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四︑巫組蛮︒特に巫の始組又は巫俗・の開組と倍ぜられるものが︑巫道に於いてまた紳襲として崇敬されるのは

常然であるが︑しかしその地位即ちそれを尊崇する程度は︑前述せる始組垂よりは概して低いやうである︒現今

の各地に何ほ保存されてゐるこの巫組に関する偉詮は︑地方に依て夫々多少異ってはゐるが︑その巫組の重なる
バサコンヂユ

ものには︑︵こ法祓和何と智異山の聖母天王及びその八人の子女︑︵二︶王女公心又は我王公主或は蛾皇女英︵尭

︵一︶

バクス

マンシシ7ルミiン

の王女舜の妃︶︑︵三︶鉢里公主即ち玲姫︑︵四︶西域西天の阿難尊者及び三俳棟と西天棟︑︵五︶臍州島の金座主の子

息などがあ少︑また特に博士即ち男巫の組としては︑︵六︶博士大神︑女巫の死堅剛ち所謂萬紳高明の組としては︑

︵七︶成夫人︵成輿寓明又は成典マぞフとも科せられ元巫女であつたと俸へられる︶などがある︒今か1る俸詮上の

巫組とその詮諸には︑相互の間にその俸播と意味との上に︑幾分の聯絡と系統があるやうに思虻れるが︑大憬に

於いて上記の︵一︶︵二︶︵三︶と︵七︶とは王女又は王妃を巫組とするものであるから︑謂はば女巫先行の俸詮である

に勤し．て︑︵四︶︵五︶︵六︶は男巫の先行を説くものである︒しかしその執れにしても巫組をば皆異常な又高貴な従

って神聖な階激の中に認めて︑それが造かに卑俗を超越するものであると侶じたことは同様であつて﹂これは云

ふまでもなく巫の特質と地位とが本来は全く聖なるものゼあつたこ上を示すと共に︑他方それはかうる巫組焙詮
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を構想した巫族が巫系の尊貴と神聖とを説かうとした府或からも起ってゐるのであらう︒伺叉此等の俸詮の中に︑

支部及び印度からの外来的異国的要素と色彩が多分に含まれてゐることは．︵一︶乃至︵四︶の詮諸に於いても見る

所であつて︑特に所謂西天の件数の影響と混入が甚だ強いことは注意しなければならぬ︒尤もかの法繭和樹や阿

雑草者を巫絶とするが如きは．固より附倉の詮に過ぎぬけれども︑しかしか1る侶托の由て来る所は亦前述せる

如き巫族の願求から起ったのであつて︑即ちそれは異常にして然も高級な彿教の聖者に巫組を結びつけて以て自

流の神聖を更に高調すると同時に︑これに伐てまた件数との結合調和をも認めようと欲したのであらう︒然もこ

の和合が朝鮮の巫俗の一部に於いて早く既に斉現されてゐたことは︑幾多の事例に徹して明らかであつて︑現に

巫は男女を問はす．その信念と行事の一面に於いて度々彿伶の役割を演じ︑それは恰も支部に於いて嘗療を試み

∽

る巫が巫欝と稀せられてゐるやうに︑この場合には彼等は井に巫恰︵shaman・priest︶とも云ふべき職能をもつて

ゐるのである︒

何ほこの鮎に開聯して更に吾々の興味を誘ふことは︑かのシャマン︵巫︶の語源が沙門︵巴利語置ma琶︶である

といふ香木の一詮である︒勿論これは北方民族のシャマン殊にわが浦洲の薩満の元組が直ちに印度彿教の抄門で

あると云ふのではなく︑況んやそれが前記の法繭や阿難の巫組俸故に歴史的闊係があをと云ふのでもないが︑既

に知らるる如く︑このシャマンの語漁に就いては従来種貞の解樺が試みられたけれども︑大別すればそれは二種

とすることができるのであつて︑即ち一はこの言葉を蒙古及びトルコ語系統のものとし︑他はこれを上記の巴利

雪二打豪高㌫こr賀a膏空間してl早い一二㌘革人語と謎めるもあである︒而て後者は寧ろ琶説であつて︑近来は

＿川

多く前者が採用されてゐたが︑言語単著ポッペは更に新しくこれを批評して．却てその膏詮を是認し︑全て前者

︵二︶ に属する詮明は昔該の言語の原則に何等の支持を見出し得ないとまで断言Lてゐる︒今生には固より両詮の可否
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はねばならない︒

俗文化の波﹂が鮮浦の民間信仰を通じて今日も何ほ動いてゐることは︑甚だ興味深い宗教民俗的事†で

示するものではなからうか︒しかしそれは今執れにしても︑前述せる如き高級な異国的要素と轄合した

も見出されるのみではなくして︑その間には箕に何等かの歴史的文化的交渉と轄合博播の関係があつた

の影響餌鮮浦の巫俗を通℃て共に存在するのは．単に此等の地域に於いて宗教史上に所謂﹁平行の法則﹂が故に

侍することも︑その巫俗に取ては充分に首肯される叫着想でもあつたであらう︒然もか1る件数︵次いでは道教︶

ば．その沙門を薩浦の一模範と見倣すことは必ずしも不自然ではなく．また進んで朝鮮に於いては沙門を巫組と

ふ研が少なくないから︑たとひ語漁的には薩滞は沙門から起ったのではたいとしても︑これを宗教民俗

に於いて共通し︑そこにはまた件数的色彩がある︒されば鮮浦の巫俗はかく俳教の影響を強く受けて︑

︵三︶ をも含み︑且つ故人の雲に封しても招魂供養の儀式を行ふことは．亡実に封する朝鮮の或る賽紳行事とその意向

算であると思ふ︒即ちこの薩満は朝鮮の巫と同様にまた多くの紳瑳を崇拝するが︑その中には箕に種々

に於いて亦一面俳数的要素を有し︑従って沙門の如き一職能をもつてゐることは特に注意に倍する宗教

のみならす︑更にその語草上の詮索はたとひ如何に決定されやうとも．かの満洲の薩満が現にその信念と行事と

を吟味することはできないが︑唯その嘗詮が言語畢上㈲ほ維持され得ることはこの場合に窒息しなけれ
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上水終述せる糀々の天上蛮と地上薬とば概して所謂大柳又は高紳ではあるが︑しかし前者は造速なる天界に位

し．．また後者はたとひ元はこの人界に伍してゐたとしても．それは既に古い過去の存在であつて︑眼前にはもは

や接解すみことができない紳霧である︒然．るに地上璽には伶ほ．この外にも擾多の種展があつて︑夫等は以上の諸

紳に此す︑れば柏木下位にはあつても︑然も常に現前に算在する最も直接な画室とLて．菅に巫俗に於いてのみな

らす︑靡く朝鮮の民間大衆の問に信仰されてゐるものさへもあ宅それで以下略々その尊卑の順位を迫ふてこれ
を列馨して見よう︒

五︑．家宅紳︒先づ住宅を俵虚としてその中に現任する紳薬に下の如き部類がある︒
リンヂユ
︵こ 成造王紳とその妻戚造夫人又は按峨夫人︑成造大都監とその部下大直賂及び大別監並に成進軍堆等︑此
︵飽こ

︵五︶

等成造紳の二類は一家屋の主神とその巻尾であつて︑その家宅の建立から一門一族の紫柴に至るまで﹂全て家門に

閲する始終の稲穂を掌るものである︒始めこの神位は家屋の上棟の際に︑大鹿の梁上に奉安され︑やがてその落

成の時にも祭られるのみならす︑毎年十月︵上月︶にはこれを祭神として﹁安宅﹂の賽紳を行ふことが︑廉く民間

の一習俗となつてゐる︒そこでこの紳婁は勿論力強い善紳として多くの家庭に於いて尊崇されてゐるが︑就中成

造王紳は時にまた家主の守護神として︑成造大都監は家屋の守忽紳として信ぜられてゐる︒
ブルサチエソク
タンジ
︵二︶ 彿事帝樺︒内房又は内堂の一隅に奉安された帝樺紅若くは錦袋に於いて祭られてゐるのがこの帝樺であ

るが∵しかしこれはその内堂の紳といふよりも寧ろその家の子孫に命摘を輿へる紳となつてゐる︒思ふにこの内
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房は家庭の痴人の居宝であるから．その輸入の祭紳が内房に於いて兇孫を耽隔することは最もふさはしい役割で
もあるであらうっ

テーカム
チジョワ
︵三︶ 大監︒これは多く家宅抄後庭灯於・いて主産男を設らへた場所又は祭染む安置してゐる虚に任してゐる紳
トヂユ
寝であつて︑一家の財相和であり．基主大監と軋解せられる︒何ほ大監にはこ．の外に蔑多の種別がある︒

︵四︶ 地所︒前庭又は中庭の土地の紳であ少︑また特に車輪の守護紳として︑モれは女神である︒

︵五︶ 基主と竃王又は厨王︒これは厨房に任してそれを主宰する紳である︒尤も基主は本来はその家の敷地の

紳であるが︑特に藁で作ったトヂュクワり︵基主神秦︶を竃の後壁にかけてこれを祭り︑またそれは別に下男下

女の守紳ともなつてゐる︒これは恐らく厨房に働らく著が主として下僕であるからであらう︒竃王朝ち竃紳や厨

ローリプ

王の名辞は勿論支那俸来であるだらう︒

．

セあつて︑家宅の他の神々の使者又は隠者とも解されてゐるが︑しかしその本性は詳らかでない︒普通に乞粒と

云へば︑巫女が賽紳のために村々を廻つて米を乞ふことであるが︑この乞粒紳も亦殆ど乞食同様の低級な紳褒で
あつて︑他方では凌た程々の大神にも隷麗し︑男乞粒と女乞粒とがある︒

︵八︶ 廊紳︒これは蜘朗を守る紳として附出閣氏とも呼ばれる女神である︒放じて閣氏若くは孫閣氏と通稀さ

︵七︶窮㍑那′門番として賊を逐蒜ふ紳脾冨つて︑恰も支那の門帥の如く︑この守門脾を書いた紙像を門
戸に貼ることもある︒
ナクシンプチユルカクシ
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六
れる紳垂は後述する如くこの外にもあつて︑それは本来は死んだ未婚の少女の精寒として恐れられ︑済州
特にこれを祭つてゐる閣氏堂といふ空所もある︒

前述せる家宅の諸紳に封しては毎年十月に各家庭に於いて官紀致誠する習俗があつて−この場合には招請され

た巫はこの諸紳の任鹿を廻って︑夫々の紳に向つて皆槻願を奉告する︒即ちそれは成造成願・内堂耽願

耽厩．何問成願等であつて︑通じてこれを告祀疏職と云ひ︑この祭事は真に最も普通に且つ定期的に行はれてゐ

︵べ︶ る朝鮮の巫俗的家祭である︒伺ほ家宅に展する卑小なる紳蛮にはこの外にも︑窓戸を守る女神として門閣氏︑焚

口を守る女神としてリスロング閣氏︑爛突を守る男紳としてクルテ将軍等もあるが．此等はさきの乞粒︑守門賂・

何紳と同様に甚だ低い重任であつて︑その力も弱いもので
が度々家庭に従屈してゐるが︑これは後に述べよう︒

六︑土地亜︒一家の敷地や庭園の主としての紳貞は便宜上前項に奉げたが︑しかし夫等は唯だ一家庭に屈する

限少︑土地に即した紳葉︵甲dg芸er︶の中では寧ろ小なるものであつて．それよ少も更に靡く一洞二軍又は一邑

の地域全憶を支配してこれを守護し︑或は一定の地域に任しながら数多の衆落の信仰を集めてゐるやうな比較的

に廣大な土地の紳霧がまた巫俗の尊崇の封象となつてゐる︒次にその重なるものを掲げよう︒

︵一︶ 土地紳︑城陸紳︑国師．堂山︑本郷紳等の地方紳︒土地紳は単に土紳又は土主とも呼ばれ．観じて一乗

落の土地とその産物即ち土産との主であるから︑謂はば産土紳である︒城陸は度々前者と併祀されてゐるが︑し

J即

に於ける城担の最も原本的な姿ではないであらうか︒勿論城陛の名は支部俸来であつて︑従ってその原意も朝鮮

に偉ってゐるけれども︑それが支部に於けるものとは梢々異つた意義と形態とを以て．しかも朝鮮では二万極め

て素朴な形式を以て規掛れてゐることは︑甚だ注意すべき宗教民俗的事業であるが︑その詳詮は並では省略する︒

城陸紳は伺ほこの外にも種々の場所に任して︑そこの守紳となつてゐる︒例へば或る山岳．道路︑河の成瀬︑

潮の満干する海濱︑水の渦巻く難所︑船穂の頂上などには︑夫々の異名をもつた城隠がゐてその場所を守ってゐ

ヽ

かし本来はその地域の境界の紳であつて︑従つてその境域内の衆落の守紳ともなつたものである︒土地赫を祭る

空所には土紳堂や土主の小飼などもあるが︑それよりも更に大きく且つ盛に奉祀されてゐるのは算に城陸を主神

とする城隠堂であつて︑現今でも中部朝鮮一帯から西脇鮮にかけて︑殆ど全ての邑里にはそれがあるのみならす︑

などに︑往々城陛木

J∂J

トルソンフアン
チエソシフアン れ手ゐる︒今その時に在るものを幌城陛︑石堆のものを石城陛と云はれるが︑思ふにこの形態は少なくとも朝鮮

と累々たる石堆とがあつて︑これをまた城陸紳の任する空所として城隠堂と通稿してゐることは．既によく知ら

必ずしも一定の堂宇のみには限られてゐないのであつて︑かの村里の境や山坂の峠︵pass︶

ブサ
サゾシフアントンダ
南西北の順序で巡絶するのを四城陛過少と云ひ︑そこで行ふ巫祭を四城陸彿と補してゐる︒しかしこの城陛堂は

にその四方に所謂四城隠︵東は紫芝洞又は紅樹洞︑南は牛首槻．西は使臣︑北は同欒亭︶があって︑巫がこれを東

女城陸︵夫人︶とに分たれ︑若くは前堂及び後堂として︑互に封照の調和を以て別祀されてゐる︒京城の如きは算

少しく大きな都邑内にはその東西又は上下︵邑上と邑下︶に相封する二つの城隠堂があつて︑それは多く男城陛と

▲

るっ全て或る地域の城隠はそこの地名を附して呼ばれるのが普通であるが︑一洞︵里︶の城隠は単に洞城隠とも云
朝鮮巫俗の紳統
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木に任し︑従つてその空所はまた本郷堂とも呼ばれ︑上記の巫祭も専ら故で行はれてゐるが︑この本郷紳はさき

てゐる．のも︑全く同様の地方紳であつて︑然もこの紳位は度々さきの城陛木と同じく本郷木と呼ばれる特定の紳

本郷夫人と稀せられる夫婦の神位が︑ま・た村祭としての定期の巫祭例へば都堂賽紳に於いて主紳として奉祀さ

ボンヒヤシ に蹟守紳︶としての洞紳にも．此種の紳塞が甚だ多い︒侍ほ中部朝鮮や臍州島の或る地方では︑別に本郷大紳と

る一の地方的信仰として注意すべきものであつて︑現に鴎魔に見出される所謂地方紳︵−OCa︼gOds特に産土紳並

P−カ仙レ・ピサーフ

に即してそこに君臨してゐることは︑菅に巫俗に於いてのみならす︑靡く朝鮮の民間に行はれてゐる最も有力

関係や祭祀等に就いては倍ほ別に述べることとして︑とにかく二眼に衆落の主として此等の紳位が正にその土地

を以て見れば︑後者は恐らく成鏡造方南からこの地方に後に移入して偉播したのではなからうか︒今この雨着の

屡々これに参興してゐる︒西北鮮の平安道地方には︑城陛堂と共忙国師堂もあるが︑概して前者が優位に在るの

く堂山木があク︑それは恰も城隠木と同様の聖樹であつて︑これを中心として男民は定期に洞祭を執行し︑巫も

タングサン その形態も旨趣も輌者略々同様であか﹂また南鮮には堂山と通秤される里邑の公的な聖研があつ

ケクサタング 於いては︑そ抄城隠堂の代りに特に図師堂︵国師大王又は図師天王を祭る所︶と解せられる衆落の聖所があつて︑

鮮の或る地方では︑全ぺ異つた名稀を以て呼ぼれてゐることである︒即ち吾々の踏査に依れば︑成鏡道の各地に

の一事貫ゼ︑この城陛と大鰻同様の定義をもつてゐる宗教的形式が︑朝鮮の他の地方即ち成鋳造方面の北鮮や

併祀されてゐるのは︑そこに互に共通する性能むもつてゐるからである︒然るに故にまた軋ハ味ある宗教文化圏

はれてゐ冬︒要するに朝鮮の城陛は一定の地域若くは場所の謂はば鏡守紳であつて︑さきの土地紳が屡々これ

八
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︵二︶

山抑又は山葵︒前述せる城隠が山岳殊に鍛山や名山の紳霧とされた事例は少なくないのみならす︑かの

に始組蜜の傭下に奉げた本郷任と勿論相関聯するものである︒
︵七︶

幌城陛の如きもー方ではまた山神とも侶ぜられ︑更に本郷や堂山などもその村落の山上に祭られてゐる場合には．

それはまた屡々山紳でもあつた︒例へば徳物山上の本郷木はその山上部落の洞祭の主軸であるから．それ肘即ち

堂と同じくその村民の公的な共同の聖所であつて︑殊に山神の忌諸に慣れることは村民の最も畏るる所である︒

行される山抑祭は︑巫祭であると香とに拘らす︑それは一種の村祭であり︑且つその山紳堂はかの城隠堂や銅価

くまた一の地方紳であつて．それで事実上此等の神々は各地でよく合祀されてゐるのを見る︒街ほまた定期に執

って︑その例詮は殆ど枚畢に遥ないほどである︒さればこの限りに於いては山帥もさきの土地紳や城隠紳と等し

地方一帯の平野と衆落とをも支配する紳となつてゐることが多いが︑わ酢朝鮮の山神に於いても亦同様の趣があ

から起って︑次いでその山岳をば人格的な紳整即ち山神の任所と信するやうにな少︑更にこれがその山地や山麓

徳物山の神であつて︑現にその相木は山上の高庭にある︒一般に宗教史上山紳は或る山岳自悼む帥垂祓すること
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更にこの神位の一異色はそれが多く猛虎と共に現れてゐることであって︑即ちこの場合に虎は山神の隠者か使者

朝鮮舶俗の紳統

九

とから旭れば常然のことでもあらう︒現在山紳はまた城隠や本郷と同様に夫婦の封偶紳であつて︑その婦紳は山
γギシ
紳マぞフ岩くは山神阿‖ハ氏と稀せられ︑常に大仰の傍に任してゐる︒またこの山軸に魔するものに︑山降大監と

朝鮮に於いて︑これを山神のくehiell−eとし︑又はこれを一の山紳共著とさへ信するのは．その特異な猛威と任所

か又は薬物とされ︑山紳像には必ず貴人の形相を備へた神位の下に虎が描かれてゐるが．古来虎の好産地である

一

朝鮮菰件の紳統

−○

山隆阿只氏といふ封偶紳もあつて．山岳を守護する大監となつて居り．特に徳物山上には．切に軍雄の項に掲げ

更にこの大地を守る大監には地甲氏大監︵これに封して天界を守るものに天甲氏大監︶があク︑また道路

にも道紳が宿ってゐると倍ぜられ．或はかの城陛紳を道路に配してこれを綺泉城陛とも呼んでゐる︒倫ほ特に邑

︵三︶

た上山別軍堆や上山大監がゐて︑共にその巫山を守る紳嚢となつてゐる︒
タカツナシ
キルシシ⇒サリナシ

地に屠する基主に︑播種や除草や耕作を監督する種々の異名をもつた基主もあるが・此等は何れも如くして低い

の由轟から見ても成造が邁笛であると息ふ︒
ハンチエ 成法の賽紳に歌はれる巫歌﹁戌造デュと﹁葉帝ブヱとに詳しく描克きれてゐる︒

成造はまた成主著くは城主に作られてゐるが︵李能利﹁朝鮮巫俗考﹂第十八草十こ︑巫歌に述べられてゐるこの紳位

道教の請紳と合祀されてゐる︒

梓劫彿を中心として翠菅︑阿輔︵陀︶彿︑然蛭俳︑光明俳・紬勒彿︑大世︵勢︶至︑地顔等があつて︑しかも此等は

AsiPMajOr−く○−●畠T Fasc．︼●−慧声

か︑る巫瓢の停託については︑秋葉隆﹁朝鮮巫瓢停詑﹂︵難詰﹁朝鮮﹂夢二官十大眈︶参拍︒

神位である︒︵未完︶

旺
（
（

一七三 プく 五

拙論﹁朝鮮巫俗の聖断﹂︵日本の宗教嬰九九頁以下︶参照︒

前褐朝鮮好俗考第十七草参照︒

︹附記︺ 本篇k帝関学士院の補助に依る朝鮮躯件の研究の一部である︒
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宗教的批判の根本義
▲

宋数的批判の根本義

久

掩

眞

一

に夜船したものの如くである︒何となれば︑宗教は一切のものがそれに基づき︑依廃し︑辟する究極なるもの﹂

って科挙の遥命や︑社食国家の危機を批判するやうになつたとすれば．少くとも宗教白身としてはその本釆の位

から︑或は国家社台の立場から観察され・︑批判され来ったのであるが．今や賓主．能朗その位を換へ︑宗教が却

批判の仕方に度々遭遇するやうになつた︒中世は兎も角︑近世は︑宗教は受動的であつて︑或は自然料亭的立場

教と日本精神だとか．基督敷から観た囲家政合だとかいふやうな︑一見︑恰かも宗教的と思はれる観察の仕方や

近頃︑宗教復興とか︑沸教復興とかいふことが世上に喧偉されるにつれて︑俳軟から観た非常時局だとか︑沸

題について故に少しく考へてみようと思ふ︒

判が構成されるであらうかどうか︒もし構成されるとすれぼ︑それはいかなるものでなければならぬか︒この課

構成して居るのであるが︑宗教的批判にも．かかる他に還元せられざる固有な規範と封象とがあつて．瀾自な批

これ等の三つの批判はそれぞれ．互に相還元せられぎる固有な規範と封象とを有って居つてー各々猫自な批判を

判︑即ち︑串間的批判︑道徳的批判︑塾術的批判などとは本質的に異ったものとして特に成立し得るかどうか︒

宗教的批判とはいかなることでなければならぬか︒宗教的批判といふやうなことが︑吾々が日常行つて居る批
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一二

組封なるもの︑超越的なるものであるから︑他のものを批判こそすれ︑他のものから批判さるべきものではな小

との主張が宗教自身には本質的に含まれて居るからである︒併しながら︑今日行はれて居る所謂宗教的批判なる

ものは︑果して眞に宗教的批判であるといひ得るかどうか︒囲家や統合を宗教的に批判するといふが︑国家や社

食をどういふ規範によつて︑どういふ凪に批判するのであ．るか︒唯名のみ宗教的であつても︑その批判の立場が

道徳的な立場ど賓質的に何等異るところがないならば︑特に宗教的とはいはれ椅ない筈である︒闊家を宗教的に

批判するといふならば︑道徳的な立場とは異った猫自の立場があつて︑その立傾に﹂止って査されるのでなけれぼ

たらぬ︒俳敦聖典とか︑基督教聖典とかの中に詮かれて居るところに基づいて批判すれば恰も宗教的であるかの

如く通常児はれるのであるが︑たとひ聖典所詮に基づくとも．唯それだけで竺廣的であるといはれない︒もと

より盈興は宗教的なるものをその本質とする牒のであるから︑その本質の上に立っての批判は宗教的であるに相

違な叶︒併心・聖典の中に搾㌧シュライエルマッヘルなどもいつて居るやうに・宗教的なもの以外の牒の︑即ち

草間的なものや︑道徳的なもめの爽雑を免れない︒もし批判者が．聖典に本質的なるものの上に立たすして︑こ

の爽雑物の上に立つならば︑聖典朗読に基づくとはいへ︑その批判は宗教的ではあり得ないのである︒のネなム

す︑かくの如きは．聖典をして聖典たらしめるところの聖典の本質に基づかぬものであるから︑厳密な意味では

聖此ハ所説に基づく批判とさへいへない筈である︒聖典所詮に基づくとれふ以上は︑聖典の本質に基づくのでなけ

れぼならぬ︒然らざれば︑聖典を蹴らすも道徳的なるものに彪し．聖典の本質を昧却し︑聖此ハの有つ猫自なる意

義を没却し︑終に牲示教を撥無し︑道徳に還元するやうなことになつてしまふであらう︒徒らに時流に追随し︑椎
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■

力に阿附し．教法をそれ等の暁使に委ね︑聖此ハをそれ等に気に入るやう役立つやうに歪曲して解樺する如きは宗

宗教的批判の根本義

は庶民に至るまで件数に辟伏し発つたのでるる︒俳教の存在根援は全くこの目的のところにあるのであ

専らヱlの目的の為に俳は出世⊥︑との目的の為に偶数が流布せられ︑この目的の為に提千年来︑上は王侯より下

ある︒解脱は人間界の有漢︑簡展を月的とするものではなくして︑むしろ人間界の棄揚を目的とするも

い︒併教の第一義的功続は数千年来︑凍多の人を解脱せしめたことにあるのである︒解除は人間界かち

七直接目朗とせざる俳数的信仰に基づく第二義的派生的なものである︒俳教の第一養的功績は国家的功

る如せも︑彿教を誤解せlしめ︑彿徴を毀損するものと小はねばならぬ︒国家に封する件数の功績は︑国儀の輿俸

封する俳教の功績を力詮するの飴少︑併教には恰かも．国家的意義以外の意義はないかの如く人をして思はしむ

教の本質を没却し︑沸教の根本目的を忘却するものであるといはねばならぬ︒たとひ忘却せざるまでも

もしも件数者が︑専ら観衆の蟹展︑文化の創造に寄興すること以外に件数の目的はないと考へるならば．彼は併

を誓願し七居るやうである︒俳教者のかかる態度は︑その限りに於てもとよ少爪冨芸ものであらう︒併

文化の創也に参興したかを力詮し︑国家に封する彿教の偉動を誇少・賂求も亦国道の興隆に全力を傾注

近来︑民族精紳又は国家精神の勃興につれて︑件数者はしきりに︑件数が千飴年来いかに国家の牽展

判に．無自覚に．何事をも妄少に批判する如き㊦亦憤しまなければならぬことである︒

撃すべきことであるのはもとより︑宗教はいかなる立場から・いかなる封象を批判すべきであるかに閲

教の節操︑斡持を忘却し︑一人生に於て宗教のみが措督し得る重大なる役割を自ら放棄するものとして
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一四

であるから︑俳教の本質的関心はJ人間界が︑況んや閑寂がいかに向上頚展するかにあるのではなくして．人間

界がいかに乗揚されるかにあるのである︒随つて︑故に叉︑俳数的批判の根本義がた骨ればならぬ︒即ち人間薬

揚の立場から．人間が解脱的であるかどうかを批判するのが︑俳数的批判の本質でなければなら氾︒唯︑人間の

立場に立って︑人間の賂史的敬展を顧慮し．批判するのみならば︑俳数的批判とはいはれない︒もしそのやうな

批判ならば︑道徳的批判と何等樺ぶところないであらう︒件数的批判と道徳的批判との異るところは︑後者がど

こまでも人間的立場に立つに反し︑前者が人間菓揚の立場に立つところにある︒俳数的批判のみならす︑虞の宗

教的批判は皆．この人問乗揚の立場に立つものでなければならぬ︒併し︑人間の乗揚とは︑抑もいかなることを
いふのであるか︒

通常︑人間が人間を粟揚するといふやうなことは考へられないかも知れぬ︒人間はどこまでも人間であつて．

人間が人間を棄揚するといふやうなことは不可能である︑宗教は人間を棄揚することではなくして︑むしろ︑人

間を完成することであると．或は考へられるでもあらう︒併しながら︑人間棄揚の自覚は宗教意識の根本事貫で

あつて︑この自覚なくしては宗教は成立しない︒宗教は︑人間的に自なるものが︑絶封的に他なるものに粟揚さ

れることによつて始めて成立つのであつて．人間的に自なるものが保持される限少︑それがいかに完成したと考

へられるにしても︑宗教は成立しないのである︒件数の自力宗の如きは︑恰かも自己の完成︑眞の人間の成就が
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宗教であると考へて居るかの如くであるが︑その謂ふところの完成されたる自己︑もしくは眞の人間は︑人間的

に自なるものの保持︑完伐によつて成立つのではなくして︑却って︑その犬死によつて成立つものである︒況し

■

て︑他力宗或は基督教の如きは︑入閣的に自なるものを棄てて︑転封的に他なるものに膵伏することなくして

宗教的批判の根本義

があるヤ近世に於ける宗教の意識的否定︑聖息識否定︑或は宗教の歪曲は︑多く人間中心主義に因るのである

下忙さへも︑聖典が解消されることが往々ある︒人間的自覚の山JL場に立つ人間中心主義的な人々にはこの危険性

の下に宗教を解滑すを危険性さへも赦して居るのである︒聖典批判︑解樺の名の下にどころか︑聖典俵腰の名

い軋れない︒悟って．かかる運動によつては︑眞の意味での宗教の復興は期待し難いのみならす︑宗教復興の名

それであるから︑かかる意固の下に起された運動は︑宗教的と日柄せられても︑厳密なる意味では宗教的とは

何等貫なき単なる虚名になつてしまふであらう︒

らば︑宗教は唯︑草間︑道徳︑牽術の級括的異名に外ならぬことになり︑結局︑宗教はそれ等の中に解滑され

替衝と比較して︑何虚に︑特に宗教的といふ意義が認められるであらうか︒もし宗教をかくの如きものとする

ょって意観された．ことであるが︑もしもかやうなところに宗教の虞の意義がありとするならば︑拳闘や︑道徳や

思ひつきさうなことであり︑叉．近世的人間には受容れられ易い考方であつて︑すでに礪逸新カント派の人々に

向つて斉践的に行動することを宗教的行と考へ︑そこに宗教の虞の意義を見出さうとする意固は近世的人間に

ることを信すること吏示教的信仰と考へ︑その囲を貰現せんと念することを宗教的念断と考へ︑その圃の算現

求と考へ︑こ伊要求よりその完成ざれたる世界を推論し・それを紳の囲と考へ︑未来に於て必ずその囲が貫現

に自なるものの保持．完成藍息味するに過ぎぬならば．それは宗教ではない︒虞︑華美を人間の客軌安富的贅

成立しない︒維々︑宗教は地上に紳の図を建設することであるといはれて居るが︑もしもそれが︑唯単に人間
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人間中心主義的立場からは宗教は理解せちれるも．のではない︒宗教の眞の復興はまづ︑この近世的人間中心主養

わ啓蒙樽向かち始められなければならぬ︒この意味に於て︑褐逸の危機紳畢の如きは︑宗教復興の眞の意義を把

捉して居るものと・いはなければならぬ︒叉近頃︑西洋の宗教野草者の問に︑宗教の非合理性を高調するものが多

くなつたことも﹂近世的人間中心主義から宗教を理解することが雀宮でないと認むるに至ったからに外ならな

いヰ最近︑猫逸に於ける形而上畢の勃興も．取カヤうによつては︑人間中心主義からの時向を語るものであると

見られぬこともない︒宗教む現代的に解樺し︑．大衆に理解し易からしむる為に︑宗教を合理化し︑宗教は人間の

完成︑文化の算現に外ならぬかの如く詮くの旦︑角を矯めて牛を殺すの類である︒人間理性によつては割切れな

いところ︑即ち非合理性に宗教の本質的要素があるのである︒合理的に割切ってしまふといふヱとは︑宗教の理

解ではなくして宗教の解消である︒宗教の存在を知らしむるには︑その割切れぬ非合理性聖不さねばなちぬ︒合

理主義的な近代人が︑危機紳撃といふやうなむのを樹立するに至つたのはlこの非合理性に撞着したが鳥であ

㌃︒この非合理性に撞着することなくして︑宗教復興を叫んでも︑一それは単に人間の文化運動に終るであらう︒

宗教は人間文化ではない︒通常︑宗教政人問文化の一現象であると考へられて居るが︑宗教は人間文化に轟きる
ものではない︒宗教は人間文化の及ばぬ超越的領域を劃するものである︒

従来︑人間文化の四型態として︑草間︑道徳︑華術︑宗教が数へられ︑それ等に該督する文化慣倍として．異

音︑芙︑聖の四つが奉げられ︑或は分立的に︑或は位次的に列べられて居るが︑宗教を文化の一型態とし︑聖を

文化債値とすることは︑宗教の非合理性の認識を快く為に起ることであつて︑安嘗なことではない︒裁で少し∴示
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教の非合理性に就て述べて置かねばならぬが︑私は︑宗教的非合理性は．オットーなどのいふやうな意味のもの

ではないと思ふ︒オッートー・が宗教の非合理性を詮いたことは富に同感に堪へない︒併し．彼の謂ふと上ろの非合

理性は︑草間的理性或は道徳的理性からは理解出来ないといふに過ぎないのであつて︑そこには人間的に理解で

きないといふ意味がない︒私は︑宗教的非合理性といふことは︑人間的に理解でせないといふ意味でなければな

らないと思ふ︒オットーのいふやうな非合理性は︑人閣内の或る一つの立場が︑同．じく人間内の他の立場を理解

することができないといふことに過ぎぬこととなる︒それならば．宗教は串間や道徳とは異った規範を持つl文

化現象であるといふに過ぎぬのであつて．宗教は人間を超えた立場であるといふ意味はないことになつセしまふ

やあらう︒尤も．オットーもぞ︑︑ノ﹂ゼは超世界的性格を持つて居−るとはいつて居るが︑ヌミノーゼが人間意識

の一状態であると考へられて居る限少︒人間を超えるといふ宗教的意味が十分に把捉されてゐない︒宗教に於て

人間を超えるといふことは︑人間の感情状態や意識状態であつてはならない︒人間を超えるといふことは︑人間

的でなく唸ることでなければならぬ︒オットーに於ては．超越といふことはー超越することではなくして︑超絶

といふ意識或は感情である︒併し︑宗教の超越は︑超越の意識ではなくして超越することでなければならぬ．︒故

にオットーの∵宗教に封する心理皐的もしくは人間畢的歪曲があるとい牲ねばならぬ︒それであるから︑私は﹂示

教の非合理性とは︑人間内の或る︼つの立場が他の立場から理解できないといふことではなくして︑人間的に理

解できないといふことでなければならぬと思ふ︒即ち︑宗教の非合理性とは︑人間に取って全く他なるものとい

ふことセなければならぬ︒全く他なるものといつても︑唯︑通常見なれぬ奇異なものといふやうな意味ではなく
宗教的批判の根本義
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一八

して︑人榊に封して全く他なるものといふ意味でなければ査らぬ︒かやうにして∵宗教は人間の文化型態ではな

い︒染も亦同様に．文化的債似ではない︒聖は︑往々考へちれる如く︑眞︑華美の絶封化でもなく︑叉︑それ

等と分立的に成立する別種な慣他でもなくして︑人間的ならざる横倍である︒

上米︑私は∴ホ教は人間の乗拐であるてと．即ち．人間的に臼な︑るものが︑絶封的に他なるものに棄揚される

ことでなければならぬことを論じて釆たが︑この人間の薬揚とはいかなることであらうか︒人闘といつても︑

々に考へられるであらうが︑故に私のいふ人間とは︑一重鰻としての人間︑即ち︑全人的自著皇息味するので

る︒この全憬としての人間は︑人間の本質ではあるが︑日常は明瞭に覚せちれないで︑生死の際に臨んで最も

瞭に覚せられるものである︒人間が存在するといふ眞の意味は︑この金牌としての人間が存在するといふことで

あるが︑このものの非封象性の故に︑日常は吾々に覚せられないのである︒吾々は．日常︑封象的に在るものを

存在と思ひ慣れて居る︒これは︑吾々には︑封象的に在ろものが最も知られ易いからである︒それであるから︑

最も封象的である感覚的なものは︑吾々が日常存在と児つて居るものの大部分を占めて居る︒封象的なる庵のが

その人の存在と思って居るものの全部を占めて居るやうな場合には⁚人間といふ㌻のは全く萩ひ隠されて居る

肉恨的︑生理畢的人間の外に人間がないと思つて居るやうな人には︑人間は覚せられないで居る︒肉憶的人間

封象的であるから人間ではない︒人間は封象とな少得ないものであ鳥肉鰭的人間に生命があると思って居る人

は︑生命の魔の意味を知らない人である︒生命は封象化せられるものではない︒往々．内懐的生命といふやうな

ことをいふが︑これは全く無意味である︒生命は封教化されない人偶のみが持つものである︒封教化されない

Jββ

聞といふことと︑生命といふこととは同じ事柄の異つた言表はし方に過ぎない︒精紳的存在といふやうなもの

は︑感覚の封象ではないが︑なほ封象的である限り︑人間ではない︒精鋼的人間といふやうなことも．なほ人間

宗教的批判の根本義

ヽr

ば︑又︑婆術的の問題でもない︒全く︑金牌としての人間の問題である︒併⊥︑もしも草間的立場からいふなら

かる意味に於てでなけれぼならぬ︒この生死の問題は︑草間的の問題でもなければ︑道徳的の問題でもなけれ

て．生死の問題が重要視せられ︑生死を諦らめlることが彿教の根本轟ででもあるかの如くさへいはれるのは︑か

契機は︑心理単著のいふやうな心理畢的なものではなくして︑かかる意味での生死でなくてはならぬ︒彿教に於

宗教は︑かかる意味での生命の生死︑人間の存否を︑唯一の人間的契機として成立するのである︒宗教の人間的

ない︒

死は︑生命の生死の単に或る一つの契横に過ぎない︒尤も．それは重安なる契横ではあらうが︑唯一の契機では

は首然なことである︒この生命の生死は︑通常いはれて居る死の場合に成立つとは限らない︒通常いはれて居る

がない︒生命が生命の生死の際に臨んで最も明瞭に愚せられ︑人間が人間の存否の際に最も明瞭に覚せられるの

間に於てのみ成立つものである︒封象的なるものの生死は一生死ではない︒生命のないもの化生死のあれよう筈

は︑肉醍的人間の生死でないのはもとよ少のこと．精神的人間の生死でさへないのである︒眞の生死は．虞の人

で︑只覚せられるのみである︒この覚が︑生死に臨んで最も明瞭に成立するのである︒生死といふが︑この生死

いはれない︒人間存在は封象的に知られるものではない︒それは．封象的に知られるといふこととは異つ窒息味

の本質を詮はすものとはいへない︒精神的有産の外に存在を知らなや人も︑この意味で人間存在を覚した人とは
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ば︑故に論琵矛盾の極致があり︑道徳的にいへば︑芝行語デイレノ

に情意的苗の頂鮎があるのであるが︑これ等が別竃あるのではなくLて二管してあるのである︒このr

管しての︑究極的矛盾︑デイレンマ︑苦悶が・人間の本質で雪︒芸

即ち︑豪は︑生死的人間の棄揚であゎ1生死的生命の死で雪︒生死的生命の死笠命の死ではない墓死か

らの死である︒生死からの死は︑生死の解警ある︒生死からの僻賢
外に出ることである︒欝︑人間的自著に対して∵尼封他者が成立つ

して全く他なるものであつて︑人間的自著の震ではないが︑・人間的自著が死んで−それに於て警といふ鮎に

於て︑抱封他者的なものであつて︑しか豊︑宴的性格畏つものであ
ゎ︑常に死によつて脅かされて居るが︑棄揚されたる自著は無生死

ら︑叉︑絶封的自著ともいへる︒それであるから−豪的嘉は一挺封他者即絶封暑である︒欝−文・宗教

的非合還の合翠性︑範封他律の自律性が認められるのである︒義の本質峰J鱒野他者両に於て執られ︑霊

性は︑絶封自著南に於て基礎づけられるのである︒かやうに︑宗警警ことに於て︑私はl豪的批判といふ

やうなことは︑転封他者から人間的自著を批判することでなければ

から︑棄揚される人間を批判することでなければならぬ︒即ち一重人的人間の批判が宗教的批判であるJ
︵詳論セきなかつた鮎は他日を期することとする・︶

Jクヰ

彿数偉来に関する説話とその背景︵上︶

原

田

敏

明

我が闘に於ける件数の俸釆に就いては︑知らる1如く日本書紀に於いては︑欽明天皇±ニ年十月′の備に︑百済

の聖明王が使を追はして俳像経巻を奉献したとあるのが︑その初見ではあるが︑これを上官聖徳法王帝詮や元輿

寺縁起によると︑年次の上にも多少それと猷顔するところがあるので︑もとよりその何れが正しいかは厳密には

殆んど決定日架かねることでもあるが︑少くとも書紀そのもの1俸ふるところにも亦た︑それが果Lて鮭史革質
とtてどの位の債倍があるのか．それかちが先づ問題となるのである︒

ヽ．′

殊忙これを︑次の欽明天皇十五年二月の條に記されるところと比較封照するとき．一雨者には同時に信用するこ

との出来ないものがあるやうに思ふし︑更に叉∵既に藤井顛孝氏が明かに指摘してをられるやうに︑百済の聖明

彿数停死に関ナる論詰とその背景

かくして他の記録の所倦は今しばらぐ措いて︑書紀の欽明天皇十三年の記事そのものは︑種々の粘から果して

叉その常時の記録によつたものでないことは云ふまでもない︒

は文武天皇大安三年に轟将によつて課せられたものである鮎からも︑少くとも此の上奏文が聖明王の語でもなく

点や四天王詮固品から借り用ひてあるといふ事箕は︑その金光明景勝王粧が唐の則天武后の長安三年．我が岡で

王が俳像経巻の外に︑別表を奉ってその流通鰻丼の功徳を讃した上表文の文句が︑正しく金光明最膵王経の薄重

l
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彿故伸米に関する詑話とその常食

ニニ

どれだけの膝史的革質をその根底に持って凍るか︑甚だ疑はしいことになるが︑併し同じ嚢紀の内で⑥孝徳天皇

大化元年八月努卯の竹尾に封すゑ紺勅によれば︑仮令︑欽明天皇十三年といふことは書紀の紀年に疑を差し挟む

限り必ずしも信じ難いにしても︑少くとも書紀記録の編纂された昔時までに︑或はその材料となつたもの1成立

したまでに︑百済の閲王が彿法を我が闘に惇へたと信じられて釆たとせねばならない︒

かくして書紀の記すところ︑その聖明王の上奏文は云ふまでもなく︑欽明天皇十三年とレふ年代も甚だ疑はし

い記事といふことになるが︑更に此の俳教の倦来に伴つて物語られる種々の記事打ついても︑果してそれが亭貫

に基づくものであるか︑それとも寄算そのま1で無いとすれば︑如何なる棍援によつてか1る記事が構成された

か︑それらの鮎に就いても考察することが肝要であらう︒
先づ日本書紀では．欽明天皇十三年の彿数倍釆の記事に引績いて︑

是日天皇聞巳︑欺青銅躍︑詔使者云︑験椎骨釆︑未曾得聞如是欲妙之法︒
とあ少︑厳に︑
●

然朕不自灰︑乃藤間群臣日︑西春厭彿︑相貌端厳︑仝未曾看．可穏以不︒
と記されたのに封して．蘇我大臣栢目宿捕は奏して︑

西春諸国一骨柏之︑豊秋日本豊猫背也
と謂ってをるが．それに封して物部大連尾輿︑中臣連銀子の二人は共に奏して︑

我閲家之玉大下着︑恒以天地酢稜百八十紳︑春夏秋冬∵祭拝盛事︑方今改禅蕃紳︑恐致固仲之怒︒
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0 と謂ふ︒爾来︑車体と排俳との辞が蘇我氏と物部中日両氏との聞の政治上の勢力の寧と閥聯して物語られて居る

した︒故に物部尾輿と中臣銀子とは奏して︑
昔日不須臣計︑致斯病死．一今不達而復︑必常有慶︑宜早投棄︑勤心求後編
といふ︒こ1に於いて天皇もこれに従はれたので︑
彿致侍水に関する託話とその背景

二三

を⊥て縫拝せtめられた︒桁目は向原の家を寺として百済王の節すところの俳像を安櫨した︒然るに疫病が流行

即ち欽明紀の物語についていへば︑先づ天皇が奉俳と排併せその何れにも決定Hi爽す︑終に試みに蘇我の稲目

中臣膠海との問に於いて物語られてをる︒

皇紀では蘇我稲目と物部尾輿並に中臣銀子との問に於いて物語られ﹂叉敏速天皇紀では蘇我馬子と物部守屋並に

そこで今暫らく蘇我氏と物部氏との寧に関する書紀の記事を吟味して行くと︑大鯉から同様の寧ひが︑欽明天

に兆して起り得たか︑それらの鮎についても問題があるやうに思ふ︒

評が︑五に閥聯した鮭史寄算であつたかどうかも問題であ少︑殊にか1る宗教的な闘争が︑年代的にか1る時代

書紀に物語られるが如きものとなつたのでもあらケが︑併しそれにしても︑か1る宗教的な闘争及び政治的な闘

物部及び中臣両氏との問に確執の存したことも考へられることであるから︑或はそれらの事貫が根底に存して︑

移サ壁すつ1ある時代に︑部族的な政治上の率ひが起るのは自然のこ4でもあゎ∴かゝる意味に於いて蘇我氏と

考へ得ることであク︑更に常時の我国の社食状勢から見て︑部族制度に基づく閲家から集椎的な統一的国家へと

もとより二つの宗教が相接解する場合に︑その間に何等かの形式で多少とも闘争の起るといふことは︑これを

J97

彿敦停爽に関する籠話とその背覚

有司乃以俳像︑．流乗難波堀江︑復縦火於伽藍︑焼燥更無飴︒
とあ少．その結果については．
於是．天無風宰︑忽災大殿︒

と記してある︒

次に敏達天皇紀では︑その十四年二月の保に︑前記をうけて︑蘇我大臣馬子がその父の祀るところの俳紳の崇

によつて病にか1つたので︑天皇は詔して父の紳即ち併像を祀ることは許された︒馬子これを絶拝した︒然るに
疫病が流行した︒故に物部弓削守屋大連と中臣膠海大夫とは奏して︑

何故不骨用臣言︑自考天皇及於陛下︑疫病流行︑国民可絶︑豊非事由蘇我臣之興行彿法欺︒
といふ︒こ1に於いても天皇は叉これに従はれたので．

物部弓削守屋大連︑白話於寺︑据坐胡床︑析倒其塔︑縦火熔之︑並焼俳像輿俳殿︑眈而取所焼飴像︑令乗難波
掘江ク
とあ少︑その結果については又︑
是日無実風雨︒
と記してある︒

この二つの物語には極めて類似した鮎があ少︑或は雨着の根祇に夫々別個の歴史的事算が存したかも知れない

が︑併し難波堀江が地理的に見て疑はしいことや．其の他此の二つの物語の非現箕的なこと及び斯似してゐる鮎

▼
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＿

り については︑既に津田左右吉博士も詳論されてをるところである．

殊に役者の物語に於いて︑馬子が特に穏俳の勅許を得てをるとする如きも．それより以前︑敏速天皇十三年の

偶数停亦に関する乾託とその背景

臣膠海連︑逮詔議日︑何背固紳敬地神也︑由来不識若斯事実︒蘇我馬子宿捕大臣日︑可随詔而奉助︑託

長日得病︑還入於官︑群臣侍焉︑天皇詔群臣日︑朕思欲辟三賓．卿等儲之．群臣入朝雨読︒南部守屋大連輿中

四月の備によると︑

而して更に用明天皇紀でも亦た︑以上奉げたところと大憶に於いて同様な記事が記されてある︒即ちそ

語が︑少くとも書紀編纂の常時に︑既に稜々に倦へられてゐたとしなくてはならない︒

とあ少︑之れらから見ても︑蘇我氏と物部氏等との争に閥聯して︑奉俳と排俳との寧及び俳寺の破却と

戎本云︑物部守屋大連．大三輪逆君︑中臣磐余連︑倶謀城彿法︑欲焼寺塔並案件像︑馬子宿細評而不従︒

た︑

かくて格子は禁銅されたる三尾を講受けて．新たに精舎を蕾んで供養したとあるが︑そのところの分註にも亦

試令繕拝﹂上云ふのと願似した内容を持つ︒

詔して﹁汝可猫行俳法︑宜断飴人﹂とある如き︑さきに奉げた欽明天皇紀十三年の條に︑﹁宜付情願人

倍ほ且つその後︵敏連天皇紀十四年六月の條︶馬子の病未だ癒えす︑更に三貸の力に依らんことを奏した時

鮎と封照すれば．これを単に孤立した物語としない限り︑そこに矛盾するところがあるのである︒

保に既に馬子は新羅より訝した俳像を祭少︑宅の東方■に俳殿を経営して瑚勒石像を安置し大倉設癖を

Jβタ

件数停殊に関する設託とその背景

二大

とある︒こ1にも亦た蘇我氏と物部中臣両氏との畢及び奉彿排俳の寧が繰返されてをるのであるが︑これによる

と．その封立する人物に於いては敏速天皇紀十四年二月の條に記される寧の時に一致し︑その固紳と他紳との封

正に於いては欽明天皇紀十三年十月の保に記された囲紳と蕃紳との封立に相類似してをると云ふことが出来る︒

かくの如く︑彿教俸釆に伴ふ奉彿排件の寧と︑蘇我氏物部氏等の撃とが︑何回も類型的に繰返され︑又は多少

の異俸が別に存するといふことは︑か1る物語そのものが︑果して夫々︑慶史的事貰を示すものであるかどうか

を疑はしめるので︑少くともその何れかは最も多く潤飾されて︑却って膝史的事貫を語るもので無からうと考へ
ることが︑必ずしも不穏首では無いと云ってよい︒

而してかく鮭史事貫が談話化されて行く過程に於いては︑多くは新しい時代から古い時代へと︑その慶史事貰

が物語化されて行くのであるから︑或は此の場合の如く︑何回も繰返される類型的記述に於いては︑その最も新

しい時代の記事が︑最も歴史的債値を持ったものであ少︑古い時代の記事ほど寄算は却って新しい時代の構想で
あるかも知れない︒

但しこれを上官聖徳法王帝詮について見ると︑蘇我物部両氏の率彿排俳に関する軍は︑唯だ一同に限られてを

少︑而かも日本書紀に較べて云へば︑その干支に於いては多少相達するがその第一同の寧︑即ち蘇我宿目宿踊大

臣と物部尾輿との寧のみを蓼げてをり︑馬子大臣と守屋大連との軍に就いては四天王寺建立に閥聯して物語られ

βαフ

てをるに過ぎない︒

此の鮎からは︑或は以て‖本書紀に於ける詮話の重複を許するどいふことが出水るかも知れないがlそれにも

●

均Lて︑法王帝詮の記すところが︑少くともこれらの箇所に於いては︑日本書紀の記すところよ凋も黎珊されて

を少︑且つ要約されてをるともいふべく．而かも日本書紀に於いて類型的に反復され異俸さへあるものを︑その

内でも第一同の物語に膵一してをるところにー却って資料そのもの1新しさが示されてをるといふべきであらう︒．

件数停非に隅ナる説話とその甘食

叉然らば如何なる事情が︑か1る朗寧の詮託を蟄展せしめたかといふ問題が考へられねばならなくなる︒

その常時の配合状勢︑殊にその㌫教との閲聯を明かにすることによつて一盾確かめられ得ることであれ︑かく

辞といふやうなものは無かつたといふことを暗示するものとも考へられないことは無い︒而してこのことは更に

が︑叉或は彿教初俸の常時乃至それに揖く早い時代には︑彿法に封してこれを排斥するやうな︑所謂奉俳排件

これに封する排件のことに解れてゐない︒もとよりこれはその資料の性質から来る結英にも依ることではあら

而かも此の路般皿銘と光背銘との何れに於いても︑専ら伊奈米︵朽日︶大臣と有明子︵馬子︶大垣との崇俳を記して

う0

すところがそのまゝには信じ難いとしても︑恐らくはそれに耕した寄算がその偵抵に存したとすることが出水よ

限少︑既に早くから俳教陪乗に関する百済国王の閲興が信じられてをつたと云ふべく︑而して恨命日本書紀の記

及び樺迦像光背銘の現物が迭して今存しないにしても︑元輿寺伽藍縁起そのもの︑及びその記すところを倍する

明天皇の朝に百済国正明王︵又は明宝︶が俳法を初めて俸へたといふことを記してをるので︑仮令上記の露盤銘

抱囲年に常る元輿寺路盤の銘や︑叉︑已巳年即ち推古天皇紀十七年に昔る元輿寺樺像光背銘といふものには︑欽

併し︑此の法王帝詑に依らなくとも︑叉更に元輿寺伽藍縁起に引くところによると︑既に丙辰年即ち推古天皇

j妙J

彿敦侍来に関する認識とその背骨

二八

然るに又︑これらの寧ひの記事が磯めて詮話的のものであ少︑Hその棍抵に如何なる膝史事案を持つか︑甚しく

疑はれるにしても︑既に指摘したやうに日本書紀に於いても孝徳天皇大化元年の詔の内に︑欽明天皇十三年俳教

偉釆と．1それ．に伴ふ両氏の寧を反省⊥記録してをるところからすると︑．か⊥る事貫もしくはそれに閲する考は︑

養老四年頃までといふよりも︑ 一骨早く︑恐らくは孝徳天皇朝を飴り隔らす．而して書紀編纂の始めとも考へら
れる天武天皇の頃までには︑かく信じられてゐたものであらうと考へる︒

それと周時に︑日本書紀の欽明天皇十三年彿教俸凍の記事に続いて︑同十四年五月の條には︑

河内国富︑泉郡茅停海中有梵音．靂響若宵馨︑光彩晃曜如日色．天皇心異之．連添連直入海求訪︒是月︑溝壇

直入海塊見樟木浮海玲瑞︑連取而献︑天皇命喜エ．造俳俊二謳−今昔野寺放光樟像也︒

とある如きも∵之れを直ちに歴史的事算とすることは出来ない︒恐らくは富野寺即ち比蘇寺の縁起を語るもので

あらうが︑津田左右吉博士はこれを恐らくは高伶倦の慧速及び慧連の條に見える漁人が海中で阿育王像や俳光な
ヽ′
ヽ′

tU どを得たよいふ話を粉本上して作られたものであらうとせちれる︒而して此の詮託と極めて類似したものが．粟

異記上巻倍敬三賓得現報第漂見え各

此の月本書紀と寝具記と∵両者塩芸詮話内容を比較すると︑書紀では欽明天皇十四年となつてをるのが︑垂

に見える蘇我馬子と物部守屋との寧を複合してさへをる︒侍ほ又書紀では使者の名を溝遽直上記して居るが．．整

．異記では敏連天皇の御代となつてをる︒而して記述は一骨精密となつてをる上に︑更に敏韓天皇十四年二月の保

異記では大部屋栖古を遣はしし︑叉水田直︵又は底水田とも記す︶をして俳像を彫刻さしたことになつてをる︒然

欣遁

．

るにこの水川直といふのは書紀敏速天皇十三劉九月の備に・

是歳︑蘇我馬子宿補講其彿俊二謳︑乃遣鞍部村圭司馬連等∵池連直水田︑使於四方訪尭修業軍式焉

一点子宿輔︑池連氷出∵司馬達等︑探信触法︑修菓不僻︒．馬子宿棚︑亦於石川宅修治俳殿︒俳法之初占姦而作︒

終牒に︑

に︑同﹁のもの⊥重複んた記事では無からうかといふことを暗示してくれる虻のは．その敏連天皇十三年の傭の︑

簡便叉敏速天皇紀と欽明天皇紀上の沸教に関する記事が︑単に並行異型的のものであるのみならず︑それ以上

はその間に直凄の関係が存するのであるかも知れをい︒

聞此は並行にして而かも類型的な要素が存すると云つてよいので︑か1る見地からすると︑この鮎の類似にも或

てをられるが︑さなきだに﹂欽明天皇紀十三年の件数偉釆の記事と敏速天皇紀十三年及び十四年の件数記事と

天皇紀十四年の溝遼直をフケノベノアクヒ﹂一と訓むべく︑又蛮異記の水田直を氷団直の誤りであることを論じ

とあるところの地産直水田と何等かの関係があるやうにも考へられる︒これについては欧化平子鐸嶺氏は︑欽明

鹿追

といふ記事である︒先づその最後の文句︑即ち﹁彿法之初︑自生而作﹂といふことは︑これをその前後の記事

対照せし働て見るとき．多少標昔を快く文句となる︒書紀の記すところで．は︑これをその梗概について云へば・俳

法は欽明天皇十三年に俸解し七崇併排彿の評を起し︑■遮に俳像寺院を破却するk至甘．叉敏捷天皇の十三年に至

って再び崇彿のことあ少︑・同＋四年に至つて更に排件の論が膠を得て俳條寺院の破却となつて．をる︒これらの記

悌敦停亦に謝する詑託とその背骨

辛から考へても︑欽明天皇十三年を指しおいて．︑特に敏速天皇十三年を以て﹁彿法之初﹂とせねばならない事情

▲

悌教停本に関する論詰とその背景

のやうには︑そ1の前後の記事が記されてゐないと云ってよからう︒

併しこれを今更に敏速天皇紀十三年の僚め記事全憶について見ると︑高定借凛健む師として三尾を得

たことその他．飴程具鰭的な事柄が奉げられてむ石∴且つこれは後に推古天皇十四年五月成年の俵にも：それち

の記事を肯定してをるので︑これを欽明天皇紀に見える俳法記事の極めて説話的なものと比較する時︑

敏速天皇紀十三年の備に見えるやうな俳教催播の事箕を基礎と⊥て﹂そこに始めてこれを﹁俳法之初︑
として︑彿教典隆の端緒とも考へたのであちう．︒

もとlよりこの時代を以て直ちに俳法渡来の歴史的最初であるといふので無いことは云ふまでも無いことであつ

て︑それは欧化考古畢的にも斉辞され得ることである︒而して欽明天皇十三年に百済囲聖明王が始めて

を頁厳したといふ記事にも．その背景に成にさうtた歴史的事案が存するにしても︑書紀はそれらの事貢に基い

て．敏達天皇十三年の催の終りに﹁俳法之初．自生而作﹂といふ以前に︑吏に起原的に又劃期的に︑俳教俸来と

それに関する率の詮託とを粒込んだものと考へることも以来よう︒

侍ほ又︑此の﹁彿法之初︑自生所作﹂と闊聯して主として表はれる司馬達等について︑これを扶桑略

と︑その欽明天皇の條に︑既に職懐天皇十六年に達等が最初に件数を将来したやうに記して居るが︑そ

の債値が少いし．或は後からの作魚であるにしても︑それに特忙敏速天皇紀十三年に現はれてをる司馬達等が選
ばれたところにも．亦た何等かの瓢由が存するのかも知れない︒

かくの如くして件数の件釆並びにこれに踊聯した詮話にどれだけの隆史的事井が含まれてをるかは聞

β∂1

にしても︑既に欽明天皇紀十三年の記事の内でもlその始めの部分︑即ち俳像経巻を厭ったといふことは．その

次に揖いて記されてをる聖明王の上表文とは切り離しても考へられる性質のものであるので．それだけこの記事

一

の歴史的嘩貢性があると云へるかも知れない︒併しそれは何れにしても︑これに類した彿像経巻等の倦釆の記事

は︑その後には度々表はれて凍て居る︑即ち敏達天皇紀七年十一月の條︑・同八年十月の健︑同±ニ年九月の條．

崇唆天皇紀元年の催など︑而して記録は漸次具憬的な記述となつてをるので．仮令その年次の如何は暫く措いて
も︑さうした事算が俳教俸釆の史上にあつたとせなくてはなるまい︒

かくて併法は押し寄せるが如く渡来して釆たのであるが︑その結果︑まづ尊借用及びその弟子膵液尼︑慈善尼

の三人の拙家を始めとして︑鞍部多娼奈などの出家者を机し．更にさきの三尾は百済に渡って戎港を畢ばんこ1

を乞ひ．崇唆天皇元年に百済に渡少∵ニ年春三月には辟朝したことが記jれてをる︒叉寺院についても︑
浮拾向原家名寺︵欽明天皇紀十三年の條︶
経営俳殿於宅東方︵敏速天皇紀十三年の保︶

三⁝⁝⁝新螢精舎︵同十四年の條︶

路子宿踊亦於石川宅修治俳殿︵同上︶

．馬子宿櫛

東飛鳥衣紋蓮組樹菓之家始作法輿寺へ崇唆天皇紆元年の傭︶

ヽ■′

など＼一その建立のことが記されてをるが︑これらに於ぃても知らる1如く︑叉その他昔時の寺院と氏族との智

AV 接なぁ開陳から見でも︑早くは何れも極めて私的な個人的な︑若くは民族的な性質の建立となつてをる︒而して
俳敦停爽に関する誼許とその背景

烈娼

例数特殊に脱する説話とその背骨

三こ

こゝにも俳教倦水雷初の彿法の性質の一面が窺はれるのでは無からうか︒それと同時に︑在来の民族的な宗教信

仰に於いても︑俳数値来宮時の状態はこれをその後のものと比較して違ったものがある︒これらの事情が果⊥て

上に奉げた沸教惇釆に関する種々の詮話を構成させるに通常したものであつたかどうか︒もし然らすとすれば果

して如何なる事情のもとに於いてか1る説話を蟹展されることが出来たか︑これらの鮎に就いて更に考察するこ

藤井顛孝氏﹁欽明紀の彿敦停爽の記事について﹂︵史学雑誌第三十六編第八娩七一貫︶︒

とが必要とたる︒
旺

ニ七貢︒

津田左右吉博士︑日本上代史軒先︑一四二貢︒
古典全集本二〇−ニ一貫︑群書類飴十大輯二八貢︒

同上︑

平子鐸嶺氏︑彿敦墓術之研究︑四五九−六五貢︒
石目茂作氏︑彿教の初期文化︵日本歴史講座︶二七貢参照︒
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所縁行相門の一問題

∴

長

尾

雅

人

所縁︵巴a旨baロa︶と行相︵詳賢a︶とは．古来相分︑見分の語を以て法相宗に於て説かる1ものである︒謂はゞ

我々の客観界と︑これを見るものとしての主観界といふ如きものである︒安慧もいふ如く︑阿頼耶識も識なる以

上︑それの所縁と行相とがなくてはならぬ︒果して然らばそれは如何なるものであらうか︑に就いて︑本稿は二丁
三の考察を進めたいと思ふのである︒

先づ世親が此の問題をその唯識三十頒の第三偽a−bに示して居るのは︑もと解探審控心意識相品の内容に接

asa旨まdiFkO甘disth抑2丘欝ptika旨cataこ

ヽ一一

つねものと云はれる︒之等の文の比較は︑此虚には之を措き︑直ちに世親の侶を次に示さう︒
l

虚了

︹而して彼︵阿税耶識︶は︑不可知の執受と庭を了糾するものなり︒︺
︵玄発揮︶不可知執受

三十頚の異繹と稀される眞諦の持識論には︑此に相常する箇所には単に︑﹁相及境不可分別一髄無異︒﹂とのみ

云つて︑執受︑虚等の文字が見えないのは︑異とすべきであちう︒叉︑その内容も︑直接右の梵文及び玄英諸が
所縁行粕門のl問題

gけ7

所縁行粕門の︼関越

三凶

示して居るものとは︑飴程興ったものらしく感ぜられる︒今︑此の右の偶頒の意味を成唯識論に徹するならば︑

阿額耶識の所縁即ち相分は．先づ虎と執受との二期である︒執受は更に︑有根身と種子の二法に分れ．虎といふ

のも器世間の事であるから︑結局︑器と有根身と種子との三法が相分となるのである︒之等の相分は︑或は贋大

なるが故に︑或は極微細なるが故に︑﹁不可知﹂といはれ︑この見分に昔るものは︑頒中の﹁了﹂の文字が之を示

して居るのであつて︑此の見相二分を明らかにせんが為に︑護法特有の四分詮が繰り横げられる事となるのであ

る︒安慧の三十頚樺には此の四分詮は勿論無い︒叉︑右の有根身を詳ayOpP．缶nam︵朗依の執受︶と云ひ︑更に

賢aya賢mPbhぎaす監hiきぎamindriyar首旨nぎaca︹所伐とは自性であつて︑依虚を具する根の色と名と

である︺と説明する︒此の根色と名とは︑調伏天︵≦nぎ・deくa︶の同複註に依れば︑次第して色経と︑受想行論

の四経とを指すものであるから︑成唯識論が有根身を厳に色身とのみ解するもの上は︑別趣に出づるものと云は

ねばならかい︒︵此の事は．成唯識論が後に阿械耶識の所縁として心々所を拒否する問題に関連を持つであらう︒︶

何その他にも︑成唯識論速記の指示する所を一々に照合するならば︑種々の異論と間摩を費見するのである︒然

しながら︑大憶に於て雨着共に二期三法を詮く鮎に就いては差異あるものではない︒安慧にも亦︑詮法と等しく︑

外には虚︑即ち辞世聞の了別と︑内には執受︑即ち有税身︵斉には五耗︶と種子との了別があるのである︒

今此虚に問題としたいのは︑右述ぶるが如く︑慈思の速記との関連に於て見らる＼諸〜の異論に就いてでは

ない︒それは何︑問題として根本的なものではない︒反つて︑右の二難三法を所縁とする事には︑安票護法問に

異説は存しないと思はる1時．然らば何故略阿枚耶弛は二類三法を所縁とするかに就いて︑間ふて見たいのであ

2αヲ

ト る︒器と有根身と槌子との三者間に如何なか関係があ少︑次第があるが故に所縁となるかの山水を︑問題とした

り いのである︒字非博士は︑護法は三法を以て詮き︑安慧は二類を以て誼く．と述べられるけれども．護法亦︑二

︶

此の問題に就いては︑陳郊の観所縁々給は我々に良き手が1りを輿ふるものと思はれる︒此の書は僅か八侃と

軒操行棚門のl開趣

我々の所縁となるもわは賓に識︵ヱ封na或は風音pti︶であ少．識こそ正にかの二の法性を具するものである事

故には︑因性であるとは云はれない︒従って之等は何れも所縁となるのではlない？斯くしてその後牛に至って．

ふ如き相貌は存しない︒他方︑極微の和合なるものは︑相貌乃至顕現する事は有つても︑それが算有ならざるが

ち外境有なるものには此の二の法性は存在しないのであつて︑例へば︑極微は識の因性ではあつても︑極微とい

忙依って︑所縁はhetutくa因性と詳≒．at責相貌性との二の法性を余臭せざるべからざる苓を結論して来る︒即

のと云はねばならぬ︒即ちその前年は︑小乗及び外道の徒輩が︑外項有なりと執するを破しっ㌔斯く破する事

その長行とよ少成る小冊子ではあるが︑先の調伏天亦之に註し︑その内容はかな少重要なる意味を我々に辞すも

3

考へらるべき事となるのではあるまいか︒

であり．所縁は虚と執受との二類である事となる︒安慧既に二頬である時は︑護法に於ても亦︑やがて︑二期と

の二法が同一なるもの1相異れる一側面︑即ち現行位と種子位といふ如きものと考へらる1時∵二法も斉些一法

末註に於ては︑常に此の二は別法として︑平面的並列的に考へらるiもの1如くであるが．之に反して︑若し此

あらう︒今此虚に私の結論を述ぶるならば︑有根身と種子とは結局一法でなくてはならない︒連記及び其以下の

類を説くのであ少︑安慧も亦三法の名目をⅢすのであるから︑直ちに此事を以て安慧些一類なりとは焦し難いで

別個

併換行粕門の＝間題

三六

を説く︒何となれば．識はそれ自軍墳の相貌を以て似現するものであり︵dOnムusnaチba︶∵即ち相貌を有する

ヽ′

ものであ少．且又︑他方︑その相貌より．して識は生するものである︵de・・Fss官s・p占・即ち敵の相貌性なること

は︑同時に因性なる事である︒調伏天は斯かる意趣を︑次の如くに述べ聖即ち．因性とはT境のかの相貌ある

時︑彼︵放︶は生ず︑﹂叉．相貌性に関してはT内に有る境の相貌によりて︑︵識は︶かの相貌を具す︒﹂と︒箕に斯

くの如き二の法性を具するが故に︑識白煙が識の所縁となるのである︒然しながら此の二の

ではない︑因性と相貌性とは決して相離れた別髄であるのではない︒識は見られるものと見

り成るものではなく︑−なる識の上に︑斯かる因性と相貌性とが考へらる1のである︒相貌性なる辛が種子位と

しては︑直ちに囚性なのであ少︑因性なることも︑現行位の側に於ては直ちに相貌を有する

ぬ︒識が似現し相純を有するといふ事自照が︑因性となつて鼓そのものが生するのであ少︑

而して叉︑斯かる交互作用に基ゐて︑我

て叉︑頓に似現するが故に．境の行相を有する︒即ち斯くトて︑識の生する事と似現する事とはー交互に作用す

るものでなくてはならぬ︒言して相離れざる二つのもの1問に︑斯かる交互作用性が見られなくてはならぬ︒

蒜かの因時弊と兼樽欒とをも考へる辛が出来るであらう︒相貌

性の而に於ては所謂因特欒を︑田性1相貌性の面に於ては鼎轄欒を施設する事を得るであらう︒

陳郵に依れぽ︑要らに亦︑斯かる構造なる識は︑具憶的には種子︵音︶であゎ1境︵音ya︶である︒即ち因

性としての識は撃丁であり︑相貌性としての識は墳なのである︒種子と芸能︵欝i︶なるが故に︑功能峰亦超

︵indriya︶として考へらる1が故に︑種子とは根に外ならないのである︒種子郎疲であるといふ事は・既に供命

gJの

論梅晶が︑椀をミ計の語根より︑即ち樹上の義を以て解するあたりにも接見し終らる1思想と思はれるがー隣

邦に於ては．斯くの如く此の鮎を判然と述べるのである︒単に此の根郎種子なる事よりしても・前述阿頼耶識閉

所執行粕門の一問題

天の註将に掠らなければ甚だ難解であるから．その思想は．以上見らる1如くかなり練磨され︑組拉的論理的で

以上の如きは隣邦の観所縁々論に現はる1思想である︒陳郊その人がいはヾ中期の人であ少︑殊にそれは調伏

し︑断線としては貰有を考へる．と云って之を排斥するのは︑斯かる意趣であらうかと考へられる︒

スである︒根と境との即一と交互作用性とは其虎には考へられない︑それは唯識的なのではない︒根と
ヽ′
に所縁として識に挿せらる⊥如きものでなくてはならない︒かの成唯論述記中㌔小乗は大乗の相分を行

れは恐らく小乗に堕するものであらう︒それは眼の外に責有的なる色を考ふるものであ少︑一種の・ハ

ながら識の所縁であることを忘れて．見分即ち能取としての眠と︑相分即ち所取としての色を考ふるならば−そ

ものとしての色とを︑庭として仮設する事はあつても．それは共に放としての仮設に外ならない︒若し此の繭つ

る︒見るものが識なる事は勿論︑見らるゝものも亦識以外には有り得ない︒見るものとしての眼根と︑

ふ如き交互作用ある識そのものが︑今︑識の所縁として許されるのである︒それは即ち識が識自憬を見

以東のものであゎ︑互ひに有因であると述べられて居る︒．とにかく︑斯かる凶性N相貌性︑或は種子村境とい

二虎を指すのであつて．鱗の生すべき根境識三者和合の中の前二者に相常するのである︒斯かる根と境とは無始

註h盲mi打者a︶とも呼ばれ︑之が上申相貌性と糾せらる1ものである︒此の根ど境は︑眼等及び色等の所謂十

路下に見らる⊥有根身と啓子との等何が云はれ得るであらう︒次に境︵くi笥ya︶とは論にまた内色︵naチgigNugS−

見け

所換行相門の一閃鑑

三八

あると云はねばなるまい︒然し斯かる思想は︑既に世親虻於てもその萌芽を我々は認める事が出来るであらう︒

即ちその唯識二十論に於ては︑その第八頭︵梵文第九頚︶に於て︑世辛が十二虚を詮き拾ひし事の密意趣なる事

を述べんとて︑次の如く記されて居る︒
yataす宜ab膏d長野ptiryad旨h訝Ppraくartate︑

dくiく挙ギata邑吉富tetaSy担muロぎbr・己tミミ

鶉成内外虚

飾誰彼鳥十

︹凡そ自の種子よりして︑かの︵境に︶似現する識が生する︒此の︵種子と似現との︶二を︑彼︵識︶の二種の

似境相而樽

魔の性として︑卑屈は詮き給ふ︒︺
︵玄焚澤︶隷従白樫生

此の中−↓種子﹂といふのが︑今の囁子︑功能︑乃至根に相首し︑限根等の内庭として説かれる︒﹁似現する識﹂

は今の境乃至内色たる相貌性に雷るもので︑正に色等の外虎として詑かれるのである
斯かる構造を有する識が所縁たるべきことは︑更に安慧の唯識三十頚樺においても明
教授出版本の第十六許下達より第十八頁第一行に至るまでのものは︑隣邦の観所縁々

の軌竺にするものであつて︑即ちその胃頭には︑ka−hame−adgamy旨喜≡昔en賢enaふ旨ame萱h

sa
鼓す
bh訝aくij削ぎP甘na訂tくena旦置nasy巴ambana
hyarth

k腎a邑padya−ai−i＼︹外の境貫有ならずとも︑識のみが正に境の相として生すといふ︑此の事は如何に解せらる
べきであるか︑︺との問を致す︒之に封して︑b詳yO

na・k腎a貫くamぎe膏Samanant邑rdipratyPya鼓e吾ra田甚だ︑︹何となれば︑外の墳は自
pratyayP l竃ate

且ほ

て似現する識を生するものなるが故には︑識の所縁々なりょして許されるけれども．因性なるが故のみに依るの

rna宇pa

ではない︒等無間繰等との差別が無くなるからである︒︺と答へる︒此の個所に於ても．調伏天はその安慧に封

する複註の中に︑上の二の法性なるものを︑byed・rgyu・kh？na︵＝k冒a扇tくa因性︶とr旨・gi

bskyed・p

kh？na︵＝Sく詳許首na訂tくa生白相貌性︶との栴呼に依．って出して居る︒此の二は即ち︑次第して︑安慧の語に於

sく旨h打田く告ぎ且anP訂tくa︵自として似現する識を生するもの︶であ少︵下線を鵜こ

れは貫は識の外には無いのでぁるが︶が︑我々の所縁たるべしと言はんとするもの1如くである︒ともあれ此の

と固執するのではなく．寧ろ︑内外差別を混じ︑内にてもあれ外にてもあれ︑斯かる二の法性を具するもの︵そ

せるもの︶︑又隣郊に於ては︑前述来の因性と相貌性とに相督するのである︒安慧の此の文の意は︑外境無内隷有

てはk賢a盲tくa︵因性︶と

βJ3

︶
6 Sく抑bh抑sa丘賢n且anakatくaなる語は︑一語以てよく識の構造を示すものであり︑此の場合の中心命題となつて居
るものである︒

而して上述の約梵本二頁にわたる安烹の文章は︑漢詩成唯識論中に︑その巻一︑十九丁より巻二︑十丁佗かけ

て︑嘉んど全文が繹出されて居るのを見る事である︒即ち今右に引用せる梵文に相億する個所を畢でれば︑次の

︶

如くである︒﹁謂能別封硯酎執着︑汝執彼是此所繰々︒非但閏封︑勿因縁等亦名此識所縁．々故︒﹂詩語に於て︑梵

文とは多少の差を見るわけでは

支へはあるまい︒右に傍線を施せるものが︑梵文中の下線と相督するのである︒然るに同所の速記に依れば︑之

所縁行相門の一問題

は小乗との共許所縁々義であるとなし︑非但能生以下が︑正量部以外の小乗に封するのであるといふ︒之が安悪

7

揮線行相門のて問題

．

四〇

にも即でたる事は此虚に示さす︑﹁汝執﹂の汝は小乗を指すのであ．るとするのであるが．安慧の側に於ては︑調伏

天は此の文の前後をgr−1b・p与i・mt訂冨mra・bas⁝⁝SmraS・te︵極成論者憩d号旨好く抑象ロは日ふ︶との文章を以て

挟むのに微しても︑之が極成論者即ち安崇諭主の正誌なる事は明らかである︒従って血虞に汝執といふものは︑

もとより梵本にある語ではなく︑玄契斯く諾し︑然も意思が此虚に安慧に開設して居ないのは︑甚だ奇怪な感を

抱かせるものがある︒然し何れにしたも︑速記に於ても︑﹁法必有鰹．能生識故∵是線量﹂︑即ち今の能生とT識

Tri監ik担−parSy−邑nL曾iこ岩㌢p∴；・

上必有似境之相﹂︑即ち今の似自識との雨着を具するものが所縁とLて許さる1ものなる事には︑差別は無いもの

1︑≦j即aptim賢at邑ddhi⁚≦計小已ik担et

1如くである︒

琵
2︑字井伯寿︑印度哲畢療究︑第大審︑四四二貫︒

Su〜um仁Ypm謁uCbi・

ヌ︑J︒ur邑Asiatiq完︵Janvie−Marsこ￠皆︶−Dign厨a⁚智a−ilbanapar芦芯︵EH臼hロendニさjetde−PCOn

na㌣冒yO㌣paTi dOロー顎−rnam−p試dehi⊥2m−ppムan・

4︑dOn−顎＝2m−pa・de yOd占ade skyes−pa・

6︑成唯識論連記巻三本︒︵大正読経︑四一三巻︑≡l七頁C︶︒

自S最bbどといふのは確かに相貌の謂である︒単に因性のみでなく︑酎承引識を生ず︑と卑ふて︑此虔には似現

6︑sY詳訂sa長田ぎajanakaの語は︑一見因性であるかの如くに見える︒賓際︑生janレkaの文字は困性なのであらうが︑似

b訂d・p苧S︒モ

といふ中の︑sY旨h冒阜膏ptija2ka の文字は︑

rnPm・pPTrig−paふkyed・pad？2．dmig？payin

の意味を混め︑或は似現の意味を含んだ困性を云はんとするものであらう︒乗除また︑隣邦の戟所汲々論中にも︑その節
rkyenふidんu

二項aの次に︑和集粕に関して︑dOn g−チ宜gra㌣sn乱丁ba甘i

サdi⊥tard？nisゼ？訂Ti

2J4

べんとするが故に︑斯くは因性の方が強調せらる1のである︒然しながら︑斯の如く姶んど同じ形の語が避の意味に用ひ

因性の意味に州ひられて居る︒利集には刑貌の意味はあるが︑斯かる利l貌を有する観山生線とな引との意味が重い事を述

られて盾か事は︑寧ろこの語が︑識の構造を一語を以て如何によく示して居るかを物語るものと云へよう︒
7︑大正萩鍵︑四三巻︑二六九貢b−C︒
．

併緩行粕門のl問題

此事は見分上相分との不一不具を物語るものと云ふ事が出来よう︒根境識の三者和合に依って解が生すると同じ

り るが如くに詮くべきである︒﹂といふ︒今此庭に云ふ識を︑先の見分行相の意味として見る辛が許さる1ならば︑

根と境とが無始時釆交互有因なる事を言ふ次佗↓此の二︵即ち根と墳︶と識とは︑異な少或は不具な少と︑欲す

滅すれば他も亦滅するが如き︑謂はゞ任地起︑縁起のものでなければならぬ︒先の軌所縁々論に於て︑所縁なる

る︒此の二は相随伴し﹂同じ大きさのものであゎ︑同時同塵でなければならぬ︒−が生すれば他も亦生じ︑一が

も云ふを得ない︒要するにそれは不一不具なるものである︒見分と相分とは︑恰も一は他に封して影の如くであ

るものとなるが故に︑全く同一なるものとは云ふ革は出来ない︑然し佃︑それが共に識なる限り全く別なるものと

造を有する識縛欒であり了糾であると云はねばならない︒識が識を見ると云はるる時︑それは見らる▲ものと見

ヽ
l′
に封する見分︵嘗h計pbh首︶なるもめも︑亦識以外のものである事は出来ない︒見分も亦相分と全く同一の構

ゝものである︒然るに之を見るもの︑即ち所縁に封する行相︵巴弘ra︶．朗取に封する能取︵讐抑訂ka︶︑或は相分

る︒而して是即ち所縁︵巴ambana︶であゎ∴所縁なるが故に所取︵讐許ya︶或は相分︵g品hyab試笥︶と云はる

以上述ぶるが如き構造のものが︑即ち識特欒︵凰芯巴属琶ri息星︶或は了別︵丘評pti︶と稀せらる1ものであ

且ほ

所蛛行相門の一閃港

︵玄弊詩︶放生欒似義

本識生似彼

有情我及了

侃識有無彼

此境算非有

彼無故識無

境無故識無．

四ニ

今必要なのはその前年である︒此の偏頗は虚妄分別abh巴apar肯a−p欄の自相を詮くものであつて︑摺中速諭に

︵眞諦繹︶盤根我及識

亦なし︒︺

︹義と有情と我と了別とに似現して敵は生ず︒而してそれ︵識︶には境は無な少︑彼無なるが故に︑彼︵識︶も

凰首旨aきn賢ic訝y賢has訂dabhぎ巴ta計pya邑≒

artha邑tく巴ma丘欝ptipratibh押野診praj抑yate︑

︶
二彼の内容を述べて見たい︒

辟へるに先立って︑群申達論及びその安慧樺を一管する事が便利であると考へられる︒即ち次に粁中遽論粕晶第

然らば斯かる所縁と行相との内容は如何なるものであるか︒此虚に我々には︑直ちに三十頒の所縁行相門に立

いか︒所縁を離れては︑箕に行相も無く︑行相なくしては︑所縁も所縁たり得ないからである︒

︶
．．■一 raサ︹貫に行相とは所縁を無常等の垂にて執取する品類なり︺と行相を定義する等にむうかゞはれるのではあるま

∩■ 名行相﹂︑と行相のニチモ七ギーを示し︑安薯亦之に倣つて︑抑試rOhy巴amb邑asy抑2．t甘dir引官膏gr甘訂盲p罫k抑・

︶

と行粕も亦不一不具と云はねばならぬ︒這般の滑息は︑夙に倶合論巻廿六︑十二丁右に↓詩心々所取境類別︑ノ皆

く．我々の認識も亦︑所縁と行相との上に識が特筆するのである︒而して叉︑三者が木■一不具なるが如く︑所縁

●

於てabh訂p琶rika官又はくika官と糾せらる1ものは︑展諦が本識と持せる識くi首n隕に貧しぐ︑之亦阿頼

βヱβ

、

耶誠にてもある︒而して偏に見らる1如き此の識の四種の似硯が︑三十頒の断線門の内容と相督するものなる事
ヽ′ 6 は．既に山口益教授がT禰勒造法泉性分別論管見﹂中に述べらる1所である︒

その中．粁中速論の此の偶の安悪樺に依れば︑四種の似現中食初の三郎ち義と有情とは︑所取としての願規

所緩行相門の一問題

するものでは潅い︑而も阿頼耶識は即ち所俵︵詳aya︶と解せちる1ものであ少︑此の所伐とは自性︵劉tmab試吉︶

虚とも考へ得るであらう︒然しながら他方．一切種子識︵sarくPbせka︶と辞せらる1阿頼耶識は・種子以外に存

ものであ少︑それ故収また之が有情相揖と稀せられる︒従って諭相律或は有情なるものは︑斯かる種子

必ず何等か有情の識相揖の上に案習せらる1のである︒識相授といつても︑それは必ず肉髄即ち有根身を具す説

ヽ′

であらう︒種子とは習気︵昇an抑︶を原因の側に於て命名せるに外ならない︒習気とはあるもの1結果であゎ︑

有情︵satt且は︑同じく種子︵b可芭乃室根︵in寮ya︶と解せらる1ものに相督すさ事は．容易に看取せらるゝ所

さて今∵詠の相分即ち所取としての顛硯の中︑義︵artha︶の似現は︑救所縁々論に所謂境官署a︶に相督し・

能取となる︒斯くして．虚妄分別即ち阿頼耶識が阿頼耶識等の朗操行相として顛現する事となるのである︒

俵他の諸八識が︑また︑阿頼耶識より五趣中に生起するのであつて︑その場合︑第八識は所取とな少︑

とは即ち第七末部であ少︑最後の了別昼型ハ識に相督するものなる事も︑同様に述べられて居る〇而し

の二が阿頼耶識顕現なることは．慈恩の連記にも安慧にも亦記さる1何である︒彼の能取としての二の中の︑我

ゎ．従って行相︑見分となるものである︒而して所取なる義とは色等の憶であ具有情とは五根性であつ

であ少︑従つて閉路︑相分となるものである︒後の二︑即ち我と了別とは︑これに封する能取としての

βノア

所操行粕門の一問窟

朝ち有税身である︒此の有根身なる肉鰻の上に有情は侶詮せらる㌔識相接は有情相韓であ少．内懐の相繚に外

ならない︒溺業の結紫郎ち異熟としての肉鰹五棍を属する有情が︑五趣中に現に斯く存在するのである．それは
阿頼邪論が異熟識︵くip詳a︶と解せらる1所以に外ならぬ︒

に輪過せねばならぬ︑自らが種子となつてその果報を受けねはならぬ︑それが阿頼耶識の一切種子識と解せらる

1朋以である︒斯くして配所練々論に謂はるゝ種子と根とは︑群中速論には合して有情と糾せらる1ものなる事

を．我々は知り得るであらう︒貫に有情の五根性なる肉鯉は︑前世の業の異熟として．その柴の果報を受くるも

のであ少︑而して此の事が更に亦次の輪廻の原因としての業と考へられる︒有情が五根であゎ種子であるとは︑
斯くの如くに過去と未来との両者を含む如き現在として考へらる1事なのである︒

而して今︑上述の摺申達論と叡所縁々論との内容を以て−唯識三十頒に於ける阿税耶識の所縁に封照すれば︑

亦之が同lの意趣なる事が肯かれる︒今の第一の義とは︑正に三十頚の器世間に相常し︑第二の有情は．祝所縁々

論に於て政子或は根なるが如く∵ニ十頭に於ても次第して種子或は有税身の執受である︒即ち有情些二十頚に於

ては敬愛︵up試ぎa︶として述べらる1のである︒観所縁片諭に見らる1如く根即位子であ少．今叉群申達論に於

︳ ては阿税耶識の所縁として義と有情との二法のみが立てられて三法でない所よりナれば・三十頭樺に於ける有根

身と種子も亦︑一なるものでな骨ればならない︒成唯識論に二琴二法といふのも．三法ではあつても貫に墜一法

であり二頼であるのでは無からうか︒事斉成唯識論本文に於ても．例へば論二には定力の所欒を身と器とのみ云

ひ．又諭三の五教蔚中の第﹁に大乗阿用達磨鮭朗を樺する下には︑﹁牽馬器及有根身﹂．とのみ云って︑必ずしも

βJβ

︸ 常に播と有根身1恕子との三法む並べるのではない︒逓記■は・常に之等の場合に︑或は梯子は沈隠なるが吼に説

かないけれども︑芳は必ず種子を加へ聖二注が詮かるべきである︑等といふ．然し果して然る必要があるせあら

●

ぅか︒種子と有棍身とは︑速記以下の末註に見らる1如くに︑しかく平面的に並列的に考へ．らるべきものではな

い︒それは同一なるもの土一面であ少︑所謂︑同一なるものゝ種子位と現行位との分位の差別に過ぎない︒然く

三法として平面的なるものではなく︑もつと立鰻的なるものでなくてはならない．もつと時間的に考へられなく

所欺行相門の一閃題

とrt︒g・Ipa︑却ち︑nimit打とnぎaと嘉a官とであつて．之は所謂五法︵之に知性t旨註之正智saj

いふ︒一然し︑．今の成唯識論の文に見らる1相︑名︑．分別とは︑解深夜経成澤に依るならばmts訂n・maと台i醍

等比■﹁週計所執自性妄執習束﹂︒といふものとは内容を異にし．安烹の樺の意が︑一反つて之に操るものであると

︹我等の分別の

探密経の文と等しき﹁諸相名分別習束︒﹂が引用され︑安慧樺に於てはだ邑di註alpaく訂nぎ芸p賀くikalpa恩讐抑

間中遼論上︑穣された第三第四の鋲硯︑即ち我と了別とに直接闊係するのである︒種子は︑成唯識論に

∵然らば︑何故に上の三十項の執受を解する時︑人々は有根身の外に種子を考へたのであらうか︒此の種子とは．

然し此の他正第三法を考ふる事は無いのである︒

所∵即ち有情世間と器世間︑或は正報と依報といふ如きもの1考へらる1事は︑アブ町オサなるものに属する︒

ayOg計ema−且の義は︑此の事をよく示すものと思はれる︒事実又−ある存在者と︑そのもの1存在すべき場

てはならない︒それ故にこそ此の二が等しく執受︵up抑缶na︶と呼ばる1のである︒執受の解樺なる安危共同︵争

且拍

所線行相門の一閃港

j琴−Pとを加へたもの︶中の前三法に相常するものである︒若し然らば︑それは同じく雑染性であつて︑之等の
ヽ′

真の糊に別な意趣が存するとは考へられないe普寂亦同様に此の個所の速記を批難して居るのを見る事であも

而して今の安吾の文は︑摺中遽論において我と了別として似現するもの1習気である︒我と了別なる七蝕の現行

は．能取見分となるもので患って所取となるものではない︒斯かる現行法を生すべき因たる阿頼耶執の相分は．

反つて︑斯かる熊取として現行するもの1自らに案附せる智東でなくてはからぬ︒斯く習束を執持︵up㌫︶し

赦する︵巴Cが故に阿頼耶放と科せらるrのは︑執梼し燕すとは︑種子を所縁となすとの謂である︒現行なる前

七識に封すれば︑阿頼耶識は常に種子位として考へらる1ものなるが故に．種子を断線となすのである︑現行の

巣であり因であると考へらる1種子を所縁となすのである︒而して此の能取は阿じく阿額耶に拝せられ︑朗取を

離れざるが故に︑我と了別との顕現なる七識は︑轟と有情としての頼現と全く重り合ふのである︑所縁と行相と

は同時同塵に同じ大きさのむのでなければならぬ︒即ち所取なる有情は︑能取なる我の似現と共に補時伽羅を恨

詮する事である︒同様に︑義と了別との似現は珪の恨詮である︒故に四物の顕現が阿税耶識の自相なると共に︑

上の二なる蕃と有情とも阿相耶識なり基いふのは︑詮が不整傭なるが故に︑廣狭の矛盾があるのではない︒相分

も見分も共に阿輯耶識の顕現に外ならなぃからである︒斯かる俵他起の所取能取を具する金牌が︑更に阿頼耶識

といはる1析に︑識の相槙流特の意味が認められなくてはならない︒而して﹁唯識﹂以前に於ては．算に我と了
■
別︑或は有情と器の二洗のみが考へられて済んだでもあちう︒然し︑此の我と了別なるもの1種子が考へられて︑

之が識に執取せらる1といふ鮎に︑唯識的な特色は存するのである︒種子を嫁するとは︑梯子を鼓する事であ少

飲妙

梯子を執持する事であるが故に︑此の識が戒識と稀せられ種子識と稀せらる1のである︒種子は︑現行位に於て

は内外の分別︑即ち我と了別との感懐ではあるが︑種子位として執取せらる1に常っては︑内なるもの即ち執受

︵卓抑dぎa︶として考へられねばならぬ︒此種子の執受が︑五根身の相接生起と考へらる1所に︑又．異熱といふ

異名があるのである︒
ヽノ

〇

以上の如き意趣は︑唯識教義の根幹をなすものと考．へる︒上述の四物は⁚眞許諾十入墨論中の十八杢の最初の

一なる詮示は︑同じく輝申達諭展覧品︑善巧展覧中の有為の義の下にも見られ︑大乗荘厳経論述求品中にも

︸

四基転位って基ぜられるものであれ︑従って群申達論相品峯性中lの十六基にも詮かる1所である︒その他此と同
均

ββJ

所縁行甜門の一．関越

稀呼をも用ひ︑八識を別詮する事は可能なのである︒同様にして護法に於ても亦︑八識が単に別世であゎ∴それ

味なく︑上述に見らるゝ如きは︑一郎八︑八郎一の立場と云はねばならぬ︒奏慧自身︑八識を別開もし．八識の

各々自説を取つて相護らざる程の隔てがあつてはならないのである︒垂葉も亦︑純粋に一識託と稀せらるべきで

き意趣は彼には見られない︒然し．同じく世親の流れに屠し︑同じく唯識教と云はる1限少︑八識詮︼識詮問に︑

級別胆の﹁々に四分が考へられるけれど†安吾は上述の如く寧ろ一致詑といはる1㌻のに近いから︑かくの如

縁行粕一郎ち相見二分と．安吾のそれとには．飴程の距少のあるもの1如くに感ぜしめらる㌔即ち護法には八

巳上を以て問題が轟きたのではない︒然し上述の限打に於て大過なしとする洩らば︑之を概観する時︑護法の所

以上が大略所縁行相の意味であるが︑最初遽ぶるが如く其虚には侍多くの問題が穣されて居るのであるから・

なる意趣の述べらる1事を此虚に附言して置く︒

1

1

所縁行相門の一間題

ちの偶に何等関係の解い様徴やのであるエとは出来ないであらう︒八識は必ず阿税耶識に依止して生じ．阿頼耶

識よか生撲るものでなけれぼなちない︒即ち何等かの意味で八識が一級に辟せられるとの意味がなくてはならな

㌔若⊥斯か望息味が扱けれぼ︑識の流樽相続の裏は失はれてしほふであらう︒識は所放としての顛硯と熊取と

しての七識の顕現とに依って成立つものセあ少︑斯く之等め二分に依って成立つ全憬性が︑亦︑同じく阿税耶識

と名づけらるト∵といふ斯の如き鮎に流樽といふ時聞的な流れの意味が生するのである︒前述の如く︑眞諦が単

︶℡

／ヽ

これが本識と名づけられ得るのである︒それは郎

なる丘試nPを本識と澤せ．るが如きも．斯かる意趣あつての事と思はれる︒本放といふのは．m巴aくij貫na即も
新繹の根本識なめではない︑八識も貫は一識なりといふ鮎に﹂

l ち虚妄分別であ少︑八識上して似現するが如き阿額耶識なのである．慈恩が間中遽論述記に於て眞紆の此の詩語

を批難t︑厳に義と有情との似現のみが阿頼耶識な少となすが如きは︑或はそれは甚だ合理的であるともいへよ

ケ︑平面的に透明であるともいへよう︑世俗的であるともいへよう︑然し︑そうである程︑それは世親の原意を

遠ざかれをむのと云はるべきではあるまいか︒識は必ず一郎八︑八郎一と云はるべき一面がなくてはならぬと思

はれる︒従つて又︑此の八識を別閲し．各識の所縁行相を考へるとしても︑それは上述の如き阿頼耶識の節線行

相を離れるもの・ではなく︑必ずそれに依って規定されるものでなければならぬ︒然らば斯くの如く︑上述の所縁

行相の意味を考慮に入れて考ふる時︑詩法の所謂四分詮は㌧果して唯識的なるものであらうか︑叉．その由分詮

に於て．何故に安慧が一分詮として解せちる1に至つたか︑が次の間題となつて来るの甘ある︒
旺

βゑ2

に於てはgr旨ya︵伊坂︶g・詳aka︵能取︶なる語のみが見出きれ︑調伏天の複註等k至って︑初めてg昌㌢訂号c訂︵所

1︑此虎に詳細に連ぶるを得ないが︑安寮に於ても低地起の見相二分が考へらるゝ事は明らかである︒丙も枚爽の垂慧焚本

取分︑即ち粕分︶︑冨・pa︵智︑旬ち見分︶等の文字が使用せられあるのを見るのみであつた︒然るに︑梵本にはなく西萩

課としてのみ麹されて居る大乗荘蕨経論安悪梓の中には︑g昌平ba子cha即ちg・旨でbb肯a相分と︑乞sin−paヂc訂即

brjOd・par・bya÷○＼＼︵

ちgr賢kabh昔風分といふ︑此の二譜の用ひられて居るのを︑現甚見る事が出奔そ然もその使用例ヰ兇の．gr旨ya︶

g咄学監計ヱg嘲苧ヨa・yi〒pa・監−du㌢dgar

gr誓邑訂 の用ひらるゝ時と︑文勢の上に特に葬って屠るらLくは思へない︒︐

Asiatiq焉−p・−−︶・

2︑︻na苧parふes・pP daP de・gかis

Susum仁Yam薦uCbi︑−讐戸p﹂面

3︑cr・L昏hidbarmak︒訂deくas計andbu︼pP：・・dニaくali計廿︒uSSinこ琵P訂c・Pp．芦
4︑S巨−2nat叫⁚呂adhyぎtaくibb妙ga膏匝−par
5︑ibidem p・−平岩・−・望・

6︑﹁常盤博士還暦記念偶数論叢﹂中に所載︒

らる︵upagata︶﹂と解梓するが如きである︵上偽梵本︑

ハ一貫︑一七行︶︒之は︑同じぐ安憲が︑その三十項枠中の有税

7︑﹁具す﹂とは︑締中速諭虞食品の有悠の義を辞する中に︑﹁身鯉併摘の阿叔耶識﹂といふを︑安寮が﹁身橙によりて具足せ

●

ると思ふ︒up蔓ヨanam．といはるゝ執受の義も︑有税身を具足すとの意味であ㌢bトし思はれるり

身を辞する下に︑執受なる語を安危共同の我と共にupag賀an冒といふ文字を以て解するものと︑関係せしむる事が出来
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田

末○

膠

爾

一種の縮固であることが受取れると同時に︑その成立

たものがある︒而して一面に此の経興が大乗件数史の

土

成立史研究に寄興する一方法に放てー1

現存梵文法華経侶文に閲する一考察

現存梵文法華終偶女に閥ナる一考霹

﹁序言
法輩経の成立に閲しては．最近に重り︑後六品及び

捷婆連多品の持つ歴史的位置は今や殆ど確定的に論評 史上の生きた眞実の姿こそ法華経自身の姿であると信

天台日蓮の止揚を得たその全憶が法華経ではあるが︑

せられ終ったと見て差支ないと思はれるが︑侍史に之 する︒印度に於て製作せられて︑支那及び日本に於て．
等後の添加の明らかなるものを除いた凍りの二十l品

に封しても鋭いメスが入れられて︑原型への探索は一 文印度内地︑製作の原地に於ける牽展の姿は．叉算に

骨その範囲が狭められて釆た観がある︒而して恐らく その地理的時代的の背景を負ふものでむ少︑聖典史批

は数段階の添加埠廣が謎められるのであらうが︑かか 判に於ては︑今残された課題はこの製作の原地に於け

る料畢的歴史的観察によつて法華経の眞の全貌が明ら る賛展の奏である︒之は真に梵文原典の検討によつて

かにされることは︑寧ろ法牽紅白身の持つ運命と云ふ 一唐金ふされると考へる︒併乍ら今ここに卑見記述べ

か︑その偉大なる内容と︑その持つ硬展性とが切算に る事柄は︑ほんの一種の形式より見たる方法即ち偽文

我等の胸畝打つのみであつて︑宛ら積雪せる山の頂か のmetreに基く成立史研究に寄興する一方法を提示す

ら樽落する雪塊が次第に増大するその勢と雄大さに似 るに過ぎないもので︑畢的に的確な根嬢を持つ為には

β月塞

未だ多くの原典にその例と材料を仰がねばならないこ

draくajr㌣Upe已raくajr卸−qPaj註及び︑十二綴り四句

に既に畿表したことではあるが︑十一綴り四句の

のlagat叫−一の中︑F乙r弓aづ軍及び

ln‖

とは諌め御承知宜きを願ひたいと思ふ︒
︑法華経の侶頒に就て︑

混在せるものを便宜上名づけたのであるが．右の如く︑

との関係乃至はその内容の同異に就て検討することは

ら成るl品邑と全然混和して居少︑叉m已lぎastuの

二節十一綴りなるべきゴi票ubhは︑一節十二綴りか

くa召恥asthaくi−aが

法華経の偏頗に関しては︑漢詩に於て︑偽文と長行

度々行はれて居る︒併乍ら漢繹経典に伐て一概に偽文

在するのではないが︑カath監dhat担の頒とS邑gat抑の

は一括し 或部分に於ては︑︵く○−・H●p雷〜ヨ︶一項の中に混

て一般に偽文とのみ稀して閑却し去るわけには行かな

頚とが各項よく混合せられて兄弟分の如き軌を呈して

g巴h抑

いと思ふ︒即ちg巴h打とは云ふものの︑そのmetreに

居る︒此のことは︑Tri票ubhとlagat叫−或はR已hか‖

は︑左程枚挙に暇のない程多種類あるとは思はれない

一般ではなく︑彿教経典の多く用ひたヨetreに至って

併乍ら未分の状態のものあ少︑叉眈分のものがあつて︑

treとして行はれて居たものなることを想像せしめるり

又Rath監dhat打と錐もSく抑gatP．と混和して︼種のn︸？

らくは一概にゴi澄ubt−と呼ばれたものでもあらうし︑

が︑然も如何にその種類が多いかは贅言せすとも明瞭

五一

或時代或地方に於ては全然別仰のものと解され︑歌は

のものを分解して命名したとも考へられはするが叉︑

既にその名稀をも別に生じて居る粘から見ても︑眈成

現声梵文法華紳悔文に関するl考案

る︒今ゴ官−bhと概糾したのは︑﹁聖語研究﹂第一輯

梵文法華経に於ては︑Tr葱11bhが大部分を占めて居

太宰柄である︒

現今の研究によつて分類せられて居る︒勿論印度文単

の感覚によると云はうか︑兎に角数百種類のmetreが dd−1a打とSくおa訂が未だ派生分裂廿ざる以前には恐

至っては︑印度の国民性によると云はうか︑その特殊

と稀するが︑梵本に至ては偽文即ち

βご占

現存梵文法撃経偽文に組する一考察

五こ

等がやはる
少︒即ち漢詩に於ては︑梵文原典に於ける侶丈の含む

Tri嘗bhと∵整然と直別され 漢籍の↓偏に澤する努力はしなかつたものと考へられ

れたものと考へることが出来ると思はれる︒即ち之し
等てち偽金然示可能事である︒恐らくは一偏﹈偽を﹂
の事貫は︑混和状態の
た十一綴りのHndraく首抑−qpendr雪首抑

に賭しては特にその全恨的の考察は漢澤を離れて梵文

時代別︑地方別に行はれたと解繹すべき故地のある諸こ
問題を正直に偉へては居らぬこと．になる︒従て侶文
とせ暗示tて居るものと考へられるのである︒

へ︑
と研究の眼を向けねばならない︒
⁚斯の如き考察によるならば︑一概に侶頒と云ふも

云はば．凡ゆる演繹よ少も倫新しいと見られる時代の

▲
詳細に検すればその偶文の中に種々の問題が減せられ
然らば次に来るべき間顔は．現存梵文法華鮭に就て
て居る筈である︑︒然も漠諸に際しては︑me言は全然

之を表現することは不可能事であつたに逮ひない︒為且
本を校合せる現在の版本の持つ侭文が果して原始的

あり．倶舎論本項の如きは︑Y已Omitヨ．の疏によつて

︵四旬と云ふか︶梵文の一偏に常てて居るものも相常に

と解すぺき位避にあるものである︒勿論妙法華に此し

が可なりあるが︑然も地方的に云はばネパールの梵本

る︒ましてやカシュガル出土本を以て校訂して居る朗

つ他の経典に於ても同様であるが︑漢繹の一偏を以
なて
形をそのまま備へて居るかどうかと云ふことであ

盈ふ時は︑木頭は誓︒kPであつたものと推定出来るが．

漢詩には︑凹句二行を以てその梵文一頒に常てて居て
る正︒
法華が檜廣せられて居り︑之に此して現存既刊梵

併乍ら羅什謹の妙法華の如きは只偶文であることが本商
は一骨金牌として埠廣せられて居る︒併し細かに封

は︑長行のをれの如く大きくないので虻ないか︒要す

かれるに止ま少︑その逐次封照によつて梵文に追随照し
するに︑漢詩の偶丈と梵文の g巴h脚 との靡狭の差
て一偏を求めんとする如きは．如何に現存梵本と妙法

華の原典とが時代の隔たりが多く︑多少の欒化を恨る
定に割合に偶文は欒草檜贋が少いものではないか︒．之

β三好

には排出が存すると信する︒即ちg呈l抑の製作は︑諷

て居ることである︒

詞倦承によつて成形されたとしても︑散文の如く言某
第一章序品の偽文は二部に分れて居るが凡て略して

使ひや文字使ひが白山ではない︒殊に印度文勢に於云
けはばゴi讐bhである︒勿論細かい分類とその構造

るmetreは飴程紫雑であ少︑厳密である︒即ち創喝す に閲しては﹁聖語研究﹂にゆづるが︑之を級括して晋

るに可なり作意と努力が沸はれて然るべきである︒の
梵長短を符鍍を以て表せば︑K﹁︵1！ ︵くー

︵く1︵−くK

■なる十二事々

語の欒化性に富む語形や︑時や︑格の欒化等の多いー︑
・こ
く・なる十一字を四節合せて一のSta記aとするも
とそれ白身がこの困難と無難とを越えてmetreの蕨密 のと︑ −くーー

さを創造し︑蟄居せしめ︑支持し得たものと思ふが四︑
節合せて一のStanzaとするものとの二種類であ

一 研究の利便上︑既に﹁聖語研究﹂第一輯に費表るし
︒た
此こ
の中に於て最初と最後の晋は長短何れ戊可であ

とでもある関係から︑法華経序品の侶文を例として渇から自由である︒而して十一字と†二字のものとを

metreの厳密さと．その苦心の跡を窺ふならば︑g詳 此するに︑只終りに短音を一つ加へるのみである

苦心の跡を尋ぬれば好いわけである︒之を最初から順

の十音に裁てその

あるか或はその時代︑その地方のg巴h笹に関する常例

位を以て一から十迄の番競を付すれば︑

h打に於ては特に俗語Pr詳ritが多い︒之が擬古文で 結局−ぐ﹂・−・ ︵︵−くー︵

であつたかは確言の限りではないが︑兎に角㌘詳rT

特に俗語的な云ひ方をした佃塵も多いが．それにも増

るべきであ少︑穿t・としては正にyehiであるが︑此

る字から始まつて居る︒之は即ちSkt−ではy2．Pであ

ticな字使ひが多い︒然もそれがmetreを峯へる馬に 第︼は長音である︒第三頒の第一節に於てyeh岬な

して多く牽見せられるのは︑⁝etreを合せる為に字の

五三

音の長短に閲して各焉本に於て苦心と多少の無理をの
しhiを無理にh叫としてこの第≡日を長膏にして居
現存梵文法撃経侶文に閲する︼考察

ββ7

五四

ramのヨをanusく腎Pにして晋を長にして居る︒第

現存焚文法華経偽文に叩ナる一考凍
る︒第五頒の第三節︑誉Suとあるべきを澄S∈．とし

十六頚第三節のtasyaをtasyOとして居るのも此の例

である︒

て居るのも亦た此の例である︒
第二音は短音である︒第二十六頒第一節にsm宣m‖

antaとあるが︑Skt・では正しくはsm宣言antO︵sm第
宣五音は短音であるが︑第三頒第二節のcatく腎aは

正しくはcatasraサ︵catく旨aす︶であるが︑raで切つて

iを短音にしてiと

bl−註ya召とあゎ∴正しくは仇Obhati＋iyP召であるが

第六書は同じく短音であるが︑第三頒第一節に仇○‖

はj啓室乍であるのをnPで切って短音にして居る︒．

を一長音と解す︶であるべきだが︑0では長音になる

で

昔を短にして居る︒第十l頚第二節のj思naは正しく

ならば∴雷etrトm

i計童︵iヨaち︶と緯くべきであるが︑

烏の仕事である︒第九頒第四節のayu＝苗ya蔓も亦同

様である︒

第七音は長音でぁる︒第十三頒第一節のbah忍uは

pu一amであるべきをヨをanusく腎aにしてーa亭を長
音にして居る︒

β2β

居る︒第三頒第三節にk貰ra召i−喜

四て
十九頒第二節のまpulaづan抑sra一・amは正しくは訃
Saya邑であつて︑tiをmetreの為にt叫と長くし

prabh諾．aya邑とあるが︑Skt・では正しくはpra正
bし
試く
＝はbah亡苫であるが︑h引を長音にして居る︒第

ti苫をga︹笛とした笛が之に昔少︑第一頒第三節に

第四晋は同じく長音であるが︑第五頒第三節のga‖

ヨetreの為にt叫として長音にして居る︒

る︒之は正しくはSkt・ではg註官であり︑此のtiを imuはimaづの略であるが︑之もmuを短音にする

第三音は長音であるが︑第五頒第三節にgat叫笛とあ

特に官を短育としたのも之に該督するものである︒

は正しくはくaStr誉芯蔓であるが︑之を句kt●を用ゐて

第三十七頚第一節にくaStr首aとあるのは︑Sぎ

ので之を故意にaにして居る︒

、

第八晋は短音であるが︑節掴十三頒第二節の

sugPり

膝然たるものがある沌斯の如くして作られた偶文の調

うか︒法事経と云った場合にはそ伊調子が印匪人にと

て別に涌出する程の苦しい努力が果して作されたかど

子を︑同一内容を槍庚するにしても︑之を全然愛東し

n師事とすべきをヨaで切って之を短音に合せて居る︒

ぎaは買t●gen●．p−●ではあるが︑正しくはsugat許

第九音は長音であるが︑第四十国頭第囚節の巴ma−

か︒最も考へ易いことは︑同一経典内の侶嶺であるが

っe
て我々よりも遠かに敏感に感じられたのではない
骨hiは正しくはぎm首与であるが︑lr詳riticにj
を長として清かLて居る︒第七十五胡第l一節にmah＝

yamとあるのは︑正しくはSkt●ではmaヨaごある 故に．その調子は寧ろ欒吏せられすに倦はるべきだと

文鳥本或は断簡は︑大別してネ．ハール本と西域本とに

そして︑概括的に現今頚見せられて居る法華経の梵

が︑maを長音とする為に此のpr詳riticな用ひ方をし 云ふことである︒

たものと思はれる︒
第十晋は十二字ある場合に短音を以て充たす場所で

分たるべきは︑本田鶉英博士の瀬論によつて明らかで

kO；1日．蔓は女性に用ひ

あるが︑第四十一頚第三節の

あり．且つ西域本を以てネ︒ハール本よりも赦せ紀古き

bhik背 ものと見ることも異論はないと思ふ︒只西域本に関し

られることが多いから本来はkO︷叫n印章となるのをユ

として琴育にして居り︑第三十三頚第二節の

ることが出来ないのを甚だ残念に思ふのであるが︑之

恩卓も本来はbhik旦号召であるが︑咄uを短音にして ては既に畿表せられたもの以外に我々は之を資料とす
居る︒

は将来に於て︑此lの踵の資料を豊富に所有して居られ

る本田博士の御磯表を非常に期待する着である︒かか

以上僅かに一二の例を似てし潅が︑斯の如き作為と
多少の無理とは侶文金憶の上に溢れて居るものであつ

る事情ではあるが︑既に磯表せられたものの中で一膳

五五

て敢て第一草のみには限らす︑算にやその苦心の跡は
現存梵文法撃経偽文に関する一考寮
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現存焚文法撃経偽文に関する一考察
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訂und
mai
hn
㌣sE
aa
ms
lt
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‖．−bhadra

考察⊥て見るなちば︑HOer−−−e氏のごMantlSCri官r？
literature

jぎmah†舎raヨah宇．bS
a⊂
‖．ra−n抑mann a芦ゼ罫yeyP．

mains O︻buddhist

kest旨＝く0＝．が鼻分の材料を提供して呉れて居る︒

−pa留mkhyey抑くin試y
⁝e已n叫t抑s tくay神式ya

である．同書には賓塔品
での
あ後
ゎ∴−ネパール本はmetreが軒−in叫︵K l−−I

同書に費表せられたM．S●はカグリック出土であ少︑

文字はqprightGuptp

︵−⁚仁︵t・・⁚K︶であるのに︑カザリック断簡は︑非

常に長い綴少である︒L完ers氏は之をAnu讐−bh︵即

年の一部分と︑勧持品の一部分に相督する文が掲げて
透る︒同書−彗貢の賛塔品断簡︵捷婆品に相常︶中第

︑ 短かく︑目下の所︑之を解決すべき術もないが︑後日

ち八綴四旬の飼の線輪︶
である︒

四十九︑第五十︑第五十一項は︑ネパール刊本の文と
誓Oka

の私の提婆品に閲する函究に譲カ︑今は遺憾乍ら︑こ

多少異同あるにも拘らず︑両者共に

同書−竺貢の勒持品の断簡中︑その第一頚も同様に両

の論の許摸として引例することは軽へて撞く︒

早発塔品の偽文及び︑第十二章勧持品

︼︼miであるので︑如何に考へても∵ネ．ハール本よわは

の侶文が掲載せられて居る︒此の断簡は︑文字がbr訂

それには第十

峰︑l・R・A・﹂S・︵一望−︶に一部分が賛表せられて居わ∴

次化Steぎ氏蒐集のファルハードベトグ出土の断片

者共にTri〟膏t︼−であり︑年代︑地方の相異によつて

文句に
化の・なきよき許である︒但し︑同書−㌫貢の︑喪塔品
︵の中︑掟婆品に相雷︶第四十七頒前年に相督する断

簡は︑之牢ネパール本と︑荻原土田刊本によつて封増
すれば左の如く．

墾を経って直ちに箪ddharlgPO芸＝

七八世紀古い焉本であると思はれる︒然もその賓塔品
の経りは節川十

β30

と
て
ar叫keヨah抑−芸才ulyaふ引tr†ratnai st菖〒d胃訂
nし
〒p
弓は
‖ 事故り等を生じて居るから念の為その全文を
i⊇rttO n抑maik邑a訂maす叩am首ta︹サ︺

そ
と記せ
らの
れ僅
て に左に摘記して宜く︒

yaづbuddhaす

dhar∋P−pary首ad一一

mama已rv呵taSmi

eta

居る．︒此の第四十一頒の次はネ︒ハーむ本に於ては直に

rayeこk昔raゼく甘haratuく抑c㌢−Oka・n書tJぎa sa＝

hy

捷婆品の本文長行が績くものであるが︑此の断片に於

召mukham︺モー○モpa︹r︺i甘︺irくユO

muni＼sihデn監官学晋u膏二嶺ya︹くy＝

kO

ては︑妙法華の賛塔品の終りに相督する箇所で︑その

prabh巴aratanO

次で︑12︑13︑14︑15︑怯繭者共にTri澄ubhである．

a︺くaS首a召yakurくati≒−−ミ

代︑或はその系統の完本であることの許であ少︑徒て

S誓くPよatくぎu訂

16は断片は前年左の如く．

ku一a・putr詳O

相常吉きものであることを知らしめると同時に︑一方

y阜a召

Ci−︼tenatha

mpPyミ

今此の断片を比較するに︑安堵晶の偽文は︑本文の

下17乃至41頒に至る迄雨着共に全部七各aである︒次

して居ること明らかで∵ネパール本と同様であ少︑以

とあり︑やは虻字飴りを生じて居るが︑どOkaを目指

意味は大同であるが文字の位置︑用法︑順序等可な少

に第十二章勧持品の頒文は︑︵l・R・A・S・p・−○りの〜−弓C

現存梵文法撃経侶文に関する一考寮

五七

1011は共にど○訂である︒但し断片の方は梢望Oka 断片の頑丈番耽によれば︑1はTriモーbhでネ︒ハール

几＆9．は︑断片並にネ．ハール本共にTri票ubhであ少︑少︑従てネパール本の2が此の断片の頑丈の1である︒

て表せば︑︵l●R●A■S●p●−○；〜−弓eL2．3．4．5．6． ネパール本に存在する第一頒は此の断片には開けて居

の異りはある︒それにも拘らす︑偽文番耽を数字を以

居たことを明らかに物語るものである︒

添加せられて居らぬ時代︑或は系統の梵本の存在して

に於て賓塔品の後年として提婆品の按かざる︑叉その

提婆品が未だ安堵品の後年として加へられて居ない時

品を﹁終り﹂として明らかに切って居る︒即ち二方に

β3J

metreは親意に於て毅然たるものであるが︑以上試み

五入

本の第二額もTri豊富甘で両者一致し︑断片の2乃至

た考察によつても︑metreの構成及び⁚met訂の組み合

現存先史法華経偏文に嗣するl考案

即即ちネ︒ハール本の3乃至21は共にどOkaで︑雨着年

々事情が許さなかったものと想像するのが安富である

代と地方の異りを越えてmetreには全然欒草がないの せ等に至つては︑然く容易に金牌を欒吏することは仲
である︒

較して法華経の偶文の調子に欒串がなかるべきを推察

るべきであ少︑従ってその形に裁ては相皆の考慮が排

比較するならば︑metreは割合に襲化の少いものと見

と考へる︒従って法華経の原始型と∵ネパール梵本を

し得る許を柑たと考へられる︒但し︑﹁聖語研究﹂第一

はれて然るべきであらうと思ふのである︒

幸にして右の如く︑時代と地方を別にする焉本を比

輯甚泉芳項数授の載せられた析の玲文には︑華厳経入

二

と︑法華経普門品の偏頗とが同一系統のものであると

と想像されるが︑然らばその時虚別による流行と云ふ

以上述べた如く︑⁝etr諭は比較的更改の度合が少い

三︑侶文に於けるmetreの地方別と時代別︒

法界品の菩財宝子が観世音菩薩を訪ぬる場合の偽文

論七られ．然も輩腋の方が後代のものであらうと推察

か特徴と云ふか︑兎に角之が一律に行って居ない状況
せられて居る︒普門品はmetreがくai巨塔aであ少︑

りとするも︑之は異った経典であり︑異れる場合に挿

るが︑此の場合には若し然りとして雨着の間に脈絡あ

るが︑その級性的の研究は後日にゆづることとして︑今

は可なりの程度に分明になることを確信するものであ

るmetreの統計的研究によつて︑此地方性と時代性と

華厳のはくas邑ati−ak抑であつて扁㌃は異なつて居
があるかどうかと云ふ問題である

入作製せられたのであるから今ここに諭する如き同一

法華経のみに放て此鮎を少し検討して見たいと思ふ︒

その例として捉婆品の焚文を採るならばこの品は新

経典の博諦︑嘗為．檜臍とはその場合を異にして居る︒

さて︑今よく扮するにネパール梵本たる現存版本の

β且ウ

しく法華経に編入されたことは︑否むべからざる事貫
−

であり︑之に就ては私も多少の論嬢を持つ者である︒そ

して此の品は偽文が観じて十頚あり︑最初の一群をな
す所の五頒︵第十一章︑第四十二項より第四十六頚迄︶
は︑荻原・土田版﹁改訂梵文法華粧﹂に依れば次の如ぐ
である︒
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六〇

すれば︑此の偽文群の中からは叉別の興味ある結果が

解樺するの他ないが︑叉l面に於て備詳細なる調査を

して考へる場合には︑以上の如く甚しく乱脈であると

貢︑本文及び脚註1参照︶併乍らTr宣ubhを目榛と

ものと想像される︒︵﹁改訂梵文法華経﹂二百二十一

ゴ宣ubhとは飴程異つた乱れた状況に於て作られた

たものと見るの他はない︒即ち法肇経中の他の諸品の

uddi首anak抑にm
h︑e
ミ出告
封a
し−
ては
作t
製与
︑請
の︑
根元に於て既に乱れて居つ
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1−

に取少上げて見れば︑第四十二項の第一節︑弟四十三

と断定出釆ると思ふ︒即ち各項の示すme雷を正直

yぎatsぎa卓︼abdha一︑旨昏arma−nぎ点こ妄
得⊆られ︑前述の意味とは異った意味に於て乱雑である
∫ 一■■−

即ち一見してどうしてもTri票ubhとしか思へないし︑

たに河や苦海師賂釆のネパール馬本の馬眞版を参考に

如く正しく取捨し得べき材料を掟供して居ら潅い︒新

たものであるに拘らす．各焉本とも．他の諸品の夫の

上偲ふ︒所が之が非常に乱れて居って︑既に校訂を経

かち︑事斉Tri讐bhを目指して歌はれたものである

︵−K︵恨にT−とす︶なるme汀eをなし．第四十二

例︶︑第四十六頒の第一節は1︵−く1−−く・−＝1

四十四頒の第一節．︵yadiを一長音と見る︶第一一節︵異

るが︑第四十二頒の第二節︑第四十三頒の第二箇．第

節︵pariを一長音に計る︶は明らか

一の長音に計る︶︑第四番︑第四十六頒の第二節︑第三

確かにTri血苫bhとして解樺し得る節があるのである 頸の第一節．第四十五頒の第一節︑第三節︑︵pra且・を

しても到底その乱脈は救ひ得ない︒即ち斯の如き状況

ク朗

l︵1−︵−−・く−・K︵仮に
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凹十五頒の第二節は︑K！︵1−−︵−︵・・・トK
︵恨にTひとす︶なるmetreをなして居り︑第凹十四
頚の第三節及び︑第四十六頒の第四節は︵己hを一の
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子音と見れば︶＜巴Ormiと考へられる︒従って此の頑
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六一

であつて︑この調子は法華経中他に見

綴りでTri霊ubl−に似た調子ではあるものの︑やは少

■−

−−を四節合して一のStanNaをなすもので︑十一

及び脚註参照︶であつて︑・−・・−−−−︵−−︵

であ少︑S巴in二﹁改訂梵文法華軽﹂二百二十五頁本文

−

て︑Tri霊ubhを本位に考へて頗る峯頓せざるmetreと 誓且琶諾ni仇citaゼーabd訂−g賀−岸モ姦≦
云はぎるを得ないのである︒
次の一群となつて居る二項︵第十一章第四十七頒︑

− − 1 ︵

第四十八頭︶は同じく﹁改訂梵文法華経﹂に依るに
⁝ah抑−bhadra prヱnaya S弓a占抑⊇an−1

︵ ■．■■■ ●．■−．・l ▲・−−1 ︵

PSaづ打hyey打yeくin試stくay抑．dya＼

現存梵文法撃経掲文に関する一考察

β3占

現市井文絵筆経偶文に関する一考察

六二

厳王菩薩本事品には誓Okaが三頒︑漕賢菩薩品には頒

られないものである︒然も詳らかに諭すれば︑第四十 す同じくa試−︷yaを以て結けて居ることである︒浮荘
七蛸の第三節は︑前略仮定した一−n一′nOWnmet−eT柑

文はない︒

即ち後六品に於ては法輩軽重牌の偶文に燃して︑珍

に該嘗し︑同額第四部︑及び第四十八頭の第一節は
Tri票ubhであつて︑∽巴iniとは云ひ乍ら︑然も他の

の上には異欒があるのである︒即ち何ものかを暗示し

之を聾するに後に添加された部分には確かにmetre

しい異類の㌢treが入つて居り︑その胡散も少い︒
調子をも混じて居るものである︒次の一群些二項あ少︑

巴Okaで︑只他の品の∽−Okaに此して比較的誓○訂
の中のma・訂1a−くipul担が多い︒

即ち之等他の諸品のmetreに比して著しく特異性を て居ることは否認出来ないと考へる︒

佳に三頚

以上後代に添加された各品のmetreには確かに異変

婆品を除く︶の侶文のmetre・

有てるを知るのであるが︑加ふるに更に後六品に於け 四︑古形と見倣される第二品より第二十品迄︵捷

誓Oka

る偽文のmetreも．所謂る原始的の部分とは大いに趣
きを異にして居る︒即ち陀羅尼品は

で︑数の少いのみで別に異はないが︑薬玉菩薩本事品 があると述べたが︑然らば一光づ原始的の形と見倣さ

に於ては︑Tri誉bhが一︑句u朝pit厨r担が一で︑後者れ
はて居る二十品に於ける侶文のー完treは如何なる形に

全法華経中他にないmetreである︒妙音菩薩品には侶 なつて居るか︒但し喘累品には侶文はないので之を除

文なく︑普門品には三十三頒あるが全部くPit巴叫yaで︑ いて︑次に順次にその状況を列拳することにする︒但

之亦た全法華経中他にはないものである︒然も注目す し絶てS−○打 と Tri票ub︼−の二種類のみであるから

べきは︑第二十七頒以下は漢詩にも全くないものであ Tri箪lbhをT●S−OkaをS●で表すことにする︒
り︑後に付加したものと見るべきだが︑それにも拘ら

崇循

l萌︻許

H−穎霜由

HlI鴫爵誌

忠鬼︵彗−−書︶

実施︵−−崇︶

琴弊岩つ岳︵砂漠T●︶

常

鵠−無
事

︵

︵
蟄加島S●
藤∽洛T●

藤−か盛︑r●

翌↓盛S．

蒔弊−缶騒︵S−冨ゲゴ無塵︶

苧常空襲Tご︶
顎﹈吉宍短−∞柏︶

T．

潔

T．

営二㌻愚S●

T．

溝川認−盟︵∽∽︶

∽涛︵∽ひ一望︶

鵠臣鴇−盛︵∽e
事匪鴇

溺義．志賀震⊥蔓︵

鱒套庇T●

くl蒲紬誌

≦二言芸註

韓

望遠︵缶I008

り濱︵サーり︶

S．

T．

事

鵠1瑞

司法︵；−−の︶

蒔弊∽り潜︵S可嘉一T∽柏溢︶

顎

事

T．

T．

溝川張加盟︵−弓−芝︶
溢磨蒜憫

T．

hご濱︵誓T∴芯︶

鵠帥鶉−○飴︵聖T⊥芯︶

﹂∵盟︵−−ご

T．

T．

笹津一雷潜︵S−加挙丁警鐘︶

﹃鶉︵伽−−凛

態十遠憎

事

T．
鵠忘苓

零

満目鴬∞法︵−ひ−−ヾ︶
T．

潔由壷憎

笹弊−金島︵Sの撃T−￡岳︶

T．

事1戦 柏沌鹿︵−−琵︶

T．

事封認⁚相法︵箪⊥至

む態︵望T⊥岩︶

S

S

柏望︵∽ひ−∽e

T．

T．

T．

鵠き常

ご恩︵叫γIム面︶

六三

寧十丑冊

肇＞鴬ふ蛍︵巴−∽e

T．

∞袋︵−加−皆︶

事 苛−○施︵㌶1∽柏︶

S．

事什瑞

佃∵慧︵讐−柏∽︶

挙用戦の盤︵父T⊥芯︶．

T．

草野品盛︵砂漠T．︶

獣医戦−亡飴︵∽りー一会︶

lく諦蕃如

笹潜缶溢︵S軍学T∽ぶ局︶
琵盤T．

一拍盛S●

く溶室轟訪

苧常長︵T恵︶︵縄
現存梵文法華経侶文に掬するl考察

∽
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事十糾弾

潮＋道場

事十川満

溝﹂・しl謀

鵠十−苓

富海︵空†−−書︶

柑脇︵怒−笠︶

ご蛍︵ら一望︶

∽溢︵宜−念︶

柏温︵念−畠︶

∞溢︵＄−た︶

T．

部

六四

満屋笥養二

営

蟄−q旛S●

薄

佃虚T●

相島︵−○

−−−

￠溢T●

史盟︵︼柑−−ひ

営巣︵︼．a−き

T．

蟄 −盛↓．
騒−り巌S︑

夢韓㌍盛︵S−り鶉−T相島︶

人

舛こだ鱒萌如︵拓棉−甲竪琴︵︶夢浄土溢︵S選挙丁宗論︶

舛ll壁益虫

鵠−望−岳︵C

︵

蟄−加盛S．

︑r．

ヾ盛T●

T．

落

の温︵崇T⊥こ︶

零一∽臨︵崇−∽⁝︶

溝川禦

T．

旭二盟︵∽−e

山島︵−−e

S．

S．

S．

笹津箕島︵S∽柏撃丁柏柏盛︶

鵠

岩盤︵㌣ムe

T．

鵠1満

票川常

人㌻望︵㌶−∽e

蓮町

醤扇扇情

善碁笥声誹

諾飴︵鼓−記︶

︵

夢簿記免︵S−00溢一丁票潟︶

事＝鴬竺密雲丁重︶

（乃トうこ乃

事l丘認

溺

鵠−零謀巽丁誉

舛l：一種港認知

空く

∧一■

） ） ）

現存梵文法帯紙侶文に関する一考察

事＋封導

琴弊会潜︵砂貨T・︶

望盛︵−−望︶

≦lI 帥判事≠海田和
事−顎
潔 鴇−∽盛︵竺−∽∽︶

事 罵−柏盤︵監−㌫︶

柏剋︵のー○

脇S●
︵ 営苅ひ
−○盤T●

笹弊∽ひ温︵S箪翠T−∽法︶

鵠印零 時溝︵−ヤーー加︶

軸東蒜憎 h∵温︵−甲−−e

溝川璧＝心強︵甲仁 ︶

事 鶉

鵠−慧小鹿︵−−8

l舛薄僻潰僻＞田融 蒔簿−加島︵S柏撃T−の盛︶

舛辞事由

苧鴬l重工ひ︶

g3β

づ づ p べ べ づ
●
㌍ づ づ づ

掃く菅栄勒帥訪

亡袋︵怠−澄︶

事和語⁚﹃盤︵当−畠︶
事封鴇

韓輝㌍盛︵砂漠T●︶

巴芸壷彗き訴

′法廷−ふ法︵砂漠T■︶

五︑−法華経侶文の分類考察

以上列馨した所によつて︑少しくその状況を考察し

て見るならば︑第二竺全憶として注目すべきことは︑

metreの種類がTri菅bh及びSlOkaの二種に限るこ

夢浄琵飴︵S全盛−T竺盗︶
T．

舛くH吟望聾藤知
鵠−戦−の溢︵−−−の︶

とである︒倍その中でも︑数を封此して見れば︑級数

てど︒kaとTri誉bhとから成り︑何ほ叙述の主牌は

即ち法華経の原始的の形と思はれる部分は金牌とし

時芸域と云ふ計数を示して居る︒

記頸の中︑Tri誉bhは紙計讐○頚︑S−Okaは級計

S．

事川渇望突当−悪二
︼鶉︵−︶

戦−の麹︵柏−−J

鵠−戦の盤︵11の︶

T．

S．

した時代︑地方の作と云ひ得ると思ふ︒

Tri誉bhの時代の作であり︑更に誓Okaをも得意と

Tri誉bhであると云ふことになる︒即ち概して云へば

事 認 iひ党︵可−望︶

T．

如何であるかと云ふに︑以下適宜に之を分類研究して

箪簿記党︵S恩夢T岩岳︶

肇日華空虚︵蛇γ⊥ご︶

T．

見様と思ふ︒

六五

第一にTri′言bhのみの品と︑Tri誉bhとS−Okaとの

仝愕を通じてどOkaのみの品は一つもない︒そこで

然らばTri誉bhとど○訂の組合せ乃至は用ひ方は

肇冨鴬∽虚︵紹−芸︶

T．

軍盟禰

鴻鵠賛︑；演︵雪−ヨC

舛Ⅰ国頭斗常哨酔封夢潜−柏効︵砂漠T●︶

現存焚文法筆紙偽文に関する一考察

︑−．．

︵東︵空−警︶

㍍くlII辞貰聾藤瓢

事

事1軍

舛≦l霹鵬聾謀計．夢浄−弓袋︵S−党−T−の裟︶

蟄 巴島S●
藤 ひ盛T●

鵠 塑岬 卓盟︵−ヾ−∽の︶

ク39

現存梵文法華経偽文に閉する一考察
雨着を含むものとに分類すれば︑

六六

kPの何れが故に放て主憶であるかを見れば︑

一︑Tri誉bh■を主とするもの︑

方便品︑誓喩品．喫州境品︵第一群︶︑授記品︑

一︑Tri琴旨hのみの品︑

序品︑信解品︑五百弟子授記品︑裔量品︑常不

化城喩品︑授畢無拳人記由︑安楽行品︑随喜功

徳晶︑法師功徳品︵以上九品︶

軽菩薩晶︑如爽耐力品︑︵六晶︶

二︑雨着を混ふる品

二︑ど○訂を主とするもの︑

法師品︑見賓塔品︑勧持品︑従地踊出品︑分別

方便品．誓喩品︑薬州喩品．授記品︑化城喩品︑
授畢無畢人記品︑法師品︑見安堵品︑勧持品．

功徳品︑︵以上五品︶

となる︒

安東行品︑従地踊出品︑分別功徳品︑随書功徳
寓．法師功徳品︵十四品︶

とどOkaの両者を含んで居るものと︑一群は耐茸の中

次に一連の頚文群の中で︑始或は後にかにTri誉bb

第一の部軸に属するものは︑五百弟子受記品を除く他．

の一節類のみから成るものとの二程を匿分して見れば

とな少︑勿論雨着を含むものの方が多い︒而して此の

偽文が皆多く一群をなして居ることで︑切れ切れにな

から見れば︑寒川喩品の後年の偽を新しいが故に除け

一群︶︑捷師品︵第一群︑第二群︶︑見貿裕品︑勧

方便品︵第一群︑第二群．第六群︶︑薬州喩品︵第

﹁一連の偽文中に雨着を含める偽文群

ば︑此の薬州喩品のみが四十四頸連摂して居るもので︑

持品︵第二群︶︑安楽行品︵第一群︶︑分別功徳品

っては居らない︒第二の部類に曝する諸品は︑此の鮎

他は大群をなすものをも持って居るが︑皆必ず数個の

︵第三群︶

二︑各群が畢礪にTri〟曾bh又はS−Okaから成−Qも

頑丈による片々たる小群を持つて居る︒このTri竃−bh
と∽−Okaの雨着を含む各品に於て．Tri菅bhとど○川

β4∂

●

のを含む品
誓喩品︑授記品︑化城喩品．授畢無畢人記品︑

従地踊出品︑随菩功徳品︑法師功徳品
の如き分類を示し︑更にこの中に於て︑第一類即ち一

一群︶．分別功徳品︵第三群︶

二︑Tri竿lbhを以て始まるもの︑

見賓塔品︑御持品︵第二群︶

となるのである︒即ち此の二柾の分類に於てTri芋1bh

も知れないが．一應得た所の結英を綜合して見たいと

の分朔を試みはしたものの︑或は無益なことであるか

以上の如く︑偶文の群とそのmet−eを表示し︑二三

六︑結語︑法華経偶文の特徴

である︒

法師品︵第一群︶

方便品︵第一群︑第六群︶︑薬州喩品︵第一群︶︑

る偽文群は︑

を主鰹となし︑且つそれがS−Okaを以て始められて居
群中に両者を含む侶文群を︑Tri誉bl一とどOkaとの
関係によつて分類Lて見るならば︑
一︑Tri明言bhを主陛とするもの︵数の多いもの︶
方便品︵第一群．第六群︶︑薬理喩品⁚第一群︶．
法師品︵第一群︶

二︑S−Okaを主腰とするもの︵敦の多いもの︶
顎便品︵第二群︶︑法師品︵第二群︶︑見資格品︑
勧持品︵第二群︶︑安発行品︵第一群︶．分別功徳
晶︵第三群︶

前述した如く︑葵如喩品の侶吏第二群は後の添加な

となるが︑之をTri浩ub−1とどOkPの位混の関係によ 思ふ︒
って分類して見るならば．

ること明らかなのであるが︑之が三十九頒あつて全部

六七

次に一光づ古き形と見られた諸品に於ては︑紙数に

誓Okaである︒

一︑ど○訂を以て始まるもの︑
方便品︵第′一群．第二群︑第六群︶︑薬州喩品︵第
一群︶．法師品︵第一群︑第二群︶．安発行品︵第
現在恋文法撃経偽文に関するl考泰
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現在先史法撃経偽文に関する一考察

六八

この想像を加味して更に前章の分類を検して見れば

於てTri誉bhが主憬をなして居り︑然もTri誉bhと
あると⁝先づ想像せられるのである︒
ど0訂の雨着を含む諸品に於ては．頭初から見て行け

含むものの中︑巴○訂をその主恨とするもの及びそれ

ば中間に於て誓Okaの敦が漸増し︑往々にしてTri竿 一連の偽文群の中に於てTri讐さhと∽−Okaの雨着を
ubhとど○訂 の敦の封此が主客顔例の姿をすら呈し

がTri讐hhを以て始められて居るものは何れも中間

安発行品︑従地踊出品︑分別功徳品の諸品が是れであ

居る︒級憶的に品としては法師品︑見賓塔品︑勒持品︑

の諸品であつて︑初の方の部分と梢異る状況を示して

て居る︒但し第十七品以後に至つては再びTri箸bh
の檜加を示して居る︒このことは叉充分に考慮の飴地
があるが︑兎に角添加檜廣が大鰹に於て後へ後へと付
l
け加へられる傾向を是認するならば︑中間の部分に封

かくして結局綜合的にmetr2及び偽文の形から見て

する前年即ち初めの方の九点程はTri菅bhとどOka る︒
の敦の封此が︑全二十品の親計に於ける封此よ少も倫

一骨Tr号ubhがその偽文を構成する調子の根幹であ 本来法華経の偶文としての特徴として解すべき鮎は次

始形に於ては︑初の方の部分及び後の方の部分は︑中

ることを認めねばならない︒即ちTri誉bhがS−Oka
の如くに考へることが招来ると思ふ︒即ち法華経の原
よりもー厚原始的部分に密接な関係を有するのではな

居るのであるから︑Tri讐bhのみから成るか︑或は

併乍ら所謂る原始形に於てもどOkaを少しく混へて

あるとも考へられる︒従って之等諸品中︑Tri讐bhを

品の甥文群が公平に見て各々此の特徴を分捺すべきで

少である︒而して兎に角組合的の統計の結果は亦た各

間の部分に比してTriⅥ．ubFの敦が多く︑巴Okaは僅

Sl︒kaを少しく況へたものが原始形と云ふか︑第一部

主牌とし︑ビOFを埠分睨へたもの︑及び全部Tri筈

いかと云ふことを想像せしめる︒

と云ふか︑原に近きもののー完treの習癖であり傾向で

2Jβ

＿

助言bh

によつてその本論に入ると云ふ形を示して居る

かれるし︑然も原初的な法華経の侶文の特徴でもある

一頭に於ては十二綴りゴi苫bhの方が多いわけであ

至十二綴りであり︑普通に考へて一節に三綴多ければ

に適せるかと云ふこと1同様に︑可なりの程度迄に因

如何なる種類の︑又如何なる程度の思想なり叙述なり

どOkaの如き比較的少い綴りを以て一頭をなす偽文が

先づ誓Okaを以て侶文を始め．教頭にしてゴi苫bh

あらうが︑此の事葺から推察すれば︑前述した例の．

多いことは︑梵文の侶支を読む者の等しく感する所で

茎bhよ少もより多く字を補足して判読すべき場合が

はないであらうか︒侍且つ︑上乗論じた如く︑その大

普通に考へて長い侶文がやはり根幹となるべきもので

うかと云ふことには幾分の関係の存することと思ふが

である︒之は雷初の法聾経が偶文のみで成立したかど

或は二項︑乃至五戒は十位の偽文の群が混森すること

β43

ubhから成るものが代表的な原始法輩の侶文の特徴で

主鰹とし︑然もそれが望︒kaを以て始められて居る偽

と考へるのであ竃︒但し如何なる思想内容がTri讐bh

はなからうか︒佃且つ雨着を含む中ではTri票ubhを のである︒此の形は極めて自然な傾向であることが衝

文群が最も注目すべきものと考へられる︒このことは︑．

る︒字数を多く用ひ得るとすれば︑内容表現に際しては

果関係と云ふか必然的の闊達があると考へるが︑之は

誓︒kaは一節に八綴りであゎ︑Tri写bhは一節十一乃
の如き綴り数を以てするに通常せるかと云ふことは︑

多き字数を以てする方が一頭に於ける思想表現の内容

次に一考すべきは︑諸品の偶文の中︑三十︑四十或

は豊富であり︑従て望OkaよりもTri写bhの方が同 又後に穣された一の問題でなければならない︒
数の頒を以てLては理を毒し易きものと見るべきであ

へと移って行くその手法は正しく序曲と本実の関係で

六九

なる侶文群が︑︼．riぞ−bhのみから成るものと︑どOka
現存允文法撃撫侶女に関するl考寮

ある︒始めにご0訂を以て叙述の導きをし︑次でゴi‖

る︒事算法華軽の侶文を講む場合︑S−Okaの方がTri‖ は百以上の大なる数を有する偽文群と︑切れ切れの一

●

現存梵文法華経侶文に閥する一考察
■

七〇

持って居少︑随喜功徳品︑もそれを持っては居るが︑

如来紳力品等はTli讐bhのみで一連の大なる頑丈を

る注目に債すると考へる■但し裔量品︑常不軽菩薩品︑

し︑倍どOkやをその初に持つて居るものとの両者は頗

の古き形の侶文の特徴と思はれる鮎を二三一連べるに止

於て幾分の差異を認めざるを得ない鮎と兼ねて法華経

於ても︑その初分とその後分とは︑metreの用ひ方に

はない︒ここには現在法華経原始分と見倣される中に

始めて諭すべきであるから此の小論文のよくする所で

とTri蔓lbhとを混へて居って然もTri悪ubhを主悼とる︒之等はその表現する内容に亘つて詳細に検討して

之等は他の観鮎からして何種々の批判を保たねばなら

梵文による偽文を材料としては︑法華経はそのPr許

め棟と思ふ︒

序品第一群︑序品第二群︑方便品第六群︑誓喩品第

kriticな語の敦や︑その大牌の傾向としては言語上は

ない︒従てかくの如き注目に促する偽文群は︑

四群︑信解品︑葵押喩品第一群．化城喩晶第十六群

華経金牌に就て云ふならば︑他の諸経典に封する位退

の何れなるかを明らかにすることは出来ない︒従て法

各品共同様であつて︑その理由が︑甚しき時代を隔た

誓喩品第三群︑授記品︵第二︑第三︑第四︑第五群︶

も比較的分明になり得る場合もあるかも知れないが︑

等が之である︒但し仮に偽文が先に成立して居つたと

化城喩品︵第一群より第五群︶︑同品︵第六群よ少第十

然も他の梵本のg巴h抑の言語と比較して飴り差異は認

ぬ雷か︑或は模擬的に之が作されたか︑或はg巴hp．に

三群︶︑同品第十四群より第十六群造︶︑五首弟子品︑

僻足して︑その偶文の問々へ長行む狭入したと解樺し

等の偶文はやはり注目すべきものではあるが︑長行が

められない．︒而して純粋に言語畢的に偶文の中の部分

用ひられた言語は飴り攣らないで存輯せられたか︑そ

先に成立して侶文を之に次々に添加したと見れば．之

を直別せんとすることは不可能事に属するであらう︒

得るも￠あ少とすれば．

等の切れ切れの偶文は飴り注目に債しないことにな

β1ま

玄 防
−

法

師

の

徳の一せに拾かった事を知ると共に．玄妨の英才なり

化一般を指導した大正着である︒依つて以て童淵の畢

−

死

審楽件数史考覚書

玄防の所動期は入唐の詔を拝した粟亀二年︵ごeか
ら其の入寂の天平十八年︵ヨ冨︶に至る約三十年問であ

し事をも偲び得るであらう︒

あるが︑時宛かも唐の玄宗︑開元五年︵ココに相常し︑か

通庸押使多治此願守の一行に随伴して入唐したので

鋸西筑紫に左降せられたのは天平十七年十一月の事で

の菩無畏三戒が長安に到着した翌年になるのである︒

こ1に於て撲陽の智周に謁して法相の深奥に達した︒

智鳳︑智璧︑智堆の師に常る人であるといふ︒

智周は即ち意思大師の賛意沼の弟子で︑我が入唐恰︑
鋸

在唐十九年︑畢隷大に進んで世の認むる断となり︑

玄宗より紫袈裟を賜り︑位三晶に准ぜられたと云ふか

七l

玄妨と同時に井詔入唐した留畢生下遣眞備宗鮮影︑

ら︑大に日雇にその人ありと訝はれたものであらう︒

457 は玄防︑行基︑宣教︑艮敏︑行達︑隆笥長所を掛す

りり で其の七上足の随﹂に薮へられた人である︒七上足と
ヽノ
ヽノ
ヽ■′

玄肪法師の死

れも夫々に猫自の境地を開いて寧柴天平の俳教界︑文

ので．此の中には現在行跡不明の人々も存するが︑何

ヽ／

玄妨は俗姓阿刀氏︑入唐以前既に同寺の養淵に畢ん

︻ その生涯

年の短時日に過ぎないのである︒

あるから︑その京師に於ける縦横の活躇は前後僅に十

朝したのは天平七年四月︵諾ひ︶で︑或る事情があつて

ノ

る︒此中在唐約十九年に及び．功成り名産げて無事辟

l

β≠∂

玄肪法師の死

妨は共にその長い留畢を終って︑天平六年十月通庸大

得て逸に辟朝の事なくLて彼地に現したが︑眞傭と玄

才を以て入唐したものであらう︒仲麿は玄宗の殊寵を

雨着の年齢よれ見て略々推察し得べく︑常時二十四五

のであつた事が判る︒玄防の年齢は不明であるが︑右

鮎より見て︑此時の留畢生の素質が甚だ少壮優秀なも

名聾を挿した事斉と．泰唐未曾有の久しきに捗りたる

雷00−ヨひ︶及び安倍仲臍︵ぎ丁ヨeが何れむ唐土に於て

って．世に艦鹿大夫人と補する︒之に関する﹁蹟日本

御生母に在し︑光明后の異母姉に首らせられる方であ

子は藤原不比等の女︑文武天皇夫人にして聖武天皇の

を看護して之を快癒し奉少︑多量の施物を賜った︒宮

丙寅︵二十七日︶には皇太夫人藤原宮子の久しい幽憂症

補任せられ︑我閥最初の紫袈裟を賜った︒此年十二月

童子八人を給は少︑同九年八月丁卯︵二十六日︶恰正に

を講逸した︒天平八年二月︑封一首戸㌧田十町︑扶翼

七こ

使丹治此既成の舶に便乗して︑翌年同時に膵朝したの

得失を指摘し︑玄妨と虞備を除かん事を乞ふたが容れ

天平十二年八月︑太宰少武藤原廣嗣上表して時政の

情も此遼に一つの素因を置くことが出来るであらう︒

られす︑蓬に之を名として筑紫に赦し︑直ちに討伐せ

られた︒此間︵九月︶開別に観音像一姫︑敬書経十巻を

書完して贋嗣の乱を斬らしめ︑天平十三年にはかの国

分二寺の詔勅を僧綱の筆頭として拝した︒此年七月．

埼

しポらJ﹂

黎僻して千手経を菩焉供養した︒天平十五年には東大

八巻及び彿像器具等を菅来し︑之を何首省に敵った︒

尊大仰の前身なる紫香粟造仰の詔を奉じて大に努力し

天平七年四月︑﹁開元樺教録﹂による一切鮭五千四十

てゐたのである︒

二賠たる副使胎には道楯︑菩提億郊．彿哲等も便乗し

康成の往船には果敢︑普照等が随って．入唐し︑膵路第

った事も察せられ．雨着が政治界に接頭せんとした事

である︒此の深い因縁によつて雨着の親密な交友のあ

紀﹂の記事が踵庚に靴俸せられて玄妨批難の的となつ
′
たものである︒

呵

1 1

復興縞寺に唐院を建て1之を安置し︑盛に法網の教養

βJβ

′

二日

たが︑此の工中止せられて申駕平城に遣り︑大仰も亦
た平城束山現在の地に移る噴︑天平十七年十一月乙卯
日︑久しく懸案となりて竣工を急がれつ1あつた筑紫
観世音寺辻建を命ぜられて九州に下つたが︑此の問に
事情の伏在するものあつて同月十七日︵庚午︶彼に封す
る封物は官に没収せられた︒翌年⊥八月十八日︵己亥︶．

筑紫観世音寺落慶供養の日に昔って暴かに卒したとい
ヽl一

3 与今奈良市外高畠好覇町に﹁頭堵の森﹂があり︑之

を取陶んで珍重すべき天平期の石件数佃を見るが︑之
が玄妨の首を葬った所であるといふ︒叉同地に肘塚︑

眉目塚︑胴塚等と輸するものがあつて︑皆玄妨に附合
かくて彼は不遇に死し︑疑惑の中に葬去られたので
あるが︑その法相教畢の地位は所謂る法相四俸の一︑
北寺俸︵輿栢寺系︶の組となり︑弟子に秋篠寺の尊珠︑
興栢寺の慈訓等を得て居少︑善珠の後長く︑隆膵︵−○震
⊥−茎︶以後大乗院門跡として悟った︒

娃
玄肪法輔の死

l︑﹁織目本紀﹂

ハ︑﹁東大寺軍政﹂一︑﹁三関傭法侍泡級

ハ︑﹁同賓治

己亥︒倍玄妨死︒玄防俗姓阿刀氏︒塞馳二年入唐学

2︑﹁続日本紀﹂天平十八年六月の陳に

地lニ年︵養老元︶入唐﹂︒とある︒注意を要する︒

とあるが︑天平九年の條には玄肪伶正補任を叙して﹁霊

倍俸云︒玄防入唐︒唐天子尊之︒姶若紫袈裟推三晶云﹂︒

佃ほ七大寺年表にょれば︑塞馳二年の條に︑﹁日本名

数史講話四二五京︶︒

詔を詳した時と見なければならぬ︵境野責洋︑日本俳

事葉上の入唐は笛然此年となつて︑・絶って震曲二年は

唐便船の遊資は聖餐老元年︵コごとなるから︑玄妙の

は賽曲二年を入唐とするが︑﹁続日本紀﹂を按ずるに遣

表﹂二ニ︑﹁東国高僧倖﹂二︑﹁本朝高僧停﹂六七︑等に

起﹂中︑﹁扶桑略記﹂巻六︑﹁元事辞書﹂

β47

大使多治比眞入庫成︼遠藤︒費二経論五千像令及請彿

世相停云︒鶉こ藤原廣嗣塞︼餅

七三

﹁今昔物語﹂一l︑﹁扶桑略記﹂六︑﹁束固高伶侍﹂二︑﹁皇

一︑﹁三関彿法侍通綾起﹂中︑﹁元事梓書﹂l六︑ニこ︑

とあるもの︑蓋し根本責料である︒外に﹁東大寺要録﹂

レ菩︒

レ之︒至レ是死こ於徒鱒叫

道場可自レ克之後︒乗寵目盛︒柵畢沙門之行可時人窓

像︼爽︒皇朝亦施二紫袈裟︼著レ之︒専夢静正叫安こ荘内

臨

せられ
ゐ天
る子︒
問て
︒唐
尊レ妨︒準ニニ品一合レ著こ紫袈裟叫天平七年
′

′

玄防法師の死
9︑

七四

年代略紀﹂︑﹁七大寺年表﹂天平九年條︑﹁本朝高恰倖﹂

若し然らば智鳳以下の入膚した大雪二年︵ざβには付

ほこ十国︑五歳の頃に常る︒些か凍陶宣止めて置く︒

﹁停通線起﹂中によれば︑此時智伺三十八歳と数ふるが︑

3︑﹁博通縁起﹂中︑﹁法相宗﹂︒

拙稿﹁婆羅門修正について﹂︵宗教研究節十巻餅⊥ハ班︑

六七︑﹁伊納補任抄出上﹂等によつて桐ふ︒
4︑行基に闊する文献史料︑

﹁行基事匪停﹂T行基普匪行状紀﹂T行基菩匪年譜﹂︑﹁元

﹁頼日本紀﹂天平九年十二月丙寅︵二十七日︶の傭に︑

﹁韓日本紀﹂︑﹁扶桑略記﹂︑﹁同校率﹂︑﹁東朝法撃経験記﹂九
︑一貫−九五貢︶

00000000

写梓書J︑﹁招提千歳記﹂︑﹁日本往生極楽記﹂︑﹁東大寺要
長日︒皇太夫人藤原氏就こ鼻后宵こ見 付正玄防法師可
録﹂︑﹁明匠跡譜﹂︑﹁行基菩薩御逮骨出現串﹂︑﹁七大寺年 天皇亦撃垂后宮叫皇太夫人馬下沈 幽糞−久僚由人事山自

綿︼千屯︒鮨一千鈎︒布一千端可

表﹂︑﹁伊納補任抄出上﹂︑﹁僧綱補任﹂︑﹁三岡明匠略記﹂︑レ誕二大皇嘉こ骨相見叫法師一着︒富然開悟︒至レ是適
﹁東国高僧停﹂︑﹁本朝高僧停﹂︑﹁興繭寺官務牒疏﹂︑﹁南都輿 天皇論見︒天下英レ不こ慶賀叫郎施こ法師縮一千疋︒
高僧停﹂︵玄防項︶︑﹁初例抄し︑﹁禅家官斑記﹂︑﹁鼻代略

﹁東大寺要録﹂一に叉之を韓載してゐる︒之より種々の

四恩堂

没前也﹂と云ひ︑叉﹁興両寺濫脇記﹂．にも︑

表に宮子夫人の快癒せられたる記事を附して︑﹁書目輿

靴停が世に流布したのである︒﹁元寄梓書﹂二ニ︑賓治

記﹂︑﹁革質綺嗣﹂T古今苦悶集﹂︑﹁今昔物語﹂埠々︒

5︑行達については︑﹁七大寺年表﹂︒
β︑除草 − ﹁東大寺要録﹂一︑﹁南都高倍倖﹂︑﹁本朝高何倍﹂

︑賓治表︑孝謙皇帝條︒

四︑﹁日本高僧惇要文抄﹂三︑﹁三園彿法博通放起﹂︑﹁元
亨梓馨し二

於彼堂密通之所︒志テ御寺焼失之時︒語数雄レ造︒件四

流記日︒光明員后御厨︒玄防僧正︒要式帝母后宮子謂︒

寺要録﹂一︑﹁博通線起﹂中︵法曲宗︑撃蕨宗︶︑﹁倍湘補

と記し︑更に靴侍して︑﹁今昔物語﹂巻l一ノ六の如く︑

恩堂一宇不レ造云々︒

7︑良耕 − ﹁綾自本紀﹂三二︑﹁扶桑略記﹂︑﹁同挟革﹂︑﹁東大

任抄出上﹂T南都高倍俸﹂︑﹁元亨浄書﹂二︑二ニ︑二三︑

．ハ︒≠ノ人不レ吉ヌ樺二軒シ繚ケリ︒

ヒケル程ニ︒観シク参り仕リテ后此ヲ寵愛シ給ヒケル

然ル間天皇ノ后光明皇后︒此ノ玄妨ヲ貴︑︑︑膵依シ給

﹁範大寺別常次第﹂︑﹁七大寺年表﹂T東大寺耕集録﹂T興
縮寺官務賓財岐﹂︑﹁一代要紀﹂ニT初例抄﹂二︑﹁本朝高

僧停﹂四︑等︒
ぷ︑﹁扶桑略記﹂六︒本稿鮭l︒

2Jβ

1

り一ヽ

l

3ヽ

干レ時玄妨︒帝王御恩之飴︒矯悉自長︒於

少武︵於

とし1更に一博して﹁松浦廟宮本姓起﹂の如く︑

﹁今昔物語﹂︑﹁扶桑略記抜

琴﹂︑﹁束大寺要録﹂︑﹁輿稲守艦船記﹂︵僧正門︶︑前述

鼠拍

停﹂導管之にょる︒﹁南都高僧倖﹂には仰ほ九州左降に

﹁七大寺年表﹂︑﹁南都高恰偉﹂︑﹁元事稗背﹂︑﹁本朝高倍

聖武夫畠御字天平十七年乙酉十一月玄肪僧正悠達観

ついて︑

云太宰少式暖地璽併癒云々︒叉典故多︒或云除僧正職道

ン︶乙亥日忽然登黛敏文︒薄地死．亡︒吏無骨血云々︒俗

銀西是流罪也云々︒又或筑紫経廻云々︒叉詑云々︒

耽音寺降太宰府焦彼寺別賞︒同五月︵同ハ翌ノ訣ナラ

﹁大日本史﹂等にも採用せられたもので︑近時迄専ら虞

輔較は之を秤明して﹁只長春替俸詑耳﹂︒と暮してゐる︒

賓と居ぜられたものであり︑寺家も亦た彼を恵んで多

によつて終に興繭寺内に廣嗣の震を勧説する串になつ

憶配多岐に流布せられた事が判る︒か1る説話の流布

ー

子共有テ拾ヒ集メテ非シタリケリ

て其微志室宙ナル事

ヌ︒窓鮎其ノ身ヲ散々二餅破テ落シタリケレ〆︒一風

キ衣ヲ斎テ冠シタル者準ア︒俄二玄肋ヲ艶坂テ空こ昇

ヲ報ゼムト悠ルニ︒彼ノ玄妨ノ前三璧琴現ジタリ︒束

其ノ後辟総意璽卜成テ且公ヲ恨蕃り︑且ハ玄防ガ怨

語﹂以前に行はれたもので︑﹁今昔﹂には︑

即ち靡嗣の寒を祭ったものである︒之は既に﹁今昔物

とあつて︑寺内に鎮坐したものらしい︒松浦明紳とは

自こ筑紫松浦︼勅諭

鏡明紳酢蛸財踊錮離翔

た︒即ち﹁輿稲寺艦腹記﹂に︑

くは抹殺的又は諸費的感度に出た蕗め︑後の﹁道鏡﹂停

玄肪法師の死

落ちたと倖へるのである

虎を異にして失せた︒後日にその昔︑典耐寺の唐院に

って入る間︑忽ち悪寒のために天より掟挿せられ身首

なものは︑筑紫猷世菅寺落慶の供養導師として輿に乗

として諸説の行はれた串を述べてゐるが︑辞書に共通

寺年表﹂天平十八年條には玄防の﹁入滅に三記あり﹂

意を感ずるものであるが︑諸事又之を数行して﹁七大

云︒夢藤原髄嗣蜜︼併レ青﹂︒−とある文に︑何等かの伏

玄妙の死因については︑既に﹁続日本紀﹂の﹁世相俸

﹁七大寺年表﹂︑﹁南都高僧侍﹂︒

着﹂の語が看護の意なる串は諸家の訟で透って諭を要
しない︒

の杏として知り難いのと軌を一にする︒勿論﹁法師一

しかし之等の詑は﹁源躍盛衰記﹂︑﹁興輌寺略年代記﹂︑

とし︑﹁元事辞書﹂︑﹁本朝高僧停﹂も亦た之に徒ふ︒佃し

女巳不七宜︒琴−自軍衣−染レ劫飛レ之︒

嗣 准安寧睾命蹄可欲下琴海鳥之気叫♪l風

′

玄妨法伽の死
知力リケレバ︒天皇趣テ恐サセ給テ︒⁝⁝吉備大臣ハ

の詮明に代へる︒

七大

の接頭義動期である︒之は一に天平九年上年期に於け

る疫病に災されたもので︑四月より八月の間に南北式

京四家の頭領を一時に亡ひ︑泌然的に諸兄の躍進的全

4一

盛時代を醸し出したからで軌る︒此間隙に於て玄防の

内道場︵宮中穫俳堂︶の出入と眞備の政治顧問の蒼資的

▲■

藤原不比等の四男は夫々南・北・

其後璽紳卜成テ其斯こ鏡明糾卜申ス是也︒云々︒

廣継ガ帥也︒速二彼ノ墓二行テ誘へ可把キ也卜仰七給
︵こ橘諸兄−−玄妨僧正就任の天平九年よりその役
ケレメ︒吉備宣旨ヲ奉︒⁝⁝陰陽ノ術ヲ以テ我ガ身ヲ
年迄の十年問は橘諸兄の執政時代であ少︑藤原後稚者
イザナヒ 怖レ触ク飼メテ︒勲二抱誘ケレバ其塞止マリニケ少︒

と記す︒

−

その時代
︵イ︶藤橋l一氏

謙天皇の生母とならせられて．藤原氏め外戚閥族の基

天皇を生み奉少︑第二女光明子は聖武夫人となり．孝

するに於ては嘗閥族として根強い潜勢力を有する藤原

捷得たとは云ひながら︑一度廟塵に立って政務を掌捏

母を通じて皇室及び藤原氏に親近した結英この柴位を

樺力はかなり大きな勢でなければならない︒諸兄は生

礎はこ1に確立したかに見られるが︑これは一に不比

氏に封しては兎角に一告を輸さねばならなかった事で

式・京の四家を立て．女官子は文武夫人となつて聖武

等の後金なる橘三千代の手腕によるといはれる︒而し

べき事態でなければならぬ︒禰氏の政策は頗る樺謀術

あらう︒而して藤原一門にとつては之は又甚だ焦燥す

籍降下の後橘姓を耽して光明后の殊に常る多此龍と腰

数に富んだものであつた事は種言の事蹟から推察し得

て三千代と先夫美努王との問に生れた葛城王も亦︑臣．
たひの

し︑妹卑漏女王は北家房前︑夫人となり︑藤橋二氏は

るのであるが︑その背後には常に玄妨．眞傭の存在を

ふささ−

何れも楠大夫人の練を以て次第に廟堂に重きをなすに

否定することは出来ないやうである︒彼等が二十年に

むろ

車つた．争輌氏の系騎を攻Hに示して此の複雑な紺係

25∂

＿

蘇我連子−娼子

藤原鎌足

麻犬養宿弼棄人・闇m酬凶︵橘大夫

︵和銅元 敏連天皇−難波王・・わー美努†

玄防法師の死

一望成

−清河

元明天皇−

草壁太子−

−八束︵眞楯︶⁝⁚・

−永手

ふささ才

−鳥蕃

南家 む一仁 まろ
武智麿 一陣樫︵憲実押勝︶
●
︵蛸年卵︶

北家
房前−
︵㌘卵︶

一 元明至

0

基経

0

一文武天皇

2∂∫

出したであらう︒殊に玄妨に於ては．上に信俳の念深

その経験考究の跡の我閲に移入すべき多くのものを見

り︑制度文物畢輩等大に見るべきものがあつたから︑

垂んとする長い留畢生活は時宛かも玄宗開元の治に箇

て国分二寺の完成に努力した事と．日本の中心戒壇と

に属するが︑その恰網主斑者としての俳教的施設に於

甚だしく史家と地元の寺家の悼忌を買ひたる故に不明

如何灯結実したかは不幸にも年途に天折した馬めと︑

と推察されるのである︒玄坊の理想経輸が奈遼に存し︑

七八

く在した聖武天皇及び光明后︑宮子大夫人を擁し奉少︑

しての慮合邦大像法建への着手とは︑即ち沸教精紳を

玄防法師の死

その内道場への進出は右大臣橘諸兄にとつても大なる
脅威を感じたであらもまして諸兄自身が甚だしく俳

の喰込みに遺憾なき全図的布石であつたと見てさした

以て国家精紳を統一し︑倍官を以て中央地方行政棟へ

ヽノ 6

数倍着であつたと察知されるだけに．さすがに名臣の

る狗断とは云ひ得ないであらう︒

として︑寧ろ諸兄を駆使すべき地歩を占めた焉め︑眈

︵こ廣嗣の乱−上官時玄妨と眞備は執政諸兄の懐刀

替高き諸兄も常に玄妨の示唆により︑叉玄妨との安協
を得てその政策を連行せぎるを得なかったと推定され
る︒

ひ難いけれども︑深く後宮に入つて適切斬新な献言を

止って︑後の活鏡に於けるが如く名葉相伴つたとは云

し．淡海公以来の平城京を中心として勢力の扶植護り

られる︒のみならす藤原氏は眈忙棋を強く皇室に下ろ

藤原閥族者にとつては︑之は頗る心外であつたと察せ

に諸兄の構頭をさへ快しとしなかったであらう屈服の

なし︑多く採用せられて終にその実を凝ったものと云

難きものがあつたと共に︑その政策動向は著しく保守

かくて玄妨はその位は恰正たるに

ひ得る︒而して賢明な彼は先づ旭日の勢にある諸兄に

的であつたことを否めない︒之に封する新進膵朝の玄

−

近づき︑玄妨．眞備︑諸兄の三者鼎坐して閥事を議す

妨．眞傭は股も尖拙的にて進歩主義の政泊施設を欲L

︵ハ︶政教一致

るに至つて∵諸尤は寧ろ木偶帆布寮に過なかったもの

崇ほ

為姦し

たであらう︒此の間隙を利用したものは嘗って同族を

たのであるから．勢ひ主張の衝突．感情の経れもあつ

作二広々︒

令三天下積二怨於陛下

政司逐棟梁之家叫令三左右絶二忠良之臣刊屋代ニ酷政可

欺﹂詐后官ご率森藩屏之族

失可陳l天地災典可因以レ除二倍正玄妨法師︒綻五位下

太宰少式従五位下藤原朝臣廣嗣︒上レ表指二時政之得

へ︑右上表文によつて玄妨その人の専横辣腕な態度や

月になされたものである︒詭訴の作為鮭々たりとはい

右は玄防が僧正就任より僅に三年目の天平十二年八

拳動二大役叫令三萬民疲斗弊於輿

βう3

令三朝廷舶㌻緋城之固

た︒﹁韓日本紀しに

下道朝臣虞備l馬レ言︒

りに於ては玄坊は既に隠棲修行の一桑門にはあらすし

遣少方む明瞭に看取し得るのである︒これを信する限

今怜正玄妨恒著二紫祓袈裟叫一頃違㌔豊禁令三諸恰侶

て︑堂々廟堂を掌握せる大政治家の臭がする︒想ふに

作ェ農痢侶叫一同こ白衣ぺ叉僧正老体法綱紀︒法輿靡

復せんとしたものであらうが︑之は暗に橘諸兄に封す

たる諸兄の地位を危くする事でなければならず︑こ1

る報復手段でもあつて︑玄防を非する事はその庇護着
玄妨今令二金

慣稲二弼勒

叉伶正
に贋嗣の一石二島の底意を汲取り得るのである︒然も

身丈六悌眠流一レ涙︒矯二下賎女子

七九

る上表の容れられぬは明かであつて︑此の年九月遂に

博聞大鹿棚師日︒ 胡政掌握の鍵は諸兄︑玄妨の猫占する朗であれば︑か1

玄l妨法面の死

昔レ作二天子︼也︒礪負二此．マ＝再掲窺二賓位可焚二1惑陛下

玄妨掌中有二過大之理可直連こ中指

レ身︒愛−着女色叫宛如二日衣無戒有情

練二此一倍叫然此倍加㌻頭陀安居︒種々威儀叫香華飾

玄妨畜・養控讐輿・作舎宅︒緊﹂積財賛刊醸レ酒屠レ宍︒
のか︑又は彼を斥くるを以て中央の一族間に信用を回

庚嗣が九州左遷に封する教唆者として玄妨を恵んだも
内挟こ舐塘之心可外曜二指鹿之威刊俳法之賊亦何如レ斯︒

漸準融通叫豊如レ此乎︒玄防私制二邪律？流・パ放借用

とあるものが之で︑此の上表文とは

ノ

玄妨法帥の死

くに18

八〇

贋嗣は遠く筑紫に於て親族を嘱すに至つた︒大勝軍想
大の接頭と共に︑恰官の侮り難い地位に望息せねばな
ヽ′

りしものがあつたと察せられるが︑こ1に靡嗣によつ

︵へ︶恭仁遷都−庚嗣の乳は中央への衝動甚だ大な

野束人之を征討し︑殆んど一戦を交へゃして十一月ら
縛ぬ︒

6

に就き︑此の騒乱は一党づ結末を告げたのである︒
︵ホ︶その結着影響−贋嗣は正史の偉ふる朗は甚だ

香しくないがいその日的は後に至って充分成就したて
︒恐らくは藤原氏金牌の級意を知って︑最も恐慌を感

玄防は此の上表文を基として按紀編纂者をして﹁是じ
よたものは玄防よりも寧ろ橘諸兄であつたらうと思は

り後︑柴籠日に盛んにして︑稗抄門の行に帝けり﹂れ︑
ると
︒恭仁速都は周到な諸兄の計書的な策謀に出たも

許せしめ︑世俗は皆玄防の死を以て阻嗣の嚢に寄せの
らである事は殆んど議論の飴地がない︒恭仁京は着々

廻ってどう′1姻少をしてゐる所︑奈良末期の政界は︑

非常手段であり︑その成功は彼の地位の聾固化を物語

るのである︒しかるに此の行動があまりに唐突にして

云はねばならぬ︒恭仁の遷都は藤原一門を平城に檻去

卒した︒かくて藤原︑橘︑伶官︑神官の幽者が政棟の
をがあつたとするも︑少くも失敗の因を遠く含んだと

て聞へたが藤原良房に括抗して捕へられ︑配沈の途他に
の諒解を快いた所に︑此間の事情の止むを縛ざるも

れたが．関白基経のために遷され︑橘逸勢は書道を以

ものである︒奈良麿の与孫庚相は材幹を以て重用せる
らも．のであつて．楠底の全盛時代を出現したと見られ

は神官和束氏と藤原古川︵廣嗣弟︶によつてなされた

意味での復権着通鏡によつて斥けられた︒道鏡の失脚恭仁京は藤原氏に封する挨討的な儲兄の改植確保の

れたと科した︒且つ橘諸兄の寛じた後直ちにその子都奈
の1あり︑図分寺詔勅も此間に蟄せられた
梼を急ぎつ
良臍は恵美押勝と事を構へて捕はれ︑押勝は玄防のも
或のである︒

明

一方に唐文化の急激な流入とー紳彿合鰭的な紳宮守
っ思
たのみでなく︑寺家の多くをも文机披けに勢力被奪

念タ≠

ノ

の悲境に立たしめたものである︒殊に内通場に入つて

此時五十四歳︑既に名畢才幹他の追随を許さぬ年齢に

．ある︒弟を火ったけれども♯に確病を免がれた綿兄は

は︑宛かも玄井が唐の内道場に入って︑南京をして大

詔を拝し︑十五年にも虫后大蔵経飲を製し給ふた事杯●

経各一部と定着十八人を奉じ︑三東塔を建てしむべき

を製し拾ひ︑同年八幡宮に秘錦冠金字最膵王鍵︑汝撃

穀成熟経を輪講せしめ︑十三年には型式天皇大読経放

寂経験を製し給ひ︑l切経を尊貴せしめ︑或は前年五

15︑玄肪内道場出入の具健的な史爽は︑天平十二年畠后大

五年正月には従l位左大臣を拝してゐるのである︒

三佗右大臣に躍進し︑翌年正月には従二位︑超へて十

ものが︑此の年九月には大納言に︑翌大平十年正月正

り︑常時僅に役三位参議左大難の地位に過ぎなかつた

達してゐたから︑皇室の御信任をl身に受ける事とな

探く豊童の食崇を得︑之を白衣唯一の根底とした玄妨
は︑その祀合的政治的の任地を一挙に屠られんとする
危機に常面したわけである︒自己の政治的地位と宗教
的地位との全般的な危険は玄防をして途に紫香欒遭俳
のエを勧め奉る事になり︑玄妨︑諸兄の仲は漸く面白
からぬ客気を遭ったやうに思はれる︒かくて諸兄の深
慮の末なる投機的遷都も︑僅に一年八ケ月にして破れ
僧正の位に於て全図檜徒の意志を代表せりとする玄妨
の活躍期に入るのである︒
旺

慈慮寺に畠太子のために大衡を設けしめ︵宗の︶︑大桑恩

玄妨も亦遠く此の轍を踏まんとしたものであらう︒

寺碑文を製せしめ︑経験を製せしめたる例に欲して︑

14︑韓日本紀によれば︑此年九州地方より襲来した赤痘瘡
の謙行にょつて商家武智暦︵正一位左．大臣︶は七月︑北

三何歩鼓式部卿兼太宰帥︶は八月︑貴家麻呂︵鑑三位

家房前︵正三位参議民部卿︶は四月に︑式家事合︵正

出歩太宰少式可到レ任軸起h兵反︒以レ討二玄防及虞備︼

○式部少輔絶五位藤原朝臣旗嗣︒輿

永手は二十四境︑彼の関白基経の問なる虞楯竺一十三

朕不レ能レ許︒掩叔至レ今︒

逆入唐嗣等本四悪長益二詐好可其父式部卿常飲

悠レ名⁝⁝︒

除棄J

玄防法師︼有レ際︒

参戎兵部卿︶は七月に夫々差去してゐる︒而して機さ

川︑抗日本紀に日く︑

れたる公達は武智暦の長子紫成は三十四歳︑昏前の子

こ1に藤原氏は一時屏息を僚俵なくせしめられたので

八一

歳︑後年の恵美押勝即ち仲皆は三十二故の時であつて︑

玄触法帥の死

ク占う

7︑
1

玄妙法師の死
今晋物語には
共時﹂−藤原ノ腐植卜云フ人有ケリ︒不比等ノ大臣ノ

フテニケリテニリシゾトシテ

八ニ

勅使又問

′

り︑太沖川を跨いで現関西本線の木沖︑加茂︑麒讐

至って加茂村法撃寺野に法曹せられたものを薮原離宮

0

0

0

0

奈良麻呂云︒逆謀叛レ何両起﹂

相︵雷美神膠︶行レ政甚多こ無道可故先登レ兵︒請得こ英

人可後滞レ陳状﹂︒又閃政稀こ無道一謂こ何等事ご欺云︒

汝父時可今撃入憂可草盲不レ似︒﹂於レ是奈良

何等氏叫又造レ寺

0
0 0 0
0 0 0 0
0 0ノ0 0
造二東大寺つ人民青草︒氏々人等︒亦見境レ憂︒又琴−潮
′ヲカ000

奈羅︼夢己大慶ご閉︒析レ稀こ氏々︼指

元起レ自

ハジノ000ガ○ノ0

ホ仁京駄犬平十二年十二月丁卯日︵十五日︶に始まり︑

麻呂聯屈再版︒

婚せしめたる大炊王︵経仁︶を鼻備に就けたため︑自

る串は︑起塔造像の発盛なりし天平盛時を教卒ならず

といふのである︒此の法華寺野の名は後の﹁．恭仁大趣

2∂β

御孫也︒式部卿手合卜云ケル人ノ子ナレバ︒品モ高ク
人様モ走＝カリケレバ︒世二被レ用クル人ニテナム有ケ
ル︒

除くを口賓として中央進出を減った所に︑玄防眞備の

﹁今昔﹂は想像してかく述べたのであらう︒玄防眞備を

8ヽ

同十六年二月庚申日︵ニ十五日︶難波遷都迄の約三年ニ

ケ月の短い帝都であるが︑此間に閥分寺︑大底合群像

l

橋諸兄の晩年は政界の長老たる以外の何にものでもな

れてゐたものである事を推定せしめる︒

造建の詔勅を詳してゐるため︑甚だ麓要職きれる︒蓋

家擬勢の失墜と︑穿々之に義恰を感じたる奈良麿は立

遭︼以東鍔元京叫以西歩東京ごとあるから︑此の計

詳しくは犬養徳恭仁ノ大宮と云ひ︑山背関相楽郡忙あ

って進取王を奉じ︑大炊王と仲麿を除かんと謀ったの

離宮の存した所で︑嘗て岡田離宮と辞する所で︑後に

喜ば平城京と大差ないと見られる︒此地にはもと薮原

やまとくlこおほみやさがらか

し金鐘寺の問題︑大倭金光明寺の問題︑東大寺の同産

等を廻って史貿を益々複雑してゐるのである︒恭仁は

である︒之は山背王等の密秦によつて破れ去ったが︑

しての首であつて︑以て民衆が造寺費用に忙殺怨嵯し

・紀︶の正史と伐って囲分寺選定に興味ある暗示を輿へ

殿を囲分寺に施入す﹂︵壇紀︑天平十八年九月戊箕日の

月糎戊の紀に︑

た礫を開くのである︒﹁韓日本紀﹂廿︑天平牽牛元年七

狩の地に定められたもので︑折目本紀に﹁杜こ賀低山西

此の時奈良暦が政府攻撃の一ケ條に東大寺を畢げてゐ

科して厳し︑群議を排して亡子の寡婦粟由J諦軸を再

く︑楽権は仲皆の手に辟し︑久しく隠忍の藤原氏に仝
ふ打と
盛の勢を見るが︑彼が皇太子遭難主に淫縦の行ありと

あり︑絶って又この事は同時に彼等の政究が着々行は

政策が保守次の人々が反感を持ってゐた如来の帝嫌で

ノ

力

l

州の乱を平城より避けるといふのは審かしいし︑此の

のであるが︑之は注意すればたゞ表面上の押由で︑九

の長歌序詞にょつて︑庶嗣の乱を温け給ふ悠めといふ

恭仁遷都の原因については古木﹁高菜集﹂の大伴家持

るものである︒

駕違レ宮︒

宴飲即暢︒授こ大臣男舛位奈良腕円錐末位下可丁酉︒事

○︵天平十二年︶真玉月乙未︒天皇串

紀の記事は貿に整然としてゐる︒軸ち

決して恭仁遷都したものである︒此間に於ける続日本

かったをヰとし︑再び滑車の事なくして鰯議を行宮に

○同

右大臣相楽別業可

にも不可解な事が多い︒︵一︺紫香乗法俄に何故恭仁遷

長官可役四位下石川王寧︼御後長官可正五位下藤原朝臣

仲麻呂篤−南騎兵大将軍叫屯五位下紀朝臣腕路寧−後騎

従四位上線焼玉︼偲ぎ御前

都を要したか︑︵二⁚連境に逆臣ある時帝王が都を離れ

兵大将軍可徴﹂螢騎兵︒東西史部︒秦忌寸等惣四盲人可

丙子︒任次等司︒比

て反って東国に赴●き給ふのは穏かでない︒︵三︶行幸前
0000
の詔勅−−勅二大将軍大野朝臣東人等︼日︒聡線レ有レ所

レ併レ窟︒今月之末︒暫徒

○同

︵五︶此の行事甲賀郡を通過し給はぬので︑紫香築造彿

ふぺきであつて︑かゝる不可解の語を詔給ふ啓はない︒

のである︒︵四︶甲賀造彿のためならば右詔勅に明に宜

ゐる︒之は詔勅の作者諸兄の努力がこ1に及んでゐる

戌︒遣二少納言飴玉位下大井王︒並中臣忌部等可奉二筋

○十一月甲中断︒乙酉︒到こ伊勢朗一志郡河口斬官可丙

鏡

ニ位鈴庫王︒兵部卿兼中衛大将正四位下藤原朝臣蛍成︼

○同

レ巳︒将軍知之不レ頚二驚怖可

留守叫

獲兢膚嗣於松浦

太政官事兼式部卿正

の地選定のためとは云ひ難い︒︵六︶大伴造建のため伊

都債茅烏長野村可⁚⁝・

八三

倍朝臣黒陛以二今月二十三日丙子可捕

′

壬午︒行﹂車伊勢囲叫以

勢に折り給ふ悠めといふ理由も車駕一志郡に止ったの

以上の糀由によつて此の行♯より遷都は一に諸兄の

吊於大紳宮？⁝⁝長日︒大将軍衆人等言︒進士無位安

関東叫雄レ非こ且へ時叫事不レ苗

己卯︒勅二大将軍大野朝臣東人等︼日︒股姓レ有

′

みで︑勅使を御差遣になつてゐる︒

集謀にょるもので︑此の行幸に藤原一門多く供奉しな
玄防法師の死

ノ

qU︑

行幸は避難といふ切迫した事情を外に︑悠々伐る民情

○冬十月壬申︒任

〇九月丁亥︒膀嗣蓬起レ兵反︒

′

00000000
0
レ意︒今月之末︒暫往こ関東可錐レ非 共時可事不レ髄レ巳︒

遥伊勢囲行宮司可

如きは︑之を艦合那造建のためといふのであるが︑之

御祀寮である︒されば近時の史家でも︑境野黄洋氏の

′

将軍知レ之不レ頚 驚怖可 − には何かの作意が含まれて

′

β占7

玄防法師の死
00

成子︒大将軍東人等言︒以こ今月一日叫於二肥

0日 丁亥︒撃狙干朋遅野叫
○同

廣嗣綱手︼巳託︒
′

丙辰︒僻

○同 甲辰︒詔二倍経文武官︒並騎兵及子弟韓︒賜こ

前囲松細部叫斬
辞人一級叫
0同

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0
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八四

20
ある︒東大寺家が良坪之を勧め奉ったと詮くはや1附

合の詑で︑恐らく玄妨︑道場の詮明勧請し奉ったもの

であらう︒蓋し爾育英その在唐時に於て竣工薙ぐもな

い龍門大俳︵畏eを始め多くの壮麗雄大な彿像を見聞

疫病．飢饉相次ぎ．加ふるに行幸遷都の事に諸人賛美

らぬ状態であつた︒しかも恭仁遽都を喜ばすして平城

を固執せる者も多く．天平十三年問三月藁早急に恭
乃
仁へ移るべき詔が獲せられてゐるのである︒而して平

り一

に封する食封を返上せるものを割いて之に常てねばな

分寺の方も遅々として進まず︑漸く藤原一家の不比等

ゴ

恭仁京へは平城大極殿を移建てる程であるから︑反臣︑

の躍束の速効がこ1に至つたと．見るのであるが．既に

右大臣梼宿補講兄︒在レ前岡隼︒経ゴ峰山晋園相欒郡恭

れるのである︒之は恐らく平城菅都に置去られた寺家

寺詔勅を拝して以後︑急激に接頭し来つたものと見ら

び′1となつたものが︑天平十三年恭仁京に於て国分

然るに右大俳造建の儀は︑贋嗣の乳や遽都騒ぎで延

○十二月努丑朔︒到 不破部不破髄宮可
し釆つたものであらうと想像されるからである︒
騎兵司叫合レ遠ゴ入京可畠帝巡ユ救国

0

不破姦至こ坂田郡横川頓宮可長日︒

丁巳︒賜下美濃園部司︒及百姓布こ努勤−者位一

000ノ0

妹叫
○同

叡山
○同 戊午︒従
0

0 0 0 0 0 0 0 0

仁郷叫以レ擬二遷都−故地︒

0 0

○同 丁卯︒皇帝衣レ前撃泰仁官可始作こ京都奏︒
太上天皇鼻后尭レ後而至︒
とあつて1行幸前に何の沙沈もなかつた遷都が︑行革
中に忽ち決定きれたのである︒而して右の卑巽が物語
の計塞が行はれてゐたことが蒸せられるのである︒

る如く︑天卒十二年の．五月頃より既に諸兄によつて此

三 紫香契造俳

鷹合郡大像の撃止は箕に天平十二年の河内智識寺行
幸の際．同寺の虜合邦大仰を拝し給ふた際の御礫願で

禁拍

1

此間に於て大仰造建の地を決定すべきは︑明に新都

たるものがあつたに相違ないのである︒

に於ける淡海公以来の藤原一門の地盤はさすがに牢固

眈に膝橘二氏の少からぬ封立を見るのである︒平城京

城官の留守㌢承る者は即ち藤原璧戒であつた︒此蓮に

といふ有様であオのに︑その二月庶民︵五日︶には︑

十四年︑新京は
アイマヤノ
馬二大極殿歩レ成︒横準由阿殿叫於レ此受レ朝焉︒

はなかった︒諸兄が恭仁工作に大童となつてゐる天平

於て︑諸兄や藤原一門の崇俳者をして反封すべき理由

文化事業であれば︑艶武天皇が之を支持し給ふ限りに

是日︒始開二恭仁京東北道

たる恭仁か︑或は寺院揃立せる平城に求めらねばなら
1

通こ近江園甲賀郡叫

紫香架は現在俗に信楽谷と稲し︑滋賀願長野町の略

とあつて︑既に甲賀造仰の事がこの以前匿決定せられ

そこに政樵の渉りゆく寄算を此度は自ら主謀育となつ

北方数男の地にあね∴宇治川支流に跨る小盆地であつ

全く無関係な近江閲甲賀郡紫脊梁に営まれる事になつ

てその夢想せる政教一致の賞牌を目指さんとしたもの

て︑長野は膵化工人の数多任した朗と察せられるが︑

てゐたのである︒而して同年八月に紫脊難行幸の詔が

に相違ない︒然して嘗ては自ら意閲せすして藤原氏の

玄妨の策謀を否定してはこれが選定の特別の理由は蟹

たのは明瞭に恭仁︑平城の爾都に何れも何等かの故障

憮忌を買ひたるも︑既に不測の災に之を屈服せしめた

見されないのである︒現在は都跡を雲井村大字黄瀬に

蟄せられ︑造離宮司も設けられ︑二十七日には行幸あ

る彼は︑今や樺勢並ぶなき恭仁京の主席者橘諸兄と絶

八五

大俳殴哲跡を存するといふ︒然らば紫香欒は玄妨と探

見︑黄瀬と牧村の問を寺野又内裡野と稲し︑内裡跡．

玄肪法帥の死

此計茸は表面上対外的︑又封内的の篤信表象の一大

縁せねばならぬ︒

のあつた謹撰であり︑こ1に玄防が僧綱首班者として

ぬ事は最も自然の理であるのに︑之がその事なくして

ノ

り︑叉十二月にも串駕紫香栗官に賛し拾ふた︒

ノ

の雄大な野心を見るのである︒即ち天皇を擁し奉る朗．

ノ

βうク

●

ぬ手腕を見出すのである︒而して之が恭仁の主謀脊な

八大

い関係のあつた地でなけれぼならぬ︒彼が龍門の耽琵

る諸兄とその一派に封する痛烈な挑戦であり︑玄妨失

玄防法師の死

を我図に誇らんとしてか1る山間の地を選んだものか

脚の因はこ1にその種を蒔いたのである︒

諸兄が極度に狙犯lしたらしい事は︑至大平十六年開

も知れない︒此地が先年恭仁建都直前の地方巡幸の際
の費見に関る占いふ詮は遺憾ながら鳳肇の御通過を見

正月間︑急に鰯議を開いて群臣の意見を徴し．しかも

Ⅲたのである︒之は全く一種の威嚇的蒲縫策であつた

↓−

天平十四年再度の行幸は諸兄以下供奉して下検分を

と考へねばならぬ︒然るに此の遷都は天皇任し給ふ事

てゐないので奉賛ではない︒此時の御順路は野洲−稟

なし給ふたものと思はれ︑翌十五年四月及び七月の行

僅に一ケ月にして再び紫香柴に御蟹幸あり︑諸兄は僅

備ほ多数の反封を押切って俄に難波へ遽都するの奉に

事を以て此の地を御決定あらせられたものと察せられ

に太上天皇を擁し挙つて天皇御不在の難波を皇都と勅

田−滋賀となつてゐるのである︒

る︒七月の幸は串駕紫香栗に留達し給ふ事四ケ月に及

宜したに止る︒之は明かに彼の失敗であ少︑玄妨の成

・ノノ
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︶

質上の帝都と云って差支へない︒

チ

シキジ

ニ

マスル

す

ナ

ホトナヲ

とあるによる︒績日本紀十八︒

クエオホアガタノコホリ′

オロガ・tマツリテ

スナハチ

囲大隈郡乃智識寺脊坐慮合那俳蓬鐙 奉天 則
アレモ ツクサーッラムトナモヘドユナサザリシ丁ヒダニ
除毛欲奉造止思瑠得不銭之間学：⁝
毛

黒髪耶︑墾酢揖可噴か郎牢ボン墾禦蒜十︶配郎

餌︑天平勝費元年︑諸兄勅を奉じて宣した宣命の中に︑

旺

功である︒紫香栗
1 は此時朱雀門︑大権殿も存して︑貫

び．此間に正式に甲賀蓮彿の詔勅を辞してゐるのであ
る︒而して此の前後こ恭仁京放棄の方針を取り給ふ事

￠一

ノこヽ己

4
になつたやうであも﹁韓日本紀﹂天平十五年十二月辛
卯の記に
初学平妙対極殿並歩廊還送於恭仁軍叩毒於彗

ノ

其功確率英︒用度所レ費不レ可二膠計叫至レ是吏準索香
楽音刊仇停二恭仁宮造作可

とあるので．こ1にも亦玄肪の細心な川意と並々なら

ご（J／ノ

二千戸依レ奮

郎︑天平十六年三月の紀に︑

韓日本紀．天平十五年十川の紀

宮中叫奉レ琴衰殿可

紫香無官可比レ軍兵

雀門一雅舞迎奏︒官人迎絶︒引導入

T丑︒準義光明寺大船若紆︼致
0000

とある︒安蝦とは大趣殿のことである︒

−

四︑玄妨の失脚
︳ヽヽヽ︳

︵イ︶行基の掩頭
に︑

ノ

乙酉︵二十1ヨ︶︒皇帝御一顛香柴官弓馬レ奉レ造二鷹合邪

彿像叫始閃二寺地可於レ是行基法師率二弟子等一勧二誘衆

とある︒これ大彿の詔勅喚蟹後五日目である︒而して

越へて十．七年正月には行基に詔して大恰正とたすの記

事がある︒行基は苛って蕃老年問妄に朋箆を構へて術

備に零重し．強乞妖惑するとの件を以て撰斥抑燃せら

れ︑天平三年八月頃漸くその道動に封する郎迫が緩和

せられた程であつて︑こ1に唯勧進の功のみによつて

一躍大僧正を拝した事は奇異の感がある︒思ふに行基

の民衆指導の新運動が漸く貰力の大なるを加へ︑その

人格と共に次第に為政者の注目を引く事となつたので

八七

クβJ

21︑後述恭仁腱来の﹁緯紀し文︑その他正史に現れる所を以
てしても察せられる︒

散大政大臣藤原朝臣家由㌻上食封五千戸可

盟︑﹁織紀﹂天平十三年正月丁西︒

返ゴ賜其家可三千戸施二入諸園々分寺可以準−丈六彿俊之

料可
′′
乙丑︒詔こ留守紀三位犬養徳閥守大野朝出東人︒兵雉卿

23︑天平十三年閏三月の紀に．︑

正四位下肢原朝臣豊成等山日︒自レ今以後︒五位以上不
レ得ヨ任レ意任こ於平城叫如有 事故︼應須 退掠可被．﹂賜官

符︼然抒聴之︒其見ゴ在平城−者︒限二今日内︼悉皆催螢︒

自僚散 在他所一着亦食ぇ雷警
とある︒恭仁へは役人すらも行き縫ってゐたらしい記
事である︒
餌︑この以前には恭仁を帝都とし︑紫香柴を離宮となきん
としたもので︑天平十四年には特に恭仁に橋染工事の
記事がある︒恐らく恭仁の帝都を條件として諸兄は紫
香乗濃紺に賛成したものであらう︒
％︑﹁綬紀﹂によれば︑此時都を恭仁に顧ふもの五位以上二
十三人︑六位以下百五十七人︒難波を願ふもの五位以
上同数︑六位以下育三十人︒更に同月四日︒官吏を況
して市に裁て庶民仁問はしめたるに常恭仁を願ひて難
波︑平城を顧ふもの各一人とある︒
玄防法帥の死

O

玄触法輔わ死
あらう︒しかし常時は権勢泣ぶなき玄防が側近に播居
講q集

四大寺衆伶

以一本城一馬右京︒

八八

問下以二何虚一軍衰︒倉日︒可下

とあつて︑既に恭仁京に不満であつたらうと察せられ

してゐる最も得意の際．その位を越へて吏に大僧正に

任ぜられた桝に︑玄妨に封する或る勢力が行基を以て

る平城寺家が紫香欒迭俳の拳に益々憤憑失望した事は

同情を失ふて轟く反封を買ひたる寄算があゎ∴かくの

彼を製糾しっ＼漸く天皇と玄妨の問陀離間策を弄し

紫香栗造俳には晋k惨澹

明かで︑こ1に玄妨が平城寺家を無税した所に︑彼が

−

■小し たと思はれる節がある︒
ヽヽヽヽヽヽヽヽ

如く人生落莫の孤立時に衆愚によつて暴露戦術も行は

ヽ／

8

︵ロ︶紫香欒造仰の失敗

たる災厄が附纏った︒それは昔時甲賀寺近傍に起った

治生活の過去から︑何か重大な疑惑が尾鰭を附けて喧

り れたであらうから︑既に八方囲浦を期し難き玄妨の政

あもそも／＼紫香柴は前述せる如く山間の小盆地で

憶排撃せられたのであらう︒

大山火事や瀕々たる地霊の災や横行せる盗賊の難等で

海陸水路の便に乏しく︑到底王地たるべきでなく︑加

終に一切は落着く併に乗った︒甲賀寺のエ事も紫香教

平城復都の歓喜の聾は続日本紀に明かに看取され︑

遷都相次いで人心動輯し︑迫任移特に忙殺せられ︑猫

官も天平十五年十月漸く寺地を開き︑翌年十一月に至

2

り天皇を擁し奉って山間の僻地に膨大無用のエを起す

って彿嘘の木造骨柱む建て︑天皇親臨し給うて手づか

之一部には財政難と凶民が誅傲怨嗟の聾も漸く高く︑∴

との批難が加へられた焉であらう︒天平十七年五月己

ら其縄を引き給ふた程であるから︑追伸のエ中止せら

ない︒宮も天平十七年正月の紀に

乍連立禦禦伐レ山開レ地以箪膏窟

壇撒戎レ威︒続

れたと見る十七年五月迄にはさしたる進捗は考へられ

未の保に

皆言︒可レ都二千城つ
又︑辛円のH

2ββ

是日︒太政甘︒召藷司宮人等一間︒以l両虎一馬レ京︒

ノ

物を掩放した︒而してその恐らく不測の死は天平十八

年六月である︒此の左遷はあらゆる方面から強制され

に相俸へて云ふ︑藤原贋嗣の電に寄せらる︑

2β3

以二惟椀

とあるから何れも未完成に終った事は確である︒大彿

の兼官である︒して見ればこ1に何等かの陰謀なしと

太宰少式として此他に赦し︑今太宰府の総帥は橘諸兄

たと察せられるが︑それは苛て玄妨と悪かった靡嗣は

−甲賀連休のエが中止せられると

骨柾は此年八月平城に移時せられた︒
ヽ︳ヽヽヽ

︵ハ︶良耕の手腕

共に︑その後相者として之を日豪勢力内の苗金鐘寺域

児となつたものは艮堺である︒彼が玄肪失政の轍に鑑

解的言酎を弄してゐる所望息味深長であ吾境野博士

は保L難い︒殊に朝廷の正史たる﹁続日本紀﹂に﹁世

み︑厳に表面に立つを避けて暗中飛躍に専心した薦め︑

は之を藤原氏の暗殺か．或は死状の尋常ならざる馬め

躍天平悌教界の寵

幸にして政争の渦中を免れて僧綱の地位を確保したの

かく世に流布せられたものであらうと解されるが︑病

内に移し︑現在束大寺を創建して

である︒金錘寺は種々異論が存し︑未だ決定籠は見な

のであるし．少くとも常時の太宰府の長官が諸兄であ

死ならば何もわざ′1帝重文書に書加へる必要むない
0

潤

いが．その執金剛紳が現に三月堂の北戸に厳存する以
ヽノ

った所に二棚の安住特嬢の算許を間はす語りに認めて

上︑霊異記所載の金驚優姿塞に関係あるは論を侠たず

3
天平中葉頃︑甚だ清澄な満動を授けてゐた形跡もあ少︑

ゐるのである︒昔は死璧に取つかれて死んだ杯と云ふ

で．暗殺に封Lてかくの如き言を流布して事を有耶無

ことが民間にも識者にも相常虞面目に信ぜられ絡たの

良非若くは行基に非常に麿接な閲係があつた事が詮話
3 共他の史料から推定される︒

帝都平城に復し︑大僻も平城嶺山

耶に葬った例は算に多いのである︒如何に世人の信用

−

現在の地に移壊せられた後雄くもなく．玄坊は十一月

八九

を失ひ．廷臣寺家に揖斥せられた少とはいへ︑甘ては
玄防法師の死

二日︑九州に左降せられ︑十七日に至つて官は彼の封

ヽヽヽヽ
︵ニ︶玄防の死

1

玄防法師の死

九〇

帝帥であり︑内道場の寵臣として諸兄もー慶びはその 推する時は︑玄防の斉醜は吏に弘大なものであつたか

策謀の前に層馳せざるを得なかった玄妨である︒既嗣 も知れない︒而して本稿の限りに於て︑玄妨と藤原氏

の残真にせよ︑諸兄の旨を含みたる者の手になるにせ の関係を云ふする事はや1見常外れの詮で．玄妨は厳

阻嗣の如きは常時ゐ玄妨としては照堆い奏に向ふが如

よ︑玄妨の死が何等かの不測の死である以上︑理由を に諸兄との封立抗畢に終始したと見ねばならす︑藤原
以て糾明せねばならぬ︒而してその報告の高が即ヰ

﹁挺紀﹂の最後の一行となつたのである︒玄防に封する
く歯牙にもかけ得ぬ小事件たるに過ぎないのである︒

素行上の誇大な批難や功続の剥奪抹殺もどうやら此の 而して植民との閲係に於てのみ︑紫布類追伸を廻って

前後に宜博捜造され靴博されたのであらうと推察され 恭仁∵難波の二遷都事件の虜囚も︑その背後の理由附

接に附隠すべき閑分寺問題︑大倭金光明寺︑金鐘キ

る︒玄肪に代ってその牽かな文化史に過重な功続と褒 けも合理的になし得るのであらうと信する︒本稿に密
督に患まれたものは良搾であり︑行基である︒こ1に

根底に構ってその複雑性を加へてゐる遽都問題につい

他日を期して今は偶れない︒たゞ之等の一群の問題の

も史貫に於ける一派の作為が容易に個人の祀界的葉蹟 東大寺︑大鹿合邦俳の資格等の問題についてはすべて
以上冗長な言軒を弄して少しく玄妨そ

を抹殺し得るものである事を知るのである︒
ヽ︳

︵ホ︶結語 −

の人と常時の政情の推移に封する彼の役割を述べた︒ ては一應或る用意を以て論じ得た積りであり︑そこに

本編に於て私はあまりに玄妨の勢力を過大に見積つて 玄妨の主役を見逃し得ない事を指摘したに過ぎたいの

7︑
2
甲別の大川火事は大平十七準用月に敦鹿あり︒一度び

旺

他を顧みなかつた非難があるであらう︒しかし少くと である︒
も古米玄妨に勤して政教一致と銘打たれた一面の展覧
性と︑虹後に川た道鏡の準かな政教一致の寄算から逆

βGj

は邦究避撤し給ふ杜であつた︒地異は﹁続日本紀﹂に現

白光可因賜こ掩細布叫

遣こ宵清僧法献︒條婆塞在日l金鋪於英浪囲司令レ煎こ

押収本僧正︵静長姉︶︑

閏私日岡二請駕人妄根本倍正云々

一︑和州奮蹟関考

ノ 一︑古事故︑第三︑倍行・−﹁古老倖云︒云々﹂

乙︑櫻命線起︑

的又古老倖云聖武夫皇暗望東山云々
︶
P叉古人談云金疲行者耕二軍鱒乏時云々

甲

一︑電大寺要銘︑

るゝものゝみでも︑同年凹︑東南月に捗り十三同を教
ふる︒人心到推し︑生活難に陥れば︑盗賊新都急造の
間隙に横行する事は常然で︑之に関する詔勅︑勅令専
も教同変せられてゐる︒すべて繚紀巻十六︒
28︑天平十七年五月の紀に︑

′
ノ′
車駕到 恭仁京泉稀︒テレ時宵姓追撃一審駕一群こ諦道
三
左可共稀 萬歳刊
．

巻三十三

巻町︑華族宗

夢東大耕後由位下紀胡臣飯腕呂叫挿こ除平城宮可時諸

とあり︑又︑

寺衆倍寧蕗人童子等可智東骨集︒首地亦轟出︒里寧一

一︑続日本紀

﹁博通線起

′′ニ

とあり︑又︑

1存在を背丈し得るのである︒

九l

以上より長姉の外に金鷲或は金鐘︑金熟行者なるもの

l︑本朝高僧停︑巻凹

−︑元亨梓沓

一︑七大寺順絶記

一︑東大寺別常次第︑少倍都良耕

一︑商都高僧博

﹁受払四年﹂︒

一︑七大寺年表︑﹁天平十七年﹂︑﹁膠賛lニ年﹂︑﹁岡四年﹂︑

一︑僧綱補任抄出上

庶人可以ヨ時寧逸事叫慰労耐湿︒
ノノ
長日︵天平十七年五月丁卯︶︒恭仁京市人徒こ於平城叫喚

夜学行相接無レ椎︒
とも記鍵きれてゐる︒以て欺苺の楼を知るべきである︒

第廿︼︑

﹁粧辰︒

29︑執金剛紳1金梵健婆塞−金銀−良耕の関係費料左の如
し○
′
一︑塞異記巻中︑﹁構紳王渾放レ光示 寄表︼得二現法一族

㈹大書投寺︑閏法満寺︑的少菅捉寺

一︑輿締寺甘務疏︑

一︑日本書紀︑大武天克十四年十月の紀︑−
玄防法師の死

ββう

︑

玄妨法帥の死

花蕨経可
潟東院︼奉こ

命鐘山寺︼長姉倍正奉こ悠翌

東大寺嬰銀︑
00
0天平五年賢哲公衣一歩良沸−創立こ鋼索院ご野舌金
00
鍾寺︼是也︒
○天平十二年十月八日於
朝︼請二審絆伽︼初講
○天平十八年丙戊三月十六日良耕倍正於

法花骨叫

籍大雄大聖天皇孝謙皇帝仁愛皇后︼奏二間公家︼誇寺
聴衆粕共集骨始行
繚日本紀

及朱雀路可燃燈一高杯︒

○天平十六年十二日丙申︒夢二盲人可此夜於こ金鉄寺

○大平十八年冬十月甲寅︒天皇︒太上天皇︒皇后︒行こ
ノ
燈供ヨ養慮合邦傭可備前後燈一萬五千
七官僚杯︒夜重ニー東叫使こ数千倍︼令下撃一指燭叫賛歎

宰金鈷寺叫燃

供養続伸三匝山室ミニ更︼再選レ宮︒

その他多岐に捗る︒

之等の問題は︑金鐘寺所在地諭︑覇索堂と金鐘寺︑

喜田貞藷︑﹁東大寺と国分寺．附金鐘寺の疑問﹂へ雑誌
塾文︶︑

九二七−九四〇

小野玄妙︑﹁偶数の美術及び歴史﹂− 東大寺草創考︑

境野黄洋﹁日本偶数史講話﹂︑ここ三−三二七

村上︑境野﹂鷲尾共著﹁大日本彿教史﹂解十七帝三

七九以下

九二

村上専清．﹁日本彿敦史綱﹂欝八草三八−四二

31︑本稿託三〇︑三一参照︒

βββ

正理振の二間に就いて︵二︶

四．﹁大疏﹂作者の教派上び位筐に就いて

︶

伊

藤

男

と共に度々その名を掲げられて︑．彼の紳論が批評され

れは﹁大疏﹂に見ゆる彼の紳論に基づいて斯くなした

第三組UddyOtakaraの紳論に立入る前に︑彼の教派てゐかことが特に望思せらるゝのであるが︑恐らくこ

上の位置に就いて論究してみたいと思ふ︒

批評の狙上に於て如何に取扱れたかを考察する上には

彼は苗乗︑P獣upat紆許yaと柄せられ︑㌍i≦二即ち．と想像せらる1から︑特殊の資料といぶ程のものでは
ヽノ
ー シブ液中の︑パ﹂シゥパタ派に廃する人である︒そしなからうかと思はれる︒けれども．彼の紳諭が件数的

て︑この地位は恐らく彼の︑この派に封する一定の貫

最も興味深いものがあらう︒彼の辞任するパーシゥ．ハ

graha︶中のNak已叫仇ap獣u琶adar仇anaによつてのみ概

夕波の定紋は︑唯︑﹁一切定説集﹂︵Ⅵarくadar仇ana置ゼ・

ヽ■′ 献皇爵して輿へられたものであらうとされてゐる︒2

彼と殆ど同時代のもので︑彼の信條を俸ふる如きシ

正理派の紳に就いて

せられ︑単に増設upataといひ︑Naku︼詳︵又はLaku・

九三

と解するも︑唯一教派を無関心に斯く呼稲したものと

4の ざる正規派の有神論誉︶raれastamatiや︑A註dhakar卓牒

︵ぎara−parik笛︶の項に於て︑正統派の中に加へられ−許︶と呼び︑或は︑Na打ul叫訂︵又はLaku−叫訂︶患㌢pata

ヨ已a仇己︶によつて︑その樺︵野卑kpt︶中↓紳の吟味﹈

ヽ■′

たる眞理要集︵TattくaSa召graha︶の註樺者達撃滅︵内a
・︑Nak已許・官㌢pataはLaku−i仇a・p訟upataとも栴
ら

と左程遠くない中瓶派の後裔寂詮︵S抑ntarak笠a︶の著
和せらる1が．Naku−許はLakul叫㌢とも呼ばる1か

ブ派に関する何等の滑息も存しないが︑彼を隔たるこ

三好7

正理派の糾に就いて
里

●

既述の如く︑彼は．ハーシゥ．ハク阿閥梨と呼ばる1か

九四

﹁シヴ次の定説﹂即ち︑卸gamPを準ずるシブ次の定詮

ヽノ

1

1

の原初の紳給に左祖してゐたと見られないであらう

ら︑ヤコービ氏が︑多分Laku−i恥aの敢詮とはサツヅヨ か︒己下些か卑見の諭接を指摘してみたいと思ふ︒

シァの教詮とを叫先づ分別して抄廊談であるらしく思

シゥパタ涯の定説︵P思upata−da一首na︶とラクゥリー

ヽノ
ら㌔どいはる▲竺應尤もであ少︑氏に従へば︑パー

どうかは暫く措くとしても︑少くともその表白せんと

ぐるのは︑これが﹁大疏﹂から直接引用せられたものか

ぐるが︑これと同一の偽甥を﹁シヴ派の定説﹂中に拳

るは叉︑奈落に行くも︑そは仰の遥によるなり﹂を掲

疫なれば︑己が苦繋の主宰者にはあらす︒天つ囲︑あ

︑﹁大疏﹂作者は大疏凹・T・ニーの助朗として︑﹁有情は

はる1が︑箪にラクゥリーシァの教鞠といふも﹁l切

ークカPァが代表してゐた．ハーシゥパタ次の蚤展であ

定詮集﹂中の前掲の定説によつてのみ知らる1のであ

する旨趣に於て彼此あひ同じうすることは認めらる1

︵l︶マハーバハ一口ァれ
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り

薦掟行控︵入菩操行論︶荘

︵5︶数凝

︵2︶金七十論

叫−

︵4︶教諭朗ガーウドア︒ハーグ註

詰
ロァ

︵3︶般若

今︑試みにこれを列車すれば次の如くである︒
．川

併給樺

頚マートハ

l

渉撤したるもの1みにても優に拾指に飴る群である︒

も人口に臍泉したところのものであるらしく︑寡聞の

を指してをらる1ものと考へらで
れあらう︒本所は紳としいはゞ常に口にのぼさるゝ最

るから．つまりはT定改築﹂中のNak己叫抄a︵L旨ul叫仙凰

−p訟upata−d彗㌣2﹁

る︒さて︑氏はウヅヅヨークカP7の帥給と︑ラクゥ
リーシァのそれとの僅かな接燭鮎によつて︑這般の如

彼はパーシゥ︒ハク派に依厳しつ1も賢際は

ご♂β

…

くに主張せらる1のであるが︑今﹂﹁定歌集﹂中の﹁シ
ヴ次の受託﹂︵Sai⊇−計r訂na︶と︑ウツヅヨークカロァ

の帥論とを仔細に封絞すβ時は︑飴りにも酷似してゐ

ハU l る1が ー

るか膏−−氏も亦多くの楼閣鮎を有することを認めら

リ
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り
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である﹂︵−−irapek肇サparal宍ざ≒与打冒a盲m︶とすれ

︵lり︶戎然詮華典

判
︵リ︶六派野草発話

との二佃の過失が生ずるから︑この欺瞞は大きいでは

ば︑その時には︑行為の無兼と．一切所造の同時生成

合すれば︑算に拾二箇虚に牽見せらる1が︑この他︑

ないかと人或は云ふかも知れないが︑斯くの如くに汝

は考へてはならぬ︒立場を異にする掲のであるから︒

アーガマの定詮の虞理を間違ひなく認むる或マーヘー

るのかと︒反之︑﹁大疏﹂が︑﹁吾々は行馬等を顧慮せ

るとすればその時︑行為の無兼があるならば何が生す

若し︑何ものをも顧慮せざる薄伽梵︵紳︶に原因性があ

シブロァ次の従は︑不公平と錬慈悲との過失によつて

ざる帥が原因であると主張するのではなくして︑紳が

p．缶のこっこ．S．こ♪−○︶と云へるは明に﹁シグ波の

ra苫m︶との卓張を承認する人々は︑主︵紳︶︵pati︶と．

等の朗造性を認めて．これらが有覚者︵両−−1︶に基づくこ

詮﹂が︑肉身︵tanヱ︑作具︵kara．a︶︑世界︵bh与aゴa︶

加持

獣︵人我︶︵pa砂﹁l︶と︑索︵世界︶︵p押野︶との置分によつて

定−詮﹂と契合するせころのものである︒叉Tシヴ派の定
が原因である﹂︵訂rm監〒払pek笥牢para︼完砂く誓aすk抑

am︶との例の主張を斥け︑﹁行為等を顧慮する最高紳

人訂の
である﹂︵paran−eざaraすぎrm註i−nirape材登す
r行
a為
了を擁取することを主張するものである﹂︵Nく●

難ぜらる1が故にT行焉等を顧慮せざる最高紳が原因

又︑﹁シブ派の定説﹂には︑冒頭して︑シアーイブr

らぬものがあらう︒

精細に検索する時はなほ凍計を算するや︑その数を知

侍ほ︑これらに﹁大疏﹂と﹁定乱集﹂中のものとを

明

三旬養があるとの他の主眼を認めるとの意味を述べて

最も腐心して紳の有償因︵buddhi︻naTk旨a盲︶たるこ

と︵buddhim已・p冒くakきa︶を比量せるは︑﹁大儀﹂が︑

とを論誇せんとしたると正しく規を一にする︒然るに︑
一 2

pat苧d当軒−a中に奉げらる1ところのもので︑己下の
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﹁ナクゥ．リーシァの定論﹂には唯︑ヤコービ氏もわづか
正相沢の紳に就いて

如き意味を叙べてゐる︒﹁何ものも顧慮せざる帥が原凶
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ゐるが︑この中∵最初の主張は明に︑Nak已叫訂−p設〒
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正珊派の紳に就いて
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に認めらる1やうにT行為は仰の希望に挿取せられて
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嘗h野pl邑atくgapatteす︶と説くのみで︑﹁大疏﹂の紳論

との一致鮎が極めて稀薄であるのみならす︑叙述の腹

もとより彼に於て理論的改

鼓が理論的でなく︑飴りにウツヅヨークカロ7のそれ
と径庭が存するから︑−

寵は免れないとしても1−彼が代表してゐた︒ハーシゥ
へ6︶
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項五一の紹介詞︑項五四註︑盛九二註にその名をあ
げてゐる︒

とは別人で︑A・ロ●ヨ呂頃の人きれてゐる︒徹って

学芸acharyypの序言によれば︑彼はPr乳a昔p己−

序言に上れば︑uddyOtaka−1以前の人らしい︒項凹

UddyOta訂−a以後︑く許諾p註以前の人である︒

七︑四八の紹介詞︑領三六七︑三六八の紹介詞にその

頑五〇の紹介詞︑項五この紹介嗣︑項八五の註﹂項

名を掲げらる︒

八七の詮︑この他︑項三九〇の紹介詞にも見ゆ︒
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︒ハタ派の教詮が如何なるものであつたにもせよ︑現在

彼の細論を通じて拳び知らる1限りに於て︑彼が代表
してゐたこの次の蟄展が︑ラクゥリーシアの教詮即ち︑
﹁定説集﹂中のNaku−叫訝−官旨pata−dar抄冒aであると直

に結論することは．些か躊躇せらるべきではなからう
か︒
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五．﹁大疏﹂の紳論

しめられ︑擁取せらる1ことを畢び知ったが︑何故に

然るかとの論理的詮明︵ロy抑yya−Nく●p．鼓弓こ∬J．

S﹂−功−麗︶は未だ陽にせられなかった︒﹁大疏﹂作者
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証押紙の醐に就いて
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花押派の紳に就いて
彼は．紳が動力閃︵已miぎ−訂ra官︶としての唯一の▲

試bF掛昏−i

ay下ant§．㌣Nく・p・今苛−ガl・S・−崇−り︶

k許a芯︶たることに寵きつ1︑勝因︑極微︑我及び業

p●怠りー︼如いl■S−−︼加−誓︶

せられて人間の経験を造るとされるのである︒︵Nく●

貰准たりうる論理的横線を柵の有覚凶︵buddhぎaT が輿へられており︑法・非法も亦有覚着たる赫に支配

等︑従来︑世界川として考へられ来った諦観念を悉く

りえないが故に︑世界の所動の原動力たりえないと主

は︑膠諭詮殊には︑ブロァシアスク︒ハーグの思想であ

は．寧ろ︑採って以て自家薬亀中のものたらしめたの

彼の諦相に於て︑最も多も影攣せられたといふよ少

張しようとする︒誓へば斧等が無知性の故に︑智者た

らう︒更には玲伽詮特忙︑ヴヤーサ的解樺の満用せら

掃蕩して︑紳以外の何ものも有覚者即ち︑智者ではあ

る工匠によつて主宰せらる1とき摘めて︑正しき所動

る1箇庭をも後見することができる︒︵cfYOgaS︷旨POr

S・紆卜勺●S・NO●択一﹂く︸−−竺石−p・
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右既に叙べたやうに︑紳によつて効かさるべき直接

窒−柏いNく●p●会−︑Ⅰい1．S●−望︑竺︶

謬ta恩a−i●出Ombay

を営むと一般であるといふ︒
麦に︑紳が動力因であるとせらる1ならば︑その所
動的素材は何であるかゞ直に問題とせらる1であら
う︒﹁註﹂に於て地等の大と︑各人我に存する法・非法

︶

所輿の素材とLて︑地等の極微と．別に他我に和合せ

parama−S詳苫aゼる法・非鞄とが奉げられたが︑若しも紳がこれらに基

とが輿へられたると等しくT地等の極細の︑極微と呼
ばる1︵欒異の︶貫﹂pユhiくy−註i

dhaコa︶

たるこれらは紳によつて作為せられたもので

の所造を創造するとすれば︑最初の手段︵s㌣
parPm昔〒叩a旦賢aづdraくyぺ⊥1yakt苧︶miti−い
Nて
く一
・切
p・
会可−ごl●S●ごひ︑皆︶か︑世界の直接の質料因であゎ∴

ではないかとの嫌難に封して︑物質的素材はこれを措

︵jag已aヴ払k笛d占p抑缶a−訂ra膏m−Nく・p・㌫﹃−nは
こな
・いからも早や紳は一切の能迫︵Frtこたりえない
S． かー加︶︑後の詮明では︑﹁帆を経とする囲対﹂︵−ゴal

ク72
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とに基づき︑叉︑これらの手段等に基づいて善悪の志

悪の志向を手段として法・非法を︑牌叉︑苦楽と憶念

非法を因として肉身・苦柴等を︑叉︑我と意との合︑善

き︑精榊的素材の場合を次の如く答へてゐる︒紳は法・

素材で︑紳がこれらを所動せしむる限りに於て︑・それ

る︑帥と共に無始以来永劫に厳存するところの並存的

せる法・非法とは︑決して紳によつては造机せられざ

於ては︑質料囚としての極微と．我従つてこれに和合

であらう︒既に︑帥が法・非法を支配し︑これを人我

向を造るから ︵Nく・p・畠♪∬l●S●−望こ柏︶紳はl は紳の創造の意志の自由によるもの七いはねばならぬ
切物を同一時に︵ekas−2．−−k巴e︶作焉するのではなく

して︑順次に︵pary抑ye盲︶作焉し︑而も順次み能迫性 に斌興するものとすれは︑法はこれを許すとしても︑

︵葛ryp．ya−訂Tt号昌︶に於て無過であ少︑最初︵邑i︶と 非法は人の行儀を柿取する如き紳の本性に障るから．
3d一 いふ如きものは承認せられないし︑輪廻は無始である

の疑問が生するでもあらうが︑クーツバロヤはこれに

常然紳の支配の傘下からは追放さるべきではないかと
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から︑法・非法の有果があるといふのである︒︵Nく●p●

封して次の如く答へてゐる︒﹁この酬が慈悲深くとも︑

他我を凌駕する優位性を有するとも︑諸物の本然︵軌1

き柏こ○こ・S・−皆−−加︶

変に︑紳が一切の能造たることを論評しょうしたが︑

︵も︶紳の威帥︵説くara−prab試くa︶によつてさへも︑常

決してそれはMadhus口許−︼aSaraSくat叫も云つてゐる
mやarthya︶を欒するをえない︒それ故に．朗生の非法

ケに︑膠論派の如く︑新造一般の能造性によつて紳を

此量してゐる︵iざara−pratipP芹Tprak設a●p●ジと
くな
aる
iは
訂不
− 可である︒︵自の︶果が州とl矛盾するからと

矧がa果
輿へすして︑珊嘲吼滅すること︵も︶不可
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紳によつて非法は支配せられざるをえない︒それ故に︑

12．mate︶のではなくして︑帥の作用としての創造の意 能である︒されば︑知田の運命︵niyati︶を無税せざる

味を詮明せんとしたまでゞある︒結局︑本状の立場に
正押紙の紳に就いて

ガ7三i

正理派の紳に就いて
この紳が慈悲深くとも事物の自性に準じて︑法・非法

l00

︵首・Samba已ha︶が成立するから．この論難は常を得

二切の主宰樵が既に超人格者に委ねられしことでなけ

に求めしものであるが︑紳の梯取てふ事貫こそは自の

ある︒︵Nく・p・告♂望こ・S・−−ひこ柏︶柴は限なく内

熱の時到らば如斉に紳がその者に柴を適用することで

ない︒︵cnNbh・岩﹂︑誓︶︑つまり︑紳の梼取とは異

の報を妨ぐることなく紳が所動すると望息味に外なら

ふこ・S・ごの一望︶と︒実に︑これこそ人我自らの行為

舅

全く異ったもので︑紳は峯の如く．数・革別学合・離

が︑紳のそれの如く常任性を有しないから︑この鮎で

を徳とするものである︒我も亦覚を徳としてはゐる

あり︑他の貫が徳を有するが如く︑紳も亦覚︵b已dhi︶

に於ては︑紳は徳︵gu盲︶ではなくして箕︵︵ぎくya︶で

表象したが︑それは別異の我の意味であつた︒﹁大疏﹂

く呼んだのであらうか︒﹁註﹂は紳を抑tmぎtaraとして

のと見て︑これに封比する他の個々の人我を指してか

なる語を用ふるが︑こは果して紳を一種の我の如きも

ないといふのである︒﹁大疏﹂は度々他我︵抑tmぎtara︶

ればならぬ︒而も菓は吾々の紳の梼取に於ては︑寧ろ

の

の協同の下に︑世界の諸相を現生する﹂︵T抑t●p●双岩．

鮮やかに描き出さる1ことが知らる⊥のである︒

gtl盲︶たる覚を合したる六徳を有するとせらる1ので

の同の徳︵乳mぎya・gu盲︶以外に︑異の徳︵くi訝棄T

れたが︑然らばそれは何故に可能であるか︒﹁凡そ︑他

ある︒︵Nく・p・会ふー↓いl●S●−にこ．︶

法・非法が紳によつて支配せらるべきは既に述べら

我に和合せる法・非法なるものは直接には︵s詳芭︶帥

廿ゐない︒．而も︑支配せられざる法・非法の所動は安

詮明するに首つても倫ほやはり︑貫封箕の開係に於て

て一種の貫として類別するが故に︑紳と我との関係を

斯くの如く︑紳を悟統的に許され釆つた九算に備へ

富ではない﹂︵Nく・p・会の︑如いl・S●−誓∵巴︶と考へら

立最さる1のである︒それ故に︑帥が法・非法を支配

と関係してゐない︒間接に︵p旨aづparye官︶射闊例じ

るゝでもあらう︒けれども︑紳と我との不生の関係

j汐J

ろの我と帥との閲係が先づ立量せらるべきであり︑紳

して可能であるかを間ふならば

すること︑即ち︑これとの関係の論理的構造が如何に

た︒それ故︑不生の合は存しない﹂︵くai賢明i訂・dar許T

常任の合l針別祝すべき筈であるのに斯くは語らなかっ

これと等しく︑所生の随−発生等の合を語り経って︑

は﹁凰鯉は常任なり﹂︵c︹くs●

q・−六軒響・S・S●−諾如・p・漂︶といへる

と云つた︒

と我との闊係が可能なるがためには︑我と意との関係
m

↓−−●望︶

は許さる1から︑先づ以て帥と意との関係が立量せら

正統の理論から考察しても︑彼がこれを超越せむこと

with句・and

るべきであるとなすのである︒

れるであらう︒

既述の如く︑﹁大疏﹂作者は紳と我との﹁不生の関係﹂ を意識しっ1身の紳論を基礎付けむとしたことが窺は
の可能㌢認許したが．更に附言して﹁或者は他我との

てゐる︒安に彼が﹁不生の関係﹂を語る時︑既に﹁不生

係融認容される﹂︵Nく●p●急きーlこ．S．−誓二法︶と云つ

場合否定せられない︒矛盾がないから︑かの覇封のl幽

︵因︶

︵宗︶

∽○︶即ち︑

瓶の如し︒

布質碍の貫と関係するが故に︒

紳は能遍︵遍在︶の容等を関係す︒

ょって論評しようとする︒︵Nく●p・島のー一心いl●S●−N∽い

実に於て︑不生の関係を要請する人々はこれを真に

の合﹂︵aj？Sa召y︒ga︶が暗に注意されてゐることは後

︵喩︶

不生の関係あることを要諦する︒而もこのことはこの

の論述によつても明白であるのみならず︑﹁不生の関

この諭式を更に詮明してT恰も︑瓶等が︑閲係手段
︶
8

係﹂を要請するといへる言菓それ白身の中に暗示され
てゐるやうに思はれる︒而も倦兢的定紋を超えんとす

て︑有質碍の習瓶等と関係するが如︿︑和も亦有

︵sambandhit昌︶としての︑能過︵遍在︶の蛋等によつ

る意園の下に︒それ故に︑プロァシアスク．ハーグが﹁即

一〇一

り ち︑開化の四踵の景︵parim首a︶㌃語り終って︑経l何者 質碍と関係する︒それ故に︑この和も亦能遍︵遍在︶の

正粗放の紳に就いて

β7∂

正純派の紳に就いて

一〇二

蛋等と鯛係する﹂といふのである︒この論詑は諭詑と 帥との閥係が能遽︵遍在︶か︑非能渇︵非遍在︶か︑これ

しては不充分であるが︑帥が常任過在の穿たる峯等と は意味がないから説明さるべきではない︒我と州との

ろとの意味であらう︒変にT不生の踊係﹂とは．上述

ヽ■′
ゐないかは審ではない﹂︵Nく●p●会のいl●S・︼誌−駕︶

矧が紳と我とに遍充してゐる︵3y轡lOti︶か︑遅発して

関係するこどが成立すれば﹁不生の関係﹂が可能であ 闊係があるといふこと丈けはいひうる︒復た．かの矧

の如くT不生の合﹂として解せらる1が︑プロァシア

ヽ■■
O
1．1■
．■l■l

スタパーダに於ては︑有質碍の穿と峯等との合は随一 と語り︑叉↓不生の合を聾許せざる人々にとつても亦︑

と関係してゐる︒それ故︑閲係の関係は可能であるか

関係は存する︒凡そ各人我の意なるも堤︑すべて紳

発生によつて認めらる1けれぜも︑︵ぎi貰算adar仇a・ 微興大の意と我との合が可能であるから︑州蟄叫
ロa−p・のノ︑良いp・宗−ひ︶︑混在︵ノ︑ig亡︶相互の合は︑

本来の相離性︵︶■uta−Siddhi︶がないから．これを認め l

係︶は理論上からは常然番定さるべきであり︑我との

を巫の如く常任遍在の穿とすれば︑紳と蛋等との合︵関

考へらる1が︑問題の中心は既に︑紳と我との関係か

明に︑プロァシアスタパーダ二派の論者を指すものと

とも叙べてゐる︒変に不生の合を要請せざる人々とは

ないのである︒︵くai紆玖kadPr仇当P−p・宗︑の︶従って紳ら酬跡他我を支配する﹂︵Nく●p●会のーぷこ●S﹂書誌︶

合︵踊係︶も亦不可能のこと1いはぎるをえないであら

う︒けれども︑吾々は帥と我との﹁不生の関係﹂を﹁久
ら厳に︑紳と意とのそれへ移さる1のである︒我と意

のであるが︑紳と意との閲係は恐らく︑意が微塵と共

遠劫来の関係﹂としていひ換へることによつて︑ウツ との結合関係は既に膠論詮以釆認めらる1ところのも
ヅヨークカロァが珊諭を超越して高く按梼せんとLた

に︑その毅初の所動が不可見力︵adT〝ご︶によつて生ぜ

しめらる1︵くs・Pドー∽︶との遼より︑動力因として

宗教的秘伝を認めねばならない︒
更に叉︑紳と我との閲係を叔べてT復たかの︑我と

β7、ブ

9

の紳とこれとを同一祓することによつて︑これを認め
ようとしたのではなからうかと想像せられる︒若しも
のこの臆測が許さる1とすれば︑紳は意と関係し︑叉．

．〇一

ヽ■′

意は我と閥係するが故に︑紳と我とは意を介して閲係
︵置mbPmdh守Samband−︼射︶即ち︑間接の関係に於て関

係するから︑我に和合せる法・非法も亦紳との閲係に
於て︑紳の支配下に蓼するものといひうるであらう︒

而して︑紳は過現未の一切物を境とする直観智たろ温
を待とすることによつて︑彼等の無知性の故に︑世界
の動力困として輯存するのである︒

拙稿には︑倍ほ多くの疑義と課題とが未解決のま1
に残されてかるが︑今は唯︑この蕪雑な論結によつて
この稿を終りたいと思ふ︒．

侍ほ︑変に︑筆者の幼稚な質問に封して懇切に御教
示賜はりし本田︑山田両教授に︑衷心よりの感謝を献
げたいと思ふ︒

正理汲の紳に就いて

︵1︶ 芝nJぎtPraこ・S﹂琵︑望−これはプ才・p．史岩−∞に

旺

3

︵2︶

︵3︶

︹4︶

︵5︶

ほa邑︼ぎtpロとなつてゐる︒蓋し−本が正しい︒

s肯ha−yaヨ

叉︑pratyごmaく笑ざ

dha−m監ha−ヨぎ抑m
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Jh笹氏は同書︑二八五黄︑十大節に︑この債鬼を指

g1−S∴；−︶諾

摘して︑紳の動力因としての意味を疑難してゐられ
る○

IHundred紆Eigぎqp・−せOmbay︑
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によれば︑個人我本奥の︑畳︑紫︑菅︑欲︑防︑勤

∽−旭−缶−告︶も既に説くところで︑Tark鉢aumud叫

勇及び畢は二刹那存紐し︑節三剰邪に於て消滅する

とされてゐる︒︵J・S・00∽ロ0︻e−︶

ghaづこlraSさ．8C佃≠

︼〇三

くd・pp・澄−雲tac邑u邑dh弓aセナn︼P訂d一dTT

離なり︒

︵6︺．＜d−pp∴㍍1亘A窄の徳は︑畢．教︑畳︑別橙︑合︑

︵7︶
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正鹿浜の紳に就いて

正
誤

一〇四

正

前紋所載﹁正理汲の紳に就いて﹂︵前第︶の供植訂正

︵8︶ 写・p・会￠︑−のいJ・S﹂ぷ加♪2く・にはs賀baヲ 訂
dhit克己とある︒今は1本に従った︒
︵9︶ くd・p・漂︑phu鼠hirど私印賢蒜≦くara零にょれば︑

2y首？kusum㌫j巳i
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≒
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モ．b−10■ bb訝ya卜k賢a
︵10︶ 2写→mamTは異本にはmamTのみを掬ぐ︒︵l・S
−誌︶nOte−︶

︵11︶ ﹁大政﹂は﹁間接の駒係﹂ の可能なることを喩によつ

て示してゐる︒﹁管へば︑我と手との合と︑勤勇とに
ょって手に葉虫じ︑併生の業を有する手は抑塞等と
関係する︒この関係にょつて弔叫餞塊等を支配ナる﹂
︵Nく・p・会﹃−−いJ●S●−望−︼︶この愉は既に︑くs・

㌢−・−柏 に琴げられて紀明きれてゐる︒

︵2♂F●A・−・巴︶

ⅥaSaヨaj印aサ

名義大集

︵Nbb■A●誓−︶

一切の畳︵β

s試aWajかaす

辞誓． 名集大集
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︒
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旨uまdl︼古川
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創造詮

一切の畳︵￡
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︵∽︶ Nく・pp・た亭1ヾにはsambaddbaふamb呂dbaとなつ
≒

てゐる︒

︵13︶ 2す●p・A云−−℃いJ・S﹂隻−甲

ミ

創造語
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ガβ

一

西紀丸首年代までに至る卜

花

秀

孝

からである︑その境を接する事最も近く便利な閲係に

立
︵望￠A．ロー謡OA．ロ︶

−

蕃印南固彿教の交渉

−第一期

おかれてゐる千席︵声hO⁚an︶に封Lてすら︑思嶺山系

荒野を控えてゐる事に徹してみるも明な事であらう︒

中間をはゞみ︑中戒より子閲に至る問は七百哩以上の

闘人乳其臣郷伏帝阿羅郵順自立蟹兵
玄策

ヽ′
﹁戸薙過多死
挺玄策 時樅騎托数十教不膠皆後逸劉諸国買物

玄策部

しかれば西裁と諸外囲との交渉は．東方諸国を除いて

は︑彼等が同絃のため︑タリム盆地をおはる1時迄︵A．

β79

btsansgaと
mの交渉は︑チフール︑ネポール爾図に限られてゐた

それ以後に於ける蕃印爾囲の交渉は不明である︑而し

り 力し︑王玄策救援の兵を進めた事は知られてゐるが︑

政治的交渉

〇一︶以後全く没交渉であつたのである︒

3

一〇五

教の交渉にあつてはE−iOtの指摘せし如く

︶

ヽ■′

右述の如くではあるが︑文化1特に併

である︑而してネポール等との交渉も．長安三年︵七

て蕃印南囲の交渉は．予に従へばなかったものと推定

d一

♯印南囲彿数の交渉

される︑即ち地理的にみて考へ得らるべき事ではない

pO︶峰ネポール王︑アムスワルマ︵Amsくarman︶と協に過ぎず︑進むで印度との交渉は行はれなかつたもの

されし際︑戒王リンウェンガンボ︵SrOP

竺の途次Harshaの後楷者によつて諸国の買物を掠奪P警e該盆地を舞毒としてなされたに止ま少︑南

俵之見るにハルシヤ︵コarsha︶の死後．王玄策再入

分進戟茶細和羅城三日破之﹂

挺身奔吐蕃部撒召隣国兵千人釆泥婆辣七千騎

l

b 教理上の融合性

a 外交上の好状態

首葬儀悔経

三賓雲絞

際得た

春印雨観彿敦の交渉

の二鮎に点まれて頻繁に行はる1に至り︑かくして︑

荘板柾

一〇六

等を諾したと俸へられる︒勿論︑−hOnmi

印度末期件数印西蹴俳教と見なされる草すら過常でな

sam

い迄に到ったのである︒今ラル．ハチェソ︵Ralpacan︶
bhOtaに就ては︑プサムジョンサン︵dp董bsam官n

pe︶等各博多

bzaヱテプチルダンボ︵deb

sgOm

迄に至る蕃印輌閉俳教の交渉を概略左に述ぶる事にす

少の出入はある︑然し此虚に注目すべきは︑是等各俸
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行が北印地方の影響を受くる事の甚大であつた鮎に注

ビtsanの治世︑五人亦はサテセー︵Lithese︶セムツ於
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︶
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と博へられてるが︑拙文に且て指摘せし如く︑是は単

であると倦へられるが︑
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意すべきである︑此の期の入蔵印伶は倦に依れば︑ク
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なる偉詮に過ぎない︑匿史上初めて件数との交渉を待
ったのは．リンツェンガンボの時．アヌ︵Anu︶
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等は入印し︑その地に於て︑タムゼリチェン︵bramze

り

︑トンミーサンボ一夕︵T︼−On邑置m
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manipadmehun︶の六字眞言に統一ル︑大に彿教隆

pOは西赦彿教を︑オンマニパドメーウン︵00m

SeP ge︶より文法を習ふ帝国年にして録閲し︑入印の
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めたと糾されてゐるが︑恐らく後世の附作ではあるま
いか︑予に従へぼ︑彼が俳教主義の旗印として獲布し
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褒机の一路を辿ってゐたもいである︒その反面ハルシ

ヤ常時
︶ よりその教理の安易具鰹的なろを以て民心に投

じてゐた印度教は︑漸次彿教を駆逐しっ1あり．且つ
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SrO才btsan三数
代々
の理
問は
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同印化してゐたとは言へ︑同じく俳教排誠蓮軌

に努力した人である︒か1る状態に反して．俳数々圃
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debtsug旨nの′いチの教陣の安全策に汲朗するの巳むなきにあつた朗係上
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徒きらに印度教化し︑印度教徒の後塵を拝するの状態に

あつた︒加ふるに昔時に於ける印度各地の諸王はその
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であらう︒扱︑予等は本論に入る前に常時に於ける絹
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外詮の王を以て任じてゐたパーラ王朝なるに及ぶも︑
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開俳教状態を一瞥するの要がある︒
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事を主張する︒然れば事葉上︑南開俳教の交渉をもつ
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その長からざりし一生を終った彼に︑積極的俳教隆昌
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︵Dh弓mapa−a︶︹ヨひー加彗︺の如き
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しても．その左道的色彩は西紀十一世紀以後に於ける

が如く甚だしくはなく．言はゞ左道密教の過度期に属

行者にして而も且つ頼数的色彩を多少帯びてゐたもの
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である︒故にその昔時にあつて戒律保持者とLて一幸
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倶舎単著の寂友等が数へらる1のは督然の事であ
る︒
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日を追ふて増加して行ったものである︒即ちその主な
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す−る人とみるべきであ少︑従って彼等何れもタントラ

が．ハリバドラ自身が左道密教着であつた︒かぐして

乞ふて．八千頒般若の註樺を書かしめたと倦へらる1

︵Ha苫h邑rtなる無着系のタントラ︵Tantr色畢伶
如に
く彼等何れもタントラ成追考たる左道派であつたと

大乗俳教の興隆を計らんとして︑その師ハリバド

は︑印度教化したる件数⁝⁝所謂の通俗俳教を一掃し
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︵Rahlabhadra︶等である︒その教勢の大要を見るに謂
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高府幽玄なる教理を理解する能はす︑支部恰のもたら

廃してゐた焉め蒙昧無知なる西戎人としては到底もの

られねばならぬ︒然し乍ら支那檜の教系は大乗教系に

に展した中道タントラ派の人であつたとするクエフナ

玲伽派に反封な人であつたと俸へ

べきであらう︒而して彼の教系はROC粁h≡に従へば

がネポールに於て彼と達ひ粕率いて師団したと記Lて
叫
ゐる︒その入寂時は大憶に於て西紀七四

税ねばならす此の眼りに於て︑支那檜の勢力も亦認め

す教理を信奉する事は不可能であつた︒故に西燕在来

−クの詮は正じいであらう︒今東北帝大頼経自鋒によ

飢

の信仰たるボンポ︵出On占○︶が依然として︑西殺人心

ってその著を拳ぐれば左の如し︒
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して何等かの具憶的教理を持つ俳教を︑支部教皐波の
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にも偉へてる経典である︒
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を遊歴した事は認められてもい1事である︒彼は鳥佐

郡の人︑長するに及んで彿陀伽耶に畢び印度を周遊し︑
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てゐるが︑是は恐らく常時の支那修改並びにボンポ教
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部持参鬼怪無畢妖祢及保通密光得通之至人師︼一
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るまい︑蒙古鰊流に

ーハを王にす1めたのも蓋し故のなき事であ
pマ
aサ
dン
mバ
a−

であらうから︑その後職者として彼の縁類に嘗るパド

徒の反抗に逢ひ敵するを得す躾印したものと祓るぺき

gnas・Or
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てその教理は観念修法によつて各自の智性を清浄なら
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偉へられてゐる︒而も予等は彼等の教理に就て知るな
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ける王前の法戟であらう︒予等は串にして封支部敬啓

彼の寄集に裁て第一に奉げねばならぬのはサムエに於

してるが確然せる年代に放ては不明である︑釆戒後の

l飴地がない︒クーラナータ軋︑明白に此の事は記述

概に諭する事の危険さは明白にされるであらう︑順密
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だ密教的⁝⁝左道的な：⁝春作がある事は上述の事情
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ヽヽヽヽヽヽ︳︳ヽヽ

するものではない︒此庭では只カール・．ハルトの聖書

に暴路されて居る︑超越的威力の非在による・凡ゆる

︼二九

ヽヽ︳︳ヽヽヽヽ︳ヽ
梓義等に導かれて紳の義・仰の眞貫・帥の璽の所詮法
力ール・パルトに於ける紳撃的聖溝梓義

l

カール・バルトに於ける紳串的聖書粋義
ヽ

在り方の席捲の前に在る我々﹂の今である︒同時に然
ヽl︳ヽヽ︳ヽ︳︳ヽヽヽ︳

一三〇

認識する﹂今■くgl・R・撼加︶︑﹁基督の顕現・来臨・臨在

の永遠的瞬間を侯望する・品位づけられて居る瞬間﹂︑
ヽ●︳︳ヽヽ︳

し此の満たされて居る時は﹁然るに今や﹂︵ロマ育三・二

﹁啓示信仰の瞬間﹂︵くg−・R・念−串︶．﹁人間が赤裸々に

ヽ

この今である︑﹁特向・近づける紳の固・否定のたゞ

ヽヽ

︳

せられて紳の空前に立ちつ1而も紳から衣をまとはせ

︳

中に於ける肯定・此の世のたゞ中に於ける救扱・判決

︳ヽ

ヽ

られるその瞬間︵Augenb−ic打︶﹂︑﹁紳に由つて人間が動

ヽ

のさ中に於ける樺放・時間のたゞ中に於ける永遠・死

︳ヽヽ

ヽ

ヽヽ

ヽ

ヽ

かされつ1あるその瞬間︵MOment︶﹂︑﹁人が裸の健で

ヽ

ヽヽヽヽ︳

ヽ

のたゞ中忙於ける生に就いての音信﹂．が其虚から語ら

ヽ

ヽ

紳の空前に立ち裸の俸で紳の養を以て装はれるその瞬

︳

ヽ

れ︑﹁非時間的な時間・非巷間的な場所・不可能的な可

ヽ

ヽ

問・終末のラツ︒ハの吹奏されふその瞬間﹂である︒︵R．
ヽ

能・創造以前の光からの光﹂が其虚に於て指差される

監士芦︶紳によりて斯く品位づけられたる瞬間は紳の

︳

所の今である︵R・芸よ○︒﹁紳の聖前に於て知る人間

ヽlヽ︳ヽ︳ヽ
ヽヽヽ︳ヽヽヽヽ︳
賜としての瞬間である︒紳から我々に来る脇︵einzu

︳

性の危機の︑蔽ひ被さる絶壁の下にくづをれながら︑
ヽヽヽヽ︳

︒nS内Ommendes︶としての瞬間は基督の顕現︵N

■

それにも拘らす然し︑然るに今やの光に照らされて︑

ヽヽヽヽ︳一

ヽ

ヽ

G空erいdi2err巨teくerheissu

Chlisti基督の未来︶に他ならない︒紳から我々

新たにされし人は候望みつ1己が馳場を急ぎゆく﹂︵R・

に来る凡ゆる賜の親和・凡ゆる約束の成就︵die﹃巳−e

ヽ︳ヽヽ

zuk旨迂gen

lesu

−会︶︒神秘主義的観想的な永遠の今でも貫存する人間

a−−er

︳ヽヽヽヽヽヽ

の貫践的今でもなく︑紳の永遠の今・紳の貫践の今の

ヽ︳︳ヽヽヽヽヽヽヽ
しての基督の未来が基督の顕現に於て現在︵時間内の

へと植ゑ込まれて居る︒然し之によつて基督
ヽ︳︳ヽ

の未来は紳の未来たることを失ったのではない︑約束

ヽヽ

中に在る人間の永遠的な貫践的な今宵あり㍉﹁我々に

各瞬間︶

ヽヽ

封する紳の行為によりて︑即ち︑基督の十字架に於け
︳ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ る紳の言に間ひ殺され然もまた答へられて清かされる

の成就とは約束の止揚ではなくて完き約束・約束自牌

︳ヽ●ヽヽ

ことによりて︑永遠的今の絶封的現在から由来しっ1
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■

未来︶の中に凝りて︑啓示信仰の瞬間に於て︑紳の子た

も我々は︑約束白鱒なる基督の顕現︵基督の未来・紳の

人間的な散りに人間的な現在事算の中に埋れつ1︑而

となりし事である︒此の時代の暗黒の中に在りつ1︑

へ此の公理が啓示されるその瞬間．その時聞的瞬間に

に紳畢的公理と栴せられるものは﹁たゞ人格から人格

二〇・二−三︶を紳畢的公理として解樺して居る︒故

耐の前に我の外何物をも紳とすべからす−・出填及記

ヽ

ヽ

上に記されて載って居訂第一誠ではなくて啓示の出来

る﹂公理である︒即ち公理としての第一誠は単に紙の

されて居る思惟に収ってのみ現賓性・安常性を所有す

於てのみ︑従ってたゞ此の瞬間に山つて限定され拘束
ヽノ

ること・聖徒の交少・罪の赦し・永遠の生命等測り経き

ヽヽヽ︳ヽヽヽ︳ヽヽヽヽ︳ヽ

ヽ

以上に素描せる如き棲めて特別に品位づけられたる
ヽ

事の瞬間の上に浮んで生き・動き・在る第一誠である︒

ヽ ︳ ヽ ︳

トに於ては︑開いて聖書を理解し︑起って之を解明す

従って啓示の出水事の瞬間の上に浮ぶならばTヨハネ

ヽ ︳ ︳ ヽ ︳

べき唯一の至空所と思はれる︒これは紳の義・紳の眞

俸一・一四の富美︵言は肉櫻となりて我らの中に宿り

ヽ

貫・聖蛮に在りて認識する瞬間であゎ︑人間の自由の

給へ少︑我らその発光を見たり︶をも︑マタイ博一∵

ヽ

ヽ

3 紳からの賜を有し得る︒つく●会・＝N●d●N◆：舛●会︻〜柏︶

ヽ

下に無き・紳の御手にのみ存する立場無き立場であり．

二八の言葉︵凡て弊する者・重荷を負ふ著われに来れ︶

今・啓示信仰の瞬間・基督の顛現・紳の未来は︑バル

基督の軟骨を通して上より賜はる神学の従つて紳畢的

をも︑コリント後書五・一九の言葉︵紳はキワ．ストに

GebOta在
︼少
sて世を己と和がしめ給へり︶をも我々は紳畢的公

■

聖書樺轟の唯一の観鮎︵Gesicぎspuロkt︶である．
﹁神輿的公理としての第一誠﹂︵Daserste

べての言葉は原理的には何等第一誠以外のものを我々

ヽ■一
theO−OgischesA賢m︶と嶺する詩現に於てバルト
はと
モ稲することが出来るであらう︒何となれば之等す
理
ーセの十誠の第一誠︵我は汝の紳ヱホバ︑汝をエジプ

に語らす︑また第二誠に於ても．かの凡ての言菜が夫

一三一

トの地その奴隷たる家より導き出せし者な少︑汝わが
カール・パルトに於ける紳翠的聖書粋義

都道

要するにそれは︑紙の上に書かれて居る聖書を謂はゞ

ま拇謹みまた俸へつ1貰存する﹂とバルトが語る時︑

の許標︵Neu択ロ．is︶として読みまた倦へまた試み・倦へ

ならぬであらう︒﹁教禽は聖書を沖の唯一の啓示の唯一

云ふのは啓示の出来事の瞬間上にてはと云ふことに他

︳ヽ︳ヽヽヽ︳ヽヽヽヽヽ︳ ︵grunds詳−ich︶とか聞くべき耳を以て聞くならばとか

ヽ︳ヽ 捷に就いて我々に語るであらう︒﹂此庭に原理的には

聞くならば確かに聖書の凡ての侍所は唯一の紳畢的前

以外のものは語られて居ない故に︒聞くべき耳を以て

々の場所で夫々の仕方にて等しく語って居ることより

書樺義は︑聖書を往時b聖書記者・編者の眞意虞情へ

自鰭から啓示の瞬間に還元されるのである︒紳畢的聖

菓ではない︑寧ろ軟骨及び紳畢が聖書に於て聖襲・紳

が聖書を啓示の瞬間に還元すると云ふことは厳密な言

封

帥秘は此鹿にあるが故に啓示を自由にする如何なる方

紳自鰻から賛してのみ魂斉に我々にH合ふ︑紳の言の

てのみ・如何に優れし媒鰻に介せられてもたゞ直接に

に即ち如何に優れし事情の下に於てもたゞ聖窺に由少

如何なる方法も存しない︒紳の言は空襲的︵geist−ich︶

また︑把衆の肺腑の究極を爽く清けち警醒的な語数の

一﹁二一

唯一の啓元の出水事の瞬問へと還元するものが教倉で

と凡ゆる部門の料率を動貞して淵源するのでもなく︑

カール・パルトに於ける紳学的聖書秤轟

あると云ふことであらう︒﹁教合の此の生命の動きの中

また反封に主観的な教理や鯉験や哲畢を聖書へ薄み込

︳ ︳ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ︳ ︳ ヽ ︳ ︳ l ︳ ヽ ヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽ︳︳ヽ︳ヽ

に紳畢も亦貫存する﹂︑紳畢は教禽の聖書還元に参じて

むことでもない︑聖書に於て絶えず繰返し啓示の瞬闇

法も人間には存しないのである﹂︒従って教倉及び紳畢

之に仕へるものである︒然し﹁啓示を現貫に耳に届い

isch︶ な聖書繹義郎ち聖書に於ける啓示許標を音盤と

に於て絶えず繰返し啓示の瞬間へと直接還元されるこ

た啓示とする如何なる方法も︑現貫に嚢的︵pneulゴPT へと還元されつ▲ある教禽及び紳畢の中正在りて聖書

l

郎も紳の遍に他ならないであらう︒紳の我々に封する

︳︳︳

化し︑その限りに於て蛮︵das冒el一ma︶を即今現軍に とである︒此の帥の直接の啓示瞬蜘への還元の働きが
土俵に案内する聖書樺養の如何なる方法も．取り分け

3／フ〝

●

働きとしての仰の薬に依りて伴示瞬間の然るに今やの
︳

中に我々が自らを見出す時︑我々を包む啓示瞬間は賜
ヽヽヽヽヽヽヽヽ

ける軌得べからざる日米事としての純粋所動

︵actus

purus︶は罪と恵みの・サウロと︒ハウロの蓮韻的関係づ

けである︒紳の意志の一元性は分れて二元とな少︑か

︑︑︑ヽ︑ヽ︑

としての紳の養に他ならない︒賜としての紳の養が覚
ヽヽヽ︳

くて二元の克服に於てその二元が封故的なればなるほ

ヽヽヽ

信仰昔日としての紳の蜃性の表現であつて︑此の僻別

何となれば紳に在りてはそしてまた︵q邑︶と云ふこ

れは勿論神話的段階に立っての子供臭い質問である︑

りつ1ある榊でありそしてまた慈愛の帥であるか牒こ

故に紳はエサウの紳でありそしてまたヤコブの紳・怒

ど益々膠利に輝いて一元性を許明する﹂︵R﹂宗︶︒﹁何

に紳の養にして人間の義とならないことは︑我々を包
ヽヽヽヽヽ︳︳︳ヽヽヽ︳ヽ

む啓示瞬間が覚に紳の御手︵帥の瞬間︶に在る瞬間・
ヽヽヽヽ 紳の未来であつて人間の自由にならないことである︒
︳ヽl

ヽヽ︳ な瞬間以外に於て思惟せられた如何なる意味の紳の立

とはない︑二元性はない︑たゞ後者による前者の止揚

帥の諒とパウロが言ふ時︑それは辟示瞬間に於ける

とも異る︑それが主鯉としての紳の魔性として静的展

があるのみ︒帥は一者であ少︑永遠にヤコブの紳であ

ヽ

性でなくて帥の働きであると云ふことは此の特別な瞬

わ∴唯表封の紳として︵a−訂Ott︶人問に自らを啓示

●ヽヽ

間以外に於ても言ひ得ることであらう︒然しパウロに

︳ 帥である︒然し︑我々は紳を二元性に於てゞな
し紛ふ

於て果されし媚ひに於て信仰者を義とし拾ふ恩寵と救

求する審判と刑罰の紳の慕であり︑第二に基督の死に

議として︑第一に基督の死に於て人間の罪の腰ひを要

於ける此の人間に自らを啓示し給ふ限少︑紳は彼に封

得ないことは理解に難くない︒帥が人間に︑此の世に

ならない所の耕記法的二元性に於てゞなければ把握し

ければ即ち二が眞に一であるために一は二とならねば

ヽ ︳ ヽ ′ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ．ヽ ヽ ヽ l ヽ ︳ ヽ ヽ ヽ ヽ 於ける帥の轟は基督の十字架に於て辟示せられる紳の

抵の帥の義である︒啓宗の瞬間は此の封駄的な紳の二

ニ三

元がtrOtZdemの関係に於て働く瞬間である︑﹁紳に於 して︑彼を怒る者・その力を不可抗的に彼に於て願す
カール・パルトに於ける紳学的聖書樺義

・
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危寄に曝されるより外なく︑帥の手に掛って死なねば

ず︑まして紳に服従することは出来る筈がなく︑紳の

以外のものではあり得ない︑紳を考へることさへ出奔

かくて人間が紳の啓示を受けつ1ある限少彼は怒の怨

はないことを障る所なく・容赦なく人間に芳明し給ふ︒

れとも︑偵令それが最高の紳であつてもそれと同一で

者として立ち給ふ︑即ち白らが人間の辞する神々のど

る︒﹁信仰は奇蹄である﹂︑絶封的瞬間の奇蹟である﹁然

ヽヽ︳︳︳︳︳ヽ
︵R・∽串・∽畠︶︒此の奇蹟は﹁絶封的瞬間の奇蹟﹂であ

イスラエルであることを確許したといふ奇債が起る﹂

ちエサウの紳と角力し︑それ故に自らがヤコブであゎ

菩びの音信として密取すると．いふ奇蹟・人間が紳と即

な無際限な贋きにも拘らず︑否その蹟きの故にこそ．

紳を愛し従ってまた救の音信を︑それが輿へる徹底的

るといふ奇蹟・彼が紳の苛酷の中にも紳の愛を認めて

l三四

ならぬことより外は経験し得ない︒︵中略︶然し人間に

らずんば信仰ではない︑人間の耳で聞かれ人間の序で

カール・バルトに於ける紳学的聖嘗語義

自らを啓示し給ふ者が紳である限少︑紳は人間に封し

詮かれる紳の言は奇蹟が起る時にのみ紳の言となる︑
︳ヽ︳ヽ︳

ヽヽヽヽ︳ヽヽヽ︳

ヽヽヽ

て︑人間の全被造物性を創造者のそれにも拘らず然し

︵trOtNdem︶を以て・その重罪恵性を赦しのそれにも拘
奇蹟が起らない場合には紳の育と稀するものでも他の

自らが人間の教主であると云ふ無限に優越的な勝利に

ふ︑そして人間へまた人間に於て︑自らの発光の富を・

らす然しを以て薇ひ腰ひつ1慈愛の紳とLて立ち給

るに過ぎない︒然し奇蹟は努めて獲られ得るもの・到

ヤコ・ブの数台でもエサウの軟骨となり︑たゞそれであ

にのみヤコブの軟骨である．奇埼が起らない場合には

言葉と同様に人間の言葉となる︒致命は奇蹟が起る時

ヽ︳ヽヽ

輝く眞理を啓示し給ふ︒かくて人間が紳の啓示を受け

達され得るもの・呈示され得るものではない︑奇蹟は

●ヽヽヽ

つ1あるかぎり︑人間は憐憫の器である︑即ち次の如

人間の問に於て起る所の︑凡ゆる瞬間に於て諌測せら

彼の両眼が開かれるといふ奇

き絶封的奇蹟が起る

れざる・新しき・紳的事件である﹂︵R●∽彗−∽望︶︒

ー

蹟・彼が眈に悔改の中に立って居て新しき被造物であ

Jl）．9

第二の即ち恩寵の紳の義は節一の即ち審判の紳の義 理的なる持向であり特同であり反特である﹂︵戸一空T

の連続ではない︑両者は全く封敗的である︑しかし第 −箆︶︒﹁人間の経験・人間の思惟は本来常にその固有の

厳粛から更に大なる腋粛へ・或はまた勝利から更に高

二の義は第一の義と離れた義ではない︑第一の轟の流 重力に従って直線的に即ち絶望から更に探き絶望へ・
ヽヽ︳︳ヽヽヽ︳︳ヽ︳．ヽ

れを裁断しっ1新しき次元に立つものが第二の義であ

る︑異る次元の両者がそれにも拘らす然しの瞬間に於 き勝利へ・喜悦から更に大なる喜悦へと進行したがる．︑

て交叉する︑此の瞬間に於て第二の紳の義が紳の言と 正に此の直行性が紳の言による信仰には禁止される︑

字架の光に於ける信仰が唯一絶封の信仰︵G−aube︶ら

R・霊・︶︑かくて﹁抱封的瞬間の光に於ける・基督の十

の自由意志が選びまた債倍づけ給ふ瞬間である﹂︵くgl●

︵Deusdi註︶瞬間はまた紳腰ひ買ひ給ふ瞬間であり紳
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全然︑我々のために基督に於て悠されし帥の事行の中

の信仰に就いても言及して居ないのではないT我々は・

ある如くに肯定的に引用されてゐる︒彼は恩寵として
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仰に於て義とせられ︑自己の搬従に於て聖とせられて

︼四二

ヽ′
ないものである︵P・纂︶︒コワント前書に就いては二

居ることを︑単にある部分に就いてのみでなくて全然︑

カール・バルトに於ける紳寧的聖書梓義

〇・一三の詳解の箇所︵A・柏n︶に於て紳に逆ふ此の世

奇蹟とLて・恩寵として・紳の生業として認めるであ
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の覇構主張の暴威に赦し得るものはたゞ紳の展貴のみ

らう︒彼こそ信仰者・服従者としての自己が貫際に有
kra詩der

るべき邁を輿へられるを詮いて居る︑之は紳の眞斉の

なくて異郷からの義と聖・自力的のではなくて他力的

ではなくて外部から来る義と聖・生抜きの我と空では

の︵pass⁝芸︑已ch﹇ac苧a︶鶉と聖・我々の稽揖的態度

する凡ゆる自惚れた注意を振棄て1紳にのみ光柴を辟

く︑酔って信仰し服従しっ1あればこそ自己白身に関

仰・自己の服裾に重量と債倍とを置くことは一際もな

つ1あれはこそ人間は．自己の行為としての自己の信

礎する者は確かに人間である︒然し正に信仰し服従し

此の﹁紳の大なる御菜︵magualia

紳自身が︑帥のみが一義とし聖とし給ふのである︒﹂

認と聖化は紳の人間にか1はる行動である﹂︒﹁紳が−

der

あらう﹂↓義認と聖化は恩寵の連行︵dieく○−−streck2︼g
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の内部に任ふのではなくてその外部に在る︵e已ra冒S

するであらう︒彼こそ自己の行為として認められた自

の宜俸が基督教の官薮である︑然らずんばそれは基督

である︑従って全く一般的に云へば．叢
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己の信仰・自己の服従は︑訂己の飴他の凡ゆる行焉と
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Gnade︶

同様に晴男であり︑光明は紳にのみあることを責に一

腰も忘れることは机来ないであらう︒披こそ自己の信

教の宣教ではない﹂︒﹁眞の救命のある桝︑そこでは紳
︶
が絶封唯一の支配者として拝せられ讃美せられ拾ふ﹂︒

﹁紳が益とし聖とし拾ふ場合︑そこに於て信仰L服

ふこと1同一であらう︒

申に生き・動き・在る信仰と服従とによりてのみとい

TreueGOtteS︶此の世の試練と危きとの中に在りて遜する轟と翌を︑ルックIと共に内部から生する義と聖

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
なること︑たゞ紳の眞算に由りてのみ︵nur

り

﹁信仰は細から生きるが故に自分自身から生きる︑

だ細から・たゞ上からのみの朗輿に止るといふ意味に

これが．ハウロの中心鮎︵centrum謬已inum︶である﹂︒ 於て全く非朗輿であゎ∴如何なる意味の所輿にも決し

合には︑有すればこそ正に人はその紳の言と信仰とを

ことを詮明するのみ︒人が紳の言と信仰とを有する場

て働き得ると思ふなら︑紳の言をも信仰をも有しない

虚分し得る資本を以て働くやう

禽の宣教・教義畢︑これらが自己の自由の下に庭理し

害叱於ける事鰹である︒︵R・−ひ芦︶

前端のバルトの聖書輔諸の一々に就いて吟味するこ

荘厳性以外の荘厳性は存しない︒︵D・≠ぷぁごDご笠︶

身の中に索められるものではない﹂︒絶封他者の事鰐の

崇められるものであつて︑それ以外の何磨かに・我々自

のみならず中間に於ても終末に於ても．たゞ紳の中に

のが存すること︑このことは︑斯かる根揚が替端に於て

を有すること︑紳の啓示に依りて信仰の確かさなるも

てなり得ない︑信仰は先づ在り始め次に在り招ける如

己が所有として前以て定立してか1ることはない︑有

とは暫く招き︑たゞ此の嘲詳が彼の樺義と共に︑今述

義人は紳の眞斉から生きる所の人間の信仰から︑即ち︑

する時にこそ正に︑飢ゑつ1渇きつ1而も正にその故

べた意味に於て全く事情的原理的であること︑少くと

何なる物にも決してなり得ない︒﹁信仰が動かざる株接

にこそ親指に満ちて︑紳の言へと・信仰へと手を伸ば

もかくあらんとする批判に目覚めてゐること︑従って

たゞ紳の虞貫に伐りて︑生きるであらう︒これがロマ

す﹂︵ロ・．・柏∞の︶︒﹁．知られてあらざる紳として紳は認識さ

聖書覇藷・聖書樺義としては決して非歴史的とも言へ

﹁人間・軟骨・教

れ給ふ︒紳は正に知られてあらざる紳なるが故に︑︵中

す誤謬とも言へないであらうことを一考したい︒
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居る︑﹁人々が鮭史生活に関してたゞ其の多様性のみを

ヒルシュはルヅサーの猫逸語詩聖書に就いて述べて

略︶在る所のもの一切の永遠的始瀕・純粋始涯にて在し

給ひ︑凡ゆる事物の非在として凡ゆる事物の虞の在り

t

方にて在し給ふ︒紳は躍賓である﹂︵R・ぷ︶︒信仰はた

カール・パルトに於け乙帥撃的聖者秤量
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カール・バルトに於ける紳学的翠香樺義
見て居る聞は﹂︵ルックーの聖書に封する︶非難が止む
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た樺義の態度・方法であらう︒﹁仰の益は凡ゆる約束の

べくもないことは首然のことであらう︒ルックーの見 成就である︒凡ゆ告示教の意味である︒紳の義は凡ゆ

て居る所のものは些か別のもの即ち深き統一性であつ る人間的希望・憧憬・精進・待望が希望以外の何物で

て︑慶史生活は紳との関係によつて此の深き統一性を もあらうとLなければしない程︑益々確賓に之に封す

有するものである︒ルックーは此の統一性に立って其 る答へである︒紳の韮は凡ゆる現存在と貰存在どが審

である︒紳の義は︑膝史が自己自身の昔訴者となれば

磨から鮭史を洞見して居る︒全歴史は即ち聖書的慶史 判の下に・否定の下に立てば立つほどその永遠的内貫
も異教的膝史もルック一に取りては．唯一の紳の聖柴

なる程︑あうゆる鮭史の意味である︒紳の養は︑被造
と判決・その支配・その奨励と刑罰に就いて語るもので

物がその被造物性の認識によりて︑自己自身を超えし
あつた﹂︒ルックーは唯一の紳畢的前捷の上に立つて︑

の仕方lこ於て聖書を現在化し︑現在化しっ1聖書を朝

の毒そのもの﹂であり︑﹁紳の眞貫﹂である︒﹁此のイ

る﹂︒﹁キリストとして認識せられたるイエス﹂は﹁紳

そこより凡ゆる歴史に穿入して之を現在化した︑同様 彼方を指標すればするほど︑凡ゆる被造物の救ひであ

諾したT聖書が事情的に観れば凡ゆるその多様性にも

拘らず唯一の栢音に膵し・唯一の宿昔から出でゝ居る エスに於て﹂・﹁此のイエスの光に於て我々は光を見る﹂

べきであるならば︑聖書の此の内面的統一性を部課に ︵R・ゴ†烏−︶︒此の光に於て﹁歴史は綜合的な塾術作品

山の主題を有する︑此の垂術作品・此の出来・此の一

㍉って一目瞭然たらしめることは是認さるべきであら である︑それは出来に由来する︑歴史は統一的なる唯
1 1 う﹂︒ルックーの此の態度とバルトのそれとは同じであ

り紳畢的究極的前提を非在としての信仰・復清の規貫 鰻者が始汝そのま1の姿に於て史家の申に存しないな

に置かしめられて居る限り︑これは唯一の聖書斬詣ま らば井底には鮭史は決して存しない﹂︒﹁唯一なろ筈の
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また人間の整に於て倦へられること．凡ゆる歴史の究

終︶の自己自身との封話︵Se︼bstgespr紆h︶が傾悲され

こと︑過去及び現在匿於ける同時的なもの︵始にして

ての許擦︵Neugl−is︶が現在︵復前の硯貰の今︶となる

過去の現す多様性に於て．我々の現存准の意味に就い

れて居る故に悲くことも語ることも出来るのである︒

耳と唇とを開く危機︵啓示の瞬間︶の中に身を捕へら

それは同時性︵永遠的瞬間性︶に満ちて居る︒それは

導かれて︶舐きつ1また語りつ1ある膀史叙述である︒

膵史叙述は斯かる性質のものである︒それは︵空寝に

た悟播するものである︒それは凡ゆる歴史的なもの1

極及び畿端に於ける非歴史的なものが見遁がせぬ・聞 それは自身天上の光の申に立つが故に天上の光を見ま
き逃がせぬものとなること︐之は膝史的叙述の利潤で

歴史を記述しつ1︵記嚢に還元されて︶膵史を観るもの

︵聖粟に還元されて︶理解するものである︒匪史叙述は

つ1︵聖襲に還元されて︶見るものであり︑俸へつ1

末的絶望︶の中にあるものである︒隆史叙述は理解し

先づ第一に就中危機︵啓示の瞬間︶の中に・死病︵終

であるが故に︑非匪史的︵基督の未釆に於ける︶歴史

に就いての許棟とLてのみ認めまた供せんとするもの

だそ汐非歴史的︵基督の未来としての︶究極及び教端

に基いて生きるものであゎ∴凡ゆる歴史的なものをた

督の未来︶より出でまた非歴史的なもの︵基督の未来︶

か1はるものなるが故に︑それ自身非塵史的なもの︵基

あり得る︑膵壁叙述は原理的に凡ゆる批評に先んじて 本質・内貫としての非腱史的なもの︵基督の未来︶に

であゎ︑膝史を制作しっ1︵空襲に還元されて︶膵史

を供する﹂︵R・一浩⊥㌍︶︒

また未満のま1のものでありつ＼∵満たされたる約束

イスラエルの膳及・祀井・預言の記録は未満であり︑

を記述するものである︒膝史叙述はその︵啓示の瞬間
からの︶認識を史料から掬み取る︑史料は歴史叙述が
之をその︵啓示の瞬間からの︶認識によつて開明する

一四五

ことによりて初めて史料となるものである︒創世記の を指示する約束であつた限わに於いて︑純正なる約束
カール・．ハルトに於ける紳堺的筆者秤義
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ヵ．Iル．バルトに於ける紳寧的聖書稗義

であつた︒不完全なる約東のま1で︑完全なる約束を

一四大

てのみ兼たさるべきものである︒膝史的文書に封して

指示する限り．それは純正なる約束であ少．紳が人と
は批判とは自分には︑そこに包含されて居る凡ゆる言
結び給ひたる眞貴の契約である︒暗黒に包み囲語
ま及
れ望
な卑語群を︑ぞの文書が誤られない限り公然と語

てまた事性的にはそれのみ語られて居るそのもの︵基

と︑文書が語る凡てのととを︑それのみ語られ得従っ

がら基督の未釆を指示する戟の中に在る限り︑そ
っれ
ては
居る事鰻に照らして測ること︑文書中に輿へられ
虞の兜梗・展の記舵である︒背約聖書の積極的意
て味
居は
る凡ゆる答へを之らの答へに明瞭に粕封して居る
こゝにあり︑此の意味に依りて在る限少︑背約諸
聖の
書間
はひとの閲聯へ還元し︑之らを更に凡ゆる間ひを
新約聖書と一憺である︒満たされたる約束なる内
基に
督包
の赦する唯一の主要なる悶との閲聯へ還元するこ
未来の光に目眩めきて喋くならば．未満の約束は基督
を十字架につけつ1．自らを惰りの約束とする︒︵W．

督の未来︶の光に於て稔明することである︒単に歴史

のあの片々kついては出来る限少之を後に遺し︑諸の

﹁鮭史的批評的立場の人々は自分には
も・う
ー新段
りての・単に偶然的な概念物︵言語︶
的な
単に
興よ
とし

た−会い＝N．d●N．S．念1．︶

ヽヽ

ヽ︳ヽ 批判的でなければからないやうに思はれる︒何となれ ば其虚に善かれて居るものが如何にして理解せられる

言語中の唯一の言語への諸の言語の閲聯が出来得る限
か︑これは原典の言語或は言語群を時折挿入され
て大居
り遠
に蟹見されねばならない﹂︵R．河l−︶︒
る・繹適者の何等か一の偶然的立場から決定せらコ
れリ
つント前書第十五章は︑即ち︑死人の復活は︑・ハ
っ評慣することによつては果され碍すたゞ原典ゥ
かロ
ら書
多物を︑香︑仝聖書を理解するための経であるじ
少の明瞭さを以て捷供されて居る諸概念の内面彼
的が
緊そ
張こから語りまたをこを指差す所のその観鮎であ
へ拇来る限り従順にまた自賛的に立ち入ることる
に︒
よ死
つに勝つ勝利なる死人の復活は︑榊から川でて我
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︵11︶Emln焉＝lirscFどt訂rsdeutsche望be−こりぎS・

Z．メナー没岩●S・訝㍗諾−・︶

︵10︶

︵本稿にては吋・として引用︶

︵9︶

彼はバルトに此の課し方の可能を書き選った︑またそ
れに関する論を︑バルトのロマ音節二版ハl九二二年︶
と前後して公にして居る︒

hanなることをバルトは第二版序論に於て述べて居る︑

︵8︶

本稿にてはA・として引用︶

︵7︶

f賢systeヨatisc訂The010gie︼Ⅰ×・−∞・こ器

︵6︶

S・−箋・︵本稿にてはD♪として引用︶

︵10︶

︵4︶

Nebe−邑nander︶ではなくて包合の緊張︵Sp・iロei−−em

I完ina邑er︶︑即ち︑非連続を包む取得べからざる綜合

に在る緊張である︒それは信仰の意味であり︑教合仇
根抵であ少︑紳拳のまた紳畢的聖書繹義の中心鮎であ
る︒︵A●彗いー留︶

これが純粋に賜

紳の義・紳の眞責そのものなる賜としての義・賜と
しての信仰および賜としての服従−

として・紳の未来として・空襲に在るものとしてある
瞬間へ︑即ち︑啓示の瞬間のたゞ中へのみ神学的聖書
樺養は不断に畏れ戦き所りつ1還元されゆき︑また此
の瞬間から由来してのみ︑教合を通しての仰の人間還
元・世界還元に蓼興せしめられるものである︒
注
力ール・バルトに於ける紳嘩的翠琶梓義

3βJ

展
望

英米の宗教民族学界
宗教民族轡の研究には憐情にょつて大健二つの傾向が認め
らる︒軸ち攫宵な資料から研究を進めて行くものと︑正確な
方法論に基いて贅料を各班するものとである︒前者は英︑米

宗教民族毎は心理寧︑軌骨嘩のカにょつて︑輝かしい費達

の特色であり︑後者は彿︑狗の特色である︒

一四入

寧︑︹社食畢は撃一eある︒宗教民族串を心理串或は祀骨畢の

上から整理した人々は未開人の綿密な親祭着ではなくて︑学

者であつた︒此度にこの串間の行きづまりの原因があるので

然りとすれば新らしぐ進む路は︑方法論によつて立つ彿狗

はないか︒

によつて開かれなければならない︒今日の情勢よりLて︑事

を見ることによらずして︑賓料の調査に基く英米を見ること

の中心は︑一般撃開の中心地を離れて現地に近い方に移りつ

賓活気のあるのは︑薬科を中心とする英米である︒ぬかもそ

ソドンよりオーストラリヤのメルホルン︵難詰﹁オセアニア﹂

ゝある傾向を呈してゐる︒英囲に就て見れば︑その中心はロ

アン・ソサエティ﹂を夜行︶に移ってゐる︒米国は閣内にアメ

を敏行︶︑或はエージランドのウェリントン︵耕誌﹁ポリネシ

をなしたが︑賓料の吟昧を世親して︑理論的整理に急いだ︒

ョップ・︑︑︑ユーゼアムが活躍を初めだのは︑これを示すもので

元来彿︑玩の学者は立沢な帝沓を待つて初めて︑寧的理想

ある︒

リカ印度人がゐるので︑この鮎明瞭でないが︑ハワイのビシ

たので︑賓料報告と整理方法との歩調が執れ︑理論的研究に

最近になつて貸際調査の意度が進んで︑報告の様式が醇化し

現在の沈滞状腰を正成し．購死の見通しを付けるには︑−そ

於て往年の活気を失ひ行きづまりを来してゐる取がある︒

重ねた親祭の結果を報告するのである︒従ってマレット︑シ

の方法を理解し︑それを貸際に適用して見て︑試練に試練を

を行ったのであつた︒現在の優秀な英米の調査者は︑それ等

の申甲︺起ったかを顧みることが︑．只今の辟界を知る第一歩

ユ︑︑︑ツト︑モース等の各々特色ある方法も今迄のま1では改

の串間の出費鮎に遡って見る必要がある︒即ち何にょつてこ

と信ずる︒元爽宗教民族畢は未開人の宋教典括を歌舞して︑

廃の僚地がない︒これ等の方法の進む路は︑賛際に煽れるか

それでなけれげゲうネが支那の市典で成功してゐる棟に︑古

其虚に宗教の原初形態を隼見したことより起った︒斯く見れ
ば未開民族の宗教把活の徹底的な湘寮が勝一であつて︑心理

∂ββ

常人は彿蘭西の杜骨学的研究や英国の心理串的研究が正し

興研死の芳郎へ弛むべきであらう︒
いものであることを認めた上で︑それを調査に應用し︑賓際
に如して漫達しっ1ある︑英米宗教民族翠界の有樺を一言す

る○
英囲に於けるマリノフスキー︑ブラウン一派の研究は︑既
に紹介されてゐる所を略して最近の情勢を述べやう︒嘗てモ

も認めてゐる棟に調査を節一とする鮎で英閑人類学派に相通

すみであるから略す︒唯これ隼の傾向はマリノフスキー自身

ユーゼアムの働きである︒呂ead︑SOCia︻

Org邑2ati呂

○︻

ずるものがある︒特に注目すべきはハワイのビショップ・︑︑︑

Manua︵空sbOp・買声望戸n〇・苫こ冨○︶

等は見逃すべからざるも

に於ける宗教研究及びStimsOn−T云m？tuanR註giOn︵鱒T

のである︒

Sどp●Mus・ぎーー●冒﹂○旬︑l竃餌・︶

然かも最近これ等米国人類野沢と英国人類学放とが接近し

ノウスキー一決の靡粁FOrlunとの辞婚は︑兼務に輝かしい括

つ
るeの
る︑ことは欣快にたへない︒︼芦e邑婦人とマリ
E呂F旨ge
sゝ
︵あ
Oc
aを
2見
．a

今この派の新進によつて資料の鵜密な観察から修正された︒

・−スが原始経済の宗教性を理論的に諷調した交換現問題は︑

く01．HHH︑宕﹂−−￠餌呼︶

−IOgbin︑吋○︼yne乳Pn Ce−emOnia−Gift

比屋根

安

刊
定着

紹
駅洋翫．聖サギエル停

サ

東山ぷ

−

日掲書院敏行

果k
が期待される︑英米宗教民族撃の結婚を語るものである︒
Muごu

新

and 冨aduge一︼a t−ibes︵OceaniP︼く○︼・ll−n〇・柏−−器餌︵
・︶
杉浦健一︶

Sta冒er︑C彗emOnia−Ec呂Omics O︻tbe

がそれである︒
又マリノフスキーが碁捜した形式で示した技鋸と呪術の問
題︵Fishiロgaロd呂鰯ic−害an︑−告00︶は

−￠望︶

GrO孟S−Fis己扁 Rites at Tabar︵Oceania−く○−●iH︑nO●A︶

にょつて一骨具糖化された︒この外宗教民族嘩の全般に亙る
問題に封して︑多くの鼻腔的な研究が遊められ︑その日醒ま

−−・日本某督敦史序詑

ー四九

宗教改革に相封膀し世反宗教改革の猛連動︒そしてPヨラ

しさは︑往年の ︼＼Anneh〜OCiO−Ogi宅e の撃かさを想はせる

柴

米国に於てはポアズ門下の宿脾専の満席は既に本誌に紹介

ものがある︒

展

323

日本停達の史賓を明瞭にしその文化史的意味を究明されてゐ

一五〇

を開祖とする耶蘇骨の樹立︒異邦悼遭の雅樹︒一五四一年か

ること︑引いてその停紀を単なる﹁倖記﹂そのものに終始せ

介

らわが聖サギエルの東洋停道森の開拓︒宰菅を忍んで速く極

しめず史駒発展の一段階に於ける宗教運動輯紳活動とLて把

紹

東への長航路︑熱沙を踏んで印度丙海岸への侍敦︑マラッカ

ト的立場からするカトリシズム︑就中耶蘇骨への理解に偏見

握されてゐるところに存する︒殊に氏が自己のプロテスタン

新 刊

牛島等々の巡歴︑﹁東海黄金開﹂の日本への爽訪︑更に銀閣支

の混入すべきことに戒心して︑新にカトリシズムへの確賓な

那の開政教尉︑とそして途上での長逝︒サザエルの停道的熱
意とその賛践カとは正にジュスイト摘紳の掃撃を具現したも

べきものがある︒

理解を志して︑この書を執筆された態度にはまことに敬服す

その仔細な内容については今紹介しえないαは残念である

のであつた︒︵この場合その像りにあわたゞしい南船北馬の巡

ヽヽヽ●ヽ

敦が︑耶蘇骨の憲法に全く矛盾しないものだとの断定は差し
撞へて︶︒

せて著者の益々日本基督敦史に鯛する桝餌を望んで止まない

が︑この好著が大いに寧界の注目に侶することを附記し︑併

次第である︒︵古野︶

﹃夢殿﹄第十二脚

加之︑この東洋の使徒は我国に於てキリスト教的信仰と構

った︒のみならず︑西欧文明の膀紳や科学的優越を組級的に

法隆寺の諸問題

−

紳性とを植えつけた最初のそして恐らく最も偉大なる人であ

停へまた停へんとしたことも日本文化史への志るぺからざる
貢献である︒しかも園内では従衆この袈者の停記を物したも
のが稀有であつた︒事賓︑外囲では最近に於ても移しい耶蘇

先蛍比屋根氏は︑想ふに︑この架者の偉紀を物するに好適

所謂﹁法隆寺論争﹂を中心とする法隆寺の諸問題が︑こ1に

た時に常って︑再建非再建の同値を填る文献放と様式放との

に依って起エせられ︑斬らしき二三の事賓も既に発見せられ

十五ケ年計豊に依る法隆寺の根本的修復事業が国家の経曹

の宗教史家である︒一般宗教史︑殊には日本宗教史に閲し平

回顧せられまた論議せられることは最も機宜に適したものと

にも拘らず︒

骨︑サザエル︑ロコラ等に関する好文献が世に閃はれてゐる

ゐる宗教革徒としても︑亦日本キリスト教史に就ての傑出し

素深甚な関心をもたれ︑且またその方面の労作を刊行きれて

誌たるの面目を後押して居ると首へるであらう︒番頭には文

言ふぺく︑﹃夢殿﹄がこれを特稗したる所に此の﹁歴史と美術﹂
氏のこの好著の著しい特色は日本の賓料を吟味して聖者の

た専門家である意味からも︒

3β4

り︑再建詮︹その再建の年代不明としても︶の有利に展開し

献汲の腱肺書M博士の論争に対する回顧と依然たる尭張とあ
す︒︵高川ノ

っ︑ある今日この老大家の盛んなる論証は傾聴すべきもので
ある︒然し侭令再建きれたとしてもその様式が飛鳥式で諸
あ無
る 知絹記念特蹄鶴
との見解は多くの論者の懐く意見にして︑本誌には特に非再
建的主張は見られないけれども︑考古学的美術史的立場にあ
来 京 駒棒大串彿敦堰骨

新 刊

紹

介

発刊記念したことは駒津大串を以つて唯一とすべく︑他宗−

一五一

って上川三平氏の法隆寺再検討の考古寧的責料なる一1
文宗
も派興
的事情によるものも二≒数へうるが1と比較してこ
味あり︑修理に対する希望を述べる佐藤氏の文もー讃の佃借畢術的森泉の敢刑たるを認識し得る
の
沢
の
があるであらう︒村政近の骨津八一博士の併記に射するそ
給の
苧敬虔なる式典畢行は既に大森畢長の序文にも券売とし
が二三の人に依ってなされ屠ることも苗然であるぺく畢
︑界
折の
衷大御所高柄博士を招じて意義ある詐輯骨を開催し︑彿
誼の窮鮎が暴露されたとしても致方なきことである︒其の外としての情趣は次期大御所たる字井博士並びに惚遽楳
敦
寧
徒
本誌は法隆寺に関する多くの論文を収め︑考古寧的に重氏
要に
な就いて窺知し待るのである︒更に串術論文としては︑
雄
る遺物の麗眞と共に好筒の研究誌たる内容の充箕さを宗
示派掃榊を通して伸せを見むとする岡田氏︑児玉氏︑神保氏

まモは言へないとしても︶到爽するのであらう︒この時に償

る人達は何れもこれを論いて替るのである︒何層顧的なるも遠忌法要に始り︑次いで彿敦復興の孝が喧停せられ︑年
京
終
のとして佐藤佐氏の法隆寺論争の推移は従来の主なる末
論に
争及
文びては彿誕二千五官年記念祭が歩行せられることに依
献の内容を簡単に紹介したものであつて︑佐伯氏の法隆寺建和九年の終結末となし︑此虚に新年を迎へた感があつ
っ
て
昭
立年代論文献日蝕︵明治二十二年以来今日に至るまでに百五
た
︒
昭
和九年を以って二千五首年として記念事業を替まむと
十八の文献あり︶と共に法隆寺問題を見る銘めには便益砂か
す
る
こ
とは高楠博士多年の念願であり︑その間各宗蘭的立場
らざるものと思はれる︒濱田青陵博士は我献としてこの
論輿
争論がなされ乍らも︑超宗派的形を採って高柄博士の念
から
を眺めその一致鮎に到達すべきことを期待し慾漁するは誠にせられたのである︒従って︑一環次の上に立つ駒津大
願
は
毒
同感である︒恐らくは此の皮の修復事業に依って輯々串
新が
車彿
賓誕二千五官年記念奉潜式典並びに耳楠博士を招じて意
の尊兄があるぺく︑臆てはこの論争の終末が︵僻令決史的と
義ある誅犠骨を挙行し︑次いで大串幹部を総動員して耕誌を

3β占

紹

介

l五二

一両︑叢末に於ける非常時意識と蘭寧者の責猷︑王政復古の

導掃紳を知らんとして幕末政治の特殊形態︑幕末武家生活の

新 刊
串の論文に目を惹く︒次に繹草に直往しその内祝にふれむと

思想的背景等の諸問題を論速Lて幕末期に於ける社食及び経

するものに唱永氏の論文があり︑字井博士︑液連氏︑若守氏
立花氏等の論文も亦然りである︒最後に梓専の内祝を通して

近時維新史関係の書が多く出版きれつ1あるが︑本書はか

済組織と新時代のイデーとの矛盾を考案してゐる︒

1る時流に投じての企てでないことは明らかであり︑且意昧

氏等があり入谷氏亦熱烈なる叫び阜撃ぐ︒以上内観に或は寅

現代生活たふるるものとして古坂氏︑安田氏︑山口氏︑竹内

床きことである︒勿論この事に静越されてゐる事柄が全部肯

山

田

文

昭著

日本係数之研究

本番は山田教授の遼稿夢三春として︑親しく師の訓育を受

破塵閣書房

々にとつて必讃の書であると言ふても過言ではない︒︵長樺︶

定きれるか否かは問題でもあらうが︑維新史に関心を持つ人

きものと思惟するのである︒︵梶芳︶

・

践に多くの示唆を含み︑唯︼の記念難詰として必讃せらるぺ

徳 重 漢 書著

維新精紳史研究

立命館大草出版部
国文畢界一部の風潮に射して不満を抱いてゐる著者が︑深

人間性そのものの理解にまで至らんと麒ひながら︑学的反省

けた人々に依って出版されたものである︒著者は大谷大串の

く自らを省察し︑事貿を嘉親しっつ人間活動の全面に及んで

に基く維新史の再検討の悠に過去十数年間に発表せる諸研究

研究忙つくされた老野匠である︒

教授とし︑京都帝大の講師としてその一生を日本浄土教史の

牧むるところは日本彿教史稿︑日本彿政見諭︑日本浄土教

著者は︑先づ歴史的現箕の究明から歴史的諸事件の文化的

を系統的にまとめて撃界におくつたのが本書である︒

意義を開明にし︑終には︑其虚に具現されつ1あるイデーを

l編︑第二編は共に完辞するに至らず鎌倉時代を以て終って

史︑彿敦史の研究及び解題並史料の五編より成ってゐる︒第

ゐるが︑講義たるの関係もあり自己の意見を温訳する等の鮎

知らんとする意潮を以て︑日本固有なるものを求め︑日本文

づけるイデーの発展過程を省察して皇道なる名のもつ内容を

も少なく︑概龍としては手頃のものであらうと思はれる︒節
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得て訣識多く︑底に飛鳥朝奈良朝の浄土教に輩を止むるのな

三輪は京都大学に於ける講義の楠本であるが︑常時既に病を

みたる印度史の如きが内容に於ける快鮎にも拘らずガ史とし
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ジョン・べーリは庶く資料を漁る忠賓な乱撃者として定評 ﹁帰糾的鍛錬﹂︑﹁意法﹂︑布教活動︑清適の秘訣の諸頚に亘っ
て非常に要鋸よく叙述してある︒

十大世紀の反京敦改革の運動に於て演じた耶融合の膜例的
な役割は︑単に未開人︑異邦人への停遊説の新分野を開拓し
たり奮分野を更新したことに限っても︑文化史上京敦史土着

がある︒此鹿に紹介する﹁不滅と永生﹂に於てもそれがよく

過しえぬ事象であつた︒
■

初めに現代における不滅思想の凋落と不滅への疑惑を観察
した後に﹁此の世﹂と﹁あの世﹂の関係をのぺて基の彼方の

示されてゐる︒

世界の信仰に無頓着たり得ぬ串をのぺ︒第由︑第五章に於て

コラその人の提唱した摘油−い的鍛錬はもちろん禁欲主義にのみ

は不滅親の歴史的概淑を試み︑キリスト教以前と以後とでは
耶蘇骨の閑際的な組織そのものがまた従来の教則に射する
其の親念に大なる差異のある鮎を注意し︑此の歴史的序蓮の 観念を修正せしむるに充分な特輿性をもつたものである︒ブ
後で︑べーリは不滅の信ぜぎるべからざる根嬢を示さんとし ロテスタンチズムに反抗して︑人間の兼の斎ナ功徳をも主求
してやまぬ︒この況は殊に賓践上の積極性に富んでゐた︒ロ
べ−りにょると死後の生活の科学的澄明は不可能であり︑

てゐる︒

る椅紳の鍛錬を意味する推挽のl抑ではない︒▲ジュスイツト

不可能であるのみか︑叉望ましからぬものである︒と言ふの 終始するものでなく︑内奥には常に紳の意志への絶射的輝依
は不滅醜はむしろ貸際的問題であつて形式的澄明を以ては満 を含んでゐる︒そこには自己の惜愁の征服︑闘争の必須が説
かれる︒その楠紳性の巾には多くの先学が認めてゐる如く紳
足し得ない粍類のものであるからである︒た・．二つの満足の
秘的要素が含まれてゐる︒だが決してそれは光明主義︑常寂
出凍る根撞と言ふべきは︑彼の所謂︑﹁希望の論理﹂︵T−−e
−品ic Of ぎpe︶であるとして︑︼稜の三段論法︵紳と人と主義に墜した現箕的賓践を排する醐秘主義ではない︒飽くま
でも清動性を失はぬ紳秘主義である︒その帰納的射錬は単な
の︶を抱示してゐる︒吋成りの大冊であつて︵ぎ＋3〇り不

滅諭の研究者は参照すべき曹物であらう︒︵槻︶
潮
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る地位にあつたかは西域記の文に依って見るのみにても十分
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要するに︑個人のそしてまた﹁藩法﹂による集囲の訓育を
強化して︑宗教運動に簡捷化したところに耶蘇骨のユニクな
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杜曾密着．総済串者としてのマックス・ゴーベルは既に著

﹁著作を哲寧的椒鮎に於て讃み

ヘブライの古代の諸民族の宗教俵経の板紙となつて居る淑念

鏡めに穴居人︑スメリヤ︑日本︑支那︑エジプト︑ギリシャ︑

て謎められてはゐるが︑彼の

名であり︑哲学者としてのゴーベルもヤスペルスなどにょつ

且つ叙述することは﹂本書の著者自身がその序文の最初に述

にまで螢廃したかと言ふ事を見出きんとしたものである︒さ

を分析して︑これ等の信仰が如何にして古代の文化人の信條

べてゐる如く﹁一つの冒険である︒﹂従来一般に︑ゴーベルの
畢詑の基提をなすものは西南学派︑特にリツケルトの暫寧で

園︶

方面に興味を持つ人は是非一潤される僧侶があると思ふ︵竹

いて古代民族の宗教儀蕗︑紳話等を淡く蓼げて居るから此の

の問題︑カの青葉︑知識の樹︑オリンボスの根源等の各章に於

第一章の穴居人の信仰から︑紳とトーアム︑昇天の道︑不死

考書を拳げて居る事に依つても首肯かれるのである︒

引用して居る︒この事は殊に巻末八十直に捗って各章別に参

用したのではなくて夫々の古代民族の研究家の材料を詳細に

て居るが︑何れも単に著者が任意の民族や任意の書物から引

本書には是等諸氏族の動物・人・牛紳・紳の物語を津山馨げ

を借りて本書を虹の橋と超したのである︒

ぅして十三世紀の歴史家スノーリの散文﹁エッグ﹂の中の語

あると見られて衆たが︑本書に於ては︑ゴーベルの哲学思想
を金地的に概見した上︑更にケント︑オイケン︑ハルトマン︑ハ
インリヒ・バルト︑キュルケゴール︑トレルチとの思想的聯鯛
をも取扱ってゐる︒その叙述は勿論膿系的ではないけれども
本書を平にして競老は﹁マックス・ゴーベルは如何なる曹畢を

ルスの言葉の正しさを毘めるであらう︒兎に角本書は︑特に

も教へなかつた︒彼が哲畢だつたのである﹂といつたヤスペ

その企園に於て注目さるべきものであるし︑また巻末にはゴ
ーベルに関する諸研究の詳細な変駄目録が附せられてゐるの
で︑ゴーペルを研究するものにとつてはまことに僻利である︒
なほ本書はチューリヒ大串に提出きれた単位請求論文であ
り︑著者はグリーゼバハの指導の下にこれを成したのである
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△本折から音大十貢を原則として編稗することとなつた︒内
容には益々光彩あるものを盛るやうに努力したい考であ
る︒

△音律から経啓上の事情に裁ての提案があり︑その折衝のた
めに襲行期日が遷延したことは申許ないことである︒が︑
益々隠討たる基礎に立って︑本誌は進むことが出来ること
となつた︒
△執筆者︑濱者諦彦の御支持を希ふ︒

︵T・Ⅰ︶

