信解品にみる長行と偈の関係（吉木）
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勝呂説：長行で述べ足りなかったために，偈で加上した。

終章
以上見てきたように，『法華経』にある一つの事象は，自らの信じる説にお
ける肯定的根拠にも，否定的根拠にも用いることができる。固定観念や先入観
に従って事象を見ていくのではなく，ひたすら丹念に調べていく作業を通して
しか，この状況から抜け出す方法は無いものと思われる。発表者は，仏教学研
究者の末席に坐す者として，そして同時に『法華経』を信仰する，日蓮聖人門
下の教師として，理性と情熱を持ってこの課題に取り組んでいきたいと考えて
いる。
〈略号および使用テクスト〉
SP

Saddharmapu ar ka.（『法華経』）

SPs

Saddharmapu ar ka, ed. H. Kern and B. Nanjio, St. Petersburg, 19081912.

SPt

Tibetan version of the SP.P no. 781 (Dom pa’i chos pad ma dkar po).

SPc2

Second Chinese Version of the SP, T. No. 262.（『妙法蓮華経』七巻，
鳩魔羅什訳）

T.

『大正新脩大蔵経』
．
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脈であることがわかる。偈頌先行であるならば，当初の『法華経』には存在
していなかったことになってしまい，偈頌先行が疑われる資料といえる。
・下線部②のみ単数形であり，偈におけるその他の動詞は複数形である。
※ 両説の立場からみた資料
布施説：この重要な文脈は，第一期に作成された法華経に説かれることはな
く，第二期において新たに追加した教義である。
勝呂説：長行に続いて偈を作成する流れで『法華経』は作成された。欠かす
ことが出来ない重要な所説であるために，長行で詳しく述べた。偈
は信者向けにも機能することから，難しい教義は省略して，偈では
再説されなかった。
資料２
A‑2

長行訳20

長者窮子喩
B‑2

冒頭

偈頌訳21

たとえば，世尊よ，ある男が父親の たとえていえば，
（ある）愚かな男が
そばから離れていったとしましょう。①（ほかの）愚かな人にそそのかされ
たようなものです。
・資料２は，偈にしかない所説がある資料である。下線部①によって，息子が
父のもとを離れた理由は，
「他人にそそのかされたから」と述べられる。こ
の理由は偈にのみ存在しており，長行だけでは分からない。
※ 両説の立場から見た資料
布施説：すでに偈で述べたために，長行で再説しなかった。
20

ad yath pi n ma bhagavan ka cid eva puru a piturantik d apakr met (SPs
101.11, SPt 45b8-46a1, SPc2 16b25-16b26)
21 yath pi b la puru o bhaveta utpl vito b lajanena santa / (SPs 111.1, SPt 50a850b1, SPc2 17c13-17c14)
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で耄碌しているからです。
それゆえ世尊よ，私たちは他の菩薩
たちを無上正等覚に向けて教え導いて
きましたが，世尊よ，しかしながら
我々にこれを得たいという心が起こっ
たことは一度もありませんでした。
世尊よ，このような我々が今，世尊

お声を聞いて驚異の念を抱き，希

の面前で，諸々の声聞たちにも無上正 有な思いとなり，大きな喜びを得ま
等覚の授記があるとお聞きし，希有で した。
あり，未曽有であるという思いを得て，このように今，私たちは突然，指導
大きな利得を得ました。世尊よ，本日 者の心地よい声を聞いたのです。
思いがけず，この様な今まで聞いたこ 非常に優れた宝からなる大量の集積
とのない如来のお言葉を聞いて，立派 を今日，一瞬のあいだに②私は得ま
な宝を得ました。世尊よ，計り知れな した。かつて一度もそれを考えるこ
い宝を得たのです。世尊よ，探すこと ともなく，求めたこともないもので，
もなく，求めることもなく，考えるこ それを聞いて私たちは皆，驚異の念
ともなく，望むこともなかった私たち をいだきました。
は，世尊よ，宝を得たのです。私達に
は明らかになっています。世尊よ，善
逝よ，私達には明らかになっていま
す。
」
・資料１は，長行にしかない所説がある資料である。下線部①は，四人の尊者
達が，無上正等覚を求めなかった理由は，
「すでに解脱しているから」と
「耄碌していて残りの時間が無いから」であると述べる。
Suzuki［2015］170‑171によれば，
『法華経』は， 解脱したものは二度と
解脱できない

という従来の「常識，前提」を乗り越えることに挑戦した。

そして『法華経』は，「輪廻からの離脱は真の解脱ではない」，「三界を離脱
しても不死ではなく再生する」という説に至り，これによって阿羅漢の成仏
は保証されたという。
ここから下線部①は，『法華経』にとって欠かすことのできない重要な文
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み，関節も副関節も痛んでまいります。
それゆえ我々は世尊よ，世尊が教えを
説かれ

一切は空であり，無相であり，

無願である

ということが明らかにな

りましたが，これらのブッダの特性に
ついても，ブッダの国土の荘厳につい
ても，菩薩の自在な遊戯についても，
如来の自在な遊戯についても，切望す
ることはありませんでした。
①それはなぜかと申しますと，世尊
よ，私たちはすでに三界を出離し，涅
槃を得たと思っておりましたし，老齢
18

vaya hi bhagavañ j r v ddh mahallak asmin bhik usa ghe sthavirasa mat
jar j r bh t nirv apr pt
sma iti bhagavan nirudyam anuttar y
samyaksa bodh v apratibal
sm prativ ry rambh
sma/ yad pi bhagav n
dharma
de ayati cira
ni a a ca bhagav n bhavati vaya
ca tasy
dharmade an y
pratyupasthit bhav ma / tad py asm ka bhagavan cira
ni a n
bhagavanta
cira
paryup sit n m a gapratya g ni du khanti
sa dhivisa dhaya ca du khanti/ tato vaya bhagavan bhagavato dharma
de ayam nasya
nyat nimitt pra ihita
sarvam vi kurmo n sm bhire u
buddhadharme u buddhak etravy he u v
bodhisattvavikr ite u v
tath gatavikr ite u v sp hotp dit / tat kasya heto / yac c sm d bhagava s
traidh tuk n nirdh vit nirv asa jñino vaya ca jar j r / tato bhagavann
asm bhir apy anye bodhisattv avavadit abh vann anuttar y
samyaksa bodh v
anu i
ca na ca bhagava s tatr sm bhir ekam api sp h cittam utp ditam abh t/ te
vaya bhagavann etarhi bhagavato ’ntik c r vak m api vy kara am anuttar y
samyaksa bodhau bhavat ti rutv cary dbhutapr pt mah l bhapr pt
sma
bhagavann adya sahasaivemam eva r pam a rutap rva tath gatagho am rutv
mah ratnapratilabdh
ca sma bhagavann aprameyaratnapratilabdh ca sma
bhagavann am rgitam aparye am acintitam apr rthita c sm bhir bhagavann idam
evamr pa mah ratna pratilabdham/ pratibh ti no bhagavan pratibh ti na
sugata// (SPs 100.7-101.10, SPt 45a2-45b8, SPc2 16b13-16b24)
19
caryabh t sma tath dbhut ca audbilyapr pt sma ru itva gho am/ sahasaiva
asm bhir aya
tath dya manojñagho a
rutu n yakasya// vi i aratn na
mahantar ir muh rtam tre yam adya labdha / na cintito n pi kad ci pr rthitas ta
rutva caryagat sma sarve// (SPs 110.12-15, SPt 50a6-50a8, SPc2 17c11-17c13)
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一類に属し，偈が短く，長行が長いという伝統的なインド典籍のありかた16に
則っている，信解品から見ていくこととする。

第三章

資料の一例

資料は，内容によって細かく区切り，長行と偈が対比できる形式とし，訳文
を加えた17。今後，この様な資料を蓄積し，
『法華経』の全ての長行と偈の対
照表を作成していく。
本発表で紹介する二資料に限り，「※ 両説の立場からみた資料」という欄を
設けた。これは両説の立場に則して資料を見ると，どのような解釈が可能かを
示すものである。それぞれの解釈が可能であるという曖昧さを通し，上述の研
究方法を取る必要性が再確認された。
資料１
A‑1

信解品長行

長行訳18

冒頭部分

B‑1

偈頌訳19

「世尊よ，私たちは実に，齢を重ね，
年老いており，この比丘サンガにおい
て長老とみなされております。老齢で
あり衰えてしまい，すでに涅槃を得た
と（思っていたために），世尊よ，無
上正等覚に向かって怠惰であり，向か
う力もなければ，立ち向かうこともあ
りませんでした。
世尊が教えを説かれる時，世尊は長
い間座っておられます。そして我々も
その説法に列座しております。世尊よ，
長い間座り，長い間世尊にお仕えして
おりますと，私たちの身体や手足は痛
16
17

ケルン［1884］XVIIIを参照した。
植木［2008］，松濤・長尾・丹治［2001］，中村［1978］，塚本・多田・池田［2009］を
参照した。
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ち教団的要素が皆無の状況にあって，ひとびとのもとに導入され，ひとび
とに経験せしめられたもの，それは書写された経典であった。（中略）
経典創出運動としてはじまった大乗仏教は，やがて外部世界に影響を与
え，外界を変容しはじめる。アサンガやヴァスバンドゥをはじめとする論
師たちのテクストに大乗経典がその存在をあらわし，寄進の碑文に大乗の
信奉者たちが名を列ね，観音をはじめとする礼拝像が出現をする紀元五，
六世紀に，それは顕在化してくる。経蔵を担うものたちの一部に起こった
純粋なテクスト制作運動としての大乗は時代を経て外化されるのであり，
この事態を大乗仏教の教団史的解明という観点からとらえるなら，大乗教
団が大乗経典を生み出したのではなく，大乗経典が大乗教団を生み出した
ことになる。
布施説・勝呂説の両説は， すでに実在している大乗教団が新たに作成した
経典が，大乗経典である

という従来の認識を離れることなく，それぞれの説

を展開している。法華経成立論を暗礁に乗り上げさせてしまった根底には，こ
の従来の認識があったのかもしれない。大乗経典成立に関する新たな仮説が示
された今，われわれはこの仮説の検証を含め，もう一度原点に立ち返る必要性
が生じたといえよう。
発表者は，下田説が示した新たな前提の上に立ち，先行研究が行ってきた長
行と偈の関係をみていくという手法は継承しつつ，
『法華経』の文言を一つ一
つ丹念にみていくことで，
『法華経』の成立過程を再考察していきたいと考え
る。この方法によって研究を進めていくことで，『法華経』を通した下田説の
検証を同時に行っていきたい。
研究に着手するに当たり，日蓮宗僧侶にとって最もなじみ深い寿量品から取
り上げようかとも考えた。しかしながら，寿量品は布施説・勝呂説の両説にお
いて，長行と偈が同時成立であるという立場に立っている。そのため，寿量品
を見ていても，両説を乗り越えることはできない。そこで，布施説における第
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以上，対比する形式で両説を紹介した。

第二章

研究の方法

布施説・勝呂説の両説を通して見えてきたことがある。それは，
『法華経』
にある一つの事象は，それぞれの説にとって肯定的な根拠にも，否定的な根拠
にもなり得ることである。布施説の根拠とされた幾つかの点は，逆に勝呂説の
根拠にもなっていた。このような曖昧さが露呈したことによって，『法華経』
の成立説は結論が出ない暗礁に乗り上げたといえる。
ところが近年，
『法華経』を含めた大乗経典の成立に対して，新たな見解
（仮説）が提示された。下田［2011］38は，「大乗教団が大乗経典を生み出した
のではなく，大乗経典が大乗教団を生み出した」
（以下，下田説）と述べる。
これは従来の学界理解とは正反対の理解となる。下田［2011］48‑62は，この
仮説について以下のように述べている。
従来の研究は，大乗経典には作者，編纂者，担い手が存在し，かれらが
経典を生み出したという前提に立って，経典の作者あるいは編者の教団を
テクストの外に確定しようと試みてきた。至極まっとうにおもえるこの方
法は，だが古代インドの歴史的事実にはどうしてもうまく照合しえず，解
明が容易に進まない。確認される事態はむしろ反対であって，ショペンが
あくことなく論じつづけたように，最初期にはテクストの存在のみが認め
られ，その影響が時代を下って碑文にあらわれ，寺院建設にあらわれ，仏
教美術にあらわれ，教団的実態を可視化させはじめる。この順序にしたが
ってすなおに説明を施すなら，テクストは外界を変容させていったのであ
り，外界をそのまま反映しているのではない。（中略）
あらためていうまでもなく，中国であれ，朝鮮であれ，日本であれ，東
アジアにおいて，そもそも大乗教団は存在しなかった。それどころか，そ
こには仏教もなければ，その出現の背景の古代インド世界もない。すなわ
現代宗教研究
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布施説（Ｃ）
『法華経』には決定的な齟齬が幾つか存在している。例えば三界火宅の譬喩
は，長行では長者が家中にいる時に火事となり，偈では屋外にいる時に火事に
なるという齟齬がある。この齟齬は決定的なものであり，段階成立でなければ
起こり得ない齟齬である。
（Ｃ）に対する勝呂説
この種の説話は，教義・信条・教訓等を伝えることが目的であり，事件を逐
一伝えるのが目的ではない。本来の目的が達せられれば，記事の厳密さは問題
とするところではないというのが『法華経』編纂者の立場だったのではないか。
それをもってただちに成立時代の違いを反映したものと解することは妥当では
ない。
この他の齟齬を挙げれば，方便品・五百弟子品では場面設定として述べられ
た長行の内容が，偈では会話の中に組み込まれていることや，序品の長行では
弥勒の心中で考えた内容が，偈の会話に組み込まれていることがある。しかし
これらの齟齬は，長行と偈が同時に作成されたのであれば自然と起こり得るこ
とである。
ではなぜ，
『法華経』が長行と偈を多様に組み合わせる叙述形式をとったの
かといえば，第一には，長行の所説を再び偈で繰り返すことにより，発展的な
所説を展開できることである。この意味では，偈は長行の叙述の結論に当たる
といえる。第二には，長行と偈とは異なる読者を対象としていることが考えら
れる。おそらく偈はその部分だけを抜き出して信者に唱えさせるという目的が
あったのではないかと思う。一般的に見て，『法華経』は長行よりも偈の方に，
仏陀の人格に対する帰依・讃仰の念が一層鮮明に表明されていることからも，
偈が教団の上層部の指導者に対するものであるよりも一般信者向けのものであ
るということができる15。

15

勝呂［1993］113‑118，122‑123，127を参照した。
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また偈は，釈尊と仏弟子の会話であり，対話である。その対話が，物語全体
のどの場面に位置するのか，偈だけでは分からない。偈頌先行には論理的に難
点があり，同時成立でなければ意味が通じない12。
布施説（Ｂ）
上述したように，第一類と第二類には幾つかの相違点があり，説かれている
素材や要素には新古の層が見られる。これらのことから，『法華経』は時代を
経て成立したと考えられ，第一類と第二類には成立時代の差が生じているとい
える13。
（Ｂ）に対する勝呂説
布教文学である経典は，教化の相手を意識して作成されるものであり，異な
る読者を対象とした時，説き方を異にすることは当然である。我々には齟齬が
あるように思えても，ただ我々の読みが浅いだけであることや，実践・信仰思
想では統一されていることもある。
新古の層についても，単に『法華経』が古い素材や要素を用いて作成された
ことも考えられる。そのため，素材や要素の示す時代と『法華経』の成立年代
は切り離して考えるべきである。物語が進展していくことで主題が転換し，作
者の関心事も推移することで，使われる素材や要素が変化していくことも十分
に考慮しなければならない。こうして現れる齟齬を以って，成立時代の異なり
とすることは妥当ではない。さらに，
『法華経』が段階成立したのであれば，
段階的な『法華経』の流布の形跡が残っているはずである。しかし，そのよう
な『法華経』は確認されていない14。

12
13
14

勝呂［1993］98‑107，110‑111を参照した。
布施［1967］140‑199を参照した。
勝呂［1993］22，33‑40，49‑52，147‑154を参照した。
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べる。

1‑2.

勝呂説の概要8

勝呂説が示された時，『法華経』の段階成立は定説化されていた9。勝呂説は，
この段階成立説に疑問を抱き，
「法華経は提婆品を除く二十七品がほぼ一時期
において成立した」という新たな仮説を提示した。「一時期」という表現は，
数十年という期間を指しており，二十七品が順番に，一品一品積み重ねられる
ように形成された。

1‑3.

布施説と勝呂説

以下，布施説と勝呂説を対比させる形式で，さらに両説を紹介していく。
布施説（Ａ）
第一類は重頌を主とし，第二類は完全な重頌ではない（以下，不重頌）
，こ
こから第一類は偈頌先行であり，第二類は長行・偈頌が同時に成立した10。
（Ａ）に対する勝呂説
11
『法華経』全体で対応関係を掴むために，
「法華経長行・偈頌対比分表」
を

作成する。この表は，重頌・不重頌の度合いを数量化し，表にまとめたもので
ある。重頌・不重頌の区別は必ずしもテクストに明記されていないため，内容
による判断をせざるを得ない。この表によると，第一類に限らず『法華経』全
般においては重頌が主であり，これに不重頌が合わせ用いられている形式とい
える。不重頌は，やや第二類の方が多いが，時代差を想定させるほど決定的な
差は両者にない。

８
９
10
11

勝呂［1993］を参照した。
勝呂［1993］97を参照した。
布施［1967］131‑137を参照した。
勝呂［1993］100‑106を参照した。
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布施説は，長行と偈の対応関係を検討し，両者における譬喩などの内容を比
較し，各品相互の関係，連絡や組織を考察することでこのように三つに分類し
ている。
次に，布施説が述べる四つの時期（四期）を示すと以下のようになる6。
第一期：第一類の偈頌の成立（紀元前一世紀）
第二期：第一類の長行の成立（紀元後一世紀）
第三期：第二類の長行・偈頌の成立（紀元後百年前後）
第四期：第三類の成立（紀元後百五十年前後）
このように分けた理由を以下のように述べている。
・第一類は完全な重頌であることから，ケルン説7に従って偈頌先行である。
・第二類は完全な重頌とは言えないために，同時成立でなければならない。
・第一類と第二類の相違点には，①六道説と十界羅列説の相違，②書写の有無，
③信解品の二十年と涌出品の四十余年の矛盾，④ストゥパ崇拝とチャイティ
ヤ崇拝の関係，が挙げられ，明らかなこの相違は，歴史的に段階を経て成立
したことを意味する。
・第三類の薬王品には，「我滅度後

五百歳」とあることから，第三類は紀元

後百五十年前後と推定される。
以上の理由により，布施説は『法華経』が歴史的に段階を経て成立したと述
５

重頌であるのは序品─ 人記品に加え，安楽品，涌出品，分別品，随喜品，法師功徳品の
五品がある。法師品は人記品までの流通文と見なされてきたが，関係を示す語句がなく，
随喜品が適当であり，元来は人記品の次に随喜品があった。随喜品を除く四品は思想内容
から第二類の六品と切り離すことはできない。（布施［1967］119‑126を参照した。）
６ 布施［1967］127‑215を参照した。
７ ケルン［1884］XVIIIは偈頌先行を述べた。
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第一章

先行研究の紹介

伊藤［2007］は，法華経成立に関する二十八の仮説を紹介している。成立説
は「段階成立説」と「同時成立説」に大別され，前者の代表が布施浩岳博士の
「三類構成四期成立説」（以下，布施説），後者の代表が勝呂信静博士の「二十
七品同時成立説」
（以下，勝呂説）である。長行と偈の関係を中心に，以下に
この代表的な二つの先行研究について紹介する。

1‑1.

布施説の概要3

布施説は，段階成立説の中で古典的標準と見なされており，現在でも多くの
支持を受け，法華経成立の研究に大きな影響を及ぼした。『法華経』を三類に
分類し，成立時代は四つの時期に分けられるとする。三類構成についてまとめ
ると以下のようになる4。
表１
第一類（十品）

３
４

第三類（七品）

第二類（十品）

１

序品

10

法師品

22

嘱累品

２

方便品

11

宝塔品

23

薬王品

３

譬喩品

13

勧持品

24

妙音品

４

信解品

14

安楽行品

25

普門品

５

薬草喩品

15

涌出品

26

陀羅尼品

６

授記品

16

寿量品

27

妙荘厳王品

７

化城喩品

17

分別功徳品

28

普賢品

８

五百弟子品

19

法師功徳品

９

人記品

20

不軽品

18

随喜品5

21

神力品

布施［1967］を参照した。
布施［1967］21‑126を参照した。
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第二章

注

研究の方法

序
インドにおいて成立した『法華経』は，成立に関して未解決の問題を抱えて
いる。
「法華経成立史」・
「法華経成立論史」という研究分野が存在することか
らも，今まで多くの研究者の関心を集めてきたことが窺える1。ところが近年，
『法華経』を含めた大乗経典の成立に関し，新しい見方（仮説）が提示された2
ことで，これまでの法華経成立論を，従来とは大きく異なった角度から再考す
る可能性と必然性が生じてきた。本研究は以上のような背景の元に，『法華経』
の成立（形成）過程を再考察してくことを目的とする。

１
２

詳しくは第一章で紹介する。
本研究第二章参照。
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