在﹂であることを示している︒いく

善︒乗仏願力乃得往生︒到彼華開方始発心︒何得言是始学大

論じていきたい︒

つか採り上げるならば︑﹁玄義分﹂において﹁我等愚痴身瞭劫

乗人也︒若作此見自失候他為害蕊甚︒今以一一出文顕証︒欲

また︑﹃観念法門﹄には次のように説示している︒

が︑そこに説示されているのは︑すべて善悪の凡夫であるとする︒

と示している︒本来︑機根の優劣をあらわしていた九品段である

使今時善悪凡夫︒同狛九品︒生信無疑︒乗仏願力悉得生也岨︒

来流転時﹂とあり︑その他にも︑
帰去来︒魔郷不可停︒噴劫来流転六道尽皆経︒到処無余楽︒
唯開愁歎声︒畢此生平後︒入彼浬繋城唱︒
一者決定深信自身現是罪悪生死凡夫︒積劫巳来︒常没常流転︒

仏滅後五濁凡夫︒遇善知識勧令生信︒持戒念仏語経礼讃︒決

無有出離之縁唱︒
弟子道場衆等︒自従噴劫巳来︒乃至今身至於今日︒於其中問︒

定往生‑以仏願力尽得往生︒此亦是証生増上縁略︒

又如観経九品云︒一一品中︒所告衆生者︒皆是若仏在世︒若
放縦身口意業︒造一切罪唱︒

﹃観無量寿経﹄九品段に説かれる一々の品は︑すべて善悪の凡

の相違があるのは遇縁の差によるものであり︑三品で示される凡

信知︒自身是具足煩悩凡夫︒善根薄少流転三界︒不出火宅唱︒
とあるように︑凡夫とは︑噴劫より常に流転し続けている生死的

夫には本質的な相違がないことをあらわしている︒

夫︑仏滅後の五濁の凡夫である︒ただ︑上品・中品・下品の三品
存在であり︑また︑今日においても罪を造り続けている罪悪的存

従来︑中国では浄影寺慧遠(五二三l五九二)をはじめとして
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解釈されてきたが︑善導はその行位説に配当することなく︑九

﹃観無量寿経﹄九品段について︑菩薩の行位説に基づきながら

ように解釈する︒

てこの観が勧められているが︑ その章提希について善導は次の

正明夫人是凡非聖︒由非聖故︒仰惟聖力冥加︒彼国雄造得観︒

品で示される衆生をすべてを凡夫と見なし︑本質的な部分に差
はないとする︒ただ九品の差別は遇縁の差によるという独自の

此明如来恐衆生置惑謂言夫人是聖非凡︒由起疑故︒即自生法

必要とする存在であると捉えていたことが知られる︒

どまらず︑章提希をも凡夫と位置づけ︑更には︑凡夫とは仏力を

このように︑善導は︑未来世一切衆生だけを凡夫と捉えるにと

必要とすることを示している︒

章提希は凡夫であることから︑かの国土を観ずる為には︑聖力を

善導は︑章提希を聖人ではなく︑凡夫と見なしている︒即ち︑

弱︒然章提現是菩薩︒仮示凡身︒我等罪人︒無由此及︒為断
此疑故︒一言汝是凡夫也酬︒

解釈を打ち立てる︒
続いて︑善導が︑凡夫とは仏力を必要とする存在であることを
示している箇所を見ていきたい︒﹃観無量寿経﹄には︑

0

如来今者︒教章提希及未来世一切衆生︒観於西方極集世界︒
以仏力故︒当得見彼清浄国土︒知執明鏡自見面像岨

と︑章提希︑及び未来世一切衆生が︑西方極楽世界を観じること
ができるのは仏力に依るからであると説かれている︒
これについて︑善導は﹁序分義﹂において次のように解釈して

ところで︑善導は﹁文仏密意弘深︒教門難暁︒三賢十聖弗測所︒

現している︒これは道縛﹃安楽集﹄の﹁信想軽毛時﹂を受けたも

いる︒
以仏力故巳下︒此明衆生業障︒触目生盲︒指掌謂遠他方︒隔

のであろうが︑何れにしろ自らを三賢・十聖とは異なる存在であ

閥況我信外軽毛︒敢知旨趣時﹂と自らのことを﹁信外軽毛﹂と表
竹篤即織之千里︒量況凡夫分外諸仏境︒内関心︒自非聖力冥

ると示している︒

証して三賢に入ると示している︒

念 乗 華 到 仏 会 即 証 不 退 入 三 賢 J と︑浄土に往生すると不退を

また︑﹃法事讃﹄では﹁行者見巴心歓喜終時従仏坐金蓮一

は出世間的存在であることを示している︒

十聖等時﹂と︑六道輪廻する者は世間的存在であり︑三賢・十聖

三賢・十聖について﹁散善義﹂では﹁世間六道︒出世間三賢・

加︒彼国何由得観時︒
凡夫は︑仏の威神力に依らなければ︑知何にして西方極楽世界
を観じることができるだろうかとする︒即ち︑凡夫が西方極楽世
界を観ずる為には︑仏力を必要とするのであり︑自らの力だけは
観が成立しないとする︒
﹃観無量寿経﹄では章提希︑ 及び未来世一切衆生が対象となっ
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三賢とは︑菩薩の行位説に依れば︑十住(十解)・十行・十回
向を指し︑凡夫のことを示している︒
では︑善導は三賢についてどのような見解を有していたのであ

している︒更に︑この菩薩について︑

若論此位中菩薩力勢︒十方浄土随意往生︒量蒋章提為其請仏

菩薩名為不退︒身居生死不為生死所染︒知鵠鴨在水水不能湿︒

上下者︒上言従種性至初地巳来者︒未必然也︒知経説︒此等

して仏力を必要としない存在である︒このような彼らに対して︑

のままに往生することができるとする︒これらの菩薩は往生に関

と︑種性(十住)以上から初地以前の菩薩ならば︑十方浄土に意

勧生西方極楽園也端︒

知大品経説︒此位中菩薩由得二種真善知識守護故不退︒何者︒

章提希は阿弥陀仏の浄土に生まれることを勧めるだろうかとして

ろうか︒このことは﹁玄義分﹂における説示から明らかとなる︒

一是十方諸仏︒二是十方諸大菩薩︒常以三業外加︒於諸善法

いる︒

その内実を示しながら反論しているのである︒

このように善導は︑諸師の判定に対して菩薩の行位説を用い︑

無有退失故︒名不退位血︒此等菩薩亦能人相成道教化衆生︒
論其功行︒巳経一大阿僧祇劫︒双修福智等︒既有斯勝徳︒更
憂何事乃蒋章提請求生也︒以斯文証︒故知︒諸師所判還成錯
也
岬
︒
諸師は︑上品下生を種性(十住)以上から初地以前の位と判定
するが︑善導はそれを否定し︑その論拠を提示する︒
﹁経(﹃大智度論﹄)には︑これらの菩薩を名づけて不退とし︑
身は生死に居しながらも︑生死に染められることはないとある︒
また﹃大品経﹄には︑この位にある菩薩は︑二種の善知識によ
って守護を得ることにより不退である︒この善知識とは︑一には
十方諸仏︑二には十方諸大菩薩のことである︒これらの善知識が
力を加えてくれることによって退失することはない︒従って不退
位と名づけるとある︒
これだけの勝徳を持つ種性以上から初地以前の位である菩薩の
為に︑章提希が釈尊に請うだろうか﹂と善導は諸師の判定を批判
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以上︑善導の浄土教思想に見られる凡夫観を見てきた︒以下に
そのことをまとめたい︒
善導は︑凡夫の本質的な部分を生死的存在︑罪悪的存在であ
ることをあらわすために︑自らを﹁信外軽毛﹂と称したり︑ま
た菩薩の行位上に位置しない存在であることを明示していた︒
更に︑このような生死的︑罪悪的存在なる凡夫は︑仏力に依
らなければならない存在であることを著述において力説してい
た︒こうした善導の態度は︑凡夫である章提希に対して仏力の
必要性を説くことからも明らかである︒
善導が外的なはたらきである仏力を強調するのは︑生死的︑
罪悪的存在である凡夫は︑自らの力では全くもって浄土往生が
不可能であることを示さんがためであったと考えられる︒
こうした善導の凡夫観は︑﹁散善義﹂の二種深信釈において明
示されていた︒善導は︑諸師の﹃観無量寿経﹄の九品段に関す
る判定に関して︑菩薩の行位に基づきながら反駁を行っていた
が︑それは諸師への批判にとどまらず︑凡夫の概念を明らかに
するものでもあった︒善導は︑凡夫である内凡について詳しく
論じることで︑同じ凡夫であっても︑外凡とは全くその内実が
異なることを示していたのであった︒
善導にとって二種深信釈で示される凡夫とは︑外凡という常
没なる衆生に他ならないのであり︑まさに﹁信外軽毛﹂と称さ
れる凡夫であった︒

善導の凡夫観は︑道縛の常没なる凡夫というあり方を踏襲す

るだけでなく︑それを自己の問題として追及している点に善導

における凡夫観の特徴が見られる︒
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結

叫﹃略論安楽浄土義﹄には︑以前より曇鷺の真撰・偽撰説がある︒多くの研究者は書誌などの点から︑本書を曇鷲の真撰と位置づけ

ている︒一方で︑偽撰説の根拠となるのは︑曇驚の浄土教思想が体系的に説かれている﹃往生論註﹄を中心とし︑そこに見られる思

想と︑﹃略論安楽浄土義﹄の思想とを比較した結果︑﹃略論安楽浄土義﹄は曇鷲の思想とは異なるとして︑曇鷲偽撰説を論じている︒

本論では︑真撰・偽撰説を論じることはしないが︑曇驚真撰説が確定的でない以上︑本論では本書を曇鷲の真撰として用いないこ

とにする(岡亮二﹁﹃略論安楽浄土義﹄の一考察!曇鷺撰述説をめぐりてl﹂︑大田利生﹁略論安楽浄土義の一考察﹂など参照)︒

柁信楽峻麿﹃浄土教における信の研究﹄二五五頁参照︑﹃浄土仏教の思想﹄四︑二ハ六頁l 一六七頁参照
時﹃真宗聖教全書﹄一︑三二一頁lコ二三頁
叫﹃真宗聖教全書﹄一︑三四六頁
柑﹃真宗聖教全書﹄一︑三四六頁l三四八頁
判﹃真宗聖教全書﹄一︑二七九頁
灯﹃真宗聖教全書﹄一︑二八一頁
時﹃真宗聖教全書﹄一︑三三九頁l三四O頁

我従無始循三界

願聞十方諸有縁

為虚妄輪所廻転

欲得往生安楽者

一念一時所造業

普皆知意無障擬

足繋六道滞三塗

所有功徳若大少

唯願慈光護念我

団施一切共往生

令我不失菩提心

柑曇驚は﹃讃阿弥陀仏偏﹄において︑

我讃仏恵功徳音

(﹃真宗聖教全書﹄一︑三六五頁)

と︑仏に菩提心の護念を願い︑また︑十方の有縁の衆生に功徳を団施して︑共に往生を願うと示している︒従って︑曇鷲は三界流転
身であるという自覚のもと︑大乗菩薩道の完遂を目指していたと考えられる︒
一山﹃真宗聖教全書﹄一︑三O七頁
4
円

叫﹃真宗聖教全書﹄一︑三O七頁i一二一一頁
qd

判﹃真宗聖教全書﹄一︑三三四頁l一一一三五頁
判﹃真宗聖教全書﹄一︑二二九頁
叫﹃真宗聖教全書﹄一︑二八六頁
p
h
υ

判﹃真宗聖教全書﹄一︑三二九頁l三三O頁
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a
u

叫﹃真宗聖教全書﹄一︑二八四頁l 二八五頁
判﹃真宗聖教全書﹄て二八三頁
道縛の生涯については﹃浄土仏教の思想﹄四
︒
︒叫
n
v
AU

判﹃真宗聖教全書﹄一︑三七七頁

川町﹃真宗聖教全書﹄一︑三七八頁l 三七九頁
柁﹃真宗聖教全書﹄一︑四一 O頁
qd

柁 ﹃ 真 宗 聖 教 全 書 ﹄ て 三 八 五 頁l三八六頁
柁﹃真宗聖教全書﹄一︑三八七頁l三八八頁
制﹃真宗聖教全書﹄一︑三九二頁
GU

日目﹃真宗聖教全書﹄一︑四O 二頁
t
司

戸

h
υ

(二二O頁l 二七O頁) に詳しい︒
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日目横超慧日﹁浄土教の兼為聖人説﹂六一八頁l六一九頁
柁﹃真宗聖教全書﹄一︑三九一頁
目﹃真宗聖教全書﹄一︑三九三頁
︒
︒日
n
v
n
u

柁﹃真宗聖教全書﹄一︑四二八頁

時内藤知康﹃安楽集講読﹄五七頁参照
円必

時﹃真宗聖教全書﹄一︑四O四頁
q
o

時﹃真宗聖教全書﹄一︑二八三頁l 二八四頁
A吐

的﹃真宗聖教全書﹄一︑三九五頁
同﹃真宗聖教全書﹄一︑四三一頁l四三二頁
時﹃真宗聖教全書﹄一︑四O五貰l 四O六頁
刷 ﹃ 真 宗 聖 教 全 書 ﹄ て 四O七頁
時﹃真宗聖教全書﹄一︑四O八頁

AU

糊﹃真宗聖教全書﹄一︑四O九頁
削﹃真宗聖教全書﹄一︑四O九頁
叫 ﹃ 真 宗 聖 教 全 書 ﹄ 四 一 O頁

一、

qA

叫﹃真宗聖教全書﹄一︑四一 O頁
q
o

叫﹃真宗聖教全書﹄一︑四一 O頁

F
h
υ

叫﹃真宗聖教全書﹄一︑四二一頁
州︑﹃真宗聖教全書﹄一︑四二八頁
PO

叫﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八三頁中

(山本仏骨﹃道締教学の研究﹄ 一四六頁)

て居る事は︑彼だけの主観であって︑﹃安楽集﹄の真価を見出だす事が出来なかったと云うより他は無い︒

て﹀︑却って退化したものと云わねばならない︒要するに迦才が﹃安楽集﹄を評論して︑後の読むものを鴎賭して決せずと云っ

章品の問題で無くて︑実は教義思想の更改なのである︒(中略)斯くて迦才は道縛の理解者とならず﹃安楽集﹄を吏改せんと企

斯様にして迦才が﹃安楽集﹄を評して︑文義参雑し章品混請するが故に補正すると云って居る事も︑内容を検すれば単に文義や

叫山本仏骨氏は︑その著﹃道緯教学の研究﹄において︑次のように論じている︒

QU

叫拙稿﹁迦才﹃浄土論﹄における﹁本為凡夫兼為聖人﹂ について﹂
nヨ

叫拙稿﹁迦才﹃浄土論﹄の仏身仏土論の成立背景﹂
n
u

叫﹃大正新修大蔵経﹄四七︑一 O O頁下
吋﹃大正新修大蔵経﹄四七︑一 O O頁下l 一
O 一頁上
qL

利﹃大正新修大蔵経﹄四七︑九一頁上
qd

時﹃大正新修大蔵経﹄四七︑一 O O頁中
aせ

吋﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八三頁中
Fhu

吋﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八四頁上
PO

柑﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁上
柑﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁中
略﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁上
削﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁上
n
u

削﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁中
柑﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁中
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判﹃大正新修大蔵経﹄四七︑九O頁下
叫﹃真宗聖教全書﹄一︑五一頁
at

吋﹃大正新修大蔵経﹄四七︑九二頁上
刈﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八七頁中
GU

吋﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八七真上
吋﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八七頁中!八七頁下
刈﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八七頁下
ny

刈﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八七頁下l八八頁上
nu

判﹃大正新修大蔵経﹄四七︑八八頁上
判深貝慈孝﹁善導における発願と誓願﹂一五四頁l 一五五頁

灯善導の著述に関して︑通称を用いることにする︒従来︑ (三)﹃観念法門﹄に関しては︑﹃観念阿弥陀仏相海三味功徳法門﹄一巻と
o

一︑四四二頁

﹃五種増上縁義﹄一巻が別々に成立し︑後に一 つにまとめられたとする説がある ︒ ここでは﹃観念法門﹄を一巻のテキストとして扱い
たい

m ﹃真宗聖教全書﹄
灯﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四四三頁
刷﹃真宗聖教全書﹄ 一︑六三七頁
氏U

幻﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四五二頁
灯﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四五三頁1四五四頁
幻﹃真宗聖教全書﹄ て 四 五 四 頁l 四五五頁

一︑四九三頁

灯﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四五五頁
附﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四五O頁
n
u
句﹃真宗聖教全書﹄
ω

柑﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四四一頁
時﹃真宗聖教全書﹄ て 五 O 四頁
時﹃真宗聖教全書﹄ て 五 三 四 頁
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4 且Z

柑﹃真宗聖教全書﹄ 一︑五八一頁
a
u

柑﹃真宗聖教全書﹄ て 六 四 九 頁
時﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四五三頁
一︑五一頁

柑﹃真宗聖教全書﹄ 一︑六三九頁
時﹃真宗聖教全書﹄
︒
︒
凸
ヨ
nu

時﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四九四頁

時﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四九五頁
qL

柑﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四四三頁
柑﹃真宗聖教全書﹄ 一︑四二一頁
時﹃真宗聖教全書﹄ 一︑五四四頁
戸

GU

時﹃真宗聖教全書﹄

五七五頁

四四九頁

四五一頁
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必吐

時﹃真宗聖教全書﹄
、

hd

時﹃真宗聖教全書﹄

一
、一
、

される凡夫の語が﹃観無量寿経﹄に組み込まれたことにより︑浄

土教と凡夫との聞に関係性が生じるようになったと考えられる︒

﹃観無量寿経﹄の主題は︑章提希及び未来世一切衆生が知何に

して阿弥陀仏の浄土へ往生することができるのか︑換言するなら

ば︑一切の凡夫は︑知何にすれば往生が可能となるのかという点

中心に論じてきた︒その結果︑中国浄土教において特に依用され

関する説示が具体的に描写され︑その内容に類似性が見られるこ

﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄には︑阿弥陀仏の浄土への往生に

にある︒

てきた浄土経典・論書には︑﹃観無量寿経﹄が訳出︑受容される

とから︑両経は中国仏教者による会通の対象となり︑﹃無量寿経﹄

の思想と凡夫の概念が符合されるようになっていったと考えられ

ても原語となる唱3
EESω の語は見当たらない︒また︑鳩摩羅

るのであり︑本来︑凡夫の概念が見当たらない﹃無量寿経﹄と凡

ての凡夫の概念が出現するは︑﹃観無量寿経﹄の訳出︑受容によ

つまり︑中国浄土教において︑阿弥陀仏における被救済者とし

る
︒

什訳﹃阿弥陀経﹄︑玄襲訳﹃称讃浄土仏摂受経﹄やサンスクリッ

夫の救済の結びつきは︑中国仏教者の会通によるものであったと
言えよう︒

第二章﹁初期中国浄土教における凡夫の概念﹂では︑庫山慧遠

このような事実をどのように考えたらいいのであろうか︒この

願生していたことが知られた︒庫山慧遠は︑念仏三昧の実践につ

庫山慧遠は﹃般舟三昧経﹄により︑念仏三昧を実践し︑西方を

を中心に当時の浄土教思想と凡夫観について論じてきた︒

ことは︑浄土教と凡夫の関係を一旦切り離した上で︑浄土教を見

このことは︑凡夫はただ救済されるべき存在ではなく︑菩薩と

ことが示されであった︒

凡夫はいつの時にか三昧を実践し成就する能力を兼ね備えている

いて︑凡夫にとっては直ちに実践可能という性格ではなかったが︑

経典として︑重良耶舎訳﹃観無量寿経﹄の撰述︑訳出が挙げられ

中国浄土教の歴史において︑初めて凡夫と密接に関連する浄土

直さなければならないことを意味していると考えられる︒

ことができなかった︒

浄土教との関連が深い﹁易行品﹂においては︑その語を確認する

住毘婆沙論﹄には︑凡夫の語は多数確認できたのであるが︑中国

加えて︑中国浄土教において重要な論書と位置づけられる﹃十

ト本の︿阿弥陀経﹀に関しても同様のことが言える︒

確認することはできず︑︿無量寿経﹀のサンスクリット本におい

そもそも︑漢訳の︿無量寿経﹀には︑凡夫あるいは異生の語を

まで︑凡夫の語を確認することができなかった︒

いて訳出された浄土経典と︑訳語としての凡夫の語との関係性を

第一章﹁中国浄土教の成立過程と凡夫の概念﹂では︑中国にお

以下にその成果をまとめたい︒

本論考では︑浄土教と凡夫の関連性について論を進めてきた︒

論

る︒本経には﹃観仏三味海経﹄などの影響が見られ︑そこに説示

して︑自らの行業の完遂を目的としつつ︑他者の救済へと展開す
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結

は後に展開するような阿弥陀仏における被救済者としての凡夫の

る大乗菩薩道の実践者と成りうることをあらわしていて︑そこに

ることは適当ではないことを指摘して︑本論考の結論としたい︒

共通する部分としない部分を有していることから︑画一的に捉え

概念は見当たらない︒ここに初期中国浄土教における凡夫観の一
つを提示することができた︒
第三章﹁中期中国浄土教における凡夫観の展開﹂では︑中期中
国浄土教の曇驚・道縛・迦才・善導における浄土教思想と凡夫
観︑そしてその展開を論じてきた︒
中期中国浄土教になると︑﹃無量寿経﹄﹃観無量寿経﹄が受容さ
れたことにより︑阿弥陀仏における被救済者としての凡夫の存在
が次第に注目されるようになってくる︒特に迦才・善導の著述に
は︑そのことが顕著となっていく︒
こうした中期中国浄土教の展開を見るに︑﹃無量寿経﹄﹃観無量
寿経﹄の訳出と受容が︑中国浄土教理史に大きな転換をもたらし
たことを指摘することができよう︒また︑中国仏教者が︑﹃無量
寿経﹄と﹃観無量寿経﹄を重層的に取り扱ったことにより︑本来︑
︿無量寿経﹀にはなかった凡夫の概念が︑﹃無量寿経﹄に取り込
まれるようになり︑更には凡夫の概念を四十八願(特に第十八願)
と結びつけたことにより︑凡夫のための教えとしての浄土教が成
立するに至ったのである︒
以上のことから︑問題の所在であった﹁凡夫のための教えとい
うのは︑浄土思想成立の基本であったといってよい﹂という指摘
は成立し得ないのである︒
本論考における中国浄土教理史的研究によって︑阿弥陀仏にお
ける救済対象の中心が凡夫となっていったのは︑中国浄土教の歴
史的展開の上にもたらされたことであり︑またその凡夫の概念は
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