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〈凡例〉

①引 用文は 現行 の正 字体 に改 めて 示し た。
②引用 文中 の判 読不 能文 字は □で示 した 。

『 真宗 聖教 全書 』
→ 『史 料集 成』

→『真 聖全 』

③ 引用 典籍 の略 称は以 下の よう に統 一し た。

『 真宗史 料集 成』
『大 正新 脩大 蔵経 』→ 『大 正蔵』

序

論

序

論

真宗 高田派 の教 学に 関し ては 、従来 高田 派内 外の 研究 者によ って 様々 な研 究が なされ てい る。 特に 高田

派 中興の 祖と 呼ば れる 第十 世真慧 （一 四三 四～ 一五 一二） に関 する もの は多く 、同 時代 の本 願寺 派第 八世

蓮如（ 一四 一五 ～一 四九 九） との 関係性 は高 田派 と本 願寺 派の両 派か らの 注目 を集 め、研 究が 行わ れて き

た 。ま た彼の 主著 『顕 正流 義鈔 』に示 され た念 仏思 想は 、高田 派教 学の 特徴 を顕 著にあ らわ して いる とし

て度 々研究 の対 象と され 、近 年で は本書 によ って 他派 の教 学と の比 較研究 など も発 表さ れて いる。 今日 の

高 田派 教学 の特 徴の多 くは 、真 慧研 究を 中心と する 中世 の教 学研究 の成 果に よっ て裏 付けら れて いる とい
って も過 言では ない 。

そ のよ うな 中で 、筆 者はあ えて 本論 文の 主題 を近世 に絞 って いる ので あるが 、そ の理 由は 、高 田派 教学

史 研究 にと って 今 その 必要 性 が問 われ るの が 近世の 教学を 明らか にする ことで ある と考える とこ ろにあ

る。そ れは 以下 に述 べる とこ ろの、 筆者 が今 日の 高田派 教学 、或 いは 真宗 教学に 抱い てい る問 題意 識その
もの であ ると もい える 。

さて 、近 世初期 は江 戸幕 府の 学問 奨励を 背景 とし た教 学振 興の時 代で あっ た。 それ に伴い 、日 本仏 教界

も 各宗 におい て教 学の 研鑽 が行 われて いる 。中 でも 中心的 に行 われ てい たの が、各 宗に おけ る祖 師の 教学
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研究 であ った とい う。そ の伝 記或 いは 歴史 などの 解明 の成 果は 、近 代の教 学の 基礎 とな るも ので あっ たと

いわ れて い る 。こ のよ うな 傾向は 真宗 にお いても 同様の こと がいえ る。 たと えば本 願寺派 では 、寛永 十

六年（一六三九 ）に学寮（学林）が創設され 、以後本願寺派教学における研究及び教育の中心機関として 、

宗学の 研鑽 や教 学に まつ わる 議論 などが 盛ん に行 われ てい る。 また大 谷派 でも 、寛 文五 年（一 六六 五） に

学 寮が 創立さ れ、 宝暦 四年 （一 七五四 ）の 移転 後は 高倉 学寮と 呼ば れ、 大谷 派の 修学研 鑽の 場と され た。

高田 派もま た、 寛文 十二 年（ 一六 七二） には じめ て安 居が 開講 され てから は、 宗乗 ・余 乗共 に幅広 く講 義
が 行わ れ、 多く の学僧 によ って 盛ん な教 学研究 が行 われ たよ うで ある。

この よう な近 世に おけ る真 宗教学 の展 開が 体系 的に まとめ られ た書 物に 、普 賢大圓 氏の 『真 宗教 学の発

達 』が ある 。こ の書 物は近 世真 宗教 学史 の先 駆的な もの とし て、 今日 でも多 くの 研究 者た ちに 参照さ れて

い る。 本書 に おい て 普賢 氏は、 近世を 真宗 教学史 にお ける 「宗学 の発 達」 の 時代 であ ると位 置付 けて、
その冒 頭で 次の よう に述 べて いる。

宗学までも包むものなることは、否定することが出来ないであろう 。〔傍点筆者〕

．覚
．如
．・
．存
．覚
．・
．蓮
．如
．に
．至
．る
．、
．諸
．祖
．師
．に
．よ
．っ
．て
．説
．示
．さ
．れ
．た
．教
．説
．を
．含
．み
．、更にまた門侶の研鑽の成果たる
は

．
関す るも のなの であ る。 凡そ 「教 学」と 云え ば、 宗祖 を中 心と して、 上は 三国 七祖 にさ かの ぼり 、下

本 論文 は「 真宗 教学の 発達 」に つい ての 研究で ある が、 それ は真 宗末侶 によ って なさ れた「 宗学 」に

*2

本 書は この ような 観点 から 、所 謂「 近世真 宗教 学」 の展 開が まと められ てい る。 ここ に示 され る見 解に

*3
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*1

つい て、 親鸞 思想 の形成 、及 びそ の教 学展 開の全 てを 含め て「 真宗 教学」 と位 置付 ける 点は 理解 でき る。

しかし筆者は 、この位置付けには問題点も孕んでいると考える 。それは「真宗教学 」の名目でありながら 、
本 願寺派 教学 を中 心に 述べ られて いる 点で ある 。

すな わち この 文章で いう とこ ろの 「覚 如・存 覚・ 蓮如 の教 説を 含む」 とい うの はあ くま でも本 願寺 派の

場合であって、たとえば高田派の場合でいうのであれば、「下は覚如・存覚・蓮如に至る…」以下は 、
「下

は真 仏・顕 智・ 真慧 に至 る、 諸祖 師によ って 説示 され た教 説を 含み 」とな るべ きで なの であ る。も ちろ ん

覚 如・ 存覚 ・蓮 如の教 学が 含ま れる もの が「真 宗教 学」 と呼 ばれ ている こと を否 定す るも のでは ない が、

そこ に真 仏・顕 智・ 真慧 らに よる 本願寺 派以 外の 教学 の展 開を も含 めて「 真宗 教学 」と 呼ば れる べきで は

な いか と思 うの であ る。さ らに いえ ば、 彼ら の思想 や教 学上 の差 異、 或いは その 差異 の上 に形 成され た宗

学を 総合 的に 含ん ではじ めて 「真 宗教 学」 という べき なの では ない だろう か。 しか もこ れは 普賢 氏に 限っ

たこと では ない 。つ まり 従来 の「真 宗教 学」 とい われ るもの の大 多数 が、 本願 寺派を 中心 に述 べら れたも

ので あっ たこ とを 強調 してお きた い。 なお 、こ の問題 意識 で論 じる ので あれば 本来 他派 につ いて も言 及す

べきと ころ では ある が、 本論 文は 高田派 教学 に主 眼を 置く ため、 真仏 ・顕 智・ 真慧 に限定 した こと を断 っ
て おく 。

しか しそ の反 面、 本願寺 派に 比べ 、高 田派 教学史 には 不明 瞭な 点が 多いと いう 現実 もあ る。し かも それ

は 特に 近世 におい て顕 著で あり 、こ の時代 の教 学は 派内 の学 者によ って も十 分に 研究 されて きた とは 言い
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難い 。筆 者は この ような 現状 に置 かれ てい る根本 的な 原因 が、 近世 の高田 派教 学の 一側 面が 近代 に至 って

他派か らの 批判 を招 く結 果を もたら した こと にあ るの ではな いか と考 える 。た とえば その 一つ とし て挙 げ

ら れるの が、 高田 派代 々法 主によ る口 伝相 承を 伝え る書物 を根 拠と した 秘事 法門疑 惑で ある 。他 派の 研究

者によ って その よう な論 文が 発表 された のに 対し て、 高田 派側 の研究 者は これ を真 っ向 から否 定し たの で

あ るが 、そこ で取 られ た方 法は 、その 存在 その もの を否 定する こと によ って 、或 いは一 時代 限り の出 来事

と捉 えるこ とに よっ て反 論す るも のであ った 。し かも これ によ って 論議が 収束 した 後は 、敬 遠する かの よ

う にし て、 この 話題が 再び 取り 上げ られ ること がな いま ま今 日に 至って いる 。こ のた め今 日の高 田派 教学

の歴 史は その部 分を 欠い た状 態で 、それ らを 前後 の高 田派 教学 の歴 史と結 びつ けな いま まに 構築 された も

の とい え、 この こと が近世 高田 派が 不明 瞭で ある一 つの 要因 とな って いると 思わ れる ので ある 。

以上 のよ うな 点に 筆者 は問 題意 識を抱 き、 近世 に焦 点を 当てた 次第 であ る。 本論 文はそ のよ うな 視点 か

ら、先 哲に よっ て否 定さ れて きた書 物、 或い は出 来事 に今一 度検 討を 加え るこ とによ って 、従 来そ れとの

関連 性を 考慮 せず に述 べられ てき た近 世高 田派 教学の 再考 を試 みる こと を目的 とす るも ので ある 。以 下に
各章の 内容 を概 説す る。

第 一章 では、 近世 の高 田派 教学 の展開 を学 僧の 略伝 や当 時の 安居 記録な どか ら概 観す る。 その 方法と し

ては、 まず 前述 の普 賢大 圓氏 の著 書『真 宗教 学の 発達 』に よっ て、 近世本 願寺 派の 教学 的展開 をま とめ 、

普 賢氏 が設 ける時 代区 分に 沿っ て、 各時代 の学 問傾 向を 窺っ ておく 。そ して その 時代 区分を 参考 に、 近世
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高田 派を 大き く三 つの時 代に 分け 、本 願寺 派のそ れを 参照 しな がら 高田派 教学 史の 展開 を考 察す るこ とに

よって 、同 時代 の本 願寺 派と 高田派 の流 れを 比較 して いきた い。 なお 、教 学史 の展開 を考 察し てい く上 で

は、やはり高田派教学がどのような特徴を持ち、今日に至っているのかを事前におさえておく必要がある 。

そこで まず 第一 節で は、 前述 の真 慧の『 顕正 流義 鈔』 によ って そのこ とを 検討 した 上で 、近世 の検 討へ と
入 って いきた いと 思う 。

第二 章で は前 述の 高田派 法主 によ る口 伝相 承が述 べら れた 書物 を考 察する 。こ のよ うな 内容 を伝え る書

物 がい くつ か残 されて いる こと が原 因と なって 、以 前高 田派 は他 派の研 究者 によ って 秘事 法門疑 惑を かけ

られ るに 至り、 高田 派側 の研 究者 は一体 とな って これ に反 論し た。 ところ で、 これ ら秘 事法 門疑 惑の根 拠

と なっ た書 物は その 性質か ら大 きく 二種 類に 分ける こと がで きる 。ま ず一つ は、 中世 に成 立し たと考 えら

れる 十通 の紙 片で 、
真慧 が口 伝に よっ て秘事 法門 と考 えら れる 教義 を伝授 して いた こと を伝 える こと から 、

『十個 秘事 書』 と名 付け られ たもの であ る。 また 秘事 法門疑 惑の 発端 とな った もので もあ る。 この 書は内

容も さる こと なが ら、 その奥 書に 偽作 の可 能性 が浮上 した こと によ って 物議を 醸し 、筆 跡調 査等 綿密 な研

究が行 われ た。 もう 一つ は、 近世 初期頃 に発 生し たと 考え られる 書物 群で 、そ の当 時に至 るま での 高田 派

代々法主による口伝相承について述べられたものである。このことを伝える書物はいくつか存在しており 、

各書 に は類 似し た口 伝の 歴史 或いは 内容 が記さ れて いる（ 以下 、こ れらを 総称し て口 伝資料 と呼 ぶ ）。こ

れ らは 成立 時期、 内容 とも に前 者の 『十個 秘事 書』 とは 大き く異な るも ので ある が、 同じく 口伝 を伝 えて
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いる 点、 また 「唯 授一人 口訣 」な どの 秘密 めいた 表現 が用 いら れて いる点 が問 題と され 、派 生的 に秘 事法

門疑惑 の根 拠の 一つ とさ れた 。従来 の研 究で は、 これ ら二種 類の 書物 が伝 える 口伝相 承は 全て 意図 的に 捏

造 された もの であ り、 事実 無根で ある と否 定す るこ とによ って 、秘 事法 門疑 惑に反 論が なさ れて いる 。し

かし本 論文 では 、こ の二 種類 をそ れぞれ 別の 性質 のも のと して 大別し て構 成し 、さ らに 口伝資 料に つい て

は 一つ 一つを 繙い て考 察す るこ とによ って 、従 来の 所説 に検討 を加 えて いき たい 。

第三 章で は近 世中 期頃の 高田 派に おい て行 われた 復古 運動 に注 目す る。こ の運 動は 「宗 祖の 古に復 る」

こ とを 目的 とし ており 、そ の特 徴は 高田 派に代 々法 主に よる 伝戒 相承が ある こと を主 張し 、戒律 の護 持を

勧め ると ころに ある 。当 時の 法主 であっ た第 十八 世円 遵（ 一七 四八 ～一八 一九 ）が 中心 人物 の一 人とな っ

て 宗門 を挙 げて 取り 組まれ た運 動で あっ たが 、真宗 で戒 律を 取り 上げ るとい う特 異性 のた めか 、高田 派の

教学 史研 究上 では これま であ まり 注目 され ておら ず、 その 内実 につ いては 不鮮 明な 点が 多い 。そ こで それ

らを探 るべ く、 同じ く中 心人 物の一 人で ある 学僧 真淳 （一七 三六 ～一 八〇 七） が円遵 の命 によ って 著した

書物 『下 野伝 戒記 』と 『下野 大戒 秘要 』に よっ て、復 古運 動に おい て提 唱され た伝 戒論 の内 容を 考察 し、

さらに 真淳 のそ の他 の書 物と 照ら し合わ せな がら 、真 宗教 義の上 でそ れが どの よう に展開 され てい った の

か を論 じてい きた い。 また 『下 野伝戒 記』 には 、伝 戒相 承と第 二章 で取 り上 げる 口伝相 承と の間 に関 連が

あるこ とを 示唆 する 内容 が見 受け られる ため 、そ れに つい ても 検討 を加え るこ とに よっ て、前 時代 との 関
わ りに も言 及して いき たい 。
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第四 章で は、 近世 後期 の高 田派 教学に つい て考 察す る。 従来 の研究 では この 時代 は、

先宮 及び真 淳僧 正の 遺せ る影 響感化 甚だ 強く 、宗 学発 展史 上よ り見れ ば殆 ど前 時代 の延 長で あって 、
殊 更に 新し い発 展の跡 を認 むる こと がで きない 。

と述べ られ 、高 田派 は第 三章 の復 古運動 が中 心人 物で ある 円遵 と真淳 の示 寂に よっ て収 束した 後も 彼ら の

影 響か ら脱す るこ とが でき ず、 教学面 は「 前時 代の 延長 」であ った とさ れて いる 。そし て復 古運 動以 来の

それ に転換 期が 訪れ るの は、 江戸 時代末 期に 末寺 を二 分し て争 われ た、行 と信 の問 題に まつ わる教 学論 争

である慶応安心惑乱まで時代が下ってからのことであるといわれてきた。しかし筆者はこの見解について 、

人々 に 多大 な 影響 を残し たと 考え られる 運動 の直後 を語る には 、「前 時代 の延長 」は 些か単 純すぎ る表 現

な ので はな かろ うか との疑 問を 抱い た。 しか もこの 時代 は、 高田 派で 復古運 動が 行わ れた のと ほぼ同 じ時

期に 本願 寺派 にお いて起 こっ た三 業惑 乱の 直後の 時代 でも ある 。全 国の門 末を も巻 き込 み、 幕府 の介 入を

受けるまでに至ったといわれるこの大論争の余波は、少なからず高田派にも及んでいたのではなかろうか 、

或い はそ のよ うな 時代 背景に あり なが ら、 高田 派は本 当に ただ 前時 代の 学説を 祖述 する しか なか った ので

あろう か、 この よう な疑 問も 同時 に抱か ずに はい られ ない 。そこ で、 円遵 の次 の代 の宗門 を担 った 第十 九

世 円祥 （一七 八八 ～一 八三 七） の著述 から 彼の 時代 の教 学的特 徴を 考察 する こと によっ て、 復古 運動 から

の影響 を窺 い、 慶応 安心 惑乱 に至 るまで の「 前時 代の 延長 」と いわ れてき た時 代に 再検 討を加 えた い。 ま

た 慶応 安心 惑乱に つい ても 、従 来の 教学論 争と して の一 面的 な見方 によ る検 討だ けで はなく 、そ の時 代背
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*4

景と して 復古 運動 以降の 歴史 的展 開と 教学 的展開 とを 考慮 し、 さら に真宗 他派 から の影 響も 視野 に入 れて
考察す るこ とに よっ て、 新た な見解 を提 示で きれ ばと 考える 。

小妻隆文『円祥上人 行実』二二九～二三〇頁
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以 上のよ うな 構成 によ って 近世 全般に わた る高 田派 教学 の展 開を 考察し 、近 世高 田派 教学 史の再 構築 を

試みる と同 時に 、従 来の 真宗 教学 史上に 高田 派の それ を位 置付 けてい くこ とが 本論 文の ねらい であ る。

末木文美士『近世の仏教―華ひらく 思想と文化―』一〇三頁

普賢大 圓『真宗教学の発達』一八頁

るまでを取り上げている。

普賢 大圓氏は『真宗教学の発達』の中で、第二篇を「宗学の発達」と題して近世初期の宗学勃興の時代から明治期に至

*2 *1
*4 *3

第 一章

高田 派教学 概説

第一章
はじめ に

高田派教学 概説

本論 文の 主題 は、 近世 の高 田派教 学の 再考 を試 みる ところ にあ り、 本章 はそ の検討 に入 る前 の言 わば 序

章のよ うな もの であ る。 そこで まず 第一 節で は、 今日の 高田 派教 学を 形成す る教 学的 特徴 を明 らかに し、

次章 以降 で検 討す る近世 の教 学に おい てそ れがど のよ うに 捉え られ ていく のか を検 討す るた めの 比較 材料

として 提示 して おき たい 。続 いて第 二節 から は近 世の 検討に 入る 。第 二節 では 従来の 研究 にお いて 明ら か

に されて いる 他派 の近 世教 学の展 開を 窺い 、第 三節 におい て他 派の それ を参照 しな がら 、近 世全 般に おけ

る高田 派教 学の 展開 に時 代区 分を 設ける こと によ って 、そ の流れ を客 観的 に把 握す ると共 に、 その 時代 背
景 につ いても 概観 して おき たい 。
なお 、近 世高 田派 の概況 につ いて は本 論文 附録の 略年 表を 参照 され たい。
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第 一節
高 田派 教学 と『顕 正流 義鈔 』の 関係

高田 派教 学の 特徴

第 一項

第十世真慧（一四三四～一五一二 ）の主著に『顕正流義鈔 』がある。この『顕正流義鈔 』の書名は 、
「正

し い流 義 を顕 す 鈔 」、 或いは 「流 義を顕 正す る鈔 」を意 味して おり 、本書 の著 述の 目的は 、当時 流行 して

る。

さて 、その 教学 的特 徴と は何 である かと いう と、 それ は本書 の「 信行 不離 、機 法一体 ハコ ノ宗 ノ己 証」

の 一節 に 尽き る とい っても 過言 ではな かろ う。 すなわ ち、一 般的 に真宗 にお ける 往生成 仏の 正因は 、所

で ある といわ れて いる 。ま た『 真宗大 辞典 』に は真 宗に おける 往生 の因 につ いて 、
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いた とい われる 無碍 光衆 と称 する 人々の 念仏 思想 と混 乱し ない よう 、高田 派門 徒に 対し て法 然か ら親鸞 へ

と 相承 さ れ た念 仏の 法流 を明 示し 、その 肝要 を講じ るとこ ろに あっ たとさ れて いる 。 本書 は「高 田派 聖

教 の代 表的 存 在」 と して 位置付 けら れてお り、 近年 高田派 より刊 行さ れた『 真宗 高田 派聖典 』にも 高田

*1

派所依 の聖 教の 一つ とし て収載 され 、今 日で も高 田派の 教学 的特 徴を あら わした もの とし て依 用さ れてい

*2

謂「信 心正 因、 称名 報恩 」の 語に あらわ され るよ うに 信心 一つ で語ら れ、 称名 念仏 は信 心獲得 後の 報恩 行

*3

我 が真 宗に 於ても 亦信 と行 との 必要 を談る けれ ども 、其 の趣 意は大 に聖 道門 に異 なっ て、信 を以 て往
生成 仏の正 因と なし 、行 を以 て因と せな いの であ る 。

と 解説し て、 往生 の正 因は あくま でも 信で あっ て、 行は因 とは され ない と示 されて いる 。し かし これ はあ

くまで も他 派の 場合 であ って 、
高田 派の 立場 は信心 と称 名念 仏と が共 に具わ った とこ ろに 往生 が決定 する 、

或 いは 往生成 仏の 因は 信行 具足 の称名 念仏 であ ると 捉え るもの であ る。 右の 『顕 正流義 鈔』 の文 は、 その
こと が非常 に端 的に あら わさ れた もので ある いえ る。 これ によ って 今日で も、

往生するためには、信行具足の称名念仏が大事である。称名念仏は信心を得た後の報恩行であるとし、
念 仏より も信 心を 重視 する 考え方 は、 高田 の宗 風で はない 。

性が 述べ られ た書 物で ある。

オモフ ハ自 力ナリ 」、「十九 ノ願 ノ心ナ リ 」、「諸行 往生 ノ義ナ リ」 等の疑 難に 答え るかたちで 、その正統

うな 高田 派の 教学 的特徴 に対 して 当時 他教 団から 投げ かけ られ たと いわれ る「 念仏 マフ シテ タス カラ ント

な ど と し て 、「 信 心 正 因 、 称 名 報 恩 」 を 宗 風 と し な い こ と が 明 言 さ れ て い る 。『 顕 正 流 義 鈔 』 は 、 こ の よ

*5

あ った と いっ て も過 言で はな く、近 年で も多く の研究 者に よっ てその 研究 が行わ れてい る 。 しか もそ の

本書 に基 づく真 慧の 念仏 思想 に関 する研 究は 、今 日に 至る までの 高田 派教 学史 にお ける最 大の 関心 事で

*6

正 流義 鈔』 には現 在確 認さ れて いる だけで も計 十書 の註 釈書 がある とい われ てい るが 、それ らは いず れも

ような傾向は 、早くは江戸期の少なくとも中期頃からみられたのではないかと思われる 。というのも 、
『顕

*7
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*4

『顕 正流 義鈔 蒙引 拾遺』 一巻

『 顕正 流義 鈔勧 化講 釈』 一巻

『顕 正流 義鈔 蒙引』 六巻

『 顕正 流義 鈔科 文』一 巻

仏教 寺教 瑞

智 慧光 院真 淳

智慧 光院 真淳

智 慧光 院真淳

智慧 光院 真淳

寛 政八 年（一 七九 六）

天 明六 年頃 ～文 化四 年（一 八〇 七）

天 明六年 頃～ 文化 四年 （一 八〇七 ）

天 明六 年（ 一七 八六）

天明 三年 （一 七八 三）

七 四八 ～一 八一九 ）の 事績 の一 つと して『 顕正 流義 鈔』 の再 刊が挙 げら れる し、 同じ く中心 人物 の学 僧真

また本論文でいえば、第三章で取り上げる復古運動の時代には、その中心人物であった第十八世円遵（一

以 上の 十冊で ある 。註 釈書 の数 だけみ ても その 関心 の高 さが窺 える 。

*8
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江戸 中期 から 後期 に書か れた もの であ る。 今それ らを 成立 順に 列挙 すると 、

『 顕正 流義 鈔私 記』 一巻

天保 六年（ 一八 三五 ）

天保 十三 年（一 八四 二）

専 照寺 法定

中山寺 真観

嘉 永六 年（ 一八 五三） 以前

『 顕正流 義鈔 聞書 』一 巻

『 顕正 流義鈔 講録 』一 巻

金光 寺忍 阿

年次 不詳

天 保十 三年 （一 八四二 ）以 前

『顕 正流義 鈔聞 書』 一巻

金光 寺忍 阿

金光 寺忍 阿

『 顕正 流義 鈔解 』一巻

『 顕正 流義 鈔講 録』 二巻

（１０）
（９）
（８）
（７）
（６）
（５）
（４）
（３）
（２）
（１）

淳（ 一七 三六 ～一 八〇七 ）は 右に 挙げ た註 釈書の 内、 実に 四冊 もの 執筆を 行っ てい る。 さら に第 四章 で取

り上げ る慶 応安 心惑 乱は 、行 と信の 問題 に関 わる 教学 論争で ある が、 それ はま さにこ の念 仏思 想に 対す る

派 内の学 僧間 の見 解の 相違 が問題 の発 端と なっ て起 こった もの であ った 。つ まり『 顕正 流義 鈔』 は、 中世

以降の 高田 派教 学史 を考 察す る上 で、或 いは 高田 派の 教学 その ものを 考察 する 上で 、欠 かすこ との でき な
い 書物 として 位置 付け るこ とが できる ので ある 。

そこ で本 題に 入る 前に、 本節 では 『顕 正流 義鈔』 の内 容を もと に、 高田派 の教 学的 特徴 を明 らかに して

『 顕正 流義 鈔』 にみる 教学 的特 徴
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お きた い。

第 二項

ト ス、 釈尊マ タ一 向専 念無 量寿 仏トト キ、 諸仏 ハシ タヲ ノヘテ 専持 名号 ノ説 ヲ証 誠シタ マフ 、ソ ノホ

ヲ タノ ミ、 モハ ラ名 号ヲ トナ フヘキ ナリ 、ソ ノユ ヘハ 、弥 陀ノ 弘誓ハ 四十 八ナ レト モ第十 八ノ 願ヲ 本

ソ レ一向 専修 ノ行 者ハ 、ヒ トヘニ 万行 諸善 ヲサ シオ キ、疑 心自 力ノ コヽ ロヲ ステヽ 、ヒ トス チニ 本願

述 の通 り、 本書 は高田 派伝 統の 念仏 の本 義をあ きら かに する こと を目的 とし てお り、 その 冒頭に は、

『顕 正 流義 鈔 』は その 奥書 から、 文明 四年（ 一四 七二） 真慧 三十九 歳の 作であ ると いわれ てい る 。 前

*9

（『史料集成 』第四巻 、三頁 ）

カ 、天 竺ノ 菩薩、 唐土 ノ祖 師、 和朝 ノ人師 、コ ヽロ ヲツ クシ 、コト ハヲ アラ ハシ テ勧 進ス

と して、 本書 に一 貫す る姿 勢が述 べら れて いる 。

本文 を大 別す るなら ば、 その 内容 から 前半の 顕正 と後 半の 破邪 に分け るこ とが でき る。 まず前 半で は、

ヒ トコ エモ マコ トヲ イタ シミナ ヲト ナフ レハ 、西 方安養 ノ教 主ハ 天眼 遠見 力ヲモ チテ ミソ ナハ シ、天

耳遥 聞力 ヲモ チテ キヽタ マヒ テ（ 略） 不来 ノ来益 ヲナ シタ マフ ナリ （略） コノ トキ 南無 称名 ノ機 ノ往
生 定ル 也

（『史料集成 』第四巻 、三頁）

として、一声でもまことを尽くして称名すれば、仏願力によって往生が定まると述べ、さらに善導 、法然 、
親鸞 を挙 げて 、

カタ シケナ クモ 光明 大師 ハマ ノアタ リ弥 陀ニ アヒ タテ マツ リテ 、一心 専念 名号 ト伝 受シ 、源 空聖人 マ
（ママ）

タ 大師 ニア ヒタ テマツ リ、 専念 弥陀 ノ法 義ヲ受 ク、 親鸞 上人 、宗 家元祖 ノ両 意ヲ 一器 ニ受得 シ、 関東

ニオ ヒテ 化道ヲ アマ ネク シタ マヒ シヨリ コノ カタ 、西 境ニ オヨ ヒ、南 北村 里ニ 遍満 ス、 マコ トニ 弥陀

釈 迦諸 仏ノ 御本 懐、 善導法 然親 鸞三 師ノ 御素 意符合 シテ 、正 像末 ノ三 時ノ機 根ヲ カヽ ミ、 相応 ノ法ヲ

アタ ヘタ マフ カユ ヘナリ （略 ）専 念専 修ノ スカタ ニテ 、雑 行雑 修ノ コヽロ モナ ク、 異学 異見 ノヒ トニ

モ イヽ サマ タケ ラレ サル ヲ、 決定心 トモ 金剛 心ト モ大 信心ト モ願 作仏 心ト モ、浄 土ノ 大菩 提心 トモ 、
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利 他深 広ノ 信トモ 、他 力ノ 信心 トモ イフナ リ、 サラ ニ名 号ア リカタ キト 信シ トナ フル ヨリホ カニ 、当
流ニ ハコト ナル 義ナ シ

（『史料集成 』第四巻 、三～四頁）

として 、信 行具 足の 称名 念仏 は高 田派の 正義 であ り、 それ は諸 祖の教 えの 伝統 に裏 付け られた 正統 なも の
で ある ことが 明か され てい る。

この よう に高 田派 の立場 を示 して 前半 の顕 正は締 めく くら れ、 ここ からは 後半 の破 邪へ と移 ってい く。

そ の内 容は 、前 述の高 田派 の立 場に 対し て当時 投げ かけ られ てい たとい う他 教団 から の疑 難を挙 げ、 その
疑難 を論 破して いく とい うも ので ある。 その 疑難 は次 のよ うに 示さ れてい る。

シ カル ニコ ノコ ロ、 クチ ニハ 当門流 ト号 シテ 、コ トハ ニハ モハ ラ大師 ・両 上人 ノ御 相承ヲ チガ ヘ、 念

仏 マフ シテタ スカ ラン トオ モフ ハ自力 ナリ 、ト イヽ 、ア ルヒハ 、十 九ノ 願ノ 心ナ リ、ト イヽ 、ア ルヒ

（『史料集成 』第四巻 、四頁 ）

ハ、 諸行往 生ノ 義ナ リ、 トイ ヽ、ア ルヒ ハ、 弥陀 皇太 子ノ 絵像 木像ヲ ステ 、ア ルヒ ハ代 々相 承ノ師 ヲ
ソ シラ セ、 在家 ノアマ 入道 ノ後 生ヲ 損破 スルモ ノコ レア リ

以 上に 示され る疑 難を まと める と次の 通り であ る。

① 念仏 申し て助か ろう と思 うの は自 力であ る。
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②念 仏申 して 助か ろう と思 うの は十九 願（ 諸行 往生 ）の 心で ある。
③絵 像・木 像は 方便 であ る。
④ 念仏相 承の 血脈 は必 要な い。

本 文は ここか ら、 これ らの 疑難 を問答 形式 で挙 げ、 それ ぞれ に答 える形 で展 開さ れて いく 。以 下、そ の
内容 をそれ ぞれ に窺 って みよ う。

①「 念仏 申して 助か ろう と思 うの は自力 であ る」 に対 して

コ ヽロ ニ仏ノ 本願 ヲタ ノマ ス、 身口ニ 名号 ヲ礼 称セ スシ テ、タ スカ ラン トオ モフ コソ、 マコ トニ 自力

ナレ 、ステ ニ、 如来 ニマ コト ヲイタ シ、 ワカ ナヲ トナ エン モノ ヲ、タ スケ ント オン チカ ヒマ シマス ア

ヒ タ、 ワレ ラカ 仏ノオ ンチ カヒ ヲタ ノミ テタス カラ ント オモ ハン 、コレ 至極 ノ他 力ナ リ、ナ ンソ 自力
トナ ルヘ キヤ

（『史料集成 』第四巻 、五頁）

と述べ 、称名念仏こそが本願に誓われた如来回向の行であり 、その仏願に随順して名号を称えることは「至
極 の他 力」 である と示 され てい る。 さらに 高田 派の 立場 を明 確に示 し、
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当 流ノ コヽ ロハ、 往生 ヲハ 仏ニ マカ セ、行 者ノ 所作 ニハ 称名 セヨト スヽ ムレ ハ、 ワカ コヽロ ノヨ キニ

ツケテモ南無阿弥陀仏 、アシキニツケテモ南無阿弥陀仏トタノムマテナリ 、コレワカコヽロニタノミ 、

（『史料集成 』第四巻 、六頁）

ク チニ トナ フル ニハニ タリ トイ ヘト モ、 弥陀如 来ノ ホト コシ アタ ヘタマ フ行 、オ コサ シメ タマフ トコ
ロノ 心ナ リ、 カルカ ユヘ ニ他 力ノ 行・ 他力ノ 心ト イフ ナリ

と述 べ、そ の論 拠を 『教 行証 文類 』に求 めて 、

（『史料集成 』第四巻 、六頁）

鸞 上人 ハ、 コレ 行者 ノワ カオ コシ行 スル ニニ タリ トイ ヘトモ 、往 相回 向ノ 大行 、往相 回向 ノ大 信、 マ
サ シク他 力ナ リ、 ト教 行証 ニ判シ タマ ヘリ

とし て 、
「 行文 類」と 「信 文類 」が 要約 して述 べら れて いる 。

②「 念仏 申し て助 かろ うと思 うの は十 九願 （諸 行往生 ）の 心で ある 」に 対して

ス テニ 願文 、オ ナシ ク成就 ノ文 ニハ 、乃 至十 念、ト チカ ヒ、 マタ 乃至 一念ト アラ ハス 、大 師ハ 、称我

名号 ト釈 シ、 元祖 ハ念仏 本願 トア カシ 、祖 師ハ、 称名 正定 業、 ト判 ス、経 釈分 明ナ リ

（『史料集成 』第四巻 、七頁）

- 23 -

とし て、 十八 願文 と願成 就文 、さ らに それ によっ て善 導、 法然 、親 鸞が示 して いる 通り 、念 仏は 本願 に誓

われた もの であ って 、そ れに よって 助か ろう と思 うの は十九 願の 心で はな いと して否 定さ れて いる 。さ ら
に 十八願 、十 九願 、二 十願 を挙げ 、そ れぞ れの 願意 を示し た上 で、

往生 ノス カタ 、三願 ニワ タリ タレ トモ 、ソノ 差別 天ト 地ト ナリ 、ソノ ユヘ ハ、 第十 八ハ 称名 信心 ノ行

者 、摂 機・ 生因 ノフ タツ ノチカ ラニ テ、 本願 真実 ノ報土 ニ往 生ス 、コ レ他 力ノ正 意ナ リ、 第十 九ハ、

修諸 功徳 ノ行 者ナ リ、コ レ生 因本 願ノ 機ニ アラサ ルカ ユヘ ニ、 摂機 ノチカ ラハ カリ ニテ 、方 便化 土ニ

（『史料集成 』第四巻 、八頁）

往 生ス 、他 力ノ 傍益 ナリ 、第 二十ハ 、定 散自 力ノ 行者 係念遠 離ノ スカ タナ リ、 シカル ニ、 十九 、二 十
ノ 願ノ機 モ、 第十 八願 ノ機 ニナラ テハ 、真 実報 土ニ ハイタ ラヌ ナリ

とし て、 それ ぞれ の違い が明 確に 説き 示さ れてい る。 また 同時 に、

信行 不離、 機法 一体 ハコ ノ宗 ノ己証 、ミ ナモ トコ ノ願 ノコ ヽロ ナリ、 信ト イフ ハ本 願ノ 名号 ヲキヽ テ

ウ タカ ワヌ ヲイ フ、行 トイ フハ 、ウ タカ ハヌコ ヽロ ニテ 、名 号ヲ トナフ ルヲ イフ ナリ 、サレ ハ鸞 上人
ハ、 行ヲ ハナレ タル 信モ ナク 、信 ヲハナ レタ ル行 モナ シ、 トノ タマヘ リ

（『史料集成 』第四巻 、七頁）

として 、今 述べ ると ころ の念 仏が 信行不 離の 称名 念仏 を前 提と して いるこ とが 強調 され ている 。
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③「 絵像 ・木 像は 方便で ある 」に 対し て

こ の疑難 に対 して はま ず、
絵像 木像 ヲス ツルコ トハ 五逆 ノ罪 人ナ リ

とし て厳し く非 難し 、

（『史料集成 』第四巻 、八頁）

ソ モソ モ絵 木ノ 仏像 トイ フハ 、カタ シケ ナク モ住 持三 宝ノナ カノ 仏宝 ナレ ハ、 三国伝 来ノ 大師 ・先 徳
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イ ツレカ コレ ヲア カメ サリ シソ、 法然 ・親 鸞ハ 弥陀 ノ絵像 木像 オハ 浄土 ノ報 土ノ如 来ト アカ メタ テマ

ツ レト ノタ マヘ リ、 選択 集ニ 恭敬修 ヲア カス トシ テ、 有縁 ノ像 教ヲウ ヤマ エト 釈ス 、コノ コヽ ロナ リ

（『史料集成 』第四巻 、八～九頁）

と述べ て、 絵像 ・木 像は 三宝 の内の 仏宝 であ り、 イン ド・中 国・ 日本 の仏 教伝 来の過 程に おい て諸 祖によ

って 崇め られ てき たも のであ って 、さ らに 法然 や親鸞 によ って は報 土の 如来と して 崇め 奉る よう 示さ れた

もので ある とし て 、
「コレ ヲタ ノミ テ益 ナシ 」 と の疑 難を 真っ 向か ら否定 して いる 。

④「念 仏相 承の 血脈 は必 要な い」 との指 摘に 対し て

*10

念 仏ノ 血脈 ヲステ サス ルコ ト、 コレ マサニ アサ マシ キコ トナ リ

と 述べた 上で 、そ の論 拠と して、

（『史料集成 』第四巻 、九頁 ）

当宗 ノコ ヽロ ハ、弥 陀ノ 本願 釈尊 ノ付 属、阿 難・ 舎利 弗ウ ケタ マヒシ ヨリ コノ カタ 、伝 持ノ ムネ ヲイ

マ ニマ タク スル トコ ロナ リ、コ ヽヲ モツ テ選 択集 ニハ、 第一 ノ章 ニ宗 ノ教 相ヲア カシ 血脈 ヲア ラハス

ナリ 、教 行証 ニハ 行ノ巻 ニ血 脈ヲ アケ テ、 六ノマ キニ 流通 分ニ ワカ 空聖人 ヨリ ノ御 相承 ヲク ワシ クシ
タ マヘ リ

（『史料集成 』第四巻 、九頁）

と 述 べて 、 法然 の『 選択 本願念 仏集』 や親 鸞の『 教行 証文 類』「 行文 類」及 び「 化身土 文類」 を挙 げ、 そ
こに 念仏 相承 の血 脈が明 示さ れて いる こと を示し 、さ らに 、

御伝 持ノム ネニ マカ セテ 、親 鸞上人 八十 三ノ オン トシ 、定 禅法 橋ニ夢 想ノ ツケ ニヨ リテ 、ウ ツサシ メ

タ マヒ シワ カ影 ニ、自 筆ヲ モチ テ銘 文ア ソハシ 、オ ナシ ク選 集シ タマフ トコ ロノ 教行 証一部 六巻 、マ

タ真 筆ニ 書シ、 高田 開山 真仏 上人 、顕智 上人 ニナ ラヘ テア タヘ タマフ 、コ レマ コト ニ付 法相 承ノ 義、
顕 然ナ リ

（『史料集成 』第四巻 、一〇頁 ）

と して 、そ の念仏 の血 脈は 真仏 、顕 智ら直 弟子 によ って 正し く相承 され たも ので ある ことが あか され てい

- 26 -

る。 また 末尾 の部 分では 、

自今 以後モ 一宗 一流 ノ行 者、 弥陀・ 釈迦 ・善 導・ 源空 ・親 鸞ノ 御本意 ノコ トク 、一 心一 向ニ モツハ ラ

名 号ヲ 称念 シ、 サラニ 余行 ヲマ シヘ サレ ト、ス ヽメ ンヒ トヲ マコ トノ善 知識 トタ ノム ヘシ 、ヨク ヨク
コヽ ロヲ エヨ

（『史料集成』第四巻 、一〇頁 ）

と述 べて、 重ね て称 名念 仏の 重要 性が説 かれ 、後 半部 分が 締め くく られて いる 。

ま た本 書に おい て真慧 は、 今の よう な疑 難に対 して 次の よう な厳 しい言 葉で 非難 を投 げか けて いる 。例
えば 、

（『史料集成 』第四巻 、四頁 ）

ア ニ非 道、 計道 、非 因、 計因 、外道 、付 仏法 ノ大 外道 ニア ラス ヤ、マ サニ ソノ 罪業 阿鼻ノ 苦果 ノカ ル
ヘ カラ ス

或い は、

イカ ナル 経論釈 ニヨ リテ 、コ ノ義 ヲタツ ヌル ヤ、 コフ 、ソ ノ証 文ヲイ タセ 、キ ヽテ ソノ 決判 ニオ ヨハ
ン 、モ シ文 モナ ク証 モナク ハ、 魔説 ナル ヘシ

（『史料集成 』第四巻 、六頁 ）
等 がそ れで ある。 とこ ろが 当の 疑難 の出所 、つ まり 非難 の対 象に関 して は、
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［ マ マ ］

コ ノ三 ヶ条 ノ難勢 、イ ツレ モマ コシ カラス トイ ヘト モ、 風聞 ニマカ セコ レヲ シル ス

（『史料集成 』第四巻 、一〇～一一頁 ）

と して「 風聞 」と 記さ れる のみで 、そ の詳 細に 関し ては明 示さ れて いな い。 しかし 従来 の研 究に おい て、

この 真慧 上人 の立場 は、 蓮如 上人 （一 四一五 ～一 四九 九） の化 風とは きわ めて 対照 的で ある 。蓮 如が

信 心を 本と する こと を強 調して 念仏 を報 恩行 と位 置づけ 、平 生業 成を 説く けれど も「 後生 の一 大事」

としての往生に主眼を置き 、また「木像よりは絵像 、絵像よりは名号 」と説いているのに対して 、
『顕

正 流義 鈔』 には 〈上 記の よう な疑難 を挙 げて 〉批 判し ている こと から みて も、 その相 違は あき らか で
ある 。〔〈〉内は筆者〕
と され るほ か、

そ の内 容 と文 明 四年 に 著さ れ たと いうこ とか ら（『顕正 流義 鈔』 は）本 願寺の 蓮如 上人に 向け られ た
書と見られる 。〔（）内は筆者〕
或い は、

人 、あ るい は蓮 如上 人に 影響 された 門徒 が意 識さ れて いたの では ない かと いう考 えが ある 。

六十 九条 ）と 述べ るが、 本書 には その 反論 が展開 され てい るこ とか ら、本 書作 成の 背景 には 、蓮 如上

陸 地 方 に 拡 が る 時 期 で あ り 、 さ ら に 蓮 如 上 人 は 「 木 像 よ り 絵 像 、 絵 像 よ り 名 号 」（『御 一 代 記 聞 書 』

本書 が成 立する 前年 の文 明三 年に は、蓮 如上 人が 越前 吉崎 に坊 舎を構 え、 その 教化 が非 常な 勢い で北

*12

*13
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*11

等と して 、こ れら は本願 寺門 徒か ら加 えら れた疑 難で ある との 指摘 がなさ れて いる 。

以上 のよ う に 、『顕正 流義 鈔』に は信 行具 足の称 名念仏 を重 視する 姿勢 が明 確に示 され ている 。とこ ろ

で 、いつ の頃 から かは 判然 としな いが 、高 田派 には 「念仏 高田 」と いう 言葉 が伝え られ てい る。 この 言葉

もまた 、念 仏を 重視 して きた 高田 派の立 場を 示し た言 葉で ある といえ よう 。こ のよ うに して、 他派 が信 心

を 正因 と し、 称 名を 報恩行 と捉え るの に対し て 、『 顕正流 義鈔 』を拠 り所 として 、信 心と称 名と が共に 具

わっ たとこ ろに 往生 が決 定す ると 捉える のが 、今 日の 高田 派の 教学 的特徴 とい える ので ある 。

- 29 -

第 二節
時 代区 分

従来 の近 世真 宗教学 史― 普 賢大円 氏の 所説 を通 して―

第 一項

ここ から は近 世に焦 点を 絞っ て考 察し ていく 。ま ず本 節で は、 従来の 所謂 近世 真宗 教学 史とい われ るも
の につ いて まとめ てお きた い。
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さて 、近 世の 真宗 教学 史の展 開が 体系 的に まと められ た書 物と して 序論 でも取 り上 げた 、普 賢大 圓氏の

著 書『 真宗 教学 の発達 』に は、 学問 分野 として の真 宗教 学史 が次 のよう に位 置付 けら れて いる。

真 宗教学 史の 研究 は、 浄土 真宗と いう 宗教 の教 義と 、その 教義 に対 する 諸学 者の学 問的 成果 とを 、歴

史的な 方法 によ って 究明 する もので ある こと は、 いう まで もな い。こ の場 合、 教学 史の 背景と して 、

そ の教 義及 び宗学 が出 現し た歴 史的 社会的 な諸 事情 を明 らか にする こと の必 要で ある ことは 、こ れま
た申 すまで もな い 。

かに す ると ころ にあ ると して 、「真 宗末侶 による 宗学 の勃興 は、 本願 寺に於 ける 学林の 創建と 、ほ ぼそ の

こ のよう に位 置付 けた 上で 、本 書の目 的が 特に 「諸 学者 の学 問的 成果」 すな わち 「宗 学」 の部分 を明 ら

*14

時 代を 斉 しく し てい る」 こと から 、所謂 宗学勃 興期 といわ れる 近世 初期以 降の 本願寺 派教学 に焦 点が 当
*15

てら れて いる 。中 でも特 に本 書第 二篇 「宗 学の発 達」 では 、近 世全 般を取 り上 げる に当 たり 、

西吟 の登職 以来 、わ が宗 学界 は多か れ少 なか れ、 学林 を中 心と して発 達し たの であ るか ら、 先哲の 学

風 と宗 学 発 達の 概要 を 論ず る には 、学 林の変 遷を 無視 するわ けには 行か ない 。（略 ）真 宗先哲 のそ れ

ぞれ の学 風は 、学林 の制 度及 び一 般宗 学界の 動向 と相 互に 相影 響し、 前者 が後 者に 変動 を与 えた るこ

と もあ り、 後者 が前 者に 変化を 及ぼ した こと もあ る。そ れ故 に真 宗先 哲の 学風を 論ず るに 当っ ても、

学林 制度 の変 革及 び一般 宗学 の風 潮を 、本 問題に 関係 する 限り に於 いて考 慮し つつ 、叙 述し て行 くこ
と を忘 れて はな らな いと 思う 。

とし て、 本願寺 派の 学林 の変 遷を 近世真 宗教 学史 に時 代区 分を 設け る上で の一 つの 基準 とし て定 め、

学 林時 代は 更に これ を能 化制 度時代 及び 年預 勧学 時代 に区 別し 得る。 能化 時代 は宗 学の発 達の 程度 、

若 しく はその 特徴 より 分て ば、 凡そ三 期と なる 。即 ち准 玄・西 吟・ 知空 ・若 霖の 四代の 間と 、法 霖よ
り能 化欠員 時代 を経 て義 教に 至る間 と、 功存 ・智 洞の 二代 の間 とであ る 。

いによ って 次の 三期 に区 分さ れて いる。

とし て学 林時 代を 大別 し、さ らに これ に三 業惑 乱以降 の近 世後 期を 合わ せて、 近世 全体 が宗 学の 発展 度合

*17

「 発 展時 代 の宗 学 」・ ・・ 法霖 より能 化欠員 時代 を経て 義教 に至 る間（ 能化時 代第 二期） と、 功存 ・
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*16

「素朴時代の宗学 」・・・西吟・知空・若霖の間（能化時代第一期）

（２）
（１）

智洞 の間 （能 化時 代第 三期）
「学 派分裂 以後 」
・・ ・・三 業惑 乱以 後（ 年預 勧学時 代か ら学 校時 代）

こ とを 試み たい 。そ の上で 、両 者の 各時 代の 共通点 、或 いは 相違 点を 浮き彫 りに でき れば 幸い である 。そ

田派 教学 を照ら し合 わせ るこ とに よって 、高 田派 につ いて もそ の歴 史的・ 教学 的展 開に 時代 区分 を設け る

そ こで 本論 文で は、以 下普 賢氏 の所 説を もって 「従 来の 近世 真宗 教学史 」と 位置 付け 、こ れに 近世 の高

研究 基盤と なっ てい ると いえ よう 。

向 がま とめら れて いる 。普 賢氏 のこの 研究 成果 は、 今日 におい ても 近世 真宗 教学 を研究 する 上で の有 用な

第二 篇「 宗学 の発達 」は 以上 の時 代区 分に基 づき 、各 時代 の主 要な学 僧を 取り 上げ なが ら、そ の学 問傾

*18

こで 次項 では 、今 しばら く普 賢氏 の所 説に よって 近世 教学 史の 各時 代をま とめ 、次 節に おい て考 察す る高
田派と の対 比の 基準 とし たい 。
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（３）

第二 項
素 朴時 代

各時 代の 学問 傾向

所 謂 「 素 朴 時 代 」 は 、「 能 化 時 代 の 第 一 期 即 ち 西 吟 ・ 知 空 ・ 若 霖 の 三 代 の 間 の 宗 学 」 が こ れ に 該 当 す

*19

親 炙す る手 近な る聖 典を 択ぶ という 程度 にし か進 んで いなか った

『 和 讃 』、『 大 経 』、『 小 経 』、『 安 楽 集 』 等 が 採 用 せ ら れ た の み で 、 そ の 選 択 の 範 囲 極 め て 狭 く 、 日 常

准 玄や 西吟の 時代 の教 学研 究は 、

さて 、本願寺派では学林創設の翌年にはじめての安居が行われている 。当時の安居講本の選択範囲から 、

五 ～一六 六三 ）が 初代 とさ れてい る。

六四八 ）で あっ たが 、彼 の没 後、孫 の寂 玄が 異議 を唱 えて処 罰さ れた ため に除 名され 、以 降西 吟（ 一六 〇

る。 本願 寺派 の初 代能化 は、 寛永 十六 年（ 一六三 九） の学 林創 設の 翌年に 任命 され た准 玄（ 一五 八九 ～一

*20

長 足の 進歩を 示し 、宗 乗に 於い ても余 乗に 於い ても 、広 く各種 の典 籍を 羅し 来っ て講本 に備 えて いる

る と、

とい わ れて い るが 、第二 代知 空（ 一六三 四～ 一七一 八 ）、第 三代 若霖（ 一六 七五～ 一七 五三） の時 代にな

*21
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（１）

が 、余 乗の 典籍は 数に 於い て宗 典を 凌駕せ んと する の形 勢に ある 。

度 が闡 明せ らる るこ とに なっ たので ある 。

に従 って 漸く 真宗 の独自 性と 優越 性と を発 揚する よう にな り、 若霖 に至っ て全 く真 宗々 学の 方向 と態

力 が聖 浄論 に傾 注さ れ、 最初は 聖道 の理 談を 羨み 、それ に迎 合す るが 如き 傾向が あっ たが 、時 を経る

学林 初期 の宗 学に於 いて は、 聖道 教の 教理を 如何 に真 宗教 学の 上に活 用す るか が問 題と なり 、そ の主

当 時の宗 学研 究の 主要 な関 心事が 聖浄 論に あっ たこ とを背 景と する もの であ ったよ うで 、

とされ てお り、 安居 講本 の選 択も格 段に 幅広 く行 われ るよう にな って いっ たよ うであ る。 ただ しこ れは 、

*22

とい われ ている 。余 乗の 典籍 の比 重が大 きい のは 講本 選定 の規 律が 整備さ れて いな いこ とに よる もので あ

り 、 宗学 の 発達 の程 度か らい えば 、准玄 から 若霖ま での 時代の 宗学 は未発 達で あった とい われて いる 。

*24

代 の間 」 が 「発 展時代 の宗 学」 とし て位 置付け られ てい る。

代 に義 教（ 一六九 四～ 一七 六八 ）が 就任し てい る。 その 間、 本尊の 解釈 をめ ぐっ て法 霖の学 説を 批判 した

この 時代 は、 第四 代法霖 （一 六九 三～ 一七 四一） が没 して 以後 、十 三年間 の能 化空 席状 態を経 て、 第五

*25
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*23

続い て 、「第 四代 能化法 霖よ り能 化欠員 時代を 経て 義教に 至る 間と 、つづ いて 登職し た功存 ・智 洞の 二

発展 時代

（２）

智暹 （一 七〇 二～ 一七六 八） と、 義教 ら学 林との 間で 明和 の法 論と 呼ばれ る論 争が 起こ って いる 。こ の法

論にお いて 智暹 は、 法霖 の本 尊論批 判に 加え 、そ の教 学を一 益法 門的 であ ると 非難し てい る。 最終 的に 智

暹 と学林 側の 義教 が相 次い で没し たこ とに よっ て論 争は終 息し たが 、当 時争 われた 内容 が影 響し 、以 後本
尊論と 正定 滅度 につ いて の議 論が より緻 密に なっ たと され る 。

さ らに その後 を継 いだ 第六 代功 存（一 七二 〇～ 一七 九六 ）と 第七 代智洞 （一 七三 六～ 一八 〇五 ）の時 代

には 、本願 寺派 にお ける 一大 教学 論争で ある 三業 惑乱 が起 こっ てい る。こ の論 争は 、功 存が 当時起 こっ た

無 帰命 安心 の異 議を批 判す るた めに 説い た願生 帰命 ・三 業安 心の 学説に 端を 発す るも ので 、功存 没後 に能

化に就いた智洞もまたこれを継承し、同様の学説を強調したために 、これを批判する在野の学僧（古義派 ）

と 学林 側（ 新義 派・ 三業派 ）と に分 かれ て議 論が相 次い だ。 最終 的に は学僧 間の 論争 にと どま らず、 地方

の門 徒を も巻 き込 み、本 願寺 派だ けで は収 拾がは かれ ず、 幕府 が介 入する 事態 にま で発 展し た。 当時 の学
林の様 子は 、

能 化を 統 領と す る所 謂 三業 派 に独 占せ られ、 鞏固 なる 統制が 施され たの である 。（ 略）学 林の 講壇に

は三 業派 と意見 を異 にす る学 匠は 、講筵 を張 るこ とを 得ざ るが 如き状 態で あっ た 。
と 伝え られて いる 。

諸 学匠 は、 何れ も法 霖の 児孫 として その 学風 を景 仰し 、発達 せし むる に努 めた人 々で ある が、 時代 の

ただ し、 その 反面 多くの 学僧 を輩 出し た時 代でも あっ た。 当時 の学 問傾向 に関 して は、

*27
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*26

経 過は その 研究の 主題 及び 態度 に相 当の変 化を 与え てい るこ とを認 めね ばな らぬ 。即 ち研究 の問 題に

つい て云え ば、 その 主力 が本 尊論・ 得益 論・ 信願 論・ 行信 論等 の対内 関係 のも のに 傾注 され 、聖浄 論

等 の対 外的 のも のが比 較的 傍位 に置 かれ るよう にな った 。こ れは 明和の 法論 や『 願生 帰命 弁』を 中心

とす る論 争等 の影響 があ ると は云 え、 その根 本的 な原 因は 宗義 研究が 次第 に微 細に 入り 、内 部問 題に
深 き省 察を 加え 初め たる に職由 する ので ある 。

とい われて いる 。す なわ ち学 問的 な視点 が、 所謂 「素 朴時 代」 の聖 浄論の よう な対 外的 なも のから 真宗 内

部 へと 移行 し、 自派の 宗義 に関 する 研究 が詳細 に行 われ るよ うに なった のが この 時代 の特 徴とい えよ う。

学派 分裂以 降

続い て「 学派分 裂以 後」 と位 置付 けられ るの は、 前述 の三 業惑乱 以後 の時 代で ある 。

さ て、 三業惑 乱は 幕府 介入 の後 、本願 寺派 第十 九世 本如 （一 七七 八～一 八二 六） によ って 新義 派が不 正

義であ ると 裁定 され た。 そし て最 終的に は新 義派 を中 心と する 双方 の関係 者が 幕府 によ る処罰 を受 ける 等

し て決 着し 、以後 従来 の能 化職 は廃 止とな った 。こ れに 伴い 、学問 傾向 にも 変化 が現 れたよ うで ある 。す
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*28

三業 惑乱 の影響 もあ り、 多く の学 僧によ る活 発な 研究 が展 開さ れ、 当時の 状況 は「 正に 春酣 の感 がある 」
と いわ れて いる 。
*29

（３）

なわ ち、

惑乱 以後の 学界 は、 再び 不祥 事を繰 返さ ざら しめ んが ため に、 余乗の 研究 より は宗 乗の 研究 、殊に 安
心 問題 の討 究に その主 力を 傾注 する こと になっ た 。

とされ る。 この 論争 をき っか けと して、 再び 同じ こと を繰 り返 すこと のな いよ う、 特に 周密な 安心 研究 が

進 めら れ 、そ の 中で も中心 的に行 われ たのが 会読 研究 であっ たとい う。 また同 時に この 頃には 、「 能化制

度の 廃 絶に よる 中 央 集権の 破壊、 安心 研究の 周密 に起 因する 異見の 叢出 等」 によ って学 派が 分裂し た。

*32

。

轍 固執 の悪風 をな して いる 。こ れまた 惑乱 以後 に於 ける 、宗学 界共 通の 学風 とも いうべ きも ので ある

夫 々師 説を 墨守 して 自学 派に 跼蹐し 、他 派の 主張 と云 えば 是非 の分ち なく 排撃 し去 らんと する 所謂 学

われ る。 この時 代に つい て普 賢氏 は、

こ れ に よ っ て 三 業 惑 乱 以 後 、 明 治 に 至 る ま で の 特 徴 は 、「 安 心 研 究 の 周 密 と 学 派 の 分 裂 と で あ る 」 と い

*31

初 年に 至る まで の学 界であ った ので ある 。

方 で、 各々 宗学の 開拓 と進 歩の ため に努力 をし た時 代で あっ たとも いわ れて いる 。

として 、各 学派 が自 派の 学風 を有 し、そ れに 固執 して 他派 のそ れを 受け容 れよ うと しな い傾向 にあ った 一

*34
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*30

それ ぞれ 大同小 異の 学風 を有 し、 もって 宗学 の開 拓と その 進歩 のため に努 力し たの が、 惑乱 以後 明治

或い は、

*33

以上 が普 賢氏 の研 究に よる 、所 謂近世 真宗 教学 史の 各時 代に おける 学問 傾向 であ る。

- 38 -

第 三節
本 願寺 派と の対比 によ る時 代区 分

近世 高田 派教 学の展 開

第 一項

本節 では 前節 でまと めた 本願 寺派 の展 開を参 照し なが ら、 その 時代区 分に 則っ て近 世の 高田派 にも 時代

区 分を 設け 、さら に本 願寺 派と の対 比を通 して 各時 代の 学問 傾向や 時代 背景 など につ いて言 及し てい きた
い。

そ の上 でま ず本 項では 、歴 史的 背景 を考 慮しな がら 近世 高田 派に おける 主要 な学 僧を 取り 上げ 、近 世高

田派 教学 の発 達の過 程を 考察 した い。 なお結 論か らい うと 、本 願寺 派と高 田派 とは 、各 時代 の学 問傾 向こ

そ異な るも のの 、大 体同 じよう な時 代区 分が 可能 となる 。詳 しく は各 時代 の項目 で述 べる が、 ここ では便

宜上 、本 項の 全体 を普賢 氏の 時代 区分 によ って三 期に 大別 する こと を予め 断っ てお く。

一

高田派 教学 史の 上に 教学 研究勃 興の 一端 を窺 うな らば、 やは り寛 文十 二年 （一六 七二 ）に はじ めて 安居
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の講 筵が 開か れた ことが 挙げ られ るで あろ う。本 願寺 派の 安居 開始 からは 約三 十年 後の こと であ る。 安居

はそ の後 、 毎年 通 常四 月から 六月 の二ヶ 月に わた って開 講され 、末 寺の僧 侶が 聴講 したと される 。た だ

寮 職が 置かれ 、同 年四 月一 日に 学寮禁 制十 三ヶ 條が 制定 されて から であ ると 考え られて いる 。

本格的 に整 った とい われ るの は、 これよ りさ らに 約七 十年 後の 寛保三 年（ 一七 四三 ）二 月八日 に学 寮に 監

し 、安居 の開 始当 初は 、ま だ制度 とし て十 分に 整っ ている とは 言い 難い よう な状態 であ った よう であ る。

*35

さて 、安 居の 面で みれば 近世 初期 頃は 以上 のよう な状 況で あっ たが 、実際 に学 僧に よる 教学 研究の 成果

が 現れ 始め るの はこれ より もっ と以 前に 遡る。 中で もそ の先 駆的 役割を 果た して いた とい われる のが 、恵
雲と 普門 である 。

恵 雲（ 一六 一三 ～一 六九一 ）は 、現 在の 高田 派京都 別院 の前 身で ある 京都本 誓寺 の開 基恵 隆（ 生没 年不

詳） の子 とし て生 まれ、 大谷 派の 学僧 から 宗学を 学ん だと いわ れて いる。 高田 派第 十四 世堯 秀（ 一五 八二

～一六 六六 ）に よっ て高 田派 勤行本 が製 作さ れる 際に はその 編集 に当 たり 、ま た高田 本山 御影 堂の 慶讃法

会 で は 敬 白 文 の 起 草 を 命 じ ら れ た と さ れ る 。 著 書 も 『 善 信 聖 人 伝 絵 鈔 』、『 一 枚 起 請 鈔 』、『 歎 徳 文 鈔 』 な

ど多数 遺し てい る。 中で も貞 享四 年（一 六八 七） に刊 行さ れた主 著『 教行 信証 鈔』 十五巻 は、 彼が 七十 三

歳 の頃 に書き 上げ たも ので 、東 西本願 寺の 学僧 に先 んじ て出版 され た『 教行 証文 類』の 註釈 書と して 知ら
れてい る 。
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*36

普 門（ 一六 三六～ 一六 九二 ）は 、承 応三年 （一 六五 四） に関 東に 遊学し 、二 十余 年の 間増 上寺 に住 して

*37

学問 に励 んだ とい われて いる 。帰 国後 は著 述に専 念し たと され るが 、中で も『 教行 証文 類』 の註 釈書 であ

る『教 行信 証師 資発 覆鈔 』は 、全二 五〇 巻の 大著 述と して知 られ てい る。 前述 の恵雲 の『 教行 信証 鈔』 よ

り さらに 十数 年前 、関 東か らの帰 国前 に先 に普 門が 二巻を 執筆 して いた こと から、 高田 派に おけ る『 教行

証文 類 』最 古の 注釈 本と も位 置付け られ ている 。恵雲 の『 教行 信証鈔 』と 併せて 、「本 典研究 の先駆 をな

し ゝ功 績 は、 宗 学史 上特 筆大 書すべ き所 とす」 と評 価され てい る。 普門は 本山 で幾度 も講演 を開 いて い

るが 、その 都度 聴衆 に溢 れ、 高座 を縁側 まで 出し て立 って 説法 する ほどで あっ たと いわ れて いる 。

門の 二 人で あ ると いえる 。彼 らは その功 績か ら 、「江 戸時代 にお ける 高田派 宗学の 先駆 的な役 割を はた し

普 賢氏 の分 類に よれば 、所 謂「 素朴 時代 」に当 たる 近世 初期 の高 田派教 学を 担っ たの が、 この 慧雲 と普

*39

た 」 、「 高田 派教学 の先 躯者 として 、後 学に与 へた影 響は 大き いもの があ る」 、 或い は「初 期宗 学時 代

*41

続い て所 謂「 発展 時代 」と 位置 付けら れる 近世 中期 であ る。普 賢氏 がこ のよ うに 表現し た理 由は 、こ の

二

田派教 学の 「先 駆け 時代 」と 呼ぶこ とと する 。

*42

- 41 -

*38

に 、学 山高 田 の地 位 を高 めた」 等と 位置付 けら れて いるこ とか ら、以 下、本 論文 では この時 期を 近世高

*40

時 代が 本願 寺 派に お いて 「宗学 の発 達と学 解の円 熟」 の時 代と いわれ るとこ ろに ある 。さて 、こ の時代

の高田 派の 出来 事と いえ ば、 中期末 に当 たる 寛政 八年 （一七 九八 ）に 講義 の場 が整理 され 、安 居の 講堂 と

し て新た に勧 学堂 が建 立さ れたこ とが 挙げ られ る。 高田派 の教 学研 究は 、こ れによ って より 一層 盛ん に行

われる よう にな った と考 えら れて いる。 しか しそ れに 遡っ て、 この時 代に は高 田派 も多 くの学 僧を 輩出 し

て いる 。特に 代表 する 学僧 とし て知ら れる のは 、五 天良 空・慧 海・ 真淳 の三 人で ある。

五天 良空 （一 六六 九～一 七三 二） は祖 伝研 究、特 に真 仏や 顕智 らの 研究に 従事 した とさ れ、 専修寺 の古

い記録を探り、史料調査のために関東の親鸞関係の遺跡を訪ねる等して、多くの著述を著したといわれる 。

彼の 研究 成果は 、近 代的 な史 学研 究が展 開さ れる まで の基 準と なる もので あっ たと され てい る。 中でも そ
の 主著 『開 山親 鸞聖 人正統 伝 』
（ 以下 『正 統伝 』
） は、

徳 川時 代に成 立し た幾 多の 親鸞 伝の中 では 可な り有 力な る一つ であ って 明治 の晩 年まで に出 た親 鸞伝
は多 少皆そ の影 響を 蒙っ て居 ないも のは ない 。

正統性 を明 らか にす ると ころ に論 の主眼 を置 いて 展開 され ている と思 われ る要 素を 多分に 含ん でお り、 こ

の ため 当時大 谷派 の慧 空（ 一六 四四～ 一七 二一 ）が 『正 統伝鉄 関』 を著 して 本書 を批判 し、 さら にこ れに

対して 良空 が『 鉄関 踏破 』を 著し て応酬 する とい う学 問的 論戦 も行 われた よう であ る。 しかし その 後、 享

保 二年 （一 七一七 ）に は一 般に も開 板され てお り、 本書 が色 々な意 味で 注目 され てい た書物 であ った こと
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とい われ てお り、 江戸 時代の 親鸞 伝の ベス トセ ラーと 位置 付け られ てい る。た だし その 内容 は、 高田 派の

*44

が知 られ る 。

続く 慧海（ 一七 〇七 ～一 七七 一）は 、本 願寺 派の 慧海 （一七 九八 ～一 八五 四） と区別 して 通称 「駿 河の

慧 海」と 呼ば れて いる 。十 八歳で 上洛 して 華厳 の鳳 譚（一 六五 九？ ～一 七三 八）に 師事 し、 真言 の慧 光か

らも教 えを 受け て、 華厳 学や 密教 を学ん だ。 その 後高 田派 の学 頭職に 就い て、 同時 代の 巍堂（ 一七 〇五 ～

一 七五 六）と 共に 教学 の振 興に 務めた とさ れ、 宗風 の宣 揚と高 田派 の意 識高 揚に 尽力し て、 本山 で講 筵を

開き 、また 高田 派第 十七 世円 猷（ 一六九 四～ 一七 五三 ）に 仕え た。 本願寺 派の 法霖 や大 谷派 の慧琳 （一 七

一 五～ 一七 八九 ）と深 い関 わり があ った ともい われ てい る。 門下 に、近 世中 期か ら後 期に かけて 学事 に関
わっ た亮 太（一 七四 七～ 一八 三六 ）ら、 多数 の学 僧を 輩出 して いる 。

後、最 初の 学頭 に任 命さ れた のが 真淳で あっ た。 翌寛 政九 年（ 一七 九七） には さら に権 僧正を 拝任 して い

の 実力 を発揮 した 。ま た前 述の 寛政八 年（ 一七 九八 ）の 勧学堂 建立 はこ の時 代に なされ てお り、 その 竣工

六年（ 一七 八六 ）に 安居 講師 とな って以 後、 専修 寺に おい て幾度 も講 義を 行い 、宗 門の学 事に おい ても そ

て法 主を 補佐 する 立場 にある 寺院 であ り、 真淳 もまた 、歴 代の 法会 等日 々の御 堂諸 事に 関わ る一 方、 天明

学、宝 暦十 二年 （一 七六 二） 二十七 歳で 智慧 光院 の住 職に就 任し た。 智慧 光院 は代々 本山 三院 の一 つとし

のと きに 円猷 に従 って得 度を し、 宝暦 二年 （一七 五二 ）と 同六 年（ 一七五 六） の二 度に わた って 京都 に遊

真 淳（ 一七 三六 ～一 八〇七 ）は 同時 代の 学僧 真証（ 一七 〇七 ～一 七六 二）の 長男 とし て生 まれ 、十 二歳

*46

る。著書も多数遺しており、その一部を挙げると『下野伝戒記』、
『下野大戒秘要』、
『印施法語科註 』、
『西
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方弁 岐 』、『安 心領解 文啓 蒙 』、『天 明宝訓 誘蒙 記 』、『 下野円戒論 』、『三祖伝 集成記』等が ある 。中でも 特

法 主円 遵 によ る 「真 慧の 真宗 」再興 と高田 派教 学振興 の推 進が あった と考え られ ている 。本 書は 近年 、

に代表 的な もの は 、
『顕正流義鈔 』の註釈書である『顕正流義鈔蒙引 』四冊である 。この執筆の背景には 、

*47

『顕正 流義 鈔』 の難 解な 部分 をわ かりや すく 解説 され てい る点 が評価 され 、今 日の 『顕 正流義 鈔』 研究 に

お いて 有用な 資料 であ ると して 、高田 短期 大学 仏教 文化 研究セ ンタ ーよ り『 翻刻 顕正流 義鈔 蒙引 』が 刊行
され 、注目 を集 めた 。

さ らに 、同 時代 には本 論文 第二 章で 関わ ってく る寂 玄（ 一六 九四 ～一七 五九 ）等 、こ の他 多数 の学 僧が

挙げ られ る。こ のよ うに 近世 中期 は、本 願寺 派と 同様 に多 くの 学僧 を輩出 した 時代 であ り、 高田 派にお い
て も「 発展 時代 」で あった とい える 。

さて 、こ こま で各 時代 に教 学研 究の中 心的 役割 を担 った 学僧の 略歴 を通 して 、本 願寺派 の所 謂「 能化 時

代」に 該当 する 時期 の高 田派 を追っ てき た。 本願 寺派 ではこ の後 三業 惑乱 を経 て、複 数の 学派 に分 裂した

所謂 「学 派分 裂以 降」 の時代 に入 るの であ るが 、実は この 時代 は、 高田 派もま た転 機を 迎え た時 代で あっ

たとい える 。す なわ ち本 願寺 派で 三業惑 乱が 起こ って いた のとち ょう ど同 じ頃 、高 田派で は復 古運 動と 称

す る運 動が、 宗門 を挙 げて 行わ れてい た。 この 運動 は当 時法主 であ った 円遵 が中 心的役 割を 担い 、そ れを

真淳が 補佐 する 形で 取り 組ま れた のであ るが 、そ の内 容は 高田 派の 戒律伝 持の 歴史 を宣 揚する とい う真 宗

で は異 例と もいえ るも ので あっ た。 最終的 には 中心 人物 であ った二 人の 示寂 をも って 自然消 滅的 に終 わっ
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てい った とい われ ている 。円 遵と 真淳 の示 寂後の 高田 派教 学に つい ては、 小妻 隆文 氏に よっ て、

自然 や がて 高 田山 に おけ る中 心 人物 とそ の運動 が一転 の時 期を 劃した 。（略） しか しこの 時代 は先 宮

及 び真 淳僧 正の 遺せる 影響 感化 甚だ 強く 、宗学 発展 史上 より 見れ ば殆ど 前時 代の 延長 であ って、 殊更
に新 しい 発展 の跡を 認む るこ とが でき ない 。

と 述べ られて いる 。し かし 筆者 は、本 願寺 派が 三業 惑乱 を転機 とし て学 派分 裂に 至った よう に、 この 運動

を経 た後の 近世 後期 の高 田派 教学 もまた 、精 神面 や教 学面 など 、多 方面に おい てこ の運 動の 影響を 受け た

時代であり、それはまた転機の時代であったのではないかと考える 。なお、復古運動については第三章で 、

それ 以降 の時代 につ いて は第 四章 で詳し く考 察す る。 ここ では 一先 ず本願 寺派 の「 学派 分裂 以降 」に当 た

る 時代 を、 高田 派に おける 「復 古運 動以 降」 の時代 であ ると 位置 付け て、所 謂「 発展 時代 」と は分け て考

え られ るべ き であ る こと を指摘 してお きた い 。 また 、高田 派は この後 、慶応 元年 （一 八六五 ）に 慶応安

これ につ いて も詳 細は 第四章 に譲 るが 、時 代区 分の便 宜上 、こ こで はこ の慶応 安心 惑乱 をも って 「復 古運
動以降 」の 時代 の下 限と して 定め ておき たい 。
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心惑乱 と呼 ばれ る安 心論 争が 勃発し 、こ の論 争が 高田 派教学 の変 遷に さら なる 影響を 与え るこ とと なる。

*50

三

さ て、 復古 運動 以降も 多く の学 僧が 安居 を講じ るな どし て、 その 活躍の 跡が みら れる ので ある が、 中で
も主 要な 学僧 として まず 挙げ るべ きは 亮太と 法定 の二 人で ある 。

亮太は前述の通り 、駿河慧海から宗学を学び 、門下では高足の一人といわれた人物である 。寛政三年（一

七九 一） に講 師と なって 以後 、四 十年 間の 長期に わた って 安居 をは じめと する 学事 に専 念し 、宗 義の 高揚

に尽く した 。高 田派 第十 九世 円祥（ 一七 八八 ～一 八三 七）は 幼少 時真 淳か ら学 問を学 んで いた が、 真淳 示
寂 後は亮 太の 講説 を聞 き学 んだと いわ れて いる 。

法定（一七七三～一八四〇 ）は 、幼少時から学問に励んだ人物で 、比叡山において天台教学を学んだ後 、

京 都や 奈良で 倶舎 ・唯 識を 学び 、帰国 後は 真淳 から 宗学 を学ん でい る。 安居 の講 義を行 った 回数 も多 く、

中に は復古 運動 にお いて 真淳 が著 した『 下野 伝戒 記』 や『 下野 大戒 秘要』 を講 本に 用い て講 じるこ とも あ
っ たよ うで ある 。

法 霖（ 一七 七二 ～一 八二九 ）は 亮太 の甥 に当 たる。 彼は 亮太 から 宗学 を学ん だと され てお り、 真淳 から

も 高い 評価 を 受け て いた とされ る 。 安居で も何 度か 本講を 勤め ており 、彼も また 復古 運動以 降の 宗門を
*53
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この ほか 、こ の亮 太と 法定 から学 んだ 学僧 とし て、 法霖・ 俊諦 ・法 梁・ 忍阿 ・忍城 らが 挙げ られ る。

*52

担っ た一 人で ある といえ る。

俊諦 （一七 七九 ～一 八四 九） は、法 定か ら宗 学を 学ぶ 一方で 、漢 学や 国学 にも 通じた 人物 であ り、 安居
で は『孟 子古 義』 を講 じた 記録が ある 。

法梁 （一 七八 八～一 八五 四） もま た、 余乗を 法定 から 学び 、宗 学につ いて は本 願寺 派の 法霖か ら学 んだ

と され ている 。ま た、 大谷 派の 高倉学 寮で も宗 学を 学ん だとい われ てい る。 彼は 特に『 教行 証文 類』 の研

究に精通しており、安居では「証文類 」、
「真仏土文類 」、「化身土文類」を講じた記録がある 。

（一 八四 四～ 一九 一九） の三 代に わた って 法主を 補佐 し、 その 信任 を得た とさ れる 。

々 安 居講 師 を勤 めて いる 。高田 派第十 九世 円祥、 第二 十世 円禧（ 一八一 七～ 一八六 一 ）、 第二 十一世 堯熙

ぞれ 学ん だ後、 やは り法 定に 師事 して宗 学を 学ん だ。 天保 四年 （一 八三三 ）に 講師 に就 任し て以 後は、 度

忍 阿（ 一七 八七 ～一八 五八 ）は 、比 叡山 におい て華 厳学 ・天 台学 を、興 福寺 にお いて 倶舎 ・唯 識を それ

*55

講を 努め たと され る人 物で、 毎月 各地 で講 筵を 開いた とさ れる 。

忍城 （一七 九八 ～一 八六 六） は、法 定に 師事 して 宗学 を修め た後 、当 時幼 年で あった 二十 一世 堯熙 の侍

*56

本願寺 派と の時 代区 分の 対比 と、 各時代 の高 田派 にお ける 主要 な学 僧をま とめ てお くと 次の通 りで ある 。

派 の場 合も本 願寺 派の 場合 と同 様に近 世を 上記 の三 期に 分ける こと がで きる とい えるの であ る。 最後 に、

以上 みて きたよ うに 、学 問の 発展 や傾向 の度 合い を異 にす るとは いえ 、時 代区 分に ついて いえ ば、 高田

*57
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本願寺派
第一 期 素朴 時代

第二 期 発展 時代

第三 期 学派 分裂 以降

高田 派
先駆 け時 代

発展 時代

復古 運動 以降

主要 な学僧
慧雲（ 一六 一三 ～一 六九 一）
普 門（ 一六三 六～ 一六 九二 ）
良空 （一 六六九 ～一 七三 二）
寂 玄（ 一六 九四～ 一七 五九 ）
慧海 （一 七〇七 ～一 七七 一）
真 淳（ 一七 三六 ～一 八〇七 ）
亮太 （一 七四七 ～一 八三 六）
法定（ 一七 七三 ～一 八四 〇）
俊諦 （一 七七 九～ 一八 四九）
法梁 （一 七八八 ～一 八五 四）
忍 阿（一 七八 七～ 一八 五八 ）
忍城 （一 七九八 ～一 八六 六）
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第二 項

安居 記録 にみ る学問 傾向

こ こ ま で 近 世 の 高 田 派 教 学 を 「 先 駆 け 時 代 」、「 発 展 時 代 」、「 復 古 運 動 以 降 」 の 三 期 に 大 別 し 、 各 時 代

の教 学を 担っ た主要 な学 僧を 取り 上げ て、そ れぞ れの 略歴 をみ てき た。次 に本 項で は、 宗義 の研 鑽の 場で

ある安 居に 焦点 を当 て、 その講 義記 録を もと に、 各時代 の学 問が どの よう な傾向 にあ った のか をさ らに探
って いき たい 。

そこ でまず 、前 項に 引き 続き 比較の 対象 とし て本 願寺 派の場 合を みて みる と、 各時代 の学 問傾 向に つい

*59
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て 普賢氏 は次 のよ うに 述べ ている 。す なわ ち素 朴時 代は、

安 居 の 講 本 を 見 て も 、 准 玄 ・ 西 吟 の 時 代 は 『 和 讃 』、『 大 経 』、『 小 経 』、『 安 楽 集 』 等 が 採 用 せ ら れ た

の みで 、そ の選 択の 範囲 極めて 狭く 、日 常親 炙す る手近 なる 聖典 を択 ぶと いう程 度に しか 進ん でいな
かっ た

と する ことに より 、講 筵の 整理 に着手 せら れて いる 。

若 し本 講が 宗典 の時 は、 二部 は宗典 、三 部は 余典 、若 し本 講が 他部の 時は 、三 部は 宗典、 二部 は余 典

この頃に於いては 、宗乗余乗の講本相半ばし 、殊に義教の時代になると、附講を五部となし 、この中 、

と いう 。そ れが 発展時 代に なる と、

*58

とされている 。この頃には安居の形式が整備され 、宗乗・余乗ともに広く学問が行われていたようである。
またこ のこ とか ら、

こ の事 実は 安居 講本に 関す るも ので ある が、そ れは やが て、 当代 宗学の 研究 が広 く宗 乗余 乗の両 方面

に跨 り、 極め て壮大 にし て、 且つ 整備 せられ たる 規模 の下 に、 行われ たこ とを 示す もの に外 なら ない
。

と述 べられ るよ うに 、発 展時 代の 本願寺 派は 、教 学面 全般 にお いて 整備さ れた 状態 のも とで 学問が 行わ れ
て いた と考 えら れてい る。 とこ ろが 三業 惑乱を 経て 学派 分裂 以降 になる と、

従 来本講 は宗 部に 限ら れ、 副講は 宗部 他部 一定 して いなか った もの が、 天保 三年八 月の 達書 には 、本

副 両 講 とも 宗部 と 定め 、 他部 は 附講 に於い てわ ずかに 行わ れる に止ま ってい る 。（ 略） 安居の 講義 目

録 を見 てもこ の時 代に は、 他部 の開筵 は極 めて 微々 たる もので 、そ れに よっ ても 宗乗の 研鑽 が、 如何
に重 視され たか を知 り得 るの である 。

加 えて いき たい。

合はど うだ った ので あろ うか 。そ こで以 下、 高田 派に つい ても 安居 記録を もと にし て、 その推 移に 検討 を

と 共に 移り変 わっ てい たこ とを 、当時 の安 居の 記録 から 読み取 るこ とが でき るの である 。で は高 田派 の場

この よう に、本 願寺 派の 安居 は教 学研究 の発 展と 同時 に、 内部的 な事 情を もそ の背 景に含 みな がら 時代

とし て、 三業 惑乱 の影 響が安 居の 講義 内容 にも 顕著に あら われ てい たこ とが指 摘さ れて いる 。

*61
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さて 、高 田派 の安 居が 記録 され た資料 とし ては 『高 田史 料』 が挙げ られ る。 本書 は松 山忍明 氏（ 一八 六

一～一 九三 二） によ って 本山 での年 毎の 出来 事が 編年 体でま とめ られ た書 物で ある。 毎年 の安 居に つい て

も 、その 講師 及び 講本 の書 名が明 記さ れて おり 、本 書から 安居 の記 録の みを 抜粋す れば 、各 時代 の安 居の

推移を 知る こと がで きる 。そ こで 実際に 書面 上に 安居 に関 する 記載を 求め ると 、そ れが 現れる のは 寛保 元

年 （一 七四一 ）以 降の こと であ る。つ まり 、本 書は 安居 がはじ めて 開筵 され た年 とされ る寛 文十 二年 （一

六七 二）か ら寛 保元 年ま での 、約 七十年 間の 安居 記録 を欠 いて いる のであ る。 しか し、 本書 の他に 近世 の

安 居の 様子 を年 毎に伝 える 資料 は存 在せ ず、本 書に 記載 がな いも のにつ いて は概 況す ら知 ること がで きな

いの が現 状であ ると いえ る。 そこ で本項 では 、さ しあ たり 『高 田史 料』か ら知 り得 る範 囲内 、す なわち 発

展 時代 と復 古運 動以 降の安 居に つい て一 往の 検討を 加え 、考 察を 進め ていき たい と思 う。

ま ずは 各 時代 の安 居記 録を抜 粋し、 以下 にまと めて みよ う。な お 、『高 田史 料』 に記載 がなく 詳細 不明

の年代 につ いて は省 略す るが 、安居 以外 であ って も何 らかの 講義 が行 われ た記 録につ いて は、 学問 傾向を

知 る手 がか り と して掲 載する こと とする 。ま た 、『高 田史 料』に ない もの で一部 『高田 の古 徳』に よっ て
知り得る情報もあるため、それについては（『古徳 』
）とし て掲 載し てお く。
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【発展 時代】

年号

講師
巍堂

西暦
一七 三六 元文 元

『 成唯 識論 』
（古 徳）
講本 不詳
『浄土文類聚鈔 』、
『法 華入疏 』

内講 萬察
―
『往 生論 註』

一 七四 一 寛 保元
一七 四三 寛保 三
浄慧

『選択本願念仏集』（古徳）

一 七四 五 延 享二

教娯

『 観無 量寿 経』

『大経浄影疏』（古徳）

慧弁

講本 不詳

教娯

一七 五〇 寛延 三

教諦

『往生論註 』、『法相義』

一七 四八 寛延 元

一 七五一 宝 暦元

教諦

『開 山親 鸞聖 人正統 伝』

『 六物図 』
（古徳 ）

一七 五二 宝暦 二

寂玄

『安楽 集』

慧弁

一 七五 三 宝 暦三

教諦

一七四 九 寛延二

一七 五五 宝暦 五

講本
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一 七六 二 宝 暦一 二

一七 六一 宝暦 一一

一 七五九 宝 暦九

一七 五八 宝暦 八

一七 五六 宝暦 六

普伝

教娯

普伝

教諦

明真

教諦

教諦

『華 厳五 教章 』

『 述文 讃 』
（古 徳）

『華 厳五 教章 』

『 述文 讃』 上巻 ・中巻

『観 経玄義 分』

『群疑論 』、
『念 仏三昧 法王 論』

『群疑 論』

『阿弥陀経 』、
『浄 土和 讃』

一 七六 三 宝 暦一 三

慧弁

『観経妙宗抄 』、『本尊義』

『観無量寿経』、『註維摩経』

慧海

『選択本願念仏集』、
『四 教儀 集註 』

慧忍

一七 六八 明和 五

普伝

講 本不 詳

一七 六五 明和 二

一七 六九 明和 六

普伝

『述 文讃 』中巻

『入出二門偈』、『華厳五教章』下巻

一七 七〇 明 和七

教諦

『 浄土 和讃 』
（古 徳）

普伝

一七 七一 明和 八

旭弁

『述 文讃 』下 巻

一 七六 七 明和四

一 七七 四 安 永三

教諦

一 七七 七 安 永六
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一 七八 六 天 明六

一七 八五 天明 五

一 七八 三 天 明三

一七 八二 天明 二

一 七八一 天 明元

一七 七九 安永 八

一七 七八 安永 七

内講 亮 太

本 講 真淳

浄慧

円通

旭弁

旭弁

普伝

普伝

『阿毘 達磨 論』

『顕 正流 義鈔 』

講本不 詳

『唯信鈔文意』、『末法灯明記 』
（ 古徳 ）

講 本不 詳

『因 明論』

『浄土和讃 』、『一乗十玄門』

講本不 詳

亮太

『 大戒 』

『入出二門偈』（古徳）

『略論』、
『 四教 儀集 註』

真淳

講本 不詳

慶遇

一七 八九 寛政 元

慶遇

一 七八 八 天明八

一七 九一 寛 政三

『 高田 三祖 伝』

『孝 経』

『 往生 論註 』

※八 月二 十二日 勧学 堂開 講に 伴い 真淳が 開演 。

真淳

亮太

一七 九五 寛政 七
一 七九 六 寛 政八
一七 九八 寛政 一〇

寮講 舜海
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※ 四 月 十 五 日 か ら 二 十 三 日 ま で 勧 学 堂 に おい て 真 淳 が 『 天 明宝 訓 』 を

一 七九九 寛 政一一
亮太

真淳

『往生論註 』、『入出二門偈』

『正 信偈称 揚抄 』

講ず。

一八 〇〇 寛政 一二

『安 楽集 』

※四月 勧学 堂に おい て真 淳が領 解文 を講 ず。

「最初の一念」（古徳）

誾如

海成
一八 〇一 享和 元
一 八〇 二 享 和二
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年号

【復古 運動以降】

西暦
一八 〇九 文化 六
一 八一 二 文 化九

講師
本講 ―

『 愚禿 鈔』

講本

※ 八 月 一 日 か ら 十 月 二 十 三 日 ま で 勧 学堂 に お い て 高 野 山 の 密乗 が 『 華
厳五 教章』 を講 ず。

『天台 仏心 印記 』

『信 文類 』

内講 法 定

『孝 経』

一 八一 三 文 化一 〇 本 講 亮太

寮講 舜海

『 因明 三十三 過作 法』

『信文 類』

内講 秀泰

『悲嘆 述懐 讃』

一八 一四 文化 一一 本講 亮 太

寮講 謙城

『入 出二 門偈』

『 信文 類』
内講 慧見

『 十疑 論』

一八 一五 文化 一二 本講 亮太

寮講 義 浄
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『 浄土 高僧和 讃』 第二 章

『信文 類 』
、傍 講『 文化 宝訓 』
（十 九世 宝訓 ）

内講 法霖
『天台 四教 儀』

一八 一六 文化 一三 本講 亮 太

寮講 忍阿

『下 野大 戒秘要 』

『 選択 本願 念仏 集』

内講 法定

『易行 品』

『 論語 』

本講 芳 誾

『 浄土高 僧和 讃』 道綽 讃

寮講 教 瑞

内講 舜海

『孟子 古義 』

『文 化宝 訓 』
、 傍講 『浄 土解 行論』

寮講 俊 諦

『 浄土 文類 聚鈔 』

本 講 亮太

本講 秀泰

『浄 土高僧 和讃 』善 導讃

『下野 大戒 秘要 』

内講 謙城

『 義林 章』 第一 章

内講 法 定

寮講 俊暁

『信 文類 』

『七 十五 法名 目』

本 講 亮太

寮 講 教道

一八 一七 文化 一四 代講 慧見

一 八一 八 文 政元

一八 一九 文政 二

一八 二〇 文政 三

一 八二 一 文 政四
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一 八二二 文 政五

一八 二三 文政 六

一八 二四 文政 七

一 八二 五 文 政八

寮講 岱岳

内講 忍阿

本講 法霖

寮講 義伝

内講 伝 阿

『無 差別 論』

『 入出 二門 偈』

『二 巻鈔』

『 華厳 五教章 』

『教誡 律儀 』

※ 八 月 二 十 日 か ら 九 月 二 十 日 ま で 勧 学堂 に お い て 法 隆 寺の 叡 弁 が 『 表
無表章 』、
『 法相 義』 を講 ず。

内講 義 浄

本講 法梁

寮講 法 梁

『 御本 書』 総序

『浄土 和讃 』大 経意

『 観経 玄義分 』

『観所 縁々 論』

『化身 土文 類』

寮講 真成

『観 経序 分義』

本講 法 定

本講 芳誾

『 天台 四教 儀集 註』

『唯 識述 記』 序

内講 教道

『諸 経意 讃』

内 講 大振

寮講 忍誠

- 58 -

一八 二六 文政 九

本講 法 定
『 浄土 論』

『観経 定善 義』

『 観経 散善 義』

内講 教瑞

一八 二七 文政 一〇 本講 法霖
『受 菩薩 戒解』

『御書 』四 巻終 章

内講 俊諦
『 倶舎 破我 品』

寮講 人龍

寮講 教 雲

『讃阿 弥陀 仏偈 和讃 』

『選 択本 願念 仏集 』

内講 俊 暁

『十 二礼 偈』

一 八二 八 文 政一 一 本 講 法定

寮 講 法輪

寮講 龍乗

内講 法梁

代講 大振

寮講 忍 誠

内講 岱岳

『選 択本 願念 仏集 』

『 浄土 高僧 和讃 』龍樹 讃

『天 台四教 儀』

『 往生 論註 』

『御書 』第 四巻 初章

『 起信義 記』

『行文 類』

本 講 法定

一八 二九 文政 一二 本講 芳 誾

一八 三〇 天保 元

一 八三 一 天 保二
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一 八三二 天 保三

一八 三三 天保 四

一 八三 四 天保五

一八 三五 天 保六

一八 三六 天保 七

寮講 法導

内講 忍誠

本講 芳誾

寮講 照如

内講 智 幢

『浄土 文類 聚鈔 』

『一 枚起 請文』

『 顕正 流義 鈔』

『信 文類』

「 十八 願成就 文」

『浄土 和讃 』小 経意 、
『 礫溪猿 馬記 』

『選択 本願 念仏 集』 二行 章

本講 智 幢

内講 教 道

『 金錍論 』

『止 観大 意』

寮講 白道

『一枚起請文』、傍講『下野伝戒記』

内講 法輪

本講 法定

『 浄土 和讃 』大経 意

『円頓 章』

内講 義伝

『六 合釈』

寮講 信 導

寮講 義静

『 愚禿 鈔』

『 愚禿鈔 』

本講 忍 阿

『入 論』

本講 忍阿

内講 蓮暁
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一八 三七 天保 八

一 八三 八 天 保九

寮講 智 覚

内講 龍乗

追講 法 定

本講 法定

寮講 覚雲

内講 法導

本講 法梁

寮講 法 電

『浄土 和讃 』観 経意

『十 疑論 』

『 御書 』第 六章 終章

『入出二門偈』、傍講『下野伝戒記』

『 論語 』

『浄土 高僧 和讃 』善 導讃

『 観経 散善 義』

『浄土 和讃 』小 経意

追講 忍 阿

『 文類偈 』

『度諭 宝訓 』

『 阿弥陀 経』

内講 信導

『四明 十義 書』 序

一 八三 九 天保一 〇 本講 忍阿

寮講 大 道

『 往生 論註 』
「重 誓偈」

一八 四〇 天保 一一 本講 法梁
内講 白道

『 繙御 書』
『阿 弥陀 経』

寮講 諦道
一 八四 一 天 保一 二 本 講 忍阿
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寮講 印亮

内講 覚 雲
『 華厳 五教次 第』

『天台 四教 儀』

『 顕正 流義 鈔』

『往 生論註 』

内講 智覚

『浄 土高 僧和讃 』道 綽讃

一 八四二 天 保一三 本 講 法 梁

寮講 教海
『浄土 文類 聚鈔 』

内講 蓮 暁

『 浄土高 僧和 讃』 善導 讃

講本不 詳

『十 □二 門指 要抄』

寮講 □了

『無 量寿経 』

内講 大道

本講 忍阿

『 選択 本願 念仏集 』二 行章

『大学 集解 』

内講 諦順

『詩 経古註 』

寮講 性 全

寮講 智海

『 愚禿 鈔』

『観経玄義分』、傍講『六合釈』

本講 照 如

『天 台伝 仏心 印記』

本講 法梁

一八 四三 天保 一四 本講 照 如

一 八四 四 弘化元

一八 四五 弘 化二

一八 四六 弘化 三

内講 印亮
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一八 四七 弘化 四

一 八四 八 嘉 永元

一八 四九 嘉永 二

一八 五〇 嘉永 三

一 八五 一 嘉 永四

本講 忍阿

寮講 実道

内講 教海

本講 法梁

寮講 智 厳

『 浄土 高僧 和讃 』天 親讃

『無 量寿 経』

『 観所 縁々 論』

『入出 二門 偈』

『 信文 類』

『浄土 和讃 』大 経意

『三十 三過 作法 』

内講 大 道

寮講 泰 玄

『 無量 寿経 』
、傍 講『三 経往 生文 類』

『□ □孝 経』

本講 忍阿

『選択 本願 念仏 集』 本願 章

寮講 廓暢

内講 廓 暢

講 本不 詳

『証文 類』

寮講 忍州

『選 択本 願念仏 集』 本願 章

本講 法 梁

本講 照如

『 八斎 戒作 法』

『文 類偈 』

内講 法電

『倶 舎世 間品 』

内 講 智厳

寮講 太導
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一八 五二 嘉永 五

一八 五三 嘉永 六

一 八五 四 安 政元

一八 五五 安政 二

一八 五六 安政 三

一 八五 七 安 政四

内講 泰玄

本講 忍阿

寮講 智淳

内講 倫龍

本講 法 梁

『 碧岩 録』

『入 出二 門偈』

『 無量 寿経 』

『御書 』第 四巻

『 浄土 和讃』 大経 意

『真仏土文類』、傍講『二十唯識』

『無量 寿経 』
、 傍講 『教行 証文 類』 総序

寮講 玄 浄

本講 忍 阿

『 浄土和 讃』

『化 身土 文類 』

内講 智淳

『天台 別行 経』 序

本 講 法梁

寮講 忍 成

『 無量 寿経 』

『浄土 文類 聚鈔 』

本講 忍阿

『往 生論註 』

内講 忍 州

内講 因現

『 御書 』

『正 像末 法和 讃』

寮講 徳静

『愚 禿鈔 』下 巻

寮 講 因現

本 講 照如
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一 八五八 安 政五

一八 五九 安政 六

寮講 蓮 暁

内講 天龍

本講 忍 誠

寮講 秀諦

内講 玄浄

本講 忍阿

寮講 実誠

内講 忍 成

『日月 行品 』

『成 唯識 疏』 序文

『愚禿 鈔 』
、傍 講『 顕正流 義鈔 』

『浄 土高 僧和讃 』龍 樹讃

『 安楽 集』

『教 文類』

『 浄土 高僧和 讃』 道綽 讃

『文類 偈』

寮講 海 龍

内講 黙照

本講 照 如

『 選択 本願 念仏 集』

『浄土 高僧 和讃 』天 親讃

『 浄土高 僧和 讃』 善導 讃

『行文 類』

※ 五月 一日 より 長谷 寺の覚 了が 『因 明大 疏』 を講ず 。

本講 蓮暁

一八 六〇 万延 元

一八 六一 文久 元

忍誠

『愚 禿鈔 』

一 八六 二 文 久二

以 上が 主に 『高田 史料 』よ り抜 粋し た近世 高田 派の 発展 時代 と復 古運動 以降 の安 居記 録で ある 。記 録だ
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け で知 り得 る 特徴 とし ては、 講本 として 用い られ る書物 の中に 、祖 師の聖 教や 余乗 の経典 の他に 、『 正統

伝 』 や 『 下 野 伝 戒 記 』、『 下 野 大 戒 秘 要 』 な ど の 派 内 の 学 僧 に よ っ て 著 さ れ た 書 物 や 、 十 八 世 円 遵 の 『 高

田 三祖伝 』な ど、 当時 はま だ著述 後間 もな いよ うな 書物ま でも が用 いら れて いる点 が挙 げら れる 。ま たそ

の他に も 、
『論 語』や 『孟 子古 義』 等が 用い られ 、中国 の思 想が 学ば れて いたこ とも わか る。

さ らに 『御書 』が 幾度 か講 じら れいて いる 。と ころ で、 高田 派の 『御書 』と は、 蓮如 （一 四一 五～一 四

九九 ）の『 御文 章』 或い は『 御文 』と呼 ばれ るも のと は異 なり 、親 鸞と高 田派 歴代 法主 の消 息から 成る 高

田 派独 自の もの である 。高 田派 の『 御書 』は蓮 如に 倣っ て真 慧が 最初に 取り 入れ たと 考え られて おり 、明
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暦三年（一六五七 ）に十四世堯秀がはじめてそれまでの『御書 』を取りまとめて『御書四巻 』を開板した 。

「 御書 」と いう 呼称 自体は 、そ の開 板以 来呼 ばれる よう にな った もの である とい われ てい る。
では 各時 代の 安居 につ いて 検討 してみ よう 。

まず 発展時 代は 、一 度の 安居 で一部 ない し二 部の 講義 が行わ れて いる 。そ の講 本につ いて みる と、 宗乗

では 三経 七祖 の聖 教が 多く選 ばれ てい るほ か、 前述の よう に良 空の 『正 統伝』 や円 遵の 『高 田三 祖伝 』な

どの自派の書物が用いられている 。その一方で、同じくらい余乗の典籍も多く 、発展時代の本願寺派同様 、

宗 乗・ 余乗と もに 幅広 く学 ばれ ていた こと がわ かる 。た だし安 居自 体は 、こ の時 代はま だ決 して 整備 され

ている とは 言い 難く 、講 義の 場所 につい ても 講堂 のほ か、 時に は如 来堂や 阿弥 陀堂 など 、年毎 に展 転と 場
所 を変 えて いたこ とが 記録 に残 され ている 。
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一方 、復 古運 動以 降に なる と、 本講・ 内講 ・寮 講の 三部 の講 義によ って 構成 され 、宗 乗・余 乗が どち ら

か一方 に偏 るこ とな く配 分さ れて行 われ るよ うに なり 、また 記録 の面 でも 文化 十年（ 一八 一三 ）以 降は 毎

年 の講義 記録 が残 され てい ること から 、発 展時 代に 比べて 安居 の形 式が 格段 に整備 され 、こ の時 期の 教学
研究が 隆盛 して いた こと がわ かる 。

こ の整 備の背 景に は、 寛政 八年 （一七 九六 ）の 勧学 堂竣 工に よっ て講義 の場 が整 った こと が大 いに関 わ

って いると 思わ れる が、 そも そも この勧 学堂 は、 教学 研究 の興 隆に よる聴 衆の 増加 に伴 い、 それま での 講

堂 では 手狭 にな ったた めに 建設 され たも のであ るこ とか ら、 むし ろ教学 興隆 の兆 候は これ よりも 以前 、早
けれ ば発 展時代 の中 頃に すで にあ ったと みる べき であ ろう 。

講本についてみると、宗乗の典籍に関しては、『愚禿鈔』や『入出二門偈 』
、 或い は『 三帖 和讃 』など 、

古来 より 高田 派専 修寺が 有し てき たと いわ れる聖 教が 中心 的に 選ば れてい る。 また 、発 展時 代に はみ られ

なかった『教行証文類 』に関する講義も行われるようになっている 。さらに 、前述の『下野伝戒記 』と『下

野大 戒秘 要』 は復 古運 動にお いて 真淳 が著 した とされ る書 物で ある が、 それが 復古 運動 以降 であ るこ の時
代の安 居講 本と して 選ば れて いる 点は注 視し てお きた い。

一方余乗については、その講本に天台 、華厳、倶舎 、唯識や儒学の典籍などが幅広く選ばれているほか 、

安居以 外で は派 内の 学僧 だけ でな く、他 宗の 学僧 によ る講 筵も 開か れてお り、 この 時代 の余乗 への 関心 の
高 さを 示唆 してい る。
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とこ ろが 、復 古運 動以 降の 時代 も後半 にな ると 、宗 乗の 典籍 が占め る割 合が 多く なり 、三部 とも 宗典 が

占めて いる 年も みら れる よう になる 。そ の背 景に は慶 応元年 （一 八六 五） に起 こった 慶応 安心 惑乱 と呼 ば

れ る教学 論争 が関 わっ てい るもの と思 われ る。 なぜ ならこ の現 象は 、三 業惑 乱を経 た学 派分 裂以 降の 本願

寺派に おい て、 宗乗 の研 究や 安心 研究が 重視 され 、中 心的 に行 われる よう にな った こと とその 原因 を同 じ
く して 起こっ たも ので ある と考 えられ るか らで ある 。

なお 、先 駆け 時代 の安居 につ いて は、 前述 の通り その 記録 が記 され た資料 が現 存し ない ため 、今日 では

概 況す ら知 るこ とがで きな い。 しか し以 上みて きた よう な発 展時 代と復 古運 動以 降の 安居 の推移 から 推測

する と、 先駆け 時代 に記 録が 存在 しない のは むし ろ、 それ を記 すよ うな整 備や 体制 がと もに まだ 整って は

他宗 他派 との 交渉

お らず 、安 居自 体が この段 階で は発 展途 上で あった こと を示 唆し てい ると考 える こと がで きる のでは なか
ろう か。

第三 項

さ て、 最後 に本 項で は、近 世高 田派 と他 宗他 派との 関係 に焦 点を 当て ていき たい 。す でに 第一 項で 述べ

たよ うに 、近 世高 田派の 主要 な学 僧の 多く は遊学 など によ って 他宗 他派の 学問 を学 んで いた こと が伝 えら
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れて いる 。そ こで 数名の 例を 挙げ て、 その 関わり をみ てみ よう 。

まず は発展 時代 を代 表す る学 僧駿河 慧海 であ る。 彼は 十八歳 の頃 に京 都へ 行き 、華厳 の鳳 譚に 師事 し、
ま た本願 寺派 の法 霖や 大谷 派の慧 琳と も深 い交 渉が あった とい われ てい る 。

二～一七三九 ）からの影響も受けていると考えられている人物である 。主著『華厳五教章匡真鈔 』では 、

奈 良や 京都に て諸 宗の 教学 を学 び、と りわ け華 厳に 精通 する一 方で 、天 台安 楽律 一派の 霊空 光謙 （一 六五

慧海 が関 わっ た人々 の内 の一 人、 鳳譚 とは、 黄檗 宗の 鉄眼 道光 （一六 三〇 ～一 六八 二） に師事 した 後、

*63

中 国華 厳の 第三 祖とさ れる 法蔵 （六 四三 ～七一 二） の『 華厳 五教 章』を 自ら の視 点で 読み 込み、 それ まで

伝統 的に 認めら れて きた 華厳 理解 を正面 から 否定 する など 、独 自の 仏教解 釈を 展開 して いた こと が指摘 さ

れ て おり 、 彼 の華 厳解 釈は天 台と 華厳 に通底 する 思想構 造を捉 えて 理解 してい くと ころに その特 徴が あ

評価し てい たと され てい る 。

*66

影 響を 受けて いた とい われ てい る 。

れ、本 願寺 派能 化若 霖に 師事 して 宗乗・ 余乗 を学 んだ とさ れる。 慧海 は、 宗学 に関 しては この 法霖 から の

一方 もう 一人 の法 霖は 、前 述の ように 本願 寺派 第四 代能 化を 勤め た人物 であ る。 幼少 期より 奇才 と称 さ

*67

争 は鳳 譚 が霊 空 光謙 の『即 心念 仏談義 本』に 対し て 、『 念仏往 生明 導剳』 なる 書物 を著し て霊空 の即 身念

とこ ろで 法霖 と鳳 譚とい えば 、こ の両 者の 間で念 仏論 争が 繰り 広げ られた こと が知 られ ている 。こ の論

*68
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る とい われ て いる 。 慧海 はその よう な鳳譚 から 華厳 学を学 んで いた。 鳳譚は 慧海 の才 能に感 嘆し 、高く

*65

仏を 批判 する と同 時に、 浄土 教義 に対 して も批判 を加 えた こと に端 を発す るも ので ある 。こ れに は浄 土門

の各 派か ら 論難 が 出さ れた が、中 でも 法霖 は『浄 土折衝 篇』 を著し てそ れに 反論し た。こ れに 対して 鳳

譚 はさら に『 浄土 折衝 篇雷 斧』を 著し て応 戦し 、法 霖が『 笑螂 臂』 によ って 再度論 破す ると いっ た応 酬が

続いた が、 最終 的に は法 霖が 鳳譚 の攻撃 をか わし 、真 宗教 学の 面目を 堅持 した とい われ ている 。ま たこ の

一 連の 論争が 思想 体系 とし ての 真宗教 学を 、価 値と 規範 を備え たも のと して 内外 に知ら しめ るに 至っ たと
して 、法霖 はそ の成 果が 評価 され ている 。

の 中に 於て 最も 其の 足跡の 偉大 なり し慧 海和 尚」等 と評 価さ れて いる 。

るが 、詳 細は 定か では ない 。

に師事 した とさ れて いる 。彼 もまた 鳳譚 の門 下で は秀 逸の一 人で あり 、四 天王 と称さ れた とも いわ れてい

また 慧海 と同 時代 の巍 堂は 、享 保十四 年（ 一七 二九 ）二 十六歳 の頃 に京 都に 遊学 した際 に、 同じ く鳳 譚

*71

影響 を 受け た 慧海 は、そ の後 駿府 に帰っ てか らは日 々宗学 の研 鑽と 講説に 当た ったと され 、「初 期宗学 者

こ の論 争に 関わ った法 霖と 鳳譚 とも に交 渉があ った のが 慧海 であ ったと いえ る。 彼ら から 学び 、或 いは

*70

この 他同 じく発 展時 代の 真淳 は、 前述の よう に宝 暦二 年（ 一七五 二） と同 六年 （一 七五六 ）の 二度 にわ

た って 京都に 遊学 して いる が、 その際 に法 霖の 『日 渓百 問書』 を読 み、 また 浄土 宗の普 寂（ 一七 〇七 ～一

七八 一 ）に 就い て 倶舎 、唯 識、華 厳を 学んだ とさ れて いる 。 普寂 とは、 天台 宗の 妙立慈 山（一 六三 七～

一 六九 〇） の流れ を汲 む諸 師の 影響 を受け つつ 、従 来の 宗派 的解釈 にと らわ れな い独 自の浄 土教 思想 を形

*73
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成し たと 考え られ る人物 であ る。 真淳 がそ のよう な普 寂に 師事 して いたこ とは 、彼 のそ の後 の思 想及 び学

説に大 きな 影響 をも たら して いると 考え られ る。 なお 、真淳 と普 寂の 関係 につ いては 、復 古運 動と 大き く
関 わって くる ため 、詳 細は 第三章 に譲 るこ とと する 。

この よう に、 特に発 展時 代の 学僧 に他 宗他派 の学 僧と の交 渉が あった こと が知 られ る。 ところ で、 同様

のことは他宗においても指摘されている。たとえば慧海と巍堂が師事した鳳譚や、真淳が師事した普寂は 、

宗派 を超え た自 由で 批判 的な 研究 を進め た人 物で あっ たと され てい る。そ のほ かに も、 近世 は宗派 に捉 わ

れ ない 自由 な活 動をす る僧 が少 なく ない 時代で あり 、通 宗派 的な 研究も 行わ れて いた こと が指摘 され てい

る 。 高田 派に おい ても また、 特に 発展 時代 以降 にそ の傾向 が顕 著で あっ たと いえ よう 。

こ うし た中 で、 この 時代の 高田 派で は、 時に は本山 にお いて も他 宗の 学僧が 招か れて 講筵 が行 われ てい

たよ うで ある 。た とえば 前項 の安 居記 録を 参照す ると 、文 化九 年（ 一八一 二） には 八月 一日 から 十月 二十

三日ま での 約三 ヶ月 にわ たっ て高野 山の 密乗 を招 き、 勧学堂 にお いて 『華 厳五 教章』 が講 じら れて いる。

或い は文 政五年 （一 八二 二）に は法隆 寺の 叡弁を 招き 、『 表無表 章 』、『法 相義 』の 講義が 一ヶ 月間行 われ

ている 。
『専 修寺 史要』 には この よう な発 展時代 以降 の講 義が 盛ん な時代 につ いて 、

派 内の 学者 のみ なら ず、諸 宗の 学者 をも 聘し て、度 度講 筵を 開き しも のの如 く、 文化 九年 には 、高野

山の 密乗 を請 じて 、華厳 五教 章を 講ぜ しめ 、同十 四年 には 、普 門来 りて仏 暦を 講じ 、文 政五 年に は、

法 隆寺 の叡 弁、 表無 表章 及び 法相義 を講 じ、 又安 政六 年の如 きは 、長 谷寺 の覚了 、因 明大 疏を 講ぜ り
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。
等とし て当 時の 様子 が伝 えら れてい る。

こ のよう に、 近世 の特 に発 展時 代以降 の高 田派 にお いて は、 他宗 の学僧 に師 事し てい ない 学僧た ちに も

他宗の 教義 に触 れる 機会 が与 えら れてお り、 その よう にし て宗 派を超 えた 幅広 い学 問が 行われ てい たと い
え るの である 。
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小結

本 章で はま ず第 一節に おい て、 今日 の高 田派教 学を 形成 する 教学 的特徴 を真 慧の 『顕 正流 義鈔 』の 上に

確 認し た 。『 顕正 流義鈔 』は中 世の 成立 以来、 高田 派所依 の聖 教の一 つと して 位置付 けられ 、今 日でも 信

行具足 の称 名念 仏を 重視 する高 田派 の教 学的 特徴 が端的 にあ らわ され たも のとし て依 用さ れて いる 。この

『顕 正流 義鈔 』に 基づく 真慧 の念 仏思 想の 研究は 、今 なお 多く の研 究者に よっ て取 り上 げら れて いる が、

その傾 向は 早く は近 世の 頃か らみら れ、 以来 、高 田派 教学史 上最 大の 関心 事と なって いる とい って も過 言

で はない 。本 論文 では 第三 章の復 古運 動に おけ る真 淳の念 戒論 や、 第四 章で 取り上 げる 慶応 安心 惑乱 にお

いて、 この 念仏 思想 が大 きく 関わ ってく る。 また 第二 章で 取り 上げる 『十 個秘 事書 』な る書物 をめ ぐる 近

代 の論 争は、 真慧 の教 学が 高田 派にと って 重要 な位 置付 けにあ った がゆ えに 大き く取り 上げ られ 、議 論が

拡大 したと もい える 。つ まり 真慧 によっ て明 示さ れ、 今日 の高 田派 の正統 とい われ る念 仏思 想が、 近世 の

高 田派 教学 の展 開にい かに 関わ って くる かは、 本論 文に 通底 する 問題で ある とも いえ 、こ こに提 示し た次
第で ある 。

続 いて 第二 節、 第三 節では 、普 賢大 圓氏 の所 説を参 照し なが ら、 近世 本願寺 派教 学と の対 比を 通し て近

世 高田 派教 学 の展 開に 三期の 時代 区分を 設け た。す なわ ちその 三期 とは、 ①第 一期「 先駆 け時代 」、 ②第
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二 期「 発展 時 代 」、 ③第三 期「 復古運 動以降 」か らな るもの であ る。そ して各 時代 ごと の学僧 の略 伝と安

居記録 から 、そ れぞ れの 学問 傾向を 概観 した 。本 願寺 派と比 べる と、 安居 の開 筵、学 寮の 創設 など 数十 年

の 遅れを 取っ ては いる もの の、高 田派 にお いて も教 学研究 の隆 盛に 伴い 、学 問の場 が漸 次整 備さ れて いた

ことが わか る。 さら にそ れに 伴い 、特に 発展 時代 以降 は他 宗他 派から の影 響も 大き く、 それに よっ て真 宗

教学に限定しない幅広い学問が行われていたことを指摘した。近世の高田派教学は 、このようにして環境、
内容 ともに 漸次 発展 して いっ たの である 。

な お、 本論 文で は①先 駆け 時代 に当 たる のが第 二章 、② 発展 時代 に当た るの が第 三章 、③ 復古 運動 以降

- 74 -

に当 たる のが第 四章 とい う構 成に なって いる 。本 章で 述べ た各 時代 の内容 は、 あく まで も表 面上 にあら わ

れ たと ころ の近 世高 田派の 教学 的展 開で あり 、高田 派教 学史 の一 側面 にすぎ ない 。は じめ にも 述べた よう

に、 本論 文の 目的 は以上 の歴 史的 事実 を踏 まえた 上で 、そ の内 実を 再考す ると ころ にあ り、 次章 から はそ
の検討 に入 って いき たい 。

『真宗高田派聖典』八七二頁

『同右』第四巻、七 頁

『史料 集成』第四巻、四三頁（解題）

*3 *2 *1

『真宗大辞典』巻二、一二三 六頁

栗原廣 海「極楽浄土に往生するために何を すべきか―真宗高田派の立場に立っ て」一四九頁

『史料集成』第四巻、 四頁

『顕正流義鈔』及び真慧の念仏思想 にまつわる研究の主なものには、

・堤玄立「真慧 上人の往生義 」
（『高田学報』第六四輯、一九七四）
・平松令三「『顕正流義鈔』解題 」
（『史料集成』第四巻所収）
・稲垣舜 岳「真慧上人の顕正流義鈔 」
（『高田本山の法義と歴史』
、一九九 一）
・普賢保之「真慧上人 の教学的特徴 」
（『真宗研究』第四四輯、二〇〇〇）

・松山智道「真慧上人の往生思想― その教義的立場と問題点― 」
（『真宗研究』第四五輯、二〇〇一）

・金信昌樹「真 慧の著述とその伝記類の研究 」
（『高田短期大学紀要』第一九号、二〇〇一）

・小妻典文「真慧上人の念仏思想について―『顕正流義鈔』によって― 」（『高田短期大学紀要』第二〇号、二〇〇二）

・常磐井慈裕・松山智道「『顕正流義鈔』について」
（『翻刻顕正流義鈔蒙引』二〇〇七所収）
等がある。この他にも 多数挙げられる。
以 上『翻刻顕正流義鈔蒙引』一四頁 参照。

『同右』六頁

『史料集成』第四巻、八頁

堤玄立「 前掲論文」三二頁
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*7 *6 *5 *4
*11 *10 *9 *8

普賢保之「前掲論文」六〇頁

常磐井 慈裕・松山智道「前掲論文」七頁

普賢大圓『真宗教学の 発達』一頁

『同右』八九頁

『同右』九〇～ 九一頁

『同右』九一頁

『同右』 参照。

近世初 期が「素朴時代の宗学」とされることに対して三浦真証氏は、この時代は中世の学問観であった口伝が問題とさ

れ、辞書によっ て訓読を考察する学問観が形成され出していた時代であり、むしろこの時代の教学は「中世から「変貌」

した教学」であ ると指摘している（三浦真証「近世 初期真宗教学の変貌―『私観子』か らの考察―」参照 ）
。
普賢大圓『前掲書』一〇七頁

『同右』 九二頁

『同右』九二頁

『 同右』九五頁

『同右』九二頁

『同右』一四七頁

『浄土真 宗辞典』六五七頁
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*19 *18 *17 *16 *15 *14 *13 *12
*26 *25 *24 *23 *22 *21 *20

普賢大圓『前掲書』一〇〇頁

『同右』一〇〇頁

『同右』一〇二頁

『同右』一〇三 頁

『同右』一〇三頁

『同右』 一〇三頁

『同右』一〇六頁

『専修寺史要』九〇頁

『同右』九〇頁

『高田の古徳』七～九頁

西谷順誓 『真宗の教義及宗学の大系』一九九 頁

『高田の古徳』九～一 〇頁

『 高田本山の法義と歴史』一八八頁

『高田の古徳』 九頁

『同右』一〇頁

普賢大圓 『前掲書』九六頁
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『同右 』一〇一頁

*43 *42 *41 *40 *39 *38 *37 *36 *35 *34 *33 *32 *31 *30 *29 *28 *27

山田文昭『親鸞とその教団』 一九頁

『同右』二一～二三頁

『同右』三九～四一頁

『翻刻顕正流義 鈔蒙引』二四～二五頁

小妻隆文『円祥上人行実』二 二九～二三〇頁

なお 、
「復古運 動以降」とは、円遵示寂の文政二 年（一八一九）以降のこととする。

『高田の古徳』五〇頁

『同右』五一～五二頁

『同右』四二～ 四三頁

『同右』五六～五七頁

『同右』 五七～五八頁 、
『高田史 料』など参照。

『高田の古徳』六〇～ 六一頁

『 同右』六一～六二頁

普賢大圓『前掲 書』九二頁

『同右』九六頁

『同右』 九六頁
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『高田 の古徳』一四～一五頁

*60 *59 *58 *57 *56 *55 *54 *53 *52 *51 *50 *49 *48 *47 *46 *45 *44

『同右』一〇二頁

眞岡慶心「龍音院慧海 和尚について」三頁

末木文美士『近世の仏教―華ひらく 思想と文化―』一二〇頁

『同右』一二〇 ～一二一頁

『同右 』
、結城令聞「鳳譚の華厳・真 言両大乗一致について」参照。

眞岡慶心 「前掲論文」三頁

「同右」三頁

なお、鳳譚の『念仏往生明導剳』に 反論を投じた一人に慧海を挙げる説 もあるが、詳細は定かではない。

薗田香融「日渓 法霖の生涯と業績―近世宗学史研究 ノート― 」
、平田厚志「日 渓法霖の思想小論」等参照。

眞岡慶心「前掲論文」二～三 頁

「同右」 五頁 、
『高田の 古徳』一五頁

『高田の古徳 』、
『円遵上人行実』等参 照。

末 木文美士『前掲書』参照。

『専修寺史要』 九三～九四頁
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『高田 史料』参照。

*75 *74 *73 *72 *71 *70 *69 *68 *67 *66 *65 *64 *63 *62 *61

第 二章

高田 派教学 にお ける口伝 の研 究

第二章
はじめ に

高 田 派 教 学 に おけ る 口 伝 の 研 究

口伝 とは 、歌 道な どで も用 いられ た師 から 弟子 への 口伝え によ る奥 義伝 授で 、仏教 では 平安 末期 の天 台

本覚思 想に おけ る口 伝法 門の他 、真 言宗 や曹 洞宗 などで も秘 法や 作法 の奥義 を伝 える ため に用 いられ 、重

視さ れて いた こと が知ら れて いる が、 高田 派にも また その よう な口 伝・口 訣の 宗義 があ った こと を伝 える

書物が いく つか 現存 して いる 。近代 に至 って 、こ のよ うな書 物の 存在 が高 田派 法主に よる 秘事 法門 伝持 の

証 拠とし て取 り上 げら れ、 注目を 集め たこ とに よっ て、以 後高 田派 に秘 事法門 の疑 惑が かけ られ た。 これ

に対し て高 田派 側は 全力 でそ の疑 惑に反 論し 、最 終的 には これら の書 物そ のも のを 否定し 、教 学史 研究 上

無 益の 資料と 位置 付け るこ とに よって 疑惑 の解 消に 当た った。 これ によ って 疑惑 は完全 に払 拭さ れた が、

同時 に書物 の存 在そ のも のも 高田 派教学 史上 から 姿を 消し てし まっ たよう に思 われ る。

し かし 筆者 は、 秘事法 門の 伝持 云々 に関 わらず 、こ れら の書 物を 無益の 資料 と位 置付 ける こと には 疑問

を感 じる 。なぜ なら この よう な書 物が作 られ 、現 存し てい ると いう 事実も また 、高 田派 教学 の歴 史の一 側

面 であ ると いえ るか らであ る。 本章 はこ のよ うな問 題意 識の もと に、 これら の書 物に 今一 度検 討を加 える
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こと によ って 、高 田派に おけ る口 伝の あり 方を位 置付 け、 それ が高 田派教 学に どの よう な影 響を 与え てい

るかに つい て考 察す るも ので ある。 また その 中で 、従 来出さ れて きた 秘事 法門 疑惑に 関連 する 先哲 の所 説
に ついて も検 討し てい きた い。

なお 、こ のよ うな高 田派 法主 によ る口 伝相承 を伝 える 書物 はい くつか 存在 する ので ある が、中 には 高田

派 内の 事情を 背景 に作 為的 に作 り上げ られ たこ とが すで に明確 にな って いる もの も含ま れて いる 。す なわ

ち『 十個秘 事書 』と 呼ば れる もの がそれ であ り、 秘事 法門 疑惑 の根 本資料 とな った もの であ る。そ こで ま

ず は、 この 書物 をめぐ る論 争が どの よう なもの であ った のか を検 討する こと によ って 、問 題の所 在を 明ら
かに した 上で、 その 他の 口伝 資料 につい ても 考察 を深 めて いき たい 。
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第 一節
『 十個 秘事 書』概 説

『十 個秘 事書 』と秘 事法 門 疑惑

第 一項

本節 では 、所 謂『十 個秘 事書 』と 呼ば れる十 通の 秘事 書を めぐ り、高 田派 に投 げか けら れた秘 事法 門疑
惑 につ いて 考察す る。

*2
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『十 個秘 事書 』と は、 福井県 丹生 郡越 廼村 の法 雲寺に 伝来 した とさ れる 十通の 秘事 書で 、大 正元 年（一

九 一二 ）に 山田 文昭氏 が福 井県 丹生 郡朝 日町浄 勝寺 にお いて 発見 し、同 氏が 大正 二年 （一 九一三 ）に 大谷

大学 刊行 『無 尽灯』 所収 の論 文「 真慧 上人よ り真 智上 人に 伝へ たる 十箇の 秘事 」に おい て初 めて 発表 した

もので ある 。現 在は 『史 料集成 』第 四巻 に収 載さ れてい る。 秘事 書の 体裁 は、ど れも 幅四 セン チメ ートル

ほど に細 長く 折り 畳まれ て、 端裏 に墨 で外 題が書 かれ てお り、 その 体裁は 口伝 で用 いら れる 切紙 のよ うで
あると いう 。

十 「浄 土 第五 重 口伝 血 脈」 か ら成 って いる 。こ の内 第一通 から 第三通 は 、「 以 出
息 一為 釈
迦仏 、
以 入
二
二
一
二

知識大事 」、五「臨終大事 」、六「四儀不退念仏 源空」、七「不念念仏 源信」、八「十念大事 」、九「文大事 」、

十 通 は 、 一 「 息 位 即 身 成 仏 大 事 」、 二 「 衆 生 本 有 名 号 即 身 成 仏 大 事 」、 三 「 即 身 往 生 記 源信」、 四 「 臨 終

*1

ヲ
息 名
弥陀 也
」、 或い は 「命 息即 三 尊、 出息 知
来迎 一、命息 即華台 、入 息往 生知」 など として 、出入 り
一
二
一
二

の息を衆生の命根であり無量寿仏であるといい、吐く息で阿弥陀仏が来迎し、吸う息をもって往生と捉え 、

レ
衆 生は 無 量寿 命 決定 如来 と いう 名号 を具足 して いるか ら「 之即身 是 仏
」で あると して 、即身 成仏 を説 く

内 容 と な っ て い る 。 ま た 第 十 通 に は 、「 浄 土 門 第 五 重 口 授 心 伝 血 脈 」 と し て 、「 釈 迦 如 来 、 天 親 菩 薩 、 菩

提 流支 三蔵、 曇鸞 法師 、道 綽禅 師、善 導大 師、 法然 聖人 、聖光 上人 、然 阿上 人、 寂恵上 人、 蓮勝 上人 、了

実上 人、了 誉上 人、 酉誉 上人 、歎 誉上人 、了 誉上 人、 旭誉 上人 、照 海上人 、亮 禅上 人、 禅海 、真恵 上人 、
真 順」 と、 血脈 相承の 図が 書か れて いる 。

内容 もさ るこ とな がら 、十 通に記 され たそ れぞ れの 奥書も また 、こ の『 十個 秘事書 』に おい て重 要な位

置 を占 めて いる 。な ぜなら その 奥書 に記 され た署名 が根 拠と なっ て、 高田派 第十 世真 慧（ 一四 三四～ 一五

一二 ）が 秘事 の相 伝に関 わり 、そ れを 真智 に授け たと の疑 いが かけ られた から であ る。 真智 （一 五〇 四～

一五八 五） とは 、真 慧の 後継 者候補 とし て皇 族か ら迎 え入れ られ た人 物で ある 。この 『十 個秘 事書 』成立

の背 景に は真 智の 存在 が大い に関 わっ てい ると 考えら れる ので ある が、 そのこ とに 関す る詳 細は 本節 第三

項に譲 る。 なお 、奥 書の 内容 につ いては すで に平 松令 三氏 によっ て整 理さ れて おり 、奥書 の種 類を 五種 類
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*3

に 大別 し、そ れぞ れの 奥書 が各 通に施 され てい る状 況が 表で示 され てい る。 それ を引用 する と次 の通 りで
ある 。
*4

第 二奥 書

第一 奥書

「真順（花押 ）」（ただし第五通は「真巡」とあり、第十通は「真智」も加える）

「明 応七年 五月 五日 付、 禅海 阿闍梨 示之 、真 順大 法師 奉授之 畢 」
、 とあ るもの 。

「明応七年二月二十八日付、真順法印在判、順真授之畢 」、とあるもの。

【五 種の 奥書 】

第三 奥書

「永正九年二月二五日付、釈真慧（朱印）、
」 とあ るもの 。

第五奥 書

第 四奥 書

第四 奥書

あり

あり

あり

あり

あり

あり

年 月日 なし
あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

×

あり

あり

×

あり

あり

真巡 （花 押）
×
あり

あり

×

あり

×
あり

第三 奥書

「永正十七年六月二八日付、相承之釈真智之 、」とあるもの。

あり

第 二奥 書

第五 奥書

【奥 書の 実態】

第 一通
あり

第 一奥 書

第二 通
×
あり

第 三通
第四 通
あり

×

×

第 五通
第六 通
第 七通
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第 八通
第九 通
第 十通

×
×
あり
(

ただし
改ザン

)

×

×
×
あり

×

×

あり
あり
月 日なし

×
あり
×

以 上の 表から もわ かる よう に、 真慧の 署名 があ るも の、 すな わち 第四奥 書は 、十 通の 秘事 書す べてに 記

され ている 。山 田氏 が高 田派 には 中興真 慧も 相伝 した 秘事 法門 があ ったと する 最大 の根 拠は ここに ある 。

さ らに 山田 氏は この奥 書か ら、 真慧 が第 四奥書 の署 名と 同じ 年に 当たる 永正 九年 （一 五一 二）十 月二 十二
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日に 示寂 してい る点 、真 智の 署名 がその 八年 後の 「永 正十 七年 」と なって いる 点に 注目 し、 これ らの秘 事
書 の受 け渡 しに つい て、

入 寂以 前に当 って 之を 真智 上人 に授与 した が、 当時 真智 はまだ 九歳 の幼 童で あっ た。そ れで 此時 直接

真智 に渡さ ずと 、他 の相 伝す べき品 々と 共に 、真 智を 保護 する ものに 托し 置か れた のが 、永 正十七 年
に 至っ て正 しく 真智の 手に 入っ た
との推 論ま で立 てて いる 。

文が 発 表さ れた こと を発 端と して 、『十 個秘事 書』 をめぐ る論争 が繰 り広 げられ るこ ととな るの である 。

こ う して 山田 氏に よっ て 、『 十個秘 事書』 の全 文と 共に高 田派 に秘事 法門の 相伝 があ ったと する 旨の論

*5

第二 項

『十 個秘 事書 』をめ ぐる 論争

さ て 、本 項 では 『十個 秘事 書』 をめぐ り展 開され た論争 につ いて 考察す る 。『 十個 秘事書 』をめ ぐる 諸
氏の 見解 を時 代の流 れに 沿っ てま とめ ると、 次の よう な内 容で ある 。

前述の 通り 、発 端は 山田 氏が大 正二 年（ 一九 一三 ）に雑 誌『 無尽 灯』 にお いて「 真慧 上人 より 真智 上人
に伝へたる十箇の秘事」と題した論文を発表し、『十箇秘事書』を取り上げて、

紙質・墨色・字形等を仔細に験するに 、室町時代のものとして 、毫も疑を容るべき余地がない 。
（略 ）

と断 定し て、 これ を根拠 に、

の もの であ ると 断定 した。 また 真智 につ いて も、同 じく 法雲 寺所 蔵の 書写本 に記 され る署 名と 同筆で ある

と述 べ 、『 十個 秘事 書』を 伝え たと される 法雲寺 所蔵 のその 他の 文書 と比較 した 結果、 真慧の 筆跡 を本 人

*7
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殊 に真 慧・ 真智 両上人 を始 め皆 自署 して 在るの で、 十通 の中 二三 を除く 外は 、各 通四 人の 筆蹟が ある
から 、猶 更疑 ふべき もの で無 いの であ る 。

め 、そ の他 二三 の自 署せ る文 書に徴 する に、 自筆 たる ことは 疑は れぬ 。

釈真 慧の 筆勢 は、 法雲寺 所蔵 の、 明応 五年 二月四 日阿 兒丸 に対 して 真慧上 人の 書い た譲 状の 署名 を始

と 紹介 したこ とに ある 。山 田氏 はこの 際、 奥書 に記 され る署名 の筆 跡に つい て、

*6

斯 うし てみ るとこ の秘 伝は 、真 慧上 人が真 順か ら相 伝し て、 それを 真智 上人 に授 けた ことは 、毫 も疑
を夾 む余地 は無 いの であ る 。

と 述べて 、真 慧か ら真 智へ 秘事法 門の 伝授 があ った ことは 紛れ もな い事 実で あると 明言 して いる 。

さら に山 田氏 はこの 内容 をま とめ 、昭 和九年 （一 九三 四） に刊 行され た著 書『 真宗 史の 研究』 にお いて
再 度『 十個秘 事書 』を 取り 上げ て、

之を 勿体 らし く真 智上人 に授 与し た点 から 見れば 、上 人に 全く この 秘事の 臭味 がな かっ たと はい はれ

ま い。 真宗 の中 世時 代は 頗る 乱雑な もの であ った やう だが、 苟く も一 派の 中興 といは るゝ 人の 手に 、

斯 るもの が潜 んで 居た こと は、真 宗の 教義 史の 研究 として 、見 遁す べか らざ るもの であ る 。

を受け て、 室町 時代 の秘 事書 の一つ とし て『 十個 秘事 書』の 存在 を取 り上 げ、 紹介し てい る 。

また 昭和 八年 （一 九三 三） には 、大原 性実 氏が 著書 『秘 事法門 の研 究』 にお いて 、前述 の山 田氏 の発 表

と 述べ 、真 慧に 秘事 思想が あっ たこ とを 断言 すると 同時 に、 その こと を厳し い文 言で 非難 した 。

*9

限 られ たも ので なく 、未 だ未 だその 他に 於て いろ んな 秘事的 相伝 のあ りし ことを 述べ 、以 て故 山田 文

から 、と りあ へず これを 紹介 し、 以て 真慧 より真 智に 伝へ た秘 事と いへば 必ず しも 上に 述べ た十 箇に

予 はか うし た十 箇の 秘事に 類す るも ので 、し かもそ の内 容の 同じ くな い高田 派秘 伝の 史料 を知 り得た

題した 論文 が発 表さ れた 。こ の論 文で日 下氏 は、

さら に昭 和十 年（ 一九 三五 ）に は、日 下無 倫氏 によ って 「真 宗高 田門徒 に於 ける 秘密 相伝に つい て」 と

*10
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*8

昭 師の 論文 に蛇足 を加 へた いと 思ふ のであ る 。

力な る史 料と して 誠に貴 重な もの であ る 。

こ れら の内 容は 真慧 より 真智へ 伝へ た十 箇の 秘事 と共に 高田 教団 に於 ける 秘事的 思想 を研 究す べき有

れによ って 、

五 巻」 の 存在 を 発表し 、『十 個秘 事書』 に類 する 真慧の 秘事 伝授の 資料と 位置 付け て紹介 した 。しか もこ

と述 べ、 さ らな る秘 事書 として 「真 慧より 真智 へ伝へ た伝 法七 巻 」、並び に「 真智よ り寂玄 へ伝 へた伝 法

*11

と の見 解を 提示 したこ とに よっ て、 高田 派の秘 事法 門疑 惑に さら なる追 い打 ちを かけ た。 日下氏 は自 ら発
表し た上 記二点 の秘 伝資 料に つい て、次 のよ うに 述べ てい る。

真 慧よ り真 智に 伝へ られ たる 秘密相 伝七 巻書 を披 見す るに 及ん で、い かに も真 慧上 人に対 する 秘事 感

を 益々 深くし た。 いは ゆる 秘密 相伝の 七巻 書と は法 雲寺 所蔵の 「浄 土論 註見 聞」 の奥書 に見 ゆる 真智

相伝 の「七 巻」 のこ とで ある が、真 慧の 伝へ た十 箇の 秘事 と同 じく、 曾て は越 前丹 生郡 越廼 村法雲 寺

に 伝来 する 所で あった （略 ）こ れら の内 容に於 ては 、全 く秘 事的 形態を 具へ 、宗 祖の 教義と は余 りに

懸隔 した 奇怪極 まる もの であ って 、ただ これ のみ を観 ては 何人 と雖も 高田 派の 中興 とい はる べき 真慧

の 手に 成っ たと は思 はれな いほ どで ある 。し かしそ の伝 来に よる 実物 に面接 する 時は 、真 慧に さうし

た秘 事的 思想 のあ ったこ とは 何と して もそ の事実 を否 定す るこ とは できな い 。

こ の よう に述 べ て 、「 真慧よ り真 智へ 伝へた 伝法 七巻」 通称「 七巻 書」 を、奥 書と その筆 跡に よって 、

*13
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*12

真慧 から 真智 へ伝 えられ た秘 事書 であ ると 明言し た。 さら に「 真智 より寂 玄へ 伝へ た伝 法五 巻」 につ いて
は、

予 は去 大正 十五 年夏の 日の 一日 、史 料採 集のた め、 真宗 高田 派の 巨刹、 岡崎 市菅 生満 性寺 に赴い て、

宝物 及文 書等 を験べ たこ とが ある が、 その時 数多 の寺 宝を 拝見 してゐ る中 に「 真智 上人 御伝 法五 巻授

与 田生 山十 二世 寂玄 」の 銘ある 小さ な箱 を見 出し たので あっ た。 とこ ろが 意外に もそ れが 故山 田文昭

師が 曾て 越前 糸生 の浄勝 寺（ 丹山 文庫 ）で 発見さ れた 「真 慧上 人よ り真智 上人 に伝 へた 十箇 の秘 事」

と 全 く同 種 のも の であ る こと を知 って 、少 なから ず興 味を 覚えた （略 ）「 十箇 の秘 書」な らびに 「七
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巻 書」は 真慧 より 真智 に伝 へられ たも ので ある が、 今のも のは 更に その 真智 より他 の弟 子へ 伝へ られ
た もの であ るか ら、 一層 に史 的興味 を感 ずる ので ある 。

俄 かに 発展 した 蓮如 時代の 本願 寺と 真慧 時代 の専修 寺と がそ の勢 力相 伯仲し た時 に沸 き立 った もので

また本論文において日下氏は 、所謂高田派教団における秘密相伝について次のような見解を述べている 。

示す 興味 深い 資料 とし て位置 付け た。

として 紹介 した 上で 、こ れを 真慧か ら真 智に 伝え られ た秘事 がさ らに 他の 弟子 にも伝 えら れて いた ことを

と述 べ、 大正 十五 年（一 九二 六） に高 田派 の末寺 であ る岡 崎市 菅生 満性寺 にお いて 発見 した 秘密 相伝 資料

*14

あっ て、 此の 時高 田が本 願寺 との 対抗 上、 高田正 統の 思想 を主 張し 、法脈 正統 の旗 印を かゝ げた もの
で あら う 。

*15

つま り秘 密相 伝と は、 蓮如 （一 四一五 ～一 四九 九） と真 慧の 時代に 本願 寺派 に対 抗し た高田 派が 、自 派

の秘密 相伝 によ る法 脈相 承こ そ真宗 の正 統で ある と主 張する ため のも ので あっ たとの 指摘 であ る。 さら に

こ のよ う な思 想 が取り 入れ られる に至っ た経 路に ついて 言及 し 、『 十個秘 事書 』第十 通「 浄土門 第五 重口
授心伝 血脈 」に 記さ れる 秘事 相伝 の系図 から 、
恐 らく 浄土 宗鎮 西派 白旗 流の流 派に 属し てい るも のと考 えら れる 。
との 推論を 提示 した 。

さ て 、そ れ から 少し時 代は 下り 昭和二 十八年 （一 九五三 ）六 月 、『 中外 日報』 に「高 田の 法流濁 る」 と

題し た 記事 が 三号 に わたっ て掲 載され た 。 この 記事は 同年 三月、 同じ く『中 外日 報』 に高田 派の生 桑完
明 氏が 記事 を掲 載し 、

。〔（）内は筆者〕

の内 容 は、 日下 氏が 紹介 した 「七巻 書」や 、『十 個秘事 書』を 所蔵 する法 雲寺 に同 じく秘 事書と して 所蔵

される『浄土論註見聞』のほか 、高田派の学僧旭弁（一七二九～一七八九 ）が著した『海学堂臨末口授 』、

或いは 智慧 光院 真淳 の『 下野 伝戒 記』や 高田 派第 十九 世円 祥（ 一七 八八～ 一八 三七 ）の 『宣教 護国 論』 な

ど の書 物を 、高田 派に 唯授 一人 口訣 相承が あっ たこ とを 示す 証拠資 料と して 挙げ 、高 田派に 秘事 法門 があ
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*16

（ 高田 派の宗 義を ）秘 事法 門的 なもの と思 われ たこ とが あり、 一宗 とし ては 迷惑 を感じ たこ とも ある

*17

等と して 、前 述の 山田 氏、大 原氏 、日 下氏 らの 所説を 暗に 否定 した こと に対し て書 かれ たも ので ある 。そ

*18

った とす る見 解を 大々的 に伝 える もの であ った。 さら にこ の記 事で は高田 派の 宗義 につ いて も言 及し て、

「 願 生 帰 命 に あ ら ず し て 何 ぞ や 」、「 口 称 づ の り 」、「 一 派 の 宗 義 も 或 る 時 は 鎮 西 風 に 、 或 る 時 は 宗 祖 の 正

意 に立帰 り変 るこ と猫 の眼 の如し 」 などと して 、高 田派 に対 する批 判的 な指 摘が なさ れた。

これ に対 して 高田派 は、 記事 が掲 載さ れた直 後の 昭和 二十 八年 （一九 五三 ）七 月と 同年 九月の 二度 にわ

た り、 法 主を は じめ 、生桑 氏、平 松令 三氏ら 当時 の高 田学会 の研究 員が 出席す る中 、「 高田学 会研 究会 」

を開 催 し、 記事 に 関する 審議 を行 った 。『高 田学報 』第 三十四 輯所 収の高 田学 会彙 報には 、当時 の研 究会

の 内容 が掲 載さ れてお り、 これ によ って 秘事法 門疑 惑に 対し て提 示され た高 田派 側の 見解 を知る こと がで
きる 。そ の内 容を まと めると 次の 通り であ る。

遺書によってその正統を証拠付ける必要はなかった 。よって『十個秘事書 』は真慧没後の偽作である 。

し かも 越前 側の 所伝に 、真 慧入 寂の 当時 真智は 十歳 と幼 かっ たた め、秘 事書 を真 智の 後見役 に托 し、

真智 が十 七歳で 出奔 する 際に 本人 に渡さ れた とあ るが 、も し唯 授一人 の口 訣な らば 、他 人に 委託 する
よ うな こと があ り得 ようか 。

②『下野伝戒記 』等に記される秘事思想をにおわせる文句をおさえて秘事法門の証拠としているが 、
「仏

祖 的伝 の戒 体秘 訣」 や「 唯授 一人口 訣」 など の言 葉は 「法灯 血脈 の伝 持」 を示す ため の文 飾的 表現 に
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*19

①真 慧は 真智 入室 の翌 年に 示寂 してお り、 それ から 後の 七年間 、真 智は 一身 田に 住して いる こと から 、

*20

過 ぎず 、事 実と文 飾と を混 同し た皮 相の見 解で ある 。

③「 唯授一 人口 訣」 とは 、中 世封建 時代 の通 語で あっ て、古 今伝 授に もみ られ る一種 の伝 説的 用語 であ

り 、それを取り上げてかれこれ言うのは的外れである。また、
「三重の相伝 」、
「四箇の附属 」などは、

伝統 を値 打ち 付けよ うと する 中世 人の 幼稚な 技巧 にす ぎず 、当 方に実 在す る事 柄で はな い。

④ 真宗 法脈に おけ る「 唯授 一人 口訣」 は、 むし ろ如 信・ 覚恵 ・覚 如の三 代の 口訣 を言 い始 めた 本願寺 派

が先であって 、高田派はその前例にならったにすぎない 。しかも『正統伝 』が記す「四箇条相承 」
（聖

僧 伝、 白衲 白蓮 伝、 宿報 伝、 玉女伝 ）は 、覚 如の 『御 伝鈔』 に記 され ると ころ の、夢 告に 現れ た白 衲

白 蓮の聖 僧か ら来 たも ので あるか ら、 案外 資料 の出 所は本 願寺 派ま たは 越前 系のも ので はな いか 。

⑤ 定専 の手 沢本 とし て高田 派の 宝庫 に現 存す ると紹 介さ れて いる 『浄 土三国 伝来 大系 図』 は、 本来 越前

一 派の 秘事書 であ って 、た とえ 所蔵の 中に 含ま れて いた として も当 方の 用い る所 ではな い。

⑥言 葉の一 部分 を取 り上 げて 高田派 の宗 義を 異安 心と するの は偏 見で ある 。諸 行を主 とす る者 を正 信に

導 くた めに まず 口称を 勧め るの は当 然で あり、 本寺 を崇 敬し 善知 識を奉 戴す るの は法 灯を尊 ぶ上 で当

然の こと である 。ま た願 生帰 命を 非とす るの は、 三業 惑乱 にお ける願 生帰 命の 立場 を考 えて のこ とで

あ ろう が、 三業 の規 則を究 明し 、帰 命の 一念 に妄心 をは こぶ こと の非 を糾弾 され たの であ って 、願生

その もの 、帰 命そ のもの を否 定す るな らば 、どこ に真 宗の 安心 があ るのか 。如 来の 欲生 心に 促さ れた
願 生彼 国の 一心 を指 して いる とみる べき であ る。
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以上 が高 田派 から 提示 され た見 解であ る。 ①は 『十 個秘 事書 』にま つわ る山 田氏 を発 端とす る秘 事法 門

疑惑に 対し て、 ②～ ⑥は 『中 外日報 』に 掲載 され た記 事に対 して 述べ られ たも のであ る。

ま たこ の 研究 会の 翌年 には 、研究 会参加 者の 一人で もあ った 染野光 海氏が 、「高 田正 統の思 想と 秘密 相

伝に就いて（上 ）」と題した論文を発表し 、さらに秘事法門疑惑に反論した。この論文において染野氏は 、

『 十個 秘事書 』の 奥書 の「 釈真 慧」の 文字 の下 に捺 され ている 朱印 が高 田派 宝庫 所蔵の もの に見 あた らな

い点 、及び 真慧 の主 著『 顕正 流義 鈔』な どに 秘事 書に 示さ れる よう な思想 が一 切見 られ ない 点など を根 拠

と して 、
『十個秘事書』は「越前に於ける如道一派の秘事法門の影響を受けて、これが高田正統の「伝法」
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であ ると 主張し て、 虚構 な文 書を 作成し 剰え 真慧 上人 に仮 託」 して 作り上 げら れた 偽作 であ ると 指摘し て

い る 。 なお 、 この 論文 は文末 に「 次号 完結」 と書 かれて おり、 この 論文 の（下 ）に おいて さらに 何ら か

本 願寺 進出 以前 から 、東 海地 方や北 陸一 帯の 真宗 教団 内に、 秘事 法門 が行 われて いた とす れば 、具 体

『中世 真宗 思想 の研 究』 の中 で、

四 十八 年 （一 九 七三 ）、 重松明 久氏 によ って、 再びこ の問 題が取 り沙 汰さ れるこ ととな る。 重松氏 は著 書

る決定 的な 証拠 に欠 けて おり 、疑 惑を完 全に 拭い 去る こと はでき なか った 。そ して さらに 時代 は下 り昭 和

さて 、以 上が 当時 高田 派側 から なされ た反 論で あっ た。 しか しこ れらは どれ も秘 事法 門疑惑 を否 定し 得

発表さ れる こと はな かっ た。

の 指摘 を加 え 、疑 惑に 反論し よう とした もの と思わ れる が 、（ 上）の 発表 後に染 野氏は 亡く なり、 続き が

*21

的 には 高田 教団内 にお いて であ った ことが 、推 測さ れよ う 。

と述べ 、高 田派 の秘 事法 門疑 惑を取 り上 げ、 中で も明 確に秘 事思 想が うか がわ れる人 物が 真慧 であ ると し
て、

蓮如 と同 時代 の人と して 、高 田中 興の 祖とさ れる 第十 世真 慧に は、明 確に 秘事 思想 がう かが われ るよ

う に 思う 。（ 略） 真 慧が 秘 事法 門 に深い 関心 を有し てい たこと は、 山田文 昭氏 が越 前糸生 の浄勝 寺で

発見 され た一 〇通 の文書 によ って 明ら かで ある。 氏に よれ ば、 これ らに加 えら れた 真慧 の自 署も 、他

の 文 書と 比 較し 、 かれ の もの に間 違 いな い。 真慧が 真順 から相 伝し、 真智 に授 与した もの である 。

を 完全 に否定 した ので ある 。

秘事書 』の 原本 に当 たり 、そ の体 裁、内 容、 筆跡 等の 再検 討を通 して 、真 慧と 『十 個秘事 書』 との 関わ り

論 文に よっ て 、 高田派 秘事法 門疑 惑は大 きく 変動 する。 平松 氏はこ の論文 を執 筆す るに当 たっ て 、『 十個

とこ ろがそ れか ら数 年後 、平 松令三 氏が 発表 した 「真 慧上人 にか かわ る変 造秘 事書を 追っ て」 と題 した

示す 資料 とし て、 不動の もの とな りつ つあ った。

よ うに 、山 田氏 の発 表した 『十 個秘 事書 』は 、もは や真 慧、 及び 高田 派に秘 事法 門の 伝授 があ ったこ とを

とし て 、『 十個 秘事 書』は 真慧 の秘 事法門 への深 い関 心のあ らわ れで あると する 見解を 述べて いる 。こ の

*23

平松 氏 はま ず 、従来 真慧 による 秘事 書伝授 の最 大の 根拠と されて きた 「釈真 慧」 の奥 書につ いて 、「自
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筆 たる こと は疑は れぬ 」 とする 山田 氏の 見解 は誤 認であ ると 指摘 し、
*24

真 慧の 筆跡 は、近 年い ろい ろ調 査し た結果 、明 確に なっ てい て、自 筆か 否か を見 別け るのは 、そ うむ

つか し くな い 。と く に 、「心 」の 字 の第一 画を右 下方 にむけ て打 つ癖 があり 、これ が「 慧」の 字に 現

わ れる のが 常な のだが 、こ の奥 書に はそ れが全 く現 われ てい ない 。その 他す べて の点 から 見て、 これ
を真 慧自 筆と するこ とは 不可 能

と して 、奥書 の筆 跡を 偽筆 であ ると断 定し た。 さら に染 野氏も 指摘 する とこ ろの 、真慧 の署 名の 下に 捺さ
れて いる朱 印に つい て、 山田 氏は これを 、

宗 祖聖 人御 真筆 の銘 文や 二門 偈にも この 印が 捺し てあ った 。
此 道の 鑑定 家は その形 式と 肉色 と検 して 、
こ れが室 町時 代を 下る もの でない こと を証 せら れた 。

と指摘 し、 さら に法 雲寺 所蔵 の『 尊号真 像銘 文』 や『 入出 二門 偈』 の朱印 につ いて 言及 し、

捺 され てい る筈 なの に、法 雲寺 関係 以外 のも のに朱 印を 捺し たも のが 発見さ れて いな い

ら、 それ は真慧 の個 人的 な好 みに よるも のと 考え なけ れば なら ないが 、そ れな ら真 慧の 他の 文書 にも

こ とは 、 絶無 で はな い が、 極 めて 稀な ことに 属す る 。（略 ）も し真慧 がそ んな 風に朱 印を使 った のな

古文 書学の 従来 の智 見か らす るなら ば、 室町 時代 の古 文書 で、 個人が 自分 の花 押に 替え て印 鑑を捺 す

のに 対し て、

と して 、同 じく 法雲 寺所蔵 の親 鸞真 筆『 尊号 真像銘 文』 や『 入出 二門 偈』に も捺 され てい たと 述べて いる

*26

本 紙で はな くて 、外 包に なっ ている 包紙 の、 しか もそ こへ貼 付し た付 箋紙 に捺さ れて いる （略 ）こ の

*27
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包 紙は 『二 門偈』 の方 に「 相伝 親空 」の袖 書が あり 、真 智の 子真空 が作 った もの であ ること が明 らか

な も の だ か ら 、『 尊 号 真 像 銘 文 』 の 包 紙 も お そ ら く 同 時 の も の だ ろ う 。（ 略 ） こ の 包 紙 は 真 空 が 天 正

七 年に 越前 専修 寺を相 続し てか ら、 天正 十四年 に没 する まで の間 に作ら れた 、と 認め られ る。し かも

この 付箋 紙は 、真空 の没 後、 この 寺へ 養子と して 入っ た真 能の 子真教 が、 法物 類を 点検 した 際、 その

紙 類 や量 目 をし らべ て 貼 りつ けた もの である 。（ 略）山 田氏 は、 この印 が『銘 文』 や『二 門偈 』に 捺

され てい る、 とい う事実 によ って 、こ の印 が真慧 の印 であ るこ との 傍証に しよ うと して おら れる のだ

け れど も、 この よう に江 戸時 代に貼 られ た付 箋紙 に捺 されて いる とい う事 実は 、この 印が 江戸 時代 に

的な改 竄の 跡が ある こと を述 べて いる。 これ につ いて 平松 氏は 、

（ 山田 氏は ）こ の血 脈書 に真 恵上人 を加 える ため の意 図的な 改ザ ンが 行わ れてい るこ とを 、見 抜い て
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使 われて いた こと を示 すわ けであ り、 真慧 の印 でな い可能 性の 方が 強く なる のでは なか ろう か 。
と して 、こ の朱 印を 真慧の もの と見 るべ きで はない と指 摘し た。
また 、す でに 山田 氏は 第十 通の 奥書に つい て、

もの であ らう 。

っ て居 る点 から 考ふる と、 禅海 ・真 順上 人とあ った のを 、順 字を 恵字に 改め 、そ の後 へ真順 と書 いた

真恵 上人の 恵字 は、 前の 字を 抹消し て、 後か ら書 いた 形跡 があ る。そ して 最後 の字 も墨 色が 、稍か は

*28

と し て 、「 禅 海 、 真 順 上 人 、 順 真 」 と あ っ た も の を 、「 禅 海 、 真 恵 上 人 、 真 順 」 と 書 き 換 え る と い う 意 図

*29

お られ る。 そこま でわ かっ てい なが ら、こ の秘 事の カラ クリ に気付 かず 、真 恵に 秘事 法門の 汚名 を着

せたのは 、何とも残念だが 、しかしそれほど改ザンは巧妙に行われているのでもある 。〔（）内は筆者 〕
と 述べ、 再度 改竄 の跡 を調 査して 、

この一通を明るい所へ透かしてみると 、末尾のあたりは、あちこちに紙が磨耗して 、薄くなっており 、

中 には 小さ い穴 があ いて しまっ てい たり して 、書 かれて いた 文字 を磨 り消 した痕 が歴 然と わか り、そ

の上 に別 筆で 新し く墨書 した 個所 が、 いく つか判 明し た（ 略） この 血脈書 は、 第一 通以 下と 同様 に、

明 応 七年 二 月二 八 日付 で 、「 禅 海、 真順 上人、 順真」 と次 第相承 し、 それ を真智 へ相 伝した もので あ

っ た が 、「 明 応 七 年 」 の 文 字 を 磨 消 し て 「 永 正 十 七 年 」 と 書 き 換 え 、「 二 月 」 の 「 二 」 を 「 七 」 に 改

ザンし 、相承次第の中へ無理矢理に真恵を加えようとして、
「真順上人」を「真恵上人 」と改ザンし、

「 順真 」の「 順」 の字 を削 って 下へ加 え「 真順 」と した ことが 、明 瞭で ある 。

同 じ く 奥 書 の 改 竄 の 中 で も 、 真 智 が 相 承 し た こ と を 示 す 「 永 正 十 七 年 六 月 二 十 八 日 」、「 釈 真 智 」 等 が 記
されて いな い第 七通 と第 八通 の奥 書につ いて は、 山田 氏も 、

こ の一 通（ 第八 通） は、ま だ紙 尾に 一二 行の 文字が 、あ った がそ れを 切取っ た形 跡が ある 。
〔（）内は筆者〕

と 述べ ると ころで ある が、 さら に平 松氏は 、

*32
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として 、巧 妙な 改竄 によ って 真慧は 無理 矢理 次第 相承 に加え られ たの だと する 見解を 述べ てい る。 一方、

*31

こ の二 通に ついて は、 紙幅 が他 にく らべて 少し 短い こと を記 したが 、こ れは 切り 捨て による もの と見

られ 、しか もこ の永 正十 七年 の奥書 がな いの は、 そこ にこ の奥 書が書 かれ てい た、 と見 なけ ればな ら

ない 。これを切り捨てたのは 、後人にとって何か都合の悪いことが書かれていたからにちがいないし、

それ は裏 返す とこの 永正 十七 年の 奥書 は信頼 して もよ いと いう ことに なる ので はな かろ うか 。

と して 、「 永 正十 七年六 月二 十八日 に真 智が これら の秘事 書を 相承し た」 こと を示す 奥書 につい ては、 そ
の内 容を事 実と みる 見解 を述 べて いる。

こ う して 平 松氏 によっ て 、『 十個 秘事書 』をめ ぐる 高田派 秘事 法門 疑惑の 最大の 根拠 であっ た奥 書の 真

慧の 署名 が、偽 筆で ある と断 言さ れて以 後、 これ に反 論す る者 は現 れてい ない こと から 、以 上を もって 真

慧 が 『十 個 秘事 書 』、 並び に秘事 の伝 授に関 わっ てい たとの 疑惑は 完全 に解消 され たと みられ る。な お、
『十 個秘 事書 』の 改竄に つい て、 平松 氏は 次のよ うな 見解 を述 べて いる。

十個 秘事を 、真 慧よ り伝 授し たかの よう に改 ザン 変造 した のは 、真智 では なく 、彼 のあ と法 雲寺を 継

承 した 人々 であ った。 とく に真 教が その 中心人 物と 考え られ る。 彼は越 前専 修寺 、の ちの法 雲寺 をも

って 、高 田専修 寺の 正統 と主 張し 、寛永 十一 年と 寛文 三年 の二 回にわ たっ て、 江戸 幕府 の訟 廷に おい

て 、 一身 田 専修 寺と 争 った 。（ 略） そん な事件 が発 生して いる ころ、 彼ら は真慧 から 真智へ の血 脈相

承を 主張 する ため 、いろ んな 工作 を行 った ようで 、こ の秘 事書 の改 ザンも その 一つ であ った 。

す な わち 、『 十個 秘事 書』を 改竄 した のは、 実際に 秘事 書を相 承し たと 考えら れる真 智本 人では なく 、
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真智 の流 れを 汲む 継承者 たち によ るも ので あった とい う。 そこ には 、真慧 示寂 後に 勃発 した 、一 身田 専修

寺と越 前専 修寺 との 高田 派後 継者争 いが 大き く関 わっ ている と考 えら れる 。そ こで次 項で は、 この 『十 個

『 十個 秘事書 』成 立に 関わる 歴 史的 背景

秘 事書』 が改 竄変 造さ れる に至っ た歴 史的 背景 を考 察した い。

第 三項

すで に平 松 氏 も述べ るよう に 、『十個 秘事 書』の 成立背 景に は、中 世後 期か ら近世 初期 にかけ て繰り 広

げ られた 、一 身田 専修 寺と 越前専 修寺 との 門末 を二 分する 勢力 争い が大 きく 関わっ てい ると 考え られ てい

る。こ の騒 動の 発端 は、 真慧 の子 応真（ 一四 九〇 ～一 五三 二） と真智 との 間に 起こ った 、専修 寺の 住持 職
を めぐ る相続 争い にあ る。

応真 は当 初、 文亀 二年（ 一五 〇二 ）十 三歳 の時に 真慧 から 住持 職を 譲られ たが 、何 らか の事 情によ り程

な く辞 退し てい る。そ こで 応真 に代 わる 後継者 とし て、 永正 八年 （一五 一一 ）六 月十 四日 に常磐 井宮 家か

ら後 柏原 天皇の 皇子 、す なわ ち後 の真智 が迎 えら れ入 室し た。 とこ ろがそ の翌 年、 永正 九年 （一 五一二 ）

に 真慧 が示 寂す ると 、応真 は自 身が 正統 な後 継者で ある こと を主 張し た。こ れを 発端 とし て応 真と真 智と
の相 続争 いが 始ま った。
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明治 四十 五年 （一 九一 二） に高 田派か ら公 刊さ れた 『専 修寺 史要』 には 、真 慧示 寂後 の後継 者を めぐ る
動向が 次の よう に記 され てい る。

永 正九 年、 真慧 上人寂 する や、 是迄 醸し つゝあ りし 門末 二分 の勢 は、茲 に破 裂の 不幸 を見 るに至 る。

是よ り先 き、 真慧上 人の 伊勢 に入 りし 時、誓 祐・ 浄祐 ・浄 幸・ 浄金・ 性善 ・西 念・ 性祐 等の 如き 直参

の 僧侶 （小 坊主 分） は、 上人の 勧化 を悦 びし が、 顕智上 人又 は善 然房 の布 教以来 、法 義の 弘通 と共に

漸此 等の 地方 に勢 力を有 する に至 りし 僧侶 （大坊 主分 ）中 には 、心 竊かに 上人 の来 化に より 、自 己勢
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力 の失 堕を 恐れ しも のあ りし 如く、 北陸 ・尾 ・参 の諸 国、亦 略そ の形 勢を 同じ くせし かば 、こ れや が

て 門末二 分の 勢を 示す に至 れるが 如し 。か くて 、応 真上人 は、 主と して 伊勢 に於け る小 坊主 分の 擁立

す る所 とな り、 真智 上人 は主 として 加賀 ・越 前・ 三河 等に 於け る大坊 主分 に樹 立せ られ、 両派 互に 相

軋る 。
（略 ）是より応真上人の党は 、上人を伊勢・黒田・京都等に奉じ 、真智上人は 、一身田にあり 、

二派 互に朝 廷に 請ひ 、専 修寺 住職の 綸旨 を得 て相 争ふ 。即 ち永 正九年 十一 月二 十四 日、 真智 上人綸 旨

を 得て 、高 田住 職たる や、 翌永 正十 年二 月二十 三日 、応 真上 人の 党亦上 人に 綸旨 を賜 はらん こと を奏
請し て勅 許あり 。
（略 ）か くて両 々相 対峙 して 下ら ず 。

並 びに 応真 と真智 の争 いが きっ かけ となり 、そ れぞ れに 応真 或いは 真智 の肩 を持 つこ とによ って 、そ れぞ

には自 己勢 力の 低下 を懸 念し て、 それを 良く 思わ ない 僧侶 がい たよ うであ る。 その よう な中で 真慧 の示 寂

こ れに よると 真慧 が伊 勢に おい て教化 を行 った 当初 より 、そ れを 喜んだ 伊勢 の僧 侶が いた 一方 で、北 陸
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れの 勢力 拡大 を企 て、後 継者 争い と同 時に 伊勢と 北陸 の僧 侶の 争い が展開 され るに 至っ たこ とが 述べ られ

てい る。 そ の当 時 専修 寺は、 住持 継職の 際に は朝 廷から 綸旨が 下さ れるこ とが 通例 となっ ていた 。そ こ

で 真智を 筆頭 とす る北 陸勢 は、真 慧示 寂の 翌月 であ る十一 月二 十四 日付 で天 皇から 住持 職を 認め る綸 旨を

入手し てお り、 さら に翌 年の 永正 十年（ 一五 一三 ）二 月二 十三 日には 応真 側の 伊勢 勢が これに 対抗 して 綸

旨 を入 手して いる 。こ うし て互 いに朝 廷に 掛け 合い 、約 十年に わた り住 持職 が争 われた 。

その 後大 永二 年（ 一五二 二） 八月 、尊 乗坊 慧珍（ 一四 六九 ～一 五五 四）ら の和 解工 作に よっ て、応 真と

真 智と が師 弟の 契約を 結ぶ こと でよ うや く争い は収 めら れ、 年長 であり 真慧 の嫡 子で もあ ること から 応真

が住 持と なり、 真智 は付 弟と なっ たとさ れて いる 。こ の際 、後 日応 真から 真智 へ次 期住 持職 を譲 る約束 が
交 わさ れて いた とも 考えら れて いる 。

晴の嫡 子と なり 、高 田派 第十 二世堯 慧（ 一五 二七 ～一 六〇九 ）と して 入室 し、 継職し た。 当時 真智 は、従

来の 高田 派本 山で あっ た下野 国高 田の 専修 寺に 替わり 、伊 勢国 一身 田の 無量寿 寺を 格上 げす べく 、天 文八

年（一 五三 九） と天 文十 二年 （一 五四三 ）の 二度 にわ たり 、無量 寿寺 住持 職の 承認 を受け てい たと いう 。

し かし 天 文十 七 年（一 五四 八 ）、 元応真 方の 末寺 門徒や 在地の 支持 を背景 に、 堯慧 が一身 田無量 寿寺 に入

寺する こと とな り、 これ によ って 高田派 教団 の中 心寺 院と して の機 能が下 野国 の専 修寺 から伊 勢国 の無 量

寿 寺へ と 移り 、 その 結果 真智 は一 身田を 離れる こと となっ たよ うで ある 。 なお 、無量 寿寺 の寺名 はや が
*38
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*36

と ころ が 天文 六年 （一 五三七 ）、応 真が四 十八 歳で 示寂す ると 、権大 納言飛 鳥井 雅綱 の子が 将軍 足利義

*37

て専 修寺 と改 めら れ、以 後今 日に 至る まで 、下野 国高 田（ 現在 の栃 木県真 岡市 ）の 専修 寺は 本寺 、伊 勢国
一身田 （現 在の 三重 県津 市一 身田） の専 修寺 は本 山と 称され てい る。

さ て、一 身田 を離 れた 後の 真智 は、前 掲の 『専 修寺 史要 』の 文に も記さ れて いる よう に、 応真と の相 続

争いの 当初 から 真智 方に 付く 末寺 門徒が 多か った 三河 国へ 移り 、やが て越 前国 の末 寺か ら迎え 入れ られ る

こ とと なって 、朝 倉氏 の庇 護を 得て、 熊坂 に専 修寺 を建 設した 。し かし 天正 十三 年（一 五八 五） に真 智が

八十 二歳で 示寂 し、 その 翌年 には 後継者 であ った 真智 の子 真空 （一 五四〇 ～一 五八 六） も示 寂して 、熊 坂
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専 修寺 は完 全に 衰退し たよ うで ある 。こ れを機 に一 身田 専修 寺側 は、真 智方 の末 寺を 帰参 させ、 これ をも
って 高田 派教団 は事 実上 一本 化さ れた。

と ころ がそ の後 、空 恵（生 没年 不詳 ）な る人 物が、 真智 の縁 戚と 称し て熊坂 専修 寺に 現れ 、福 井藩 の庇

護を 得て 、荒 廃し た熊坂 専修 寺を 丹生 郡畠 中村に 移し て、 畠中 専修 寺とし て再 興を はか り、 高田 専修 寺の

正統で ある と主 張し て、 幕府 に高田 派本 山と して の認 定を求 める 訴訟 を起 こし た。し かし 寛永 十一 年（一

六 三四 ）、 空恵 は高 田専 修寺の 資金 を着 服して 畠中 専修寺 の建設 に用 いた ことが 発覚 し敗訴 、畠中 専修 寺

は一身 田側 に没 収と の判 決が 下さ れた。 その 後空 恵の 後を 継いだ 真教 （一 五九 四～ 一六六 七） が、 再び 福

井 藩の 支 持を 得 て再興 をは かった が、 ついに 寛文 三年（ 一六 六三 ）、 真教ら は追放 とな り、こ れを もっ て
この騒 動は 完全 に終 わり を遂 げた のであ る 。

越 前専 修寺 （以下 、元 熊坂 専修 寺、 畠中専 修寺 を総 称し た呼 称と する） はそ の後 、大 味法 雲寺 が後 を継

*39

い でい る。 こ の法 雲寺 こそ 、『十 個秘事 書』 が伝 来した とさ れる寺 院で ある。 平松 氏は、 以上 のよう な状

況下で 『十 個秘 事書 』が 作り 上げら れた 背景 につ いて 、次の よう に述 べて いる 。

十 個秘 事を 、真 慧より 伝授 した かの よう に改ザ ン変 造し たの は、 真智で はな く、 彼の あと 法雲寺 を継

承し た人 々で あった 。と くに 真教 がそ の中心 人物 と考 えら れる 。彼は 越前 専修 寺、 のち の法 雲寺 をも

っ て、 高田 専修 寺の 正統 と主張 し、 寛永 十一 年と 寛文三 年の 二回 にわ たっ て、江 戸幕 府の 訟廷 におい

て、 一身 田専 修寺 と争っ た。 争点 は、 真慧 からの 正統 が、 実子 応真 系（一 身田 専修 寺） にあ るか 、真
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智 系（ 越前 専修 寺） にあ るか 、であ った が、 裁判 の結 果、そ の問 題に 黒白 をつ ける以 前に 、彼 らが 真

智 の直系 にな いこ とが 曝露 され、 敗訴 とな って 、寺 は破却 され てし まっ たの であっ た。 そん な事 件が

発生しているころ、彼らは真慧から真智への血脈相承を主張するため、いろんな工作を行ったようで、
こ の秘 事書の 改ザ ンも その 一つ であっ た 。

と ころ で、 このよ うな 工作 が行 われ たのは 越前 側に 限っ たこ とで はなか った 。一 方の 一身 田側 もま た、

のが、 一連 の『 十個 秘事 書』 をめ ぐる秘 事法 門疑 惑の 全貌 であ る。

『 十個 秘事書 』で あり 、こ れが 後世に 秘事 法門 疑惑 とい う大き な誤 解を 招く 一因 となっ てし まっ たと いう

と主張 し、 一身 田専 修寺 との 裁判 を有利 に展 開さ せよ うと 企てら れた 。そ の目 論見 で作り 上げ られ たの が

に真 教が 中心 とな って 、真慧 から 真智 への 法脈 相承を 立証 する こと で、 越前専 修寺 が高 田派 の正 統で ある

すな わち、 越前 専修 寺と 一身 田専修 寺と の勢 力争 いの 真只中 にお いて 、越 前専 修寺を 継承 する 人々 、特

*40

専修 寺を 下野 国高 田から 一身 田へ 移し たの は真慧 であ ると する 伝承 を作り 上げ るこ とに よっ て、 一身 田専

修寺の 優位 性を 主張 しよ うと したの であ る。 それ によ って近 年ま で、 高田 派本 山の移 転は 真慧 の偉 業の 一

つ である と信 じら れて きた 。その 点で は、 この 後継 者争い を発 端と した 中世 後期か ら近 世初 期に かけ た騒

動によ って 、越 前側 も一 身田 側も 共に、 後の 時代 に多 大な 影響 を残し たと いえ るの であ る。
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第 二節
口 伝資 料と その発 生

口伝 資料 概説

第 一項

ここ から は高 田派代 々法 主に よる 口伝 相承に つい て述 べら れた 書物群 、す なわ ち本 論文 でいう とこ ろの

所 謂口 伝資 料によ って 、高 田派 に伝 わると され る口 伝に つい て考察 して いき たい 。
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平松 令三 氏は 『史 料集 成』第 四巻 の解 題に おい て、口 伝を 伝え る書 物に ついて 言及 し、

こ のよ うな 口伝 口訣 の類 は、 早く江 戸初 期に 現れ たと 見ら れる。 資料 上で は、 津彰 見寺普 門の 『高 田
絵 伝撮要 』が 最も 早い ので はない か

*42

続 いて この内 容を 受け 継い だと 考えら れる のが 、享 保二 年（ 一七 一七） に開 板さ れた 五天 良空 （一六 六

の著述 では ない かと 想定 され よう 。

と に著 し たも の と考 えら れて いるこ とから 、彼 の遊 学の時 期と 併せて 考え ると帰 国後 の一六 八〇 年前 後

普門が 関東 遊学 中に 、親 鸞の 直弟順 信（ 生没 年不 詳） が著し た『 下野 縁起 』な る書物 を入 手し 、そ れを も

伝 撮 要 』（ 以 下 『 撮 要 』） を 挙 げ て い る 。 本 書 は 正 確 な 成 立 時 期 が 明 ら か に さ れ て い な い 書 物 で あ る が 、

と述べ 、最 も早 くに 成立 した口 伝資 料と して 、普 門（一 六三 六～ 一六 九二 ）が著 した 親鸞 の伝 記『 高田絵

*41

正 中記三 巻
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（『史料集成 』第七巻 、三一一頁 ）

と あり 、本 書執 筆に当 たり 、高 田派 第二 世真仏 （一 二〇 九～ 一二 五八） と第 三世 顕智 （一 二二六 ～一 三一

〇）が著したという「本伝」なる書物のほか 、「下野伝 」、「正中記 」、「至徳記 」、「五代記 」、また後に 『親

鸞 聖人 正明 伝』 と題 された 「四 巻伝 」等 、下 野国高 田の 専修 寺の 宝庫 に伝来 した とさ れる 資料 を参考 にし

たこ とが 述べ られ ている 。こ の書 によ って 高田派 が親 鸞の 教え の正 統を継 承し てい るこ とを 明ら かに する
ことが 、
『正 統伝』 の最 大の 意図 であ るとさ れて いる 。

ものと して 紹介し てい るのが 、『高 田一流 宗義相 承記 』（以 下『宗 義相承 記 』）で ある。 この書 は三 重県多

気 郡明 和町転 輪寺 、三 重県 津市 青巌寺 、三 重県 四日 市市 中山寺 、愛 知県 安城 市西 蓮寺、 愛知 県岡 崎市 満性

寺など 、江 戸宗 学期 に学 僧を 輩出 した末 寺に 所蔵 され てお り、 今日 では『 史料 集成 』第 四巻に も収 載さ れ

ている。いずれの末寺の所蔵本もすべて江戸末期の写本であり、その原本は一つであったとされている 。

*45
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*43

さら に平 松氏 が、 その 『正 統伝 』に示 され る口 伝に 関す る内 容だ けをと りま とめ 、そ れに解 説を 加え た

*44

定専

康永二年癸未十二月下旬 」として 、

なお 、本 論文 では 中山寺 所蔵 本を 資料 とし て扱っ てい るが 、そ の書 写の時 期は 嘉永 五年 （一 八五 二） であ
るとされている 。原本の著者に関しては 、書の末尾に「専修寺

著 者とし て高 田派 第五 世定 専（一 三一 七～ 一三 六九 ）の名 が記 され てい るが 、これ は捏 造で ある とさ れて

いる 。実際 の著 者に ついて は、以 前生 桑完明 氏が 『宗 義相承 記』を 取り 上げて 、「「親鸞 夢記」 につい て

の いわ ゆる縁 起め いた もの を仮 作する 目的 でで きた 」も のと位 置付 けて 、著 者は 「寂玄 であ ろう とい う説

があ る」と 述べ たこ とに 基づ いて 、現在 は江 戸時 代に 寂玄 なる 人物 によっ て偽 作さ れた もの と考え られ て
い る。

寂玄 （一 六九 三～ 一七 五九 ）とは 、江 戸中 期の 高田 派の学 僧で 、高 田派 慈光 寺の第 八世 であ る。 彼の伝

記の詳細は明かではないとされるが、第十七世円猷（一六九四～一七五三 ）からの信任が篤く、
「安心書 」
を与 えら れた とい われる 人物 であ る 。

が ある 。こ の 書 は 、『宗 義相 承記』 を所 蔵す る末寺 の一つ でも ある中 山寺 に所 蔵され る写本 であ る。序 論

慈 光 教 寺 第 八 世 釋 寂 玄 記 之 」、「 寛 保 第 二 歳 次 壬

慈 光八 世法 孫寂 玄」と 書か れて いる こと から、 この 写本 の原 本と なった もの が、 寂玄 によ

と末 尾に そ れぞ れ「 寛保第 二龍輯 壬戌夏 五月二 十八日
戌 秋七 月朔日

って寛 保二 年（ 一七 四二 ）五 月二 十八日 から 同年 七月 一日 にか けて 書かれ たこ とが わか る。書 写さ れた の

は 、 天 保 二 年 （ 一 八 三 一 ） 五 月 と さ れ て い る 。 こ の 書 の 前 半 は 、『 安 楽 集 』 や 中 国 の 伝 記 、『 選 択 集 』 等
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*46

この寂 玄の 名がそ の著 者と して明 確に示 され ている 書物 に 、『浄土 真宗 相承図 記 』（以下 『相 承図記 』）

*47

を挙 げな がら 、久 遠実成 阿弥 陀如 来か らイ ンド、 中国 、日 本へ の相 承図が 記さ れ、 後半 には 親鸞 から 江戸

初期の 法主 に至 るま での 、高 田派歴 代の 口伝 相承 の過 程が解 説を 加え なが ら記 されて いる 。

以 上が現 在わ かっ てい る範 囲で 述べた 口伝 資料 の実 態で ある 。な お、前 半三 つは 前述 のよ うにす でに 平

松氏に よっ て紹 介さ れて いる もの である が、 最後 の『 相承 図記 』につ いて は、 管見 の限 りでは 従来 の研 究

に おい てまだ 扱わ れた こと がな い書物 であ ると 思わ れる 。また 筆者 はこ の他 にも 、末寺 には 口伝 を伝 える

書物 、或い はそ のよ うな 内容 を含 む書物 が存 在し てい るだ ろう と考 えてい るの であ るが 、そ れらの 調査 は

今 後の 課題 とし て、本 論文 では 以上 の四 点を口 伝資 料を 代表 する 書物と して 位置 付け て、 考察を 深め てい

きた い と思 う 。な お 、『宗 義相 承記』 と『 相承図 記』 に関し ては 、今回 中山 寺所蔵 の写 本を拝 見す る機会

従 来の 口伝 資料 研究

を 頂い たの で、 それ を資料 とし て用 いた 。

第 二項

まず は口 伝資 料に つい ても 、これ らに まつ わる 先哲 の研究 を概 観し てお きた い。

前 述の よう に、 前節 で取り 上げ た『 十個 秘事 書』と 共に 、こ れら 口伝 資料の 存在 は高 田派 秘事 法門 疑惑

の根 拠と され た。 そのよ うな 見解 を示 した 一人が 大原 性実 氏で ある 。大原 氏は 良空 の『 正統 伝』 を取 り上
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げて 、そ の著 書『 秘事法 門の 研究 』に おい て次の よう に述 べて いる 。

「入 親鸞位 唯授 一人 口決 」の 義は高 田門 徒の 間に 称へ 初め しも のゝ如 く、 良空 の『 正統 伝』 には『 顕

智 語伝 』 並 『正 中記 』 の説 と して 数々 この義 を挙 げて ゐるの である 。（略 ）真 仏・ 顕智・ 専空 等の唯

授一 人口 決を 誇示す るも のは 、親 鸞教 団に於 ける 高田 系門 侶の 優越の 立場 を論 証せ んと する もの なる

こ とは 正統 伝の 著者 が巻 末余論 中に 「又 専修 の一 室は唯 授一 人の 嫡家 也、 故に伝 法相 承の 時開 山より

十七代の今に至るまで 、悉く親鸞位に入りたまふ 。祖師の門流多といへども 、他家に全く是伝法なし 」
と 云へ るに より ても 明瞭 であ る 。

すな わ ち 大原 氏の 指摘は 、『正 統伝』 が親 鸞面 授の弟 子であ る真 仏・顕 智、 また 第四世 専空（ 一二 九二

～ 一三 四三 ）を 取り 上げて 「入 親鸞 位唯 授一 人口訣 」と 称し て親 鸞か ら直授 の口 伝を 受け たと するこ とに

よっ て、 高田 派の 優越の 立場 を論 証す る目 論見が ある とす るも ので ある。 さら に、

而し てその 〈唯 授一 人口 訣の 〉形式 より 云へ ば夜 五更 （午 前四 時）仏 前に 於て 唯一 人に 対し て口授 口

決 をな し以 て親 鸞位に 入ら しむ ると いふ のであ るか ら、 正し く秘 事の型 式で ある 。但 し正統 伝は 親鸞

史料 とし ていか ゞは しき 点多 く、 その正 確性 を肯 認せ られ てゐ ないも ので ある から 、右 の史 実も 如何

な る程 度ま で信 憑す べきか 疑問 であ る。 若し 夫れ親 鸞聖 人の 思想 とそ の門弟 に対 する 態度 より して之

を論 ずれ ば、 恐ら くかく の如 き事 実は 否定 せらる べき であ る。 何と なれば 聖人 は自 ら親 鸞位 とい ふが

如 き特 権的 地位 を認 識し 誇示 せられ なか った 方で ある 〈略〉 自ら 親鸞 位と 称して 、そ の位 を秘 密裡 に
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門 弟に 伝授 継承せ しむ とい ふが 如き ことは 、全 然聖 人の 夢想 だにも し給 はざ りし とこ ろであ らう と信

ずる 。故に 斯の 如き は高 田門 徒の自 家の 優位 を示 す為 の虚 構の 臆説に 過ぎ ぬと 断ぜ ざる を得 ないの で
ある 。〔〈〉内は筆者〕

と述べ 、
『正統伝』が伝える口伝の内容は形式的に「正しく秘事の型式」であるとする一方で 、『正統伝』

そ のも のの資 料と して の信 憑性 に疑問 を呈 し、 親鸞 が「 親鸞位 」等 の特 権的 な地 位を与 えた とは 考え られ

ない ことか ら、 口伝 の事 実自 体が 疑わし いと みて 、高 田派 門徒 が自 派の優 位を 示す ため に作 り上げ た虚 構
に 過ぎ ない とす る見解 を示 して いる 。

一方 この 大原 氏の 説を 受け た重松 明久 氏は 、北 陸地 方にお ける 秘事 法門 の系 譜につ いて 次の よう な見解
を 述べ てい る。

い つの 時代か らか 、高 田系 の人 々によ り、 この よう な法 門（秘 事法 門） が越 前に 導入さ れた かも しれ

ない 。蓮如 の「 御文 」に よっ ても、 三河 ・伊 勢・ 加賀 ・畿 内な どの地 に、 すで に秘 事法 門が 行われ て
いたことが、明らかである 。〔（）内は筆者〕

（ 顕 智） 上 人又 、 浄土 の 文類 を輯 め 、続 選択 文義要 鈔等を 著は し、殊 に祖 廟の 造営に 力を 尽せり 。

重松 氏は まず 顕智 につい て 、
『専 修寺 史要 』に おいて 、

入 され たもの であ ると 指摘 し、 顕智や 専空 、真 慧等 の高 田派歴 代に よる 秘事 法門 伝持を 主張 して いる 。

重松 氏は 大原氏 の説 に加 え、 さら に越前 にお ける 秘事 法門 に注目 し、 それ が高 田派 系の人 物に よっ て導

*50

*51
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〔（）内は筆者〕

とし て、 真 言念 仏系 書物 である 『続 選択文 義要 鈔』を 所持 して いたと 伝えら れて いる点 に注 目し 、「顕智

がこの本への関心を示したことにより 、かれの念仏思想の性格をも類推できよう」と述べた上で 、覚如（一

二七 〇 ～一 三五 一） の伝 記と してそ の弟 子乗専 （一二 九五 ～？ ）が著 した 『最須 敬重絵 詞 』、或い は同 じ

く 覚如 の伝記 で彼 の次 男従 覚（ 一二九 五～ 一三 六〇 ）が 著した 『慕 帰絵 詞』 に記 される 顕智 の談 話に 注目
している。この顕智の談話とは、『最須敬重絵詞』に、

聖 人、 五条 西洞 院の 禅房 にわ たらせ 給ひ しと き、 かの 大徳ま ゐり 給ひ たり ける に、常 の御 すま ゐへ 請

じ 申され 、冬 の事 なれ ば炉 辺にて 御対 面あ り、 聖人 と大徳 と互 に御 額を 合せ て、ひ そか に言 辞を 通じ

給 ひけ り。 高田 の顕 智大 徳と 云ふ人 は眞 壁の 真仏 聖の 弟子 にて 、聖人 には 御孫 弟な がら、 上洛 の時 は

禅 容の ほとり に近 づき 、直 に温 言の端 にも 預り し人 なる が故に 、お りふ しふ とま ゐりて 、こ はつ くろ

ひあ り けれ ば、 聖 人 も言 説を や めら れ、 信大徳 もすな はち 片方 へ退給 ひけ り 。『話語 のむ ね知り がた
［ママ］

（『高僧名著全集 』第十巻 、二八五頁）

し 。よも、世間の塵事にはあらじ 、定めて仏法の密談なるべし 。いかさまにも 、子細ある御事にや 。』
とぞ 、顕 知 房 は後 にか たり 申され ける 。

とあり 、或 いは 『慕 帰絵 詞』 に、

下 野国 高田 の顕 智房 と称 する は眞壁 の真 仏ひ じり の附 法なり 。鸞 聖人 には 孫弟た りな がら 、御 在世 に
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あ ひた てま つり、 面授 し申 すこ とも ありけ り。 或る 冬の こと なりけ るに 、炉 辺に して 対面あ りて 、聖

人と慈信法師と御顔と顔とさしあはせ御手をとりくみ 、御顔を指合せて 、何事にか 、ものを密談あり 、

其の時しも 、顕智ふと参りたれば、両方へのきたまひけり 。顕智大徳後日に 、法印に語り示しけるは 、

『か ゝる こと を正し くま ゐり あひ て見 たてま つり し、 それ より して何 とも あり 、慈 信の 御房 も仔 細あ
る 御事 なり 。
』 と、 云々。

（『高僧名著全集 』第十巻 、二二七頁 ）

派 が天 台宗 と浄土 宗鎮 西派 の影 響を 受けて いる との 指摘 がな されて いる 点、 その こと が真慧 の『 顕正 流義
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と 書か れた もの で、親 鸞と 善鸞 が顔 と顔 を合わ せて 密か に話 して いたと ころ に顕 智が 現れ ると、 親鸞 は話

を止 め、 二人は 両側 へ退 いた とす る内容 を顕 智が 語っ たと いう もの である 。重 松氏 はこ の談 話を 取り上 げ
て、
か れ自 身の秘 事系 念仏 への 関心 の深さ を告 白し てい ると も受け 取れ よう
と指摘 して いる 。

（専空は）秘事思想が一段と加重されたのではなかろうかと思われる 〔（）内は筆者〕

の二師 を立 てた と伝 えて いる 点に 注目し 、

ま た専 空 につ いて は、 次節第 二項 で詳し く触 れるが 、『 正統伝 』が 専空の 口伝 を取り 上げて 密附 と顕 附

*52

として 、専 空に おい て秘 事思 想が より一 層重 みを 増し たと 述べ てい る。さ らに 、従 来の 研究に おい て高 田

*53

鈔』 に顕 れて いる とする 点、 また 前節 で取 り上げ た『 十個 秘事 書』 の存在 を根 拠と して 、

高田 中興の 祖と され る第 十世 真慧に は、 明確 に秘 事思 想が うか がわれ るよ うに 思う

と 述べ、 以上 のよ うに 歴代 にそれ ぞれ 秘事 思想 を窺 えると する こと を論 拠と して、 高田 派に 秘事 法門 の慣
行があ った こと は事 実で あろ うと の見解 を示 して いる 。

このような見解に対して、平松令三氏は「唯授一人口訣相承について」と題した論文を発表し 、大原氏 、

重松 氏の説 に反 論し てい る。 平松 氏は重 松氏 の所 論に つい て、 まず 『続選 択文 義要 鈔』 が顕 智の所 持本 で

あ るこ とを 根拠 とする 説を 取り 上げ 、そ もそも この 書は 表紙 に顕 智の署 名が ある こと で顕 智所持 本と 伝え

られ て きた が 、そ の 署名が 顕智 の筆跡 ではな いこ とか ら 、 これを もっ て顕智 の念 仏思 想の性 格を類 推す
る こと はで きな いと 断言し た上 で、

初期 教 団の 教学 に は 、い ろん な 要素 が混 入して いるの は何 も高 田派だ けの ことで はない 。（略） もと

も と真 仏・ 顕智 ・専空 など 専修 寺草 創期 の人々 には 、そ の考 えを 記述し た著 書も なく 、秘事 系念 仏思

想が 混入 してい たか どう かを 検出 する術 もな いの だか ら 、
「高田派教団においては 、真仏 、顕智以来 、

秘事思想の潜流があったらしい 」とする重松博士の御説には 、異議を申し立てておかねばなるまい 。

顕 智の 談話 に関し ては 、

と述べ て、 重松 氏に対 して批 判的 な態度 を示 して いる。 また 、『最須 敬重 絵詞 』、『慕帰 絵詞』 に記 される
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だ いた い真宗 教学 が純 粋な 教学 体系を 確立 する のは 、や はり江 戸時 代に なっ てか らのこ とで あっ て、

*55

こ の話 が書 かれて いる 段は 、善 鸞が 親鸞の 実子 であ りな がら 、関東 で巫 女の 群に 加わ り、祈 祷を 業と

する ような 邪道 に踏 み入 って しまっ たこ とを 述べ てい ると ころ であっ て、 顕智 がこ の談 話の 中で意 図

し てい るの は、 善鸞の そん な思 想傾 向が 、親鸞 の膝 下に いた 時分 に既に 萌し てい たこ とを 述べよ うと

する 点に ある 。従っ て顕 智は 善鸞 の秘 事に反 対側 の人 物と して この場 に登 場し てい るの であ って 、そ

れ を「 彼の 秘事 系念 仏へ の関心 の深 さ」 と見 るの は、レ ッテ ルを 反対 に貼 るもの と言 える ので はある
まい か 。

と して 、こ れを もって 顕智 の秘 事思 想へ の関心 とみ るの は誤 った 見解で ある と指 摘し てい る。

一方 、大 原氏 が指 摘す る『 正統伝 』に つい ては 、平 松氏は 次の よう に示 して いる。

親 鸞の 流れ を汲 む流 派の 中で 、高田 派専 修寺 の正 統性 を主 張し ようと した もの であ ったか ら、 これ が

ベ スト セラー とな って 広く 世間 に流布 した こと は、 高田 派教団 の声 価を 高め るの に大い に貢 献し た。

しか しまた 、余 りに も露 骨に 自分の 優位 を誇 示し よう とし て、 他派教 団、 とく に本 願寺 に対 して、 戦

斗 的な 激し い言 葉を使 って 攻撃 した ので 、その 反感 を買 うこ とに なった が、 更に は事 実に反 した デッ

チあ げと も思わ れる よう な記 述が あちこ ちに ある ので 、高 田派 に対す る誤 った 認識 を社 会に まき ちら
し てし まっ た感 があ る 。

「 親鸞 位」 等の表 現が 用い られ てい ること によ って 生じ た最 大の誤 解が 、大 原氏 、重 松氏ら によ って 指摘

この よ うに 『正 統伝 』その もの に対し て否 定的な 態度 を示し 、さ らにそ の中 で「唯 授一 人口訣 相承 」、
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さ れた 秘事 法 門疑 惑で あると して 、『正 統伝 』を 「高田 派教団 に秘 密相伝 の疑 惑を まきち らした 最大 の元

兇」 と位置 付け ている 。なお 平松 氏は 、『撮要 』、『正統 伝 』、『宗義 相承記』の 対比を通して 、「唯授一人

口 訣相承 」な る文 言は 良空 によっ て作 り出 され たも のとみ る見 解を 示し 、そ の背景 につ いて 次の よう に述
べてい る。

高 田派 の歴 史も 、十 八世 紀に入 ると 、専 修寺 伽藍 も次第 に整 備さ れて 、正 保二年 （一 六四 五年 ）に受

けた 大火 の痛 手は 回復し 、教 団の 組織 も財 政も安 定し た時 期と なっ ている 。こ とに 正徳 元年 （一 七一

一 年 ）の 親 鸞四 百 五十 回 忌法 要を 迎え て、 意識は 大い に高 まって いた 。『 正統 伝』 はそれ を背景 に、

高 田派 の 権威 高 揚を 意図 し て書 か れたも ので 、「唯 授一 人口訣 相承 」とい う虚 構は、 その 理論武 装の

つ もり であ った と思 われ る。 しかし それ が今 日と なっ ては 、か えって 教団 に秘 事法 門との 疑惑 を招 く
結 果と なって しま った

た こと を類 推する こと は不 可能 とい えよう 。ま た顕 智の 談話 に対す る理 解に つい ては 、筆者 も平 松氏 の意

要鈔』 がす でに 顕智 の所 持本 では ないと 断定 され てい る以 上、 それ によっ て顕 智に 秘事 系念仏 思想 があ っ

重 松氏 、 平松 氏 の所説 をみ てきた 。重 松氏の 説に 関して は、 平松氏 の指 摘にも ある よう に 、『 続選択 文義

以上 、『正 統 伝』の 記述 が根 拠とな って高 田派 に秘 事法門 の疑 惑がか けられ たこ とに ついて 、大 原氏、

一貫 であ った とす る見 方であ り、 これ につ いて は大原 氏と 同様 の見 解を 示して いる 。

つ ま り 『 正 統 伝 』 に お け る 「 唯 授 一 人 口 訣 相 承 」、「 親 鸞 位 」 等 の 表 現 は 、 高 田 派 の 優 越 の 立 場 を 示 す
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見に 同調 する もの である 。さ らに この 他、 専空に つい ては 顕密 二師 を立て て口 伝相 承し たと され る点 を、

また 真慧 に つい ては 『十 個秘事 書』 の存在 を挙 げてい るが 、『十個 秘事 書』は 前節 です でに述 べた通 り論

拠 とはな り得 ない こと は明 白であ り、 また 専空 が二 師を立 てた こと に関 して は、後 に述 べる よう に別 の理

由がす でに 『正 統伝 』に 明記 され ている こと から 、こ れも また 論拠と はな り得 ない とい える。

そ もそ も筆者 は本 項の 冒頭 で、 口伝資 料の 存在 によ って 秘事 法門 を疑う 見解 が出 され たこ とが あった と

述べ たが、 今見 てき たよ うに 、大 原氏や 重松 氏の 論拠 の根 幹に ある のは『 正統 伝』 に記 され た口伝 の内 容

が 全て であ り、 前項で 紹介 した その 他の 口伝資 料に つい ては 一切 言及さ れて いな い。 その ため、 大原 氏や

平松 氏も 指摘す るよ うに 、も し『 正統伝 』に 記さ れる 口伝 の内 容が 良空に よっ て作 り上 げら れた もので あ

る な ら ば 、『 正 統 伝 』 は 秘 事 法 門 疑 惑 の 論 拠 と は 到 底 な り 得 な い で あ ろ う 。 し か し 逆 に 、『 正 統 伝 』 だ け

を見て、口伝そのものを事実として疑わしいとするのは早計ではなかろうか 。その点で平松氏は 、
『撮要 』、

『 正 統 伝 』、『 宗 義 相 承 記 』 の 対 比 を 通 し て 前 述 の 見 解 を 述 べ て い る わ け だ が 、 筆 者 は そ れ に つ い て も や

や疑 問を 抱い てい る。 そこで 次節 にお いて 、実 際に口 伝資 料各 書の 比較 を通し て、 筆者 の見 解を 述べ てい

きたい 。な お、 平松 氏は 今の 三冊 の口伝 資料 によ って 口伝 の成立 に関 して も自 身の 見解を 示し てい るが 、
そ の所 論につ いて も同 時に 検討 してい きた い。
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第 三節
『 高田 絵伝 撮要』

各書 にお ける 口伝の 検討

第 一項

我成 玉女 身被 犯

一 生之 間能 荘厳

臨 終引導 生極 楽」 の四

『撮 要』 は、 前述の 通り 最も 早く に成 立した と考 えら れて いる 口伝資 料で ある 。本 書に は、親 鸞が 六角
堂 に参 籠し 、救世 菩薩 から 「行 者宿 報設女 犯

句の 偈文 を与え られ たと され る、 所謂六 角夢 想を 伝え る段 落に おい て、古 来よ り口 伝が 伝え られ ている と
し て次 のよ うに 記され てい る。

古ヘヨリ十三個ノ口伝 、別シテ七個ノ相承ト云フコトアリ 。コレハ秘蔵ノコトナリ 。白衲伝 、白蓮伝 、

宿報ノ 言ノ 伝、 玉女 ノ伝 、五 更ノ伝 、三 尊不 離ノ 伝、 東方 説法 ノ伝、 等ナ リ。

（『史料集成 』第七巻 、二四一頁）

ここ には救 世菩 薩か ら与 えら れた四 句の 偈文 につ いて 、古来 より 十三 個の 口伝 と七個 の相 承な るも のが

あ る こ と が 、「 秘 蔵 の こ と 」 と し て 述 べ ら れ て い る 。 ま た 、「 七 個 の 相 承 」 と い わ れ る ① 白 衲 伝 、 ② 白 蓮

伝、③ 宿報 の言 の伝 、④ 玉女 の伝 、⑤五 更の 伝、 ⑥三 尊不 離の 伝、⑦ 東方 説法 の伝 につ いては 、以 下に そ
の 内容 が記さ れて いる 。そ れら をまと める と次 の通 りで ある。
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①白 衲伝 、② 白蓮 伝

白衲ヲ着シ白蓮ニ乗スルコトハ 、西方浄土ノ教諸仏ノ悲懐ニシテ 、末世相応ノ益ヲ示シ給フノ義ナリ 。

（『史料集成』第七巻 、二三九～二四〇頁 ）

如 何ト ナ レ ハ、 白色 ハ 智恵 ノ 表相 、智 恵ハ即 光明 ナリ 。（ 略）白 蓮ハ 是人中 芬陀 利華ノ 義。 コレ念 仏
ノ行 者機 法一 体ノ益 ヲア ラハ スナ リ。

③宿 報の言 の伝

行 者宿 報ト 者、 若シ 念仏 ノ行 者有テ 、宿 世ノ 因ニ ヨリ 、又或 ハ其 性天 然ト シテ 、或ハ 酒ヲ 好ミ 或ハ 嗔

リ多キ人アリ 。或ハ色慾ノ深キ人アリ 。皆是其本性ノナセルワザナリ 。
（略）本性トハ作意ニアラス 。

（『史料集成 』第七巻 、二四〇～二四一頁 ）

是 レ制 スレ トモ 制シ カタ キ悪 ナリ。 信心 アリ テ本 性ノ 失ア ルハ 、仏モ 許シ 給フ ヘキ カ、大 原問 答ニ 本
性 ト書 ク是レ ナリ 。

④玉 女の 伝

玉女 ノコ トハ是 レ輪 王ナ ドノ 玉女 ノコト ニハ アラ ス。 爰ハ 上人 ノ夢ノ 符合 ヲ云 フナ リ。 殿下 ノ第 七ノ

息 女ハ 、玉 日ノ 君ト 申ス。 其ノ 字ヲ 予救 世菩 薩ノ夢 ニ告 ゲ給 フ。 是レ 殿下ノ 達請 ノ趣 ヲ顕 ハシ 給フ先

兆ナ リ。 誠ニ 霊夢 虚ナラ ス。 符合 セシ ムル ナリ。 上人 モ後 ニ存 ジツ ケ給ヘ リ。 此ノ 玉女 ノ言 ハ女 子ノ
通 称ニ モナ ルナ リ。 スナ ハチ 美称ナ リ。
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⑤五更 の伝

（『史料集成 』第七巻 、二四一頁）

（『史料集成』第七巻 、二四一～二四二頁 ）

五 更ト ハ 寅 ノ時 ナリ 。（ 略） 生 死長 夜ノ 中チニ 於テ 法灯ヲ カヽ ゲ、生 死ノ 眠リヲ サマ シ、迷 ノ夢 ヲ覚
ス示 シナ ル故 ニ、五 更暁 天ニ シメ シ給 フナリ 。

⑥三 尊不離 の伝

（『史料集成 』第七巻 、二四二頁）

三尊不離ノ伝トハ、玉日ハ観音 、空師ハ勢至 、今上人ハ弥陀ナリ 。凡ソ三国示現ミナ三尊不離ニシテ 、
一 体ノ利 益ヲ ホド コシ 給フ ナリ。

⑦東 方説 法の 伝

東方 ニ向テ 偈文 ヲ説 キ給 フト ハ、東 方ハ 不思 議ノ 徳ナ リ。 是レ 仏智不 思議 智ノ 力ニ シテ 、十 方衆生 願

楽 ノ信 心ヲ 生ス ルノ義 ナリ 。故 ニ東 方ハ 衆生ノ 発心 ヲ顕 ハス 。是 レ弥陀 仏不 思議 ノ力 用ナル 慈悲 ヲ顕
ハス ナリ 。

（『史料集成 』第七巻 、二四二頁）

以 上、 どれ も六角 夢想 の伝 承に 解説 を加え るか のよ うな 内容 であ るとい える 。な お、 もう 一方 の「 十三
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個 の口 伝」 に つい ては 一切言 及さ れてお らず 、そ の内容 は不明 であ る。ま た出 拠に 関して も 、「 古より 」

『 高田 開山 親鸞 聖人 正統 伝』

とされ るだ けで 、ど のよ うな 経緯で ここ に記 され たの かは定 かで はな い。

第二 項
一

『 正 統 伝 』 に は 、『 撮 要 』 と 同 様 に 六 角 夢 想 に お け る 救 世 菩 薩 の 夢 想 偈 文 に つ い て 、「 抑 是 告 命 ニ ツ キ

第 二重

第一重

唯 授一 人口 訣

女 人往生 勧発

時 機相 応

是宗 風興起 也

是 大悲 深奧 也

是如 来懸記 也

テ、 古来 三重 ノ相伝 アリ 」と して 、次 のよう な口 伝が ある こと が述 べられ てい る。

第三 重

（『史料集成 』第七巻 、三二九頁）

述べ る 箇所 は 『撮要 』と 同じで あるが 、そ の内 容は大 きく 異なり 、『撮 要』が 「十三 個の 口伝」 とす る

と ころ を 、『 正 統伝』 は時 機相応 ・女人 往生 勧発 ・唯授 一人 口訣か ら成る 所謂 「三 重の相 伝」 として 伝え
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てい る。 さら に、

或人問、四句文ニツキテ、当家ニ七箇 ノ相承十三箇 ノ伝ト云フコトアリト聞ヘタリ。此義イカン。答、

祖 師直 口ノ 三重 口訣ハ 、上 ニ出 スカ 如シ 。此外 ニ聖 僧伝 、白 衲白 蓮伝、 宿報 伝、 玉女 伝ト テ四箇 条ア

リ。 是皆 三重 口訣ニ 就テ ノコ トナ レハ 、開山 ヨリ 以来 三重 ト同 事ノ口 伝也 。是 ヲ附 庸ノ 伝ト 云ナ リ。

正 伝三 重ト 四箇 附庸 ト合 セテ七 箇相 承ト 云リ 。此 外ニ、 五更 伝、 東方 伝、 三尊伝 等ノ コト ハ全 ク上古

ノ 伝ニ 非ス 。 文明 年 中、 末 山ヨ リ沙 汰ア ルコ トニ シテ、 本寺 ニハ曽 テコレ ナシ 、信 スルニ 不 レ足。マ
タ 十三 箇ノ 口伝 ト云 コト モ誤 ニテ、 三重 ノ伝 ト云 コト 也。

（『史料集成 』第七巻 、三三一頁 ）

と 述 べ 、「 三 重 の相伝 」に加 えて 、新た に聖 僧伝 ・白衲 白蓮 伝・宿 報伝・ 玉女 伝の 四つを 立て 、先の 三重

を正 伝と し、 この 四つを 四箇 附庸 と位 置付 けてい る。 四箇 附庸 は『 撮要』 の「 七個 の相 承」 の内 、白 衲伝

と白蓮 伝を ひと まと まり にし 、新た に聖 僧伝 を加 える もので 、そ れ以 外の 五更 伝・三 尊不 離の 伝・ 東方説

法の 伝に 関し ては 、古 来より 伝わ るも ので はな いとし て否 定し 、除 外し ている 。ま た『 撮要 』に 「十 三個

の口 伝 」と いわ れる もの は、 正しく は「三 重の 伝」で ある とし て訂正 して いる。 なお 、「三重 の相 伝」の
詳 細な 内容に つい ては 特に 記さ れてい ない 。

さて 、『 正統 伝』に はこ の六 角夢想 の段 落のほ か、 さらに 親鸞 十九歳 と三 十二歳 の段 落にお いて 、口伝

に 関す る記 述をみ るこ とが でき る。 そこで ここ から は各 段落 におけ る口 伝と 同時 に、 それぞ れに まつ わる
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諸問 題に つい ても 検討し てい きた い。

二

日域 大乗 相応 地

諦聴 諦聴我 教令

汝 命根 応十 余歳

命終 速入 清浄 土

善信 善信 真菩

まず親 鸞十 九歳 の段 落で 述べら れる のは 、
親鸞が 磯長 の聖 徳太 子御 廟にお いて 聖徳 太子 から 夢告を 受け 、
「我 三尊 化塵 沙界

薩」の 六句 の偈 文を 与え られ たとさ れる 、所 謂磯 長夢 想に関 する 内容 であ る。 磯長夢 想と は、 高田 派専 修

寺 にのみ 伝わ ると され る 、
「三夢記 」といわれる文書に記された親鸞の三つの夢告（建久二年の磯長夢想 、
正治二 年の 大乗 院夢 想、 建仁 元年 の六角 夢想 ）の 内の 一つ であ る。

と ころ でこの 「三 夢記 」に 関し ては、 近年 その 資料 的価 値が 問題 となり 、議 論が 繰り 広げ られ た。す な

わち 従来の 研究 では 、三 つの 夢告 の内の 一つ 、六 角夢 想だ けは 親鸞 に先立 って 亡く なっ た真 仏の『 経釈 文

聞 書』 にも 記さ れてい るこ とに よっ て史 実とみ なさ れて きた が、 あとの 磯長 夢想 と大 乗院 夢想は 伝説 にす

ぎな いと され、 これ によ って その 二つを 含む 「三 夢記 」な る文 書そ のもの が後 代の 人物 によ る偽 作であ る

と 考 え ら れ て き た 。 と こ ろ が 古 田 武 彦 氏 が 、 親 鸞 の 非 真 筆 を 根 拠 と し た 従 来 の 偽 作 説 に 対 し て 、「「非 真

筆」 であ る、 とい う事実 は、 これ が「 書写 本」た るを 示す にと どま る」と 指摘 し、 さら に文 書に 鎌倉 初期
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独特 の特 異な 表記 法が用 いら れて いる 点や 、奥書 の自 署名 と年 時の 記載に はそ れぞ れ親 鸞の 奥書 の中 でも

一定の 年代 に限 られ た稀 有な 様式が 用い られ てお り、 それぞ れの 形式 が見 受け られる 時期 が両 者一 致し て

い る点 を 根拠 と して 真作 説を 打ち出 した 。この こと が発端 とな り、以 後そ の真偽 をめ ぐって 争わ れた の
である 。以 下、 しば らく 諸氏 の見 解を通 して 議論 の内 容を 概観 してお きた い。

古 田氏 の真作 説に 対し て提 出さ れた見 解に は次 のよ うな もの があ る。重 松明 久氏 は古 田氏 の見 解を受 け

て 、「 三夢 記」 を「 親鸞 存命中 、具 体的 には真 仏死 去以前 の頃の もの と推 定して 、ほ ぼ誤り ないも のと 察

せ られ る 。」 と しなが らも 、真作 説に ついて は否 定し 、専修 寺に秘 蔵さ れてい た『 善光 寺縁起 』を典 拠と

し て 、 真 仏 と 顕 智 に よ っ て 偽 作 さ れ た も の と す る 見 解 を 示 し た 。 一 方 寺 川 幽 芳 氏 は 、「 三 夢 記 」 自 体 は

な った と推 測 され る 幻の 「親鸞 夢記」 の存 在を指 摘し てい る 。 或いは 山田雅 教氏 は、 古田氏 が真 作説の

偽 作 とみ る 立場 を取 るが 、そこ に記さ れる 三つの 夢ま でが 偽作と はいえ ない として 、「 三夢 記」の 原本 と

*62

る と 明 言 し た 。 さ ら に 山 田 氏 は そ の 後 、「 再 論 」 と し て 論 文 を 発 表 し 、 近 年 専 修 寺 の 宝 庫 か ら 発 見 さ れ

田氏 の 説を 必ず しも 万全 の論 証とは いえな いと 指摘す ると 同時 に 、『正統 伝』 以降に 偽作 された もので あ

その 心理 は一 概に 現在 の基準 で推 し量 るこ とは できず 、た また まそ うな っただ けか もし れな いと して 、古

根拠と して 挙げ る奥 書の 稀有 な様式 の記 載に つい て、 当時と 現在 の偽 作に 対す る考え 方に は差 異が あり、

*63

夢 記」 はこ の目録 の前 年に 行わ れた 親鸞の 五百 回忌 法要 に際 して宝 物展 観が 行わ れた 際に成 立し たの では
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*61

た宝暦十二年（一七六二 ）の『御宝物目録』に「三夢之記 」と記されていることから 、これを根拠に 、
「三

*64

ない かと の見 解を 示して いる 。

と 指摘 した 。以 上が 古田 氏の「 三夢 記」 真作 説を めぐる 諸氏 の見 解で ある 。

ない 浅薄な 合理 主義 によ って 、
親鸞 の夢 や信 仰を 理解し よう とす るた めに 、
疑問が生じたものと思われる 。」

く るこ と は、 む しろ 当然と さえ言 える 」と述 べ、 従来 の真偽 に関す る論 義その もの を 、「 夢の実 態を 知ら

こと 、 と言 うこ とが でき る 。（略） うま くでき すぎ ている くら いの夢 が、 この ような 宗教的 天才 に生じ て

及 した の は河 合 隼雄氏 であ った。 河合氏 は「 三夢 記」に 記さ れる夢 の内容 につ いて 、「 十分に あり そうな

一方 、従来 の諸 氏と は異 なる 臨床心 理学 とい う新 たな 立場か ら、 明恵 の『 夢記 』を通 して 夢の 意味 に言

*65

なお 『 正 統伝 』は 、開 板さ れた 当時は じめて この 夢告を 三つ とも 掲載し た書 物であ ったが 、本 文中 で

尼」宛てのこの文書が 、必ずしも高田系のみに有利ではないと良空がみていたからであると述べている 。

「 三夢 記」 なる 文書 に触れ る箇 所は 一切 ない 。古田 氏は この こと につ いても 言及 して 、そ の理 由を「 覚信

*67

の文献 によ って この 記事 を書 いた ことが 考え られ ると して いる 。

思 われ る 。」 と 古田氏 の説を 指摘 した上 で、 三つ の夢告 におい て良 空が「 三夢 記」 を見た 形跡 はなく 、別

記」 の 宛名 が「 覚信 尼」 であ っても 、『正 統伝』 では 別の名 、例 えば顕 智宛 にして 載せ ること もで きたと

書 に 顕 智 や 専 空 の 名 を 記 し て 、 高 田 派 に と っ て 都 合 の い い よ う に 変 え て い る 例 が あ る こ と か ら 、「「三 夢

これ に対 し て、 前述 のよ うに「 三夢 記」偽 作説を 主張 する 山田氏 は 、『正統 伝』 がしば しば宛 名の ない 文

*68

「 三 夢記 」及 び 「三夢 記」 と『 正統伝 』に関 する 従来の 研究 はお よそ以 上の通 りで ある 。「 三夢記 」と

*69
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*66

口伝 との 関連 性に ついて は定 かで はな いが 、無関 係と も言 い難 いと 考え、 ここ にそ の議 論の 概要 を掲 載し
た次第 であ る。

さ て 、『 正統 伝 』は磯 長夢想 の記 述の 最後に 註を 付け、 聖徳太 子の 六句 の偈文 につ いて口 伝が 伝えら れ
（ママ）

ている こと を次 のよ うに 記し てい る。

私 云、 今此 六句 ノ 文 ニツ キテ 、上古 伝来 ノ口 訣ア リ。 高田一 家ノ 外、 曽以 テ他 流ノ所 知ニ アラ ス。

存覚 上人 六十 余歳 ノ時、 祖師 ノ伝 四巻 ヲ編 集セラ ル、 其第 一巻 ノ末 ニ至テ 、当 段夢 想ノ コト ヲ載 テ曰

ク 、去 シ歳 、高 田専 空上 人ニ 面謁シ 、洛 陽善 法院 河東 岡崎御 坊ニ テ祖 師一 生ノ 事迹ツ フサ ニ是 ヲ聞 、

イ マ此伝 ニ所 載全 ク滅 後伝 聞ノ人 ノ設 ニア ラス 。然 ルニ、 今ノ 告令 イマ タ伝 習口訣 ハ聞 サレ トモ 、竊

案 ニ、 十九 歳磯 長ノ 夢想 ト二 十九歳 六角 ノ告 命ト ハ、 大凡 相似 タル趣 ト聞 ヘタ ルナ リ。御 廟寺 ノ真 筆

ハ 必ス 我往テ 拝見 セン 。専 空和 尚ニ親 聞シ ナカ ラ、 此口 授ヲ漏 シヌ ルコ ト、 是生 前ノ恨 也ト ナカ ナカ

ト書 レタリ 。サ テ今 十九 歳磯 長ノ告 命ノ 一事 ハ、 千歳 未聞 ノ秘 説ナリ ト雖 トモ 、ア マリ ニ邪 秘スル ト

キ ハ、 莫邪 ヲ豊 城ニ銷 シ、 魯論 ヲ孔 壁ニ 亡フ失 アラ ンカ 。故 ニ今 コヽニ 記シ テ其 聞ヲ 天下ニ 弘ク ス。

而シテ 、其記文ナラヒニ伝来口訣ハ高田一家ニアリ 。但シ祖師真筆ノ文ハ 、河州磯長転法輪寺ニ在リ 。

（『史料集成 』第七巻 、三一九頁）

ここ に 挙げ ら れる存 覚（ 一二九 〇～ 一三七 三） が編 集した という 「祖 師の伝 四巻 」と は 、『親鸞 聖人 正

明 伝 』（ 以 下 『 正 明 伝 』） を 指 し て い る 。 こ こ で は 『 正 明 伝 』 の 磯 長 夢 想 の 箇 所 に 、 著 者 存 覚 が 専 空 を 訪

- 128 -

ねて 親鸞 の事 跡を 問うた こと が述 べら れて おり、 その 際磯 長夢 想に 関する 口伝 につ いて は聞 くこ とが でき

なかったと記されていることが挙げられている。この存覚と専空とのやりとりについては 、
『正 統 伝 後 集 』
に も次の よう に記 され てい る。

応長 元年 上京 シ、岡 崎御 坊ニ 逗留 、存 覚来入 シテ 、聖 人在 世ノ 事々ヲ 問フ 。殊 ニ磯 長霊 夢ノ 口伝 ヲ請

フ 、専 師ノ 言ク 、再 会ヲ 待ヘシ ト。 正中 二年 乙丑 正月洛 ニ登 リ、 善法 院ニ 在ス。 存覚 亦来 テ、 聖人一

生ノ 行状 ヲ問 フ。 因テク ハシ クコ レヲ 談ス 。存覚 重テ 磯長 ノ口 訣ヲ 責ム。 専空 師ノ 言ク 、予 コレ ヲ惜

ニ 匪ス トイ ヘト モ、 他聞 ヲハ ヽカル ノ制 アリ 、唯 シ磯 長六句 ノ文 ト六 角四 句ノ 文トハ 大凡 同趣 ナリ ト
コ ヽロヘ ラル ヘシ ト云 云。

（『史料集成 』第七巻 、三七九頁）

すな わち 、存 覚が 専空 に磯 長の 夢告に 関す る口 伝を 要請 したと ころ 、一 度目 はか なわず 、二 度目 は口 外

するこ とを 憚る 禁制 があ ると して答 えて もら えな かっ たが、 代わ りに 磯長 夢想 の六句 の偈 文と 六角 夢想の

四句 の偈 文は だい たい 同一趣 旨の もの であ ると 聞くこ とが でき たと する 内容で ある 。ち なみ に『 正明 伝』
のその 箇所 を見 てみ ると 、

斯 霊告 ヲ得 タマ フト イヘド モ、 フカ クツ ヽミ テ口外 ナカ リキ 。唯 ソノ 記文ノ ミ御 廟寺 ニア リ。 ソモソ

モ件 ノ告 命六 句ノ 文ニ就 テ、 古来 ノ口 訣ア ルコト 予コ レヲ 聞ケ リ。 コヽニ 去応 長正 中ノ コロ 、関 東高

田 専空 上人 登ラ レシ ニ、 洛ノ 善法院 并ニ 河東 岡崎 ノ旧 坊ニ於 テ、 両度 面謁 シ、祖 師一 生ノ 事事 具ニ コ
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レ ヲ聞 ク。 今此伝 ニ載 トコ ロ、 恐ハ 滅後展 展伝 聞ノ 説ニ アラ ズ。聖 人面 授ノ 人ノ 口説 ナリ。 然ニ 今ノ

告令 ノコト ヲ懇 ニ問 シカ バ、 我是ヲ 惜ニ ハア ラズ 、他 聞ヲ 禁ズ ルノ制 アリ トテ 、伝 ヘザ リキ 。其伝 習

ハ イマ ダコ レヲ 聞ズト イヘ ドモ 、彼 返答 ノ余言 ヲ以 テヒ ソカ ニ案 ズルニ 、十 九歳 磯長 ノ夢 想ト、 二十

九歳 六角 精舎 ノ告命 トハ 、大 凡相 似タ ル趣ナ リト キコ ヘタ リ。 御廟寺 ノ真 筆ハ カナ ラズ 我往 テ拝 見セ

（『史料集成 』第七巻 、一〇〇頁 ）

ム 。専 空和 尚ニ 親聞 シナ ガラ、 此口 授ヲ 漏ヌ ルコ ト是余 ガ生 前ノ 恨ナ リ。

と して 、ま さに 『正統 伝』 が伝 える 内容 が記さ れて いる 。

以上 の よ うに 、『正 統伝 』と『 正明 伝』は 共に 存覚と 専空 の対話 を通 して、 磯長 夢想 に口伝 がある こと

を 伝 え て い る 。 し か し そ の 内 容 に つ い て は 、『 正 明 伝 』 は も ち ろ ん 、『 正 統 伝 』 に も 「 其 記 文 ナ ラ ヒ ニ 伝
来口 訣ハ 高田 一家 ニアリ 」と 述べ られ るだ けで一 切触 れら れて はい ない。

とこ ろで、 今話 題に あが って いる『 正明 伝』 とは 、下 野国専 修寺 の宝 庫に おさ められ てい たも のを 、享

存覚老 衲

六十 三歳 」に よって 、文 和元 年（ 一三 五二） に存 覚が 著し た

保十 八年 （一 七三 三） に良空 によ って 一般 に開 板され 、流 布し たと され る書物 であ る。 本書 は奥 書の 「文
和元年 壬辰 十月 二十 八日 草之 畢

も のと されて いる が、 江戸 時代 に『非 正統 伝』 の著 者玄 智によ って 指摘 され て以 降、偽 書で ある とさ れて
きた。 さら に近 代に 入っ てか らは 山田文 昭氏 が、

内 容を 験す ると 後世 に伝 ふる 聖人の 通俗 的な 奇蹟 的記 事が殆 ど網 羅せ られ て居る から 、余 程後 代に 成
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立 した もの で、そ の文 勢の 上か らい ふも固 より 存覚 のも ので ない。 殊に その 内容 が暗 に高田 の正 統な

るこ とを示 さう とつ とめ て居 る点か ら見 ると 、後 世恐 らく は徳 川期に 入っ てか ら高 田派 の学 徒が存 覚
に 托し て偽 撰し たもの で、 親鸞 伝と して は学的 価値 のな いも ので ある 。
と評し 、さ らに 、

の 一派 の手 に偽 作せ られ しも のの如 し 。

偽作 せら れた るべ く、或 は正 統伝 の著 者良 空が開 板し て始 めて 世に 顕はれ たる 当時 、良 空若 しく はそ

本 書の 内容 は高 田派 に都 合よき やう に書 かれ たる ものな れば 、恐 らく は徳 川中期 高田 派の 徒に よりて

*70

と 述 べ 、 良 空 偽 作 説 を 立 て て い る 。 ま た 中 澤 見 明 氏 も 、「『正 明 伝 』 は 愚 考 で は か の 『 正 統 伝 』 の 著 者 良

空 の 偽作 だ と思 って ゐる 」 と して 同様 の見解 を示 してい る。さ らに 本書 の全文 が掲 載され ている 『史 料

もない 」 とし て、偽 作で ある こと が定 説とし て紹 介さ れて いる 。

て良空 偽作 説に 疑問 を投 じ、

『 正明 伝』 は、 日付 をこと さら に詳 しく しよ うとせ ず、 他の 文献 の参 照の仕 方も 素朴 であ り、 未整理

な 点も ある な ど 、『 正統 伝』 の よう に完 成され たもの では なく、 古態 を感 じさせ るも のだと 言える 。

又 、『 正 明伝 』は 高 田 派意 識は む しろ希 薄と 言え 、良空 の手 が入っ た形跡 はほ とん どない よう に思わ
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*71

集 成』 にも 、「 玄智の 評は 、現 代まで ほぼ継 承さ れて いて、 いま 本書を 存覚 の作と 考え ている 学者 は一人

*72

と ころ が 近年 山田 雅教 氏が 、「 なぜ良 空が 存覚作 とい う『正 明伝』 を偽 作す る必要 があ ったの か」と し

*73

れる 。
（略 ）よ り古 い成 立にな るも のだ と考 えら れるだ ろう 。

の地 名 が出 てく る 点な どか ら、作 者が伊 勢国 の人 物であ る可 能性が あると 指摘 した 。ま た佐々 木正 氏は

生 したと いう 親鸞 の伊 勢参 宮の伝 承が 含ま れて いる 点、或 いは 他の 親鸞 伝に は見ら れな い「 伊勢 国桑 名」

と述べ 、そ の成 立を 室町 時代 末期と みる 見解 を示 した 。さら に、 その 内容 に室 町時代 中期 頃に 伊勢 国で 発

*74

な 配 慮 は 見 あ た ら な い 」 と 否 定 し 、『 正 明 伝 』 に 資 料 的 価 値 を 見 出 す 見 解 を 主 張 し た こ と を き っ か け と

著 書『 親 鸞始 記 』に おいて 山田文 昭氏 の説を 、「 全文 を精査 して みても 高田・ 専修 寺を 正統と する 作為的

*75

し て、 梅原 猛氏 らによ って 存覚 真作 説も 打ち出 され はじ めた 。

一 方 、 こ れ ら の 説 に 対 し て 否 定 的 な 立 場 を 示 し た の は 塩 谷 菊 美 氏 で あ る 。 塩 谷 氏 は 『 正 統 伝 』、『 正 明

伝 』 の内 容 と、 鎌倉 時代 成立の 『親鸞 聖人 御因縁 』の 註釈 書であ る『親 鸞聖 人御因 縁秘 伝鈔 』、 また 本願

寺派 の知 空が 著し た『御 伝鈔 』の 註釈 書で ある『 御伝 照蒙 記』 の内 容とを 比較 検討 し、

『 正 統 伝 』 は ほ ぼ 全 文 に わ た っ て 『（御 伝 ） 照 蒙 記 』 の 記 述 か ら 離 れ な い け れ ど も 、『 正 明 伝 』 は ご

く一部に『照蒙記 』の影響が見られるにすぎない 。逆に『正明伝』には『（親鸞聖人御因縁）秘伝鈔 』

に 基 づ く 部 分 が 多 く 、『 正 統 伝 』 に 『 秘 伝 鈔 』 の 影 響 は ま っ た く 見 ら れ な い 。 こ れ は 、『 正 統 伝 』 が

『 照 蒙記 』 に依 拠し て 書か れ た後 に 、『 正明 伝』が 主に 『秘伝 鈔』に 拠り つつ 『正統 伝』 をも参 照し
て書かれたと考えれば説明がつく 。〔（）内は筆者〕

と 述べ 、
『正明伝』の成立は近世であり 、『正統伝』を参照しながら書かれたものであると指摘した 。

*77

*78
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*76

お よそ 以 上の 三説 が 、『正 明伝』 研究 にお いて現 段階 で出さ れて いる見 解で ある。 さて 、もし 仮に 『正

明伝』 が存 覚の 真作 であ るな らば、 高田 派内 に口 伝相 承があ るこ とを 記す 文が 、それ を専 空か ら直 々に 聞

い た他派 の人 物に よっ て書 かれて いる とい うこ とに なり、 非常 に興 味深 いと いえよ う。 或い は山 田雅 教氏

の説に よる ので あれ ば、 今日 わか ってい る口 伝資 料の 中で は最 も早い 成立 とい われ る『 撮要』 より もず っ

と 以前 に、磯 長夢 想に おけ る口 伝の存 在が 語ら れて いた ことに なる 。逆 に塩 谷氏 の説に よる なら ば、 口伝

が江 戸 時代 に作 り 上げら れた もの である 可能性 が一 層高ま って くる 。いず れにせ よ 、『正 明伝』 の成 立問

題 によ って 高田 派にお ける 口伝 研究 は新 たな展 開を 迎え るこ とに なり、 今後 の『 正明 伝』 研究の 動向 が口
伝研 究の 鍵を握 って いる とい える のであ る。

三

一 方、 親鸞 三十 二歳の 段落 で述 べら れる のは、 玉日 姫が 六角 堂参 籠中に 受け た夢 告に まつ わる 口伝 に関
して であ る。

○私云、是霊夢ニ就テ 古来ノ伝授アリ。証ニ ハ天台ノ釈文ヲ引用ス 。今筆墨ニ命セス。

同 年（ 親鸞 三十 二歳 ）四 月十 八日ノ 夜、 玉日 姫六 角堂 ニ参 籠中 、夜ニ 至テ 如意 輪観 自在ノ 霊夢 アリ 。
（ 略） 以上 本伝、 下野記
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故 実相伝 ノ人 ニ聞ク ヘシ 。
〔（）内は筆者〕

（『史料集成 』第七巻、三三四頁 ）

こ こでは この 夢告 につ いて 「古 来の伝 授」 があ ると され てい るが 、それ が天 台の 釈文 を根 拠とし て引 用

された 内容 のも ので ある こと が述 べられ るだ けで 、詳 細に つい ては「 故実 相伝 の人 に聞 くべし 」と され 、
書 かれ てはい ない 。

四

さて 、『 正統 伝』が 伝え る口 伝は、 大別す れば 以上 三つの 夢告 に関す るもの であ ると いえる が、 本書に

は その 口伝の 相承 が行 われ た日 時や場 所に つい ても 、次 のよう に示 され てい る。

祖師 聖人 五十 八歳 、寛喜 二年 庚寅 四月 五日 夜五更 、於 下野 国高 田専 修寺御 自作 之影 前、 真仏 上人 御口
授也
真 仏上人 遷化 以後

祖 師 聖 人八 十六 歳 、正 嘉 二年 戊 午四 月五 日夜 五更 、於京 師西洞 院御 坊御自 画之 影前 、顕智 上人 エ御口
授也
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顕 智上 人御 伝授以 後
（ママ）

断絶
ンカ
二

スルコト
一

テ
ヲ
乎、祖 師以 二
賢察 一
兼 テ専

テ
ニ
祖師 聖 人八 十 七歳 、 正元 元年 巳 未 四月五 日夜五 更於 二
洛陽 西洞 院御 坊御自 画之 影前 一
、専 空上人 エ御
ニ
口 授也 、蓋顕 智上人 ハ則 従 レ初清僧 也、故 ニ於 二是 時 一
口 訣相承 若 シ有

空上人 エ密附也、 以上本伝

是 時ヨ リ顕 附 密附 ノ二 師 ヲ立 テ、 口 訣ノ 絶サ ルヲ 尊 フ。 専空 尊 師ヨ リ以 来、 今 十七世 円猷大 和尚ニ
至 マ テ 、 口 訣 相 承 聯 綿 ト シ テ 間ニ 不 容
髪
、 皆 一 祖ノ 親 鸞 位 ニ 入 タ マ フ 。
レ
レ

（『史料集成 』第七巻 、三二九頁 ）

こ れら は真仏 と顕 智が 著し たと いう「 本伝 」な るも のに 依っ て、 所謂「 三重 の相 伝」 が親 鸞か ら真仏 、

顕智、 専空 へ口 授さ れた こと を「 三重の 口伝 」と して 紹介 する もので ある 。こ れに よる と、寛 喜二 年（ 一

二 三〇 ）下 野国高 田の 専修 寺に て真 仏へ、 正嘉 二年 （一 二五 八）京 都西 洞院 御坊 にて 顕智へ 、続 いて 翌正

元元 年（ 一二五 九） 同じ く西 洞院 御坊に て専 空へ と、 それ ぞれ 口授 が行わ れた とさ れて おり 、良 空は口 伝

を 受け たそ の状 態を 「親鸞 位に 入り たま う」と 記し てい る。 この ことは 『正 統伝 後集 』に おいて 、よ り詳
細に 述べ られ ている 。
まず真 仏に つい ては 、

二 十二 歳晩 春、伝 法ノ 為ニ 祖師 ニ招 カレテ 野州 ニ下 レリ 。当 年寛喜 二年 庚寅 四月 五日 ノ夜五 更、 高田
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（『史料集成 』第七巻 、三七三頁 ）

専 修寺 聖人 自作ノ 影前 ニ於 テ、 唯授 一人口 訣ヲ 相承 シ、 親鸞 位ニ登 ル。

続 いて顕 智に つい ては 、

正嘉 二年 戊午 四月五 日夜 五更 、京 都西 洞院御 坊御 自画 ノ影 前ニ 於テ唯 授一 人口 訣ヲ 相承 シ親 鸞位 ニ登

タ マフ 。聖 人八 十六 歳ノ 時也。 同年 冬、 三条 富小 路善法 院ニ 於テ 、二 十一 通口訣 ヲ伝 フ。

（『史料集成 』第七巻 、三七六頁 ）
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ま た専 空に つい ては、

聖 人八 十 八歳 正 元元 年 己 未四 月五 日 夜五更 、洛 陽西洞 院御 坊、 御自画 ノ影前 ニ於 テ、唯 授一 人口 訣

亦鸞 師ノ 厳命ヲ 以ナ リ。

十 一通 の口 伝を受 けた こと が記 され ている 。ま た顕 智が 相承 した翌 年、 立て 続け に専 空が親 鸞か らの 口伝

として 伝え られ てい る。 顕智 につ いては 『正 統伝 』の 記述 に加 え、 唯授一 人口 訣を 相承 した後 、さ らに 二

（『史料集成』第七巻 、三七八～三七九頁 ）

ル 。其 後文 応元 庚申暦 四月 五日 夜五 更、 野州高 田祖 師ノ 影前 ニ於 テ、顕 智上 人ヨ リ顕 附相承 アリ 。是

テ、 兼テ専 空上 人ヘ 密附 シタ マヘリ 。当 家唯 授口 訣ニ ツキ テ、 顕附密 附ノ 二師 立ル コト 、是 時ヨリ 始

レ ハ、 若コノ 時ヨ リ清 僧ノ 行儀 ニ成ユ キナ ハ、 大切 ナル 口訣相 承断 絶ス ルコ ト有 ンカ、 祖師 賢察 ヲ以

相 承シ 、親 鸞位 ニ入 タマ フ。 但シ密 附相 承也 。イ マ顕 智上 人既 ニ顕附 ノ師 ナリ ト雖 トモ、 元来 清僧 ナ
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を受 けた こと に関 して、 元来 清僧 であ った 顕智が もし 再び 清僧 の行 儀に徹 して しま った 場合 に、 口訣 相承

が断絶 して しま うこ とを 親鸞 が案じ 、本 来の 順序 であ れば親 鸞か ら顕 智に 授け たもの を顕 智が 専空 に授 け

る ところ を、 秘か に親 鸞が 専空に 授け た（ 密附 ）と するも ので ある 。し かも 正式な 顕智 から 専空 への 口授

（顕附 ）は 、そ の一 年後 の文 応元 年（一 二六 〇） に親 鸞の 命に よって 行わ れた とい う。 これが きっ かけ と

な って 、その 後高 田派 歴代 は顕 附と密 附の 二師 を立 て、 唯授一 人口 訣相 承を 行っ てきた とさ れて いる 。な

お、 前述の 秘事 法門 疑惑 にお いて 、重松 氏に よっ て専 空の 頃に 秘事 思想が より 一層 重み を増 したと いわ れ
る 根拠 はこ こに ある。

とこ ろで 、こ こで 注視 して おきた いの は、 顕智 と専 空が正 嘉二 年（ 一二 五八 ）と正 元元 年（ 一二 五九）

にそれぞれ西洞院御坊において唯授一人口訣を受けたとする記述である。すなわち親鸞は関東から帰洛後 、

しばらく京都の五条西洞院あたりに住んでいたところ 、建長七年（一二五五 ）の火災によって住居が焼け 、

三条富 小路 にあ った 弟尋 有の 善法坊 に移 り住 んだ こと が現在 では 明か にな って いる。 しか し『 正統 伝』は

その 移住 後に 当た る時 期に西 洞院 御坊 にお いて 唯授一 人口 訣が 行わ れた と伝え てい るの であ る 。
つまり『正

統伝』 が伝 える 時期 は、 事実 上親 鸞はす でに 西洞 院御 坊を 離れて いた こと にな り、 歴史的 事実 との ずれ が

生 じて いるの であ る。 これ によ って、 顕智 と専 空へ の口 授が行 われ たと する 記述 そのも のの 真偽 が怪 しま
れると いえ よう 。

以 上が 『正 統伝』 に記 され る口 伝に 関する 内容 であ る。 また 本項 ではそ れに まつ わる 諸問 題に つい ても
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『高 田一 流宗 義相 承記』

いく つか 検討 して おいた 。

第三 項

『宗義 相承 記』 は、 現在 『史料 集成 』第 四巻 に収 載され てい る。 その 解題 には平 松令 三氏 によ って 、

『 高田 一流 宗義相 承記 』は 、そ の『 正統伝 』に 現れ る口 伝口 訣の類 をと りま とめ 、こ れに解 説を 加え
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た の で あ っ て 、 末 尾 の 明 和 七 年 （ 一 七 七 〇 ）、 順 阿 の 奥 書 に 、 享 保 十 一 年 （ 一 七 二 六 ）、 五 天 良 空 の

『 正統 伝』 講読 の際、 この 『相 承記 』に ついて の話 があ った 、と 記され てい ると ころ をみ ると、 本文

は 良空 自身 の 手に な るか のよ う であ る。 しかし 本文 割註の 中に 、『正 統伝』 を「五 天寿 梓ノ書 」な ど

と 記し てい ると ころ を見 ると、 良空 没後 、そ の門 下の者 が註 を加 えた かの ように 思わ れる 。

高 田 派 刊 『 高 田 の 古 徳 』）。 こ の 経 歴 を 見 る と 、 割 註 の

中 の、 享保十 四年 の一 光三 尊仏 出開帳 にあ たっ て、 六角 堂夢想 記を 中心 に、 高田 の法脈 を講 じた 、と

十 六 歳を も って 歿し てい る （昭 和四 十八 年

〈 寂玄は 〉享 保十 五年 （一 七三〇 ）に 『正 統伝 弁要 』十巻 を著 した と言 い、 宝暦九 年（ 一七 五九 ）六

る 。さ らに 本章 第三節 でも 挙げ た、 本書 の著者 を寂 玄と する 生桑 完明氏 の所 論に 依っ て、

とし て、良 空没 後に その 門下 の者 が『正 統伝 』の 口伝 口訣 の内 容を とりま とめ た書 物と して 紹介さ れて い
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の 記事 にも ピッタ リす ると ころ があ り、生 桑先 生は 所説 の根 拠を明 示し てお られ ない けれど も、 いま
しばらくその説に従っておくこととしたい 。〔〈〉内は筆者〕

と 述べら れて おり 、こ れに よって 現在 は奥 書に ある 定専の 作と いう のは 捏造 であり 、寂 玄の 偽作 であ ると
考えら れて いる 。

こ の解 題にも 記さ れて いる よう に、本 書に はそ の執 筆に 当た って 確かに 『正 統伝 』を 見た 形跡 がみら れ

るこ とから 、筆 者も 定専 の著 述と するの は明 らか に捏 造で あり 、江 戸以降 に作 り上 げら れた ものと みる 従

来 の説 は 妥 当で ある と考え る。 しかし 、『 正統 伝』の 口伝口 訣の 類を 取りま とめ て解説 を加え たと する 位

置付 けに は、些 か疑 問を 抱い てい る。ま た著 者が 誰で ある かに つい ても、 解題 にも 書か れて いる ように 生

桑 氏の 見解 には 根拠 が示さ れて おら ず、 その まま寂 玄と する には 論拠 に乏し いよ うに 思わ れる 。

そ こで 本 項で は、 以上 の『史 料集成 』解 題に示 され る内 容の真 偽に も触れ ながら 、『 宗義相 承記 』の内
容を検 討し てい きた い。
［ママ］

本書 の巻 頭に は、 以下 のよ うに 口伝の 内容 が記 され てい る。
四 筒 之伝
一 十九 歳磯 長夢 想之 伝
二二 十六 歳化 女告 命之伝
三 二十 九歳 六角 夢想 之伝
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第 一重
女人 往生勧 発

時 機相 応

是宗風 ノ興起也

是大悲 ノ深奧也

是如来 ノ懸記也

四 三十 二歳 六角霊 告之 伝

第二 重
唯 授一 人口 訣
ト
一

第 三重
是曰 二三重 ノ口訣

白衲
白蓮

伝

一 聖僧伝
二
三 宿報 伝
四玉 女伝

（『宗義相承記 』一丁オ～ウ ）

親鸞 に 関す る 四つの 伝承 のほか 、『正 統伝』 と同じ 内容 の三つ の口 伝と 四つの 附属の 伝が 挙げら れて お

り、それぞれ「三重口訣」と「四箇附庸」と称されている 。本文は四つの伝承の順に展開されており 、
「三

重口訣 」と 「四 箇附 庸」 に関 して は『正 統伝 』同 様、 六角 夢想 の伝 の段落 で述 べら れて いるが 、本 書に は
さ らに その 他三つ の伝 承と の関 わり につい ても 次の よう に記 されて いる 。
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［ママ］

三重ノ口決ハ今（六角夢想）ノ告命ニノミ限テ備ルニハアラス 。実ニハ前来三タヒノ告命（磯長夢想 、

化女 告命、 六角 霊告 ）ヲ 蒙テ 在家同 風ノ 宗義 ヲ成 立シ タマ ヒシ 上ニテ ノ口 決ナ リ。 然レ トモ 前二 筒

（『宗義相承記 』六丁オ～ウ ）

ノ 告命 モ今 ノ告 命ニ依 テ其 功成 シタ ルナ レハ書 ニ誌 シ伝 ル時 ハコ ヽニテ 示シ 教ル ナリ
〔句 読点及 び（ ）内は 筆者 〕

［ママ］

今私 ニ按 スル ニ（ 略）三 重ノ 口訣 ハ一 告命 三夢想 ノ上 ニテ 成シ タマ ヘル伝 法ナ レハ 初ニ 是ヲ 伝ヘ タマ

ヒ 、四 筒 ノ伝 ハ六 角ノ 一夢 想ニ限 ルカ 故ニ 三重 ノ次 ニ是ヲ 伝ヘ タマ ヘル ナリ 〔 句読 点は筆 者〕

（『宗義相承記 』挿入紙七オ ）

前 来 ノ告 命 ヲ悉 ク述 明シ 手 ツカ ラ四 句文 ヲ 書タ テヽ 即 祖公 綽空 ヘ ワタ シタ マヒ 三 ツノ道 理ヲ立 ラレ
キ 。所 謂ル三 重口 訣ト ハ是 ナリ 〔句 読点 は筆者 〕

（『宗義相承記 』八丁オ ）

す な わ ち 、「 四 箇 附 庸 」 は 六 角 夢 想 に 関 す る も の で あ る が 、「 三 重 の 口 訣 」 は 六 角 夢 想 に 限 っ た も の で

はなく 、親 鸞の 一告 命三 夢想 、所 謂「四 箇伝 」す べて の上 に成立 する 口伝 であ ると されて いる 。し かも こ

の 三つ の口伝 は、 すな わち 法然 が四つ の伝 承を 受け て立 てた三 つの 道理 であ ると 示すも ので ある 。

さ て 、『 正 統 伝 』 と 同 様 の 三 つ の 口 伝 を 挙 げ る 本 書 で あ る が 、『 正 統 伝 』 が そ の 内 容 に 一 切 触 れ て い な
い のに 対し て、本 書に はそ の詳 細が 以下の よう に記 され てい る。
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まず 第一 重の 時機 相応 の段 では 、僧侶 の妻 帯や 持戒 、破 戒の 問題に 触れ 、ど れも 時機 に応じ た教 化の か

たちで ある こと が述 べら れて いる。 中で も妻 帯に 言及 し、親 鸞の 妻帯 を挙 げて 、

今 綽空 カ再 ヒ在 家ニ立 返リ 受妻 ノ身 トナ リシ（ 略） 愛妻 ノ水 ニ溺 レ、愛 子ノ 泥ニ マミ レタ ル今時 ノ衆

生 ヲミ ソ ナワ ン 弥陀 大 悲 ノ願 意 ヨリ 如 意輪 尊 ノ大 悲 ヲ シテ キ ミニ 告 命ナ サ シメ タ マ フ 〔 句読点 は筆 者〕

（『宗義相承記 』一〇丁オ～ウ ）

とし て、夢 告は 衆生 を救 わん とす る阿弥 陀仏 の願 意に よる もの で、 親鸞は 今の 時機 に応 じた 教化の かた ち
と して 、妻 帯の 身とな った と示 され てい る。

続い て第 二重 の女 人往 生勧 発の段 は、 前段 の妻 帯の 話題か ら派 生す る形 で始 まり、 妻帯 によ って 女性が

寺 院に 入る こと が、 女性に 往生 を願 わし める 近道で ある と述 べて 、次 のよう に示 され てい る。

女 子ヲ 僧房ニ 給仕 セシ ムル （妻 帯を指 す） ハ（ 略） 願作 仏心ヲ 発起 セシ ムル ノ近 道ナリ 。此 近道 ノ利

益タ ル、機 ニ男 女ノ 隔ナ ク、 道俗貴 賎モ ロ共 ニ、 貧福 老少 ノエ ラヒナ ケレ ハ、 行ニ モ多 少浅 深ナシ
〔 句読 点及び （）内 は筆 者〕

（『宗義相承記 』一一丁ウ～一二丁オ ）

つ まり 第一重 時機 相応 と第 二重 女人往 生勧 発は どち らも 、親 鸞の 妻帯が すな わち すべ ての 衆生 を選び な

く救わ んと する 摂取 不捨 の大 慈大 悲が満 たさ れた 阿弥 陀仏 の願 いで あり、 時機 相応 の教 化のか たち であ っ

て 、女 性は もちろ ん、 すべ ての 衆生 に往生 を願 わし める 近道 である こと を述 べる もの である 。要 する に第
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一重 、第 二重 とも に、親 鸞の 妻帯 に関 する 口伝で ある とい える 。
とこ ろが、 最後 の第 三重 唯授 一人口 訣の 段に 入る と、

右 両重 ノ口 訣ニ 於テ大 師空 聖人 ノ示 教ノ 旨イト コマ ヤカ ニ弟 子ニ 伝授マ シマ シテ 、尚 其ウ ヘニ仰 セラ
レテノタマワク 云云如 二
朱切紙 一〔句読点は筆者〕

（『宗義相承記 』一二丁ウ ）

として、その内容には一切触れずに 、
「朱の切紙のごとし」として省略されている 。ここにいう切紙とは 、

宗 のよ うに 代々三 重口 訣に 関す るこ とを朱 書き した 切紙 が存 在した とさ れて いる 。し かし現 在そ の切 紙に
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口 伝で 奥義 を伝 授する 際に 用い られ たと される 一枚 物の 紙切 れで あり、 天台 本覚 思想 にお ける口 伝法 門で

用い られ たのが その 始ま りと 考え られて いる 。歌 道の 古今 伝授 では 十五世 紀後 半頃 から 、曹 洞宗 では十 四

～ 十 五世 紀 以降 に口 伝や 秘訣 等の 伝授に 用い られた とさ れる 。 本書 には 付箋の よう なもの が付け られ て
おり 、そ こに 朱の 切紙に 関し て以 下の よう に記さ れて いる 。

）

B

これ によ ると 、真 仏が三 重口 訣に 関す るこ とを朱 の文 字で 書き 記し たこと が発 端と なり 、高田 派に も他

（『宗義相承記』一二丁ウ付箋

重 ハ墨 ニ テモ 苦 シカ ル マ シキ カ 、ア シキ 朱 ハ 堅ク 用 ユ ヘカ ラ ス。 以上 真 慧 上人 ノ 口 伝 〔句 読点 は筆 者〕

紙 ニコ レヲ 記シ 、発忘 ニ備 ヘン ト擬 スル 志アラ ハ必 朱書 ニス ヘキ モノナ リ。 但勝 タル 朱ナク ハ初 メ二

真仏 上人御 真筆 ノ記 巻第 三四 句文ノ 前後 ニ三 重口 訣ノ 趣ヲ 朱ニ テ細字 ニ記 置タ マフ 故ニ 、末 代若伝 テ
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該当 する と思 われ るもの は一 切伝 わっ てお らず、 また そこ に記 され ている とい う唯 授一 人口 訣の 内容 もわ

からな いの が現 状で ある 。本 書が示 す三 つの 口伝 はお よそ以 上の よう な内 容で ある。

と ころで 、本 書と 『正 統伝 』に は大き な違 いが ある 。そ れは 『正 統伝』 には 記載 され てい ない「 二十 六

一

歳化女 告命 之伝 」が 記さ れて いる ことで ある 。そ こで その 記載 内容を 窺っ てみ ると 、
本伝 云云如 二四巻伝

（『宗義相承記 』五丁ウ ）
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と示されているだけで、他の伝承のようにその詳細を伝えていない。ただし、ここに挙げられる『四巻伝 』

とは 前項 でも触 れた 『正 明伝 』の ことで あり 、こ れが その 巻一 上に 記され てい る建 久九 年（ 一一 九八） 親
鸞 二十 六歳 の赤 山明 神での 伝承 を指 して いる ことが わか る。

こ の『 正 統伝 』と 『宗 義相承 記』の 違い につい て 、『正 統伝』 の口 伝の 内容を 取り まとめ たもの が『 宗
義相承 記』 であ ると みる 平松 氏は、

『 相承 記』 がこ れを一 項目 とし てと りあ げたの も、 次の 段で の女 人往生 につ いて の説 明に役 立て たい

ため らし いが、 この 段の 中で 何ら の説明 もし てい ない のは 、こ の説話 自体 に口 伝と すべ き何 もの も伝
え られ てい なか った からで あろ う 。

う との 指摘 をする のみ で、 この 違い をあま り問 題と はし てい ない。

と述べ 、伝 承の 詳細 が説 明さ れて いない こと に注 目し て、 この 伝承 には何 の口 伝も 伝わ ってい ない のだ ろ
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アハスル

ハベラン
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また 山田 雅教 氏は 、本 書と 『正 明伝』 或い は「 三夢 記」 との 関係に 言及 する 中で この 点につ いて 触れ 、

なぜ 口 訣の 内 容が な いの にあ え てこ の項 目（二 十六歳 化女 告命 之伝） を採 用した のか はわか らな い
〔（）内は筆者〕

と疑 問 を投 じる 一方 で 、『正統 伝』 に掲載 され る大乗 院夢 告が本 書に 載せ られて いない こと を指摘 して 、

『 相承 記』 の著 者が これ （大乗 院夢 告） を重 視し ていな かっ たた めだ と言 える。 さら に、 もし この著

者が 「三 夢記 」を 見てい たと した ら、 たと え項目 だけ にし ても 大乗 院夢告 を入 れた であ ろう 。
〔（）内は筆者〕

とし てい る。大 乗院 夢告 の不 掲載 に関し ては 筆者 も山 田氏 と同 意見 で、こ の夢 告に 関し ては 本書 の趣旨 と
異 なる と判 断し 、採 用しな かっ たの では ない かと思 われ る。

では一方の「二十六歳化女告命之伝 」に関してはどうであろうか 。そこでこの伝承の内容をみてみると 、

親鸞が 京都 の町 から 比叡 山に 帰る折 に赤 山明 神に 立ち 寄った 際の 出来 事が 伝え られて いる 。そ のと き親鸞

の前 に一 人の 女性 が現 れ、比 叡山 へ参 詣し たい から一 緒に 連れ て行 って 欲しい と請 うた 。そ れに 対し て親

イヤシキ

鸞が、 比叡 山は 女人 禁制 であ るか らそれ は許 され ない と断 ると、 女性 は白 絹に 包ま れた玉 を取 り出 し、
タカラ

是 ハ 天日 ノ 火ヲ 取ノ 玉 ナリ 。（ 略） 然 ニ、 天 日ノ火 ヒト リ下テ 、灯 炬トナ ルコ トナシ 。 陋 土石 ノ玉
ミズカラ

ニ ウ ツ リ テ コ ソ 、 闇 夜 ヲ 照 ノ 財 ト ハ 成 ナ レ 。（ 略 ） 御 僧 ハ 末 代 ノ 智 人 ナ ル ベ シ 。 ヨ モ 此 理 ニ 迷 タ マ

ハ ジ。 玉ト 日ト 相重 ノコ トハ リ今ハ 知タ マフ マジ 。千 日ノ後 ハ、 自 思 合 コト ノ 侍
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（『史料集成 』第七巻 、一〇一頁）

などと 告げ て姿 を消 した 。そ してそ の三 年後 、親 鸞が 九条兼 実の 娘玉 日と 結婚 するこ とに なっ た際 、こ の

女 性の言 葉が 、太 陽の 火を 玉にう つし 、一 切衆 生の 迷闇を 照ら して 、五 障三 従の女 人ま でも こと ごと く引

導せよ との 教え であ った こと に気 付かさ れた 、と いう 内容 であ る。つ まり この 伝承 は、 女人の 往生 につ い

て 語ら れたも ので あり 、ま さに 三重口 訣の 第二 重「 女人 往生勧 発」 に当 たる もの である とい えよ う。

なお 、この伝承と第二重口訣との関わりについては 、前述の通り平松氏も指摘しているところではある 。

た だし 、伝 承自 体に口 伝が 伝え られ てい るわけ では ない こと を指 摘する だけ で、 掲載 され ている こと 自体

は問 題と してい ない ので ある 。し かし平 松氏 のこ の見 解で あれ ば、 いよい よ『 正統 伝』 には ない 、なお か

つ 口伝 を伝 える わけ でもな いこ の伝 承が 、わ ざわざ 「四 箇伝 」の 一つ として 掲載 され たこ とに 対して 疑問
が深 まる とい えよ う。

これ につ い て筆 者は 、『宗義 相承 記』の 著者は あえ てこの 伝承 を掲 載した のでは なか ろうか と考 えて い

る。 そも そも 本書 の性 質は、 親鸞 の伝 記上 で重 要と考 えら れる 夢告 に主 眼を置 くの では なく 、三 つの 口伝

に関 す るも のを 伝え る夢 告が 集めら れたと ころ にある 点を 忘れ てはな らな い。こ れによ って 、「二 十六歳

化女告命之伝 」が設けられた意図も自ずと明白であるといえよう 。すなわちはじめにも述べたように 、
「三

つの 口 伝」 をど れも 六角 夢想 に関す るも のと位 置付 ける『 正統 伝』 とは異 なり 、『宗 義相承 記』 は四つ の

伝 承全 てに 関連し て伝 えら れた もの である とし てい る。 この 立場か ら考 えれ ば、 どの 伝承も 全て 口伝 に関
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わる もの であ り、 中でも この 赤山 明神 での 出来事 は「 第二 重女 人往 生勧発 」に 該当 する 重要 な伝 承で あっ
たと位 置付 ける こと がで きよ う。

こ のよ う に考 えれ ば 、『正 統伝 』と『 宗義 相承 記』に おけ るこの 伝承掲 載の 有無 は大き な違 いであ ると

いえる 。ま た同 時に 、こ のこ とは 本書が 『正 統伝 』の 口伝 ・口 訣の部 分を その まま 引き 継いだ 書物 では な

『 浄土 真宗 相承図 記』

い こと をあら わし てい ると いえ よう。

第 四項

慈光

慈 光八 世法孫 寂玄 」か ら、前 項の『 宗義

『相 承図 記』 の原本 は、 前述 のよ うに 序論と 末尾 に記 され る「 寛保第 二龍 輯壬 戌夏 五月 二十八 日
教 寺第 八 世釋 寂 玄記 之 」、 及び「 寛保 第二歳 次壬 戌秋七 月朔 日

相承 記』の 偽作 者と され てい る寂 玄が著 した もの と考 えら れる 。本 項では 本書 の中 でも 後半 部分に 記さ れ

る 、高 田派 歴代 の口伝 相承 に関 する 記述 に焦点 を当 て、 その 内容 に検討 を加 えて いき たい 。

さて 、本 書の 後半 は江 戸初 期の法 主に 至る まで の相 承図を 中心 とし て、 その 相承過 程に 解説 を加 える形
で 展開 され てい る。 相承図 の部 分を 抜粋 する と、次 のよ うに なっ てい る。

本 門久 遠実成 阿弥 陀如 来― 錠光 如来― 世自 在王 如来 ―迹 門十劫 正覚 阿弥 陀仏 ―釈 迦牟尼 如来 ―龍 樹菩
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薩 ―天 親菩 薩―曇 鸞和 尚― 道綽 禅師 ―善導 大師 ―源 信和 尚― 源空上 人― 流祖 聖人 ―真 仏上人 ―顕 智上

人― 専空上 人― 定専 上人 ―空 仏上人 ―順 正上 人― 定順 上人 ―定 顕上人 ―真 慧上 人― 応真 僧正 ―堯慧 大
僧 正― 堯真 僧正 ―堯秀 大僧 正― 堯朝 僧正 ―堯円 大僧 正― 当御 門跡

なお 、高 田派 歴代の 箇所 には 必ず 「口 訣附法 」や 「師 資附 法相 承」等 とし て、 それ ぞれ 口伝が 行わ れた

時 期が 明 記さ れ てい る。ま た 、「 流祖聖 人」 の箇 所には 四頁の 両面 にわた って 親鸞 九歳の 頃か らの略 伝が

示さ れてい るの であ るが 、そ の中 心とな るの はや はり 口伝 に関 する 事項で ある 。そ の中 で親 鸞に関 する 伝

▲ 師資 相承

▲ 伝法 第二

▲ 伝法第 一

同 年六 角伝 法四 月五日 五更 寅

リ
二十 九歳 入 二
空師 ノ室

二 十六 歳赤 山伝 法同朝 建久 九年 戊午 正月 （略 ）

十九 歳磯 長伝 法（略 ）当 八十 一代 後鳥 羽院建 久二 年辛 亥九 月十 四日夜 四更

承が、
「 三箇 の伝 法・ 二箇の 師資 相承 」と して 、次の よう に記 され てい る。

▲伝 法第三

同 年十月 五日 宗風 興起 救世 勢至悲 智合 聚之 伝法 也

ニ 空 師六
一 十九歳

同朝 建仁 元年 辛酉 三月十 四日 也

▲ 師資 相承

（『相承図記 』一二丁オ ）

す なわち 「三 箇の 伝法」 とは 、「 十九歳 磯長伝 法 」、「 二十六 歳赤山 伝法 」、「 二十九歳 六角伝法」の 三つ

であ り 、「 二箇 の師資 相承 」と は、法 然門 下への 入室 と宗風 興起 とされ てい る。こ れに 関して 、以 下のよ
う な問 答が 記され てい る。
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リ
二

乎如何 ン。答師資

［ママ］
ニ
一

師資 ノ附法 ハ限 二 筒
ル
二

乎又 就

ニ
一

ノ

レ

二

。

ヲ化法
一化儀

故 也。 是

スルカ

レヲ

ス
附 庸伝 一故 ニ仰 テ称 二
本

法門 成立

ノ

付 法 ハ不 出 二重

［ママ］
ノ

［ママ］

［ママ］

ニ
六角 ノ伝法 一
有 二四 筒
二

ニ
義 上。謂三十二歳就 二玉日姫之美玉伝授 一
一 筒

ヲ
一

［ママ］
ニ
一

［ママ］

［ママ］

ト
六角 ノ三重口訣 一則可 レ謂 レ成 二
七 筒

ニ

ニ
ル
其 ノ伝法 一
則有 下成 二
四 筒

テハ
二

問若然則者宗旨 ノ伝法 ハ限 三 筒
至

ノ

ト
伝法 一
。〔句読点は筆者〕

ト
為 二本伝 ノ第四 一
。 若開
［ママ］

末八 筒

（『相承図記 』一五丁ウ ）

この 書が 伝法 と師 資相承 をそ れぞ れ三 箇と 二箇と 限定 して いる こと につい て問 うも ので ある 。その 問い
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に 対し て 、「 伝 法に至 りて は四箇 を成 る義有 り」 と答 え、本 伝の第 四と して三 十二 歳の 玉日姫 の美玉 伝授

を挙 げ、 それを 含め て四 箇の 伝法 とする 説が ある こと を明 かし てい る。こ れは 『宗 義相 承記 』の 三十二 歳

六 角 霊 告 の 段 に 該 当 す る も の で あ り 、「 四 箇 を 成 る 義 」 と し て 紹 介 さ れ て い る の は 、『 宗 義 相 承 記 』 に 記

され る四 箇伝 とみ て間違 いな いだ ろう 。し かもこ こに は三 重口 訣と 四箇附 庸に 関し ても 言及 され てお り、

もし六 角夢 想の 三重 口訣 を加 えれば 七箇 にな ると いう べきで ある し、 四箇 附庸 の伝を 合わ せる 場合 は本末
八箇 の伝 法と 総称 する と記さ れて いる 。

そこ で共 に寂玄 の著 述と 考え られ ている 『宗 義相 承記 』と 『相承 図記 』を 比較 して みると 、次 の四 点の
違 いが みられ る。

『 宗 義相 承 記』 は 四つ の伝 承を「 四箇 伝」と して 掲げ ている のに対 して 、『 相承図 記』 は三つ の伝 承

（１）

を 掲げ 、四 つ目に つい ては 最後 の問 答で一 説と して 紹介 する という 方法 をと って いる 。

親鸞 二 十六 歳 の伝 承 は、 どちら も赤 山明神 での出 来事 を指 しては いる が 、『宗義 相承 記』に 「化女 告

命 」と 表記 され ている のに 対し て 、
『 相承図 記』 には 「赤 山伝 法」と 表記 され てい る。

『宗 義相 承記 』は三 重口 訣を 六角 夢想 にのみ に関 わる 口伝 では なく、 四箇 伝す べて に関 わる 口伝 であ

る と する の に対 して 、『 相 承図 記』 では 「六 角ノ三 重口訣 」と して、 六角 夢想 に関す る口 伝であ ると
伝え てい る。

『 宗 義相 承 記』 は 四箇 附庸 を六角 夢想 の伝に 限る と明 言して いる が 、『 相承 図記』 は六角 夢想 を含 む

所 謂「四 箇伝 」と 四箇 附庸 とを併 せて 、本 末八 箇の 伝法と まと めて いる 。

この よう に、 両書 とも 寂玄 の著 述と考 えら れて いる が、 その内 容は 伝承 と口 伝の 関係性 に対 する 捉え 方

に違 いが み られ る。 すで に述べ てい るよう に 、『相承 図記 』は著 者を 寂玄 と明記 してい るの に対し て、 一

方の 『宗 義相 承記 』は 表記上 は定 専の 著述 とな ってい るも のを 、寂 玄が 偽作し たも のと 考え られ てい るの

である が、 それ に関 する 明確 な根 拠は述 べら れて いな い。 しかし これ によ って 、両 書はそ れぞ れ別 の人 物

に よっ て 、す な わち『 相承 図記』 が奥 書通り 寂玄 による もの である なら ば 、『 宗義 相承記 』は それ以 外の
人物に よっ て著 され たも のと 考え ること がで きる ので はな かろ うか 。

と こ ろで 『相 承 図記』 には 、『 正統伝 』に も記 されて いる 唯授一 人口訣 が行 われ たとい う日 時や場 所が

- 150 -

（２）

（３）

（４）

同二年庚寅四
月五日夜五更

同朝正喜二年戊午
四月五日夜五更

二二十二歳
一之 御 時

二
於 二西洞院 一
専空上 人口 訣相 承

同朝正元々年巳未
四月五日夜五更

於西 洞院 御房御 自画 影前 顕智 上人 口訣 相承

唯授一人口訣授 二与真仏

次の よう に記 され ている 。
①五 十八歳

②八 十六 歳

③八 十七 歳

一

（『相承図記 』一三丁ウ ）

（『相承図記 』一四丁ウ ）

（『相承図記 』一五丁オ ）

一

（『相承図記 』一五丁オ）

顕智 ニ於二十一通 ノ口訣及高田 ノ住職
シタマフ

之
シタマフ

テ
二
④ （八十 六歳 秋九 月） 於 二
三条 富小路 善法 院 一
附 二与

専空上人三十余通之切紙相 二承

八十九代亀山院
弘長元年辛酉

〔（）内は筆者〕

⑤八 十九歳

（『相承図記 』一五丁オ ）

①か ら③ の内容 は『 正統 伝』 が伝 えるも のと 同様 の内 容で ある。 中で も② と③ に関 しては 、第 二項 にお

い て顕 智と専 空の 西洞 院御 坊で の口訣 相承 の時 期が 、建 長七年 （一 二五 五） の火 災によ って 親鸞 が西 洞院

から三 条富 小路 の善 法坊 に移 り住 んだ後 のこ とで ある こと から 、歴 史的事 実と のず れが 生じて いる と指 摘

したものと同じ時期と場所を伝えている。ところが④ 、⑤に記される内容は 、
『正統伝 』にも、或いは『相
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承図 記』 にも 記さ れてい ない もの であ る。 すなわ ち顕 智と 専空 が唯 授一人 口訣 を相 承し た後 、そ れぞ れさ

らに 二十 一 通と 三十 余通 の切紙 相承 を受け たこ とを伝 える もの である 。『相承 図記 』は このよ うな かたち

で 前項の 『宗 義相 承記 』で みられ た「 切紙 」の 相承 を伝え てい るの であ る。 このよ うに 、本 書か らも 切紙

の存在 を垣 間見 るこ とが でき るの である が、 やは り現 存し ない 以上、 その よう なも のが 実際に 存在 した か
ど うか の真偽 は定 かで はな いの が現状 であ る。
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第 四節
平 松令 三氏 の所論 に対 して

口伝 に関 する 諸問題 ―口 伝 資料の 検討 を通 して ―

第 一項

すで に口 伝資 料に関 して は、 平松 令三 氏が論 文「 唯授 一人 口訣 相承に つい て」 にお いて 、口伝 はい つど

の ように して 成立し たの かと の問い を立て 、『 撮要 』、『 正統伝 』、『 宗義相 承記 』の 対比を通して検 討を加
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えて いる 。平松 氏は まず 『撮 要』 と『正 統伝 』の 対比 から 、

こ の 両書 が 深い か かわ り 合い を持 つ ことは 一目瞭 然で ある 。これ から みると 、『 正統 伝』に 記され た

口 伝口訣 の類 には 、先 行す るもの があ って 、良 空は これを とり こん で自 家薬 籠中の もの とし よう とし
たこと はも はや 言う まで もな かろう 。

重 口 訣」 は 彼五 天良 空 自 身が 作り 出し たので はな いか という こと である 。（ 略）普 門の 『絵伝 撮要 』

る 。その点 、同じ口伝と言っても次元がちがっている 、とも言えよう 。そこで思うことは 、そんな「三

『 撮要 』の 具体 的即物 的な 口伝 にく らべ て、こ れ（ 三重 口訣 ）は 抽象的 、概 念的 であ り、 理論的 であ

ことか ら、

と述 べ、 次に 『撮 要』と 『宗 義相 承記 』の 対比を 通し て、 これ らの 決定的 な違 いが 三重 口訣 の存 在に ある

*86

そ の他 多く の学者 の研 究成 果の 中か ら、口 伝類 を整 理し つつ 、換骨 奪胎 して 「三 重口 訣」と いう 理論

を主 軸とす る口 伝を 作り 出し 得る人 材は 、良 空を おい てほ かに 見出し 得な い 。
〔（）内は筆者〕

お り、 自然 発生 に近 い感 があ って、 一時 期前 の成 立と 見ら れよ う 。

時 伝承 さ れて い たも ので あ ろう 。 内容に 作為 的なと ころ がない のは 、「三 重口 訣」と 大き くちが って

良 空が 利用 した 『撮 要』 など に示さ れる 口伝 類は 、普 門の性 格か ら見 て、 彼の 創作で はな く、 その 当

『撮 要』に 示さ れる 口伝 をそ のま ま良空 が利 用し たも のと した 上で 、

成 果を 整 理し た 上で 作り 上げ た口伝 であ るとす る見解 を示 して いる 。また それ 以外の 口伝に 関し ては 、

とし て 、『 正統 伝』や 『宗 義相 承記』 に記さ れる 三重 口訣は 、良 空が『 撮要』 をは じめ とする 先哲 の研究
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て書か れた もの であ り、 しか もその 『撮 要』 はさ らに それ以 前か ら伝 えら れて いた伝 承を 根拠 とし て書か

れ たも のと す る 一方で 、『撮 要』 には述 べら れて いない 三重口 訣に 関して は、 良空 が作為 的に作 り上 げた
もので ある と指 摘す るの が平 松氏 の説で ある 。

確 かに 『撮要 』と 『宗 義相 承記 』の口 伝が 極め て対 照的 であ ると の見方 はも っと もで ある のだ が、す で

に述べているように 、この平松氏の見解は『正統伝 』における口伝の類をそのままとりまとめたものが『宗

義 相承 記』 である とみ る立 場か ら述 べられ たも ので あり 、そ もそも 筆者 はこ の点 に疑 問を抱 いて いる こと
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とみ てい る。 つま り『正 統伝 』と 『宗 義相 承記』 に示 され てい る口 伝の内 、四 箇附 庸は 『撮 要』 に基 づい

*89

から 、そ れに よっ て導き 出さ れた この 見解 には同 調し 難い 。そ こで 本項で は、 前節 で考 察し た口 伝資 料の
比較を 通し て、 筆者 の見 解を 示した い。

十三 個の口 伝
七 個の 相承

（白 衲伝 ・白 蓮伝 ・宿 報の 言の伝 ・玉 女の 伝・ 五更 の伝・

内 容不 明

三 尊不 離の 伝・ 東方 説法の 伝）

磯長 の夢 想偈

内容 不明

四箇 附庸 （聖僧 伝・ 白衲 白蓮 伝・ 宿報伝 ・玉 女伝 ）

三重 相伝（ 時機 相応 ・女 人往 生勧発 ・唯 授一 人口 訣）

磯長 夢想 の伝

六 角霊 夢

六 角堂 夢想 偈

六 角堂 夢想 偈

さ て、今 一度 口伝 資料 各書 が伝 える口 伝の 内容 をま とめ ると 次の ように なる 。

『撮 要』

『正 統伝』

『 宗義
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相承 記 』

『相 承 図 記 』

化 女告 命の 伝
六角 夢想の 伝
六 角霊 告の 伝

磯長 伝法
赤 山伝 法
六 角伝法
入 空師 室
宗 風興 起

三重口 訣（ 時機 相応 ・女 人往生 勧発 ・唯 授一 人口 訣）

磯 長伝 法
赤 山伝法
六 角伝 法
玉 日姫 美玉伝 授

四箇 を成る 義

四箇 附庸 （聖 僧伝・ 白衲 白蓮 伝・ 宿報 伝・玉 女伝 ）

三箇 の伝 法

二箇 の師 資相 承

三 重口 訣

四箇 附庸

全 てに 共通し てい える こと は、 どの書 にお いて も口 伝と 六角 夢想 が深く 関わ って いる 点で ある 。中で も

『宗義 相承 記』 には 、親 鸞が 六角 堂で救 世菩 薩か ら夢 想偈 を受 け、 妻帯に 至っ たこ とを 、阿弥 陀仏 が願 わ

れ た時 機相 応の教 化の かた ちで あり 、すべ ての 衆生 に往 生を 願わし める 近道 であ ると 伝える のが 、時 機相
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応と 女人 往生 勧発 の二つ の口 伝で ある と示 されて おり 、
『撮要 』や『正統伝』は詳細こそ伝えていないが 、

書きぶ りか らい えば 同様 の内 容を伝 える もの であ ると 推測す るこ とが でき る。 ここか ら、 高田 派に 伝わ る

と される 口伝 の内 容と は、 一言で いえ ば親 鸞の 妻帯 に関す るも ので ある とい うこと がで きる ので ある 。

とこ ろが 右図 のよう に、 それ ぞれ の展 開には 違い があ るこ とが わかる 。す なわ ち『 撮要 』と『 正統 伝』

の 場 合 で あ れ ば 、『 撮 要 』 が 伝 え る 六 角 夢 想 偈 に 関 す る 十 三 個 の 口 伝 と 七 個 の 相 承 は 、『 正 統 伝 』 に お い

て訂 正され 、正 しく は三 重相 伝と 四箇附 庸で ある とさ れて いる 。ま た『正 統伝 』は さら に、 磯長夢 想の 偈

文 と玉 日姫 が六 角堂参 籠に おい て受 けた 夢告に 関し ても 口伝 があ ること を伝 えて いる 。た だしそ れに 関す
る詳 細は 明かで はな い。

一 方 『正 統 伝』 と『宗 義相 承記 』では 、『 宗義 相承 記』が 『正 統伝』 をそ のまま 受け 継ぐか のよ うに三

重口 訣と 四箇 附庸 を掲げ てい るが 、六 角夢 想のほ かに 磯長 夢想 、化 女告命 、六 角霊 告の 三つ の伝 を挙 げ、

三重口 訣は この 四つ の伝 すべ てに通 じる 口伝 であ ると 伝えて いる 。な お、 この 四つの 伝の 内、 化女 告命の
伝（ 赤山 明神 での 告命 ）は『 正統 伝』 には 掲載 すらさ れて いな い伝 承で ある。

その 中で 『相承 図記 』だ けは 他の 書物と その 内容 を若 干異 にして おり 、法 然門 下へ の入室 と宗 風興 起の

二 つが 新 たに 二 箇の師 資相 承とし て挙 げられ てい る。ま た伝 承に関 して は 、『 正統 伝』や 『宗 義相承 記』

が挙げ る玉 日姫 の六 角堂 夢告 が挙 げられ てお らず 、三 箇の 伝法 とさ れてい る。 さら にそ の他の 一説 とし て

挙 げら れて いるも のは 、概 ね『 宗義 相承記 』と 同じ 内容 であ るが、 三重 口訣 の位 置付 けに関 して は『 宗義
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相承 記』 とは 異な り 、
『 正統伝 』と 同様 、六 角夢 想に 関する 口伝 であ ると して いる 。

以上 のこ と か らわか るよう に 、『正統 伝』 と『宗 義相承 記』 では口 伝の 捉え 方に決 定的 な違い があり 、

しかもそこには『正統伝 』が伝えていない内容を含んでいることから、これによって『宗義相承記 』を『正

統伝 』 の口 伝の 類を まと めた 書物と する 位置付 けは成 立し ない といえ よう 。また 、『撮 要』に は十三 個の

口 伝が 存在し てい る事 実が 書か れてい るだ けで あっ て、 その内 容に は一 切触 れら れてお らず 、そ れが 必ず

しも 三重口 訣の 内容 を含 まな いと は限ら ない こと から 、こ れを もっ て三重 口訣 のみ を取 り上 げて、 良空 の
作 為に よる もの とする 平松 氏の 見解 は早 計では なか ろう かと 考え る。

ただ し、 平松 氏が 指摘 する ように 、良 空が 何ら かの 鍵を握 って いる 可能 性は 否めな い。 そこ で筆 者は、

『 正統 伝』 にお ける 最大の 批判 対象 であ り、 秘事法 門疑 惑の 根拠 とも なった 「入 親鸞 位」 とい う表現 に注

目し た。 これ は唯 授一人 口訣 相承 を受 けた 歴代法 主を 指し て用 いら れた表 現で ある が、 これ が使 われ てい

るのは 『正 統伝 』だ けで あり 、その 他の 口伝 資料 には 一切み られ ない 言葉 であ る。と りわ け『 正統 伝』以

降の 成立 と考 えら れて いる『 宗義 相承 記』 や『 相承図 記』 がこ の表 現を 用いて いな いの は注 意す べき 点で

あろう 。と いう のも 、従 来言 われ てきた よう に、 高田 派に 唯授一 人の 口訣 相承 が伝 わって いる とす るこ と

が 高田 系門侶 の優 越の 立場 を論 証する ため のも ので ある ならば 、こ の語 は「 唯授 一人口 訣」 の語 と対 にな

って重 要な 役割 を占 めて いる と思 われる し、 そも そも この 表現 のイ ンパク トを 考え ると 、もし 『正 統伝 』

を みた 人物 がそれ を参 考に 『宗 義相 承記』 或い は『 相承 図記 』を書 いた ので あれ ば、 そのま ま用 いる のが
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自然 では ない かと 思われ るか らで ある 。ま た逆に 、も し良 空が 『正 統伝』 に伝 える よう に、 口伝 相承 の上

で「入 親鸞 位」 なる 位が 与え られる 事実 があ った と仮 定すれ ば、 当然 その 他の 書もこ のこ とを 伝え てい る

は ずであ る。 平松 氏は この 点を一 切指 摘し てい ない が、筆 者は 以上 のよ うな 根拠か ら、 良空 が作 り上 げた
のはむ しろ この 「入 親鸞 位」 とい う表現 であ った ので はな いか と考え てい る。

さて、
『 正統 伝』は 一巻 の冒 頭に おい て、 次の よう な記述 によ って 高田 派と 他派 とを比 較し てい る。

其口 宣今 現ニ 在之 、即唯 授一 人口 訣相 承ノ 家ニテ 、血 脈ノ 正統 タル コト、 一天 ニ肩 比フ ル者 ナシ 。他

ノ 四 派（ 仏 光寺 、 本願 寺 、錦 織寺 、越 州派 ）ハ、 悉ク 当家 ヨリ伝 法セ リ 。（ 略） 他流ニ ハ、面 授ノ 親

聞ナク、附法ノ正家ニ匪ル故ニ、聖人在世以来ノ故実ヲ知コトナシ 。〔（）内は筆者〕

（『史料集成 』第七巻 、三一二頁）

こ のよ う に高 田派 を「 唯授一 人口訣 相承 の家」 と表 現し 、「 面授の 親聞 」によ って血 脈の 正統で ある と
位置付 けて いる 。或 いは 磯長 夢想の 記述 に、

十 九歳 磯長 ノ告 命ノ一 事ハ 、千 歳未 聞ノ 秘説ナ リト 雖ト モ、 アマ リニ邪 秘ス ルト キハ 、莫邪 ヲ豊 城ニ

銷シ 、魯 論ヲ孔 壁ニ 亡フ 失ア ラン カ。故 ニ今 コヽ ニ記 シテ 其聞 ヲ天下 ニ弘 クス 。

（『史料集成 』第七巻 、三一九頁）

として 莫邪 の剣 の逸 話や 、孔 子が 焚書を 避け て論 語を 壁に 埋め たと いう説 話を 喩え に挙 げ、千 歳未 聞の 秘

説 であ る磯 長の夢 告を ここ に掲 載し たのは 、そ れを 天下 に広 め、知 らし める ため であ ると述 べて いる 。
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ここ から 筆者 は、 良空 と『 正統 伝』の 記述 につ いて 、従 来の 『正統 伝』 に対 する 見解 、すな わち 高田 派

の正統 性を 主張 し、 優位 性を 高める こと を最 大の 意図 として 、そ れを 助長 する ものと して 口伝 を取 り上 げ

た とする 捉え 方よ りも 、む しろ良 空に は、 高田 派に 親鸞面 授の 直弟 であ る真 仏、顕 智、 専空 が受 けた 直授

の口伝 が存 在し てい ると する 何ら かの根 拠が 大前 提と して あり 、その 口伝 を武 器と して 他派の 者は 聞き 得

な かっ た親鸞 在世 中の 出来 事を 記し、 一般 に広 める こと によっ て、 確固 たる 高田 派の地 位を 確立 する 意図

があっ たの では なかろ うか と考え る。そ こで 推測 するの は 、『撮 要 』、『正統伝 』、『宗義相承記 』、『相承図
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記 』の 全て を繋 ぎ得る 、何 かし らの 資料 の存在 であ る。 平松 氏が 指摘す るそ れと の大 きな 違いは 、三 重口

訣を も含 む内容 のも ので ある とい う点で ある 。そ のよ うな もの が口 伝資料 が成 立し たと 考え られ る江戸 時

代 の 段階 で は、 残さ れて いた ので はなか ろう か 。 そして 良空は それ をう まく利 用し 、さら に口伝 の価 値

近 世初 期高 田派 にお ける 口伝の あり 方

さて 、こ こま で口 伝資 料の 検討 を通し て平 松氏 の見 解に 対する 私見 を述 べて きた が、そ もそ も大 原性 実

第二 項

事法門 」感 を助 長す る結 果と なって しま った と考 えら れる。

を高める意図で「入親鸞位 」のような表現を独自に作り上げたのではなかろうか 。しかしそれが逆に 、
「秘

*90

氏や 重松 明久 氏ら の指摘 に代 表さ れる よう な秘事 法門 疑惑 の種 であ ったた めか 、従 来高 田派 に口 伝が ある

ことが 伝え られ た歴 史は ほと んど論 じら れる こと がな かった 。そ の点 で口 伝資 料の発 生時 期を 絞り 込み 、

秘 事法門 疑惑 の根 本問 題を 明確化 した 平松 氏の 研究 は高く 評価 され るべ きで ある。 しか し一 方で 、平 松氏

の見解 には 、口 伝を 相承 して いる ことが すな わち 秘事 法門 を内 包して いる こと であ るか のよう に捉 えて い

る 傾向 があり 、そ の結 果秘 事法 門疑惑 を否 定す るた めに 口伝そ のも のの 真偽 を論 じるこ とに 終始 して しま
って いるよ うに 思わ れる 。

こ れに 対し て筆 者は、 高田 派教 学の 歴史 の中で 口伝 が重 視さ れた 時期が あっ たと いう 確固 たる 事実 が置

き去 りに されて しま って いる 点を 指摘し たい 。実 際、 今で こそ 批判 的な見 解が 多い 『正 統伝 』で あるが 、

当時は多くの人々に受け容れられ、ベストセラーの親鸞伝として読まれていたことは間違いない 。また『宗

義相 承記 』が 幾人 かの学 僧に よっ て書 写さ れ、そ の写 本が 現在 も数 ヶ寺の 末寺 に所 蔵さ れて いる こと は紛

れもな い事 実で あり 、こ れは その原 本と なっ たも のが 当時派 内で 流布 して いた 可能性 が高 いこ とを 示唆し

てい ると いえ よう 。こ のよう な口 伝資 料の 実態 がある 以上 、高 田派 教学 の歴史 の一 部分 に口 伝を 重視 する
時期が 存在 した こと は、 事実 とし て認め られ なけ れば なら ないで あろ う。

実 際、 真宗に おい て口 伝の 存在 がみら れる のは 、本 論で 取り 上げ た口伝 資料 に限 った こと では ない。 例

えば覚如が著したことで知られる『口伝鈔』はまさにその一つであるし、『歎異抄』の序文には、

．師
．口
．伝
．之
．真
．信
．．、思 有 後学相 続之 疑惑 、幸不 依 有縁知識 者、
窃 廻 二愚案 一粗勘 二古今 一、 歎 レ異 二先
一
レ
二
一
レ
二
一
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争得 レ入 二易行一門 一哉 。〔傍点筆者〕

（『真聖全 』二 、七七三頁 ）

と して「 口伝 」の 語が 出て くる。 また 本願 寺派 と大 谷派に は、 伝承 方法 に口 伝を用 いた とさ れる 相伝 教学

と呼ば れる 教学 も存 在す る。 相伝 教学と は、 蓮如 が我 が子 等に 対して 説い た教 えが 、蓮 如の没 後に 整理 さ

れ、江戸中期まで伝えられてきたとされる教学である 。さらに近年の研究によって、近世本願寺派に『浄

摘 され てい る 。

土真 宗百通 切紙 』と 題し て口 伝の 内容が 書か れた 切紙 を取 りま とめ て刊行 され た書 物が 存在 したこ とも 指

*91

或い は三 浦真 証氏 は、 論文 「近世 初期 真宗 教学 の変 貌―『 私観 子』 から の考 察―」 にお いて 、本 願寺派

教 学が 中世 から 近世 へと変 貌す る鍵 が、 中世 の口伝 重視 の学 問観 から 近世の 出版 文化 の隆 盛へ の変化 のな

かに ある と指 摘し 、近世 初期 本願 寺派 にみ られた とい う口 伝を 重視 する学 問観 が否 定さ れて いく きっ かけ

を 、「承 応 の鬩 牆」 との関 わり にお いて論 じてい る。 このよ うな 視点 から考 えると 、同 じく近 世初 期頃 の

成立 であ る『 撮要 』や 『正統 伝』 にお いて 口伝 が取り 沙汰 され てい るこ とは、 何ら 不思 議な こと では ない
といえ よう 。

で は高 田派教 学の 歴史 の中 で口 伝が重 視さ れた 時期 とは 、具 体的 にはい つ頃 のこ とで あろ うか 。この こ

とを 検 討す る上 で注 目し てお きたい のは 、高田 本『 口伝鈔 』の 存在 である 。『口 伝鈔』 とい えば、 覚如 が

元 弘元 年（ 一三三 一） の報 恩講 にお いて口 授し た内 容を 門弟 の乗専 が書 き記 した もの （以下 、本 願寺 本）

- 162 -

*92

と して 知ら れ てい るが 、高田 本『 口伝鈔 』（ 以下、 高田 本）は それを 正和 元年 （一三 一二 ）の専 空自筆 本

として 伝え るも ので ある 。内 容は本 願寺 本が 、親 鸞が 如信に 語っ たも のと して 伝えて いる のに 対し て、 高
田 本は親 鸞が 真仏 ・顕 智に 語った もの とし て伝 えて いる。

さて 、『 口伝 鈔』に つい ては 、佐藤 哲英氏 の著 書『 口伝鈔 の研 究』が 知られ るが 、佐 藤氏は 本書 におい

て 高田 本 につ い ても 検討 を加 えてい る 。 この中 で佐 藤氏は 、高 田本 に意図 的と は思え ない脱 文が ある こ

とか ら専空 自筆 説を 否定 し、 何ら かの底 本を 写し 取っ たも のと みて 、①高 田本 、② 本願 寺本 、③乗 専書 写

の 本願 寺本 （以 下、乗 専古 写本 ）の 三点 を対比 し、 この 対比 を通 して高 田本 と乗 専古 写本 とに極 めて 近似

の関 係性 が見出 せる こと を指 摘し て、覚 如と 乗専 によ って 振り 仮名 付きの 聖教 形態 が整 えら れた ものが 今

の 本願 寺本 であ り、 乗専古 写本 のよ うな 一写 本を底 本と して 高田 派流 に改め たも のが 、高 田本 である と位

置付 けて いる 。さ らに佐 藤氏 は、 本願 寺本 が「本 願寺 ノ上 人親 鸞」 とする とこ ろを 高田 本が 「高 田ノ 聖人

親鸞」 とし ている 点に注 目し 、「ここ には 親鸞聖 人を 「高田 の開 山」と みる 思想が ほの みられ る 」、「その

背景 に本 願寺 に対 抗す る高田 意識 の高 揚が 考え られる 」と 指摘 して 、そ のよう な対 抗意 識を 高揚 する 必要
性が出 てき た時 代に つい て、

鎌 倉末 期の 専空 時代 は本願 寺に 対抗 する 高田 意識の 高揚 をさ して 必要 としな い時 代で あっ た。 そして

室町 中期 の真 恵時 代にな ると 、高 田意 識が 漸く高 揚す る時 代に なっ ている 。し かる に文 明四 年（ 一四

七 二） に真 恵が 著し た『 顕正 流義鈔 』に は、 高田 の開 山を真 仏と し、 親鸞 ―真仏 ―顕 智の 三代 伝持 を
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強 調し てい るが、 高田 の開 山を 親鸞 とみる 思想 はま だ現 れて いない 。

と述 べて い る。 すな わち 、真慧 の頃 に高田 意識 が高揚 する 時代 を迎え ている もの の 、『顕正 流義 鈔』に は

依然として親鸞を開山とする思想がみられないことから、高田本の成立を『顕正流義鈔 』の成立よりは後 、

つまり 室町 末期 では ない かと 指摘 するも ので ある 。従 来高 田本 と本願 寺本 をめ ぐっ ては 、高田 本原 作説 と

本 願寺 本原作 説の 二説 が争 われ てきた が、 この 佐藤 氏の 研究で もっ て現 在は 本願 寺本を 『口 伝鈔 』の 原作
と考 えるの が一 般的 であ ると いえ る。

さ て、 この 佐藤 氏の見 解の 中で 筆者 が注 目した いの は、 高田 本の 成立時 期で ある 。高 田本 には 、専 空自

筆と され る所謂 高田 本の 他に 、鈴 鹿市青 龍寺 所蔵 の写 本と 寛保 三年 の刊本 が存 在し てい るの であ るが、 前

者 の 写本 は 慶安 年間 （一 六四 八～ 一六五 二） 頃に書 写さ れたも の 、 後者 の刊本 は寛 保三年 （一七 四三 ）

って から 注目 され たこ とを示 して いる とい える のでは ない だろ うか 。し かも時 期的 には 本論 文で みて きた

口伝資料の成立時期と極めて近いことから 、高田本の書写 、或いは刊行もまた 、口伝資料の成立と同様に 、

近 世初 期高田 派に おけ る口 伝重 視の傾 向の 一端 を担 って いると 考え るこ とが でき るので はな かろ うか 。

そこ でこ のよ うに 口伝が 重視 され たと 考え られる 時期 を、 高田 本『 口伝鈔 』並 びに 口伝 資料を 通し て推

測 して みた い。そ れぞ れの 成立 時期 、或い は書 写さ れた 時期 をわか って いる 範囲 で年 表にし てみ ると 次の
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に 一身 田の 雑 華堂 か ら刊 行され たもの と考 えられ てい る 。 どち らも佐 藤氏が 推定 する 高田本 成立 時期か

*95

ら考え ると 随分 時代 が下 って からの もの であ るこ とが わかる が、 この こと は高 田本『 口伝 鈔』 が近 世に入
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寛保三 年

寛保 二年

享 保二 年

正徳 五年

延 宝八 年頃

慶安 元年 ～承 応元 年

年号

一八 三一

一 七四三

一七 四二

一七 一七

一七一 五

一六 八〇 頃

一 六四 八～ 一六 五二

西暦

中 山寺 所蔵 『高田 一流 宗義 相承 記』書 写

中山 寺所 蔵『 浄土真 宗相 承図 記』 書写

高 田本『 口伝 鈔』 刊行

『浄 土真 宗相承 図記 』成 立

『高 田開 山親 鸞聖 人正 統伝』 開板

『高田 開山 親鸞 聖人 正統 伝』成 立

『高 田絵 伝撮 要』 成立

青 龍寺 所蔵 高田 本『 口伝鈔 』書 写

よう にな る。

天保 二年

一 八五 二

関 連事項

嘉永 五年

後 に『 正統 伝』な どが 受け 継い でい くと考 えら れる 六角 夢想 の口 伝を伝 える もの は、 管見 の限 り平 松氏
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が指 摘す る『 撮要 』が最 初で ある と考 えら れる。 しか し高 田本 『口 伝鈔』 の書 写が それ より 数十 年前 のこ

とで ある こ とか ら 、「親鸞 から の口伝 を受け 継い でい るのは 本願 寺派で はな く高田 派で ある」 との 考えが

す でに こ の頃 か らあっ たと みてよ いであ ろう 。そ こから 約二 十年～ 三十年 程後 に『 撮要』 の成 立 、『 正統

伝』の開板 、
『相承図記 』の成立と続く 。また高田本『口伝鈔』の刊行は『相承図記 』成立の翌年であり 、
こ こか らもこ の書 が口 伝重 視の 傾向と 関わ りが ある こと を推測 でき る。

一方 『宗 義相 承記 』は、 その 原本 の成 立時 期こそ 未詳 であ るが 、今 回資料 とし て用 いた 中山 寺所蔵 本の

他 に四 ヶ寺 の末 寺が写 本を 所蔵 して いる ことが 平松 氏の 調査 によ ってわ かっ てお り、 それ らはど れも 江戸

末期 に書 かれた もの であ ると され ている 。本 項の はじ めに 『宗 義相 承記』 の原 本と なっ たも のが 派内で 流

布 して いた 可能 性を 指摘し たが 、こ れら の写 本の成 立時 期か ら推 測す ると、 それ が出 回っ たの は江戸 末期
頃だ った ので はな いだろ うか 。

以上 のこと から 、結 論と して は江戸 期を 通し て高 田派 では口 伝が 重要 な意 味を 持って いた こと が推 測で

きる わけ だが 、と りわ け江戸 初期 頃に 成立 した 口伝資 料が 江戸 中期 から 後期に かけ て注 目さ れ、 書写 され

たとみ るこ とが でき よう 。ま た筆 者は、 この 口伝 重視 の背 景には 常に 他派 、特 に本 願寺派 に対 する 対抗 意

識 があ ったの では ない かと 考え る。そ のこ とは 佐藤 氏の 指摘に もあ るよ うに 、す でに高 田本 『口 伝鈔 』の

存在が 顕著 に物 語っ てい ると いえ るが、 さら には 高田 派に おけ る口 伝資料 の成 立が 、三 浦氏が 指摘 する 当

時 の本 願寺 派の口 伝重 視の 学問 観を 意識し たこ とに 起因 する もので はな いか とも 推測 するこ とが でき るか
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らで ある 。

ただ し、本 願寺 派の 口伝 と高 田派の 口伝 には 異な る点 がある 。す なわ ち本 願寺 派の口 伝が 法義 内容 の伝

授 におけ るも ので あっ たの に対し て、 本願 寺本 を写 し変え て書 かれ たと いわ れる高 田本 『口 伝鈔 』や 『十

個秘事 書』 は例 外と して 、そ の他 の口伝 資料 が伝 える のは 親鸞 の妻帯 に関 する もの 、す なわち 真宗 行儀 に

関 する 内容の もの であ ると いう ことで ある 。こ れは 本論 文で指 摘す ると ころ の、 高田派 のみ に存 在し た何

らか の資料 に基 づい た結 果で ある と思わ れる が、 或い は現 存す ると ころで いえ ば、 親鸞 の妻 帯に関 わる 資
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料 であ り、 高田 派のみ に伝 えら れて いた とされ る「 三夢 記」 や六 角堂夢 想偈 文の 存在 もま た、そ の一 因を
担っ てい るので はな いだ ろう か。

こ のよ うに して 高田 派には 、口 伝が 重要 な意 味を持 ち、 それ を重 視し た時期 があ った こと が知 られ る。

これ につ いて 本項 では、 特に 江戸 初期 頃に 成立し た口 伝資 料が 、江 戸中期 から 後期 にか けて 、長 く影 響を

与え続 けて いた こと 、ま たそ の背景 には 他派 に対 する 対抗意 識と 、高 田派 のみ が所有 して いた と考 えられ
る口 伝の 根拠 とな り得 る資料 の存 在が あっ たこ とを指 摘し た。

なお 近年 の研究 にお いて は、 近世 の出版 文化 の発 達に 伴い 、中世 の写 本を 中心 とす る口伝 法門 重視 の学

問 観が 衰 退し た とす る指 摘が なされ てお り 、同 様の ことは 本願 寺派 につい ても指 摘さ れてい る。 その こ

近 世初 期真 宗教 学と は、 中世 的学問 観で ある 口伝 を尊 重する あり 方か ら、 出版文 化の 影響 を受 けて 文

とに言 及す る三 浦氏 は近 世初 期の 本願寺 派教 学を 、

*98

献 学的 客観 的学問 観を 形成 した 、ま さに中 世か ら「 変貌 」し た教学 であ った ので ある 。

と位置 付け てい るが 、高 田派 に関し ては また 違っ た教 学的展 開を たど って いる といえ よう 。
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小結

本 章で は高 田派 におけ る口 伝の 伝持 を伝 える書 物に 焦点 を当 てて 検討を 加え てき た。

従来の研究では 、高田派の口伝は常に秘事法門疑惑と共に論じられてきている。その発端となったのが 、

第一節 で取 り上 げた 『十 個秘事 書』 であ った 。大 正元年 に山 田文 昭氏 によ って発 見さ れた 本書 は、 中興で

ある 真慧 の秘 事伝 授を伝 える 内容 であ った ために 、以 後、 高田 派秘 事法門 疑惑 の根 拠と され た。 しか しそ

の後の 研究 によ って 、本 書の 改竄の 跡は 明白 であ り、 高田派 後継 者争 いを 発端 とする 越前 専修 寺と 一身 田

専 修寺と の勢 力争 いを 背景 に作り 上げ られ たこ とは 疑う余 地が ない と指 摘さ れ、こ れに よっ て本 書は 偽作

と断定 され た。 とこ ろが 、本 書に よって 秘事 法門 疑惑 を唱 えた 研究者 が、 同時 に『 正統 伝』が 伝え る「 唯

授 一 人 口 訣 」、「 入 親 鸞 位 」 な ど の 表 現 を 秘 事 法 門 の 証 拠 の 一 つ と し て 取 り 上 げ た こ と に よ っ て 、 高 田 派

に口 伝が伝 わる とさ れる 伝承 その ものが 秘事 法門 の伝 持で ある かの ように 取り 扱わ れる こと となっ てし ま

っ た。 さ ら にこ れに 反論し た平 松令三 氏が、 秘事 法門 疑惑を 否定 する根 拠とし て 、『 正統 伝』に 記され る

口伝 の内 容は全 て著 者良 空の 作為 による もの であ ると する 見解 を発 表し、 口伝 相承 その もの に対 して否 定

的 な見 解を 示し たこ とによ って 、口 伝資 料が 残され てい る事 実そ のも のが完 全に 抹消 され てし まった とい
える 。
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とこ ろが この 平松 氏の 見解 には 、論拠 に疑 わし い点 や、 感情 論を含 んで いる と思 われ る点が あり 、今 一

度再検 討す る必要 性があ った 。そ こでま ず第 三節に おい て 、『撮要 』、『正統伝 』、『宗義相承記 』、『相承図

記 』を口 伝資 料と 位置 付け て検討 を加 え、 各書 が伝 える口 伝の 内容 を明 らか にした 上で 、そ の内 容を 通し

てそれぞれの対比を行った。これによって 、良空が作り上げたのは口訣相承を受けた者を表す「入親鸞位 」

な る表 現のみ であ って 、そ れ以 外は各 口伝 資料 の内 容の 全てを 繋ぎ 得る 、何 らか の資料 が参 考に され た可
能性 がある こと を指 摘し た。

またそもそも口伝相承の真偽以前に 、そのことを伝える『撮要』、
『正統伝 』等の書物や 、
『宗義相承記 』、

『相 承図 記』等 それ を書 写し た写 本が残 され てい るこ とは 紛れ もな い事実 であ り、 少な くと も高 田派の 歴

史 の中 で口 伝が 重視 された 時期 があ った こと は、教 学史 の一 側面 とし て認め られ なけ れば なら ないで あろ
う。

そこで第四節では 、他派の例を挙げて高田派の口伝の位置付けに検討を加えた 。すなわち『撮要 』や『正

統伝 』が 成立 した 江戸 初期頃 は、 真宗 他派 でも 法義の 伝授 にお いて 口伝 を重視 する 傾向 にあ った こと が指

摘され てい る時 代で あり 、む しろ 高田派 に口 伝資 料が 残さ れてい る背 景の 一つ には 、その よう な他 派に 対

す る対 抗意識 があ った ので はな いかと 推測 でき る 。
ま た他 派が 口伝 によっ て法 義を 伝え てい るの に対し て 、

高田派 が真 宗行 儀に 関す る内 容を 伝えて いる のは 、親 鸞の 妻帯 に関 わる「 三夢 記」 や六 角堂夢 想偈 文な ど
の 資料 を、 高田派 のみ が所 有し てい たこと に起 因す ると みて よいで あろ う。
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なお 、こ れら の高田 派所有 資料 に関し ては 、『 正統伝 』、『相 承図記 』の 成立 、或い は高 田本『 口伝 鈔』

刊行当 時の 法主 であ った 円猷 の事績 の一 つに 、高 田派 伝来の 法宝 物を 護持 し顕 彰しよ うと する 取り 組み が

あ り、真 仏筆 『経 釈文 聞書 』中の 「親 鸞夢 記」 や親 鸞直筆 「浄 肉文 」を 表装 して掛 け軸 にし たこ とが その

一例 と して 挙げ ら れる とい われて いる 。こ のこと もま た、六 角堂 夢想偈 文等 の資料 が当 時注目 を集 めて
い たこ とを裏 付け てい ると いえ よう。

さら に最 終項 では 、高田 本『 口伝 鈔』 の存 在も視 野に 入れ て考 察す ること によ って 、近 世初 期頃の 高田

派 では 口伝 が重 要な意 味を 持っ てお り、 とりわ け江 戸初 期に 成立 した口 伝資 料が 、江 戸中 期から 後期 にか
けて 影響 を及ぼ して いた との 結論 に至っ た。

と こ ろで 、『 正 統伝』 や『宗 義相 承記 』が伝 える 三重口 訣の 中の一 つ「 唯授一 人口 訣」の 内容 だけは 、

本章 で扱 った 口伝 資料で は明 らか にす るこ とがで きな かっ た。 とこ ろが、 江戸 中期 から 後期 にか けて 起こ

った 高田 派 戒律 復古 運動 の中で 、「唯授 一人 口訣」 は再び 大き な位置 を占 めて くるこ ととな る。 そこで 次

章で はこ の復 古運 動を 取り上 げ、 実際 に江 戸初 期に成 立し た口 伝資 料が その後 の高 田派 教学 の方 向性 にど

のよ う に影 響し てい るの かに ついて 検討を 加え ていき たい 。ま た同時 に 、「唯 授一人 口訣」 の内 容につ い
て も考 察を深 めて いき たい と思 う。
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*100

『 史料集成』第四巻、五九頁

秘事書の順序は 山田氏によって紹介される際に付さ れたものであるが、本論ではその順 序に従うこととする。

本 論 文 はこ の 書の 内 容 を明 ら かに す る 目的 で はな い た め 、『十 個 秘 事書 』 全通 の 内 容に 関 する 概 説 は省 略 する 。 全 文は

『史料集 成』第四巻一四〇～一四四頁参照。
平松令三「真慧上人に かかわる変造秘事書を追って」六一 ～六二頁

山 田文昭『真宗史の研究』一七二頁

山田文昭「真慧 上人より真智上人に伝へたる十箇の 秘事」四一頁

「同右」四三頁

「同右」 四四頁

山田文昭『前掲書』一 七三頁

大 原性実『秘事法門の研究』一〇二頁

日下無倫「真宗 高田門徒に於ける秘密相伝について 」五四頁

「同右」七四頁

「同右」 六二～六八頁

「同右」六八頁
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*3 *2 *1
*14 *13 *12 *11 *10 *9 *8 *7 *6 *5 *4

「同右」五五頁

『中外日報』第一五〇 九四号～第一五〇九六号

『同右』第一五〇一六号

『同右』第一五 〇九五号

高田学会「高田学会彙報」三 一～三四頁

染野光海 「高田正統の思想と秘密相伝に就 いて（上 ）
」一二～ 一三頁

重松明久『中世真宗思 想の研究』二七五～二七六頁

『同右』二七七～二七九頁

山田文昭『前掲 書』一六三頁

平松令三「前掲論文」六三頁

山田文昭 「前掲論文」四三～四四頁

平松令三「前掲論文」 六四頁

「 同右」六五～六六頁

山田文昭『前掲 書』一七一頁

平松令三「前掲論文」六九頁

「同右」 六九～七一頁
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「同右 」七五頁

*31 *30 *29 *28 *27 *26 *25 *24 *23 *22 *21 *20 *19 *18 *17 *16 *15

山田文昭『前掲書』一七〇頁

平松令 三「前掲論文」六八～六九頁

「同右」七二頁

『専修寺史要』四二～四四頁

文 明九 年 （一 四 七七 ） 六月 九 日に 後 土御 門天 皇より 「下 野国 専修寺 門流 事、 任先規 、不 可有 相違之 由、 天気 所候也 」

（『専修寺文書』二八（『史料集成』四、一六七頁 ）
）とし て、専 修寺住持 を認証 する旨の 綸旨が 下され た。後にこれが 例と

なって、住持継職の都度この綸旨が出されるようになったという（『史料集成』四、一七六頁）
。
『同右』第四巻、二三 頁

『同右』第四巻、二三頁

以上『専修寺史要』四二～四六頁 、『史料集成』第四巻、二三～二五頁 、『高田本山の法義と歴史』一七九～一八一頁等

参照。
平松令三 「前掲論文」七二頁

『史料集成』第四巻、 六〇頁

ルコト
レ

之」は 「故に人之を知ること無し」と訓む べきかと思うが 、
『史料集成』の ままとしておいた。

『 同右』第七巻、三〇頁

ニ
シ
「故 人
無 知

『史料集成』第七巻、三一頁

『同右』 第四巻、六一頁
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*36 *35 *34 *33 *32
*39 *38 *37
*45 *44 *43 *42 *41 *40

生桑完明「『経釈文聞書』の研究（下 ）
」一六～二五頁

大原性実『前掲書』二 一～二二頁

『同右』二二～二四頁

重松明久『前掲 書』二七五頁

『専修寺史要』二四～二五頁

重松明久 『前掲書』二七七頁

『同右』二七七頁

『同右』二七七～二八〇頁

平松 氏は論文「高田専修寺における聖教伝持上の一、二の問題」の中で、専修寺に伝わる古聖教の中には「顕智」と署

名のある 包紙で包まれたものが多く残されていることに注目し、それぞれの筆跡や製作時期を検討した結果、その包紙が

室 町中期に作られたものであることを明らかにし、これによって従来この 包紙を証拠として顕智伝持の聖教とされてきた

ものは、その証拠を失ったことになると述べている（四四三～四四七頁 ）。『続選択文義要鈔』もまた、この包紙を根拠と
し て顕智所持本と考えられてきたも のの一つである。
平松令三「唯授 一人口訣相承について」一九三頁

「同右」一九二頁

「同右」 一九〇～一九一頁
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『高田 の古徳』一七頁

*55 *54 *53 *52 *51 *50 *49 *48 *47 *46
*58 *57 *56

「同右」一九三～一九四頁

古田武彦『親鸞思想― その史料批判―』三～二〇頁

重松明久「「親鸞夢記」の成立」二一八～二三五頁

寺川幽芳「親鸞 伝と夢」二〇～二五頁

山田雅教 「再論
夢を 生きる』二五八～二六四頁

伝親鸞作「三夢記」の真 偽について」四七～四九頁

山田雅教「伝親鸞作「三夢記 」の真偽について」六四～六七頁

河合隼雄『明恵

その後良空によって開板された『親 鸞聖人正明伝』にも三つの夢告が掲 載されている。

古田武彦『前掲 書』三二頁

山田雅教「伝親鸞作「三夢記 」の真偽について」五九～六二頁

山田文昭 『真宗史稿』一五八頁

『同右』一五九～一六 〇頁

中 澤見明『真宗源流史論』三五九頁

『史料集成』第 七巻、二五頁

山田雅教「『親鸞聖人正明伝』の成立」八一六頁

「同右」 八一九頁
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「同右 」二〇六頁

*75 *74 *73 *72 *71 *70 *69 *68 *67 *66 *65 *64 *63 *62 *61 *60 *59

佐々木正『親鸞始記』八三頁

「同右」二七～四三頁

八十七歳の誤りか。

『史料集成』第 四巻、六〇頁

『同右』第四巻、六〇～六一 頁

『岩波仏 教辞典』二二七～二二八頁

平松令三「前掲論文」 一九九頁

山田雅教「伝親鸞作「三夢記」の真 偽について」六三頁

「同右」六三頁

平松令三「前掲論文」二〇四 頁

「同右」 二〇五頁

平松氏 は三重 口訣の 内、その 詳細が どの口 伝資料に も記さ れてい ない「唯 授一人 口訣」 について は 、
「中味 がわか らない

に しても、高田派 専修寺が民衆教化の殿堂として正しい伝統を受け継いでいることを説こうとするものであろう」との仮
説の上でこのよ うに分析している（平松令三「前掲 論文」二〇五頁 ）
。
平松令三「前掲論文」二〇六 頁

重 松明久氏 は『正 統伝』 と「三夢 記」に ついて 、
「 親鸞の三 夢を収 めた「 親鸞夢記 」は、 元来高 田専修寺 に伝わ ったもの
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塩谷菊美「『親鸞聖人正明伝』と知空著『御伝照蒙記』―「伝存覚作」の実態―」四〇頁

*88 *87 *86 *85 *84 *83 *82 *81 *80 *79 *78 *77 *76
*90 *89

と思われ る。高田系では、この文書を自派にのみ伝わる秘伝として、他派に向って誇示する傾向がある。正徳五年高田派

の 学僧五 天良空の 述作し た『親 鸞聖人正 統伝』 には、も ちろん 三夢と も明記さ れてい る 。
「 夢記」 中、最初 の親鸞 十九歳の

時の夢告を記したあとに、「私云、今此六句ノ文字ニツキテ、上古伝来ノ口訣アリ、高田一家ノ外、曾テ以テ他流ノ所知ニ

アラズ」とし、秘伝の口訣を伝えると強調している 。」（「「親鸞夢記」の成立」二二三頁）と述べて、
「三夢記」と口伝によ

って 高田派は自派を誇示する傾向にあると指摘しているが、筆者もこの見方にはある程度同調する部分がある。というの

も、この重松氏の見解のように、「三夢記」と口伝を同時に検討対象に挙げることによって、この口伝資料の原典となった

と 考えら れる資料 と 、
「 三夢記 」の原本 として 一部の研 究者に よって その存在 がささ やかれ るところ のもの との間 に、何ら
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かの関 係性を想定し得るからである。或いは両書の原典は一つであり、それをもとに書かれたのが口伝資料であり、その

中から三つの夢 告のみを抜粋したものが「三夢記」であるとの仮説を立てることも可能ではなかろうか。しかしこれはあ
くまでも推測に 過ぎず、今後の研究に譲りたい。

柴田秀昭「相伝教学の歴史的 経緯について―特に蓮淳・蓮芸の流 れを中心として―」九三頁

『同右』 九四頁

写し、末寺への公布を命じられていることから、本書の書写も大体この頃であると推定されている（『同右』九二頁 ）
。

写本 の筆者 である伯 宝（白 鳳とも 書く ）
（一 六二三 ～一六八 五）が 慶安二 年（一六 四九） に専修 寺所蔵『 三帖和 讃』を書

『 同右』一三〇頁

佐藤哲英『口伝鈔の研 究』九一～一三〇頁

石川力山 「真宗と禅宗の間―『浄土真宗百通 切紙』をめぐる諸問題―」参照。

*95 *94 *93 *92 *91
*96

『撮要』は成立年代が未詳で あるが、大体一六八〇年前後のこと であると思われる（第二節第一項参 照 ）
。

三浦真証「近世初期真 宗教学の変貌―『私観子』からの考 察―」七五頁

『円猷上人・円超上人遺芳』七一頁
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末木文 美士『近世の仏教―華ひらく思想と 文化―』一〇一～一〇二頁

*100*99 *98 *97

第 三章

高田 派にお ける 復古運動 の研 究

第三章
はじめ に

高 田 派 に お け る復 古 運 動 の 研 究

高田 派に は「 復古 運動 」と 呼ばれ る運 動が 宗門 を挙 げて行 われ た歴 史が ある 。当時 高田 派第 十八 世で あ

った円 遵（ 一七 四八 ～一 八一九 ）と 学僧 真淳 （一 七三六 ～一 八〇 七） が中心 とな って 取り 組ま れた。

復古 運動 とは 、
「宗祖の古に復る 」ことを目的とするもので、その内容は、高田派の歴代法主による「唯

授一人 口訣 」に よっ て戒 体の 秘訣が 師資 相承 され てい ること を根 拠と して 、高 田派歴 代の 伝戒 相承 を主 張

す るもの であ る。 この 運動 は戒律 を取 り上 げる とい うその 特異 性と 、か つ中心 人物 二人 の影 響力 の大 きさ

から、 当時 の高 田派 はも ちろ ん、 後の高 田派 教学 にも 大き な影響 を残 した と考 えら れる。

さ て、 従来の 高田 派教 学史 にお ける復 古運 動の 研究 とし ては 、小 妻隆文 氏の もの が挙 げら れる 。小妻 氏

の著書『円遵上人行実 』は、円遵一代に焦点を当て 、今日では現存しない資料にも幅広く目を通した上で 、

彼 の動 向を 中心 とした 当時 の出 来事 が体 系的に まと めら れた 書物で ある 。小 妻氏 の研 究以降 、今 日ま で特

に目 新し い見解 が提 示さ れる こと がなか った ため 、歴 史的 事実 ばか りでな く、 ここ に示 され る小 妻氏の 見

解 がそ のま ま今 日の 復古運 動に 対す る理 解と なって いる 。し かし 筆者 は、こ の運 動に はま だ検 討すべ き点
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が残 され てい るの ではな いか と考 える 。確 かに小 妻氏 の研 究は 、円 遵の時 代の 出来 事が 非常 によ く分 析さ

れてお り、 異論 を唱 える 隙は ないよ うに 思わ れる 。し かしそ れは あく まで も、 一時代 の出 来事 とし ての 復

古 運動の 見方 に過 ぎな いの ではな いだ ろう か。 すな わち前 後の 時代 を含 めた 広い視 野で 、高 田派 教学 史の

流れの 中の 一つ とし てこ の運 動を みたと き、 従来 とは また 異な った見 方が 与え られ るの ではな いか と考 え
る 。こ の問題 意識 が、 筆者 が本 章で復 古運 動を 取り 上げ た最大 の理 由で ある 。

とこ ろで 、こ の運 動が行 われ た根 拠の 一つ とされ てい る「 唯授 一人 口訣」 とい えば 、近 世初 期頃に 成立

し たと 考え られ る口伝 資料 にお いて 、歴 代法主 によ って 受け 継が れてき た三 つの 口伝 の内 の一つ とし て挙

げられていることは 、前章ですでに述べたところである 。しかしどの口伝資料もその内容を伝えておらず 、

前 章で はこ れが 何を 伝える 口伝 なの か、 その 真相を 明ら かに する こと ができ なか った 。そ の「 唯授一 人口

訣」 が、 何ら かの 関係性 によ り取 り上 げら れてい るこ の運 動は 、そ の内容 を探 る上 でも 、ま た前 章で 検討

した口 伝資 料が その 後の 宗門 に与え た影 響を 知る 上で も重要 な位 置を 占め てい るとい えよ う。

そこ で本 章で はま ず、 復古 運動 の全体 につ いて 中心 人物 二人 の略 歴と時 代背 景を 通し て概観 し、 さら に

復古運 動に 伴っ て著 され た『 下野 伝戒記 』と 『下 野大 戒秘 要』を 中心 に、 運動 の内 容を明 らか にす るこ と

に よっ て、復 古運 動が 行わ れた 意図、 目的 につ いて 考察 を深め てい く。 さら に、 前章で は明 らか にで きな

かった 「唯 授一 人口 訣」 につ いて も言及 し、 その 内容 を明 らか にす ると同 時に 、口 伝と 復古運 動と の関 係

性 に検 討を 加える こと によ って 、近 世高田 派教 学史 の流 れの 中で復 古運 動が いか に位 置付け られ るの かを
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明確 に示 して いき たい。
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第 一節
円 遵と 真淳

復古 運動 概説

第 一項

復古 運動 の時 代に法 主を 勤め 、さ らに その中 心人 物と して も重 要な位 置を 占め る円 遵は 、有栖 川宮 音仁

親 王の 第一 子とし て誕 生し 、高 田派 第十七 世円 猷（ 一六 九四 ～一七 五三 ）の 懇望 によ り、宝 暦三 年（ 一七

袍 服七條

智 慧光院 」 と して、 智慧 光
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五三 ） に専 修 寺に 入った 。同 八年 （一七 五八） 十一 歳のと きに 得度 してい る 。『円 遵上 人行実 』には 、当
時 の得 度 式 の式 次第 の記 録が 記載 されて おり 、そこ には「 戒師

のは よろ しく 悪を遠 さけ よと 切言 した とのこ とで ある 。無 上々 院宮（ 円遵 ）の 生涯 が極 めて 厳粛 な自

謙 虚よ く人 に下 り、且 つ身 を持 する こと 謹厳、 こと につ ねに 法類 の放逸 を誡 めて 、浄 土に 志す程 のも

ら、真 証が 円遵 に与 えた 影響 は大き いと 考え られ てい る。小 妻氏 は真 証に つい て、

て中 心的 役割 を果 たした とさ れる 人物 であ る。円 遵入 室後 は円 遵の 師範を 務め 、彼 を補 佐し てい たこ とか

もう一 人の 中心 人物 であ る真淳 の父 であ り、 十七 世円猷 の補 佐役 を務 め、 専修寺 阿弥 陀堂 の建 立等 におい

院真 証（ 一七 〇七～ 一七 六二 ）を 伝戒 師とし て、 受戒 した 旨が 記さ れてい る。 この 真証 とは 、こ の運 動の

*1

律的運動に終始したのはこの真証の影響が尠くなかったのではあるまいか 。〔（）内は筆者〕

*2

と述 べ、 紹介 して いる。

円遵は 得度 の後 、『高田 沂源 論 』（以下 『沂 源論 』）、『高田 三祖 伝 』（以下『三祖伝 』）等の書物を 立て続

け に 著 し 、 そ の 翌 年 に は 門 末 に 向 け て 『 慚 愧 御 書 』（『断 肉 御 書 』 と も い う ） を 下 し た 。 ど れ も 十 八 、 十
九歳の 頃で ある と考 えら れて いる 。
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在

［ママ］
イテ
下

祖意 ノ之所

ラ
上二

ナリト
一

ニ

将

［ママ］

頽
ニ
スルヲ上

聊 カ著
レナント

シ
ヲ
通 二
他 ノ妨難 一
、三
ニハ

ス
レ

使

［ママ］

後世之学者

メント
下

ス
正 ク明 二
大戒 ノ相承

ニハ

ヲ
一

（『沂源論』三丁オ ）

ヲ
此 ノ論 一
欲
ハシ
二

『 沂 源 論 』 の 題 名 で あ る 「 沂 源 」 と は 、「 祖 師 に 還 る 」 こ と を 意 味 し て い る 。『 沂 源 論 』 の 本 文 冒 頭 に
は、

知

［ママ］

シ
ヲ
破 二
末俗 ノ迷執 一
、二
ニハ

「他の 妨難を 通

にその まま 引用 され てい るた め、 全体の 概要 は省 略し 、詳 しく は次 節に譲 る。 さて 、本 書の冒 頭に は次 の
よ うな 一文 がある 。
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余雖 二不敏
ヲシテ

有 二三門 一、一

シテ

と述 べら れて おり 、題名 と併 せて 本書 の執 筆意図 を知 るこ とが でき る。全 体に つい て、
ヲ
祖意 一
略

スルニ

（『沂源論 』三丁オ～ウ ）

「末俗 の迷 執を破 す 」、

（２）

顕 二示

とし て 、そ の内 容が 大き く三 つに分 けられ てい る。す なわ ち

（１）

ず」、 「正しく大戒の相承を明かす 」の三段である 。なお、この書はその大半が真淳の『下野大戒秘要』

（３）

スト
二

我祖 ノ忠臣
ニ
一

ヲ
ト
後 世 一 類 ノ痴 人 局 二執 シ婬 酒 食 肉 一
以 テ為 二通 儀 一
時 ニ有

非

ミ
持 戒 精 進 ノ者 一咸 ク共 ニ嫉 レ
之

レハ
二

擯黜駈遣

レヲ

ル
至 レ
曰

シテ

フニ
レ

（『沂源論 』一丁オ ）

この よう にし て、持 戒者 を認 めず 、な おかつ 婬酒 食肉 を真 宗の 通儀で ある とす るこ とを 強く否 定し た上

で 、本 書では 一貫 して 僧侶 の行 儀が強 く誡 めら れる と同 時に、 宗門 の風 儀を 正す 内容が 説か れて いく 。

この 『 沂源 論 』と 『三祖 伝』は 、前 後して 著さ れた 同一年 次の製 作で あるが 、『沂 源論』 はど ういう わ
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け かあ まり 広く 読まれ るこ とが なか った ようで ある 。し かし 一方 の『三 祖伝 』は 、こ の『 沂源論 』の 所説

を親 鸞、 真仏、 顕智 の三 祖の 伝記 を通し て説 明す るこ とを 試み た書 物であ り、 真淳 によ って その 註釈書 が

著 され 、或 いは その 内容に 『沂 源論 』の 大部 分が引 用さ れる 等、 大い に普及 に努 めら れた 書物 である とさ
れて いる 。

と して 、 円遵 が 自ら 食肉を 断っ ていた ことが 記さ れて いる一 方で 、『 沂源論 』の 内容に 比べ 、僧侶 の肉 食

テ斉 シク 弥陀 国裏 ニ入リ 共ニ 蓮華 台ニ 遊バ ンコト 予ガ 深ク 庶幾 フト コロナ リ。

ス ルニ モア ラズ 。人 人ノ行 状在 家ニ 同ズ ルモ 在家ニ 同ゼ ザル モ（ 略） 各随分 ノ慚 愧ヲ 懐キ 同一 念仏シ

善精 進 ノ相 ヲ 現ズ ル ニハ アラ ズ 。（略 ）夫僧 徒タ リトイ ヘド モアナ ガチ ニ帯室 食肉 ヲ憚ル コト ヲ要ト

予 ガ自 ラ食 肉ヲ 遮スル ガ如 キモ 、唯 末徒 ノ放逸 ニ陥 ラン コト ヲ恐 レテ慚 愧ノ 一端 ヲ示 スノミ 。敢 テ賢

一方 『慚愧 御書 』に は、

*3

妻帯 が完 全に は否 定され てお らず 、出 家在 家関係 なく 分に 合っ た慚 愧を懐 いて 称名 する べき こと が諭 され

てい る。 こ の『 沂源 論』 と『慚 愧御 書』に おけ る差異 につ いて 小妻氏 は 、『沂源 論』 にあら われた 著者 の

強 い信念 に対 して 一部 から 批判や 異論 の声 が起 こり 、その 誤解 を解 くた めに 自身の 断肉 の心 境を 語り 、一
般に慚 愧と 念仏 を勧 めた もの が『 慚愧御 書』 であ ると みて いる 。

～一 七八九 ）が 著し た『 海学 堂臨 末口授 』 があ る。 本書に は『 慚愧 御書 』を 取り 上げて 、

と ころ で、こ のよ うな 円遵 に対 する門 末の 評判 を知 るこ とが でき る書物 に、 当時 の学 僧旭 弁（ 一七二 九

*4

大 法主 自ラ 御書 ヲ製 シ積 代ノ 謬解ヲ 正シ 、ソ ノウ ヘ御 自身肉 味ヲ 断ゼ ラレ テ宗 教熾ニ 起ル ノ由 。ソ ノ

コロ愚老ハ美濃ノ国ニアリテコレヲ承リ 、サテサテアリガタク心身喜躍ニ堪ヘズ 、其後当国ニ帰錫シ 、

親 シク 彼御 書ヲ 数遍 拝見 スル ニ、聖 人ノ 御在 世ニ 逢タ テマ ツル コヽチ シテ 感涙 数行 ニ及ビ ヌ。 老朽 ノ

身 ノ思 ヒ出デ ニハ 何ト ゾコ ノ御 書ヲ翼 賛シ 奉リ 一人 モ多 ク御宗 門ノ 正意 ヲ領 解サ セ度思 ヒ居 タル
〔句読 点は 筆者〕

（『海学堂臨末口授』二丁ウ～三丁オ ）

として 、円 遵に 対す る賞 賛の 言葉 が述べ られ てい る。 これ はあく まで も一 学僧 の一 意見に 過ぎ ない が、 円

遵 の姿 勢に対 して は一 部で 小妻 氏が指 摘す るよ うな 批判 の声が 挙が る一 方で 、こ のよう にし て支 持す る者
も多か った とい われ てい る。

円 遵は 生涯 このよ うな 姿勢 で、 教学 の振興 、門 徒の 教化 等、 高田 派教学 の興 隆に 尽力 し、 高田 派教 学の
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*5

全盛 時代 を築 き上 げたと され てい る。

この 円遵か ら絶 大な 信頼 を受 け、共 に復 古運 動の 中心 人物と なっ て取 り組 んだ のが真 淳で あっ た。 真淳

の 事績の 中で も 、
『下野伝戒記』と『下野大戒秘要 』の著述は 、円遵の命によるものであるとされている。

緻密な 戒律 研究 の成 果と 復古 運動 の根幹 を成 す学 説が 端的 に示 されて おり 、こ れら によ って復 古運 動の 全

貌 を知 り得る とい って も過 言で はなく 、数 少な い復 古運 動関係 資料 の中 でも 特に 重要な 書物 であ ると いえ
る。 なお、 真淳 の略 歴に 関し ては 第一章 第三 節を 参照 され たい 。

虎 年譜 』な る書物 は現 在所 在不 明で あり、 その 詳細 を知 るこ とはで きな い。 真淳 は京 都で何 を見 、何 を学

いたこ とを 真淳 自身 が書 き残 して いると いう ので ある 。し かし 残念 ながら 、小 妻氏 が参 照した とい う『 白

す なわ ち二人 が復 古運 動に 取り 組む十 年以 上も 前に 、真 淳は すで に京都 遊学 にお いて 復古 の志 を抱い て

*7
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と こ ろ で 真 淳 は 、 宝 暦 二 年 （ 一 七 五 二 ）、 十 六 歳 の 時 に 京 都 に 遊 学 し 、 さ ら に 同 六 年 （ 一 七 五 六 ）、 二

十歳 で再 び京都 に渡 り、 浄土 宗の 普寂（ 一七 〇七 ～一 七八 一） に就 いて倶 舎、 唯識 、華 厳を 学ん だとさ れ

ている 。この京都遊学について、『円遵上人行実』には次のように述べられている。

から一身田に帰ったことに注意しなければならぬ 。〔（）内は筆者〕

決 意の も とに 『 沂源 』『 三祖 』 の両 篇を 著した とき よりも 約十年 以前 に真 淳が同 様の 志を抱 いて京 都

の 事 は ）『 白 虎 年 譜 』 に 真 淳 自 身 が 書 き の こ し た 事 で あ る 。（ 略 ） 円 遵 上 人 が 宗 祖 の 源 に 沂 る と い う

宝 暦 六 年 に は 真 淳 は 年 二 十 一 歳 で 京 都 に 遊 び 、 革 弊 復 古 の 志 を 抱 い た と い う こ と で あ る 。（ 略 ）（ こ

*6

んで 、復 古の 志を 抱くこ とと なっ たの であ ろうか 。そ こで 、真 淳が 京都遊 学で 師事 した 諸師 を手 がか りと

復 古運 動の 時代 背景

して、 復古 運動 の背 景を 探っ てみた い。

第二 項

真淳 が二 度目 の京 都遊 学中 に師 事した とさ れる 普寂 は、 浄土 宗の学 僧で あり 、律 僧と しての 生涯 を送 っ

たとさ れる 人物 であ る。 真宗 大谷派 源流 寺の 秀寛 の長 男とし て誕 生し 、幼 い頃 から浄 土三 部経 や儒 書を 学

び 、さら に大 乗、 小乗 の教 学を学 んだ 後、 京都 にお いて華 厳、 天台 、唯 識、 密教の 教え を受 けて いる 。と

ころが 真宗 の宗 風が 意に 適わ ず、 享保十 六年 （一 七三 一） に二 十四歳 で真 宗を 離脱 し、 諸国を 行脚 して 、

八 事山 におい て高 麟の もと で受 戒して から 後は 戒律 に意 を注い だ。 浄土 宗西 山派 玄門（ 一六 六六 ～一 七五

二） に帰依 して 名を 徳門 と改 めて いる。 翌年 には 天台 の霊 空光 謙（ 一六五 二～ 一七 三九 ）や 玄門、 華厳 の

鳳 譚（ 一六 五九 ？～一 七三 八） らを 訪ね て一門 の教 えを 学び 、そ の後は 各所 で華 厳、 倶舎 、唯識 を中 心に

講義を行っている 。普寂の仏教研究は 、華厳 、法華、唯識 、倶舎 、瑜伽 、律 、梵網 、勝鬘、起信論 、天台 、

真 言と 多岐 にわ たっ ており 、真 言律 、安 楽律 、浄土 律な ども 究め てい たとさ れ、

そ こに みられ る普 寂の 仏教 研究 の態度 は、 宗派 的解 釈に とらわ れな い通 仏教 の立 場（仏 教統 一論 的立
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場 ）か ら自 由に展 開さ れて おり 、近 代仏教 学の 息吹 きを 感じ とるこ とが でき るだ けで なく、 正法 の仏

教にもどして仏教を考え 、正法教の復古主義の立場からの仏教研究を 、その特色とするものである 。

と 位置付 けら れて いる 。そ こで、 普寂 の浄 土教 思想 の形成 に関 わっ たと 考え られる 諸師 たち をさ かの ぼる

と同時 に、 視野 を当 時の 日本 仏教 界全体 に広 げる こと によ って 、真淳 が京 都遊 学中 に何 を学び 、或 いは ど
の よう な影響 を受 けて いた かに ついて 、さ らに 考察 を深 めてい きた い。

普寂が学んだとされる霊空と玄門は 、天台宗の妙立慈山（一六三七～一六九〇 ）の流れを汲む僧である 。

江 戸中 期は 幕府 の学問 奨励 に影 響さ れて 趙宋仏 教の 研究 が盛 んで あった 時代 であ り、 これ が天台 宗や 浄土

宗の 円 戒に 影 響を 与 え、従 来の 円戒と 四分律 を兼 学す る風習 が生 じた 。妙立 はそ の先 駆者で あり、 新戒

仏 、戒 律が 一 体と な った もので あると され ている 。 この妙 立の 遺志を 継承し た人 物が 霊空で あり 、その

とな った 安楽 律一 派の 派生す る基 をな し、 寺門 経営、 学徒 養成 、宗 風宣 揚に献 身的 に努 めた 人物 であ る。

江戸中 期の 仏教 学界 の最 高権 威者 として も重 きを なし てい る。そ して 玄門 は、 この 安楽律 院を 師霊 空か ら
譲 り受 けた人 物で あっ た 。

ら 、従 来の 宗派的 解釈 に執 われ ない 独自の 浄土 教思 想を 形成 したと 考え られ てい る。 その普 寂に 師事 した
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*8

律 によ って 天台 宗に おける 復古 運動 の要 とな った天 台安 楽律 を唱 えた 人物で ある 。彼 の仏 教は 、天台 、念

*9

門弟の 一人 が玄 門で ある 。霊 空は、 安楽 律院 の初 代管 領を務 め、 のち に安 楽律 論争（ 安楽 律運 動） の中心

*10

この よう な二 人に 師事し た普 寂は 、天 台安 楽律の 流れ を汲 む諸 師の 影響を 受け つつ 、復 古主義 の立 場か

*11

真淳 は、 彼か ら学 問的及 び精 神的 な影 響を 受け、 自身 も復 古の 志を 抱いて いっ たと 考え られ よう 。さ らに

言えば 、彼 は師 普寂 に止 まら ず、天 台安 楽律 の影 響も 多分に 受け てい た可 能性 が考え られ る。 なぜ なら 真

淳 の戒律 思想 には 、念 仏と 戒律を 一体 に捉 え、 それ を真宗 教義 と絡 めて 展開 してい くと ころ にそ の特 徴が

あるの だが 、こ れは 前述 の妙 立の 思想的 特徴 であ る、 天台 、念 仏、戒 律を 一体 とす るも のと極 めて 類似 し

て いる といえ るか らで ある 。そ うであ るな らば 、こ の真 淳を中 心に 行わ れた 高田 派の復 古運 動は 、天 台安

楽律 の影響 を受 けた もの であ った と推測 する こと も可 能で あろ う。 なお、 真淳 の戒 律思 想に 関して は、 次
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節 以降 で詳 しく 検討し てい く。

とこ ろで 、当 時の 仏教 界の 実態に 関し ては 、今 日次 のよう な指 摘が なさ れて いる。

末 木文 美士 氏と 松尾 剛次氏 によ る「 日本 人に とって 〈戒 〉と は何 か」 をテー マに した 対論 では 、江 戸時

代の 戒律 のあ り方 につい て語 られ てい る 。 その 中で 末木氏 が江 戸時 代の 仏教 につ いて 、

す 。その背後に江戸幕府の政策があります。江戸幕府はお坊さんたちを寺檀制度で抱え込むわけです 。

意味 にお いて は、 戒律の 面で も非 常に 研究 が進化 する 。そ うい う時 代とし てと らえ るべ きだ と思 いま

江 戸時 代の 仏教 とい うのは 教理 の面 、宗 学が 飛躍的 に進 化し た時 代で もあり ます 。そ れと 同時 にある

と述べ てい る。 それ をう けて 松尾 氏は、

ま す。 その 中で 戒律復 興の 運動 は、 常に 一番の 中心 とし て大 きな 役割を 果た して きた と思い ます 。

この 時代ほ ど仏 教を 立て 直そ うとす る、 積極 的な 運動 が多 かっ た時代 はな かっ たの では ない かと思 い

*12

（ 略） 当然 幕府の 官僧 とし て公 認す る以上 は、 彼ら に規 律を 求める わけ です 。お 坊さ んたち に破 戒が

一般 化 して いき ます が 、寺 を持 って い る住 職が 公 然と 破戒 をや る と島 流し とい う 罪にな りま した。

（ 略） それ だけ 厳しく 戒律 の護 持を 求め られて いま した 。そ れゆ え、宗 学研 究、 戒律 研究 が進ん だの
でし ょう 。

と して 、江戸 時代 の戒 律復 興運 動の背 景に 、幕 府の 政策 によっ て厳 しい 規律 や戒 律の護 持を 求め られ た僧

侶た ちによ って 、宗 学研 究や 戒律 研究が 進め られ たこ とが 挙げ られ ると指 摘し てい る。
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一 方大 桑斉 氏は 、中世 的理 念で ある 仏教 から脱 却す る形 で新 たな 近世的 理念 とし て朱 子学 が形 成さ れた

こと によ って、 仏教 が伝 統的 理念 として 取り 残さ れて しま った のが この時 期で ある と指 摘し て、 次のよ う
に 述べ てい る。

伝 統的 理念と して の仏 教は 、時 代の表 面か らし りぞ いた にして も、 それ を支 えて いた思 惟は 葬り 去ら

れて はいな い。 朱子 学的 理念 の未確 立に して 未定 着の 段階 にお いて、 その 混沌 の間 隙を ぬっ て再生 が

は から れた とし ても不 思議 はな い。 朱子 学は、 既成 の思 想体 系の 外に新 しい 別の 体系 として 成立 しよ

うと した から、 とり のこ され た伝 統的思 惟の 体系 たる 仏教 は、 それと は別 のと ころ で再 生を はか ろう

と する 。従 って それ は、仏 教と いう 思想 体系 の枠内 にお いて 、そ の原 点への 復帰 をめ ざす 運動 となろ
う 。

す なわ ち復 古運動 によ って 原点 への 復帰を 目指 すこ とで 、朱 子学 とは別 のと ころ で仏 教は その 再生 を図

*13

った 。そ うし て発 生した のが 江戸 初期 の復 古運動 であ り、 一旦 の消 滅を経 たも のの 、中 期に なっ てそ れを

再び継 承す るよ うに して 第二 次復古 運動 が開 始さ れた という 。大 桑氏 はそ の例 を挙げ 、

曹 洞宗 の宗 統復 古運動 、臨 済宗 の白 隠ら の運動 、あ るい は慈 雲に よる戒 律主 義、 西教 寺を 中心と した

天台 安楽 律運 動など がそ れで あろ う。 元来民 衆性 の強 い日 蓮・ 真宗に おい ては いさ さか 事情 を異 にす
る とは いえ 、基 本的 には こうし た動 向か ら考 える ことが でき るで あろ う 。
と述 べてい る。

ま た最 近で は藤 谷厚生 氏が 、復 古運 動に 伴って 真淳 が著 した 『下 野伝戒 記』 の中 に慈 雲か ら具 足戒 を受

けた とさ れる律 僧義 諦の 序文 が記 されて いる こと に注 目し てい る。 慈雲と は、 大桑 氏も 第二 次復 古運動 に

関 わっ た人 物の 一人 として 挙げ るよ うに 、中 期の復 古運 動に おい て大 衆に戒 律重 視の 倫理 思想 を普及 せし

め たと され る 人物 であ る。藤 谷氏 はここ から 、「 真淳も 少な からず 尊者（ 慈雲 ）の 影響を 受け たもの と推
測でき る」 と 推考し てい る。

に立た され てい た時 代で あっ たと いわれ てい る。 そこ で仏 教各宗 が目 指し たの が、 仏教興 隆期 への 原点 回

帰 であ ろう。 すな わち 復古 運動 、戒律 復興 運動 がそ れで ある。 その 運動 は各 宗に おいて 発生 し、 様々 な形

で展開 され る中 で、 或い は宗 派の 枠を超 えて 互い に影 響し 合い 発展 してい った 。江 戸中 期はま さに 、仏 教
界 全体 にお ける復 古運 動の 隆盛 期で あった とい えよ う。
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*14

以上 みて きた よう に、 この 時代 は江戸 幕府 によ る政 策や 朱子 学の 隆盛な どを 背景 に、 仏教界 全体 が岐 路

*15

この よう な時 代に 京都 遊学 を行 った真 淳は 、彼 が師 事し た天 台安楽 律の 流れ を汲 む普 寂や、 或い は藤 谷

氏も指 摘す る慈 雲等 、他 宗の 僧から の影 響を 多分 に受 けてい たこ とが 考え られ る。そ して その よう な真 淳

の 影響は 、さ らに 円遵 にも 及んで いた こと が推 測で きる。 とい うの も、 当時 の円遵 と真 淳の 関係 は、

智慧 光院 の真 証真淳 父子 が、 主と して 上人（ 円遵 ）の 信仰 なり 運動な りに 直接 間接 に深 い関 係が あっ

た も ので あ ると 見ね ば な らぬ 。（ 略） 真淳に 至っ ては真 に一 生涯 、上人 の在る とこ ろ彼在 らざ るは 無

く、 彼の 動く 所、 必ず上 人の 存せ ざる は無 いと云 って も差 支え ない 位であ って 、後 世か ら見 ると 、上
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人 の意 図に よっ て真 淳が 働い たか、 真淳 の影 響感 化が 上人に 現わ れた かさ え判 然しな い位 に深 い関 係
であった 。〔（）内は筆者〕

よう な二 人を 中心 として 高田 派の 復古 運動 は隆興 して いっ たの であ ろう。

と して 伝え られ てい るから であ る。 こう して 円遵も また 真淳 の影 響を 受け、 或い は志 を共 有し 合い、 その

*16

第 二節

『下 野伝 戒記 』と『 下野 大 戒秘要 』

真 淳の 著述に 『下 野伝 戒記 』（ 以下 『伝戒 記 』） と『 下野大 戒秘要 』（ 以下 『大戒 秘要 』
）が ある 。『 伝戒
記』 の凡 例に 、

（『伝戒記 』三丁オ ）

今 マ吾 カ下野一流伝戒ノ義趣ヲ論スルニ先 ツ二部ヲ著ハス。一ニハイマコノ下野伝戒記一巻ナリ（略）
二 ニハ 下野 大戒秘 要ナ リ 〔句 読点 は筆者 〕

ナリ

と ある こ とか ら 、真淳 がこ れらを 姉妹本 とし て著 したこ とが わかる 。『伝 戒記 』の はじめ には 義諦に よる

ケル
二

ニ
一宗 一
実 ニ叔世昏闇 ノ之大明燈

序文が 記さ れて おり 、
此 ノ書 ノ於

（『伝戒記 』二丁オ ）

等 とし て 、 賞賛 の言 葉が綴 られ ている 。義諦 はこ の『 伝戒記 』の 序文の 最後に 、「 享和 二龍集 壬戌 抄冬」

と記 し てお り 、或 いは『 大戒 秘要 』の奥 書に 、「享 和二 年壬戌 七月 二十又 五日 脱稿訖 」と あるこ とか ら、

両書の著作並びに刊行はほぼ同時であり、共に真淳の晩年であると考えられている 。これらは前述の通り、

円遵 の命 によ り、 復古運 動に 伴っ て著 され たもの であ ると され てい る一方 で、 京都 遊学 以降 、漸 次体 系付
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け られ てい っ た真 淳の 復古の 志の 集大成 とし てあ らわれ たもの であ るとも いわ れて いる。 さらに 、『 大戒

秘要』 には その 前半 部分 に円 遵の『 沂源 論』 の大 部分 がその まま 引用 され るな ど、円 遵の 所説 も盛 り込 ま

れ た内容 とな って いる 。以 上のこ とか ら、 これ らを 復古運 動を 代表 する 書物 として 位置 付け るこ とが でき

るの で ある 。そ こで 本項 では 、『伝 戒記』 と『大 戒秘 要』の それ ぞれ の内容 を検 討する ことに よっ て、 復
古 運動 につい て考 察を 深め てい きたい 。

『 下野 伝戒 記』

大乗 九衆 、

大戒 本意 、

三 国伝 来、
一家 授受、

大 小戒 別、

（２）
（１０）

通別 二受 、

通 儀別 意で ある 。

（３）

円頓

（４）

（『伝戒記 』三丁オ ）
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第 一項

円 教諸 戒、

とあ り、 或い は『 大戒秘 要』 の冒 頭に 、

（１）
（９）

『伝 戒 記』 は 義諦の 序文 に続い て 、『伝 戒記』 と『 大戒秘 要』 に共通 する 凡例が 示さ れ、そ の後 『伝戒

大 乗戒 師、

（８）

初 学ノト モガ ラヲ シテ 粗菩 薩戒ノ 大意 ヲ知 ラシ メム

（７）

記 』の 全体が 大き く十 門に 分け られて いる 。そ の内 容は 、
戒体 、

（６）

『 伝戒 記』 の凡 例に、

（５）

吾 カ下野ノ一流ニ師資相承スル大乗菩薩戒ハマコトニ円頓不可思議ノ妙戒

（『大戒秘要 』一丁オ ）

と あるよ うに 、両 書が 伝え る高田 派が 師資 相承 して きたと され る戒 とは 、天 台宗の 最澄 が大 成し た大 乗菩

薩戒、 すな わち 円頓 戒で ある こと がわか る。 そし てこ の『 伝戒 記』は 、戒 学初 心者 に向 けた、 所謂 円頓 戒

解 説書 の よう な 性格 のもの である と位 置付け るこ とが できる 。『 伝戒記 』の 冒頭に は次 のよう な問 題提起
が示 されて いる 。

講 セ尚 シ矣 吾 下 野 ノ 一 流 モ亦 復 然 リ。 コ レ 戒 学 ヲ 以 テ難 行 ノ 甚 シ キ モ

ルコト
レ

職 由 一也 。〔句読点は筆者〕

モトヽシヨル
二
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ソ レ 世汚 レ人 拙 フシ テ戒 学之 不

ノ トシ頑 ニ末 法無 戒ノ 時ト オボヘ コレ ヲ高 閣ニ 束子 置テ思 ハザ ルガ 所

（『伝戒記 』五丁オ ）

ここ から 、末 法無 戒の 言葉 に依 って戒 学が 一切 学ば れて いない こと を問 題視 して 、この 解説 書が 著さ れ
たこと がわ かる 。以 下十 門の 科段に 沿っ て、 全体 の概 要を示 して おこ う。

舎 那仏 が授 けた戒 法を 、応 身仏 であ る釈尊 が阿 逸多 菩薩 に授 け、そ れが 次第 相承 して 羅什に 至っ て中 国に

円頓 戒の 相承 形態 である 台上 相承 と霊 山相 承につ いて 述べ られ てい る。台 上相 承と は、 報身仏 であ る廬

三国 伝来

（１）

伝来 、以後広く流布して南岳・天台へと相伝し、瑯琊の道邃に至り 、最澄が入唐に際して彼から受戒して 、

帰朝後 比叡 山に おい て門 下ら に授け 、そ の後 門流 に相 伝され たと する もの であ る。一 方霊 山相 承と は、 も

と 釈尊が 霊鷲 山に おい て法 華一実 の円 戒を 伝授 され たこと によ るも ので 、智 顗と道 邃が 共に 霊山 会上 にお

いて法華を聴き 、受戒して 、次第相承して最澄に至り 、さらにその門下が相承するとされるものである 。

こ こで は以上 のよ うな 相承 形態 の詳細 が述 べら れ、 それ が親鸞 へと 伝わ った 経緯 が示さ れて いる 。

大 小戒 別

大 乗と 小乗 の別 につ いて、
ソレ 大乗 ト小 乗ト ハ戒定 慧ノ 三学 各別 ニシ テ混同 スヘ カラ ス

（『伝戒記』八丁ウ ）

*17

と 述べ 、『 顕戒 論』 や『 山家学 生式 』等 を引き なが ら、そ れぞれ が受 ける べき戒 の違 いにつ いて解 説さ れ
ている 。
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（２）

通受 別受

菩 薩戒を 受け る方 法に 通受 法と 別受法 とが ある と示 し、 それ ぞれ につい て解 説が なさ れて いる。 まず 通
受法と は、

ノ

通 受法ハ在 家出 家ニ通 シテ作 法異ナ ルコト ナリ（ 略） 若シハ 一分受若シハ全分受ソ ノ機ノ堪ユルト

スル
二

ヲ
法師 ノ語 一
者ハソノ 分ニ随テ菩薩戒 ヲ受得シテ 第一清浄

コロニ 従テコ レヲ受 ルナ リ（略 ）通受 ハ国王 王子百 官宰相 十八梵天 六欲天子鹿民黄門婬男婬 女奴婢
八部 鬼神金剛神畜 生乃至変化 人マテモ但解
者ト ナル ナリ

（『伝戒記 』一二丁ウ ）

とし て、 受け る機 の分際 に随 って 堪え 得る 範囲の 菩薩 戒を 受け るも のがこ れで あり 、受 得し た者 は皆 同じ
く第一 清浄 者で ある とさ れる 。次に 別受 法と は、
比丘 比丘 尼等 ノ分 位ニ 随テソ レソ レノ 戒ヲ 全受 スルナ リ

（『伝戒記 』一二丁ウ ）

として、年齢や出家在家によって異なる羯磨に随って 、決められた戒のすべてを受けることであるとする。
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（３）

円頓 戒体

燈 ノ依 二炷 ト油

トニ
一

而相続
トニ
一

転
シテ

。雖 下非
スルカ
上

ニ
炭薪即 チ火 一
非

スト
二

スト
中

了

レハ
レ

セ
二

（『伝戒記 』一七丁オ ）

ノ
レ
ヲ
ス
ニ
明珠 一
不 レ免 二
輪廻 一
還 テ没 二
生死 一
ト記シオカレタリ 。〔句読点は筆者〕
キモ
二

炷

こ こでは まず 円頓 戒の 戒体 には 当体体 と所 依体 との 二説 ある こと を挙げ 、そ れぞ れの 経論 釈が主 とし て

シ
如 下
火 ノ依 二炭 ト薪

ヘハ

述べん とす る内 容に よっ てそ れぞ れ戒体 が異 なる こと を例 を挙 げなが ら解 説し た上 で、 両者の 関係 を、
当体体 ト所依体トハ 譬

ニ
リ
テ
油即 チ燈 上
、依 レ
炭 ニ依 レ
油 ニ而相続転起 ス矣 。〔句読点は筆者〕

と喩 えて いる。 また 、

若

ナルコト

戒 体 ハ 制 教 ノ 枢 要 持 犯 ノ 基 本 ナ レ ハ 学 者 宜 シ ク 思 ヲ 潜 ム ヘ キ ト コ ロ ナ リ 。 故 ニ 霊 芝 ハ 、 若 シ不
ヲ
斯 ノ戒体 一
縦令 ヒ持護宝

（『伝戒記 』二二丁ウ ）

とし て、 戒体 を知 らず して戒 を護 持す るこ とは 何の意 味も 成さ ない 等と して、 戒体 を理 解す るこ との 重要
性を説 いて いる 。
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（４）

大乗 戒師

ナリ。 五徳ト ハ一

カラ

持戒 、二

ニハ

十 臘、三

ニハ

シ
ヲ
解 二
律蔵 一
、四
ニハ

ム
慧 蔵窮 レ
玄 ヲ。

ニハ

（『伝戒記 』二四丁ウ ）

（『伝戒記 』二四丁オ～ウ ）

シ
ニ
通 二
禅思 一
、五
ニハ

ルコト
レ

『顕戒論 』等の文を引用しながら 、大乗菩薩戒における伝戒師について解説されている 。
『瓔珞本業経 』

「夫婦 六親 得互 為師 授」 の文 によ って 、伝 戒師 には人 を選 ばな いこ とを 示した 上で 、

円教 諸戒

ここ では まず、
ク
円 ノ十善戒ハ又名 二
十 根本 戒

ト
一

と して 、伝 戒師 の条 件は五 徳を 備え た者 であ ること が述 べら れて いる 。

コレヲ戒師ノ五徳トイフナリ 。〔句読点は筆者〕

ル
罪 ヲ不 レ
少

全体戒師タル人ハソノ身五徳ヲ備ヘザレハ受者ノ敬心ヲ生スルコトアタハス。師位ニ堪ヘスシテ得

*18

と して 十 善戒 を 根本 の戒と 位置 付け、 さらに 三聚 浄戒 、『 梵網経 』に 説か れる十 重禁 四十八 軽戒、 或い は
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（５）

（６）

小乗 の二 百五 十戒 等を挙 げ、 様々 な経 論釈 を引き なが らそ れぞ れの 解説が 施さ れて いる 。

大 乗九衆

大 乗の 道俗は 九つ の戒 を受 けて 九つの 性を 成す こと から 、比 丘・ 比丘尼 ・六 法・ 沙弥 ・沙 弥尼 ・出家 ・

不

セ
ヲ
ル
ニ
誦 二
戒経 一
習俗 ノ之弊至 二
此 ノ極 一
者

［ママ］
ニ
ルカ
上レ

ナリ

也

出家 尼 ・優 婆塞 ・ 優婆夷 の九 衆あ ること が解説 され ている 。ま た後 半は 、『楞 伽経』 や『 涅槃経 』等 の婬

恒

メニ
下

酒 食肉 を誡 める 文を引 用し て、
［ママ］

学仏 ノ人 為

（『伝戒記 』三三丁ウ ）

と して 、近 頃 の仏 教を 学ぶ者 たち の乱れ の原 因が戒 経の 不誦に ある と指摘 し 、『梵 網経 』の「 菩薩 戒不誦

此戒者 。非 菩薩 非仏 種子 。我 亦如是 誦 。
」 、
「大衆諸仏子応受持応読誦善学 。」 等の文を引用して、

*20

ベシ 。〔句読点は筆者〕

と して 、せ めて慚 愧を 懐き 、慎 みを もって 正見 を失 わな いこ とが、 名字 の比 丘で ある 我々の 分際 であ ると

（『伝戒記 』三四丁オ ）

唯 是 レ名 字 ノ ミ ナ リ 。 シ カ レ ド モ セ メ テ 深 ク 慚 愧 ヲ 懐 キ 慎 ンテ 正 見ヲ 失 ハ ヌ ガ 今 日 ノ 我等 ガ 分 際 ナ ル

コノ筆記婆心ノ切ナル 。読 ム者コヽロヲ潜ムベシ 。嗚呼澆末ノ道俗タレカ正シク七衆ノ分ヲ全クセン 。

*19
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（７）

示さ れて いる 。

大 戒本意

こ こで は、

玉ヘリ
二

テ
レ

（『伝戒記 』三五丁オ～ウ ）

菩薩戒ハ意業ヲ本トシテ声聞戒ノ唯身口二業ヲ制スルニハ同 シカラスシテ偏ク三業ヲ制スルナリ

ニ
一

ヲ
仏祖的伝 ノ戒体 ノ秘訣 一
於

と述 べ、 菩薩戒 が意 業を 本と して 身口意 の三 業を 制す る極 めて 精神 的な戒 であ るこ とが 説か れて いる。

一家 授受

高田 派歴 代の 戒体 の授 受に つい て、

シテ

ル
至 二
今 主輪 下

ニ
ケ
ニ
テ
ニ
我 カ流祖嘗 テ受 二円戒 ヲ於慈円和尚 一
而又重 テ受 二
之 ヲ吉水大師 一
且 ツ就 二
大師 一
獲
ヘ
ニ
是 ニ乎伝 二
之 ヲ其 ノ上足三條 一
展転 相承

（『伝戒記 』三六丁オ ）

と して 、か つて親 鸞は 慈円 と法 然よ り円戒 を受 け、 法然 から 得た戒 体の 秘訣 を真 仏・ 顕智・ 専空 の三 人に
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（８）

（９）

伝え 、そ れが 歴代 法主に よっ て次 第相 承さ れ、円 遵に 伝わ って いる と述べ られ てい る。 また 、こ れを 示す

資料 とし て 『浄 土真 宗三 国伝来 系図 』なる もの が挙げ られ てい るが、 これは 本章 第二節 第二 項「『十個秘

ンヤ

乎

事 書』を めぐ る論 争」 に既 出の、 日下 氏が 発見 した とする 『七 巻書 』の 内の 一つで ある と思 われ る 。
続い て親 鸞の 妻帯に つい ても 触れ て、
ヲ
今何 ソ以 二其 ノ帯室 一
吾 カ祖ノ伝戒ヲ難スルコトヲ得

無
シテ

有
ト
上レ

出 離 之 縁 一、 タ ト ヒ 少 シ ク 慧 学 ア ル モ 不
ク
乳 ニ、如 二
因 ノ伏
カ
一レ

ハ
能 レ
断
レハ
レ

ツミニ

惑 ヲ愚 痴 ノ 想 ヲ ナ シ 、 タ

スルコト
レ

辜 ニ シテ、一心念 仏スルヲ別意
スルカ
一レ

メ
ヲ
息 二
妄念 一
無戒ノ 想ヲナシ（略）ヒ トヘニ彼本願ヲ深ク 信シテ、タヽ乗彼 願
レハ
レ

ルコト
二

ニ

（『伝戒記 』三六丁ウ ）

と して 、妻 帯を もって 親鸞 の伝 戒を 否定 するこ とに 対し て疑 問を 呈して いる 。ま た、 高田 派一流 の伝 戒の
旨趣 に関 しては 、
『 大戒秘 要』 の中 に問 答料 簡する と書 いて ある 。

没 シ常 ニ流 転

トヒ少 分持戒 ストモ 不

ク
力 定得往生ト余 事ナク本願ニ スカリ、如 二
児 ノ号
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*21

通 儀 ト ハ 戒 ハ コ レ 諸 仏 ノ 本 源 （ 略 ） 別 意 ト ハ 唯 深 ク信 下知 シ自 身 ハ現 ニ是 レ罪 悪 生 死 ノ凡 夫 、 曠劫 以 来 常

通儀 と別 意と を明 かす とし て、

通儀 別意

（１０）

ト云ナリ 。〔句読点は筆者〕

（『伝戒記 』三六丁ウ～三七丁ウ ）

と して、 通儀 を戒 とし 、別 意を自 身は 罪悪 生死 の凡 夫であ ると 信知 して 一心 に念仏 する こと であ ると 述べ

て、通 儀別 意共 にそ の重 要性 と利 益が示 され てい る。 また 、近 頃は別 意に 執着 して 通儀 を廃す る惑 者が 多

い ため に、仏 門の 通儀 であ る菩 薩の戒 願が 所廃 の雑 行と されて しま って いる のだ と指摘 して いる 。

『下 野大戒 秘要 』

以上 が『 伝戒 記』 全体の 概要 であ る。

第二 項

一方『大戒秘要』は、『伝戒記』の凡例に、

先ツ 通シ テ台 浄諸 祖伝戒 ノ盛 意ヲ 探リ 次ニ 別シテ 光明 黒谷 直授 ノ深 旨ヲ示 ス

（『伝戒記 』三丁オ ）

と示 され ている よう に、 まず 天台 と浄土 教の 諸師 によ る伝 戒の 意図 を探り 、さ らに 善導 と法 然が 授ける と

こ ろの 深意 を明 らか にする とい った 内容 で構 成され てい る。 また 途中 では、 円遵 の『 沂源 論』 の大部 分が

引用 され てい る。 本書は 広く 戒学 を学 ぶた めの解 説書 的役 割で あっ た『伝 戒記 』に 対し て、 高田 派一 家相
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伝の 戒体 を示 すこ とを目 的と した 書物 であ るとい える 。こ の書 の特 徴は、 多く の大 乗経 典や 、天 台、 浄土

教の諸 師、 中で も主 に善 導、 最澄、 法然 の経 論釈 から 幅広く 引文 する こと によ って、 独自 の戒 律論 を展 開

し 、高田 派相 伝の 戒を 裏付 けてい くと ころ にあ る。 復古運 動を 考察 する 上で 、本書 の内 容は 非常 に重 要と

なって くる とい える 。な お、 本書 には『 伝戒 記』 のよ うな 科段 分けが ない ため 、以 下全 体を大 きく 八段 に
分 けて 、各所 の内 容を 詳し くみ ていく こと とす る。

円 頓戒 につ いて

本 書の 冒頭 には 円頓 戒につ いて 、そ の性 格や 戒体、 戒相 など を示 した 上で、
コ ノ御 釈ニテ 、円 戒ト 余戒 トノ 差別、 天淵 ナル 旨趣 ヲサ トルベ キナ リ

（『大戒秘要 』二丁ウ ）

とし て、 他の 戒と 比べ 、円頓 戒は すべ てが 備わ った妙 戒で ある こと が強 調され てい る。 ここ に述 べら れる
内容を 要約 する と次 の五 点に まと められ る。

①戒 行に は自 行と 化他の 二種 があ り、 前者 が小乗 戒、 後者 が大 乗菩 薩戒で ある 。小 乗戒 は善 悪の 持犯

を 問題 とす るが、 大乗 菩薩 戒は 善悪 を語ら ず、 持犯 を問 題と せず、 ただ 機を 救う こと をも って 戒と
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（１）

する 。

②円 頓戒は 一切 衆生 が本 来具 足して いる 仏性 戒で ある 。今 日の 我ら名 字の 比丘 は、 曠劫 より 迷倒し て

そ れを知 るこ とが でき ない 分際で ある が、 その 本具 を努 めて 信じる べき であ る。

③ 末法 にお い ては 貪 欲未 断の 凡 夫の 形 で衆生 を化 する 名字の 比丘 をもっ て、伝 戒の 導師 たる仏 陀 と
す る。

④円 戒成 仏と は、 信によ って 開悟 し、 信に よって 法身 を顕 し、 信に よって 仏果 に至 るこ とで ある 。我
々 はた だ仰 いで その不 可思 議の 妙理 を信 じるべ きで ある 。

⑤ 円頓戒 は複 雑な 妙解 妙行 を立て ず、 観念 坐禅 を行 わず、 ただ 我が 心に 性徳 本有の 金剛 宝戒 が具 足し

て いる と信 じる とき 、三身 円満 の戒 徳に 住す ること がで きる 。頓 悟の 妙道と はま さに この こと であ
るか ら、 これ を円 頓戒 と呼 ぶので ある 。

『高 田沂 源論 』序 論

こ こか らしば らく は円 遵の 『沂 源論』 が引 用さ れて いく 。ま ずは じめに 『大 戒秘 要』

の 円頓 戒の概 説
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*22

コ ノ戒 体ニ 就テ 、光 明吉 水相 伝ノ秘 訣ア リ、 コレ 浄土 一家ノ 大事 ナリ 、問 フ高田 ノ流 祖、 戒品 ヲ全 フ

を踏ま え、

（１）

（２）

セ ザル ハ、 為ニス ルコ トア リテ 尓リ ト、ソ ノ所 以イ カン ゾヤ

（『大戒秘要 』七丁オ ）

と して、 親鸞 が妻 帯な どに よって 戒品 を全 うし なか ったの はな ぜか 、と の問 いを立 て、 この 問い に答 える

ル
ニ
而解 ケ、在家往生 ノ之一道、取 二
信 ヲ満世 一
者

之

ニシテ

、

是乎 、

ヲヤ
レ

人 ヲ之方術

クノ
レ

ヲ
猶予 一
、於

レカ

也、此 ハ是 レ祖師導
ノナリ

セシム
二

かたち で『 沂源 論』 の序 論部 分の 一字一 句が その まま 引用 され ていく 。以 下は 『大 戒秘 要』所 引の 『沂 源
論 』の 文であ る。

ナリ

也

トシテ

フ
ヲ
シ
ニ
往 シ者月輪関白 、確 ク疑 二
在家 ノ往生 一
、故 ニ師自 ラ汚 レ
戒 ヲ、示 二同 シ于俗 一
、以 テ決

時 ニ之変道

クノ
レ

関白 ノ疑念、釈然
宜

（『大戒秘要』七丁オ～ウ ）

この 一文 は、 九条 兼実 が在 家往 生に疑 念を 懐い たこ とを 取り上 げ、 親鸞 がそ の疑 念を解 くた めに 自ら 戒

を汚し て在 家の 身と なっ たと いう内 容を 伝え たも ので ある。 ここ でい う戒 を汚 す行為 が、 すな わち 妻帯を

指し てお り、 ここ には 親鸞の 妻帯 が一 切の 衆生 に往生 でき るこ とを 知ら しめ、 往生 を願 わし めん とす るた

めの方 術で ある と述 べら れて いる 。これ によ って 親鸞 が戒 品を全 うし なか った とさ れるこ とを 否定 する と

レヲ

ニ
真仏顕智 ノ二大和尚 一
、且 ツ誡

メテ
二

同 時に 、妻帯 が真 宗の 通軌 であ ると考 え、 無戒 をほ しい ままに し、 持戒 を雑 行と するこ とが 否定 され てい
く。ま たそ の証 拠と して 、
テ
ヲ
ク
ニ
ヲ
ヘ
我祖嘗 テ挙 二
叡峰 ノ戒壇 一
、又重 テ受 二
円戒 ヲ於黒谷 一
（略）以 二円戒 一
伝 二
之
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以

スルニ
ニ
二師 一
、且 ツ立

レヲ

ヲ
二師 一
以 テ為
テヽ
二

ンヤ
二

ト
補処 一
乎

ヲ
ヒ
ニ
ヲ
ト
経文 一
（略 ）後 世 ノ痴人、 妄 ニ傚 二
顰 ヲ於我祖 一
、以 二持戒 一
為 二雑行 一
、 且 ツ罵 テ為

テス
二

ニ
ヲ
ヘ
我祖 ノ之忠臣 一
、則我祖豈 ニ以 二雑行 一
伝 二
之

スト
二

フ
ヲ
妄 ニ傚 レ
顰 ニ者 一
、徴

非

ヲ
疑 上
（ 略 ） 当 時 我 祖 ノ之 道 化 、 人 咸
レカ

矣

ナリト

ク

（『大戒秘要 』八丁オ～ウ ）

として 、親 鸞が かつ て比 叡山 戒壇 院にお ける 授戒 と、 法然 から の授戒 によ って 円頓 戒を 受け、 さら にそ れ
を 真仏 と顕智 に授 けた こと が挙 げられ てい る。

『 高田 沂源 論』 第二段

続 いて 『沂 源論 』第 二段に おけ る十 の問 答を 引用し て、 さら に親 鸞の 妻帯に つい ての 言及 がな され てい
く。

之

シ
及 ハ、可 レ
謂 ツ広大
ルコト
一レ

カント
中

第一 問答で は、 前述 の九 条兼 実の疑 念を 晴ら すの であ れば、 自ら を汚 すの では なく経 論に よっ て証 明す

不
トシテ

ニ
後世 一
、 悉 ク抜
シテ

、則不言 ノ之化、無 二遠
セハ

リ
ニ
以 テ至 二
萬人 一
、 流 二布
ヲ
以 二行跡 一
示

タヒ

ヲシテ

れば よい ので はな いの か、と の問 いに 対し て、

、一

レヲ

ス
其 ノ意 蓋 シ欲 下
一人
ク
仰 レ
之

（『大戒秘要 』九丁オ ）

と して 、九 条兼実 一人 の疑 念を 晴ら すだけ であ れば 言葉 でも って諭 せば よい が、 親鸞 の意図 はそ うで はな
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（３）

く、 行跡 で示 すこ とによ って 、言 葉な くし て後世 の万 人の 疑い をも 晴らす こと にあ ると 示さ れて いる 。

ルカ
二

ヲ
一戒 一
、

ヲ
我祖 一
、則黒

護

セハ
二

センヤ
三

ヲ
戒法 ノ捨 ト与 二
不捨 一耶

テ
ム
ハ
ニ
ヲ
、黒谷大師、勧 レ
師 ヲ令 レ
従 二
関 白 ノ求 一
也 、 若 シ以 二破 戒 一
評

スル
一

論

メニ
レ

メンヤ
二

ヲ
テ
フ
巨益 一
哉（ 略） 二師 代 レ
仏 ニ伝 レ
化 ヲ、何 ソ復苦

ルニ
二

コロニ

ヲ
ニ
ツ
ニ
我祖 一
乎 、当 レ
知 ル二師 ノ所 レ為 ス、出 二
于一 意 一
、豈為

続い て第二 問答 は、 親鸞 の妻 帯を破 戒か 捨戒 かと 問う もので ある 。こ れに 対し て、
ル
ス
ニ
我 祖 ノ受 レ
妻 ヲ、 非 レ
所 二
自 ラ欲

捨

ヒンヤ
レ

レ
ヲ
谷 モ亦不 レ免 二
教人 ノ
之失 一
、何 ソ独 リ
責

忍

（『大戒秘要 』九丁ウ ）

と して 、親 鸞の 妻帯は 法然 が九 条兼 実の 求めに 応じ て勧 めた もの で、そ れは 往生 を疑 う一 切の衆 生を 仏に

代わ って 教化す るも ので あり 、破 戒や捨 戒を 問題 とす るも ので はな いと答 えて いる 。

如 四匿 王 瞋 努

セハ

慰

［ママ］

クト
二

ト
持戒 一
、 此 レ則 チ雖 二身

ヲ
ニ
メ
其 ノ五 戒 一
、為 レ
王勧 レ
酒 ヲ、 服 香 娼
シテ
二

論 ス耳
キノミ
レ

（『大戒秘要 』一〇丁オ～ウ ）

ノ
如 レ
是 ノ破 戒 ハ亦 名
ノ玉フカ
三

ヲ
厨人 一
、 末 利 夫 人 、 八 戒 ノ之 中 、 破
サント
二

人 ヲ、 仏 言
スコトヲ
レ

ニ
テ
ニ
凡位 一
、則 就 二
其 ノ分上 一
可
レハ
二

ム
王 ヲ、 以 止 レ
殺
シ

ス
、欲 レ
殺

シテ

続 く第 三問 答と 第四 問答は 、凡 夫で ある 親鸞 と法然 が仏 に代 わり 得る のか、 と問 うも のに 対し て、
例
ニ

戒 ヲ、亦有 二利益 一、夫人此時在

スト
一レ

婦、飲 酒妄語 、種種
破

スト
二

ヲ
シ
ト
一戒 一
、已 ニ有 二大利益 一、亦可 三
名 テ為 二持戒 一
也

と して 末利夫 人の 喩え を出 し、
我 カ祖雖 レ破

（『大戒秘要 』一〇丁ウ ）
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臨 終引導 生極 楽」 との 関わ りに ついて 問答 が展 開さ れて いる。 最後 の第 八

我成

とし て、 親鸞 の妻 帯には 大利 益が 備わ って いるこ とか ら、 破戒 行為 といえ ども それ は持 戒と いい 得る もの
である と答 えて いる 。

一 生之 間能 荘厳

ま た第五 問答 から 第八 問答 にか けては 、親 鸞の 妻帯 と六 角堂 夢想 偈文す なわ ち「 行者 宿報 設女犯
玉女身 被犯

問 答で は、偈 文に ある 「行 者宿 報」の 「行 者」 とは 在家 の行者 を指 すの か、 出家 の行者 を指 すの か、 との

ルコトヲ
二

末徒 ノ通儀

ニ
一

問い に対し て、 在家 の行 者な らば すでに 妻帯 を許 され てい るか らこ れは出 家の 行者 を指 して いると 答え て

ト
ツ
設 女犯 一
、設 ノ一字、可 四以 テ見 三
畜妻 非

ハン
二

い る。 そし てさ らに、
何 ソ云

（『大戒秘要 』一一丁ウ ）

と 述べ て 、「 設」 の一文 字に 注目し 、必 ずし も女犯 すると は限 らない とす る前 提の上 に述べ られ た偈文 で

あるか ら「 設」 が付 けら れて いると 解釈 する こと によ って、 妻帯 が真 宗の 通儀 ではな いこ とを 証明 しよう
とし てい る。

、豈 ニ煩
レヲ

弁
ハシク

乎 、其 ノ余伝灯 ノ諸師各
センヤ

オノ

リ
ニ
預 二
戒統 一
、

これ を受 けて続 く第 九問 答で は、 妻帯が 通儀 でな いな らば 親鸞の 後に 持戒 者は いな いのか 、と の問 いが

ル
、横目皆知 レ
之
ナル

立 てら れてい る。 この 問い につ いては 、

レヲ

我 カ真仏顕智 ノ二師 、持戒之精密
テ
ツ
随 レ
分 ニ持 レ
之
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以

［ママ］

メテ
二

ニ
ス
小 乗漸教 一
、 唯開 二
三種
シテ
二

ヲ
一

ラ
戻 二
十重

シム
レ

ヲ
シ
ニ
邪婬 一
、以 テ順 二
五戒 ノ所制 一
、

ヲ
ト
十七条 一
、 雖 二白 衣 無 戒 ノ徒 一
、不
シテ
二

准
ラク

ト
セ
、雖 レ不 二
全 ク制 一
、婬誡

サ
ヲ
弊 レ
神 ヲ之節 一
、食肉 ハ、且

ルノ
レ

ニ
一

ヘ
ニ
、 永 ク備 二
僧 徒 ノ砭 鍼 一
且 ツ自 ラ制

レヲ

不

［ママ］
レヲ
テシ
下

ノ

（『大戒秘要 』一二丁オ ）

として 、真 仏、 顕智 は持 戒堅 固であ り、 その 後次 第相 続して きた 諸師 たち も各 々の分 に応 じて 持戒 して き
た と答え てい るが 、こ れ以 上詳し く述 べる こと は避 けられ てい る。

最後 の第 十問 答は、 法然 が婬 酒食 肉を 制する 訓戒 を遺 し、 門弟 たちに 連署 させ たこ とを 取り上 げ、 連署

之

セ
一レ

し た門 弟の一 人で ある 親鸞 の妻 帯は、 法然 の遺 誡に 背く 行為に はな らな いの か、 との問 いに 対し て以 下の

筆

ヲシテ

よう に答え てい る。
我 祖 令 二智 師
之

ムルニ
レ

ニ
リ
ニ
ハ
制意 一
、性遮自 ラ在 二
于其 ノ中 一
、然 ニ其 ノ於 二
婬酒 肉

飲酒 ハ、誡

（『大戒秘要 』一二丁オ～ウ ）

ここ では親 鸞が 「十 七箇 条の 禁制」 を示 し、 これ によ って邪 淫、 飲酒 を誡 め、 食肉に 関し ては 小乗 漸教

に準 じて 三種 の浄 肉の みを認 めた こと を挙 げる ことに よっ て、 決し て法 然の遺 誡に 背い ては いな かっ たこ
とを裏 付け よう とし てい る。
以 上で 『沂源 論』 の引 用は 終わ る。最 後に 、

ソレ 我祖 ノ帯 室ハ 、菩薩 利益 化ノ 大行 ニシ テ、愚 味局 見ノ 徒ノ 商量 スヘキ トコ ロニ アラ ズシ テ、 真ノ
持 戒ナ リ
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分ニ 随テ凡 夫ニ モ通 スル ノ義 ヲタテ ラレ タリ

（『大戒秘要 』一三丁オ ）

（『大戒秘要 』一四丁オ ）

等とし て、 重ね て親 鸞の 妻帯 が利 益ある 大行 であ ると 示さ れる と同時 に、 親鸞 こそ が真 の持戒 者で ある と
述 べら れてい る。

一 家相 承戒 体

セ
ニ
摂 二
戒定慧 ノ三学 一
、而 モ戒

シテ
レ

也、而 モ定
ナリ

也、而 モ慧
ナリ

也
ナリ

ラ
取 二
相貌

シテ
レ

ヲモ
一

、ヒトヘ ニ

（『大戒秘要 』一六丁ウ ）

、不
ヲモ
一

（『大戒秘要 』一六丁オ ）

こ こで は高 田派 が相 承する 戒体 の内 容を 明ら かにし てい く。 まず はじ めに称 名念 仏と 三学 との 関係 に言
及し 、
夫 レ念仏 ノ法門 ハ、不

として 、さ らに それ ぞれ の関 係に ついて 、
念 仏ニ 任運 ト防 非止 悪ノ戒 徳ヲ 具足 スル コト ヲ領会 スベ キナ リ

セ
念 仏 ノ 行 者 、 タ ヽ 一 向 ニ コ ヽ ロ ヲ 称 名 ノ一 行 ニ 専 注 シ テ 、 不 レ観 二
相貌
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（４）

（『大戒秘要 』一七丁ウ ）

（『大戒秘要 』一七丁ウ ）

口 称三 昧ニ シテ、 行住 座臥 ヲエ ラハ ス、時 処諸 縁ヲ キラ ハス 、行成 一片 ナル ハ、 コレ 定ナリ

称 名ノ 本願 ヲ深 ク信ス ルハ 、即 チコ レ智 慧ナリ

念 仏ノ 法門 、任 運ニ 戒定 慧ヲ具 スル コト 、明 カニ 知ルヘ シ

（『大戒秘要 』一九丁オ ）

等 と示 され てい る。す なわ ち称 名念 仏と 三学と の関 係と は、 称名 の本願 を深 く信 じる こと が智慧 であ り、

その 称名 にただ 一心 に心 を注 ぐこ とが定 であ って 、称 える とこ ろの 念仏に はす でに 防非 止悪 の戒 徳が具 わ

っ てい るこ とか ら、 念仏の 教え には 仏道 修行 者が修 める べき 戒定 慧の 三学が 自ず と具 足し てい るとす るも

終
スル
レ

ント

時 、地 獄 ノ衆火一 時ニ 倶ニ至 ルニ 及テ、 善知 識ノソ レガ 為ニ阿

ので ある 。そ して 、
『観 無量 寿経 』下 中品の 破戒 の罪 人に まつ わる文 を挙 げて 、
観経 ノ 下中 品破 戒 ノ 罪人 、命 欲

シテ

ト
為 二清 涼 風 一
ト 説玉 ヘ リ、 コノ 清涼 ハ 、尸 羅ノ 翻名 ニシテ 、戒体 ヲイフ ナリ（ 略）イ マ破 戒

キ
ヲ
弥 陀 仏 十 力 威 徳 、 及 ヒ 彼 ノ 仏 ノ 光 明 神 力 等 ヲ 説 ク ヲ 聞 テ 、 聞 已 テ除 二
八 十 億 劫 ノ生 死 ノ之 罪 一
、 地 獄 ノ猛

火、 化

ノ 罪人 仏ノ 十力 威徳 光明神 力戒 定慧 等ノ 名号 所具ノ 如実 ノ名 義ヲ 聞ク ニヨリ テ、 罪熱 消除 シ、 猛火モ

亦滅 シテ 、戒 体還 生スル 旨ヲ 示シ 玉ヘ リ、 コレ名 号即 チ戒 体ナ ルニ ヨリテ ナリ

（『大戒秘要 』二〇丁オ～ウ ）
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と述 べら れて いる 。すな わち 、名 号所 具の 名義を 聞く こと によ って 破戒の 罪人 の罪 が消 えた のは 、弥 陀の

名号が その まま 戒体 であ るか らだと 示さ れて いる 。つ まり、 名号 すな わち 戒体 と捉え るこ とに よっ て、 そ

の 名号を 称え る称 名念 仏に は、仏 道の 根本 であ る三 学の全 てが 具わ って いる と解釈 され てい るの であ る。
このよ うに して 高田 派が 相承 する 戒体が 、名 号で ある こと が明 示され てい る。

戒体 的伝 の来 由

続い てこ こか らは 、そ の戒 体の由 来を 明ら かに して いく。 まず は法 然の 戒体 相承に つい て、 法然 が流罪
勅 免の 宣旨 を下 され た後、 摂津 国の 勝尾 寺に 逗留し た際 の出 来事 を挙 げて、
善 導大 師、光 中ニ 出現 マシ マシ テ、親 リ浄 土ノ 秘願 ヲ相 承マシ マシ キ

（『大戒秘要 』二一丁ウ ）

テ
ニ
吉 水大 師於 二
勝尾 寺 一
光明 大師 ヨリ、 戒体 ノ大 事ヲ 相承 シタ マフ コトハ 、浄 土一 家甚 深ノ 秘訣 ナル

（『大戒秘要 』二四丁オ ）

等として、夜更けに法然のもとに善導が現れ、善導から法然へと戒体が相伝されたと示されている 。実際、

法然のもとに善導が現れたという勝尾寺における出来事は『法然上人行状絵図 』などの伝記 に見られる 。

し かし それ らの伝 記に はこ の戒 体相 承の様 子は 記さ れて いな い。こ こで はそ のこ とに も言及 し、

*23
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（５）

、皆 以

レヲ

之

ナリ
レ

也

レヲ

為

ルハ
下

メニ
二

凡

コ レ凡 庸ノ 道俗、 浄土 ノ奥 願ニ 於テ 、容易 ノ看 ヲナ シ、 人惑 俗見ヲ 以テ 、コ レヲ 誤リ 会シ、 終ニ 法門

之

カ
上レ

ノ辱 ヲ ノコ サム コト ヲ 恐ル ヽガ 故ナ リ 、凡 ソ聖 浄 二門 ノ先 達、 法 門ノ 奥義 ヲ秘 密シ テ、不
庸 一説

テ
ニ
於 二
華洛 一
伝
ニ
ヘシ下

フ
上

之

［ママ］

レヲ

ヲ
宗 家 ノ証明 一
、是 ヲ以 テ不 レ堪
タリ
二

ト告 玉フト ミテ、 夢サメ 給ヒ

名号戒 体 ノ義趣、 今既 ニ獲
ニ
其 ノ委 曲 ノ義 一
、当
テハ
二

ヘ
二

（『大戒秘要 』二三丁ウ～二四丁オ ）

と して 、戒体 相承 の様 子が 記さ れてい ない 理由 が、 誤っ た解釈 を避 ける ため であ ると述 べら れて いる 。

次に 親鸞 への 相伝 である が、 親鸞 につ いて はまず 、今 述べ た善 導か ら法然 への 戒体 の相 伝が 流罪勅 免後

の こと であ るこ とから 、法 然在 世中 に再 会を果 たせ なか った 親鸞 が法然 から 戒体 を相 承す ること は不 可能

では ない のか、 との 問い を立 て、 この問 いに 対し て親 鸞へ の相 伝に は冥伝 と顕 伝の 二伝 ある こと を挙げ 、
次 のよ うに 続け られ ている 。

耳、至
ルノミ

スル
一

冥 伝ト ハ、建 暦元 年正 月下 旬ノ コロ、 流祖 配所 ニシ テ、 大師聖 人ノ 鴻思 ヲ欽 慕シ 、念仏 シテ 臥シ 玉フ

、 今 来 リ告

ヒニ
一

ノ
夢ノ中 ニ、 大師 来現シ テ、 ワカ平 生所 二
提撕

其 ノ喜

ケリ 、コ レソノ 冥伝 ナリ 、ソ ノ顕 伝トハ 、カ ノ勝 尾寺 ニ、 一切 経ナキ カユ エ、 大師 所持 ノ一 切経 論一

蔵 ヲ施 入シ 玉ヒ ケレ ハ、住 侶随 喜悦 予シ テ、 老若七 十余 人、 華ヲ チラ シ、香 ヲタ キ、 幡ヲ サヽ ゲ、蓋

ヲサ シテ 、迎 ヘタ テマツ ル、 此経 論開 題供 養ノタ メニ 、聖 覚法 印ヲ 導師ニ 拓請 セラ レケ レハ 、法 印貴

命 ヲウ ケ、 再会 ヲヨ ロコ ビテ 、唱導 ヲツ トメ ラレ ツル 時、大 師聖 人ヨ リ、 法印ヘ カノ 戒体 ノ大 事等 ヲ
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伝 ヘ玉 ヒ、 ワレト 善信 房ト 、今 生ノ 再会計 リカ タケ レハ 、モ シ再会 ヲエ ズハ 、御 房ヨ ロシク コレ ヲ伝

ヘ玉 ヘト、 深ク 附属 シ玉 ヒシ ニヨリ テ、 流祖 帰洛 ノノ チ、 戒体 ノ大事 等、 ツブ サニ 聖覚 法印 ヨリ伝 ヘ
ラ レタ リ

ルヤ
二

于此

乃至 予合掌

ミラク

、何 ヲ以 カ今来

ナリ

ニ
一

（『大戒秘要 』二五丁オ～ウ ）

す なわ ち冥伝 とは 、親 鸞の 夢の 中に法 然が 現れ て伝 えた とす るも ので、 顕伝 とは 、法 然が 聖覚 法印と の

再会 を果た した 際に 、彼 に戒 体を 相伝す ると 共に 、親 鸞へ の戒 体相 伝を託 した とす るも ので ある。 この 二

也 、又問 フ、時去 リ代異
ナリ
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伝 をも って 、法 然から 親鸞 への 戒体 相伝 の由来 とさ れて いる 。

祖 祖法 門の 授受

問 テ曰 、師 ハ是 レ何人 ソ、答 テ曰 ク、我 ハ是 レ唐 ノ善導

シテ

トノ タマ ヘリ
レヲ

（『大戒秘要 』二六丁ウ ）

と して 、 法然 の 夢に 現れた 善導 が 、「 法然の 専修 念仏 の法門 を証 す」と 述べた とす る一 節につ いて 、次の

ヲ
ト
ス
耶、答 テ曰 ク、汝能 ク弘 二演 ス専修念仏 ノ之道 一
、甚 タ為 二希有 一
、吾 レ為 ニ証 レ
之

低頭

ヲ
タ
セ
吉 水 大 師 夢 感 聖 相 ノ記 ニ モ 、 源 空 多 年 勤 二修 ス念 仏 一
、未 二
曾 テ一 日 モ敢 テ懈 廃 一
焉、 一夜 夢

ここ では諸 祖の 法門 授受 の例 が挙げ られ てい る。 その 一つと して 法然 の夢 想の 記述を 取り 挙げ 、

（６）

レヲ

ト ハ、 所謂 証 誠ナ リ、 証 明ナリ 、凡 ソ授記 、証 誠、証 明等 トイフ ハ、 ミナ 印可ノ 謂ナリ 、吉

よう に述 べて いる 。
ス
証 レ
之

水 大師 平生 自得 シタマ フ己 心中 ノ浄 土一 切ノ法 門ヲ 、光 明大 師示 現シテ 、コ レヲ 証明 印可 シ玉フ ヲ、
両祖 授受 トイ フナリ

（『大戒秘要 』二六丁ウ～二七丁オ ）

すな わち 証、 証誠 、証明 など は、 どれ も印 可を指 す言 葉で あり 、法 門の授 受に おい て弟 子が 得たと ころ
を 師が 証明 認可 するこ とを 両祖 授受 と呼 ぶと示 され てい る。
さら に戒 体の 相伝 につ いて も言及 し、

ス
、故 ニ吾カ 一流、摂 二
之
カラ

レヲ

一宗

モ ツト モ、 従化 受戒 ノ式 ハ、 戒相等 ハ分 明ナ レド モ、 現前 伝戒 ノ師、 羯磨 ヲト リテ 、コレ ヲ授 ケサ レ

ニ
一

バ 、 受 者 得 戒 ス ル コ ト ヲ 得 ズ 、 イ マ ノ 戒 体 ノ 相 伝 ハ 、 受 戒 ニ 不 レ同
ノ法 脈

（『大戒秘要 』二七丁オ ）

と述べ て、 現前 の伝 戒師 と特 別な 儀式作 法で 行わ なけ れば 得戒す るこ とが でき ない とされ る受 戒式 とは 異

な り、 高田派 にお ける 戒体 相伝 は法脈 の中 に取 り込 んで 受け継 がれ てい くも ので あるこ とが 示さ れ、 また
そこで 相承 され る戒 につ いて は、

天台ニ正依法華傍依梵網 ノ之戒トイフコトアリ、浄土一家ニモ、正依念仏傍依梵網 ノ之旨趣アリ
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（『大戒秘要 』二七丁オ～ウ ）

とし て、 天 台宗 の戒 が「 正依法 華傍 依梵網 」と 表現し て 、『法華 経』 の精神 に立っ た『 梵網経 』の 大乗 戒

で ある と 表さ れ ること に則 って 、「正 依念 仏傍依 梵網 」と表 現し 、念 仏の精 神に立 った 『梵網 経』 の大 乗
戒であ ると 示さ れて いる 。

制瞋 許貪

対 して 、
僧 徒 ノ之畜

ヲ
テ
ヲ
妻妾 一
、以 二
普通 一
論

之
セハ
レ

セ
制 レ
之
ルハ
レ

獲 レ已
シテ
レ

、 且ラク 依
ムコトヲ

ルカ
二

（『大戒秘要 』二七丁ウ ）

ニ
制 瞋許貪 ノ
意 一
乎

キ
、叔世 ノ弊 ニシ テ、可 レ
愧 ノ至ナ リ、 然ルニ 、法俗 トモ ニ且 ラ
レヲ

、不
レヲ

ハシメ

トス ル意 ヲ生 スル ガユエ ニ、 コレ ヲ大 罪ト スルナ リ（ 略） 小乗 戒ノ 四波羅 夷ニ ハ、 婬盗 殺妄 ト次 第シ

制 瞋許 貪ト ハ、 貪愛 ハ、一 往大 悲ニ 順ス 、故 ニ化ヲ 損ス ル意 ナシ 、瞋 恚ハソ レニ 反ジ テ、 化ヲ 害セン

と答え 、そ の理 由と して 制瞋 許貪 を示し て次 のよ うに 述べ ている 。

クソ レヲ緩 クシ テ、 強チ ニ不

ナフ
二

ここ では 、古 来よ り妻 帯す る僧侶 が少 なく ない がさ ほど強 く規 制さ れて いな いのは なぜ か、 との 問いに

*24

テ 、 婬ヲ 先 ニオ キ 、大 乗 戒ノ 四波 羅 夷ハ 、 殺盗 婬妄 ト次序 シテ 、殺ヲ 首 ニ オク 、コ レ小乗 ハ、自 利
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（７）

タヽ

ヲ本トス（略 ）声聞ハ 、自調自度ヲ先トスルカユエニ 、生死ノ根本ヲ断ンカ為ニ 、婬戒ヲ重シトシテ 、

コレ ヲ恐レ 慎シ ムナ リ、 又大 乗ノ菩 薩ハ 、利 他ヲ 本ト シテ 、利 他ノタ メニ ハ、 敢テ ワカ 身ノ 生死ニ 住

シ 、乃 至悪 趣ニ 入ルコ トヲ モ怖 レサ ルナ リ、故 ニ悩 化ノ 至極 ナル 殺生ヲ 、重 シト シテ コレ ヲ四重 ノ第

一ト シ、 自度 ヲ障ユ ル婬 欲ハ 、コ レヲ 第三ノ 戒ト スル ナリ 、コ レ前ニ イフ トコ ロノ 制瞋 許貪 ト、 ソノ
意 同一 ナリ

（『大戒秘要 』二七丁ウ～二八丁ウ ）
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す なわ ち自 利を 根本と する 小乗 戒に おい ては、 罪の 重さ を婬 ・盗 ・殺・ 妄の 順に 置き 、婬 欲は 最大 の罪

とし て最 も慎む べき とさ れる が、 利他を 根本 とす る大 乗菩 薩戒 にお いては 、そ れが 殺・ 盗・ 婬・ 妄の順 と

な り、 殺生 を最 大と して、 婬欲 は三 番目 の罪 とされ るこ とを 述べ た上 で、制 瞋許 貪は それ と同 義であ り、

化を 害す る瞋 恚を 大罪と して 厳し く制 し、 化を損 じな い貪 愛は 、む しろ大 悲に 順ず ると して 許さ れる ので
ある、 それ がす なわ ち妻 帯で ある、 と解 釈が なさ れて いる。

い ては 、詳 しくは 次節 に譲 る。

ここ では 善導 の『 往生礼 讃』 と『 般舟 讃』 の文に よっ て、 懺悔 念仏 の重要 性が 示さ れて いる。 これ につ

懺悔 念仏

（８）

また 、本 書の 最後 は次 の文 で締 めくく られ てい る。

夫レ 三聚浄 戒ト 、四 弘誓 願ト ハ、開 合ノ 異ニ シテ 、同 一致 ナリ 、コレ ヲ要 約ス レハ 、上 求菩 提下化 衆

生 ノ一 箇ノ 菩提 心ナリ 、ソ ノ上 求菩 提下 化衆生 ハ、 学仏 者ノ 総願 ナリ、 極楽 往生 ヲ楽 欲シ 、或ハ 楽衆

往生 ヲ願 求ス ルナド ハ、 コレ 学仏 者ノ 別願ナ リ、 コノ 総別 二願 、ソノ 始ハ 異ナ レド モ、 終ニ ハ融 即シ

謂

シテ

ヲ
之 願
作 仏心

ハヾ
レ

ク
ノ
。亦 名 上
求菩 提・ 下化 衆生 心
二

ナリ

謂
シテ

ハヾ
レ

ヲ
之 四
弘 誓願

ナリ

（『大戒秘要 』三一丁オ～ウ ）

。別
トモ
一

テ 同一 揆ナ リ、 コノ 故ニ 、横川 和尚 ハ、 念仏 ノ行 相ヲ四 弘誓 願ニ 配釈 シタ マヘリ

者、 総

トハ

こ れは 源信 が『 往生要 集』 正修 念仏 の作 願門に 、
行相

（『真聖全 』一 、七八三頁）

と示 す文 によ って 、三聚 浄戒 と四 弘誓 願は 要約す れば どち らも 上求 菩提下 化衆 生の 菩提 心で ある とし て、
三聚浄 戒も また 念仏 の行 相で あると 述べ るも ので ある 。
以上 が『 大戒 秘要 』の 概要 であ る。
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第 三節
親 鸞と 法然 の戒律 観

復古 運動 を構 成する 思想 構 造

第 一項
一、 親鸞 の戒律 観

さて 、こ こま で時 代背 景や 『伝 戒記』 と『 大戒 秘要 』に 示さ れる内 容か ら復 古運 動を 概観し てき たが 、

本節で は以 上のこ とを 踏まえ 、『伝戒 記 』、『大戒 秘要 』所説 の戒 法観に 検討を 加え 、復 古運動 がど のよう
な 考え のもと に展 開さ れて いたの かに つい て考 察し たい。

とこ ろで 、復 古運動 が「 宗祖 の古 に復 る」こ とに 主軸 を置 いた 運動で ある こと はす でに 述べた が、 そも

そ も戒 律の 護持が 求め られ る他 宗と は異な り、 真宗 にお いて 「古に 復る 」こ とが 、戒 律を取 り上 げる こと

トラ

ト
世 ノ真 宝 一
、無
セム
二

ラムヤ
二

ラ
福 田 一。 設 ヒ末 法 ノ中 ニ有 二
持 戒 一者 バ、 既

デニ

に直 結 する と は些 か考え にく いと いえよ う。す なわ ち親鸞 につ いて は 、『教 行証 文類』 の「化 身土 文類 」

ラムガ
一レ

虎

名 字 ノ比 丘 一、 此 ノ名 字 ヲ為
ラム
二

に おい て最 澄の 『末法 灯明 記』 のほ ぼ全 文を引 用し て、
有
タヾ

ニハ

唯

末法

シ
、如 二
市 ニ有
イナリ

クエ

異

是怪
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（『真聖全 』二 、一七〇～一七一頁 ）

と記し 、ま た妻 帯生 活を して 、流罪 以後 は非 僧非 俗の 身とし て自 らを 「愚 禿」 と称し たこ とは 周知 のご と

く であ る 。こ の ような こと から『 真宗大 辞典 』に は戒律 を取 り上げ て 、「 他力 往生の 真宗に 於て は全く 無

用の 法 則で ある 」 と 解説さ れるよ うに 、真 宗にお いて はむし ろ戒 律を宗 風と しない と考 えるの が一 般的
見 解の ように なっ てい る。 しか し一方 で、 次の よう な指 摘もあ る。

戒律 が仏 教者 とし ての日 常行 儀の 心得 であ り、教 団維 持運 営に そな えるた めの 法規 をう たう もの であ

る こと につ けば 、真 宗の 場合 でもい わゆ る「 念仏 者の 中」の 同朋 教団 とし て、 個人と して も集 団と し

て も、戒 律と いう こと ゝ無 関係で はあ り得 ない 。願 海に所 廃の 行と して の戒 律の名 はき らわ れて も、

念 仏者 が社 会生 活を いと なみ 教団を くむ 以上 、実 質的 には 戒律 の内包 して いる もの と分離 する こと は
で きな い 。

項で はま ず、 真宗 と戒 律の関 係性 を探 る上 で、 親鸞と その 師法 然の 上に その戒 律観 を窺 って みた い。

さて 、親鸞と戒律に関わる研究はいくつかみられる 。板東性純氏は親鸞を 、
「終生戒律のあり方を問い 、
無 戒の 戒的生 き方 を身 をも って 示した 親鸞 」と 位置 付け て、

親鸞 の戒 律観 には 、時代 を超 えた 普遍 的な 戒律思 想が 、さ まざ まな 形をと って 内含 され てい るこ とが
窺 われ る 。
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*25

この ように 、真 宗の 行儀 と戒 律が全 くの 無関 係で はな いとす る見 解も 示さ れて いるの であ る。 そこ で本

*26

*27

と述 べ、 むし ろ親 鸞の思 想に は普 遍的 な戒 律思想 が内 在し てい たと する見 解を 示し てい る。 そし てさ らに
次のよ うな 視点 から 親鸞 の戒 律観を 分析 して いる 。

親 鸞の 師で あっ た法然 の、 専修 念仏 を唱 道する にい たる 求道 過程 、及び その 最後 に到 達し た信境 の中

には 、一 貫し て、法 に照 らさ れた 自己 の非器 の自 覚に 、戒 行を も満足 に持 つこ との でき ぬ身 とい う自

覚 と が存 在 した こと が 看 取さ れる 。こ の自覚 は、 その 弟子親 鸞に もその まま 継承さ れて いる 。（ 略）

この 機の 自覚 は無 媒介に 起る もの では なく 、法（ 真理 ）の 鏡の 前に 立った 時始 めて 生起 する もの であ
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る 。法 然・ 親鸞 にと って 、こ の法の 鏡と は、 何よ りも 、清浄 なる 戒行 であ った ことは 、遺 され た幾 多

の 言葉か らも よく 伺い 知ら れると ころ であ る。 戒を 持ち得 ぬ身 であ ると の自 覚が示 して いる もの は、
そ の自 覚者 の心 底に 、戒 が厳 然と存 在し てい る事 実に 他な らな い 。

親 鸞に おい て懺 悔は 滅罪 の働 きをな すと いう より 、む しろ戒 をた もち 得な いと言 う慚 愧へ と突 き返 す

て次の よう に言 及し てい る。

真 に目 指すこ とが 可能 であ ろう か」と いう 点に ある とみ て、親 鸞の 懺悔 観を 通し て末法 無戒 の立 場に つい

ま た 井 上 善 幸 氏 は 、 親 鸞 の 根 本 的 な 問 い が 「 は た し て 凡 夫 に 真 実 の 懺 悔 が 可 能 で あ ろ う か 」、「 菩 提 を

そが 戒の 精神 が顕 在す る指標 であ ると する もの である 。

してい る証 左で あっ て、 それ は必然 的に 深い 罪業 感と なって 表れ るも ので ある ことか ら、 親鸞 の罪 業感こ

すな わち 、戒 を持 ち得 ぬ身 であ るとの 自己 内省 によ って 生起し た機 の自 覚こ そ、 むしろ 戒の 精神 が躍 動

*28

は たら きを もつ。 した がっ て親 鸞に とって 、持 戒は 当為 の倫 理とし ての 意義 は持 ちえ ないの であ る。

法然 が持戒 を地 上的 倫理 や助 業では なく 、あ くま で仏 法と して 位置づ けて いた とす るな ら、 親鸞の 持

戒 観も 法然 のそ れを一 面に おい て継 承す るもの であ るよ うに 思わ れる。 なぜ なら 、親 鸞の 無戒と は、

戒に よっ て示 される 仏法 の規 範、 仏陀 の智慧 に関 わり 続け 、そ の関わ りの 中で 自ら を不 断に 問い 続け

る こと に他 なら ない から である 。そ れは 単な る道 徳否定 論で も、 無用 論で もなく 、そ の精 神に おいて

徹 底的 に戒 の 持つ 本 来的 な 意味 に立 ち返 ろう とする 態度 である ように 思わ れる 。（略 ）無戒 の立 場を

正 法時 に当 時の 僧侶 の為 に説 かれた 戒律 を、 末法 時の 僧侶が 遵守 する こと が可能 かど うか 、こ の点 か
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掲 げる 親鸞 の教 説に 倫理 的機 能を求 める とす れば 、そ れは大 乗戒 の理 念を 究極 的に実 現し た法 蔵菩 薩
の 願行と 、そ の成 就で ある 浄土の 世界 その もの では ないだ ろう か 。

は 語れ ない 。

聖人 に はそ の 根底 に 強く 末法 観 が存 在す る 。（略 ）真宗 の戒律 観を 見る上 には 、末 法観を 抜きに して

或いは淺田正博氏は、『口伝鈔』所説の逸話に親鸞の戒律観がみられるとして、

の立場 であ ると する 見解 であ る。

慚愧 に突 き返 すは たらき をも って いる もの であっ て、 その 中で 自ら を不断 に問 い続 ける もの が親 鸞の 無戒

す なわ ち親 鸞に とっ て懺悔 とは 、深 い自 己内 省へと 導く もの であ り、 その結 果、 戒を 持ち 得な いと いう

*29

として 、親 鸞の 思想 の根 底に 存在 する末 法観 と戒 律観 の関 係性 を指 摘し、

*30

ら 末法 の時 代に応 じた 僧侶 像は 何か という 問題 等が 惹起 する と見た ので あろ う 。

と述 べ 、「非 僧 非俗」 を親 鸞の末 法に おける 僧侶 観の あらわ れとみ て、 その意 味を 考察 してい る。淺 田氏

は、
「非僧非俗 」が 、中道を説く際に使用する仏教用語「非有非無 」の理解に適っていると指摘した上で、

（ 中道 の理 解 とは ）「有 」 と「 無」 を否 定し 、しか も同時 にそ れらを 肯定 した 上に立 脚した 「非 有非

無 」で あっ て、 いわ ば「 有無」 を止 揚し た立 場を 表現し た用 語と して 理解 しなけ れば なら ない と思わ

れ る 。（略 ）「非 僧非 俗」 を考察 してみ れば 、「僧 俗」を 「非 僧非俗 」と して否 定し 、しか もそ れと同

時 に「 是僧 是俗 」と して 肯定 し、そ の上 に立 って 「僧 俗」を 超越 する 、即 ち「 僧と俗 」を 止揚 し、 僧

や 俗に 執 われ な い立 場を 述 べた 語 として これ を理解 すべ きでは ない かと思 うの であ る 。（略 ）末法 世

の 自己 内省 から 、単 に「 僧」 や「俗 」に 執わ れる ので はな く、 それら を踏 まえ なが らも、 それ らを 超

越 した 阿弥陀 如来 の一 信者 とし ての立 場が 「非 僧非 俗」 の表明 では なか った かと 思われ る。 戒律 を守

りた くとも 守る こと ので きな い末法 世に 生き る煩 悩具 足の 無戒 名字の 比丘 とし ての 自覚 。そ こには す

でに僧俗を超越した阿弥陀如来に救われる機根としての平等性のみが存在する 。〔（）内は筆者〕

として 、強 い末 法観 を基 底と した 深い機 の自 覚に よっ て、 僧や俗 に執 われ ない 、そ れを超 越し た、 阿弥 陀

如 来に 救われ る機 根と して の平 等な立 場を 表現 した もの が「非 僧非 俗」 の語 であ ると述 べて いる 。

さて 、各 氏の 見解 に共通 する のは 、親 鸞の 深い機 の自 覚、 或い は末 法世に おけ る深 い自 己内省 こそ が、

親 鸞の 思想 の根底 にあ る確 固た る戒 律への 意識 の現 れで ある とみる とこ ろに ある とい えよう 。こ のよ うな
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*32

自覚 があ った から こそ現 れた のが 、末 法無 戒の立 場や 「非 僧非 俗」 の表明 であ ると いう わけ であ る。 これ

らは前 述の 、真 宗に おけ る戒 を「無 用の 法則 」と する 見解と は、 相対 する もの である とい えよ う。
一 方、石 田瑞 麿氏 は、 戒の 性格 を、

戒は きめ られ た戒し めを 守る こと を含 んでい ると 同時 に、 正し いこと をお し進 めて 行く 面が あり 、さ

ら に広 く世 に働 きか けて 行く面 をも あわ せも って いる。 これ ら三 つの 面を 一つに 含め て考 える ところ
に大 乗の 菩薩 の戒 があり 、三 聚浄 戒と いう ものが 成立 する ので ある 。
と 位置 付け 、こ こから 親鸞 の妻 帯に 言及 して、 次の よう に述 べて いる。

親 鸞もま た大 乗の 戒を まも るひと であ った こと が理 解でき るか もし れな い。 それは どう いう こと かと

い うと 、親 鸞に よっ ては じめ て開か れた 妻帯 とい う生 活態 度で ある。 親鸞 にお いて 妻恵信 尼と の結 婚

が たん に止む をえ ずと られ たも のでは なく て、 積極 的な 利他行 とい う視 点と つな がるも のを もっ てい

はし な いか 、と 考 え られ るこ と が、 こう した理 解を許 すよ うに 思われ るか らであ る 。（略） 妻帯 とい

う 事実 は能 動的 な対社 会へ の働 きか けと なって 意義 づけ られ るも のでは ない か 。
そ れは とり も直 さず 、

、行
、実践への第一歩だからである。もしそうだとすれば、ここにこそ大乗の戒は正
「教 人信 」とい う戒
し くと らえ られ たと いこと がで きよ う 。

戒 を持 つ人 であっ たと 指摘 する もの である 。
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すな わち 親鸞 の妻 帯を積 極的 な利 他行 、或 いは戒 行実 践へ の第 一歩 と捉え るこ とに よっ て、親 鸞は 大乗

*34

この 石田 氏の 見解 は、 前述 の「 戒を持 ち得 ない 自己 」を 基底 として 、戒 律に つい て精 神的な 部分 で問 い

続ける とこ ろに 親鸞 の戒 律観 がある とみ る板 東氏 ・井 上氏・ 淺田 氏ら の見 解と はまた 異な った 立場 から 述

べ られた もの であ るが 、少 なくと も親 鸞が 戒律 を「 無用の 法則 」と は捉 えて いなか った とみ る点 は、 共通

の立場 であ ると いえ よう 。筆 者の 見解も また 各氏 に同 調す るも のであ り、 親鸞 にお いて 戒は決 して 「無 用

の 法則 」では なか った と考 えて いる。 さら に、 復古 運動 が「古 に復 る」 ＝戒 律と した根 拠も また 、こ のよ

うな 深 い機 の自 覚 を基底 とし た親 鸞の戒 律観を 、「復 るべき 古」 として 目指 した結 果で あった と考 える。
こ れに つい ては 後に詳 しく 述べ るこ とと する。

二 、法 然の 戒律 観

続い て法 然の 場合 を検討 して いく が、 ここ で法然 を検 討の 対象 とし て挙げ た理 由は 二つ ある 。一つ には

先 程の 諸氏 の見 解にも ある よう に、 親鸞 の戒律 観に 影響 を与 えて いると 考え られ るの が彼 の戒律 観で ある

とい え るか ら であ る。そ して もう 一つに は 、『伝 戒記 』と『 大戒 秘要』 におけ る法 然の 位置付 けに 検討を

ヲ
シ
ヲ
別意 一
廃 二
通儀 一
仮 二解
シテ
二

シテ

ヲ
選 択 中 ノ廃 立 ノ義 一
仏 門 ノ通 儀 タ ル 菩 薩 ノ戒 願 ヲ モ 所

加 える 必要 があ るこ とが挙 げら れる 。す なわ ち『伝 戒記 』に は法 然に ついて 次の よう に述 べら れてい る。
近 世 ハ 惑 者 多 ク シ テ 偏 ニ執
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廃 ノ雑 行 トシ 、 コレ ヲ 忌ム コト 躭毒 ノ如ク スルニ 至ル （略） コレ 吉水 廃立ノ 意ヲ不

知之 所

ルカ
レ

二

モトヽシヨル

職由

ナリ （略） 選択 集中 ニ廃 立ヲ 示シタ マヘ ルモ 吉水 大師 ナリ 。円 戒ヲ普 ク朝 野ニ ヒロ メタ マフ モマタ 吉

水 大師 ナリ 。一 箇ノ吉 水大 師ニ シテ 何ソ 異致ヲ 設ケ テ人 ヲ誑 カシ タマハ ン。 惑者 深ク 思フ ベシ。 然ル

ニ吉 水大 師一 時持戒 念仏 ノ事 ヲ問 フ人 ニ答テ 、畳 アル トキ ハソ ノ破ト 不破 トヲ 論ス ヘケ レド モ、 若シ

コ レナ キト キハ 何ソ 破ト 不破ト ヲ論 セン 等ト ノタ マヘル ハ、 持戒 ニ倚 着シ テ念仏 ノス ケニ サヽ ント擬

スル 仮執 ヲ斥 ケタ マフモ ノナ リ（ 略） 吉水 大師ノ シバ シバ 末法 無戒 ノ趣ヲ 垂示 シタ マフ モ、 ソノ 意専

ラ 小乗 身口 ノ戒 ニ存 シテ 強チ 大乗戒 ニハ アツ カラ ザル 祖意ナ ルヘ シ 〔 句読 点は 筆者〕

一

（『伝戒記 』三七丁ウ～三八丁ウ ）

こ れは 、法 然の 廃立 を誤っ て捉 える 者が 別意 の念仏 に偏 執し て通 儀の 戒を廃 して しま って いる こと を指

摘し 、むしろ法然を根拠として、大乗菩薩戒が通儀であることを裏付けようとするものである。或いは『大
戒秘要 』は 、
『伝 戒記』 の凡 例に 、

ソ ノ （『大 戒 秘 要 』） 中 ニ ハ 先 ツ 通 シ テ 台 浄 諸 祖 伝 戒 ノ 盛 意 ヲ 探 リ 次 ニ 別 シ テ 光 明 黒 谷 直 授 ノ 深 旨 ヲ
示ス 〔（）内は筆者〕

（『伝戒記』三丁オ ）

と紹介 され るよ うに 、特 に法 然の 著述を 多く 引用 しな がら 展開 され ていく 。た とえ ば『 布薩式 』と 『金 剛
宝 戒章 』を 引用し た際 には 、
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マヽ

コ ノ布 薩式 ト金剛 宝戒 章ト ノ如 キハ 、真偽 ノ疑 ナキ ニア ラス 、然レ トモ 古ク 伝ヘ 来レ ル書ナ レハ 、間

ル
ニ
不 レ
似 二後世妄作 ノ之書 一
コ トア ルユエ 、其 ノ
所 レ
拠 ルモアルヘシトコヽニ出セルナリ

（『大戒秘要 』二九丁ウ ）

と述べ られ てい る。 この 『布 薩式 』と『 金剛 宝戒 章』 は、 いず れもも し法 然の 真作 であ れば彼 が直 接的 に

戒律について述べた珍しい書物といえるのであるが、その真偽は未詳とされている 。しかし『大戒秘要 』

では 、たと え真 偽未 詳の もの であ っても 、い くら かは 依る とこ ろが あると 断っ た上 で、 あえ て引用 され て
い るの であ る。

以上 の よ うな こと から 、『伝 戒記 』と『 大戒 秘要』 におい て法 然の 戒法観 は重 要な位 置を占 めて いる と

考 えら れ、『 伝戒 記 』、『 大戒 秘要』 その もの に検討 を加 える前 に、ま ずは そこ に影響 を与 えてい るであ ろ
う法 然の 戒法 観を 明らか にし てお く必 要が あると いえ る。

さて 、法然 は久 安三 年（ 一一 四七） 十五 歳の とき 、比 叡山の 大乗 戒壇 院に おい て叡空 から 慈覚 相伝 の戒

法を 伝授 され 、以 後戒 徳優れ た高 僧と して 多く の人に 授戒 して いる こと が、様 々な 文献 によ って 知ら れる
。ま た親 鸞が『 浄土 高僧 和讃 』源 空讃に おい て、

源 空智 行の 至徳 には 聖道諸 宗の 師主 もみ なも ろとも に帰 せし めて 一心 金剛の 戒師 とす

（『真聖全 』二 、五一三頁 ）
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*35

として、その徳を讃えていることからも 、法然が戒脈の上に位置していたことが窺われる。しかし一方で、

*36

「戒 行に おい ては 一戒を もた もた ず」 とい い、念 仏以 外の 行は 雑行 として 廃捨 する のが 法然 の立 場で もあ

ること から 、法 然の 戒法 観に ついて は従 来様 々な 見解 が出さ れて いる 。そ こで 以下、 先哲 の研 究に よっ て
そ の内実 を窺 って みた い。

無
シト
二

ニ
順 之
者
、惣
レ

ンハ
レ

シ
ヲ
ハ
失 如
来 之遺 教 、
別 背
二
一
ジテ

ニ
祖師 之旧 跡 、
旁無 拠
者与
一
レ
ケリ
二

タリ
二

本

ラ
メ
ヲ
ル
ヲ
テ
ノ
ム
ノ
戒行 、
専 勧
婬
酒食肉 、
適守 律
儀 者
、名 雑
行 人
、
憑 弥
陀 本
一
二
一
二
一
二
一
二

法然 の戒 法観 をその 著述 、語 録の 上に 窺うと 、そ の立 場は 大き く三つ に分 ける こと がで きる。 まず 第一

コト
二

ヲ
造悪 事
、
一

シテ
レ

は 、戒 を肯定 する 立場 であ る。

レ
勿 恐
レ

ヲ
上レ

テ
可 停
止
於 念
仏 門 一ニ、 号
下
中
二

願 者
、説
一
ヒ
、浄 業之類 不

ニモ
一

ノ
ク
ヲ
ハ
テ
ヲ
ヲ
ノ
右 戒 ハ仏法 大
地 也 、 衆行 雖 区
同 専
之
、
是以 善 導和 尚 挙
目
不
見
女
人 、
此 行
状 之 趣、 過
レ
レ
レ
レ
二
一
ノ
律 制

（『昭和新修法然上人全集 』七八八頁 ）

以上 は『七 箇条 起請 文』 の一 節であ る。 ここ では 「戒 は仏法 の大 地」 であ ると いい、 念仏 門に 戒行 なし
とす るこ とが 否定 され ている 。

ニ
一

第二 は、 次の『 選択 本願 念仏 集』 の文に 示さ れる 、持 戒を 雑行と する 、或 いは 持戒 は本願 では ない とす
る 立場 である 。
ノ
リ
ノ
シ
ス
ノ
此 外
亦有 布
施・ 持戒 等 無
量之 行 。
皆可 摂
尽
雑
行 言
二
一
三
二

（『真聖全 』一 、九三六頁）
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テ
二

シ

シ
ヲ
若 以
持戒 持 律 、
而為
一
ハ
ダ
甚
多

ト
ノ
ハ
本願 者
、 破 戒無 戒 人
、
定
一

シ下 ハ ヾ
二

絶

ンデ

ノ
ヲ
往生 望
。
然
一

タン
二

ノ
ハ
ク
ノ
持戒 者
少
、
破戒 者

ルニ

（『真聖全 』一 、九四四～九四五頁 ）

さら に 第三 は 、消息 「熊 谷の入 道へつ かは す御 返事 」（五 月二日 付）に みら れる もので 、持 戒を完 全に
は 否定 してい ない 立場 であ る。

持戒 の行 ハ、 仏の 本願ニ あら ぬ行 なれ ハ、 たへた らん にし たか ひて 、たも たせ 給ふ へく 候。 けう やう

の 行も 仏の 本願 にあ らす 、た へんに した かひ て、 つと めさせ おハ しま すへ く候

（『昭和新修法然上人全集 』五三五～五三六頁 ）

こ こで は持 戒を 「本 願にあ らぬ 行」 とし なが らも、 完全 には 否定 して いない 。な お、 藤原 然了 氏は これ
に関 連す る文 とし て、

現世 をすぐ へき やう は。 念仏 の申さ れん かた によ りて すぐ へし 。念仏 のさ はり にな りぬ べか らん事 を

は 。い とひ すつ へし。 一所 にて 申さ れず は修行 して 申へ し。 修行 して申 され ずば 。一 所に住 して 申へ

し（ 略） 衣食か なは ずし て申 され ずは。 他人 にた すけ られ て申 へし。 他人 のた すけ にて 申さ れす は。

自 力に て申 へし 。妻 子も従 類も 。自 身た すけ られて 。念 仏申 さん ため なり。 念仏 のさ はり にな るべく

は。 ゆめ ゆめ もつ へから す。 所知 所領 も。 念仏の 助業 なら ば大 切な り。妨 にな らば もつ へか らす

（『浄土宗全書 』一六巻 、六四八頁）

- 234 -

と 述べ られ る 文を 挙げ 、この 論法 よりす れば 、「 持戒に て申 されず ば、破 戒に て申 すべし 。破 戒にて 申さ
れずば 、持 戒に て申 すべ し」 とも理 解で きる と指 摘し ている 。
以 上のよ うな 法然 の立 場に つい て宮林 昭彦 氏は 、

持戒 破戒 の戒 に対し て独 特の 見解 に立 ち、雑 行と して の持 戒の 戒では なく して 、破 戒重 罪の 戒で もな

い 戒 とい う こと にお い て 、法 然上 人 の独 自の戒 律観 を説こ うと してい るこ とを 窺うこ とがで きる 。
と述 べて、 法然 に独 自の 戒律 観が あった こと を指 摘し てい る。

と 指 摘 し て い る 。 な お 、 同 様 の 指 摘 が 、「 法 然 上 人 は 叡 空 か ら 円 頓 戒 を 禀 承 し 、 そ の 円 頓 戒 を 「 沙 汰 し

本 願念 仏を 至心 に称 えると ころ に、 戒法 は自 ずと実 践さ れ、 持戒 清浄 の徳が 具わ って くる と理 解して いた

外に 殊更 に持戒 の必 要性 を認 めて いない 一方 で、 念仏 と戒 の関 係性 を明示 する こと によ って 、万 徳所帰 の

一 方恵 谷隆 戒氏 は、法 然は 自己 の無 力を 自覚し て、 自ら を破 戒無 慚の徒 であ ると 告白 し、 真実 の念 仏の

*38

に立つ もの と考 えら るべ きで あろ う 。
」 等 とし てな され てい る。

心に 行住 座臥 時節 の久 近を問 わず 念仏 する とこ ろ、お のず から 持戒 清浄 の念仏 生活 相が 顕現 する との 見解

*40

と して より 望まし いと 考え た結 果と 推測さ れる 」と して いる 。

故に 、 分に 応じ て順 守す べき と考え てい たよう であ る」と 述べ 、法 然の持 戒は 、「そ れらの 順守 が仏教 者

一 方 安達 俊英 氏は 、法 然が 持戒を あく までも 仏法の 一つ とし て位置 付け ていた として 、「 仏法で ある が

*41

*42
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*37

て」持 戒、 破戒 とい う余 地の ない称 名念 仏の 一行 に戒 を含め たと みる べき が至 当であ る 。
」 、 或い は「 至

*39

また 森剛 史氏 は、 前述 の「 現世 をすぐ へき やう は。 念仏 の申 されん かた によ りて すぐ へし。 念仏 のさ は

り に な り ぬ べ か ら ん 事 を は 。 い と ひ す つ へ し （ 以 下 略 ）」 の 文 を 、「 形 式 か ら 精 神 へ と い う 戒 法 観 の 視 点

の 転換 を 如実 に 表す教 説」 と表現 し 、「 教説 の中に 戒を見 るな らば、 それ は自 利利他 に基づ く大 乗戒の 精

神 性 」 で あ っ て 、「「無 戒 名 字 の 比 丘 」 た る 末 法 の 仏 者 の 中 に 根 付 く 戒 の 存 在 」 で あ る と 述 べ 、 法 然 の 教
説 は戒 の精神 面を 重視 する もの である と指 摘し てい る 。

さて 、法 然の 戒法 観につ いて 従来 出さ れて きた見 解は およ そ以 上の ような もの であ った 。各 氏の説 は次
の 三点 にま とめ ること がで きよ う。

① 法然 は本 願念 仏を 重視す る立 場か ら、 至心 に念仏 する 中に 戒徳 は自 ずと具 わり 、そ れが 持戒 清浄 の念
仏 生活 として 現れ てく ると する 、独自 の戒 法観 を大 成し た。

②法 然は持 戒を 仏法 の一 つと して、 仏教 者と して 分に 応じて 順守 すべ きで ある と考え てい た。

③法 然の 戒法 観は 従来 の形 式的 戒律観 とは 異な った 、戒 律の 持つ 精神性 を重 視し たも のであ った 。

戒 徳優 れた高 僧と して 多く の人 々に授 戒し てい る一 方で 、念 仏以 外の行 は雑 行と して 廃捨 する 法然で あ

るが、 少な くと もそ の念 仏観 の根 底には 、戒 の存 在が はっ きり と根 付いて いる とみ てよ いので はな いだ ろ
う か。
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さて 、次 項か らは 、以 上の よう な親鸞 、或 いは 法然 の戒 法観 がその 学説 に大 きな 影響 を与え てい ると 考

戒 の性 格

えられ る『 伝戒 記』 と『 大戒 秘要』 の所 説に つい て、 より詳 しく 検討 して いき たいと 思う 。

第二 項

法 ヲ之 道

［ママ］
ムル
上レ

世 ニ而 弘
シテ
レ

ナリ

也。 ソレハ イカ

ま ずは 高 田派 が相 承す るとい われ る戒が どのよ うな 性格 のもの であ るのか を考察 した い 。『伝 戒記』 に
は大乗 菩薩 戒に 関し て次 のよ うに述 べら れて いる 。
菩 薩戒 ハ 別 ニ煩ハ シキ道 理ハ ナクタ ヾコ レ所 下以 ノ仏子 ノ之処

［ママ］

ニト イフ ニ、 三聚浄 戒ノ 摂律 儀戒 ハ一 切ノ悪 ハチ カラ ノ及 フホ トハ止 ル誓 ヒナ リ。 摂善 法戒 ハ一 切ノ

善 ハチ カラ 及ハ ンホ トハ ナスヘ キト 思フ 誓ナ リ。 饒益有 情戒 ハコ ノコ ノ止 作ト、 モト オノ カ身 ノタメ

トオ モハ ス、 人ノ タメト 思ヒ テ誓 テコ レヲ ナスナ リ。 コレ 菩薩 戒ノ 大体ナ リ。 然ル ニコ レニ 反シ テ一

切 ノ悪 ヲヤ メム ト スル コヽ ロ ナク 、 一切 ノ善ハ ナス マジト オモヒ 、タ ヾワ カ身ノ 勝手 ノミヲ コヽロ ニ

カ ケテモ 、人 ノタ メヲ オモ ハサル ヤウ ニス レハ 仏法 ノ道理 ハ且 ラク サシ オキ 、今日 世間 ニ処 スル ウヘ

ガ スマ ヌナ リ。 然レ ハ正 法ヲ 護持ス ルモ ノコ ノ三 聚ノ 願心 ナク テカナ ハヌ コト ナリ 〔 句読 点は筆 者〕

（『伝戒記 』五丁オ～ウ ）
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この 一節 は、 大乗 菩薩 戒の 持つ 道徳的 ・倫 理的 側面 に言 及し て述べ られ たも ので ある 。或い は、

菩薩 戒ハ意 業ヲ 本ト シテ 声聞 戒ノ唯 身口 二業 ヲ制 スル ニハ 同シ カラス シテ 偏ク 三業 ヲ制 スル ナリ

（『伝戒記 』三五丁オ～ウ ）

として 、大 乗菩 薩戒 が三 業の 中で も意業 、す なわ ち心 意作 用を 重視す る戒 であ るこ とが 述べら れて いる 。

以 上の ような 文か ら、 著者 真淳 が戒の 精神 面を 重視 する 一面に 注目 して いる こと が明か であ ると いえ る。

しか しさら にそ のこ とを 裏付 ける 文が『 伝戒 記』 と『 大戒 秘要 』に は示さ れて いる 。そ れは 懺悔に 関す る

記 述で ある 。こ こに記 され る内 容は 、両 書の中 でも 特に 精神 面へ の言及 によ って 読者 へ訴 えかけ るも ので

あり 、復 古運動 の意 図を 汲み 取る ことが でき る場 面で ある とも いえ る。そ こで 以下 、こ の箇 所に 焦点を 当
て て考 察を 深め 、復 古運動 で提 唱さ れた 戒の 性格を 明ら かに して いき たい。

さて 、
『 伝戒 記』は その 末尾 の部 分で 次のよ うに して 懺悔 の重 要性を 示し 、結 びと して いる。

ソレ 父母師 僧タ ル人 ハ其 子ソ ノ弟子 ノヨ ク善 道ニ 進ミ 聊モ 悪事 ヲナサ ズシ テ災 害ナ カラ ンコ トヲノ ミ

冀 フニ 、ソ レニ ハヒキ カヘ 善道 ニ進 ムコ トアタ ハザ ルノ ミナ ラス 、恣ニ 十悪 ヲナ シ、 近クハ 世間 ノ法

度ニ ソム キ、甚 フシ テハ 刑戮 ニオ チイリ 、ソ ノ父 母師 僧ニ モ汚 名ヲト ラシ ムル ニ至 ルノ 類ハ コレ 不孝

可
シム

キノ
レ

ク
セ
歎 至
ナ リ。 ソ ノ 十悪 ヲ ナス コ トハ 三 世諸 仏 ノ御 意ニ 不 随
順 、
二
一

ノ 至レ ルモ ノニ アラ スヤ（ 略） オノ レ悪 事ヲ ナシテ 咎ナ キ父 母師 僧マ テヲモ 辱ム ルニ 至ル 輩ア ルハイ
カ ナル 事 ソヤ 。 マコ ト ニ 可 悲
レ

近 クハ 今日 現在 ノ父 母ノ 意ニ モカナ ハヌ コト ナル ユヘ 、孝順 ニソ ムケ ル違 逆ノ法 ナリ 。コ ノ十 悪ハ 性
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罪 ナル ユヘ ニ、ソ レヲ 畏レ ス操 行不 軌ニシ テ恣 ニコ レヲ ナス モノハ 、果 シテ マノ アタ リ禍害 ニア フヘ

キコ ト疑ナ シ。 然レ ハ仏 法中 ノ論ヲ 俟ズ シテ 、世 俗ノ 間ニ モ身 ヲ処ス ヘキ ニト コロ ナシ 。然 レハ防 非
止悪ノコヽロガケハ世出世ニ渉リテナクテハ叶ヌコトナリ 。〔句読点は筆者〕

（『伝戒記 』四四丁オ～四五丁オ ）

こ の よ う に 、『 梵 網 経 』 の 「 孝 順 父 母 師 僧 三 宝 。 孝 順 至 道 之 法 孝 名 為 戒 亦 名 制 止 」 の 文 に よ っ て 孝 順

心の 重要性 を説 き、 十悪 を慎 む心 がけは 世間 出世 間に 共通 して 必要 不可欠 なも ので ある こと が示さ れた 上
で 、さ らに 次の ように 続け られ てい る。
コトサラ

マ タアヤ マリ テ悪 行ア リテ モ至心 ニ深 ク懺 悔ス レハ ソノ罪 消除 シテ 安楽 ヲ得 ルナリ （略 ）シ カレ トモ

大 乗 ニ ハコ ト ニ 懺悔 ヲ 通ス ル コト ア ルヲ タ ノ ミテ 故 ニ 違 犯 ヲナ ス ハ薬 ア リト テ 毒 ヲ食 フ ノ愚 ナ リ。

深 ク誡 ムベシ 。ソ ノ意 ニテ スル 懺悔ハ カヘ リテ 罪垢 ヲ増 スヘシ 。懺 悔ハ 至心 ニ重 テ犯サ ジト 深ク 誓ハ

ザレ バ、ソ ノ罪 垢消 除シ テ清 浄ニ住 スル コト ハナ キナ リ。 有志 ノ輩ハ 深ク コレ ヲ思 フヘ キナ リ。
〔 句読 点は筆 者〕

（『伝戒記 』四五丁オ ）

す なわ ち前述 の通 り常 に孝 順の 思いを 忘れ ぬよ う心 がけ るこ とは なくて はな らな いこ とで ある が、万 が

一あや まっ て悪 行を なし てし まっ た場合 は、 それ が父 母師 僧へ の不 孝とな るこ とを 心に 留め、 懺悔 して 至
心 に二 度と 犯さな いと 誓わ なけ れば ならな いと する 内容 であ る。
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ここ で挙 げら れて いる 『梵 網経 』所説 の孝 順に つい て、 釋舎 幸紀氏 は梵 網菩 薩戒 の基 調が孝 順心 と慈 悲
心にあ ると する 視点 から 、

梵 網菩 薩戒 は孝 →孝順 心＝ 戒→ 慈悲 心と いう図 式を えが くこ とが できる （略 ）梵 網菩 薩戒 は孝と 戒と

が一 つで あり 、それ が孝 順心 によ って つらぬ かれ てお り、 仏教 の慈悲 心と 結び つい てい る

と 述べ 、真淳 が右 の『 伝戒 記』 の文に おい て孝 順心 の重 要性を 説く 上で 挙げ てい る『梵 網経 』の 「孝 順父

母師僧三宝 。孝順至道之法孝名為戒亦名制止 」の文を 、慈悲心と結びついたものであると位置付けている 。
ま た釋 舎氏 は、 律の条 文に よっ てさ らに 孝順心 と慈 悲心 とに 検討 を加え 、

慈 悲は、 すべ ての 人に 対し て深い 友情 を持 つ慈 と、 自分の 中に ある 痛み を内 省して 他者 への 思い やり

を 深め る悲 とを あら わし てい る。こ のこ とは 孝順 が仏 に見 まも られて いる こと への 感謝と 仏へ の報 恩
で ある ことを 忘れ ては なら ない 。

を次 のよ うに 述べ てい る。

梵網 菩薩 戒は小 乗律 のご とく 読誦 による 反省 では なく 、仏 性の 自覚に ある から 、条 文に 明示 され ない

こ とで あっ ても 自覚 と一致 しな いこ とが ある ならば 、反 省の 対象 とな る。母 が一 子を 思う よう に自分

自身 を忘 れて 仏戒 を護り 、子 が父 母を 憶念 するよ うに 、仏 道を 離れ た放縦 な生 活を して はな らな いこ
と を示 して いる とい って よい だろう 。

*47
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として 、孝 順心 と慈 悲心 との 結びつ きを 再確 認し た上 で、こ れら の検 討内 容を まとめ て梵 網菩 薩戒 の性格

*46

さ て、 右 の『 伝戒 記』 の文を 受け 、この 釋舎氏 の見 解を 考慮し つつ 、『 大戒秘 要』 の一節 に「浄 土一 家

ニ モ 正 依 念 仏 傍 依 梵 網 ノ 旨 趣 ア リ 」 と 述 べ ら れ て い る こ と の 意 味 を 考 え て み た と き 、『 大 戒 秘 要 』 に 示

さ れる正 依で ある とこ ろの 念仏の 教え の傍 らに 求め られる もの が、 今述 べら れるよ うな 『梵 網経 』に 説か

れる梵 網菩 薩戒 の精 神、 すな わち 孝順心 と慈 悲心 であ ると 解釈 するこ とが でき るの では なかろ うか 。そ の

こ とが 述べら れた のが 、右 に挙 げた『 伝戒 記』 の文 であ ると思 われ る。 この よう に『伝 戒記 』で は、 懺悔
の重 要性と 同時 に、 懺悔 する 姿勢 や心の あり 方が 問題 とさ れて いる のであ る。

と ころ で、 前項 の「親 鸞の 戒律 観」 にお いてす でに 述べ たよ うに 、井上 善幸 氏は 親鸞 の戒 律に 対す る根

本的 な 問い が 、「は たして 凡夫 に真 実の懺 悔が可 能で あろう か」 とい うとこ ろにあ り、 親鸞に おい ては 、

懺 悔は 滅罪 のは たら きをな すよ りも むし ろ、 慚愧へ と突 き返 すは たら きをも つも ので ある こと を指摘 して

い るが 、『 大戒 秘要 』に はいま 井上 氏が親 鸞の 懺悔観 とし て指摘 する 内容 と同様 の見解 を示 してい ると 思
［ママ］

われる 文が みら れる 。そ こで は善導 の文 を引 用し て、 次のよ うに 述べ られ てい る。

念 仏ノ 行者 ハカ ラスモ 、身 ニス マシ ギコ トヲナ シ、 口ニ イフ マジ キコト ヲイ ヒ、 意ニ オモフ マジ キコ

トヲ 思フ トキ、 日ヲ ヘダ テズ 、時 ヲヘダ テス 、即 時ニ 懺悔 念仏 シテ、 安楽 清浄 ニ住 スル ヲ、 随犯 随懺

トイヒ 、恒ニワカ機ノツタナキヲ悔ミテ 、念仏怠ラザルヲ 、念念称名常懺悔トハ釈シ玉ヒ候ナリ（略 ）

念仏 ノ行 者、 ハカ ラサル ニ、 無始 患習 ノ煩 悩ニク ルハ サレ テ、 悪念 ノ微動 スル トキ ニ、 コヽ ゾト 心得
テ 、懺 悔念 仏ス レハ 、ソ ノ罪 当念ニ 消滅 シテ 、安 楽ヲ ウルナ リ
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（『大戒秘要 』三〇丁オ～ウ ）

この よう に し て念、 時、日 を隔 てず、 罪を 犯せ ば即時 に懺悔 せよ とする 『往 生礼 讃』の 随犯随 懺の 文

と 、常に 自ら の機 のつ たな さを悔 やみ 、念 仏を 怠っ てはな らな いと する 『般 舟讃』 の念 々称 名常 懺悔 の文

を挙 げ て、 煩 悩に よって 悪念 が微 動した その 時にこ こぞ と心得 て行 う念仏 を、 懺悔念 仏と 位置付 けた 上
で 、さ らに、

煩悩 ハ衆 生ノ ムマ レツキ ナレ ハ、 オコ ルハ ヅノコ トナ レバ 、ソ レハ 起リ次 第ニ シテ 、ソ レヲ 強テ オコ

ラ セジ ト苦 シマ ズ、 ソノ 起ル トキ、 コレ ゾト 心得 テ、 懺悔念 仏ス ルコ ヽロ ヅキ ノ遅キ ヲ慮 リテ 、少 シ
モ 油断ス ベカ ラザ ルコ ト、 行者第 一ノ 覚悟 ナリ

（『大戒秘要 』三〇丁ウ～三一丁オ ）

と述 べ、 その よう な即時 の懺 悔念 仏を 起こ すこと さえ まま なら ない のが、 我々 煩悩 具足 の凡 夫で ある と示

され てい る 。こ のよ うに 『大戒 秘要 』の懺 悔に関 する 説示 は 、『伝戒 記』 のそれ を発展 させ 、念仏 の教 え

と絡 めて 展開 する 中で 、念仏 者の 内面 の問 題に 言及し てい くも ので ある といえ る。 また それ を通 して 示さ

れる内 容と は、 一旦 はそ の重 要性 を説い た懺 悔さ えも なす ことが まま なら ない 凡夫 である との 機の 自覚 に

あ る。 これは 井上 氏が 指摘 する ところ の親 鸞に おけ る懺 悔の捉 え方 と類 似し てい るとい って よか ろう 。

さて 、こ の『 大戒 秘要』 所説 の懺 悔観 に大 きな影 響を 与え てい るも のの一 つに 、善 導の 懺悔思 想が ある

こ とは 言う までも なか ろう 。善 導は 中国浄 土教 の列 祖の 中で もこと さら に懺 悔を 重視 した人 物で ある と考
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えら れて おり 、善 導教学 にお いて 懺悔 思想 は教義 的に 重要 な位 置を 占めて いる とし て、 すで に様 々な 見解

が出さ れて いる。 中でも 注視 した いのは 、『法事 讃 』、『往生 礼讃 』、『観無 量寿 経疏』等 に示される懺 悔の

内 容であ る。 福原 隆善 氏は 、善導 にお ける 懺悔 の内 容が、 自己 の無 始よ り現 在に至 る一 切の 罪で ある とし
て、次 のよ うな 見解 を述 べて いる 。

有

シト
一レ

ルコト
二

シ

出離 之縁 一」 と 照らし 合わ せて 、「懺 悔す べき無 始以 来の罪 業を 背負っ た私とい う

ヨリ

以来、常 ニ没

こ の 懺悔 の 内容 はそ の ま ま機 の自 覚へ 結びつ くも ので ある 。（ 略）懺 悔し ても なお罪 過を犯 さず には

いら れな い人 間の 存在を 、自 己の 懺悔 の中 に見い だし たも ので あろ うと思 われ る 。

、無

シテ

ズ
ま た坪 井俊映 氏は 、これ を二 種深信 の信 機釈「 深 ク信 二
自 身 ハ現 ニ是 罪悪 生死 ノ凡夫 、曠劫

常 ニ流転

てい る 。 或い は森 田眞 円氏 も、こ の懺 悔の 内容 を、

うな三世多生にわたる造罪の表白となれば、単に自己の犯した罪に限定して述べているとは思えない 。

（略 ）い わば「 罪悪 生死 の凡 夫」 におけ る「 機の 真実 」と いっ た内容 を示 して いる に違 いな い 。

『 伝 戒 記 』、『 大 戒 秘 要 』 に 示 さ れ て い る 懺 悔 の 重 要 性 は 、 以 上 の よ う な 善 導 の 懺 悔 思 想 か ら の 影 響 を

末の大 乱時 代に おけ る彼 の青 年期 の経験 があ るこ とを 述べ てい る。

と 指摘 し、さ らに この よう な善 導の人 間観 が当 時の 末法 意識の 高揚 から 来る もの であり 、そ の基 底に は随

*54
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こ と が 信 機 」 で あ る と し て 、「 罪 悪 の 凡 夫 な る 深 信 は 懺 悔 の 思 い に 住 す る 信 相 と も 思 わ れ る 。」 と 指 摘 し

*52

無始 已来、 生死 流転 して きた 中間に おけ る多 生間 の一 切「 われ らの造 罪」 が挙 げら れて いる 。この よ

*53

受け 、或 いは 「懺 悔をく りか えし ても なお 懺悔し なけ れば なら ない 罪悪深 重の 凡夫 の立 場が よく 標榜 され

ている 。
」 と 表現 され るよ うな善 導の 真摯 な懺 悔の 態度を 理想 とし て述 べら れたも ので ある とい えよ う。

そ の意図 は前 述の 通り 、戒 を持つ どこ ろか 、自 らの 悪行に 対し て即 時に 懺悔 念仏す るこ とさ えま まな らな

い自己 を自 覚し 、日 々の 念仏 にお いてそ れを 忘れ ぬよ う心 がけ ること に重 きを おく こと によっ て、 念仏 者
の 内面 性に言 及す ると ころ にあ るとい える ので はな いだ ろうか 。

戒 と念 仏と 信心 の関係 性

この よう にし て、 どこま でも 精神 的な 部分 に言及 して いく のが 、復 古運動 が重 視す る戒 の性 格であ ると
い える 。

第 三項

ここ まで 『伝 戒記 』と『 大戒 秘要 』の 内容 に基づ いて 、そ こに 説か れる戒 の性 格を 検討 して きたが 、復

古 運動 で提 唱さ れる戒 の最 大の 特徴 は、 さらに それ を念 仏と の関 連性の 上で 捉え るこ とに よって 、宗 義に

即し たも のとし て展 開し てい くと ころに ある とい える 。た とえ ば『 大戒秘 要』 は念 仏と 三学 の関 係を、
念 仏ノ 法門 、任 運ニ 戒定 慧ヲ 具スル コト 、明 カニ 知ル ヘシ

（『大戒秘要 』一九丁オ ）
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とし て、 名号 を戒 体と捉 える こと によ って 、それ を称 える 称名 念仏 に戒定 慧の 三学 が全 て具 わる と説 いて

いるこ とは 、す でに 前節 の『 大戒秘 要』 概要 の中 でも 述べた 。こ のよ うな 念戒 一致的 な表 現が なさ れて い
る ことか ら、 従来 の真 淳に 対する 評価 は専 ら、

公（ 真淳 ）の 著作に は信 を談 ずる 到底 行に及 ばざ る遠 し、 故に 其学説 は公 に於 て生 命あ るも 、之 を人
に強いるは危し、後学半鎮と名けて依らざるも亦理由あり 。〔（）内は筆者〕

等と するも ので あっ た。 たし かに 『伝戒 記』 や『 大戒 秘要 』だ けを みれば 、行 に関 する 言及 に終始 して お

り 、信 心に 関す る言及 が薄 いと の指 摘は 否めな い。 しか しこ れら の書物 が戒 律を 主題 とし て書か れた もの

であ るこ とや、 或い はそ の中 でし ばしば 内容 が繁 雑に なる こと を憚 って、 論旨 から 逸れ るも のに ついて は

「 繁を 恐れ てこ こに 略す」 とい った 表現 を用 いて省 略し てい るこ と等 を考慮 すれ ば、 真淳 はあ えて信 心に

つい て言 及し なか ったと 考え る方 が自 然で はなか ろう かと 筆者 は考 える。 しか しい ずれ にせ よ、 真宗 にお
いて行 を語 る上 で、 信の 問題 が避け られ ない もの であ ること は間 違い ない 。

そこ でこ こか らは 『伝 戒記 』と 『大戒 秘要 』以 外の 書物 にも 目を 移し、 そこ に信 心が いかに 語ら れて い

るかを 考察 した 上で 、そ の内 容を 『伝戒 記』 や『 大戒 秘要 』と絡 めて 検討 する こと によっ て、 復古 運動 が

行 われ ていた 当時 の宗 門に おい て、戒 と念 仏と 信心 とが どのよ うに 結び つけ て説 かれて いた のか を探 って
いきた い。

さて、
『 伝戒 記』 や『大 戒秘 要』 以外 にも 多く の書 物を著 して いる 真淳 であ るが 、その 著述 の中 に 、
『印
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施法 語科 註 』
（ 以下『 科註 』
） と『 天明宝 訓誘 蒙記 』
（ 以下『 誘蒙 記 』
）と 題し たも のが ある。 この 二冊 は、

円 遵 が 示 し た 法 語 （ 以 下 『 印 施 法 語 』） と 宝 訓 （ 以 下 『 天 明 宝 訓 』） に 対 し て 、 真 淳 が そ れ ぞ れ 註 釈 を
加 えたも ので ある 。

ヲ
一

で ある 。
『 誘蒙 記』は その 冒頭 部分 で『 印施 法語 』を 挙げて 、
シ
夫レ 印施 ノ一 紙ハ 、示 一
流 安心 ノ骨 髄
二

ヲ
一

ル

ちら も 円遵 の言 葉を もと に、 真淳が 解説 を加え たも のであ り 、『伝戒 記』 や『 大戒秘 要』で は明 確にな ら

と して 、本書 が行 者修 習の 用心 を諭す 円遵 の宝 訓を 註釈 したも ので ある こと が述 べられ てい る。 つま りど

（『誘蒙記 』上二丁オ ）

シ
流 ノ道 俗、 ユメ ユメ等 閑ア ルヘ カラ ス候 ナリ、 コレ コノ 宝訓 ノ大 意ナリ ト応 知

ヘ
二

ニ
ノ
ハ
ノ
今 此
一
章 、
訓 行 者修 習 用
心 玉 フモ ノ ニ シテ 、 須臾 モ 相離 ル ヘカ ラサ ル、 大切 ノ宝訓 ナレ ハ、 一

下二 巻か らな る。 冒頭に は、

る 『 誘蒙 記 』は 、『 科註 』執筆 から ちょ うど十 年後 に当た る寛政 十年 （一 七九八 ）に 書かれ たもの で、 上

とし て 、円 遵 によ って一 流の 安心 が示さ れた ものと して紹 介し てい る。一 方 、『天 明宝 訓』の 註釈 書であ

（『誘蒙記 』上二丁オ ）

『印 施 法語 』 の註釈 書で ある『 科註』 は、 天明 八年（ 一七 八八 ）、真淳 五十 二歳の とき に書か れた もの

*58

な かっ た彼 らの行 信論 が述 べら れた もので ある とい える ので ある。 これ らは 、時 期的 に享和 二年 （一 八〇
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二） に書 かれ たと される 『伝 戒記 』や 『大 戒秘要 』よ り以 前に 書か れたも のと いう こと にな るが 、こ のと

きすで に復 古運 動は 開始 され ていた と考 えら れて おり 、どれ もそ の最 中に 書か れたも ので ある こと は間 違
い ない。
マヽ

さて 、
『科 註』 は冒 頭に真 慧の 『顕 正流 義鈔 』を引 用し 、

一 家ノ安 心ニ就 テ 間 僻解 ヲナ スハソノ 源所信 ノ法 体ヲ弁 明セザルヨリオコ レリ。故ニ顕正流 義鈔ノ

中 ニ往 生ノ 安心 ヲ 直指 シテ 更 ニ名 号ア リガ タ キト 信ジ 称ル ヨ リ外 ニ当 流 ニハ コト ナル 義ナシ トヲシ

ヘ 、 マ タ安 心 ノ濫 ヲ 斥ケ テ 、 風ニ 聞 ク法 蔵因位 ノ修 行ヲ モ弥 陀果 位ノ利 生ヲ モ不 聞
不 知
ト云 トモ称
レ
レ
念 マコト ナラ バ往 生決 定ナ ルベシ ト示 シ玉 ヘリ 〔句 読点 は筆者 〕

（『科註』四丁ウ～五丁ウ ）

とし て、 称名 念仏 によっ て往 生が 決定 する ことを 述べ てい る。 また 『誘蒙 記』 には 、

信心 アリト オモ フト モ、 名号 ヲトナ ヘサ ラン ハ、 詮ナ シト ナリ 、ユエ イカ ニト イフ ニ、 実ニ 他力ノ 信

（『誘蒙記 』上三二丁オ～ウ ）

心 ヲ獲 得ス ルモ ノハ、 称名 相続 シテ 、間 断ナカ ルヘ キカ 故ナ リ（ 略）往 生極 楽ノ 所詮 ハ、念 仏ニ アル
ユエ 、往 生セム トオ モフ トモ 、念 仏セサ レハ 、所 詮ナ キナ リ

として 、往 生す るた めに は念 仏が 不可欠 であ るこ とが 示さ れて いる 。
一 方、 同じ く往生 決定 にま つわ る文 に次の よう なも のが ある 。
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往 生ノ 治定 ハ信心 ノ決 定ニ アル ナリ

（『科註 』一二丁オ ）

こ れは元 とな る『 印施 法語 』の 「ソノ 御約 束ヲ フカ ク信 ジテ 私ノ 計ヒナ ク一 期ノ 間念 仏申 セバ」 の文 の

中の「 フカ ク信 ジテ 」の 部分 を解 説した もの で、 本願 名号 を信 じる心 が定 まっ たと ころ に往生 が決 定す る

こ とが 述 べら れ てい る。こ のよう に 、『 科註 』と『 誘蒙 記』に は往生 決定 の因 として 念仏 と信心 との 両方

が挙 げられ てい るの であ る。 そこ で以下 、さ らに この 点に 焦点 を当 てて考 察を 深め てい こう 。

『 科 註』 に は、 念 仏正信 偈の「 如来 本願顕 称名 」 の 文と 『唯信 鈔文意 』の 「口 称を本 願と ちかひ たま
へる をあ らはさ んと なり 」 の 文か ら、

（『科註 』一〇丁オ～ウ ）

として 、称 名念 仏は 本願 の願 体であ ると 示さ れて いる 。或い は『 誘蒙 記』 には 、

（『誘蒙記 』下三四丁オ ）

タ トヒ 名号 ヲ唱 フトモ 、三 心具 足セ サレ ハ、順 次ニ 往生 ハ遂 ケカ タキナ リ、 シカ レハ コノタ ヒノ 往生
ハ、 信心 肝要ナ リ、 カク 信心 肝要 ナリト イヘ トモ 、願 体ニ ハア ラサル ナリ

として 、信 心は 肝要 であ るが 願体 ではな いと 述べ られ てい る。 また さらに 、

第 十八 ノ願 体ハ 、称 名ナ レト モ、ソ ノ願 体ヲ 、至 心信 楽シテ 欲生 ノコ コロ ヲ起サ サレ ハ、 剋果 スル コ
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口 称ノ 願体 ナル コト カヘ スガ ヘスモ 忽緒 スベ カラ ズ

*60

ト アタ ハス 、シカ レハ 往生 ノ正 因ハ 信心ニ アル

（『誘蒙記 』下三四丁ウ ）

第 十八 ノ願 体ハ 、称名 ニシ テ、 信心 ニハ アラサ レト モ、 ソノ 願体 ニカナ ヒテ 、決 定往 生ス ルコト ハ、
内因 ノ信 心ニ 存スル コト 、各 々間 違ナ ク、領 会ス ヘキ コト ナリ

（『誘蒙記 』下三五丁ウ ）

等と して、 称名 念仏 は願 体、 信心 は往生 の肝 要で ある とそ れぞ れ位 置付け た上 で、 称名 念仏 によっ て往 生

が 決定 する 内因 は信心 にあ る、 或い は往 生の正 因は 信心 にあ ると 示し、 称名 念仏 につ いて はさら に、

（『科註 』八丁オ～ウ ）

（『誘蒙記 』下三六丁オ ）

報 謝ノ称 名ノ 事 、
（略 ）最初ノ聞其名号信心歓喜乃至一念ノ信心歓喜ノ当体ニ、任運自然ト具足シテ 、
仏 願ノ 不可 思議 ナル カタ ヨリ 、報恩 謝徳 ノオ モヒ 出来 ルナ リ

信心 決定シ テ疑 ナケ レバ コノ 念念シ カシ ナガ ラ知 恩報 徳ノ 念仏 ナリ

等とし て、 信心 歓喜 の当 体に 自ず と具わ る報 謝の 称名 とし て示さ れて いる 。
一 方、 往生、 信心 、称 名の それ ぞれの 因果 関係 につ いて 言及 する 箇所で は、

ノ
報 土往 生ハ 果 ナリ 。 信心 念 仏ハ 因ナ リ （略 ） 他力 信
行 ノミ 清浄報 土ノ 真因ニ シテ 自力雑 善ハ 剋果ス

ル コト 能ハ ズ 〔 句読点 は筆 者〕
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（『科註 』一五丁ウ ）

と述べ 、
「信心念仏 」或いは「他力の信行 」として、信心と念仏とが共に往生の因として挙げられている 。

以 上の所 説を まと める と次 のよ うにな る。 称名 念仏 は信 心歓 喜し て疑い のな いと ころ に自 然に具 わり 、

それに よっ て同 時に 往生 が決 定す る。こ のと き称 名も 信心 も、 どちら も往 生決 定に 対し ては因 とな るが 、

厳 密に いえば 称名 念仏 によ る往 生決定 の内 因が 信心 にあ ること から 、信 心は 正因 であり 、そ の称 名念 仏は

報謝 の念仏 とな る。 この よう にし て、信 心も 念仏 も共 に往 生決 定に は不可 欠な 因で あり 、内 因であ る信 心

と 願体 であ る称 名念仏 とが 共に 具わ った ところ に往 生が 決定 する と理解 して いる こと がわ かる。

ではここからは、以上の内容を『伝戒記 』、
『 大戒秘 要』 所説 の念 戒論と 併せ て検 討す るこ とに よって 、

そ の構 造を 考察 して みたい 。そ こで 前に 挙げ た『誘 蒙記 』と 『大 戒秘 要』の 二つ の文 に注 目し てみよ う。

（『誘蒙記 』下三六丁オ ）

報 謝ノ 称名ノ 事 、
（略 ）最初ノ聞其名号信心歓喜乃至一念ノ信心歓喜ノ当体ニ、任運自然ト具足シテ 、
仏願 ノ不可 思議 ナル カタ ヨリ 、報恩 謝徳 ノオ モヒ 出来 ルナ リ

念仏 ノ法 門、任 運ニ 戒定 慧ヲ 具ス ルコト 、明 カニ 知ル ヘシ

（『大戒秘要 』一九丁オ ）

これ らは どち らも 同じ「 任運 」と いう 表現 を用い て、 それ ぞれ 信心 と称名 念仏 の関 係、 或いは 念仏 と三

学 の関 係が 示され たも ので ある 。こ れらを 併せ て解 釈す ると 、信心 が決 定す ると ころ に報謝 の念 仏と 戒定

- 250 -

慧の 三学 が同 時に 具足す ると 理解 でき る。 この解 釈は すな わち 、内 因であ る信 心と 願体 であ る報 謝の 称名

とが共 に具 わっ たと ころ が、 自然に 三学 を具 足し た念 仏の法 門で ある と捉 えた ものと いえ よう 。
と ころで 、
『 誘蒙記 』に は念 仏者 の姿 が次 のよ うに 説かれ てい る。

ハシ メ本 願ノ 生起本 末ヲ 聞、 ワカ 機ノ 方ニ、 信ヲ 起シ タル ニ、 相違ハ ナケ レト モ、 聊モ ワカ 賢ク テ、

信 ヲオ コシ タル コソ ト思 ハス、 我等 カア サマ シキ 妄念ノ 心中 ニ、 往生 シタ キトイ フ、 信心 ノ起 ルヘキ

スヂ ハナ ケレ トモ 、アリ カタ キ本 願招 喚ノ 勅命ニ ヒキ タテ ラレ マイ ラセテ コソ 、オ コル マシ キ信 心モ

オ コレ 、是 レ全 ク他 力御 回向 ノアラ ハレ トヨ ロコ フヲ 、自力 ノ己 レヲ 忘レ テ、 他力ノ 回向 ヲ信 スル 念
仏 者トハ イフ ナリ

（『誘蒙記 』上八丁ウ～九丁オ）

ワ サト アリタ キマ ヽノ 振舞 トハ 、ワサ トヽ ハ、 故意 ナリ 、律ニ モ、 故犯 誤犯 トイ フコト アリ 、故 犯ハ

コト サラニ 、意 ニタ クミ テ、 アシキ 身語 意ノ フル マヒ ヲナ スヲ イヒ、 誤犯 ハ、 コヽ ロニ タク マス、 ア

ヤ マリ テ、 律ヲ 犯スヲ イフ ナリ 、ア リタ キマヽ トハ 、即 チ放 逸ナ リ、次 下ノ 文ニ 、タ ヽ無慚 放逸 ノミ
ニテ トノ 玉フモ ノ是 ナリ

（『誘蒙記 』上二六丁オ～ウ ）

前の 文は 他力 の回 向を信 じ喜 び称 名念 仏す るとい う、 念仏 者の 姿が 示され たも ので ある 。一方 後の 文は

そ の他 力回 向のは たら きを たの みと して、 わざ と自 分勝 手に 振る舞 う行 いが あれ ば、 それは 放逸 であ ると
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示さ れた もの であ る。こ こで 注目 して おき たいの は、 故意 に自 分勝 手な振 る舞 いを 行う 喩え とし て、 律の
故犯誤 犯の 例を 挙げ てい る点 である 。
或 いは同 じく 僧侶 の放 逸に つい て述べ ると ころ で、

末世 ノナ ラハ シトハ 云ナ ガラ 、総 シテ 風俗甚 タ軽 薄ニ ナリ ユキ 、出世 ノ実 義ヲ 閣キ 、万 事只 他ノ 美観

ノ
ル
ニ
ニ 供 ヘ候 事 ヲ、 専一 ニ 相 心得 、ミ タ リニ 信施 物 ヲ費 候 條、 冥加 可 恐
之
至 候
間 、祖宗 門下 ノ子弟 タ
レ

（『誘蒙記 』下四三丁ウ ）

ク
ス
ル モノ 、可 深
慚
愧 義
ニ 候事 等 ト、 深 ク厳 誡ヲ 垂 レタ マフ ニテ 、僧侶 ノ放 逸悪行 ニテ ハ、ス マヌ コ
二
一

ト ヲ、 深ク 自知 スヘ キナ リ

慚 愧ハ 、世 間出 世間 ニ渉 リテ 、須臾 モカ クヘ カラ サル ノ妙 法ナ リ

（『誘蒙記 』下四一丁オ ）

等と して 、 慚愧 心の 重要 性が強 調し て述べ られて いる 。こ の慚愧 心に 関して は 、『伝戒 記』 におい ても そ
の重 要性 が説 かれ てい る。

嗚呼 澆末 ノ道俗 タレ カ正 シク 七衆 ノ分ヲ 全ク セン 。唯 是レ 名字 ノミナ リ。 シカ レド モセ メテ 深ク 慚愧

ヲ 懐キ 慎ン テ正 見ヲ 失ハヌ ガ今 日ノ 我等 ガ分 際ナル ベシ （略 ）無 戒破 戒ノワ レラ 辱ク モ末 代三 宝ノ一

分ト 称セ ラレ ンコ ト何ノ 幸カ コレ ニシ カン ヤ。マ コト ニ慚 愧ヲ 忘レ スシテ ナル ヘキ タケ 三業 ヲ慎 ムヘ
キ ニア ラズ ヤ 〔 句読点 は筆 者〕
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（『伝戒記 』三四丁オ～ウ ）

ここ では『 楞伽 経』 や『 涅槃 経』に おい て婬 酒食 肉が 誡めら れて いる こと を述 べた上 で、 末法 無戒 名字

の 比丘の 分際 であ る我 々は 、せめ て慚 愧を 懐き 、三 業を慎 んで 正見 を失 って はなら ない こと が述 べら れて

いる。 また 同じ く慚 愧に 関し ては 、円遵 の『 慚愧 御書 』に おい ても、 題名 がす でに その 内容を 物語 って い
る よう に、再 三そ の重 要性 が強 調され てい る。

以上 のこ とか ら、 復古運 動当 時の 円遵 、真 淳らの 学説 にお ける 戒と 念仏と 信心 との 関係 性に 対する 解釈

は 次の よう に推 測する こと がで きよ う。 なお、 末法 無戒 の語 に甘 んじ、 弥陀 の本 願を 誤っ て捉え て放 逸に

陥る者を制するに当たり 、修行規則を守ろうとする自律的決心である戒と 、教団の規則である律に注目し、

戒 の精 神的 護持 を勧 めるこ とに よっ て、 念仏 者の精 神面 の問 題に 言及 し、あ るべ き念 仏者 の姿 を示す のが

復古 運動 の根 本精 神であ った 。さ て、 この 精神の 上に 説か れる 念仏 とは、 弥陀 の本 願を 聞き 、他 力回 向の

信心を 得た とこ ろに 報謝 の念 仏とし て自 ずと 具わ るも のであ り、 なお かつ 、称 えると ころ の名 号が 戒体で

ある こと から 、防 非止 悪の戒 徳を も兼 ね具 えた もので ある とさ れる 。一 方、こ こに 説か れる 念仏 者の 心の

あり方は 、懺悔念仏 、或いは慚愧心の重要性を説くことよって示されていく 。しかしそれは突き詰めれば 、

悪 念が 催した 即時 の懺 悔念 仏さ えもま まな らな い自 己を 自覚し 、常 に慚 愧の 心を 懐き、 三業 を慎 み、 正見

を失わ ぬ心 がけ を忘 れて はな らな いとす る、 慎み ある 念仏 者の 姿が 示され たも ので ある といえ る。

こ のよ うな 復古運 動の 学説 には 善導 や法然 の戒 法観 が大 きく 影響 してい るこ とは すで に述 べた 。し かし
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何 より も 、「 復る べき古 」で ある親 鸞の 思想 に、深 い機 の自覚 を基底 とし た明 確な戒 律観 がある と捉え 、

それを 目指 して 運動 に取 り組 んでい たで あろ うこ とが 、以上 のよ うな 円遵 、真 淳の思 想に は明 白に あら わ
れ ている とい って よか ろう 。
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第 四節
「 唯授 一人 口訣」 とは

復古 運動 と口 伝

第 一項

ここ まで いく つかの 視点 から 、復 古運 動とそ こで 提唱 され た学 説につ いて 検討 して きた 。これ によ って

明 らか にな ったの は、 この 運動 が非 常に精 神的 な部 分を 重視 するも ので ある とい うこ とであ った 。ま たそ
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の背 景に は、時 代背 景に 伴う 他宗 からの 影響 に加 え、 親鸞 や善 導、 法然ら の戒 法観 が大 きく 関わ ってい る
こ とは すで に述 べたと ころ であ る。

さ て、 最 後に 本節 では 、『 伝戒記 』にみ られ る口伝 に関す る記 述に 注目し てお きたい 。は じめに も述 べ

一家 授受 には 次の ような 文が ある 。

タマヘリ
二

たよう に、 この 運動 は口 伝によ って 戒体 の秘 訣が 師資相 承さ れて いる こと が、戒 を提 唱す るそ もそ もの根
拠と され てい る。 全十門 から なる 『伝 戒記 』の

シテ

ル
ニ
至 二
今主 輪下 一
。 就 レ中 ソ ノ 戒 体 ノ

ヲ
ニ
テ
ニ
テ
ニ
一 家 ノ授 受 一
我 カ流 祖 嘗 テ受 二円 戒 ヲ於 慈 円 和 尚 一
。 而 又 重 テ受 二
之吉水大師 一
且 ツ就 二
大師 一
獲

サハ
二

ナリ 。〔句読点は筆者〕

秘 訣ハ 歴代 ノ 法主 師 資相 承ノ 秘 訣ニ シテ 余人 ノ伺 ヒ知ル トコロ ニア ラス。 所謂 ル唯 授一人 ノ口 訣コレ

ヲ
テ
ヘ
ニ
仏 祖 的 伝 ノ戒 体 ノ秘 訣 一
。於 レ
是 ニ乎 伝 二
之 ヲ其 ノ上 足 三 條 一
、展転相承

第 九 ニ明

（９）

（『伝戒記 』三六丁オ ）

この 第九門 は、 高田 派歴 代に よる戒 体の 次第 相承 につ いて述 べら れる 箇所 であ る。右 の文 は、 その 歴代

法 主師資 相承 の戒 体の 秘訣 が、法 主以 外の 者は 知り 得ない 唯授 一人 の口 訣で あると 伝え るも ので ある 。

とこ ろで この 「唯授 一人 口訣 」が 、近 世初期 頃に 成立 した 口伝 資料で ある 『正 統伝 』と 『宗義 相承 記』

の 中に も、三 つの 口伝 の内 の一 つとし て記 され てい るこ とは、 前章 です でに 述べ た。今 一度 その 概略 を示

して お くと 、三 つ の口伝 とは 『正 統伝』 におい ては 六角堂 夢想 偈に 関する 三重相 伝 、『宗 義相承 記』 にお

い ては 四箇 伝（ 磯長夢 想の 伝・ 化女 告命 の伝・ 六角 夢想 の伝 ・六 角霊告 の伝 ）に 関す る三 重口訣 とし て伝

えら れる もので 、時 機相 応・ 女人 往生勧 発・ 唯授 一人 口訣 から なる 。この 内の 時機 相応 と女 人往 生勧発 が

ど ちら も親 鸞の 妻帯 に関す る内 容を 伝え る口 伝であ るこ とは 、前 章に おいて 『宗 義相 承記 』に 記され た内

容 から すで に 明か にな ってい る。 しかし ただ 一つ「 唯授 一人口 訣」 に関し ては 、『 正統伝 』に は一切 言及
されず 、ま た『 宗義 相承 記』 にも、

右 両重 ノ口 訣ニ 於テ大 師空 聖人 ノ示 教ノ 旨イト コマ ヤカ ニ弟 子ニ 伝授マ シマ シテ 尚其 ウヘニ 仰セ ラレ
ノ
テノタマワク 云云如 二朱切紙 一
以上

（『宗義相承記 』一二丁ウ ）

と述べ られ 、そ の内 容は 「朱 の切 紙のご とし 」と して 省略 され てい るため 、ど のよ うな 口伝で ある のか を
知 るこ とが できな かっ た。
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とこ ろが 時代 は下 り、 右に 挙げ た『伝 戒記 』の 文の 中に その 「唯授 一人 口訣 」に よっ て戒体 の秘 訣が 伝

えら れて い る旨 が記 され ている ので ある。 もし 仮に『 正統 伝』 並びに 『宗義 相承 記』と 、『伝戒 記』 に示

さ れると ころ の「 唯授 一人 口訣」 が、 どれ も同 じも のを指 して いる ので あれ ば、こ れに よっ て口 伝資 料か

らは明らかにならなかった「唯授一人口訣 」の内容が 、戒体の秘訣を伝えるものであることが知られよう 。

す なわち 、『 正統伝 』、『 宗義相 承記 』が 伝える 三つの 口伝 とは、 時機 相応 ・女人 往生 勧発・ 戒体の 秘訣 の
三点 から成 るこ とが 明か とな るの である 。

と こ ろで 、『 宗義 相承 記』の 著者 と考 えられ ている 寂玄 （一六 九三 ～一 七五九 ）は、 円遵 の復古 運動 の

志に 影響 を与え たと 考え られ る真 淳の父 真証 と、 ほぼ 同年 代を 生き た人物 であ る。 すで に前 章で 述べた よ

う に 、寂 玄 は第 十七 世円 猷から の信任 が篤 く 、「 安心 書」を 与え られ たとさ れて いる。 一方の 真証 は、 円

猷の 補佐 役を 務め 、高田 派に おい て中 心的 役割を 担っ たと され てい る。つ まり この 二人 は非 常に 近し い間

柄であ った と思 われ る。 その ことか ら推 測す ると 、真 証は同 世代 であ る寂 玄が 口伝資 料を 著し て歴 代法主

によ る口 伝相 承の 歴史 を記し てい るこ とを 知っ ていた 可能 性は 高く 、も しかす ると その 内容 につ いて もよ

く理解 して いた かも しれ ない 。そ の点を 考慮 に入 れる と、 その真 証か らの 影響 を受 けてい ると 考え られ る

円 遵、 或 いは そ の子真 淳に よる復 古運 動が根 拠と する「 唯授 一人口 訣」 と 、『 宗義 相承記 』が 伝える 「唯

授一人 口訣 」と が、 全く の別 物、 無関係 のも のと は考 えに くい とい えよう 。つ まり 、口 伝資料 の発 生と 復

古 運動 とは 、別の 時代 に起 こっ た別 の出来 事で はな く、 どこ か根本 的な とこ ろで 繋が る、或 いは 派生 的に
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起こ った 出来 事で あった とい える ので はな かろう か。

なお 、真淳 は真 慧の 『顕 正流 義鈔』 の註 釈書 であ る『 顕正流 義鈔 蒙引 』に おい ても、 真慧 の略 伝の 中で
次 のよう に述 べて いる 。

顕正流義鈔蒙引 』五一頁 ）

二十 五歳 、長 禄二年 ノ正 月、 高田 ニ帰 錫シタ マヒ 、同 歳四 月五 日ノ夜 、定 顕上 人ヨ リ口 決ヲ 相承 シタ
マ ヘリ
（『翻刻

こ のよ うに して 真淳も また 、真 慧が 第九 世定顕 （一 四一 六～ 一四 六四） から 口訣 相承 を受 けてい たこ とを

記し てい るので ある 。口 伝と 復古 運動の 関係 性に 関し ては 推測 の域 を出な いの が現 状で ある が、 ただ一 つ

い える こと は、 歴代 法主が 口伝 によ る秘 訣相 承を行 って いた とす る記 述が、 法主 であ る円 遵に よって 認め

「 浄肉 文」 との 関係

られ てい た『 伝戒 記』や 『顕 正流 義鈔 蒙引 』など に記 載さ れて いる ことは 、非 常に 興味 深い とい うこ とで
ある。

第二 項

とこ ろで 、三 つの 口伝 が時 機相 応・女 人往 生勧 発・ 戒体 の秘訣 から 成る ので あれ ば、持 戒者 にと って は
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破壊 行為 とい える 妻帯と 戒体 の秘 訣と が同 時に口 伝相 承さ れて いる という のは 、一 体ど うい うこ とな ので
あろう か。

こ こで思 い出 され るの は、 高田 派に伝 わる 「浄 肉文 」と 「六 角堂 夢想偈 文」 の存 在で ある 。これ らは も

ともと 、十 三行 から なる 「浄 肉文 」の末 尾二 行の 裏に 「六 角堂 夢想偈 文」 が書 かれ た状 態で伝 えら れた も

の で あ る 。 こ れ ま で の 研 究 に よ っ て 、「 浄 肉 文 」 は 親 鸞 の 直 筆 で あ り 、「 六 角 堂 夢 想 偈 文 」 は 真 仏 の 筆 に

よる もので ある こと がわ かっ てい るが、 どの よう な理 由で 、或 いは どのよ うな 順番 でこ の二 つが一 枚の 紙
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に 書か れた のか は、未 だ不 明な まま であ る。

さて 、「 六角 堂夢 想偈文 」と は、 言うま でもな く親 鸞の妻 帯の きっ かけと なっ たと考 えられ る夢 告の 偈

文 で ある 。 一方 「浄 肉文 」とは 、「 涅槃 経言」 とし て『涅 槃経』 の文 を引 用し、 十種 の不浄 肉と三 種の 浄

肉に つい て述 べら れた文 で、 戒律 に関 する 言及が ほと んど みら れな い親鸞 が戒 律関 係の 経文 を引 いて いる

点で、 非常 に珍 しい 文で ある といえ る。 この よう に、 肉食と 妻帯 、つ まり 持戒 と破戒 とが 同一 の紙 に書か

れた 状態 で残 され てい るのが 、こ れら の文 の特 徴であ る。 妻帯 と戒 体の 秘訣、 すな わち 破戒 と持 戒か らな
ると考 えら れる 三つ の口 伝と これ らの文 には 、何 か関 係が あるの であ ろう か。

こ こで 一つ注 目し てお きた いの は 、
「浄肉文」の披露と復古運動の関係である。というのも 、「浄肉文」

と「六 角堂 夢想 偈文 」は 断簡 の状 態で長 く注 目さ れず に専 修寺 に所 蔵され てい たが 、江 戸時代 に割 り剥 い

で 別幅 さ れて お り、 安永 六年 （一 七七七 ）には 「浄 肉文」 が真 宗他 派に披 露され たと いわれ てい る 。 こ

*61

の「 浄肉 文」 披露 の年は 、円 遵二 十九 歳、 真淳四 十一 歳で 、す でに 円遵が 法主 を務 めて いた 時代 であ る。

しかも復古運動の萌芽は 、明和二年（一七六五 ）から明和三年（一七六六 ）にわたり 、円遵の『沂源論 』、

『 三 祖 伝 』、『 慚 愧 御 書 』 が 公 に 発 表 さ れ た と こ ろ に あ る と 考 え ら れ て い る こ と か ら 、「 浄 肉 文 」 発 表 の

背景に 復古 運動 が関 わっ てい た可 能性が 十分 に考 えら れる ので ある。 そこ で、 これ まで 考察し てき た復 古

運動の背景や 、或いは運動の内容を加味して考えると 、両者の関係を次のように推測することができよう。

すな わち 親鸞 の妻 帯、或 いは 「化 身土 文類 」にお ける 『末 法灯 明記 』の引 用に よっ て示 され る末法 無戒

の 立場 、非 僧非 俗の宣 言に 加え 、さ らに この「 浄肉 文」 によ って 、親鸞 の思 想の 根底 に内 在して いた 確固

たる 戒律 観を捉 え、 そこ から 生起 した親 鸞の 深い 機の 自覚 こそ 、放 逸に陥 った 僧侶 が多 い今 求め られる べ

き もの 、我 が高 田派 が復る べき もの であ ると 考えた 。そ こで 他宗 の戒 律復興 運動 が隆 盛に 向か う様を 目の

当た りに し、 高田 派にお いて も復 古運 動と 称して 戒学 を奨 励し 、戒 の精神 的護 持を 勧め るこ とに よっ て、

戒を持 つこ とが でき ない 自己 を身を もっ て自 覚さ せ、 念仏者 のあ るべ き姿 を示 そうと した 。ま た、 それを

親鸞 直筆 の戒 律関 係資 料であ る「 浄肉 文」 に托 して高 田派 内外 に知 らし めるこ とに よっ て、 さら にこ の運

動を正 統化 しよ うと した 。或 いは 逆説的 に考 える なら ば、 そもそ もこ のよ うな 意図 で、当 時の 親鸞 伝の ベ

ス トセ ラーと もい われ る『 正統 伝』に 記さ れる 「唯 授一 人口訣 」の 語を あえ て取 り上げ て、 資料 上に は明

記され てい なか った その 内容 を戒 体の秘 訣と して 示す こと によ って 、この 運動 が高 田派 の正統 であ ると 裏
付 けよ うと したと 考え るこ とも でき るかも しれ ない 。
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*62

以上 、本 節で は「 唯授 一人 口訣 」をキ ーワ ード とし て、 口伝 資料所 説の 内容 と復 古運 動とい う、 従来 異

なる事 象と して 捉え られ てき た二つ の出 来事 を絡 めて 考察し た。 それ ぞれ をつ なげる 明確 な資 料が ない 以

上 、どれ も推 論に 過ぎ ない が、以 上の 考察 から 少な くとも いえ るこ とは 、近 世初期 から 中期 にか けて 、常

に高田 派教 学の 関心 事の 中心 にあ ったの は、 親鸞 の肉 食妻 帯の 問題で あっ たと いう こと ではな かろ うか 。

そ れが 近世初 期に おい ては 口伝 資料の 形を 取っ て現 れ、 近世中 期に 入っ てか らは 、他宗 から の影 響を 受け

た円 遵、真 淳の 働き かけ によ って 、宗門 を挙 げた 復古 運動 とい う精 神運動 とな って 現れ たと いえよ う。
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小結

本 章で は、 後世 の高田 派教 学に 多大 な影 響を与 えた と考 えら れる 近世中 期の 復古 運動 を取 り上 げ、 その

背景 や内 容に 様々な 視点 から 検討 を加 えた。 この 運動 には 、い くつ かの要 因が その 背景 とし て挙 げら れる

が、そ もそ も「 復古 運動 」とい う形 を取 った のは 、当時 の時 代背 景に 伴い 戒律復 興運 動に 湧い てい た他宗

から の影 響が 大き いとい える 。特 に真 淳が 京都遊 学中 に師 事し た普 寂から の影 響は 、そ の後 の復 古運 動に

も深く 関わ って いる と考 えら れよう 。た だし 、そ こで 「古に 復る 」と して 戒律 を取り 上げ た背 景に は、 ま
た 別の要 因が 絡ん でく るこ とが明 らか とな った 。
ここ で『 誘蒙 記』の 次の 文に 注目 して おきた い。

宗 意ノ 肝要 ハ、 彼ノ 印施 ノ一紙 ニ尽 テ、 復余 蘊ナ シトイ ヘト モ、 門下 ノ道 俗、弊 風ニ 扇カ レテ 、懈怠

（『誘蒙記 』上一丁ウ～二丁オ ）

放逸 ニ陥 ラン コト ヲ慮ラ セタ マヒ 、猶 コノ 教誡ノ 一章 ヲ副 テ、 苦口 丁寧ニ 垂示 シタ マフ トコ ロナ リ、
嗚 呼輪 下婆 心ノ 切ナ ル、 有信 ノ輩、 誰レ カ心 ニ銘 シ骨 ニ刻マ サラ ン

ヲ
実 論
シテ
レ

之
スレ ハ
レ

レヲ

、 凡夫 ノ ク セナ レ ハト 、 カタ ヅ ケテ 、恐レ ツヽ シム 意

当 時吾 党ノ 道俗 、一 通リ 御法 流ヲ聴 聞シ テ、 アラ アラ シキ 悪事 ヲモナ サス シテ 、正 見ニ住 スル ト、 ワ
レ モ思 ヒ 、 人モ オ モヘ ト モ、 剋
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ハ ウス ク、 タヽ無 慚放 逸ノ ミニ テ、 メテタ キ御 誓ヲ 、モ タレ モノト シテ 、三 業ニ 悪ヲ 造リ、 空シ ク光
陰ヲ 消スル コト 、深 ク慚 愧ス ヘキコ トナ リ

（『誘蒙記 』上二六丁ウ ）

これらの文によると 、円遵が『印施法語 』において余すところなく安心の骨髄を示したにもかかわらず 、

な お末 徒の無 慚放 逸は 治ま るこ とはな く、 再び それ を誡 める意 図で 、お よそ 十年 の後に 出さ れた のが この
『天 明宝訓 』で あっ たよ うで ある 。

そ こで 改めて 真淳 の著述 上に 窺って みる と 、『 科註 』、『 誘蒙 記 』、『伝 戒記 』、
『大 戒秘要』の各 書には、

その 表現に 微妙 な変 化があ ること がわ かる。 すな わち 、『科 註』 には「 慚愧 」、「慎 み 」、「誡め」等 の表現

は あ まり 見 られ ない が 、『 誘蒙 記』に なる と、多 少厳 しいく らい にそれ が用 いられ 、僧 侶のあ り方 が問わ

れて いく 。ま たそ の中で は、 喩え とし て律 の条文 が挙 げら れて いる 。そし て『 伝戒 記』 や『 大戒 秘要 』に

なると 、そ れが 明確 に「 戒律 」とい う形 を取 って あら わされ てい くの であ る。 ここに 復古 運動 にお ける真

淳や 円遵 の根 本的 な問 題意識 を垣 間見 るこ とが できよ う。 すな わち 復古 運動は 、戒 学を 奨励 し、 名号 を戒

体とす るこ とに よっ て称 名念 仏を そのま ま戒 律護 持と 捉え 、懺悔 念仏 の重 要性 を説 くなど 、一 見す ると 戒

律 の護 持を勧 める かの よう なも のであ る。 しか しそ もそ もこの 着眼 点は 、他 宗同 様、宗 門を 立て 直す ため

には 我 が高 田派 も今 一度 宗祖 の古に 復る べきと 奮起 し 、「復 るべき 古」 である とこ ろの 親鸞の 深い自 己内

省 の根 底に 、確固 たる 戒律 への 意識 が内在 して いた と理 解し た上に 成立 した もの であ る。そ れに よっ て門
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末に 示し たか った 本当の 意図 は、 戒律 を持 つこと も、 悪念 が催 した その時 に懺 悔念 仏す るこ とさ えも まま

ならな い煩 悩具 足の 自己 であ ること に気 付か せる とこ ろにあ り、 また 同時 にそ のこと を常 に念 頭に 置き 、

日 々の念 仏に おい てで きる 限りの 慎み を忘 れぬ よう 心がけ るこ との 重要 性を 説くと ころ にあ った と考 えら
れるの では なか ろう か。

ま た 本章 では 「唯 授一 人口 訣」の 語に 注目し 、『 伝戒記 』に 記され るそ れと、 前章 で検討 した 口伝資 料

のそ れとを 共通 のキ ーワ ード とし て、前 章で 明ら かに する こと がで きなか った その 内容 、及 び両書 物に お

け るそ れぞ れの 関係性 につ いて も検 討を 加えた 。こ れに よっ て、 従来別 々の 事象 とし て捉 えられ 、検 討さ

れて きた 、口伝 資料 の発 生と 復古 運動と いう 二つ の出 来事 が、 根本 的に繋 がる もの 、或 いは 派生 的に起 こ

っ たも のだ った ので はない かと 指摘 した 。両 者を繋 げる 明確 な資 料が この他 に存 在し ない ため に推測 の域

を出 ない のが 現状 ではあ るが 、こ れに よっ て少な くと も言 える こと は、近 世初 期頃 から 中期 にか けて の高

田派教 学に おい て常 に人 々の 関心の 中心 にあ った のは 、親鸞 の肉 食と 妻帯 の問 題であ った とい うこ とであ

る。一枚の紙の裏表に肉食と妻帯に関わる内容が書かれた状態で伝わった「浄肉文 」と「六角堂夢想偈文 」

の存在もまた 、人々がこの問題に関心を抱く一つの要因となっていたのかもしれない 。このような関心が 、

近 世初 期の口 伝資 料、 或い は近 世中期 の復 古運 動と 称し た精神 運動 とい うそ れぞ れの形 をと って 、表 面上
に現れ たと いえ るの では ない だろ うか。
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小 妻隆文『円遵上人行実』三五～四 一頁

小妻隆文「円遵 上人の著述について」三一～三二頁

「同右」三二～三四頁

小妻隆文 『前掲書』一二八頁

旭弁は駿河の慧海の弟子であり、復古運動に協力して所化の指導に当たったとされる人物である（『高田の古徳』参照 ）。

『 海学堂臨末口授』 は旭弁が安居で講じた内容を口授によって書物にまとめさせたもので、他宗からの疑難に答える形で

親鸞 の肉食妻帯の意義や高田派の伝戒相承について述べられており、復古運動の中心人物である円遵と真淳以外の人物が

運動に対する私見を積極的に かつ肯定的に述べている点で、当時 の宗門のあり方を知り得る興味深い 書物であるといえる 。
『高田の古徳』、
『円遵上 人行実』等参照。

小妻隆文『前掲書』九 二～九三頁

小 妻 氏に よる と 、
『 白 虎年 譜』に は「宝 暦六年 丙子二十 一歳二 月再遊 学
子京 師 頗
有 革
弊復古 之志 」
と記さ れてい るとい
二
一
二
一
う。
芹川博通「普寂の浄土教思想― 『願生浄土義』を中心として―」 一七八頁

恵谷隆戒 『円頓戒概論』一七九～一八〇頁

大桑斉「近世初期の仏 教と真宗」一六三頁
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*5 *4 *3 *2 *1
*7 *6
*10 *9 *8

恵谷隆戒『前掲書』一八〇～ 一八二頁
戒の巻』一八五～ 一八八頁

大桑斉「近世初期の仏 教復古運動―鈴木正三とその周辺― 」二二〇頁

「同右」二四一～二四二頁

念仏往 生文一 巻

一念信決定往生要義一巻

如来意蜜証得往生要

浄土 真宗三 国伝来 系図一巻 である 」
（ 日下無倫 「真宗 高田門 徒に於け る

臨終正念往生要一巻

藤谷厚生「江戸時代における仏教倫理としての十善戒について」三二八頁〔（）内は筆者〕

小妻隆文『前掲書』九一頁

恵谷隆戒 『前掲書』二一一頁

『大正蔵』二四、一〇 二一、中

『同右』二四、一〇〇四、中

『同右』二四、 一〇〇四、中

弥 陀観音 勢至等 文一巻

「今七巻書の外題を挙ぐれ ば、真宗肝要義一巻

義 一巻
秘密相伝について」五 九六頁）

戒 師とは本来儀式を執行する羯磨師をさすが、大乗仏教では仏陀を戒師に見たて、そ の像前で受戒を行う方法も認めて

いる。

『法然上人行状絵図』第七巻（『法然上人伝全集』三二～三三頁）
、第三六巻（『法然上人伝全集』二三七頁）

『 法華経』と『梵網経』のどちらを正依とし、どちらを傍依とするかは異論があるところである（恵谷隆戒『前掲書』
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松尾剛 次『思想の身体

*21 *20 *19 *18 *17 *16 *15 *14 *13 *12 *11
*22
*24 *23

二〇一頁 ）
。
『真宗 大辞典』二三一～二三二頁

板東性純「親鸞の戒律観」五五六頁

「同右」五六八 頁

井上善幸「親鸞の戒理解につ いて―背景とその現代的意義―」二 一～二三頁

淺田正博 「真宗における「戒」と「僧 」
」一一六 ～一一七頁

「同右」一一八頁

「同右」一二五頁

石田瑞麿『法然 と親鸞』一二四頁

『同右』一二四～一二五頁

恵谷隆戒 『前掲書』一四六頁

『同右』一四三頁等参 照。

藤 原然了「法然教学に於ける戒の意 義」二八七～二八八頁

宮林昭彦「浄土 教における戒律観」四一四～四一六 頁

恵谷隆戒『前掲書』一五〇～ 一五三頁

宮林昭彦 「前掲論文」四一九～四二〇頁
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土橋秀高「真宗行儀と 戒律」一八頁

*40 *39 *38 *37 *36 *35 *34 *33 *32 *31 *30 *29 *28 *27 *26 *25

藤原然了「前掲論文」二八九 頁

森剛史「親鸞の無戒思 想―末法の仏者とは―」五二頁

『大正蔵』二四、一〇〇四、上

釋舎幸紀「孝順 と慈悲の問題―梵網経を中心として ―」五五～五七頁

「同右」六七頁

「同右」 六八頁

『大戒秘要』二七丁ウ

『真聖全』一、六五〇頁

『同右』一、八 五一頁

なお、 この『般 舟讃』 の念々 称名常懺 悔の文 に関し ては、福 原隆善 氏が 、
「念仏 と懺悔と の直接 の関係 を述べた ものは この

『 般舟讃』のことばしかなく、また後世のものにとって非常に都合のよい ものとして常に善導における懺悔の位置づけを

する場 合に用いられることが多い。しかし『般舟讃』にあるただ一回の使用例をもって善導における懺悔の位置づけをす

るには多少問題が残るのではないだろうか。」
（「善導大師の懺悔思想」四七～四八頁）として問題視する見解を示しており、

森田眞円氏もまた 、「「念々の称名は常の懺悔なり」と読めるならば、念々に称名する中に自然に懺悔の心は具わっている

というのであるから、称名念 仏をしていること自体が懺悔になる といった内容となる。さすれば、造 悪の凡夫にとっては 、

懺 悔することさえできず、称名念仏こそがその役割を果たすことになるとい う理解も可能である。しかしながら、この部
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安達俊 英「法然浄土教に対する批判と戒」 一三～一五頁

*50 *49 *48 *47 *46 *45 *44 *43 *42 *41

分は「念々に称名して常に懺悔す」と読む方が穏当であろう 」（「善導における戒律と懺悔」八〇～八一頁）として、ここ

に 示される懺悔は注視せねばならないと指摘している。このようにこ の文に対しては、いくらかの問題を孕んでいるとの

指 摘 が な され て い るの で ある が 、 本論 は あく ま で も『 大 戒秘 要 』 所説 の 解 釈を 検 討す る こ とが 目 的で あ る ため 、『 大戒 秘
要』における引用文の一つとして、 これ以上の言及は控えることとする 。
福原隆善「善導 大師の懺悔思想」五一頁

坪井俊映 「善導大師の懺悔と法然上人―称 名念仏と懺悔について―」八五～八 六頁

森田眞円「善導におけ る戒律と懺悔」八一～八二頁

福原隆善「前掲論文」六七頁

西谷順誓『真宗 の教義及宗学の大系』三五八頁

印施の法語（ご教誡の御書）

い か な る 愚 悪 の も の ま で も 一 念 多 念 に よ ら ず 、 た だ 名 号 を と な へ ん も の を 極 楽 へ む か え ん と の 弥 陀 如 来 の 御 誓 願 な れ ば、

その御 やくそくをふかく信じて、私のはからひなく、一期のあいだ念仏申せば報土の往生うたがひなし。このむねをよく
よ くこころえて念仏すべきもの也あ なかしこ

つら つら当今のありさまを考えるに、人人久しく他力易行の法門になれて思いたがえる事おおし。まず弥陀の本願はい

かなる罪 障ふかき悪人女人までも念仏申せばたすけたまうと心得て、めでたき御仏の御誓いをたのみにして、罪をもおそ

れ ず、わざとありたきままの振る舞いとも候らんことあるべくも候わず。何 事も凡夫のくせなればとて、つつしむこころ
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『真聖全』一、五三四頁

*57 *56 *55 *54 *53 *52 *51
*58

は露ばか りもなく、邪見に住して、ただ無慚放逸のみにて、命終りなば、いかに仏の大悲はつよくとも、自業自得の道理

に て、また三界に流転せんことまことに残多きことに候なり。されば 聖人も年ごろ念仏して往生をねがうしるしには、も

とあし かりし我が心をも思いかえして、伴同法にも年ごろにこころのおはしましあわばこそ、世を厭うしるしにても候わ

めとこそおぼ え候え、よくよく御心得候べしと仰せられ、まためでたき御仏の御誓いのあればとて、わざとすまじきこと

をもし、思うま じきことをも思いなどせしは、よく よくこの世の厭わしからず、身の 悪きことをも思いしらぬにて候えば 、

念仏に志 もなく、仏の御誓いにも志のおはしまさぬにて候えば、念仏せさせたまうこともその御志にては、順次の往生も

か たくや候べからんと深く歎きたまい候なり。また往生の業因は一念の 当体に治定し候とて、さらに念仏に心をかけ、お

のずか ら懈怠のみにうちすき候て、たまたま念仏を策修するものをみては、定散自力の行者などとそしり候ことゆえもな

き事に候。すで に善導大師は念々不捨者と釈したまい、法然聖人は信を一念に生るととりて行を一形にはげむべしとのた

まい 、流祖聖人は信心ありとも名号をとなえざらんは詮なく候と仰せられ、中興上人は口称三昧の一行肝要なりとも示し

たまい候 なり。もとより念仏往生のご本願と候えば、実に他力不思議の信心を獲得し候人は、いかでか報謝の称名に懈怠

す べきや。よくよく心得とりて、命あらんほどは、称名相続肝要にて候。 ただし一向に念仏するとても、大悲の願力をよ

ろこば ず、ただ名聞に信ずる顔をし、利養に行ずるふりをなすは、人前は殊勝にみえ候えども、その人の往生はいかがあ

ら んずらんとここ ろもとなく覚え候。かつは冥見もはずかしき事に候えば、人人ただわがこころにたずねて、正信にもと

ずく べきこと専要に候。まことに今あいがたき超世希有の御法にあいたてまつらすは、かかる無常迅速の世にいかでか安

堵の思い に住することを得んや。されば今をもしらぬ命としり、後の世をおそろしとおもい、わが身のつたなきをもかえ

り みば、実に仏恩の深きこともしみじみと思いしらるべきなり。くれぐれも 慚愧の心をもととして、なるべきほどはあさ
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ましき振 る舞いなどをもせざらんように相たしなみ、涯分に三宝を供養崇敬すべきこと勿論に候。余仏余菩薩とて軽しめ

ず 、 他 宗 他 門 を 誹 謗 す べ か ら ず 候 。 ま た 頭 を 剃 り 、 身 に 袈 裟 を か け て 、 僧 と 名 づ く る 輩 は 、 た と い 行 状 は 全 か ら ず と も、

在家俗人の身として軽 しめあなどるは、大いなる罪なりと 候えば、必ず心得違いあるべからず 候。師檀の契をむすび候も 、

回録あさから ぬことに候えば、互いにむつまじく法義相続すべきものなり。ああ吾が党の門徒、生を末世濁乱にうくると

いえ ども、かかる御法にあうこと実に不可思議の幸いなり。もしこのたび生死を出離せずは、いつかまたかくのごとくの

勝録あら んや。しかればいよいよ聖人より相承の掟をまもり、安心の正意をたがえず、わが機のかたには往生すべき縁な

し と見かぎり、ひとえに不思議の本願を信じ、往生は仏智のはからいに うちまかせ、命あらんかぎりは念仏相続して、あ
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やまり なく報土へ往生し、仏祖広大のお慈悲に戻らぬように相心得、今生にては共に大悲弘誓の恩をよろこび、後生には

倶会一処の蓮台 に遊ばんこと、これ予が深くこいねがうところに候あいだ、この旨をよくよく心得べきものなり。あなか
しこ
『真聖全』二、四四九頁

小 妻隆文『前掲書』八七頁

『真宗大辞典』一一三 八頁

『同右』 二、六三七頁

*62 *61 *60 *59

第四 章

近 世後期 高田 派教学 の変遷
― 復古運 動以 降の再 検討―

第四章

はじめ に

近 世 後 期 高 田 派教 学 の 変 遷
― 復 古 運 動 以 降 の再 検 討 ―

近世中期に起こった復古運動は 、中心人物であった第十八世円遵（一七四八～一八一九）と学僧真淳（一
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七三六 ～一 八〇 七） の示寂 によ って 一つ の時 期を画 し、 自然 消滅 的に 終わり を遂 げて いっ たと いわれ てい

る。 そし て従 来、 その直 後の 第十 九世 円祥 （一七 八八 ～一 八三 七） の時代 の高 田派 教学 は、

先宮 及び真 淳僧 正の 遺せ る影 響感化 甚だ 強く 、宗 学発 展史 上よ り見れ ば殆 ど前 時代 の延 長で あって 、
殊 更に 新し い発 展の跡 を認 むる こと がで きない 。
或いは 、

たか ら、 高田 学界 は後代 の元 治慶 応の ころ までそ の影 響を 脱す るこ とはで きな かっ た。 代々 の法 主も

智 慧光 院真 淳が 上人 から絶 大の 信任 を受 けて 学頭職 につ いて から 、そ の学問 と指 導力 が圧 倒的 であっ

*1

こ れを 承認 して いた し、 亮太 、法定 、法 梁な どの 学者 もみな その 同系 学説 を祖 述する にと どま り、 異
説は ほと んど 容れ られ なかっ た 。

*2

と いわ れ 、「 前時 代の延 長」 と表現 して 、特 に際立 った 発展の 跡がみ られ ない 時代で ある とされ 、転機 が

訪れる のは 慶応 年間 に起 こっ た安心 惑乱 まで 時代 が下 ってか らの こと であ ると 考えら れて きた 。

し かし筆 者は この 従来 の見 方に 対して 、果 たし て「 前時 代の 延長 」など と表 現で きる 様な 単純な もの で

あった のだ ろう か、 との 疑問 を抱 いてい る。 筆者 がこ のよ うに 考える のに は二 つの 理由 がある 。

一 つは 、復古 運動 の持 つ特 異性 である 。復 古運 動に おけ る円 遵と 真淳の 真意 が、 慎み ある 日々 の念仏 生

活を 促すと ころ にあ った こと は前 章で明 らか にし たが 、実 践面 では 戒学を 奨励 し、 名号 を戒 体と説 いて 念

戒 一致 的な 学説 を打ち 出す など 、従 来の 真宗教 学か らす れば やは り特異 な内 容の 運動 であ ったと いわ ざる

を得 ない であろ う。 たと え円 遵や 真淳の 学問 や指 導力 が圧 倒的 であ ったに せよ 、そ れに 対し て密 かに異 説

を唱える者や否定的見解を抱いていた者はあったであろうし、その後数十年もの間 、皆が皆それを黙視し、
それ に迎 合し てい たとは 考え にく い。

また もう一 つは 、本 願寺 派で 起こっ た三 業惑 乱か らの 影響で ある 。第 一章 でも 述べた よう に、 同じ 時期

に復 古運 動と 三業 惑乱 という 宗門 を揺 るが す出 来事が あっ た高 田派 と本 願寺派 であ るが 、そ れら が互 いに

与えた 影響 につ いて はこ れま であ まり注 目さ れて こな かっ た。し かし 、全 国の 門末 をも巻 き込 み、 最終 的

に 幕府 の介入 を受 ける まで に至 ったほ どの 大論 争で ある 三業惑 乱の 余波 は、 多少 なりと も高 田派 にも 及ん

でいた ので はな かっ ただ ろう か。 また本 願寺 派は この 論争 の後 、近 世後期 には いく つか の学派 に分 裂し 、

宗 意安 心に 関する 積極 的な 研究 が行 われた とい われ てい る。 それに 対し て同 時代 の高 田派は 、果 たし て前
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時代 の影 響を 脱す ること がで きず に、 ただ その学 説を 祖述 する にと どまっ てい たの であ ろう か。 そこ には
次の時 代を 築こ うと する 動き はみら れな かっ たの であ ろうか 。

以 上のよ うな 理由 から 、表 面上 は「前 時代 の延 長」 であ った かも しれな いこ の時 代こ そ、 次の時 代へ の

変化 、変遷の跡を探るべき時代であり 、その内実を窺うことは教学史研究上 、必要な作業であると考える 。

そ こで まずは 、復 古運 動直 後の 宗門を 担っ た法 主円 祥の 著述 の上 に、前 時代 の学 説が いか に取 り扱わ れ

てい るのか を考 察し 、そ の変 化の 跡を探 って いき たい 。そ して さら にそれ を踏 まえ た上 で、 復古運 動以 来

の 転機 とい われ てきた 慶応 安心 惑乱 に検 討を加 える こと によ って 、従来 とは 異な った 視点 から近 世後 期の
高田 派教 学の変 遷に つい て考 察し ていき たい 。
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第 一節
『 宣教 護国 論』と 伝戒 論

円祥 の著 述に みる復 古運 動 の影響

第 一項

『宣 教 護国 論 』 は、円 祥が 文政 元年（ 一八一 八） 五月に 著し た書 物で、 上下二 巻か らなる 。本 書は 円

祥 が勧 学堂 におい て行 った 、高 田派 『御書 』第 一帖 第一 通に 収めら れる 第十 四世 堯秀 （一五 八二 ～一 六六

六） の消 息に関 する 講義 の講 録と して著 され たも ので ある 。今 ここ にその 堯秀 の消 息の 全文 を挙 げると 、
次 の通 りで ある 。

抑 、祖師 聖人 法義 ノ趣 ハ、 世間ニ ハ王 法ヲ ウヤ マヒ 公方ヲ アガ メ国 主地 頭ノ 法度ヲ マモ リ、 公役 所当

ツフサ ニ沙 汰ヲ イタ シ、 主君 ニ忠節 ヲナ シ、 父母 ニ孝 行ヲ ツク スベシ 、出 世ノ 法ニ ハ諸 仏菩薩 並ニ 諸

神 等ヲ モカ ロシメ ズ、 他宗 他門 ヲ誹 謗セシ ムル コト ナカ レ、 サテ当 流ノ 安心 ト云 ハ、 一心ニ 弥陀 ヲタ

ノミ 、往生 ヲ本 願ニ マカ セユ メユメ ウタ ガフ 心ナ ク命 アラ ンカ ギリハ 、ネ テモ サメ テモ 油断 ナク南 無
阿 弥陀 仏ヲ トナ フベキ モノ ナリ 、ア ナカ シコア ナカ シコ

（『史料集成 』第六巻 、七四一頁 ）

こ の消 息は『 二諦 章』 とも 呼ば れ、近 世高 田派 にお ける 王法 為本 ・真俗 二諦 の基 本的 なよ りど ころと な
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*3

った もの とみ られ ている 。 これ をもと に書 かれ た『 宣教 護国論 』は 、

『二 諦 章』 の 王
｢ 法 をう や まい 、公 方を あが め の
｣ 解 説 に 尽 き て い る 。（ 略 ） 皇
｢ 帝の 政は これ王法 に

して 、公方の政令は覇者のこころばへに似たり と
｣いうのが 、上巻を通じて一貫している論旨である。
（略 ）一 方を 立てゝ 一方 を棄 てる とい うので はな い。 両者 とも それぞ れの 立場 があ るが 故に 両者 共に
尊 敬す べき であ ると いう 意見で ある 。

人の代表的著作であると云っても差支えはないだろう 。〔（）内は筆者〕

意見 を 述べ た 。（略 ） この 『護 国 論』こ そは 、も っとも 全力 をこめ て筆を すす めた もので あろ う。上

講 述に 際し ては 史料を 蒐め 、典 拠を 探り 、用語 も懇 切に 解説 しな がら、 これ を敷 衍す る形式 で自 分の

わざ わざ自 身で 講義 をし たの であっ た 。
（略 ）（円祥は）自分自身の主張も述べたかったに相違ない。

われ てい る。 小妻 隆文氏 はこ の講 義を 、

年 九月 二日 から 八日 までの 七日 間、 第三 次を 同年九 月十 三、 十四 日の 二日間 の合 わせ て十 五席 に渡っ て行

また この 講義 は、 第一 次を 文政元 年（ 一八 一八 ）八 月二十 三日 から 二十 八日 までの 六日 間、 第二 次を同

物 とし て位 置付 けられ てい る。

とし て 、『 二諦 章』に 解説 を加 えるも ので あると 共に 、筆者 であ る円祥 自身 の真俗 二諦 論が述 べら れた 書

*5

さ ら に円 祥の 年 譜には 、『 宣教護 国論 』の 脱稿後 、前 法主円 遵にそ れを 呈示 した際 のこ とが次 のよ うに

と評価 し、 それ によ って 著さ れた この『 宣教 護国 論』 を、 円祥 の代 表的著 作と して 位置 付けて いる 。

*6
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*4

記さ れて いる 。

宣教 護国論 艸成 。呈 覧
先主 。
乞 添
竄 。
先主附 書
云。 全篇 無 加
些
雌黄 。
二
一
二
一
レ
レ
二
一

（『円祥上人行実 』二三頁 ）

この よう にし て、円 遵か らは 少し も改 める必 要が ない 書物 であ るとの 評価 を受 けて いた ことが 記さ れて
お り、 これに よっ て円 遵も 本書 を認め てい たこ とが 知ら れる。

しか し一 方で 、円 祥の著 述は 全般 的に 「上 人個人 の安 心と いう か、 法味と いう か、 宗教 的な 心境を うか
が い知 るも のは 少ない 」 といわ れて おり 、こ の『 宣教護 国論 』に 関し ても 、

こ の論に は和 漢の 典籍 が沢 山引用 して ある けれ ども （略） 私情 を加 えず 私解 を用い ず、 ただ 上人 自身
が 聞信 した まま を書 こう とい う態度 であ った 。
とさ れて いる 。

関し ては 、小 妻氏 の研 究を参 照さ れた い 。

なお 、本論 文で は『 宣教 護国 論』の 中で も伝 戒に 関す る記述 に注 目し てい く為 、本書 の全 体的 な内 容に

*8

〔 句読 点は筆 者〕

祖意ニ倣フテ伝戒ノ沙汰ナシ 。タヽ高田ニカキリテアラタニ云云スル 、ウシロクラキ事ニアラスヤト 。

風 ニキ ク。 他派 ノ緇 流我一 宗ノ 所立 ニ於 テ（ 略）祖 師聖 人モ トヨ リ戒 品ヲ全 フシ タマ ハス 。宗 派マタ

さて 、
『宣 教護 国論』 下巻 には 、高 田派 の伝戒 に関 して 以下 のよ うな記 述が ある 。

*9
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*7

（『宣教護国論』巻下 、
『高 田学 報』 第一 八輯、 三四 頁）

これ は復 古 運 動に対 して 、「高田 ニカ キリテ アラタ ニ云 云スル 」等 とし て投げ かけ られた 他派か らの 批

判 が挙げ られ たも のと 考え られる 。こ れに 対し て円 祥は、 円遵 の『 沂源 論』 を挙げ なが ら次 のよ うに 述べ
ている 。

祖 師ノ カツ テ戒 品ヲ 全フ シタマ ハサ ル事 ハ吾 家師 嗣ノ口 訣ア ルコ トニ テソ ノ一斑 ハ吾 本師 輪下 沂源論

ノ中 ニ云 云シ タマ フカ如 シ。 爾レ ハ其 実円 頓菩薩 ノ戒 体ニ 於テ ハ所 謂一得 永不 失ナ ル者 ニテ 祖師 終身

護 持 シタ マ ヘリ 。（ 略 ）宗 派 マタ 祖意 ナラフ テ伝 戒沙汰 ナシ ナト 云ハ是 吾シラ サル トコロ ナリ 。吾 一
流ノ上ニ於テハ古ヨリソノ沙汰アリ 。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論』巻下、
『 高田 学報 』第 一八 輯、三 四頁 ）

「祖 師ノ カツ テ戒 品ヲ 全フ シタ マハサ ル事 ハ吾 家師 嗣ノ 口訣ア ルコ ト」 とは 、前 述の親 鸞の 妻帯 に関 す

る口伝 を指 して いる もの と思 われる 。こ のよ うに して 円祥は 、高 田派 には 古来 より親 鸞に 倣っ た伝 戒の事

実が ある こと を主 張し ている 。ま たさ らに 、こ れに関 して 派内 に誤 解が 生じて いる こと を挙 げて 、

伝戒 修学 ノ両條 ニツ ヒテ 頗ル 了簡 ノトリ チカ ヘア リ。 尤以 慨嘆 スヘシ 。コ ノ二 ツノ 内ニ 於テ 伝戒 ノ一

條 ニハ 、前 学頭 権僧 正竹隠 真淳 伝戒 記並 ニ秘 要ヲ述 シ苦 口ニ 流弊 ヲ救 極シテ ソノ 戒統 ノ由 致ア ルヲ弁
シ（略）ソノツマヒラカナルハ彼書ニユツル 。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論』巻下 、
『 高田 学報 』第一 八輯 、三 二頁 ）
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と 述べ てい る 。「彼 書」と は復 古運 動に伴 って 著され た真 淳の『 伝戒 記』と 『大 戒秘要 』を 指して おり 、

そのよ うな 了簡 の取 り違 えに 対して 、伝 戒の 詳細 につ いては これ らの 書に 記さ れてい ると して 、両 書を 紹
介 してい る。

『宣 教護 国論 』にお ける 以上 のよ うな 記述か ら、 円祥 もま た円 遵や真 淳の 記述 を拠 り所 として 、高 田派

『 宣教 護国 論』と 『宣 教護 国論 犀如 意』 の関係

に は古 来より 伝戒 相承 の事 実が あると 述べ る立 場に あっ たこと は間 違い ない とい えよう 。

第 二項

さて 、この『宣教護国論 』と関係があると思われるものに、
『宣教護国論犀如意 』なる書物が存在する 。

本 書は 現在、 高田 短期 大学 仏教 文化研 究セ ンタ ーに 智慧 光院か らの 寄贈 本と して 所蔵さ れて いる 。管 見の
限り では、 これ まで 注目 され てこ なかっ た書 物で ある と思 われ る。

そ こで その 内容 を窺っ てみ ると 、冒 頭に は円祥 を指 す「 真無 量御 諱文凰 」の 文字 が記 され てい る。 また
巻末 には 次のよ うな 奥書 が書 かれ ている 。

ノ
ニ
此一部謾不 許
繙 看 一者幸 遇 恵
于
忍 阿師 得
拝
写 一実 盲
亀 之浮 木可 レ喜可 重
後 昆不 可
有
忽
緒 者
レ
二
レ
二
一
二
レ
レ
レ
二
一

也 至嘱 々々
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天 保十 二辛 丑年閏 正月 七日

大 僧都 法印円 崇謹 写

（『宣教護 国論 犀如意 』二一 丁ウ ）

こ こに書 かれ てい る円 崇（ 生没 年未詳 ）と は、 円祥 の実 子で あり 、後に 智慧 光院 に入 寺し たとさ れる 人

物であ る。 この 奥書 から 、本 書が 天保十 二年 （一 八四 一） にこ の円崇 によ って 書写 され た写本 であ るこ と

が わか る。ま た、 本書 の原 本と なった もの は書 写当 時に は繙き みる こと を許 され ない書 物で あっ たが 、円

崇の 師忍阿 （一 七八 七～ 一八 五八 ）の恩 恵に よっ て拝 写す るこ とが できた とい う、 円崇 が書 写に至 るま で
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の 経緯 を知 るこ とがで きる 。な お、 この 奥書は 、な ぜそ れま で繙 きみる こと が許 され なか ったの か、 また

なぜ その ような もの の書 写を 円崇 は許さ れた のか 等の 疑問 をか えっ て生じ させ る内 容で ある が、 これに つ
い ての 検討 は次 節に 譲るこ とと する 。

で は、 本 書の 原本 と は何で あっ たのだ ろう か。そ こで 円祥の 年譜 である 『墨 化台年 譜』 の上に それ を

論所 述
之 義也。 併草 護
国論 犀如意 。
為 口
録 。
レ
二
一
二
一

こ れは 円祥 が文政 元年 （一 八一 八） 五月に 『宣 教護 国論 』を 著し 、まず 先主 円遵 に呈 示し て承 認を 得た

（『円祥上人行実 』二三頁 ）

宣教 護 国論 艸 成。 呈 覧
先主 。
乞 添
竄 一。（略 ） 八月 。 聚 闔
山緇素 。
講 五
軸 巻首 訓章 。
即是 護国
二
一
二
二
一
二
一

五 月。 改元 文政 。

確認し てみ ると 、文 政元 年（ 一八一 八） 円祥 三十 一歳 の項目 に次 のよ うな 記述 がある こと がわ かっ た。

*10

後、 同年 八月 に『 宣教護 国論 』の 講義 を行 ったと する 、前 述の 『宣 教護国 論』 成立 にま つわ る記 述で ある

が、さ らに ここ には 、そ の際 に円祥 が講 義に 併せ て『 護国論 犀如 意』 と題 した ものを 講義 の口 録と して 著
し ている こと が記 され てい る。

ヲミテ

九月 十四日 満講

そこ で高 田短 期大学 仏教 文化 研究 セン ター所 蔵本 『宣 教護 国論 犀如意 』を 確認 して みる と、巻 末に 、
文 政建 元戊 寅歳 八月 二十 三日開 演

（『宣教護国論犀如意 』二一丁オ ）

として講義の日付と思われるものが記載されているのであるが、この日付は、
『墨化台年譜 』が伝える『宣

教 護 国 論 』 の 講 義 時 期 と 一 致 し て い る 。 さ ら に 本 文 中 に は 「 円 祥 髪 齢 慨 然 と し て 大 志 を い だ き 」、「 こ れ

こ の度 講談 の大 意（ 略）ゆ めゆ め円 祥一 人の 私意に あら ず」 等の 記述 があり 、こ れら を併 せる と、本 書が
円祥 によ って 書か れたも ので ある こと は間 違いな いも のと 思わ れる 。

つ ま り 、『 墨 化 台 年 譜 』 に 記 さ れ る と こ ろ の 、『 宣 教 護 国 論 』 の 講 義 の 口 録 と し て 円 祥 が 著 し た 『 護 国

論犀 如意 』と は、 まさ に本項 で述 べる とこ ろの 高田短 期大 学仏 教文 化研 究セン ター 所蔵 本『 宣教 護国 論犀

如意 』 のこ とで ある とみ て間 違いな いとい えよ う。そ こで 以下 、『宣 教護国 論犀如 意』 を『宣 教護 国論 』

の 内容 に解説 用の 文言 が書 き加 えられ た書 物と 位置 付け て、本 書に 検討 を加 えて いきた いと 思う 。
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第 二節
『 宣教 護国 論犀如 意』 の内 容と その 特徴

『宣 教護 国論 犀如意 』の 検 討

第 一項

さて 、こ こか らは『 宣教 護国 論犀 如意 』の検 討に 入る が、 その 前にま ずは 本書 の内 容と その特 徴に つい
て 触れ てお こう。

本書 はま ずは じめ にそ の題意 が述 べら れ、 その 後円祥 によ って 書か れた 序文が あり 、本 文へ と続 いてい

る 。本 文は 、各 段落の 冒頭 に『 宣教 護国 論』内 の一 節、 或い は用 語を取 り上 げて 、そ れに ついて 様々 な経

論釈 から の引 用を踏 まえ なが ら解 説を 施すと いっ た方 法で 書か れて いる。 上下 巻か らな る『 宣教 護国 論』

に基づ いて 、本 書も その 内容が 上下 に大 別さ れて いるが 、分 量的 には 圧倒 的に下 巻に 充て られ た頁 数の方
が多 い。

とこ ろで 、 本 書には 『宣教 護国 論』に はみ られ ない特 徴が二 つあ る。ま ず一 つは 、『宣教 護国 論』が 円

祥 の私情 や私 解を 用い るこ となく 、聞 信し たま まが 書かれ た書 物で ある とい われて いる のに 対し て、 本書

には『 宣教 護国 論』 の内 容に 関す る自身 の見 解が 述べ られ てい る点で ある 。な お、 前述 の通り 小妻 氏は 、

『 宣教 護国論 』の 講義 の際 には 円祥が 自身 の意 見を 積極 的に述 べて いた こと を伝 えてお り、 本書 にも それ
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が明 示さ れて いる という こと は、 本書 がそ の講義 を行 うた めの 口録 として の性 格を 有し たも ので ある こと
を裏付 けて いる とい えよ う。

そ しても う一 つは 、や はり 自身 の見解 を明 確に 示し なが ら、 自身 が『宣 教護 国論 』に 書き 記した とす る

文を挙げて 、それを本文から削除し 、訂正するよう指示する内容が見受けられる点である 。しかもそれは 、

単 なる 誤 字脱 字 等の 訂正で はなく 、大 々的な 文章 の差 し替え である 。『 宣教護 国論 犀如 意』は 『宣教 護国

論』 とほぼ 同時 期に 書か れて おり 、また 『宣 教護 国論 』の 解説 書と しての 性格 を備 えた 書物 である にも 関
わ らず 、な ぜこ のよう なこ とが 行わ れる 必要が あっ たの であ ろう か。

すで に述 べた よう に、 従来 の研究 では 、復 古運 動以 降の高 田派 教学 は円 遵、 真淳ら の延 長と 表現 され、

と りわ け新 しい 展開 はみら れな かっ た時 代で あると いわ れて いる が、 それは 『宣 教護 国論 』の ように 、伝

戒論 など の前 時代 の教説 をそ のま ま引 き継 いでい るも のと 理解 でき る資料 に基 づい た見 解で あっ た。 しか

し、 同じ く 『宣 教護 国論 』の関 連書 物であ るとは いえ 、『宣教 護国 論犀如 意』 は円 祥の私 見が述 べら れて

いる点で 、従来の資料とはその性格を異にしているといえる。しかも、文章の筆削や前述の円崇の奥書等、

ざっと みた だけ でも いく つか の不 可解な 点を 孕ん でお り、 この点 に検 討を 加え るこ とによ って もま た、 従

来知られることがなかった円祥、円崇ら当時の人々の意図を汲み取ることができるのではないかと考える 。

以上 のよ うな 理由 から、 次項 では 『宣 教護 国論犀 如意 』の 中で も、 特に文 章筆 削箇 所に 焦点を 当て て検

討 を深 めて いく。 これ によ って 、従 来『宣 教護 国論 』だ けで は明ら かに なら なか った 復古運 動直 後の 宗門
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筆削 とそ の意 図

の様 子に つい て、 新たな 見解 を提 示で きれ ばと考 える 。

第二 項

円祥は 『宣 教護 国論 犀如 意』に おい て、 復古 運動 の時代 に遡 り、 当時 の宗 門が抱 えて いた 問題 を次 のよ
うに 示し てい る。

世間 ノ衲子 悠々 不断 ニシ テ此 境ニ心 ヲ用 ヒス 。隠 顕其 差別 ハ異 ナリト イヘ トモ 多ハ コレ 淫酒 放逸ニ フ

ケ リ勝 他名 聞サ カンナ リ。 タマ タマ 学問 ニ志ア ルモ ノヲ 見テ ハ己 カ為ニ 不利 ナリ 旦附 合モ 六ヶ数 ユエ

ソ ノ志 ヲク シ カシ ム ルヲ 本意 ト ス。 コレ 破法ノ 天魔 附仏法 ノ外 道ナリ 。（略 ）修学 ノ人ソ ノ修 スル ヨ

［ママ］

リ 己カ 身ヲ モ三 省ス ルニ 至ル、 身ヲ 修メ テ後 ニ学 問ヲス ル、 ヨカ ルヘ ケレ トモマ ツ学 問ヨ リ始 ムル一

術ナリ 。サテ学問成就スレハオノレカ身ハ勿論 、君ノ御為人ノ為トモナル 。コヽヲ以テ仏典ニハ有 職
ノ人ヲ国宝トイフ。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論犀如意 』一六丁オ～一七丁オ ）

こ れは 当時 の学 問に 対する 意識 低迷 の問 題に ついて 述べ られ たも ので ある。 この こと に関 して 円祥 は次
のよ うに も述 べて いる。
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シ カレ ハ予 夙ニ感 慨ヲ 抱キ 当時 ノ弊 風黙視 スル ニ忍 ヒス 憤ヲ 発シ、 勧学 ノ勤 メニ 心ヲ 委スル コト 殆ン

ト年 ア リ。 其 初ノ コ ロハ 連城 暗 投ノ コト ハサニ テ剣ヲ 按ス ル者 アレト モ毀 誉アヘ テ屑 トセス 。（略）

ア ヽ人 ノ等 閑ニ 心得タ ルモ 最ナ リ。 彼等 ミナ軽 重ヲ 察セ スタ ヽ茶 香乱舞 同様 ノ事 ヲ好 ンテ 命スル ト思

ヘリ 。彼 ハシ カラス 。勧 学ノ 一道 万基 不易治 国平 天下 ノ要 道法 義弘通 ノ羽 翼ナ リト 云コ レ衆 人ト 思フ
所寸法大相違ナリ。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論犀如意 』一七丁オ～ウ ）

こ こに 「彼 ハシ カラス 」と 挙げ られ てい る「彼 」と は、 真淳 を指 してい ると 思わ れる 。こ こか ら、 当時

の宗 門 の状 況 に対 して問 題意 識を 持って いた 真淳が 、「勧 学ノ一 道万 基不 易治国 平天下 ノ要 道法義 弘通 ノ

羽 翼ナ リ」 など とし て、学 問に 対す る意 識を 高める ため に復 古運 動に 力を注 いで いた 様子 を窺 うこと がで
きる 。

とこ ろが続 く文 には 、円 祥の 時代に 移っ てか らの 宗門 の様子 につ いて 、次 のよ うに記 され てい る。

然 レハ 今ニ 於テ ハ各別 ノ出 精モ ミエ ネト モ学問 ヲ廃 スル コト 前ノ 如キハ ナシ

（『宣教 護国論 犀如意 』一 七丁ウ ）

つ まり 円祥の 時代 にな ると 、宗 門の状 況は 随分 好転 し、 本書 執筆 当時に は、 学問 の低 迷も 以前 ほどで は
なくな って いた よう であ る。 そし て、本 文は 次の よう に続 けら れて いる。

予 カ講 録宣 教護 国論 ヲ覧 テ当 流伝戒 ノ儀 ヲ弁 スル 下大 戒秘要 ノ文 ヲ取 意シ テ云々 セル ヲ深 ク病 リ。 コ
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レ ハ愚 俗下 劣ノ諸 機胡 椒丸 呑ニ 心得 テ念仏 即戒 体ノ 説ヲ 張皇 センコ トヲ 恐ル ヽ故 ナリ 。爰ヲ 以テ 予講
録ヲ 筆削ス ルコ ト如 左 〔句読 点は 筆者〕

（『宣教護国論犀如意 』一八丁オ ）

すな わち 突如 として 話は 一転 し、 自身 が『宣 教護 国論 』に おい て『大 戒秘 要』 を引 用し て高田 派の 伝戒

に つい て述べ たこ とを 「深 く病 めり」 とし て、 後悔 の念 をあら わに して いる ので ある。 そし てこ こか ら、

『宣 教護国 論』 に記 した 文の 筆削 を指示 する 内容 へと 移っ てい く。 この背 景に はど のよ うな 理由が ある の

で あろ うか 。そ して筆 削は どの よう に行 われた ので あろ うか 。以 下、実 際の 筆削 箇所 の文 に検討 を加 えな
がら 、同 時にこ のよ うな 筆削 に至 った経 緯に つい ても 考察 して いき たい。

さ て、 筆削 の対 象は 次の二 箇所 であ る。 それ ぞれそ の筆 削理 由と 併せ て、以 下の よう に記 され てい る。

な お、 原文 で は筆 削対 象とな る箇 所に○ が付 され 、「 ○下ヨ リ筆 削スヘ シ」と 書か れて いるの であ るが、
本論文 では 表記 の都 合に より ○を傍 点に 置き 換え て示 したこ とを 断っ てお く。

．イ
．ヘ
．ト
．モ
．、
．ソ
．ノ
．
①下 巻ノ 末ニ 曰、 吾一 流伝 持ス ル大乗 ノ菩 薩戒 トイ フハ 、ソ ノ説 ハナハ タ容 易ナ ラス ト
．ヽ
．メ
．テ
．ア
．ラ
．ハ
．ス
．ト
．キ
．ハ
．、
．名
．号
．戒
．体
．ノ
．一
．法
．ヲ
．イ
．ツ
．ル
．コ
．ト
．ナ
．シ
．云
．々
．
チ
右 ○下 ヨリ 云々 下六 七行念 仏戒 体ノ 論ニ 混ス ル者除 之 〔 句読点 は筆 者〕

（『宣教 護国論 犀如 意』一 八丁オ ～ウ ）

．シ
．カ
．ラ
．ハ
．一
．宗
．ノ
．伝
．戒
．ニ
．オ
．ケ
．ル
．ヤ
．、
．念
．仏
．ト
．ソ
．ノ
．意
．同
．ト
．ヤ
．セ
．ム
．。
．異
．ト
．ヤ
．
② サテ ソノ 下数紙 ヲヘ タテ ヽ曰 、問
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．ム
．。
．答
．同
．ナ
．ル
．コ
．ト
．前
．ニ
．弁
．ス
．ル
．カ
．如
．シ
．云
．々
．
セ

右ノ 下一紙 半程 専ラ 上ノ 恐ニ 混シヤ スシ 。ス ヘカ ラク ○下 ヨリ 筆削ス ヘシ 〔句読 点は 筆者〕

（『宣教 護国 論犀 如意』 一八 丁ウ）

この よう に示 して、 傍点 を付 けた 文の 削除を 促し てい る。 なお 、①は 名号 戒体 につ いて 、②は 戒と 念仏

の 関係 に つい て 述べ られた もので 、そ れぞれ の筆 削理 由には 、①「 念仏 戒体の 論に 混ず るもの 」、 ②「上

の恐 に混じ やす し」 とあ るが 、② の「上 の恐 」と は① の念 仏戒 体の 論を指 して いる もの と思 われる ので 、

つ まり はど ちら も念仏 戒体 説に 混じ るも の、或 いは 混じ る可 能性 がある もの が筆 削さ れた という こと にな

る。 な お、 前 述の 、『宣 教護国 論』 にお いて『 大戒秘 要』 の文を 引用 して 伝戒論 を展開 した ことを 「深 く
病 めり 」と 述べ る一 節でも 、そ の理 由と して 、

愚 俗下 劣ノ諸 機胡 椒丸 呑ニ 心得 テ念仏 即戒 体ノ 説ヲ 張皇 センコ トヲ 恐ル ヽ故 ナリ

（『宣教護 国論 犀如意 』一八 丁オ ）
と述 べて おり 、同 じく 念仏戒 体説 に対 する 問題 意識を あら わに して いる 。

一方 で、 同じく 『大 戒秘 要』 の文 であっ ても 、筆 削対 象外 とされ るも のも ある 。そ れにつ いて は次 のよ
う な指 示が下 され てい る。

右 ノ一 紙半 程 ノ末ハ カツ 又ス ヘテノ 仏法 ニ慚愧 ノ心 ヲ忘レ サル カ肝要 ナリ 云々。専 ラ信機 ヲ指 示シテ
弘願ノ一法ニトリツカシム。是ハ害ナカルヘキ事故不筆削 。〔句読点は筆者〕
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（『宣教 護国 論犀 如意』 一八丁 ウ）

この よう に し て 、『大戒 秘要 』にお ける慚 愧心 に関 する記 述に ついて は、 害がな いと いう理 由に より不
筆 削とさ れて いる ので ある 。

以上 の こと か ら、円 祥が 問題視 してい るの は 、『大 戒秘要 』にお ける 真淳の 学説 の中 でも、 名号 戒体の

説 にあ ること がわ かる 。こ の説 が「念 仏す なわ ち戒 体」 の誤解 を招 く恐 れを 孕ん でいる との 考え が、 円祥
が筆 削に至 った 直接 的な 原因 であ ると考 える こと がで きよ う。

と ころ で、 真淳 が復古 運動 にお いて 提唱 した戒 律の 最大 の特 徴が 、弥陀 の名 号を 戒体 と捉 える とこ ろに

（『大戒秘要 』一九丁オ ）

ある こと はすで に第 三章 でも 述べ た。そ れを 念仏 との 関係 にお いて 説いた もの が彼 の念 戒論 であ り、
念 仏ノ 法門 、任 運ニ 戒定 慧ヲ 具スル コト 、明 カニ 知ル ヘシ

念仏 ニ任運 ト防 非止 悪ノ 戒徳 ヲ具足 スル コト ヲ領 会ス ベキ ナリ

（『大戒秘要 』一六丁ウ ）

等とし て、 戒体 であ ると ころ の名 号を称 える 念仏 には 、仏 道修行 者が 修め るべ き戒 定慧の 三学 と防 非止 悪

の 戒徳 とが自 ずと 具わ って いる と捉え 、念 仏を 称え るこ とがそ のま ま戒 律護 持に つなが ると する もの であ

ると理解できる 。つまり名号戒体説は 、真淳の学説の根本に関わる重要な問題であったといえるのである。

で は、 円祥 自身は その 名号 戒体 説を どのよ うに 理解 して いた ので あろう か。 円祥 は真 淳の 『大 戒秘 要』
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一円窓ノ下旦夫念仏ノ法門不 レ摂 二戒定慧三学 一。南 モ戒也定也慧也 云々広説ナリ。

十九
丁

の文 を引 用し 、
大戒 秘要
〔 句読 点は筆 者〕

（『宣教護国論犀如意 』一七丁ウ ）

として、念仏は三学を具足するという真淳の学説を「広説である」と指摘している。さらにこれについて 、
自ら の見解 を次 のよ うに 述べ てい る。

私 云一 宗ニ 宗乗 ト宗 戒ト アリ 。乗ト ハ行 ノ義 ナリ 。今 我宗ハ マサ シク 念仏 ノ乗 ナルヲ 直ニ 念仏 戒ト 説
ハアシカルヘシ 。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論犀如意』一八丁オ ）

これ によ ると 円祥 は、 真宗 の教 えには 行と 戒と の別 があ り、行 とは 阿弥 陀仏 にす べてを まか せる 他力 回

向の念 仏で あっ て、 戒と はは っきり と区 別さ れる べき もので ある と理 解し てい ること がわ かる 。ま たそれ

に対 して 、念 仏を 戒と 直結さ せて 説く 真淳 の念 戒論は 、悪 しか るも ので あると して 否定 され てい る。 しか
しその 一方 で、

サ レト モ念 仏ニ 防止 ト喜楽 トノ 二用 ヲ備 ヘタ レハ、 念仏 ノ一 行ハ 戒ノ 当体ト アラ ハセ ル余 義ナ キコト

ナリ 。今 他聞 ヲイ ムヘシ トイ ヘト モ秘 要ス テニ現 行ノ 書ナ リ。 追□ ノ術イ カヽ ホト コス ヘキ 。
〔 句読 点は筆 者〕
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（『宣教護国論犀如意 』一八丁オ ）

として 、念 仏に は防 止と 喜楽 のはた らき が備 わっ てい ること を考 慮す ると 、念 仏が戒 の当 体と して 説か れ
る のも、 また やむ を得 ない ことで ある とも 述べ られ ている 。

ここ で注 視し たいの は、 真淳 が念 仏に 具足さ れる 戒徳 を「 防非 止悪」 とし てい ると ころ を、円 祥は 「防

止 と喜 楽」と 言い 換え てい ると ころで ある 。そ もそ も戒 体とは 、防 非止 悪の 効能 のこと をい い、 その 非を

防ぎ 悪を止 める 効能 が戒 を受 けた 者の身 中に 発現 する こと をも って 戒体と いい 、こ の戒 体に 随順す るか た

ち で身 口 意 の三 業に 現れ る如 法の 所作が 戒行で ある とされ る 。 名号 戒体 説を唱 える真 淳は 、名号 その も

のに この ような 効能 があ ると みる ことに よっ て、 それ を称 える 念仏 にはす でに この 戒徳 が備 わっ ている と

捉 え てお り 、そ れが 述べ られた のが 、「 念仏 ニ任 運ト防 非止 悪ノ戒 徳ヲ 具足ス ル」 とい うこと である と理

解で きる 。そ れに 対して 円祥 は、 独自 の理 解を通 して これ をあ えて 「防止 と喜 楽」 と言 い換 えた こと が考

えられ る。 すな わち 、他 力回 向の念 仏に は、 それ を称 えるこ とに よっ て衆 生が 得る喜 び、 或い は楽 しみの

ほか に、 これ 以上 の悪 事をな さん とす る心 を止 める作 用が ある と捉 え、 その側 面を 今述 べた よう な戒 体の

意に当 ては めて 理解 した ので はな かろう か。 円祥 にお ける 念仏と 戒の 関わ りを 推察 すると 、次 の二 点が 考
え られ る。
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*11

戒 体で ある 念仏 の効 能が 喜楽 であり 、防 止は それ によ って身 口意 の三 業に 現れる 戒行 であ る。

（１）

戒 体で ある 念仏の 効能 によ って 、喜 楽と防 止の 効能 が同 時に 得られ る。

こ のいず れか の見 解に よっ て、 念仏が 戒の 当体 と表 現さ れる こと はやむ を得 ない とし 、念 仏と戒 の関 わ
りに理 解を 示し てい ると 考え るこ とがで きよ う。

こ のよ うにし て円 祥は 、念 仏の はたら きと 戒の 特徴 を照 らし 合わ せ、独 自の 理解 を通 して 戒を 念仏の 一

側面 として 捉え るこ とに よっ て、 一方で は真 淳の 学説 を問 題視 しな がらも 、も う一 方で は理 解を示 す姿 勢
を みせ てい るの である 。

それ では なぜ 、完 全に は否 定して いな い真 淳の 学説 を消し 去る 必要 があ った のであ ろう か。 その 根本的

な 問 題は 、「 愚 俗下劣 ノ諸 機胡 椒丸呑 ニ心得 テ念 仏即 戒体ノ 説ヲ 張皇セ ンコト ヲ恐 ルヽ 」の文 や、 或いは

「念 仏戒 体ノ 論ニ 混スル 」の 文に あら われ ている よう に思 われ る。 すなわ ち円 祥は 、念 仏の はた らき を正

しく理 解で きて いな い所 謂「 愚俗下 劣の 諸機 」が 、筆 削前の 『宣 教護 国論 』を 通して 真淳 の学 説、 特に名

号 戒体 説に 触 れ る機会 を得て 、そ れを言 葉の まま に受け 取っ て念仏 と戒と を混 同し て捉え 、「念 仏＝ 戒」

という 狭い 考え に執 着し てし まう 可能性 を想 定し たの では ないか 。そ こで 、誤 解が 生じる 前に 事前 に削 除
す る必 要があ ると 考え たの では なかろ うか 。

さて 、こ こま で筆 削内容 とそ の理 由に つい て検討 して きた が、 実際 のとこ ろ、 筆削 は無 事行わ れた ので

あ ろう か。 そこで 実存 する 『宣 教護 国論』 の上 に、 以上 の筆 削箇所 の内 容を 探っ てみ たとこ ろ、 上記 の筆
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（２）

削対象の文章は一切みられず 、完全に削除されていることがわかる 。ただし 、ただ削り取るだけではなく 、
そこに は代 わり の文 が挿 入さ れて、 今の 形を 成し てい るよう であ る。
す なわち 円祥 は、 上記 の筆 削を 指示し た後 、
前段 筆削 セル 代々如 レ
左 贅入 ス

（『宣教護国論犀如意 』一八丁ウ ）

とし て 、筆 削箇 所 を新た な文 章に 差し替 えるよ う指 示して いる 。な お、差 し替え の文 章につ いて は 、『宣
教 護国 論犀 如意 』の上 には 、

（『宣 教護 国論犀 如意 』一八 丁ウ ）

スヘテ仏法ニハ通別二軌アルコトナリ 乃至吾祖タシ□□垂戒シタマヘリ

とし て省 略し た形 で表記 され てい るが 、そ こには 、
此御 贅入ノ 文ハ 護国 論下 巻網 注ニア リ故 ニ今 ハ略 セリ

（『宣教護国論犀如意 』一九丁オ ）

と書かれている 。そこで『宣教護国論 』下巻にその内容を窺ってみると 、伝戒に関する記述の箇所には『宣

教護国論犀如意』に示された差し替え文と同様の 、
「すべて仏法には通別二軌あることなり 」から始まり 、

「吾が 祖た しか に垂 戒し たま えり 。受教 信者 よろ しく 三思 すべ し」 で締め くく られ た割 り注が 組み 込ま れ
て いる 。
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新た に差 し替 えら れた と考 えら れる文 には 、仏 教に おけ る通 途と別 途の 別が 述べ られ ている 。そ れに よ

ると『 大無 量寿 経』 を所 依と する真 宗の 教え を「 別軌 なる者 」と 位置 付け 、仏 教全般 に共 通す る通 軌に つ
い ては、

所謂 制戒 ト称 スル者 是也 （略 ）コ トコ ト涯分 ニ戒 行ヲ 奉持 セラ ルヽコ トナ リ

（『宣教護国論』巻下 、
『 高田 学報』 第一 八輯 、三 五頁 ）

と述 べ、通 軌と は制 戒と 称さ れる もので 、分 に応 じて 戒行 を守 るこ とであ ると 位置 付け た上 で、

頼 タテ マツ ル方 ヨリ ワサ トシ タカラ ンコ トヲ ナシ 、ア シカラ ンマ ヽニ 行フ テ無 頼無願 ノ驕 児カ 慈母 ノ

恩心ニアマユルコトクコヽロウルハ、全体ノ通軌ト云コトヲ不知故ナリ 。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論』巻下、
『 高田 学報 』第 一八 輯、三 五頁 ）

と述 べ、 如来 の慈 悲に頼 って わざ と悪 い行 いをな すこ とは 、仏 教の 通軌を 知ら ぬ者 の行 為で ある と述 べて
いる。 さら に他 派に つい て言 及し、 次の よう にも 述べ ている 。

相 伝ナ キ他 派ニ ハカノ 不簡 破戒 罪根 深ナ トノ師 釈ヲ トリ チカ ヘ、 開山信 機ノ 上ニ ノタ マフト コロ ノ金

言ヲ 己カ 勝手ノ マヽ ニ瓦 礫同 然ニ トリア ツカ フ故 、ツ ヒニ ハソ ノ惑者 一人 ナラ ス（ 略） 我門 徒ト 称セ

ン 者ハ 出家 ハサ ラナ リ、在 家ト イヘ トモ 四衆 ノ弟子 ニ接 セル ナレ ハ、 後生安 楽ヲ ネカ フシ ルシ ニハ随
分力ニ及フホトハ仏門ノ通軌ヲ守ルヘキコトナリ 。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論』巻下 、
『 高田 学報 』第一 八輯 、三 五頁 ）
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多 ク念仏

シテ

セ
一

能 ク令

瓦礫

シム
二

変

ヲシテ

ナサ

成

ジテ

ミナヲ

ムガゴトク
一レ

スベテ

カヘ

我 ヲ捴 迎 ヘ来

ゼバ
レ

（略 ）不 レ簡 二破壊 ト罪根深

ラシメム

キヲ
一

但使

レバ
二

金 ト」 等 の文を 挙げ 、伝戒 相承 のな い真宗 他派はこの文 を

テ
ここでは『教行証文類 』
「行文類 」の「聞 レ
名念

回心

取 り違え て理 解し てい ると 指摘し た上 で、 高田 派門 徒と称 する 者は 、出 家は もちろ んの こと 、在 家で あっ

ても 往生 を 願う 以上 は仏 教 の通 軌で ある 戒 行を できる 限り分 に応じ て守る べき であるこ とが 示され てい
る 。そ して、 差し 替え の文 は次 のよう な内 容で 締め くく られて いる 。

悪ヲ ナセ ル人 ノ念 仏スル ハカ ネテ 期シ タマ フ誓願 ナレ トモ 、念 仏ヲ 申シ乍 ラコ トサ ラニ 悪ツ クラ ンコ

ト冥慮ノホト恐ロシカルヘキ事ナリ。薬アリ毒ヲ好メト候ランアルヘクモ候ハス。〔句読点は筆者〕

（『宣教護国論』巻下 、
『高 田学 報』第 一八 輯、 三五 頁）

こ のよ うに して 、念 仏者の 態度 が誡 めら れて いるの であ る。 前章 で再 三述べ たよ うに 、復 古運 動は 戒律

を取 り上 げた 運動 であっ たが 、円 遵や 真淳 がそれ によ って 伝え よう とした 真意 は、 結局 のと ころ 戒律 護持

という 行為 その もの より もむ しろ、 それ がま まな らな い自己 を自 覚し た上 で、 日々の 念仏 の傍 らに 常に慎

みの 心を 忘れ ぬよ う諭 すとこ ろに あっ た。 つま り、復 古運 動の 根本 的な 課題は 念仏 者の 内面 性の 問題 にあ

ったと いえ るの であ るが 、右 の『 宣教護 国論 』の 差し 替え の文か らは 、円 祥も また その点 に確 固た る問 題
意 識を 抱いて いた こと を読 み取 ること がで きよ う。

さて 、以 上『 宣教 護国論 犀如 意』 にお ける 筆削及 び差 し替 え箇 所に 焦点を 当て 、そ の内 容を検 討す るこ

と によ って 、円祥 が筆 削を 行っ た意 図を探 ると 同時 に、 真淳 の戒律 論に 対す る円 祥の 見解に つい ても 検討
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を加 えて きた 。そ れらを 今一 度ま とめ ると 次の通 りで ある 。

円祥 が復古 運動 の影 響を 色々 な意味 で少 なか らず 受け ている こと は間 違い ない 。ただ し円 祥の 高田 派教

学 に対す る姿 勢は 、単 に前 時代の 学説 をそ のま ま引 き継い でい ると いわ れる ような もの では ない 。彼 は当

時の宗 門の 様子 など 、様 々な 背景 を考慮 しな がら 、残 され るべ きは残 し、 問題 が孕 んで いると 思わ れる も
の につ いては 検討 する とい うか たちで 、取 捨選 択を 行っ ている 。

中で も円 祥が 問題 視して いた のは 、復 古運 動にお ける 真淳 の学 説が 名号戒 体説 に基 づき 、念 仏と戒 が直

接 的に 結び つけ られて 説か れて いる 点に あった 。円 祥は その 点に ついて 、他 力回 向の 念仏 と戒と は全 く区

別さ れる べきで ある とす る見 解を 示して いる 。そ の一 方で 、念 仏の はたら きの 一側 面に 喜楽 と悪 を防止 さ

せ るは たら きと があ ること を考 慮す ると 、そ れを戒 体の 論理 に当 ては めて表 現す るの もや むを 得ない とし

て、 理解 する 姿勢 も示し てい る。 しか し円 祥は、 この 学説 は読 む人 によっ ては 念仏 の持 つ様 々な はた らき

を理解 せず 、念 仏す なわ ち戒 という 狭い 考え に執 われ る恐れ を孕 んで いる と考 え、後 世に は残 され るべき

では ない と判 断し た。 ところ が当 初著 した 『宣 教護国 論』 には すで に真 淳の学 説が その まま 書き 表さ れて

いる 。 そこ で、 講義 に当 たっ て問題 の箇所 だけ を筆削 する ため に記さ れた のが 、『宣 教護国 論犀如 意』 に

お ける 筆削を 指示 する 文で あろ う。な お、 講義 の場 で実 際にそ の問 題点 に当 たり 、どの よう な問 題が ある

か等を 論じ たか 否か は定 かで はな い。も しか する と筆 削箇 所に 書か れた詳 細な 筆削 理由 は自身 の覚 え書 き

であり、講義の場では伝えられなかったのかもしれないが 、これについてはあくまでも推測の域を出ない。
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そも そも 復古 運動 の根 本的 課題 である 念仏 者の 内面 性の 問題 につい ては 、復 古運 動直 後の宗 門を 担っ た

円祥に とっ ても 大き な問 題で あった 。し かし 、そ れを 指摘す る上 で復 古運 動に おいて 取ら れた 表現 は、 そ

の ままを 引き 継ぐ には 些か 極論で あり 、と もす れば 誤解を 招く 危険 性を 孕ん でいた 。そ れを いか に誤 解の

ないよ う処 理す るか は、 法主 とい う立場 で復 古運 動の 次の 世代 を継承 した 円祥 に課 せら れた、 重大 な課 題

書 写と その 背景

で あっ たので はな いだ ろう か。

第 三項

はじ め にも 述 べた通 り 、『宣 教護国 論犀如 意』 には 書写を 行っ た円崇 によ って次 のよ うな奥 書が 記され
て いる 。

大僧 都法 印円 崇謹 写

ノ
ニ
此 一 部 謾不 許
繙
看 者
幸遇 恵
于
忍阿師 得
拝
写 実
盲
亀 之浮 木 可 喜
可 重
後 昆不 可
有
忽
緒 者
レ
二
一
レ
二
一
二
一
レ
レ
レ
レ
二
一

也 至嘱 々々
天 保十二 辛丑 年閏 正月 七日

（『宣教護国論犀如意』二一丁ウ ）

ここ には 本書 が、 文政 元年 （一 八一八 ）に 円祥 によ って 『宣教 護国 論』 の講 義口 録とし て著 され た後 、
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長い 間繙 きみ るこ とが許 され ず、 天保 十二 年（一 八四 一） にな って 忍阿の 恩恵 によ り円 崇が 拝写 する こと

ができたとする 、書写に至るまでの経緯が書かれている 。つまりこの奥書によれば 、
『宣教護 国論 犀如 意 』

は 円祥に よっ て著 され た後 、実に 二十 年以 上も の間 公開さ れて いな かっ たこ とにな る。 しか もこ の書 きぶ

りから する と、 本書 が当 時、 何ら かの理 由に よっ て秘 めら れて いた書 であ った かの 感を 抱かず には いら れ

ないが、残念ながら 、この背景については明確な事実を提示できないのが現状である。しかし筆者は 、
『宣

教護 国論』 と『 宣教 護国 論犀 如意 』に関 係す る現 存資 料を 繙く こと によっ て、 その 背景 を推 測する こと は
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可 能な の で はな いか と考え る。 そこで 明確な 事実 を定 かには でき ない以 上 、『 宣教 護国 論犀如 意』公 開の
背景 に関 する筆 者の 推論 を示 し、 現段階 での 本節 の結 論と して おき たい。

さ て、 仮に 本書 が当 時秘め られ た書 物で あっ たので あれ ば、 その 理由 は何で あろ うか 。こ のこ とを 考察

す る上 で鍵 と なる のは 、『宣 教護国 論』 はど の段階 で筆 削が加 えられ たの か、 という とこ ろにあ るよう に

思われ る。 とい うの も、 円祥 はそも そも 書物 を著 す際 には必 ず添 削や 評価 を受 け、そ の後 清書 本を 執筆す

ると いっ た方 法を 取っ ていた とい われ てお り、 この『 宣教 護国 論』 につ いても 、草 本と 円遵 への 呈覧 本、

さら に 清書 本が 存 在し てい たとさ れてい るか らで ある 。この 中で、 現在 伝え られて いる 『宣教 護国論 』

で は草 本と 呈覧本 はど うで ある かと いうと 、も ちろ ん両 本と も現存 しな いた め、 その 内容を 確認 する こと

所とし て示 され てい るよ うな 内容 は一切 見ら れず 、す でに 筆削 が行 われた 後の もの であ ること がわ かる 。

は 恐ら く清書 本に 該当 する と思 われる が、 前述 のよ うに 、そこ には 『宣 教護 国論 犀如意 』に おい て筆 削箇

*13

はで きな い。 とこ ろが、 第一 節で も挙 げた 『墨化 台年 譜』 の次 の記 載によ って 、そ の内 容を 推測 する こと
ができ る。

宣 教 護 国論 艸 成 。呈 覧
先主 。
乞 添
竄 。
先主 附 書
云 。全 篇 無 加
些
雌黄 。
可 謂
戒 法 両脈 。 得 其
二
一
二
一
レ
レ
二
一
レ
二
統 。
随喜 感嘆 有 余
。完 璧
之 。
一
レ
二
一

（『円祥上人行実 』二三頁 ）

これは『宣教護国論』の呈覧本を円遵に呈示し 、円遵から高い評価を受けたことを伝えるものであるが 、

こ こに は 円 遵が 『宣 教 護国 論 』を 「可 レ謂戒 法両 脈 。得 其
統 。
随喜 感嘆 有 余
。完 璧
之 一。」 等と 評価し
二
一
レ
二

て、 戒法 の教義 が完 璧に まと めら れた書 物で ある とし て賞 賛し てい たこと が伝 えら れて いる 。前 項で述 べ

た 通 り 、『 宣 教 護国論 犀如意 』に おいて 筆削 され た名号 戒体 説は、 復古運 動に おい て重要 な位 置付け にあ

った 教説 であ り、 このこ とを 考慮 する と、 もし『 宣教 護国 論』 が呈 覽の段 階で すで に名 号戒 体説 を欠 いて

いたな らば 、円 遵は 「戒 法両 脈その 統を 得」 等の よう な評価 の言 葉を 述べ なか ったの では ない だろ うか。

つま りこ のよ うに 賞賛 された 呈覧 本は 、名 号戒 体説を 欠い ては いな かっ た、す なわ ち筆 削箇 所は 筆削 され

ずにそ のま ま表 記さ れて いた と考 えるこ とが でき 、円 遵に 呈示し た『 宣教 護国 論』 と、実 際に 清書 本と し

て 公に された もの とは 、そ の内 容を異 にし てい た可 能性 が高い こと が考 えら れる のであ る。

この 背景 にあ るの は、真 淳と 共に 復古 運動 に取り 組ん でい た円 遵に 対して 、名 号戒 体説 を欠い た『 宣教

護 国論 』を 見せる わけ には いか ない という 、円 祥自 身が 置か れた立 場上 の事 情で はな かろう か。 もし かす
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ると 円祥 は、 当初 から筆 削す る予 定を 立て た上で 、ま ず草 本や 呈覧 本を作 成し 、同 時に 『宣 教護 国論 犀如

意』を 著し て筆 削す る箇 所を 書き記 して おき 、講 義に おいて 『宣 教護 国論 犀如 意』に 覚え 書き した 通り に

筆 削を行 った 上で 、清 書本 を作成 した のか もし れな い。そ して 、こ のよ うな 事情を 孕ん でい たた めに 、筆

削を行 った 事実 が詳 細に 書き 記さ れた『 宣教 護国 論犀 如意 』は 、公に され ては なら なか ったの では ない だ
ろ うか 。

とこ ろで 、実 際に 円遵に 一旦 呈示 した もの を書き 換え るな どと いう ことは 、果 たし て可 能だ ったの であ
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ろ うか 。そ れに ついて は 、
『 円祥 上人 行実 』が当 時の 様子 を次 のよ うに伝 えて いる 。

こ のごろ の専 修寺 は先 主円 遵上人 が隠 退し て別 館に 閑居し てお り、 学問 好き の法嗣 のな すま まに 任せ

て 、 学 事に も山 政 にも 一 切口 出 しを しない し、 学頭の 真淳 もさ きに早 く示寂 し 、（ 略） 何もか も若 い
門主（円祥）の思うままに振舞うことが出来た 。〔（）内は筆者〕

さ て、 いず れにせ よ『 宣教 護国 論』 はこの よう にし て無 事円 遵の 目に触 れる こと なく 筆削 が行 われ たわ

た円祥 が選 んだ 一つ の手 段だ った のでは ない かと 考え る。

ぐ 法主 として の立 場と 、前 時代 の影響 をそ のま ま引 き継 ぐわけ には いか ない とい う使命 との 両方 を背 負っ

以上 が、 本書が 秘め られ るに 至っ た背景 とし て筆 者が 立て た推論 であ る。 筆者 はこ れが、 円遵 の跡 を継

年の 文政 二年 （一 八一 九）に 示寂 した 可能 性が 高いと いえ よう 。

つま り、円 祥に すべ てを 任せ ていた 円遵 は、 一度 の呈 覧が行 われ た後 は再 び清 書本を 見る こと なく 、翌
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けで ある から 、円 遵の示 寂を もっ て『 宣教 護国論 犀如 意』 がな すべ き役割 は果 たさ れた とい えよ う。 とこ

ろが、 ここ から さら に二 十年 後、本 書は 忍阿 と円 崇に よって 取り 沙汰 され るこ ととな る。 この 背景 につ い

て も、筆 者は 本書 の関 係者 の生没 時期 と本 書の 書写 が行わ れた 時期 から 、も う一つ の推 論を 立て るこ とが
可能で ある と考 える 。

本 書の 関係者 とし ては 、主 に原 本の著 者で る円 祥、 また 書写 を行 った円 崇と 、そ の師 とさ れて いる忍 阿

が挙 げられ るが 、円 崇は 生没 年が 未詳で ある ため 、こ こで は省 略す る。さ らに 本書 で筆 削さ れた名 号戒 体

説 を説 いた 本人 である 真淳 、或 いは 彼と 共にそ の学 説の もと で復 古運動 を行 った 円遵 、そ して忍 阿の 師で

関連事 項

あり 、真 淳の直 弟子 であ った とい われる 法定 （一 七七 二～ 一八 四〇 ）の存 在も 挙げ られ る。 彼ら の生没 時

円遵 （一 七四 八～ 一八 一九）

真淳 （一 七三 六～ 一八 〇七）

関係 者生没年

期 を書 写の 時期 と併 せてあ らわ して みる と、 次のよ うに なる 。

年代
一七 三〇

一七 四〇
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一七 五〇

一 七六〇

一 七七 〇

一 七八 〇

一 七九 〇

一八 〇〇

一八 一〇

一 八二 〇

法 定（ 一七 七二～ 一八 四〇 ）

忍 阿（ 一七 八六 ～一八 五八 ）
円祥 （一 七八 八～ 一八 三七）

円 祥 『 宣 教護 国 論 犀 如 意 』 を 著 す（ 一 八 一
八）
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一八 三〇

一八 四〇

一 八五 〇

一 八六 〇

円 崇 『 宣 教護 国 論 犀 如 意 』 を 書 写す る （ 一
八四 一）

〔本 書の書 写に 直接関 わっ た人物 は点 線、そ れ以 外は実 線で示 した 〕

これ によ ると 、本 書が 書写 され たとい われ る天 保十 二年 （一 八四 一）は 、円 祥示 寂の 四年後 に当 たり 、

さらに 法定 が示 寂し た翌 年の こと である こと がわ かる 。法 定は、 講師 の立 場に あり 、安居 にお いて は『 伝

戒記』や『大戒秘要』を講じるなど、真淳の学系を継ぐ者の中でも主要な人物であったと考えられている 。

また円 祥に つい ては 、前 述の 通り 真淳の 学説 を積 極的 に肯 定し てい たとは 言い 難い が、 決して 否定 的立 場

で あっ たわ けでも ない 。そ もそ も彼 自身、 様々 な事 情を 孕ん だ『宣 教護 国論 犀如 意』 が公に なる こと は、
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決し て望 んで はい なかっ たで あろ う。

この ように 、真 淳と 直接 的な 関わり を結 び、 彼の 学説 を何ら かの 形で 継承 して いると 考え られ る人 物が

皆 示寂し た直 後に 、こ の『 宣教護 国論 犀如 意』 の書 写は行 われ てい るの であ る。筆 者は ここ に、 忍阿 と円

崇の あ る意 図が あっ たの では ないか と推 測する 。すな わち 、『宣 教護国 論犀如 意』 の最 大の特 徴は 、真淳

の 学説 の一部 を大 幅に 削除 し、 書き換 えを 行っ てい ると ころに ある 。円 祥の 実際 の意図 はど うで あれ 、か

ねて より真 淳の 学説 を否 定的 にみ ていた 者に とっ ては 、こ れは 大い に意味 のあ る筆 削で あっ たので はな い

だ ろう か。 そし て、そ の否 定的 立場 にあ ったの が、 他で もな い書 写を行 った 円崇 、或 いは それを 可能 にし
た忍 阿自 身だっ たと 考え るこ とが できる ので はな かろ うか 。

高 田派 教学 史は この 後、高 田派 にお ける 一大 安心論 争と いわ れる 慶応 安心惑 乱を 迎え るこ とと なる が、

はじ めに も述 べた ように 、そ れま での 時代 は概し て法 主を 中心 に真 淳の学 説が 受け 容れ られ 、復 古運 動を

受け継 いで 、異 説は 受け 容れ られな かっ たと いわ れて いる。 しか し本 節の 検討 によっ て、 早く は円 祥にお
いて 、す でに 変化 が現 れはじ めて いた こと が明 かとな った 。
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第 三節
慶 応安 心惑 乱に至 るま で（ 安政 の内 乱）

高田 派に おけ る安心 惑乱 と その背 景

第 一項

ここ まで 復古 運動直 後の 時代 とし て、 円祥の 著述 の上 に当 時の 宗門の 内実 を窺 って きた 。ここ から はそ

れ 以降 、慶 応安心 惑乱 を経 るま での 高田派 教学 につ いて 検討 を加え てい きた い。

歳 の円 禧（一 八一 七～ 一八 六一 ）であ った 。円 禧に は他 に円禛 、円 礼と いう 異母 兄があ った が、 正室 の子
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そこ で本 項で はま ず、 前節ま での 流れ から 慶応 安心惑 乱に 至る まで の間 の高田 派に つい て触 れて おきた

い 。と いう のも この時 代に は、 安政 の内 乱と呼 ばれ る法 嗣選 定問 題が起 こっ てお り、 この 内乱を 糸口 とし

て慶 応安 心惑 乱が起 こり 、
ま た社会 情勢 も明 治維 新直 前の不 安定 な時 期へ と推 移して いく とい われ てお り 、

それ によ っ てこ の時 代 は「未 曾有 の混乱 時代 に突入 した 時代」 とし て位置 付け られて いる からで ある 。

行 実』に 詳し いの で、 しば らくこ れを 参考 に、 その 概要を 述べ てお きた い 。

田派教 団史 の上 では 重要 な時 期とい える ので ある 。な お、安 政の 内乱 につ いて は小妻 隆文 氏の 『円 祥上 人

実際 、慶 応安 心惑 乱の最 終的 な裁 定に はこ の時代 の事 情が 大き く関 わって おり 、こ のよ うな こと から も高

*15

さて 、天 保八 年（一 八三 七） 十一 月に 円祥が 示寂 して 後、 その 跡を継 いだ のは 円祥 の実 子で当 時二 十一
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であ った のが 円禧 であっ たた め、 彼が 門跡 を相続 する こと とな った といわ れて いる 。

安政 の内乱 の発 端は 、こ の円 禧の次 の代 の跡 継ぎ 問題 であっ た。 円禧 には 当初 、介子 とい う内 室が あっ

た が、彼 女は 結婚 後わ ずか 三年半 で子 がな いま まに 亡くな って いる 。介 子が 亡くな った 当時 、円 禧は 二十

八歳で あっ たが 、そ の後 は正 室を 迎える こと なく 、介 子の 生家 である 鷹司 家か ら幾 人か の女房 を世 話役 と

し て迎 え てい た 。嘉 永二年 （一八 四九 ）、 女房の 内の 一人で あっ たお幾 （の ち映芳 院と 号す） との 間に 女

児が 誕生し たが 、こ れを 機に 円禧 は、法 嗣は 他か ら迎 え入 れる こと を決心 した 。そ の理 由は 明確で はな い

が 、円 禧自 身が 正室の 子で ある との 理由 で、異 母兄 を差 し置 いて 門跡を 継い でい るこ とか ら、正 室の 子以

外は 法嗣 に適さ ない と考 えて いた からで ある とも いわ れて いる 。
こ の時円 禧は まだ 三十 三歳 であっ たた め 、

今 後男 児が 生ま れる 可能性 を懸 念し て、 この 円禧の 決心 に反 対す る者 もあっ たよ うで ある 。

実際 、嘉 永二 年（ 一八 四九 ）の 末から 翌春 にか けて 、近 衛忠凞 の子 規麿 を法 嗣と して一 身田 に迎 え入 れ

るよう 段取 りを 立て てい た矢 先、嘉 永四 年（ 一八 五一 ）に映 芳院 との 間に 第二 子とし て恒 君と いう 男児が

誕生 し、 一部 の心 配が 現実の もの とな った 。一 方、段 取り 通り 嘉永 六年 （一八 五三 ）に 有栖 川宮 幟仁 親王

の実子 と認 めら れた 規麿 は、 規宮 と称し 、同 年に 諸方 への 披露を 経て 、安 政元 年（ 一八五 四） 十一 歳の こ

ろ 一身 田専修 寺に 入寺 した 。と ころが 、や はり 実子 恒君 が成長 する につ れ、 門室 内部に は動 揺が 生じ た。

中には 最初 の十 年は 規宮 に、 その 後は恒 君に 法主 職を 継が せよ うと の妥協 案を 示す 者も 現れた 。こ れに 対

し て円 禧は 、あく まで も規 宮が 正式 な法嗣 であ ると 主張 した ため、 宗門 内に は不 穏な 行動に 出る 者も 現れ
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たと いわ れて いる 。この よう なこ とを 背景 に、安 政四 年（ 一八 五七 ）に帰 京し た規 宮は 、そ のま ま一 身田

へは戻 らな かっ た。 この 状況 を心配 した 門下 の道 俗は 多く、 三七 〇余 ヶ寺 が一 身田に 詰め かけ て騒 動と な
る ような こと もあ った とい われて いる 。

とこ ろが 、規 宮の実 母が 島津 家の 出身 であっ たこ とが 関係 し、 江戸に て薩 摩藩 主と 津藩 主とが 協議 打ち

合 わせ の上、 津藩 主が この 法嗣 問題の 解決 に手 をつ ける ことが 決ま り、 これ によ って事 態は 一転 した 。す

なわ ち津藩 主の 処置 によ って 、規 宮を法 嗣と し、 恒君 は一 身田 を出 て津彰 見寺 の教 弁の 養嗣 となり 、映 芳
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院 は老 女の 任を 放れる こと とな った 。ま た、こ の騒 動の 関係 者は 数人が 永牢 、永 謹慎 、或 いは学 寮の 役を

免ぜ られ るなど の処 分を 受け 、こ れによ って この 騒動 は落 着し たの である 。こ の一 連の 跡継 ぎ騒 動が、 所
謂 安政 の内 乱と 呼ば れるも ので あっ た。

なお 、規 宮は 騒動 が落 着し た後 、京都 滞在 六ヶ 月半 にし て一身 田に 戻り 、文 久元 年（一 八六 一） の円 禧

の示寂 に伴 い、 堯熙 とし て第 二十一 世法 主を 継承 した 。また 恒君 は、 後に 養嗣 として 入寺 した 彰見 寺の第
十四 代住 職を 継職 して いる 。
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第二 項

慶応 安心 惑乱 概観

慶 応安 心惑 乱が 起こっ たの は、 前項 のよ うな出 来事 を経 て、 堯熙 が第二 十一 世法 主を 継承 した 直後 のこ
とで あっ た。

慶応安 心惑 乱は 、高 田派 教団史 上で も他 に類 をみ ない宗 意安 心に 関す る法 論であ り、 高田 派に おい ては

近世 末期 の出 来事 にして 、近 世最 大の 事件 として 位置 付け るこ とが できる 。こ こま で述 べて きた 復古 運動
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や、そ れ以 降の 宗門 の事 情を 背景と して 起こ った とい われて おり 、そ の点 で近 世の高 田派 は最 終的 にこ の

論 争に集 約さ れる とい って も過言 では なか ろう 。そ こでこ こか らは この 安心 惑乱に つい て、 まず はそ の概

観を窺 って いく 。な お、 従来 の慶 応安心 惑乱 研究 とし ては 、竹 内宜啓 氏の 論文 「高 田派 慶応安 心惑 乱に 就

て 」、 及 び 小 妻 氏 の 『 円 祥 上 人 行 実 』 な ど が 挙 げ ら れ る 。 ま た 、 竹 内 氏 に よ っ て 集 め ら れ た 惑 乱 関 係 の

の発 端は 、元 治元 年（一 八六 四） 八月 十二 日の智 静（ 生没 年不 詳） の法談 にあ ると いわ れて いる 。ま ずは

さ て、 慶応 安心 惑乱 そのも のは 慶応 元年 （一 八六五 ）に 起こ った とさ れてい るが 、こ の騒 動の そも そも

基づ き、 両氏の 研究 成果 と照 らし 合わせ なが ら、 考察 を進 めて いき たい。

ら 第八 輯に かけ て掲載 され てい る。 本項 では、 この 『高 田学 報』 所収「 高田 派慶 応年 間安 心問題 資料 」に

資料 が、高 田学 報社 輯「 高田 派慶 応年間 安心 問題 資料 」と して 『高 田学報 』第 二輯 から 第三 輯、第 六輯 か
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マ ヽ 番 歟

その 智静 の法 談を めぐる 一連 の出 来事 がど のよう なも ので あっ たか をまと めて おき たい 。
智静 の法談 の内 容は 次の よう に伝え られ てい る。

元 治元 甲子 八月 十二日 朝、 十宮 本浄 寺弟 子、松 坂智 静、 講堂 法談 当審ニ 而、 源空 賛、 源空 勢至ト 示現

シ 云云右ノ 賛 題ニテ 、信心 願体 、称 名願体 ト云 事ヲ申 シ出 シ、蚯 蚓両 断ノ喩 ヲ以 テ、蚯 蚓二 ニ切テ 、

二 ツ 乍ラ 動 ク如 ク、 今 信 心称 名、 両 願体 、御当 流ニ ハ、何 レヲ 以テ、 御正 意ト 領解至 シ可 レ申哉 、当
席ニ可 レ及 二演舌 一ノ処、甚長談ニ及ヒ候故、重ネテ可 レ及 二聴聞 一ト申残シ候

（「高田派慶応年間安心問題資料」〔二〕八〇頁）

すな わち この 智静 にま つわ る出来 事は 、智 静が 法談 の場に おい て右 の文 に書 かれて いる よう にし て信心

と 称名 のど ちら が願 体であ ると 領解 すべ きか との問 いを 立て たこ とに はじま る。 この 際智 静は 、長時 間に

及ぶとの理由でこれ以上の言及を避け法談を終えたため、これについて所化より学寮側へ申し入れがあり 、

学寮に よる 取り 調べ が行 われ ること とな った 。そ の結 果、智 静は 書で もっ て前 述のよ うに 述べ た意 図につ

いて返答するよう命じられ、二日後の八月十四日に学寮側に当てた書状において 、次のように述べている 。

マヽ

其砌信心願体、称名願体ノ義、及 二演舌 一候是ハ全ク惣所化衆中ヘ御尋申上候義問ニ候、其所以ハ信心

願体称名願体ノ名目ハ吾祖聖人ノ御聖教ニ未ダ承ハラスト存候 、御当流ニ無 レ之名目ヲ以テ彼是ト 、義

論ヲ致ス人如何ナル意ロナラン哉ト奉存候（略）私ニハ信心正因、称名報謝ト領解至居候事ニ御座候 、
若 不正 意ニ 御座 候ハ ヽ、 御正 意ノ御 安心 御指 南ノ 程奉 希候
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（「高田派慶応年間安心問題資料」〔二〕八一頁）

この ように して 智静 は、 法談 での問 いが 所化 の理 解を 問う目 的で あっ たこ とを 述べた 上で 、自 身は 信心

と 称名の 関係 を「 信心 正因 、称名 報謝 」と 領解 して いると して 学寮 側に 返答 した。

これ を受 けて 、
五日 後の 八月 十九日 に学 寮に おい て再 び智静 に対 する 取り 調べ が行わ れる こと とな った 。

学 寮側 には取 り調 べ役 の良 諦の ほか、 同じ く寮 司の 大如 、法定 、景 雲、 智光 が出 席し、 下座 には 当人 であ

一

る智 静 のほ か、 海 乗 、智道 がつい たこ とが当 時の 資料 に記録 されて いる 。ま た取 り調べ は、 良諦の 問い
に 智静 が答 える 形で展 開さ れた よう であ る。

学寮 側の 問題 とす ると ころ と、そ れに 対す る智 静の 返答は 大方 次の よう なも のであ る。

問曰信心願体、称名願体ノ名目、大祖聖人ノ御聖教ニ未 二見当 一トハ、何々ノ御聖教ヲ拝見而未 二見当
申 事ヤ

答曰私義従来至テ文盲ニ御座候故、広博ノ御聖教何々ヲ拝見イタシ申上候事ニテハ無 二御座 一候故、唯

私 ノ一 了簡 ヲ以 テ申上 候義 ニ御 座候 。乍 去広書 ニハ 無之 事ト 奉存 候。当 流ニ 無之 名目 ヲ以テ 彼是 ト論
ヲナ ス事 ハ如何 ナル 心ナ ラン ヤ、 無益ノ 論ト 奉存 候

問 曰信 心願 体ノ 名目 ハ且ツ 以テ ナシ 、称 名願 体ノ名 目当 流ニ ナシ ト云 ハ何レ ノ師 ヨリ 承ニ テ左 様申ヘ
キヤ

答 曰師 承ニ テハ 御座 ナク 、全 ク私ノ 計ニ テ申 上候 、不 調法ノ 段ハ 御用 捨奉 願上候
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*20

（「高田派慶応年間安心問題資料」〔二〕八二頁）

この ように 智静 は、 信心 願体 も称名 願体 も共 に聖 教の 上にそ の出 拠を 求め るこ とはで きな いと 述べ 、こ

れ に対し て学 寮側 は、 称名 願体の 名目 がな いと いわ れるこ とに 難色 を示 して いる。 さら に、 学寮 側は 智静
が書面 上で 「信 心正 因、 称名 報謝 」と領 解す る立 場を 示し たこ とにつ いて 、
問 曰信 心正 因、 称名 報謝 ト領解 至シ 候由 、其 信心 ノ相ハ 如何 心得 申候 ヤ

（「高田派慶応年間安心問題資料 」〔二〕八二頁）
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と 問い 、こ れに 対して 智静 は次 のよ うに 返答し てい る。

マヽ

答 曰信心 ノ相 タハ 吾機 ハ悪 キ徒ラ 者、 助ル 縁ナ キ者 ヲ阿ミ タ如 来ノ 御実 トテ 、御助 ケ下 サレ 候事 ノ難

有 ヤト 聞得 ル一 念ニ 往生 ハ治 定ト、 仏ケ ノ方 ニ御 定下 ルヽ 故、 ソレテ 安堵 安心 至シ 、其上 ノ称 名ハ 仏

ル
二

ヲ
一

恩報謝ト相心得候 、一声モ往生ノ正業ト指向候事ニハ無御座候（略）信心ノ相 、吾身ハ無有出離之縁 、

助ル ヘキ縁 便リ モナ キ者 ヲ、 本願ノ 名号 ヲ以 テ助 ケフ トア ル、 其謂レ ヲ聞 得ル 一念 ニ、 往生 一定、 御
助 ケハ 治定 ト、 安堵決 定致 シ候 。

スレバ

ヲ
弥陀仏 ノ本願 一
自 然 ニ即 ノ時入

ズレバ
二

是 ノ仏 ノ無量力功徳

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔二 〕八 二～八 三頁 ）

」 、同 じく「行文類 」正信偈の「 憶 二念

ズ
ヲ
報 二
大 悲 弘 誓 ノ恩 一
」 の 文、或い は第十 四世堯秀の『御書 』の抜粋で
シトイヘリ
レ

ツル

さ らに 出拠と して 『教 行証 文類 』
「行文類」における『易行品』の引文「人能 ク念

ヲ
如 来 ノ号 一
応
シテ
二

*22

ル
二
即 ノ時 ニ入 二
必定 一
是 ノ故 ニ我常 ニ念
ニ
必定 一
唯 能 ク常 ニ称

*21

ある 「一 念無 上ノ 仏智ヲ 以テ ハ、 凡夫 往生 ノ極促 トシ 、一 形憶 念ノ 名願ヲ 以テ 、仏 恩報 尽ノ 経営 トス 」の
文を挙 げ、

私 ニオ キマ シテ 一念ノ 処ニ 往生 ノ業 事成 弁致シ 、一 大事 ノ後 生ニ 少シモ 不足 ナク 、安 堵至 シ候故 、一

声モ 往生 ノ業 ト手向 ル心 ロハ 、イ サヽ カモ無 御座 候ト 乍恐 奉存 マス。 私シ ニ存 シマ スル 処、 信証 ノ間

ニ 口 称ノ 名 ヲ見 スシ テ 、 信ヨ リ直 ニ証 ニ移ル カ、 真宗 ノ安心 カト 相心得 オリ マスル 。（ 略）爾 レハ 此
上、 口上 ニ顕 ハル ヽ念仏 ハ、 昼夜 朝暮 ニ仏 恩ヲ報 シタ キ心 底ニ 御座 候。
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（「高田派慶応年間安心問題資料」
〔 二〕 八三 ～八 四頁）

とし て、 自身の 体験 も交 えな がら 、智静 は唯 信正 因と 領解 する 立場 を明確 に示 した 。

以 上の よう な取 り調 べの後 、同 日学 寮側 は智 静に対 して 次の よう な裁 決を下 して いる 。

御当流御安心ノ御正意ト云ハ 、近クハ先住伝灯輪下第二十世ノ大善智識清浄楽院宮様、去ル嘉永七年 、

大祖 聖人六 百回 ノ御 大会 ニ付 、南北 ノ御 末寺 ヘ御 回僧 ヲ以 テ、 御教示 遊ハ サレ 候御 宝訓 ニ云 ク、弥 々

僧 侶ハ 一宗 ノ教 相ヲ学 ビ、 光明 大師 ヨリ 以来相 承シ タマ フ称 名本 願ノ正 意ヲ 守リ 、信 心肝要 ノ旨 趣ヲ

違ヘ ス等 トノタ マフ 名目 ハ、 一家 御相承 ノ正 伝ナ リ。 即チ 光明 大師ヨ リ此 方相 承シ タマ フト アル 若我

成 仏 等 ノ 四 十 八 字 ノ 御 釈 文 ナ リ 。（ 略 ） 故 ニ 我 一 家 ノ 御 相 承 ハ 、 此 四 十 八 字 ノ 御 釈 文 ト 、 信 機 信 法

（「高田派慶応年間安心問題資料」〔二〕八五頁）

ノ二種ノ信心ヲ以テ、一家安心ノ定規トシタマフ処ナリ 。〔註は筆者〕

*23

この よう にし て、 学寮 側か ら正 式に高 田派 の安 心が 「称 名本 願、信 心肝 要」 とし て示 され、 智静 の領 解

は古来 の正 意に 背く もの であ るとの 判決 が下 され た。 この際 、引 文中 の嘉 永七 年（一 八五 四） に下 され た

と いう 円 禧の 教 示と 『往 生礼 讃』後 序の文 に加 え、さ らに 根拠 として 安政四 年 一
( 八五 七）の 大講 堂に お
け る 忍 阿 の 『 教 行 証 文 類 』「 教 文 類 」 の 講 義 内 容 や 、 真 淳 の 『 印 施 法 語 科 註 』 に お け る 「 口 称 ノ 願 体 ナ
ル コト カヘス ガヘ スモ 忽緒 スベ カラズ 」 の文 が挙げ られ てい る。

*24

なお 、こ の達 しに はさら に真 淳に つい て言 及して 、

西 院僧 正（ 真淳 ）ハ 第十 八世 ノ善智 識、 択法 眼ヲ 以テ 、学頭 位ニ 進メ タマ フ人 ナリ。 此僧 正ヲ 難ス ル
人アラハ、一流ノ罪人タルヘシ 。〔（）内は筆者〕

「高田派慶応年間安心問題資料」
〔二 〕八六頁 ）
（

と述 べら れて いる 。これ は当 時一 部の 間で 真淳の 学説 を批 判す る者 があっ たこ とを 示唆 して いる とい えよ
う。
この よう な裁 決を 受け た智 静は 、

リ
御当 流ノ 御正意 四十 八字 御釈 文ヲ 定規ト シテ 、称 名本 願、 信心 肝要ノ 旨趣 ヲ預 二
御教示 一重々難有奉存

候 。今 般御 教諭 ニ付 悔心仕 候。 以後 心得 違御 坐候節 ハ、 厳重 ノ御 咎被 仰付候 トモ 、聊 モ御 怨ミ 申上間
敷候 。

（「高田派慶応年間安心問題資料」〔二〕八七頁）
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*25

とし て、 最終 的に 学寮側 の判 決に 従う 意志 を示し 、こ の裁 決を もっ て騒動 は落 着し たか に思 われ た。

とこ ろが以 後、 この こと が直 接的な きっ かけ とな って 、高田 派の 末寺 は智 静と 同様に 唯信 正因 説を 主張

す る北派 と、 信行 具足 の称 名念仏 の正 統性 を主 張す る南派 に二 分さ れ、 各々 が領解 する 安心 をめ ぐっ て議
論はむ しろ 拡大 し、 慶応 安心 惑乱 へと発 展し てい った 。

さ て 、 当 時 の 様 子 を 伝 え る 資 料 と し て は 、「 安 心 惑 乱 ホ コ リ タ ヽ キ 」、 長 盛 寺 廓 暢 著 『 安 心 惑 乱 日 記 』

等が あ り、 何れ も 「高田 派慶 応年 間安心 問題資 料」 に収載 され てい る 。「安 心惑乱 ホコ リタヽ キ」 につ い

て は誰 に よ って 書か れた もの であ るか不 明であ るが 、少な くと も南 派の人 物であ ると みられ てい る 。 こ

れら の資 料から 、南 北二 派の 主張 するそ れぞ れの 安心 とは 、北 派は 唯信正 因、 南派 は信 行具 足、 信行共 因
で あっ たこ とが わか る 。

である 。一 方南 派の 論拠 は、 前述の 学寮 側が 挙げ た『 往生礼 讃』 にお ける 四十 八字の 釈文 のほ か、 円禧の

お触 れと 堯熙 の直 命で あった 。円 禧の お触 れと は、嘉 永四 年（ 一八 五一 ）に門 末か らの 質疑 に対 する 回答

として 出さ れた もの であ る。 その 内容に つい ては 『安 心惑 乱日記 』が 伝え てお り、 その一 部を 抜粋 する と
次 のよ うなも ので ある 。

近来 唱導 相勤 候僧 侶之中 偏信 偏行 勧候 輩有 之歟。 背御 正意 領解 之徒 粗相見 候。 是等 之儀 ハ不 容易 心得

違 ニ候 間急 度相 慎可 申候 （略 ）一同 難有 敬承 以来 信行 具足之 御正 意急 度相 守御門 下不 及惑 乱趣 神妙 ニ
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*26

北 派の 論 拠は 主に 前述 の智静 と同様 、「行 文類 」の 『易行 品』引 文、 正信偈 の文 、堯 秀の『 御書』 の文

*27

教 示可 仕旨 御請ニ 相成 候事 〔句 読点 は筆者 〕

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔三 〕一〇 二頁 ）

ここには「偏信偏行 」を安心と領解する者がいることを挙げて 、心得違いであると指摘し 、
「信行具足 」

が「御 正意 」と して 明示 され てい る。一 方堯 熙の 直命 とは 、慶 応元年 （一 八六 五） 五月 十二日 に出 され た
も ので 、

真宗 ノ安 心ト 云ハ 本願ヲ タノ ミ名 号ヲ トナ ヘ必ス 往生 決定 ト思 ヒ定 ムル一 念ノ 信心 獲得 スル 時節 ヲ往
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生 ト心 得ル テ候 然ル 上ハ 唯仏 恩報謝 ノ称 名相 続ス ル是 ヲ信行 具足 ノ行 者ト ハ申 スナリ

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔三 〕一 〇三 頁）

と 示さ れた もの であ る。こ の文 は「 信行 具足 」の語 が用 いら れて いる 点に重 点を 置き 、論 拠の 一つと して

取り 上げ られ たも のと思 われ る。 南派 は両 法主に よる これ ら二 つの 教示を 論拠 とし 、さ らに 智静 の騒 動の

際の学 寮側 の裁 断に 従う もの であっ た。 その こと から 守旧派 とも よば れて いる 。

法 談の 説き 手をめ ぐり 争い が生 じ 、
本 山内 にお いて南 派が 北派 に怪 我を させて しま うと いう 事件 が生 じた 。

負傷者 を生 じる まで に発 展し た。 そんな 中で 慶応 元年 （一 八六 五） 十一月 二十 三日 の晨 朝法談 にお いて 、

こ の論 争はそ の後 両派 の一 部が 暴民化 し、 本山 の法 談の 場に詰 めか けて 説き 手に 詰め寄 った り、 論争 中に

当時の本山には多くの人々が押し寄せ 、また各地ではそれに関する会合が度々開かれた 。結論からいうと 、

この よう にし て南 北二 派に 分か れた高 田派 の安 心問 題に つい て、 どちら が正 統で ある かの裁 断を 求め 、

*28

その こと を伝 えた 文には 次の よう に記 され ている 。

夜一 身田表 ヨリ 急使 来リ 候ニ 付二十 人斗 リ夜 通シ ニ参 リ明 テ二 十三日 ニ相 成リ 、朝 時御 堂法 談十五 所

法 泉寺 ニテ 有候 処、法 談済 已ル ヤ否 ヤ邪 僧数十 人俗 人打 連レ 法泉 寺ニ難 し申 懸ケ 候ニ 付、 同寺兼 テ如

何 ト案 し候 事 故ヘ 不 レ答 。 然ル ニ大 騒キ ニ相 成候 故、坐 奉行 三室寺 御影前 無礼 如何 ト指留 候ニ 付、御

廊 下伝 ヘニ 御対 面所 ヘ参 リ同寺 ヲ中 ニ置 キ邪 徒共 前後左 右ヨ リ難 問申 懸ケ 候得共 無答 。其 内ニ 御日中

之一 鐘ヲ 撞出 し候 得共不 許。 遂ニ ハ未 ノ刻 ニ至リ 候。 其処 ヘ正 統方 付キノ 近処 近郷 の同 行千 人斗 リ走

リ 付一 人法 泉寺 ヲ引 出ス ト、 多人我 モ我 モト 相助 ケ先 ツ角八 ヘ連 レ帰 リ其 人数 凡ソ五 六百 人ト モ相 見

ヘ 候由、 其時 若松 心海 寺、 法泉寺 ヲ帰 ス間 敷ト 取ヘ 候故、 正統 味方 ノ同 行心 海の頭 リヲ 下駄 ニて ハリ

候 故、 疵付 血流 レ候 由、 心海 自坊ヘ 帰リ シニ 同行 外聞 悪シ トテ 入レ不 申様 聞及 ヒ候 〔 句読 点は筆 者〕

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔 四〕一 一六 ～一 一七 頁）

この 一件は 一転 して 南派 の形 成を不 利に した 。そ して このこ とを きっ かけ に、 北派の 「唯 信正 因」 を安

心と する 見解 を高 田派 の正意 とし て認 める 『御 決判御 書』 が下 され るこ ととな った 。

なお 、そ の後学 僧忍 州（ ？～ 一八 七一） によ って 行わ れた 『御決 判御 書』 に関 する 講義に つい て記 され

た 資料 には、 南北 両派 の具 体的 な主張 が北 派の 視点 から 述べら れて いる 。そ れに よると 、

北勢 の御 門徒 は其 の義を がへ んぜ ず信 心決 定する 最初 の一 念口 称を 待たず して 往生 は一 定と 云ふ

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔 一〕 九八 頁）
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とあ り、 北派 が南 派の主 張を 一切 聞き 入れ ること なく 主張 した 、信 の一念 によ る往 生決 定と は、 往生 決定

に称名 の有 無を 問わ ない とす るもの であ るこ とが わか る。ま たこ の講 義に おい て忍州 は、 以上 の北 派の 主

張 に加え て、 さら にす でに 南派が 「信 行具 足」 の論 拠とし て挙 げて いた 前掲 の堯熙 の直 命を 挙げ て、

輪下 鴻慈 をた れて御 直命 を下 した まふ 、其言 に曰 く真 宗の 安心 云々、 此御 慈訓 にて 信の 一念 にて 往生
決 定す るこ と明 なり

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔一 〕九八 頁）
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と 述べ 、む しろ この直 命に よっ て、 信一 念にお いて 往生 は決 定す ると領 解す べき こと を明 言して いる 。
一方 この 講義 にお いて 南派 の主張 は、

信 後一 念の 称名 を待 ちて 往生 と談ず 、た また ま信 心獲 得の とき 往生と 云へ ども 猶ほ 信前の 能行 を立 て
称 名の 行者信 心決 定す るが 故に 信行具 足の 一念 と云 ふ。

（「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔一〕 九八 頁）

と示 され てい る。 つま り信心 を得 るこ とと 称名 するこ とと の順 序の 前後 関係に 関わ らず 、必 ず信 と行 とが

共に具わったところに往生が決定するという見解が、南派の主張の一つにあったことがわかる 。或いは、

南 派の 中には 第十 八願 文に 示さ れる「 十念 」に つい て、 最初の 一声 を往 生の 正因 、後の 九声 を報 恩行 とす

*29

る見解 を示 す者 もあ った よう であ るが、 この 考え 方は 南派 の正 統な 主張と は認 めら れて いなか った よう で
ある 。
*30

こ のほ か 「安 心惑 乱 ホコリ タヽ キ」 には、 北派 の僧が 「唯 信一念 往生 治定だ 、念 仏報謝 ぢゃ 、合わ せ

た所 が信 行 具足 ぢゃ 如何 で御坐 る」 と主張 した のに対 し、 南派 の僧が 「信じ 称ふ る其の 座が 往生 だ 」、或

い は「当 流は 信行 具足 が往 生の治 定」 等と 反論 した やり取 りが 記さ れて いる 。この よう に「 信行 具足 」を

往生決 定の 前後 どち らで 理解 する のかと いう こと も、 この 論争 の一つ の争 点に なっ てい たこと がわ かる 。

と ころ で、こ のよ うに 論争 が拡 大して いっ た原 因と して 、以 前よ り智静 の騒 動の 裁断 等に おけ る学寮 側

の見 解に疑 問を 抱き なが らも 黙止 してい た北 派の 人々 が、 円禧 から 若年の 堯熙 に代 替わ りす る時期 を見 計

ら って 意 見 を爆 発さ せた こと があ るので はない かと 考えら れて いる が 、 その他 にもう 一つ 、円禧 の異 母

兄で あ り、 堯 熙の 伯 父に当 たる 円禛（ 生没年 不詳 ）の 存在が あっ たこと が指 摘され てい る 。 前述の よう

*32

改革 有之 様就 而ハ 往古ヨ リ三 ヶ院 ニ手 次仕 候支配 下之 寺院 ヲ不 残引 上候而 別院 江相 付ケ 且御 門主 之御

御 門主 之伯 父君 ニ相 当リ候 御連 枝ヲ 徒党 の魁 首ニ引 入、 御門 主之 御若 年ヲ見 止法 務職 ハ不 申及 万事御

法務 執当 智慧光 院大 僧都 慈智 院法 眼玉保 院法 眼所 之三 ヶ院 一切 取上ケ 不申 候ニ 付、 当時 別院 ニ被 為入

南派 の人 物が 書い たと 思われ る次 のよ うな 内容 の歎願 書が 掲載 され てい る。

年で あっ た 甥の 堯熙 にな りかわ り、 本山に おいて 権威 を振 るって いた ようで ある 。『安心 惑乱 日記』 には

た。 その 後円 禛は 一身田 別院 に住 して いた が、安 心惑 乱に おい ては 北派の 安心 に同 意し 、か つ当 時ま だ若

に 円禛 は、 正室 の子 でない との 理由 から 法主 継承候 補か ら外 され 、法 主は弟 であ る円 禧が 継ぐ ことと なっ

*33

手 替と して 高田 一宗 之執 権職 別院之 御自 侭ニ 被成 候様 与之趣 ヲ以 勧発 仕候 ニ付、 御同 所ニ ハ兼 テ其 御
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*31

下 心有 之折 柄ニ付 、其 子細 御承 知被 成智慧 光院 始メ 三ヶ 院ヲ 押籠メ 其外 御寺 中ニ 而茂 正儀存 候者 退役

ニ相 成候條 、全 北方 御末 寺之 内存ヲ 以別 院被 取斗 候事 相見 ヘ候 （略） 御門 主之 御威 光ハ 自然 相憐別 院

之 権威 ハ日 々ニ 強ク相 成、 寺中 家中 末寺 之者迄 阿諛 之輩 追々 加担 仕候ハ ゝ不 遠内 不容 易騒 動起リ 可申
与痛 心仕 候 〔句 読点は 筆者 〕

（「高田派慶応年間安心問題資料」
〔 四〕 一二二 頁）
或い は同 じく 南派 の人物 によ る趣 意書 にも 、円禛 のこ とが 、

邪 僧ト 日夜 密談 ニ被 及正 統相 守リ同 院ヘ □従 出入 不致 者ハ三 ヶ院 ヲ始 メ以 謀計 或ハ押 込或 ハ退 役等 被
取 計候

（「高田派慶応年間安心問題資料」
〔 四〕 一二 四頁 ）

と書 かれ てい る。 これに よる と、 北派 は円 禛を取 り込 み、 その 策略 によっ て本 山三 院だ けで はな く、 手次

寺まで も引 き上 げて 一身 田別 院に付 かせ 、本 山の 法務 や執権 職を すべ て円 禛に 一任し たこ とに よっ て、堯

熙の 威光 は衰 え、 円禛 の権威 が日 々強 くな って いたこ とが 知ら れる 。こ れによ って 北派 の勢 力は 拡大 し、

南派が それ に反 発し たた めに 、論 争はよ り一 層深 刻に なっ ていっ たも のと 思わ れる 。

前 述の 通り、 最終 的に は慶 応元 年（一 八六 五） 一月 十五 日に 堯熙 より『 御決 判御 書』 が下 され 、これ に

よって 北派 の主 張が 通る こと とな った。 その 時の 御書 の全 文を ここ に掲載 する と次 のよ うな内 容で ある 。

人 々い かゝ 心得さ ふら ふや 、た また まうけ かた き人 身を うけ まふあ ひか たき 本願 他力 にあ いた てま
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つ るこ とお ぼろけ の因 縁に あら す。 往生の 一大 事こ のた ひを すこす べか らす 候、 然る に当時 のあ りさ

まを 以るに 道俗 とも に誓 願の 不思議 にて 往生 は仏 のか たよ り成 せしめ たま ふこ とを しら す我 か身を た

の み我 かは から ひの心 ろに て後 世の ここ ろかけ もう すく 互に あら そひを いた しう つく しく 他力回 向の
信行 を獲 得せ さるは かな しむ へき の至 に候な り。

そ もそ も当流 の安 心と いふ は自 力雑善 をさ しお き我 身の 善悪 を論せ す本 願の 御約 束を たの み往 生を

仏意 にま かせ すこ しも疑 ふこ ゝろ なき を一 念の信 心獲 得す とは 申候 。この とき に三 界六 道の 命根 つき

て 安養 浄土 に生 るゝ こと 決定 するな り。 その うへ はた ゝ仏恩 報謝 の称 名お こた るまし くさ ふら ふ、 さ

れ は正信 念仏 の偈 にも 弥陀 仏の本 願を 憶念 すれ は自 然に即 のと き必 定に 入る 唯よく 常に 如来 のみ なを

称 して まさ に大 悲弘 誓の 恩を 報すへ しと 示し たま ひま た和 讃に も弥陀 大悲 の誓 願を ふかく 信せ ん人 は

み なね てもさ めて もへ たて なく 南無阿 弥陀 仏と とな ふへ しと仰 せら れた り、 かく の如く 心ろ うれ は流

祖聖 人より 次第 相承 の安 心に すこし もた かふ こと なく さふ らへ は一流 の道 俗早 くこ の旨 趣を 受得し 僧

侶 は己 か本 分を まもり 予か 不徳 をか さね さるや う法 義弘 通の 補佐 ふかく こひ ねか ふと ころな り、 この

うへ はな るへき かき り三 業の 過失 をつゝ しみ 緇素 たか ひに 和順 して神 妙に 法義 を相 続す へき こと 肝要

に て候 くれ くれ も往 生は願 力に まか せて すこ しもわ たく しの はか らひ なく仏 恩報 謝の 称名 おこ たるま
しき もの なり 穴賢 々々

（「高田派慶応年間安心問題資料」〔一〕九七頁）
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ふか く信ぜ んひと はみな

ねて もさめ ても へだて なく

すなわち高田派の安心とは 、正信偈の「憶念弥陀仏本願自然即時入必定唯能常称如来号応報大悲弘誓恩」
の 文 と 、『 正 像 末 和 讃 』 の 「 弥 陀 大 悲 の 誓 願 を

南 無 阿 弥 陀 仏 を と な ふ べ し 」 の 文 を 文 証 と し た 、「 唯 信 正 因 、 称 名 報 恩 」 で あ る と す る も の で あ る 。

*34

なお、 ここ にあ る後 半の 「三 業の 過失を つゝ しみ 」等 の文 は、 復古運 動以 来問 題と され てきた 念仏 者の あ
り 方が 、その まま 採用 され たも のと思 われ る。

以上 が慶 応安 心惑 乱の全 体の 流れ であ る。 最終的 に南 派は この 決判 に服し 、そ の直 後に は明 治維新 の激

慶 応安 心惑 乱に みる他 派か らの 影響

動 時代 を迎 えた ため、 それ 以後 両者 の対 立は治 まっ てい った とい われて いる 。

第 三項

慶応 安心 惑乱 が起 こった 直接 的な 原因 とし ては、 すで に前 項で も述 べた通 り、

*36

時 期を 見計 らっ て意 見を 爆発 させた こと 。

そ の人 々が堯 熙の 伯父 であ る円 禛を北 派に 取り 込み 、本 山三院 をは じめ とす る手 次寺を 次々 と一 身田
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以 前より 学寮 側の 領解 に疑 問を抱 きな がら も黙 止し ていた 北派 の人 々が 、若 年の法 主へ 代替 わり する

（１）

（２）

別 院に 引き 上げさ せ、 本山 の法 務や 政権を も円 禛に 一任 させ たこと 。

の 二点が 考え られ てい る。 また小 妻氏 は、

この 安心 惑乱 の遠因 は遠 く円 遵上 人の 時代に さか のぼ る。 智慧 光院真 淳が 上人 から 絶大 の信 任を 受け

て 学頭 職に つい てか ら、 その学 問と 指導 力が 圧倒 的であ った から 、高 田学 界は後 代の 元治 慶応 のころ
まで その 影響 を脱 するこ とは でき なか った 。

と して 、加 えて 円遵の 時代 にも 間接 的な 原因が ある とみ てい る。 なお前 節で 指摘 した よう に、高 田派 教学

史は 復古 運動の 直後 の時 代か ら、 円祥の 『宣 教護 国論 』に おけ る名 号戒体 説筆 削、 さら には 『宣 教護国 論

犀 如意 』の 書写 等に あらわ れて いる よう に、 復古運 動の 強い 影響 から 脱却す る道 のり を脈 々と 歩み続 けて

おり 、そ の点 では これら もま た慶 応安 心惑 乱へと 繋が る間 接的 な原 因の一 つと なっ てい ると 考え るこ とが
できよ う。

さて 、最後に本項では 、さらにもう一つの背景として 、他派からの影響があることを指摘しておきたい 。

竹内 宜 啓氏 は慶 応安 心惑 乱に 関連し た資料 とし て 、「惑 乱当初 の南派 の学 職方 が師事 せら れて居 られた 某

和 上の 講義」 とし て、 慶応 安心 惑乱の 当初 、或 いは それ 以前に 高田 派『 御書 』に ついて 行わ れた 講義 を取
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*37

り上げ て、 その 内容 の一 部を 掲載 してい る 。そ こに は次の よう な文 言が 述べ られて いる 。
*38

①他 流に 於て 信の 一念 にて 往生 決定と 談じ 更に 称名 の行 をま たずと 教ふ る流 儀も ある かなれ ども 。今 家

に於 ては其 儀は 許し たま はず 、心に 信じ 口に 称へ て信 行具 足せ ねば往 生は 決定 せず と談 じた まふ。

② 他流に 於て は帰 命は 信、 報謝 は行と 限る 、御 当流 に於 ては 帰命 の一念 も信 行具 足行 不離 信、報 謝の 称

名も 信行 具足 信不離 行、 最初 の一 念の 延びゆ くか たち と心 得る を正義 とす るな り。

③ 弥 陀を たの ミ とは 安 心な り 名号を 称ふる は起 行な り 止他流に 於ては たの む一念 に往 生と領 解し て念仏

を称 へぬ 前に 不退 に定ま ると 談ず るも のあ り、御 当流 に於 ては 其義 は許し たま はず 信行 具足 して 往生
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を 決定 と談 する 故に 、
今 も南 無阿 弥陀 仏と称 へ候 うち に我 等が 往生は 成就 する こと にて 候と のた まふ 。

こ れら の文 はい ずれ も「他 流に 於て は」 とし て他派 の安 心を 取り 上げ 、高田 派の 安心 がそ れと は異 なる

こと を強 調す るも のであ る。 なお 、竹 内氏 はこれ らの 文を 、南 派の 安心が つま ると ころ 「十 念」 を最 初の

一声と 後の 九声 に分 けて 理解 する、 所謂 一九 安心 であ ると示 すた めに 引用 し、 これに よっ て慶 応安 心惑乱

は 結局 「一 九 と 信因 称報 との諍 論」 であ ると述 べて いるの であ るが、 筆者 はあく まで も信の 一念 におけ

と みる 意図 は認め られ ない ので はな いかと 考え る。

涯相続 して いく 様を あら わし た文 であっ て、 ここ に最 初の 一念 を信 行具足 の正 因と し、 後の九 声を 報恩 行

と 示 す と 同 時 に 、 信 の 一 念 も 報 謝 の 称 名 も 共 に 「 行 不 離 信 」、「 信 不 離 行 」 で あ る と し て 、 そ の 相 が 一 生

る往生 決定 を否 定し 、信 と行 とが 共に具 わっ たと ころ に往 生が決 定す ると 捉え るの が高田 派の 正義 であ る

*39

さて 、前 述の 通り 、慶 応安 心惑 乱当初 高田 派の 安心 とし て認 められ てい たの は、 学寮 側が主 張し た「 称

名本願 、信 心肝 要」 を主 軸と して、 信心 と称 名が 共に 具わっ たと ころ に往 生が 決定す ると 捉え るも ので あ

っ た 。 こ こ で も 信 心 と 称 名 に つ い て 、「 信 行 具 足 し て 往 生 決 定 」、 或 い は 「 信 行 具 足 行 不 離 信 」、「 信 行 具

足信不離行 」等と表現されていることから 、学寮側と同様の立場から述べられたものであることがわかる。

一 方 、そ れに 相対 する もの の例と して 挙げら れてい る他 派の 安心と は 、「 信の一 念に て往生 決定 と談じ

更に称 名の 行を またず と教 ふる流 儀 」、「帰命 は信 、報 謝は行 と限 る 」、或 いは「 たの む一念 に往 生と領 解
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し て念 仏を 称へ ぬ前に 不退 に定 まる 」と するも ので ある 。こ れら はいず れも たの む一 念、 すなわ ち信 心が

定まったところに往生が決定するという、所謂「唯信独達 」、
「唯 信正 因」を 説く もの であ る。 ここで 「他

流 」と され てい るの は、本 願寺 派を 指し てい ると考 えて よか ろう 。す なわち 本願 寺派 の安 心が まとめ られ

た安 心論題 には 、「 信心正 因 」、「 称名報 恩」 が明示 されて おり 、往生 成仏 の正 因は信 心一つ であ って、 称

名念 仏は 往 生成 仏 の正 因では ない とされ てい る 。 これに 対し て、高 田派 の立 場は称 名念仏 をた だ信心 獲

れ には 、

る例が いく つか みら れる 。例 えば 慶応安 心惑 乱以 前、 嘉永 四年 （一 八五一 ）に 円禧 によ って下 され たお 触

実 はこ の時代 には 、こ の他 にも このよ うに して 高田 派と は区 別す るかた ちで 他派 が話 題に 挙げ られて い

とを強 調し よう とし てい ると 思わ れる。

得後 の報 恩行 とす るの ではな く、 信心 と共 に往 生成仏 の因 とし て不 可欠 な行為 と捉 えて いく もの であ るこ

*40

．混
．他
．派
．ニ
．様
．御当流御正意之安心信疑之得失正雑之廃立等順大祖聖人以来伝
御 門下 致教 示候ニ 付而 ハ不

灯之 宝訓可 令教 諭候 （略 ）信 行具足 之御 正意 急度 相守 御門 下不 及惑乱 趣神 妙ニ 教示 可仕 旨御 請ニ相 成
候 〔傍 点筆 者〕

「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔三 〕一〇二頁 ）
（

と あり 、円禧 は高 田派 の安 心を 示す上 で、 わざ わざ 「他 派とは 混同 しな いよ うに 」との 注意 書き を加 えて

いる 。或い は慶 応安 心惑 乱の 糸口 となっ た智 静の 騒動 の際 には 、学 寮側が 智静 に宛 てた 達し の中で 、
マヽ

マヽ

マヽ

．派
．ノ
．安
．心
．ヲ
．混
．ス
．ル
．ヲ
．可
．ナ
．
近 来愚 痴文 盲ノ 買談 僧等 、傍 出家買 談僧 ノ除 瀝ヲ ナメ テ、俶 決当 弁セ ス。 他
．ト
．思
．ヘ
．リ
．。〔傍点筆者〕
リ

「高田派慶応年間安心問題資料」
〔二 〕八七頁 ）
（

と して 、「 愚痴 文盲 の買 談僧」 等と いう表 現を して、 その 特徴を 「他 派の 安心を 混する を可 なり」 とす る

僧侶で ある と述 べて 、批 判し ている 。こ のよ うに 、慶 応安心 惑乱 が起 こる 前後 に書か れた 資料 には 、他派

を比 較対 象と して 挙げ る例、 或い は高 田派 との 相違を 強調 する 目的 で挙 げる例 がい くつ かみ られ るの であ
る。

で はな ぜこの よう に、 わざ わざ 高田派 と他 派を 比較 、或 いは 区別 する必 要が あっ たの であ ろう か。そ れ

につい て筆 者は 、こ れら の文 がい ずれも 他派 の安 心が 同じ く高 田派 の安心 であ る、 或い はその よう に理 解

す るの が正 しい見 解で ある と考 える 人々に 対し て述 べら れた もので あっ て、 その よう な人々 によ って 「信
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心正 因、 称名 報恩 」が高 田派 の安 心と して 捉えら れて いた こと が、 当時の 高田 派内 部の 問題 の種 とな って

いたこ とを 示唆 して いる と考 える。 そし て、 その よう な背景 から 形成 され 、発 展した のが 、後 に北 派と 呼
ば れた一 派で はな かろ うか 。

そこ で、 当時 の高田 派が なぜ この よう な事態 にあ った のか 、そ のこと に原 因を 求め るな らば、 そこ には

本 願寺 派にお いて 起こ った 三業 惑乱か らの 影響 が関 わっ ている ので はな いか と考 える。

三業 惑乱 とは 、宝 暦十二 年（ 一七 六二 ）に 本願寺 派第 六代 能化 の功 存（一 七二 〇～ 一七 九六 ）が『 願生

本願寺派第十九世本如（一七七八～一八二六 ）によって下された消息『御裁断御書』によってつけられた 。
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帰 命弁 』を 著し 、それ が刊 行さ れた こと に端を 発す るも ので 、そ の後本 願寺 派の 学林 が主 張した 三業 帰命

説を めぐ って生 じた 教学 論争 であ る。三 業帰 命説 とは 、蓮 如（ 一四 一五～ 一四 九九 ）の 『御 文章 』に示 さ

れ る「 助け たま へと たのむ 」の 解釈 につ いて 、
「たのむ」を三心即一の欲生開発のすがた、「助けたまへ」

を欲 願の 意と 捉え 、往生 につ いて 祈願 請求 の念を 起こ した もの が「 助けた まへ とた のむ 」の 一念 であ ると

説くも ので ある 。学 林側 のこ の学説 を、 在野 の学 僧は 「たの む」 も「 助け たま へ」も 共に 他力 の信 相をあ

ら わす もの で あ ると して 批判し 、以 後全国 の門 末をも 巻き 込み 、相次 いで議 論の 応酬が 続い た 。 本願三

て いる 。 約 十年 に も及ん だこ の騒 動は、 最終的 に派 内で収 拾を つけ ること が困難 とな ったた め幕 府の 裁

心の内 、信 楽を 中心 とす るか 、欲 生を中 心と する かに つい ての見 解の 相違 に基 づく 論争で ある とも いわ れ

*41

定を受 ける こと とな り、 願生 帰命 説を主 張し た学 林側 が異 安心 とさ れて決 着し た。 また 教義上 の決 着は 、

*42

この 消息 には 、

信心 ノスカ タト イフ ハ、 何ノ ヤフモ ナク 、モ ロモ ロノ 雑行 雑修 自力ノ コヽ ロヲ フリ ステ ヽ、 一心一 向

ニ 、阿 弥陀 如来 今度ノ 我等 カ一 大事 ノ後 生オン タス ケ候 ヘ、 トタ ノミ奉 ル一 念ノ 信マ コト ナレハ 、弥

陀ハ カナ ラス 遍照ノ 光明 ヲハ ナチ テ、 ソノ人 ヲ摂 取シ タマ フヘ シ、コ レス ナハ チ当 流ニ タツ ルト コロ

ノ 一念 発起 平生 業成 ノ義 コレナ リ、 コノ 信決 定ノ ウヘニ ハ、 昼夜 朝暮 ニト ナフル トコ ロノ 称名 ハ、仏

恩報 謝ノ 念仏 トコ ヽロウ ヘシ 、カ ヤフ ニコ ヽロエ タル 人ヲ コソ 、マ コトニ 当流 ノ信 心ヲ ヨク トリ タル
正 義ト ハイ フヘ キモ ノナ レ

（『史料集成 』第六巻 、一六四頁 ）

と述べられており、信の一念における往生決定が本願寺派の正義として明示されている。この惑乱を機に、

以後 本願 寺派 では 宗意安 心に つい ての 精密 な研究 が進 んだ とい われ ており 、同 時に 本願 寺派 の安 心が 「信

心正因 、称 名報 恩」 にあ るこ とが、 より 一層 明白 に打 ち出さ れて いっ たと いえ よう。 そし て、 この ような

大論 争の 影響 は本 願寺 派内だ けに は到 底止 まら ず、高 田派 の一 部門 末に も及び 、そ れが 北派 の主 張と なっ
てあら われ たの では ない かと 考え られる 。

と ころ で、仏 教史 学の 立場 から 思想史 の枠 組み にお ける 三業 惑乱 の位置 付け に検 討を 加え た引 野亨輔 氏
は、事 件と して の三 業惑 乱を 次の ように みて いる 。

三 業惑 乱と いう 浄土 真宗 最大 の異安 心事 件が 、同 時に 異安心 事件 とし ては 異色の もの であ るこ とが 分
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か る。 すな わち、 ここ では 本来 異安 心を糾 明す べき 本山 の学 説（＝ 三業 帰命 説） が異 安心と して 在野

の学僧に糾弾されているのである 。三業惑乱に関して 、本山学林を中心とする三業帰命説信奉派は「新

義 派 」、 在野 学 僧を 中 心と する 三 業帰 命排斥 派は 「古義 派」 と称さ れる が、当 時の 価値観 から は無条

件に 不正 義で ある「 新義 」の 名称 が本 山学林 に付 され ると ころ にこの 異安 心事 件の 異色 性が 端的 に表
現 され てい ると 言え るだ ろう 。

すな わち 三業 惑乱 は、本 山と 在野 の学 僧の 立場が 一般 的に 考え られ る異安 心事 件と は逆 転し ている とこ
ろ にそ の特 色が あり、 その 点に この 事件 の異色 性が ある とす る見 解であ る。

そこ でこ の引 野氏 の観 点か ら慶応 安心 惑乱 をみ てみ ると、 南派 は守 旧派 とも 称され 、も と学 寮の 立場、

す なわ ち従 来高 田派 の正統 とい われ てき た立 場を引 き継 いで いた にも 関わら ず、 結果 的に 従来 の学説 は覆

さ れ 、「 信心 正 因、称 名報 恩」を 主張し た北 派の 安心に 決判 が下っ てい る。し かし 第一章 でも 述べた よう

に、近 世以 前の 高田 派に おい ても、 また 今日 の高 田派 におい ても 、決 して 「信 心正因 、称 名報 恩」 が高田

派の 正統 と言 い難 いこ とは明 白で ある 。つ まり 、少な くと も慶 応安 心惑 乱以前 、及 び今 日の 見解 とは 異な

る主張 をし た北 派に 決判 が下 って おり、 その 点で 慶応 安心 惑乱も また 、異 色な 展開 を迎え た事 件で あっ た
と いう ことが でき るの であ る。

この よう な展 開の 背景に は、 従来 前項 で述 べたよ うな 円禛 の問 題等 、当時 の派 内の 事情 によっ て、 北派

が 有利 な立 場を獲 得し てい たこ とが 挙げら れて きた 。し かし 筆者は 、そ もそ もそ のよ うにし て旧 守派 とい
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われ た南 派を 抑え て勝訴 する まで に北 派が 発展し たの は、 それ だけ 多くの 人々 が北 派に つい てい たか らで

あると 考え る。 この こと は同 時に、 三業 惑乱 の影 響を 受けて 「信 心正 因、 称名 報恩」 と領 解し た者 が多 か

っ たこと をあ らわ して おり 、なお かつ それ だけ 三業 惑乱の 影響 が多 大で あっ たこと をあ らわ して いる とい
えるの では なか ろう か。
なお、
「 安心 惑乱ホ コリ タヽ キ」 の文 末に は次 のよ うな一 文が ある 。

なん と皆 様目 出度 ことだ よ、 西六 條で は三 業騒動 其の 本山 にて 収ま らない から 、と うと う仕 まい にや
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公 義の 御さ ばき 、近 頃東 派に 二種深 信と て騒 動あ つた が此も 公義 の御 さば き、 然るに 今度 の騒 動ば か
り は御本 山に て収 まり まし たは全 く大 善知 識の 御威 光ゆゑ なり

（「高田派慶応年間安心問題資料」
〔 一〕 一〇 五頁 ）

これ は一 連の 慶応 安心 惑乱 の騒 動につ いて 述べ た最 後に 、それ を他 派の 騒動 と比 較して 述べ たも ので あ

る。こ こに ある 「三 業騒 動」 とは、 言う まで もな く本 願寺派 の三 業惑 乱を 指し ていよ う。 また 「東 派に二

種深信とて騒動あつた」とは 、大谷派における頓成の騒動を指しているものと思われる 。頓成の騒動とは 、

大谷派 の学 僧頓 成（ 一七 九五 ～一 八八七 ）が 機の 深信 を自 力心で ある と説 いた こと によっ て、 高倉 学寮 の

所 化や 二条奉 行所 をも 巻き 込む 事件に まで 発展 した とい われる 騒動 であ る。 最終 的には 嘉永 四年 （一 八五

一） に 裁定 が幕 府 に委 ねら れるこ とと なり、 頓成 は豊 前国四 日市へ 追放 されて いる 。三 業惑乱 もま た前

述 の通 り、 事態が 深刻 化し 、最 終的 に幕府 の介 入を 受け てい る。右 の文 は、 この よう に両騒 動と もに 幕府

*44

をも 巻き 込む ほど に事態 が悪 化し たの に対 して、 慶応 安心 惑乱 は派 内で収 拾を つけ 、特 別大 きな 騒ぎ とな

らずに 済ん だこ とを 述べ るも のであ る。 筆者 はこ こか ら、当 時の 人々 が他 派の このよ うな 事態 を目 の当 た

り にして いた こと が、 慶応 安心惑 乱の 事態 悪化 の軽 減には たら いた ので はな いかと も考 える 。

以上 のこ とか ら、慶 応安 心惑 乱が 起こ った背 景、 或い はそ の展 開の裏 には 、従 来指 摘さ れてき た派 内の

事 情の ほかに 、少 なか らず 本願 寺派で 起こ った 三業 惑乱 が影響 して いる とい うこ とがで きる ので ある 。
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小結

本 論文 は近 世高 田派の 教学 史の 変遷 を考 察、或 いは 再考 する こと を目的 とし たも ので あり 、第 二章 、第

三章 では 近世 初期か ら中 期に かけ て、 主にそ の中 心に あっ たと 考え られる 出来 事を 順を 追っ てき た。 従来

の研究 では 、こ れら の時 代を経 た後 の近 世後 期は 、特に 中期 の影 響が あま りに強 かっ たこ とか ら「 前時代

の延 長」 と表 現さ れ、大 きな 変化 がみ られ ない時 代で ある とい われ ている 。末 期に 至っ て、 慶応 安心 惑乱

と呼ば れる 宗意 安心 に関 する 教学論 争が 起こ った こと によっ て、 よう やく その 転機が 訪れ たと いわ れて き
た。

しか し変 化、 転機と は突 然訪 れる もの ではな い。 むし ろ前 時代 の影響 が強 いか らこ そ、 変化に 至る まで

の 間に は、未 だ表 面上 には 表れ ていな い内 部的 な事 情や 、或い は人 々の 思惑 等、 様々な 要因 が潜 在し てい

るも のでは なか ろう か。 その よう に考え てみ たと き、 この 時代 、特 に復古 運動 の直 後の 時代 は、単 なる 前

時 代か らの 延長 線の時 代と は異 なる 、ま た別の 一面 をあ らわ すの ではな いか と考 えた 。そ こで本 章で は、

この よう な視点 から 復古 運動 以降 の高田 派教 学史 を今 一度 検討 する ことに よっ て、 慶応 安心 惑乱 の背景 と

し て、 従来 考え られ ていた もの に加 え、 さら に二つ の要 因が ある こと を指摘 した 。

そ の一 つ があ らわ れて いるの が 、『宣 教護 国論 犀如意 』の存 在で ある。 従来 、復 古運動 直後の 宗門 を担
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った 第十 九世 法主 円祥の 主著 『宣 教護 国論 』は、 教学 面、 特に 高田 派にお ける 戒法 の教 義が 完璧 にま とめ

られ た書 物 とし て、 前法 主円遵 から 高い評 価を 受けた 書物 であ るとさ れてき た。 実際 、『宣教 護国 論』の

一 部に前 時代 の伝 戒論 を継 承する よう な内 容が 含ま れてい るこ とか ら、 復古 運動の 中心 人物 であ った 円遵

や真淳 の示 寂後 も、 円祥 を中 心に 真淳の 書物 によ って 伝え られ る伝戒 論が 継承 され てい たと考 えら れて き

た 。と ころが 、今 回そ の『 宣教 護国論 』の 講義 口録 とさ れる『 宣教 護国 論犀 如意 』の存 在を 提示 し、 その

内容 を検討 した とこ ろ、 円祥 は一 旦は『 宣教 護国 論』 の完 成形 とし て円遵 に呈 覧し たも のか ら、真 淳が 説

い た名 号戒 体説 の部分 のみ を筆 削し 、新 たな文 に書 き換 えて 、今 日に伝 わる 清書 本を 作っ ていた こと が明

かとなった。そこで筆削箇所周辺に注目し 、さらに検討を加えたところ 、次のような内実が明かとなった 。

す なわ ち、 円祥 もま た復古 運動 の時 代を 生き た一人 であ り、 自ら も復 古運動 の主 題で あっ た念 仏者 の内

面性 の問 題に 同様 の問題 意識 を抱 いて いた ことは 、真 淳ら が説 いた 念仏と 戒の 関係 に理 解を 示そ うと する

姿勢を 見せ てい るこ とか らも 明かで ある とい える 。し かし一 方で 、真 淳の 学説 の中に は問 題意 識の 強さゆ

えか 、多 少極 端な 内容 も含ま れて いた 。そ こで 当時の 宗門 の状 態な どを 考慮し た円 祥は 、真 淳の 学説 をそ

のまま 自身 の『 宣教 護国 論』 に採 用する こと はせ ず、 取捨 選択を 行い 、名 号戒 体説 につい ては 筆削 、そ れ

以 外に つ いて も 自身の 学問 によっ て得 られた 理解 から 、「 防非止 悪」 を「 防止と 喜楽」 に置 き換え るな ど

して、 時代 に応 じた 新た な形 で提 示した ので ある 。こ れは 円祥 にと って、 復古 運動 の次 の時代 を担 う法 主

と して 課せ られた 重大 な課 題だ った のであ ろう 。と ころ が、 かねて より 真淳 の学 説を 否定的 にみ てい た者
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にとっては、このようにして法主によって真淳の学説が削除された事実は 、実際の円祥の意図に関わらず、

大いに 意味 のあ るこ とで あっ た。長 い間 公に され てい なかっ たと いう 『宣 教護 国論犀 如意 』が 、円 祥を は

じ め、真 淳の 学系 を継 ぐと いわれ た学 僧ら が示 寂し た直後 に書 写さ れて いる ことに は、 その よう な理 由が
あった と考 えら れる 。こ れが 一つ 目の要 因で ある 。

さ らに 、これ に加 えて もう 一つ のきっ かけ とな った のが 、他 派か らの影 響で ある 。す なわ ち高 田派が 復

古運 動に取 り組 んで いた のと ほぼ 同じ頃 、本 願寺 派で は三 業惑 乱と 呼ばれ る全 国の 門末 、さ らには 幕府 を

も 巻き 込む 一大 教学論 争が 起こ り、 この 一連の 騒動 の結 果、 本願 寺派の 安心 が「 信心 正因 、称名 報恩 」に

ある こと がより 一層 明白 に打 ち出 される こと とな った 。そ の余 波は 高田派 にも 及び 、か ねて より 復古運 動

の 学説 を継 承し つつ 従来の 「信 行具 足」 の学 説を説 く学 寮側 に難 色を 示して いた 者を はじ め、 多くの 人々

がそ の影 響を 受け 、高田 派に おい ても 「信 心正因 、称 名報 恩」 と領 解する 者が あら われ はじ めた 。こ れに

よって 所謂 北派 が形 成さ れ、 徐々に その 規模 や勢 力が 発展し 、慶 応安 心惑 乱に 至った もの と考 えら れる。

なお 、従 来高 田派 が三 業惑 乱か ら受け た影 響に つい ては 、管 見の 限りあ まり 指摘 され てこな かっ たが 、

慶応安 心惑 乱当 初の 関係 資料 を精 査した とこ ろ、 学寮 側の ものに 他派 を意 識す る文 言が度 々使 用さ れ、 他

派 と比 較する かた ちで 高田 派の 安心が 「信 行具 足」 にあ ること が再 三強 調さ れて いるこ とが わか った 。こ

のこと は、 当時 の高 田派 が少 なか らず三 業惑 乱の 影響 下に あり 、学 寮側が その 対応 に追 われて いた こと を
示 唆し てい るとい えよ う。
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以上 のこ とか ら、 近世 後期 の高 田派教 学は 、従 来言 われ てき た「前 時代 の延 長」 とい うより はむ しろ 、

前時代 の学 説を 黙視 し、 或い はそれ に迎 合し てき た人 々によ って 、新 たな 時代 を築こ うと する 動き が徐 々

に もたら され た時 代で あっ たとい うこ とが でき よう 。そし てそ の結 果起 こっ たのが 、慶 応安 心惑 乱だ った
と考え るこ とが でき る。

と ころ で、最 終項 でも 述べ たよ うに、 慶応 安心 惑乱 にお いて は最 終的に 「信 心正 因、 称名 報恩 」を主 張

した 北派の 意見 が通 るこ とと なり 、従来 の「 信行 具足 」の 立場 を主 張した 南派 はそ れに 服す るかた ちで 決
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着 して い る が、 近世 以前の 高田 派教学 におい ても 、ま た今日 の高 田派教 学にお いて も 、「 信心 正因、 称名

報恩 」が 正統で ある とは 決し て言 い難い 。特 に近 世以 降に つい ては 、どの よう な過 程を 経て 今に 至って い

る ので あろ うか 。こ れにつ いて は、 近世 から 近代に かけ ての 教学 史の 変遷を 詳し く精 査す る必 要があ り、
今後 の課 題と して おきた い。

小妻隆文『円 祥上人行実』二二九～二三〇頁

使用した底本の奥書から、忍阿によって書写されたものであると考えられている（『高田学報』第一九輯、四〇～四二頁 ）。

本 論文で参考資料として扱う『高田学報』第一八輯所収の『宣教護国論』は、写本が活字化されたものである。翻刻に

『同右』二〇八頁

*3 *2 *1

『史料集成』第六巻、一一一 頁

小妻隆 文『前掲書』八一頁

宣教護国論を読む 」六七～八九頁

『同右』六九～七〇頁

『同右』九三頁

『同右』九三頁

『同右 』
「第一章

『 墨化台年譜』とは、円祥一代に関して書かれた年譜である。円祥の実子である円禧、円禛、円崇の三人によって造ら

れたも のであるため、外部の者が窺い知ることができない一族内のやりとりや、円祥の心境までも窺うことができるとさ

れている。さら に、円祥の伝記としては他に適当なものがないことからも、円祥を知る上では極めて重要な年譜であると
位置付けられている（『高田学報』第一九輯、五〇頁）
。
『織田仏教大辞典』一六五頁

『真聖全 』二、二五頁

小妻隆文『前掲書』九 三頁

『 同右』七〇頁

『同右』二〇一 頁

この騒動について書かれた資 料として『一味内乱安政記』なる書物が存在したようであるが、焼失しており現存しない

（『同右』二〇六頁）
。
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*10 *9 *8 *7 *6 *5 *4
*16 *15 *14 *13 *12 *11

在

『同右』二〇一～二〇二頁

ルマデ
二

ニ
バ
ラ
ヲ
十声 一
、若 シ不 レ
生 レ者不 レ取 二
正覚 一
。彼 ノ仏今現

あらしの前 」
（二〇一～二〇七頁）、
『高田 の法流』
（一三 二～一四七頁）等参照。

あらしの前 」二〇八～二一四頁

以上、 小妻隆文『前掲書 』
「第九 章

小妻隆文『前掲書 』
「第九章

スレバ

ト
ヲ
必 ズ得 二
往生 一
。」（『同右』一、六八三頁）

ヲ
我 ガ名号 一
、下 至

、衆生 称念
シカラ

センコト
二

「高田派慶応年間安心問題資料 」
〔二〕八一～八二頁

『真聖全』二、 一二頁

『同右』二、四四頁

虚

ルコトヲ
レ

、十方 ノ衆生、称

センニ

二
。当 レ
知 ル、本誓重願不

シタマヘリ

『往生礼讃』後序「若 シ我成仏
世成仏

マシテ

二

なお、第 一章掲 載の安居 記録に よると 、忍阿が 『教行 証文類 』
「教文類 」の講 義を行っ ている のは安 政五年（ 一八五 八）

のことである。 この記述は安政五年の誤りか。
『科註』一〇丁オ～ウ

竹内宜啓 「高田派慶応安心惑乱に就て」四九 頁

「同右」五〇～五一頁 、小妻隆文『前掲書』二〇八～二〇 九頁

小 妻隆文『前掲書』二〇八～二〇九 頁

なお 、前述の通りこの講義は北派の視点に立つ忍州によって述べられたものであり、この見解が南派の統一的な見解で

あったかどうかは不明である 。
小妻隆文 『前掲書』二一〇頁
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*23 *22 *21 *20 *19 *18 *17
*24
*29 *28 *27 *26 *25
*30

「高田派慶応年間安心問題資 料 」
〔一〕一〇二～一〇三頁

小妻隆 文『前掲書』二〇九頁

『同右』二一一頁

『真聖全』二、四四頁

『同右』二、五 二二頁

小妻隆文『前掲書』二一三頁

『同右』 二〇八頁

竹内宜啓「前掲論文」 五一～五四頁

な お 、 以 下 の 文 は 何 れ の 資 料 に 基 づ く も の で あ る か が 不 明 な た め 、 竹 内 氏 の 引 文 を そ の ま ま 記 載 す る こ と を 断 っ て お く。
「同右」五四頁

内藤知康『安心論題を学ぶ』 参照。

中井玄道 「三業惑乱の大観」参照。

梅原眞隆「所謂三業惑 乱の思想的背景」四七～四八頁

引 野亨輔「三業惑乱～「異安心」に みる近世仏教の一特質」二頁

『真宗大辞典』 参照。

- 339 -

*38 *37 *36 *35 *34 *33 *32 *31
*44 *43 *42 *41 *40 *39

結

論

結

論

本論 文では 近世 の高 田派 教学 に焦点 を当 て、 先哲 の研 究によ って 無益 の資 料と されて きた 口伝 資料 や従

来 あまり 注目 され るこ との なかっ た復 古運 動を 中心 に再考 し、 さら に当 時の資 料を 繙く こと によ って 、従

来とは 異な る新 たな 視点 から 近世 高田派 教学 の展 開に つい て論じ てき た。 以下 、各 章で論 じた 内容 をま と
め てお きたい 。

第一 章で は、 本論 文の主 題に 入る 前の 序章 として 、近 世の 高田 派が どのよ うな 教学 的特 徴を 有し、 どの

よ うな 過程 で展 開して いた のか を、 まず は近世 全般 にわ たっ て概観 した 。そ の上 で第 一節で は、 高田 派所

依の 聖教 の一つ であ る真 慧の 『顕 正流義 鈔』 によ って 高田 派教 学の 特徴を 確認 した 。本 節の 内容 は従来 の

高 田派 教学 研究 にお いて再 三論 じら れて きた ことで ある が、 その 特徴 が近世 には どの よう に捉 えられ てい

たの かを 知る 意味 で、そ の比 較材 料と して まず確 認し てお く必 要が あった 。す なわ ち『 顕正 流義 鈔』 に示

される その 特徴 とは 、一 般的 に真宗 は信 心を 正因 とし、 称名 を信 心獲 得後 の報恩 行と 捉え ると され るのに

対し て、 信心 と称 名と が共に 具わ った とこ ろが 往生決 定で ある と捉 え、 信行具 足の 称名 念仏 を重 視す るも

のであ る。 なお 、こ の立 場は 今日 におい ても 高田 派の 教学 的特徴 とさ れて いる 。

続 いて 第二節 では 本願 寺派 を中 心に構 築さ れた 所謂 近世 真宗 教学 史を概 観し 、さ らに 第三 節で は前節 の
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内 容 を 参 照 し て 、 近 世 高 田 派 教 学 を ① 第 一 期 「 先 駆 け 時 代 」、 ② 第 二 期 「 発 展 時 代 」、 ③ 第 三 期 「 復 古 運

動以降 」の 三期 に大 別し た。 そして 引き 続き 本願 寺派 と高田 派の 流れ を比 較し ながら 、時 代ご との 学問 傾

向 を概観 した 。以 上の 検討 によっ て明 かと なっ たの は、本 願寺 派か らお よそ 数十年 の遅 れは 取る もの の、

高田派 でも また 教学 研究 の隆 盛に 伴い安 居や 学問 の場 が漸 次整 備され てい たこ とで あっ た。す なわ ち第 一

期 の先 駆け時 代に は安 居の 整備 、体制 とも に未 発達 であ ったも のが 、第 二期 の発 展時代 には 多く の聴 衆が

宗乗 ・余乗 を学 ぶた めに 集ま るよ うにな り、 それ まで の講 堂で は手 狭にな るほ ど教 学研 究が 興隆し 、こ の

時 代の 後半 には 学問の 場と して 勧学 堂が 建立さ れて いる 。こ のこ とがき っか けと なり 、第 三期の 復古 運動

以降 は安 居の内 容も 充実 し、 本講 ・内講 ・寮 講の 三部 の講 義に よっ て構成 され 、宗 乗・ 余乗 がど ちらか 一

方 に偏 るこ とな く配 分され る等 、そ の形 式も 格段に 整備 され てい った 。また 特に 発展 時代 以降 は他宗 他派

との 交渉 も盛 んで 、勧学 堂竣 工以 後は 本山 におい ても 他宗 の学 僧を 招いて 講義 が行 われ てお り、 一般 の聴

衆にも 他宗 の教 義に 触れ る機 会が与 えら れて いた 。こ のよう にし て宗 派を 超え た幅広 い学 問が 行わ れてい

たの であ る。 とこ ろが 第三期 の後 半に なる と慶 応安心 惑乱 と呼 ばれ る教 学論争 が起 こり 、こ れに よっ て三

業惑乱 以降 の本 願寺 派同 様、 高田 派でも 宗学 研究 が中 心的 に行わ れる よう にな って いった 。そ の様 子は 安

居 記録 の講本 の内 容か らも 顕著 であっ た。 以上 が表 面上 にあら われ たと ころ の近 世高田 派の 教学 的展 開で
あった 。

第 二章 では 高田派 法主 によ る口 伝相 承を伝 える 書物 を、 その 性質 から大 きく 二種 類に 分け て考 察し た。
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まず 一つ 目の 『十 個秘事 書』 は、 近代 にお ける高 田派 秘事 法門 疑惑 の論争 の発 端と なっ たも ので 、真 慧の

口伝に よる 秘事 伝授 を伝 える もので ある が、 これ につ いては 先哲 の研 究に よっ て偽作 であ るこ とは 明白 で

あ ったこ とか ら、 本書 をめ ぐる諸 氏の 見解 をま とめ 、秘事 法門 疑惑 の根 本的 な問題 の所 在を 明ら かに し、
さらに 本書 成立 の背 景を 高田 派の 歴史の 上に 概観 した 。

続 いて 二つ目 の、 筆者 が口 伝資 料と名 付け た書 物群 は、 親鸞 以降 、真仏 、顕 智、 専空 ら面 授の 弟子に 始

まる 高田派 歴代 法主 によ る口 伝相 承を伝 える もの で、 前者 の『 十個 秘事書 』と は成 立時 期、 内容と もに 大

き く異 なる もの の、口 伝を 伝え てい るこ とと、 その 口伝 の一 つで ある「 唯授 一人 口訣 」が 秘密め いた 表現

であ るこ とから 、派 生的 に秘 事法 門疑惑 の根 拠の 一つ と位 置付 けら れたも ので ある 。こ れに つい ては先 哲

の 論拠 にい くつ かの 問題点 がみ られ るこ とか ら、四 冊の 口伝 資料 に焦 点を絞 り、 各書 の比 較研 究を通 して

筆者 の私 見を 提示 した。 それ らを まと める と以下 の通 りで ある 。ま ず口伝 資料 が伝 える 口伝 の内 容に つい

ては、 各書 によ って それ ぞれ 違いが みら れる が、 およ そその 中心 とな るの は時 機相応 ・女 人往 生勧 発・唯

授一 人口 訣か らな る三 つの口 伝で あっ た。 この うち時 機相 応と 女人 往生 勧発は 、本 章に おけ る検 討に よっ

て親鸞 の妻 帯に 関す るも ので ある ことを 明ら かに した が、 従来「 唯授 一人 口訣 」だ けはそ の内 容が 不明 と

さ れて おり、 本章 でも それ を明 らかに する こと はで きな かった 。と ころ が次 の第 三章の 復古 運動 関連 資料

の検討 を通 して 、そ の内 容が 戒体 の秘訣 であ ると 考え られ るこ とが 明らか にな った 。

と こ ろで 平松 令 三氏は 、『 正統伝 』の 中か ら三つ の口 伝を伝 える箇 所の みを 取りま とめ たもの が『 宗義
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相承 記』 であ ると 位置付 け、 その 内容 がそ れ以前 に成 立し たと 考え られる 口伝 資料 であ る『 撮要 』の 口伝

の内容 と異 なる こと から 、三 つの口 伝は すべ て『 正統 伝』の 著者 良空 によ って 作為的 に作 り上 げら れた も

の である との 見解 を示 し、 口伝そ のも のが でっ ち上 げであ る等 とし て秘 事法 門を否 定し た。 以後 、そ れに

反論す るも のは なく 、以 来こ の見 解でも って 高田 派秘 事法 門疑 惑は解 消す るこ とが でき たと考 えら れて き

た 。し か し『 宗 義相 承記』 と『正 統伝 』の内 容に 検討 を加え たとこ ろ 、『 宗義 相承記 』は 『正統 伝』に は

ない 見解が 示さ れて おり 、ま た逆 に『正 統伝 』の 口伝 を伝 える 上で の特徴 的表 現で ある 「入 親鸞位 」な る

言 葉が 『宗 義相 承記』 では 一切 使わ れて いない 等、 両書 が伝 える 口伝の 内容 には 決定 的な 違いが ある こと

は明白であった 。これによって良空が作り上げたのは口訣相承を受けた者を表す「入親鸞位 」なる表現と 、

高 田派 の正 統性 を主 張する 文言 のみ であ って 、口伝 その もの に関 して は平松 氏の 所論 が成 立し ないこ とを
指摘 した 。

そも そも先 哲の 説は どれ も口 伝を相 承し てい るこ とが すなわ ち秘 事法 門を 伝持 してい るこ とと みる 見解

の元 に論 じら れた もの である ため に、 口伝 相承 そのも のの 真偽 を論 じる ことに 主眼 が置 かれ てし まっ てい

るよう に思 われ る。 しか し中 世か ら近世 にか けて 口伝 を重 視する 学問 観が あっ たこ とは例 えば 本願 寺派 に

お いて もすで に指 摘さ れて いる ことで あり 、高 田派 につ いても この よう な口 伝資 料の実 態が ある 以上 、教

学史の 一部 分に 口伝 を重 視す る傾 向が存 在し たこ とは 、事 実と して 認めら れな けれ ばな らない こと を強 調

し てお きた い。な おそ の時 期に つい ては、 江戸 初期 頃に 成立 した口 伝資 料が 江戸 中期 から後 期に かけ て、
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長く 影響 を与 え続 けてい たと 考え られ 、そ の背景 には 常に 他派 に対 する対 抗意 識と 、高 田派 のみ が所 有し

ていた と考 えら れる 、口 伝の 根拠と なる 何ら かの 資料 が存在 した こと を指 摘し た。な お、 その 根拠 とな る
と 考えら れる 資料 の検 討に ついて は、 今後 の課 題と するこ とに した 。

第三 章で は、 近世中 期の 高田 派に おい て行わ れた 復古 運動 につ いて、 その 背景 や意 図、 或いは それ によ

っ て提 唱され た教 学の 特徴 を考 察した 。そ もそ も近 世は 、仏教 の再 興を はか ろう と各宗 にわ たっ て同 様の

趣旨 の運動 が行 われ た時 代で あっ た。特 にそ の動 きが 盛ん であ った のが近 世中 期頃 であ った といわ れて い

る 。こ の時 代は 高田派 教学 にお ける 所謂 「発展 時代 」で あり 、学 僧たち は宗 派に 執わ れな い幅広 い研 究を

行っ てい た。特 に中 心人 物で あっ た真淳 は、 二度 にわ たっ て京 都に 遊学し 、そ の際 に結 んだ 宗派 を超え た

人 間関 係を 有し てお り、他 宗の 学僧 との 交渉 を通し て復 古運 動へ の意 欲を高 めて いっ たと 考え られる 。ま

たも う一 人の 中心 人物で ある 法主 円遵 は、 僧侶の 堕落 によ って 乱れ た宗門 を立 て直 そう との 志を 早く から

抱いて いた と思 われ 、彼 らの 意志が 一致 した とこ ろに この運 動は 起こ った もの と考え られ る。 つま り他宗

から の影 響と 当時 の宗 門の実 状と を背 景と して 起こっ たの が、 この 復古 運動で あっ たと いえ る。

さて 、こ の運動 で主 張さ れた のは 、高田 派代 々法 主に よる 伝戒相 承を 根拠 とし た、 精神面 での 戒律 護持

の重要性であった 。他宗においては、日本仏教における戒律の弛緩が仏教の堕落をもたらしていると捉え、

戒律復 興運 動と いっ たか たち で取 り組ま れて いく ので ある が、 高田 派にお いて 戒律 が取 り上げ られ てい る

こ とに つい ては一 概に 他宗 から の影 響とは 言い 難く 、ま た別 の要因 があ った こと が明 らかと なっ た。 すな
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わ ちそ れは 、「 復るべ き古 」で ある親 鸞の 深い自 己内 省の根 底に 、確固 たる 戒律へ の意 識が内 在し ていた

と捉え たこ とに よる もの であ ると思 われ る。 その よう な親鸞 の戒 律観 を背 景と して行 われ たの がこ の復 古

運 動であ り、 その 本来 の意 図は、 実際 に戒 学に 触れ ること を通 して 、戒 律を 持つこ とも 、悪 念が 催し たそ

の時に 懺悔 念仏 する こと さえ もま まなら ない 煩悩 具足 の自 己を 自覚さ せる とこ ろに あっ たと考 えら れる 。

こ のよ うな意 図で 慎み ある 念仏 者の姿 が説 き示 され たの が、こ の復 古運 動と 称し た精神 運動 であ った とみ
てよ かろう 。

し かし その 教学 は、戒 を念 仏と の関 連の 上で捉 え、 宗義 に即 した ものと して 展開 して いく とこ ろに その

特徴 があ り、名 号を 戒体 とし 、そ の戒体 であ ると ころ の名 号を 称え る称名 念仏 はそ のま ま戒 律護 持につ な

が ると する もの であ った。 しか も真 慧の 所説 を根拠 とし て、 他力 回向 の信心 を得 たと ころ に報 謝の称 名念

仏が 具わ ると 同時 に防非 止悪 の戒 徳が 具足 し、こ のと きに 往生 が決 定する と捉 える もの であ った 。こ のよ

うな学 説が 圧倒 的な 指導 力を 誇って いた 真淳 や法 主の 立場に あっ た円 遵に よっ て提唱 され たわ けで あるか

ら、 後の 時代 には 様々 な影響 を及 ぼし たの では なかろ うか 。そ こで この ような 仮説 を実 証す べく 、そ の後
の時代 に検 討を 加え たも のが 第四 章であ る。

第 四章 では、 従来 先哲 によ って 「前時 代の 延長 」と 表現 され てき た復古 運動 直後 の時 代か ら、 復古運 動

以来 の教 学 的転 機と いわ れ てき た 近世末 期 の慶 応安心 惑乱 に至るま での高 田派 教学の 変遷に 検討を 加え

た 。復 古運 動が収 束し た後 の宗 門を 担った 第十 九世 円祥 は、 その主 著『 宣教 護国 論』 が前法 主円 遵か ら戒
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法の 教義 が完 璧に まとめ られ た書 物で ある との高 い評 価を 得た とい われて いた こと 等か ら、 復古 運動 によ

って提 唱さ れた 学説 を受 け継 いだ人 物と 考え られ 、こ れによ って 復古 運動 直後 の時代 の教 学は 「前 時代 の
延 長」で ある とい われ てき た。

それ につ いて 本章で はま ず、 この 『宣 教護国 論』 を講 義す るに 当たり 円祥 が講 義口 録と して著 した と考

え られ る 『宣 教 護国 論犀如 意』を 繙く ことに よっ て 、『 宣教護 国論 』には 、従 来知ら れて いなか った 成立

背景 がある こと を明 らか にし 、そ こに教 学面 の変 化が みら れる こと を指摘 した 。す なわ ち円 祥は『 宣教 護

国 論』 執筆 当初 、前時 代に 提唱 され た伝 戒論に つい ても 本文 中で 大いに 言及 し、 完成 した ものを 呈覧 用と

して 円遵 に呈示 し、 高い 評価 を受 けてい た。 この とき に円 遵が 言っ たとい われ る言 葉が 、前 述の 評価で あ

っ た。 実際 円祥 は復 古運動 の主 題で あっ た念 仏者の 内面 性の 問題 や当 時の学 問傾 向に 対し て、 円遵ら と同

様の 問題 意識 を抱 いてい たと 考え られ る。 そのた め運 動が 行わ れて いた当 時は 、そ の問 題意 識を 共有 し、

復古運 動の 流れ に逆 らう こと はなか った 。そ の点 では 確かに 前時 代の それ を継 承して いた とい えよ う。し

かし 時代 は下 り、 当時 の状況 は復 古運 動の 頃か らは変 化し てお り、 以前 ほど宗 門の 乱れ は深 刻な もの では

なかっ たよ うで ある 。そ のよ うな 中で些 か極 端な 内容 を含 む名号 戒体 説等 の学 説を 提示す るこ とは 、本 来

こ の学 説の意 図す ると ころ から はずれ 、名 号＝ 戒体 とい う誤解 を生 じさ せる 危険 性があ ると 考え た。 そこ

で円祥 はそ の学 説を その まま 採用 するこ とは せず 、名 号戒 体説 につ いては 削除 、そ れ以 外につ いて も自 身

の 理解 によ って時 代に 応じ た、 或い は宗義 に即 した 形に なる ように 手を 加え 、当 初の 呈覧本 を書 き直 し、
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清書 本を 新た に著 した。 それ が今 日に 伝わ る『宣 教護 国論 』で ある と考え られ る。 以上 のよ うな 内部 事情

が記さ れた のが 『宣 教護 国論 犀如意 』で あっ た。 なお 、復古 運動 当時 は前 述の ような 些か 極端 とも いえ る

学 説が大 々的 に打 ち出 され 、その 学説 に対 する 異見 は受け 容れ られ なか った といわ れて いる 。そ れが この

ように して 円祥 によ って 取捨 選択 され新 たな 形で 提示 され たこ とは、 大い なる 変化 であ るとい えよ う。

ま た、 この変 化は 円祥 の示 寂後 になる とさ らに 大き な変 化を もた らして いた 。す なわ ちか ねて より復 古

運動 当時の 学説 に否 定的 見解 を持 ちなが らも 黙視 する しか でき なか った人 々に とっ ては 、ど のよう な意 図

が あっ たに せよ 、法主 によ って それ が削 除され たこ とは 大い に意 味のあ るこ とで あっ たと 考えら れる 。こ

のこ とは 従来公 にし ては なら ない 書物と 位置 付け られ てい たと いう 『宣教 護国 論犀 如意 』が 、円 祥をは じ

め とす る復 古運 動の 流れを 汲む 人々 の示 寂直 後に書 写さ れて いる こと から推 測す るこ とが でき る。こ れに

よっ て、 その 書写 の時期 には すで に復 古運 動以来 の学 説に 異見 を唱 えるも のが 表面 上に 現れ 出し てい たこ

とを指 摘し た。 以上 が『 宣教 護国論 犀如 意』 から 明ら かにな った 前時 代か らの 変化で あっ た。

また 筆者 は、 これ に加 えて 本願 寺派で 起こ った 三業 惑乱 がそ の変 遷に影 響し てい るこ とを指 摘し た。 す

なわち 従来 の学 説に 否定 的で あっ た人々 （北 派） は「 信心 正因、 称名 報恩 」こ そが 高田派 の安 心で ある と

領 解し 、主張 する よう にな り、 従来の 信行 具足 の称 名念 仏が高 田派 の正 統で ある と主張 する 人々 （南 派）

との意 見の 相違 が末 寺に おけ る論 争の種 とな った 。そ の後 事態 は悪 化の一 途を 辿り 、慶 応安心 惑乱 が起 こ

っ たと 考え られる 。こ のよ うな こと になっ たの は、 復古 運動 の際に 従来 の信 行具 足の 称名念 仏と 戒が 併せ
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て説 かれ たこ とが 密かな 批判 を招 いて いた ことを 発端 とす る。 そし て復古 運動 の関 係者 が示 寂し 、そ のよ

うな批 判的 見解 を持 ちつ つも 沈黙を 保っ てき た人 々が 徐々に 表面 上に 現れ はじ め、さ らに 彼ら の注 目が 、

復 古運動 の学 説に 反発 する かのよ うに して 同じ 時期 に三業 惑乱 を経 た本 願寺 派で「 信心 正因 、称 名報 恩」

がより 明白 に打 ち出 され たこ とに 集中し たた めと 思わ れる 。最 終的に 勢力 を拡 大し た北 派の主 張が 通り 、

慶 応安 心惑乱 では 「信 心正 因、 称名報 恩」 が高 田派 の安 心であ ると する 裁断 が下 るので ある が、 第一 章で

述べ たよう に古 来よ り今 日に 至る まで高 田派 の立 場は 信行 具足 の称 名念仏 を重 視す るも ので あり、 当時 の

裁 断は 結局 のと ころ三 業惑 乱か らの 影響 と北派 の勢 力拡 大に まつ わる高 田派 内の 様々 な事 情が絡 み合 い、

それ が反 映され て下 され たも ので あった と考 えて よか ろう 。ど のよ うな事 情で あれ 、古 来よ りの その立 場

が 覆さ れた 慶応 安心 惑乱の この 結末 は、 近世 中期の 高田 派に おけ る復 古運動 と本 願寺 派に おけ る三業 惑乱

とが 共に 近世 後期 の高田 派に 多大 な影 響を 与えて いた こと をあ らわ してい ると いえ よう 。

以上 が各章 の内 容で ある 。冒 頭でも 述べ たよ うに 、本 論文は 主に 先哲 によ って 否定さ れた 口伝 相承 と、

従来 の教 学史 研究 上あ まり注 目さ れて こな かっ た復古 運動 とい う出 来事 を再考 する とこ ろに 主眼 を置 き、
それに 基づ いて 後の 時代 に今 一度 検討を 加え るも ので あっ た。

口 伝に ついて は、 近代 の秘 事法 門疑惑 によ って 口伝 資料 その もの が無益 なも のと され てし まっ たこと に

よって 、口 伝が 重視 され た時 代が あった こと まで もが 高田 派教 学史 から姿 を消 して しま ってい た。 しか し

口 伝に よっ て伝え られ たと され る内 容自体 が事 実か どう かに 関わら ず、 高田 派に おい て口伝 とい う法 門伝
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授の 形態 その もの が尊重 され 、価 値を 持っ ていた 時期 があ った とい う事実 は、 紛れ もな く高 田派 教学 の歴

史の一 側面 であ り、 その こと を考慮 する こと が教 学史 研究に おい て必 要な 作業 であっ たこ とは 、第 二章 で

論 じた通 りで ある 。と ころ で近年 の研 究に おい ては 、近世 の出 版文 化の 発達 に伴い 、中 世の 写本 を中 心と

する口 伝法 門重 視の 学問 観が 衰退 したと する 指摘 がな され てお り、同 様の こと は近 世初 期の本 願寺 派に お

い ても 指摘さ れて いる 。し かし 高田派 では 、近 世初 期に 成立し た書 物に おい て口 伝はな お重 要な 位置 付け

にあ り、そ れが 中期 の復 古運 動の 展開に も繋 がっ てい るこ とか ら考 えると 、少 なく とも この 中期頃 まで は

教学的にそれなりに重要な位置付けを保っていたものと思われる。ところが復古運動以降の時代になると、

口伝資料の書写こそなされてはいるものの 、この頃に著された書物から「口伝 」の文字は姿を消しており 、

近 世後 期頃 には すで に高田 派教 学に おい ても 口伝は 衰退 して いた もの と考え られ る。

この こと は、 口伝 によ って 伝え られた とさ れる 伝戒 相承 を根拠 とし て展 開さ れた 復古運 動の 学説 に対 し

て否定 的見 解を 示す もの が、 復古運 動の 直後 の時 代に 現れて いる こと から も明 かであ ると いえ よう 。すな

わち この 頃に はす でに 口伝は 教学 的価 値を 失っ ていた もの と思 われ る。 そこに 復古 運動 で提 唱さ れた 学説

が有す る特 異性 や異 見は 受け 容れ られな い等 の事 情が 影響 し、さ らに 本願 寺派 の三 業惑乱 から の影 響を 受

け たも のがい たこ とに よっ て、 ついに 復古 運動 が派 内に 残した 学説 や影 響は 廃れ ていっ たの であ ろう 。そ

してこ のこ とが 、今 日に 至る まで 高田派 教学 史に おい て復 古運 動が あまり 注目 され てこ なかっ た直 接的 な

原 因と なっ ている と思 われ る。 しか しこの 復古 運動 は、 決し て単な る一 時代 の出 来事 ではな かっ た。 その
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こと は高 田派 にお ける教 学論 争で ある 慶応 安心惑 乱に 顕著 にあ らわ れてい る。 すな わち 前述 のよ うに 、復

古運動 に対 して 批判 的見 解を 抱いて いた 者が 多か った からこ そ、 従来 の信 行具 足の称 名念 仏を 重視 する 高

田 派教 学 の特 徴 が覆さ れ 、「 信心正 因、 称名報 恩」 を安心 とす る主張 に法 主の裁 断が 下った と考 えられ る
からで ある 。

で は今 日の高 田派 はど のよ うな 教学的 特徴 を有 して いる かと いう と、そ れは 口伝 相承 の事 実を 語るわ け

でも 、 伝戒 相承 の 事実を 語っ て戒 律護持 の重要 性を 主張す るわ けで もない が 、「信 心正因 、称 名報恩 」を

安 心と する わけ でもな く、 やは り真 慧に よって 明確 に打 ち出 され た信行 具足 の称 名念 仏を 重視す るも ので

ある こと は明白 であ る。 ここ に筆 者は重 大な 意味 があ ると 考え る。 すなわ ち以 上の よう な歴 史的 展開を 歩

ん だ 上で 構 築さ れた もの である からこ そ 、「 信行 具足 の称名 念仏 」とい う高 田派の 教学 的特徴 が、 一般的

に所 謂真 宗の 安心 といわ れる 「信 心正 因、 称名報 恩」 の影 響を 再び 受ける こと なく 、確 固た る高 田派 の教

学とし て今 日も 語ら れて いる のであ ると 考え る。 ここ に今一 度所 謂真 宗教 学と いわれ るも のと 高田 派教学
の違 いが ある こと を強 調して おき たい 。

さて 、こ こまで 近世 の高 田派 を全 体的に みて きた が、 以上 を見渡 して 思う のは 、常 に他宗 他派 、特 に本

願 寺派 と大谷 派を 意識 した 上で 高田派 の歴 史或 いは 教学 が展開 して いる こと であ る。そ のよ うな 中で 、他

派に倣 って 安居 や『 御書 』の 開板 を行う 一方 で、 高田 派特 有の 特徴 を明確 に打 ち出 すこ とによ って 、今 日

の 高田 派教 学を構 築す る上 で不 可欠 な教学 研究 を発 展的 に展 開した のが 、近 世の 高田 派教学 であ った と位
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置付 ける こと がで きるの であ る。

なお 、歴史 的展 開に 不明 瞭な 点が多 かっ たこ とも 原因 して、 近世 の教 学史 研究 におい て高 田派 は他 派に

比 べて随 分の 遅れ を取 って おり、 それ が所 謂真 宗教 学史を 語る 上で 高田 派教 学が取 り上 げら れな い理 由と

もなっ てい ると 筆者 は考 えて いる 。本論 文は この よう な点 を念 頭に、 将来 のよ り確 固と した高 田派 教学 史
構 築を 志向し て論 じた もの であ る。
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附

録

近世真宗略年表

西暦

近世真宗略年表

高田派歴代

年号

高田派

第十四世堯秀 一六三四 寛永一一 越 前 専 修 寺 と 一 身 田 専 修 寺 の 本 山 争
いの末 、幕 府が一身田 専修寺を本山
と認める。
堯秀、大僧正となる。
一六三六 寛永一三 普門誕生。

堯朝、江戸にて示寂。

叱責される。

堯 朝、 幕府よ り堯秀の大僧正 昇任を

一六三八 寛永一五 下野高田一光三尊仏開帳。
一六三九 寛永一六

一六四六 正保三

第十五世堯朝 一六四四 正保元

堯秀再任

真宗他派

【本願寺派】学寮造立を企て、翌年

能化に准玄を任じる。
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一六五三 承応二

第十六世堯円 一六五四 承応三

普門、関東へ遊学。

『御書』開板。

一六五五 明暦元

一六五七 明暦三

真教が 追放 となり、越前専 修寺と一

五天良空誕生。

身田専修寺の本山争い終わる。

一六六三 寛文三

一六六五 寛文五

一六六九 寛文九

一六七一 寛文一一 越 前 専 修 寺 、 大 谷 派 に 転 派 し 法 雲 寺
と改める。
一六七二 寛文一二 はじめて安居を開筵（専修寺史要）
。

【本願寺派】月感、能化西吟を批判

し、本山に訴状が提出される（承応
の鬩牆）
。

【本願寺派】門主良如、興正寺准秀

と月感の件を幕府に訴える。幕府、

学寮を破却。

【本願寺派】月感、大谷派へ転派。

【大谷派】学寮を創設。
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一六七七 延宝五
一六九四 元禄七
一六九五 元禄八

寂玄誕生。

五天良空『正統伝後集』開板。

開板。

五天良空『高田開山親鸞聖人正統伝』

を著す。

五天良空『高田開山親鸞聖人正統伝』

一六九七 元禄一〇 下野高田一光三尊仏開帳。
第十七世円猷 一七一五 正徳五

一七一七 享保二

一七二一 享保六

一七二八 享保一三 下野高田一光三尊仏開帳。
一七二九 享保一四 一光三尊仏、江戸唯念寺にて開帳（七
十日間）
。ついで閏九月一身田本山に
おいて 開帳 。これ以降 十七年ごとに
開帳となる。

真淳誕生。

一七三三 享保一八 『親鸞聖人正明伝』開板。
一七三六 元文元

【本願寺派】講義再開。

【本願寺派】学林再興。
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寂玄『浄土真宗相承図記』を著す。

京都本誓寺にて証拠如来を開帳。

一七四二 寛保二

学寮 に初め て監寮を置 き、智音を任

一七三八 元文三

一七四三 寛保三

高田本『口伝鈔』刊行。

じる。
一七五二 宝暦二

真淳、京都へ遊学。

円遵得度。継職。

て倶舎・唯識・華厳を学ぶ。

真 淳、再 び京都 へ遊学。普寂 につい

円猷示寂。

一七五三 宝暦三

第十八世円遵 一七五五 宝暦五

一七五六 宝暦六

一七五八 宝暦八

一七六二 宝暦一二 真淳、智慧光院の住職就任。
一七六四 明和元

【本願寺派】法霖、学林規則五条を
定める。

【大谷派】学寮を高倉魚棚（のちの

高倉学寮）に移し、監寮・上首・寮

司、規則九条を定める。

【本願寺派】功存『願生帰命弁』刊
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一七六五 明和二

一七六六 明和三
一七六七 明和四

行（三業惑乱の起源）
。

【 本 願 寺 派 】 智 暹 、『 浄 土 真 宗 本 尊

義』を著し、能化法霖の本尊論を批

判（明和の法論）
。

山が公訴を却下させ収束。

法身義』絶版を幕府に訴えるが、本

【本願寺派】学林所化、智暹『略述

【本願寺派】功存、能化に就く。

に乱入。

の対論。学林、裁決を不満とし本山

【本願寺派】学林（功存）と智暹と

行。

円 遵 『 高 田 三 祖 伝 』、『 高 田 沂 源 論 』 【本願寺派】智暹『真宗本尊義』刊
を著す。

法定誕生。

円遵、門末に『慚愧御書』下す。

一七七二 安永元

京都別院にて「浄肉文」披露。

一七六九 明和六

一七七七 安永六
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一七八二 天明二
一七八四 天明四

一七八六 天明六

円遵『天明宝訓』
（領解文）を著す。

真淳、初めて安居講師を勤める。

真淳、勧学堂竣工。学頭職に任命。

忍阿誕生。

一七九六 寛政八

真淳、権僧正拝任。

一七八九 寛政元

一七九七 寛政九
一七九八 寛政一〇

真淳 『下野 伝戒記』と 『下野大戒秘
要』を著す。

【興正派】大麟、功存「願生帰命弁」
を批判。

【本願寺派】門末に安心論争頻発。

【本願寺派】智洞、能化に就く。

【本願寺派】智洞、功存の願生帰命

説を説く。大瀛らが反論。

【本願寺派】三業惑乱の新義派、西

これ以降毎年恒例となる（高田史料）。

一七九九 寛政一一 正月元日、円遵著『繙御書』を拝読 。

一八〇二 享和二

一八〇三 享和三

本願寺で騒乱。古義派、能化智洞の
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一八〇四 文化元

真淳示寂。

一八〇六 文化三

一八〇七 文化四

円祥継職。

円遵示寂。

行う。

円 祥『 宣教護 国論』を著し、 講義を

を講じる。

にて 高野 山の密 乗が華厳『五教章 』

八月一 日～ 十月二十三 日まで勧学堂

第十九世円祥 一八一一 文化八
一八一二 文化九

一八一八 文政元

一八一九 文政二

退職を求める。双方の関係者が取り

調べを受ける。

【本願寺派】新義派智洞、古義派大

瀛・道隠らが幕府に招喚され取り調

べを受ける。

【本願寺派】幕府、三業惑乱を裁断

し双方の関係者を処罰して西本願寺

を閉門に処す。
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一八二四 文政七
一八三一 天保二

一八三七 天保八

中山寺 蔵『 浄土真宗相 承図記』写本
成る。
円祥示寂。

る。
中山 寺蔵 『高田一流 宗義相承記』 写

【本願寺派】勧学職を置く。

規宮（後の堯熙）入室。

本成る。
一八五四 嘉永七

津藩主の処置によって規宮法嗣継承、

一八六五 慶応元

一八六一 文久元

一八五八 安政五

慶応の安心惑乱が起こる。

円禧示寂。

忍阿示寂。

される（安政の内乱）
。

恒君 彰見 寺へ入 寺。学寮三役が罷 免

一八五七 安政四

一八五二 嘉永五

一八四一 天保一二 円 崇 『 宣 教 護 国 論 犀 如 意 』 を 書 写 す

第二十世円禧 一八四〇 天保一一 法定示寂。

第二十一世
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堯熙
一八六六 慶応二
田史料）
。

学林に條目厳守の達しが出される（高

安心問題につき「御決判御書」下附。

一八六七 慶応三
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初出一覧

高 田派 にお ける 復古 運動 の研究

各書 にお ける 口伝 の検 討

高 田派 教学 にお ける 口伝の 研究

初出一覧
第二章
第 三節

第三 章
復 古運 動概説 、第 二節

『高 田学報 』第 百一 輯（ 二〇 一三） に基 づき 一部 修正
････････

『龍谷大学大学院文学研究科紀要 』第三十集（二〇〇八 ）
････････
に基 づき一 部修 正

『 下野 伝戒記 』と 『下 野大 戒秘 要』

第 一節

復古 運動 を構 成す る思想 構造

戒と念 仏と 信心 の関 係性

親 鸞と 法然 の戒 律観

第三 節
第 一項

第三 項

『 真 宗 研 究 』 第五 四 輯 （ 二 〇 一 〇 ）（ 査 読 あ り ） に基 づ
････････
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第 四節

復古 運動 と口 伝

き一 部修 正

『高 田学報 』第 百一 輯（ 二〇 一三） に基 づき 一部 修正
････････
近 世後 期高 田派 教学 の変 遷―復 古運 動以 降の 再検 討―
円 祥の 著述に みる 復古 運動 の影 響

第四 章
第 一節

『 宣教 護国 論犀 如意 』の内 容と その 特徴

『宣 教護 国論 犀如 意』の 検討

第 一項
筆削 とそ の意 図

第二 節

第 二項

『 真宗 学』 第一 二五 号（二 〇一 二） に基 づき 一部修 正
････････

- 374 -

参考文献一覧

参考文献一覧
◆参考 史料
普門 （一 六三 六～一 六九 二）
『高田 絵伝 撮要 』
（『真宗史料集成』第七巻）
五天 良空 （一 六六 九～一 七三 二）
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真 淳（ 一七 三六 ～一 八〇七 ）
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『下野伝戒記』（高田山別院白虎室蔵版、享和三年）

『下 野大戒 秘要 』
（高 田短期 大学 仏教 文化 研究 センタ ー蔵 、享 和二 年）

『 印施 法語 科註 』
（ 高田山 西院 居敬 寮蔵 版、 山形屋 伝右 衛門 刊本 、寛 政七年 ）

『天 明宝 訓誘 蒙記』 上・ 下（ 高田 短期 大学仏 教文 化研 究セ ンタ ー蔵、 寛政 十年 ）
旭 弁（ 一七二 九～ 一七 八九 ）
『海 学堂 臨末 口授 』
（彰 見寺 蔵版 、寛 政十二 年）
円 祥（ 一七 八八 ～一八 三七 ）
『宣教護国論 』（『高田学報』第十八輯）

『 宣教 護国 論犀 如意 』
（ 高田 短期 大学 仏教 文化研 究セ ンタ ー蔵 ）

『十個秘事書』（『真宗史料集成』第四巻）

『高 田史料 』
（高 田本山 専修 寺教 学院 蔵）

松山 忍明 （一 八六 一～一 九三 二）

その 他

『高 田一 流宗義 相承 記 』
（三 重県 四日市 市中 山寺 蔵写 本、 嘉永五 年）
『 親鸞 聖人 正明 伝 』
（『真宗史料集成』第七巻）
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織田 得能

大原性 実

恵谷 隆戒

石 田瑞 麿

『 明恵

『織田 仏教 大辞 典』 大蔵 出版、 一九 一七

『 秘事 法門の 研究 』顕 真学 苑出 版部、 一九 三三

『 円頓 戒概 論』 大東 出版社 、一 九七 八

『法 然と 親鸞 』秋 山書 店、一 九七 八

◆参 考文 献

河合隼 雄

『円 遵上 人行実 』高 田学 会、 一九 六五

夢 を生き る』 法蔵 館、 一九 八七

小 妻隆文

『円 祥上 人行 実』高 田学 会、 一九 七三

佐 藤哲 英

佐々 木正

『 中世 真宗 思想 の研究 』吉 川弘 文館 、一 九七 三

『口 伝鈔 の研 究』 百華 苑、一 九八 四

『 親鸞 始記 』筑 摩書房 、一 九九 七

古 徳調 査委員 会編 『高 田の 古徳 』本山 専修 寺、 出版 年不 明

重松 明久
真 宗高 田派 教学 院編

『 円猷 上人・ 円超 上人 遺芳 』真 宗高田 派本 山専 修寺 、二 〇〇三

- 381 -

真宗 高田 派聖 典編 纂委員 会編
『真 宗高田 派聖 典』 春秋 社、 二〇一 二

『 近世 の仏 教― 華ひら く思 想と 文化 ―』 吉川 弘文館 、二 〇一 〇

真 宗典籍 刊行 会編 『真 宗大 系』国 書刊 行会 、一 九一 九
末木文 美士
高 田短 期大学 仏教 文化 研究 セン ター編
『翻 刻顕 正流 義鈔 蒙引』 高田 短期 大学 、二 〇〇七
高 田派 専修 寺遠 忌法務 院文 書部 編

西谷順 誓

中澤 見明

内 藤知 康

『真 宗史料 集成 』第 四巻 、同 朋舎、 一九 八三

『 真宗 の教 義及宗 学の 大系 』興 教書 院、一 九一 一

『真宗 源流 史論 』法 蔵館 、一九 五一

『 安心論 題を 学ぶ 』本 願寺 出版社 、二 〇〇 四

『 専修寺 史要 』専 修寺 、一 九一二

平松 令三 編

『真 宗史 料集成 』第 七巻 、同 朋舎 、一九 八三

普賢大 圓

『親 鸞思 想― その 史料批 判― 』冨 山房 、一 九七五

『 真宗 教学 の発 達』永 田文 昌堂 、一 九六 三

『 高田 本山 の法 義と歴 史』 同朋 舎出 版、 一九 九一

古 田武 彦
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『思想 の身 体

戒の 巻』 春秋社 、二 〇〇 六

松尾 剛次
『 真宗 史の 研究』 破塵 閣書 房、 一九 三四

『高 僧名 著全 集』第 十巻 、平 凡社 、一 九三〇

『真 宗史 稿』 法蔵館 、一 九六 八

『 親鸞 とそ の教 団』法 蔵館 、一 九四 八

山田文 昭

山 本勇 夫編
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安達 俊英

淺 田正 博

「『経釈文聞書』の研究（下 ）」（『高田学報』第四四輯、一九五八）

「 法然浄 土教 に対 する 批判 と戒 」
（『浄土宗学研究』第一九号、一九九二）

「真宗における「戒」と「僧」」
（『現代戒想

◆参 考論 文

生桑完 明

「 真 宗 と 禅 宗 の 間 ― 『 浄 土 真 宗 百 通 切 紙 』 を め ぐ る 諸 問 題 ― 」（『禅 学 研 究 』 第 六 七 号 、 一 九

出家 と在家 のは ざま で』 二〇 〇四）

石 川力 山

「 親鸞 の戒 理解 につい て― 背景 とそ の現 代的意 義― 」
（『龍谷教学』第三八号、二〇〇三）

八九 ）
井 上善幸

「所 謂三 業惑 乱の 思想 的背景 」
（『龍谷大学論叢』第二六三号、一九二五）

「『親 鸞聖人 正明 伝』と 知空 著『御 伝照 蒙記』 ―「 伝存覚 作」 の実 態― 」（『同 朋大学 仏教 文化

梅原眞 隆
塩 谷菊美

研究 所紀 要』 第二 九号、 二〇 〇九 ）
「近 世初期 の仏 教と 真宗 」
（『龍谷教学』第四〇号、二〇〇五）

「真 宗高 田門徒 に於 ける 秘密 相伝 につい て 」
（『大谷学報』第一六巻第四号、一九三五）

大 桑斉

日 下無 倫

「 極 楽 浄 土 に 往 生 す る た め に 何 を す べ き か ― 真 宗 高 田 派 の 立 場 に 立 っ て 」（『念 仏 信 仰 の 諸 相

「近 世初 期の 仏教 復古 運動― 鈴木 正三 とそ の周 辺― 」
（『日本における国家と宗教』一九七八）

栗 原廣 海
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小妻隆 文

「「親鸞夢記」の成立 」
（ 千葉乗 隆博 士還 暦記 念論 集『日 本の 社会 と宗 教』 一九八 一）

「円 遵上 人の 著述 につい て 」
（『高田学報』第一輯、一九三二）

― 法然 上人 とその 門流 Ⅱ』 二〇 〇七 ）

重 松明久

「 相 伝 教 学 の 歴 史 的 経 緯 に つ い て ― 特 に 蓮 淳 ・ 蓮 芸 の 流 れ を 中 心 と し て ― 」（『教 化 研 究 』 第

「高田正統の思想と秘密相伝に就いて（上 ）」
（『高田学報』第三五輯、一九五四）

号（通巻八号）、一九六三）

「 日 渓 法 霖 の 生 涯 と 業 績 ― 近 世 宗 学 史 研 究 ノ ー ト ― 」（『近 世 仏 教 ― 史 料 と 研 究 』 第 三 巻 第 一

八 四）

「 普 寂 の 浄 土 教 思 想 ― 『 願 生 浄 土 義 』 を 中 心 と し て ― 」（『浄 土 教 ― そ の 伝 統 と 創 造 Ⅱ 』 一 九

九 四号 、一 九八 七）

柴田 秀昭

芹川 博通

薗田 香 融

染野 光海
高田学 報社 輯

「高 田派 慶応 年間 安心 問題資 料 」
〔一 〕（『高田学報』第二輯、一九三二）

「高 田派 慶応年 間安 心問 題資 料 」
〔二 〕（『高田学報』第三輯、一九三二）

「 高田 派慶応 年間 安心 問題 資料 」
〔三〕（『高田学報』第六輯、一九三三）

「高 田派 慶応 年間 安心問 題資 料 」
〔四 〕（『高田学報』第七輯、一九三四）

「 高田 派慶 応年間 安心 問題 資料 」
〔五〕（『高田学報』第八輯、一九三四）
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坪 井俊 映

堤玄立

土 橋秀高

竹内宜 啓

高田 学会

「 善 導 大 師 の 懺 悔 と 法 然 上 人 ― 称 名 念 仏 と 懺 悔 に つ い て ― 」（『浄 土 宗 学 研 究 』 第 一 二 号 、 一

「真慧上人の往生義」（『高田学報』第六四輯、一九七四）

「 真宗 行儀 と戒 律 」
（『龍谷教学』第三号、一九六八）

「高 田派 慶応 安心 惑乱に 就て 」
（『高田学報』第七輯、一九三四）

「高田学会彙報」（『高田学報』第三四輯、一九五三）

平田 厚志

引野亨 輔

板東 性純

中 井玄 道

釋舎 幸紀

寺 川幽 芳

「真 慧上 人に かか わる 変造秘 事書 を追 って 」
（『高田学報』第六九輯、一九八一）

「 日渓 法霖 の思想 小論 」
（日 野昭 博士 還暦 記念 『歴史 と伝 承』 一九 八八 ）

「三業惑乱～「異安心」にみる近世仏教の一特質 」（『史学研究』第二二一号、一九九八）

「親鸞の戒律観」（『戒律思想の研究』一九八一）

「三 業惑 乱の大 観 」
（『龍谷大学論叢』第二六三号、一九二五）

「孝順と慈悲の問題―梵網経を中心として―」（『仏教学研究』第四五・四六号、一九九〇）

「親 鸞伝と 夢 」
（『真宗学』第八四号、一九九一）

九七 九）

平松令 三

「 唯 授一 人口 訣 相承 に つい て 」（ 大 谷大 学 国史 学会 五 〇周 年 記念『 論集 日本 人の生 活と信 仰』
一九 七九 ）

「高田専修寺における聖教伝持上の一 、二の問題 」
（宮崎博士還暦記念論文集『真宗史の研究 』
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普 賢保之

福原隆 善

「 江 戸 時 代 に お け る 仏 教 倫 理 と し て の 十 善 戒 に つ い て 」（『日 本 仏 教 学 会 年 報 』 第 七 四 号 、 二

「 真慧 上人 の教 学的特 徴 」
（『真宗研究』第四四輯、二〇〇〇）

「善 導大 師の 懺悔 思想 」
（『浄土宗学研究』第一二号、一九七九）

一 九六 六）

藤谷 厚生

森剛史

森田 眞円

宮 林昭 彦

三浦 真証

眞 岡慶 心

藤原 然了

「 真慧 上人 より真 智上 人に 伝へ たる 十箇の 秘事 」
（『無尽灯』第二〇二号、一九一三）

「親 鸞の 無戒 思想 ―末法 の仏 者と は― 」
（『真宗研究』第五〇輯、二〇〇六）

「 善導 におけ る戒 律と 懺悔 」
（『日本仏教学会年報』第七四号、二〇〇八）

「浄 土教 におけ る戒 律観 」
（ 恵谷 先生 古稀 記念 『浄土 教の 思想 と文 化』 一九 七二）

「近世初期真宗教学の変貌―『私観子』からの考察―」（『真宗学』第一二八号、二〇一三）

「龍 音院慧 海和 尚に つい て 」
（『高田学報』第一五輯、一九三七）

「法 然教 学に 於け る戒 の意義 」
（『仏教における戒の問題』一九八四）

〇 〇九 ）

山田 文昭

「伝 親鸞 作「 三夢 記」 の真偽 につ いて 」
（『高田学報』第七五輯、一九八六）

伝親鸞作「三夢記」の真偽について」（『高田学報』第九二輯、二〇〇四）

「鳳譚の華厳・真言両大乗一致について」（『華厳思想』結城令聞著作選集二、一九九九）

「『親鸞聖人正明伝』の成立 」（平松令三先生古稀記念論集『日本の宗教と文化』一九八九）

「 再論

山田雅 教

結 城令 聞
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◆参 考記 事
『中外日報』第一五〇一六号「光る高田の伝灯」（昭和二十八年三月二十六日）

『中外日報』第一五〇九四号「高田の法流濁る（上）」
（昭 和二 十八 年六月 二十 七日 ）

『中外日報』第一五〇九五号「高田の法流濁る（中）」（昭和二十八年六月二十八日）

『中外日報』第一五〇九六号「高田の法流濁る（下）」
（昭 和二 十八 年六 月三十 日）
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①第二章
第三節

高田派教学における口伝の研究
各書における口伝の検討
････････『高田学報』第 101 輯（2013）に基づき一部修正

②同上
第四節

口伝に関する諸問題―口伝資料の検討を通して―
････････『高田学報』第 102 輯（2014）（博論に基づき一部修正）

③第三章

高田派における復古運動の研究

第一節

復古運動概説

第二節

『下野伝戒記』と『下野大戒秘要』

第三節

復古運動を構成する思想構造、第一項

親鸞と法然の戒律観

････････『龍谷大学大学院文学研究科紀要』第 30 集（2008）に基づき一部修正
④同上
第三節

復古運動を構成する思想構造、第三項

戒と念仏と信心の関係性

････････『真宗研究』第 54 輯（2010）（査読あり）に基づき一部修正
⑤同上
第四節

復古運動と口伝
････････『高田学報』第 101 輯（2013）に基づき一部修正

⑥第四章

近世後期高田派教学の変遷―復古運動以降の再検討―

第一節

円祥の著述にみる復古運動の影響

第二節

『宣教護国論犀如意』の検討

第一項

『宣教護国論犀如意』の内容とその特徴

第二項

筆削とその意図
････････『真宗学』第 125 号（2012）に基づき一部修正

⑦同上
第三節

高田派における安心惑乱とその背景
････････『真宗研究』第 59 輯掲載予定（博論に基づき一部修正）

