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現代日本における中国三論宗の研究について

奥野光賢

＊本稿は、2017年 10月 28日（土）・29日（日）の両日、中国山東省烟台市福
山の福山賓館を会場に、中国人民大学仏教与宗教学理論研究所（張風雷所長）
と山東省仏教協会の主催による第 7回中日仏学会議（日本側団長創価大学菅野
博史教授、秘書長東京大学蓑輪顕量教授）において、「現代日本における中国三
論宗の研究について」と題して口頭発表した原稿に若干の補注を加えて掲載し
ようとするものである。
　同会議は福山にある 寺（補注 1）も後援しており、今回の会議のテーマは
「『般若経』と東アジア仏教」（《般若経》与東亜仏教）であった（補注 2）。福山は
「書道の里」「桜桃の里」と呼ばれているとのことで、その豊かな土地柄が強く
印象に残った。
　二日目の 29日午前には「吉蔵大師と仏教の中国化」（吉蔵大師与仏教中国化）
という座談会も行われ、菅野氏とともに私も列席することができた。この座談
会は、吉蔵と三論宗に関する中国と日本のさらなる学術研究の交流を企図して
開かれたものと理解されたが、特筆すべきはその席上、これから中国人民大学
仏教与宗教学理論研究所と 寺が主体となって、吉蔵大師全集の編集と刊行
がなされることが明らかにされたことである（“吉蔵大師研究集成”編撰工作正
式啓動）。今後の編集ならびに発刊の順調なることを祈らずにはいられない。編
集にあたって留意して欲しい吉蔵著作の著者性の問題や新出資料の発見等につ
いては、発表原稿（＝本稿）注記でも触れたところである（ただし、口頭発表
時は時間の関係でこれらに関しては述べることができなかった）。
　さて、発表原稿は会議開催に先立ち、本年 7月 28日に会議事務局に送付した
が、送付直後の 8月 6日早朝には、文字通り「現代日本における中国三論宗の
研究」を力強く牽引されてきた平井俊榮先生が前日の 5日深夜に遷化されたと
の報に接することとなった。平井先生がこの分野に果たされたご功績はあまり
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にも大きく、それは本稿においても述べた通りである。先生がお亡くなりに
なった喪失感は喩えようもないが、ここに謹んでこれまでの先生の学恩に心か
らの感謝と御礼を申し上げたい。

1　はじめに

　今回、私に与えられた発表課題は「現代日本における中国三論宗の研究につ
いて」であるが、私はいまからちょうど 10年ほど前、すでに一度「三論宗」に
関わる研究史を概観したことがある（1）。したがって、同様のテーマを扱うこと
になる今回の発表はどうしても前稿と重複してしまうことは避け得ず、その点
をあらかじめご了解願うとともに、旧稿では紙幅の関係から言及することので
きなかった慧均（生没年不詳）の『大乗四論玄義記』に関する最近の研究動向
を中心に、前稿から今日までの研究の進展にもできるだけ目を配って、与えら
れた責を塞ぐこととしたい。

2　三論宗研究の実情

　周知のように、「三論宗」は鳩摩羅什（350-409）によって伝訳された龍樹
（150-250頃）の『中論』、『十二門論』、提婆（170-270頃）の『百論』という三
つの論の教義の研究を中心に展開した中国仏教の一学派で、隋の嘉祥大師吉蔵
（549-623）によって大成された。
　研究者によっては「三論学派」という名称によって中国における三論研究を、
「三論宗」という呼称によって日本におけるそれをというように使い分ける場合
もあり、厳密に言えばそれが正しいのであるが、ここでは通例に従い両者を包
括した意味で「三論宗」の名称を用いることにする。
　三論宗は日本にはいわゆる「南都六宗」の一つとして他宗に先んじて伝来し
た。すなわち、隋に入って直接吉蔵より学んだ高麗僧慧灌（生没年不詳）が推
古天皇の 33年（625）に来朝したのがその初伝とされる。以後、道慈（？
-744）、智光 (709-770乃至 781）、安澄（763-814）、玄叡（-840）、聖宝（832-

909）、珍海（1092-1152）、澄禅（1227-1307）など、それぞれの時代に学僧が輩
出して研究と講説が続けられたが、次第に他宗との習合の傾向を強めてゆき、
やがて密教との兼学が恒常化し、最後には密教に併呑されるようなかたちで日
本の仏教史の表層から姿を消してゆくこととなった。つまり、三論宗は中国の
場合と同様、学派・宗派としては現代の日本には存在しないのである。そして
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そのことは現代日本における三論宗研究にも少なからず影響を与えていること
は否めない事実であろうと思われる。
　すなわち、吉蔵に対する研究や三論宗に対する研究が本格的になされるよう
になったのはそう古いことではない。この分野の研究者ならば誰しも三論宗研
究史上の不滅の金字塔と評するであろう平井俊榮『中国般若思想史研究─吉蔵
と三論学派』（春秋社、1976年）が刊行されてまだ半世紀にも満たないのである。
こうした事実は前に指摘した三論宗が現代日本に学派・宗派として伝わらなかっ
たこととおそらく無縁ではないであろう。
　それはともかく、平井氏のこの浩瀚な大著によって、以後「三論教学」「三論
学」という一つの研究領域が確立され、この分野に対する研究が本格的に開始
されるようになったのである。もちろん、平井氏以前にも三論宗に対する研究
が皆無だったわけではない。前田慧雲『三論宗綱要』（丙午社、1920年）がそ
の代表といえるもので、同書は平井氏の書が刊行されるまで唯一の三論宗に対
する要義解説書として広く読まれてきた。前田氏は同書第 3章「教理の綱要」
において、「一　破邪顕正、二　真俗二諦、三　八不中道、四　真如縁起、五　
仏身浄土」の 5項目にわたって吉蔵の思想を論じているが、その前半の項目の
立て方は多分に鎌倉時代の碩学凝然（1240-1321）の『八宗綱要』の影響を受け
たものと推測される。
　平井氏以前の研究の状況については、前掲平井書「序論」中の「吉蔵と三論
─日本におけるその研究の回顧と展望」によって、われわれはそのおおよそを把握
することができる。それによれば、わが国における三論研究はその当初より絶
えず吉蔵の『三論玄義』中心の伝承的研究として推移し、その傾向は明治以降
も最近まで続いてきたことが知られる。このような『三論玄義』中心の研究は、
古くから同書が吉蔵の立宗宣言の代表的綱要書として見なされ、またその分量
が手頃だったということもあって、それはある意味では当然のことだったとい
えよう。こうした局部的研究から脱し、幅広い視角に立った総合的な三論、吉
蔵研究を目指したのがまさに前記平井氏の研究だったのである。平井氏以後の
研究については、前記拙稿を参照していただきたいが、拙稿以後に刊行された
三論宗に関わる研究書としては以下のようなものが知られる。
◎高野淳一『中国中観思想論─吉蔵における「空」』（大蔵出版、2011年 11月）
◎伊東昌彦『吉蔵の浄土教思想の研究─無得正観と浄土教』（春秋社、2012年

12月）
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◎菅野博史『南北朝・隋代の中国仏教思想研究』（大蔵出版、2012年 2月）
　高野氏は東北大学出身の中国思想を専門とする研究者で、その立場から果敢
に吉蔵の仏教思想に挑み、主として吉蔵の「中仮思想」の解明を試みられた。
高野氏の研究に対しては、菅野博史氏によるやや厳しめの書評があるので参照
されたい（2）。
　伊東氏の研究は、これまであまりなされてこなかった吉蔵の浄土思想の解明
を企図したもので、『観無量寿経疏』を主資料として吉蔵の往生浄土説の思想的
位置づけを試み、衆生往生の因果を明かす「衆生往生論」を中心にこれを論じ
ている。また、かつて村地哲明氏によって提起された『無量寿義疏』の偽撰説
を検証し（3）、これを追認するとともにどのような事情で同書が吉蔵に仮託され
ることになったのかその背景を究明している。さらに資料編として『観無量寿
経疏』の訳注を収め、今後のこの方面の研究の地平を開いた。
　菅野氏の著書は、氏の『中国法華思想の研究』（春秋社、1994年）に含まれ
なかった研究およびそれ以降の論文を次の 5部に分類整理して収録したもので
ある。
　　〔序論〕
　　〔第一部〕法華経疏の研究
　　〔第二部〕維摩経疏の研究
　　〔第三部〕涅槃経疏の研究
　　〔第四部〕『大乗四論玄義記』の研究
　　〔第五部〕その他
　収められた各論考は、『南北朝・隋代の中国仏教思想研究』という書名および
構成からも明らかなように、そのすべてが直接三論宗に関わるというものでは
ないが、たとえそれが直接的ではないにせよ、いずれの論考も微妙に中国三論
宗研究に関わるものであり、すべて重要な意義を有している。特に近時、氏が
意欲的に取り組まれている『大乗四論玄義記』に関する研究は貴重な成果であ
り、本稿における以下の同書に関わる研究史の要約はその多くを氏の論述に負っ
ていることをここに明記して厚く感謝申し上げたい。

3　『大乗四論玄義記』に関する研究

　さて、『大乗四論玄義記』（4）（以下では『四論玄義』と略称する）は吉蔵と同
じく興皇寺法朗（507-581）門下（補注 3）とされる慧均（生没年不詳）の著作であ
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る。しかし、吉蔵と同門の重要な著作であるにもかかわらず、本書に関する研
究は長らく等閑に付されてきた。その理由の一つには、諸学者が一致して指摘
しているように、本書のテキスト上の問題があることは疑いのないところであ
る。かかる本書がにわかに注目されるようになったのは、横超慧日氏による新
出資料の学界へ紹介によるところが大きかったように思われる。すなわち、氏
は現行の大日本続蔵経所収の『四論玄義』（5）には見られない「初章中仮義」と
「八不義」が現存することを、以下の論文において紹介されたのである。ただ
し、横超氏はその本文全体を広く学界に紹介されたわけではなく、本文の紹介
は後に触れる崔鈆植氏の校勘本を待たなければならなかった。
◎横超慧日「新出資料・四論玄義の初章中仮義」（『印度学仏教学研究』第 7

巻第 1号、1958年 12月）
◎横超慧日「四論玄義の初章中仮義」（岩井博士古稀記念『典籍論集』（大安、

1963年 6月）
　すでに述べたように、以後の『四論玄義』に関する研究動向は菅野氏が詳し
く紹介しているのであるが、それを参照しつつ私なりに改めてこれを示してみ
たい。
　前記、横超氏の論文を受けて、吉蔵最晩年の著作と目されるものの、古くか
らその著者性が問題にされてきた『大乗玄論』との比較研究を進められたのが
駒澤大学の伊藤隆寿氏と大谷大学の三桐慈海氏（6）であった。すなわち、両氏は
次のような一連の論文を発表する。
◎伊藤隆寿「慧均『大乗四論玄義』について」（『印度学仏教学研究』第 18巻
第 1号、1969年 12月）
◎三桐慈海「慧均撰四論玄義八不義について（1）─大乗玄論八不義との比較
対照」（『仏教学セミナー』第 12号、1970年 10月）

◎伊藤隆寿「『大乗四論玄義』の構成と基本的立場」（『駒澤大学仏教学部論
集』第 2号、1971年 10月）
◎伊藤隆寿「慧均『大乗四論玄義』について（2）」（『印度学仏教学研究』第

20巻第 2号、1972年 3月）
◎伊藤隆寿「四論玄義の仏性説」（『印度学仏教学研究』第 21巻第 1号、1972

年 12月）
◎伊藤隆寿「四論玄義仏性義の考察」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第 31

号、1973年 3月）
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◎伊藤隆寿「『大乗玄論』八不義の真偽問題」（『印度学仏教学研究』第 19巻
第 2号、1971年 3月）
◎伊藤隆寿「『大乗玄論』八不義の真偽問題（2）」（『駒澤大学仏教学部論集』
第 3号、1972年 10月）
◎三桐慈海「大乗玄論の八不義─慧均撰八不義について（2）」（『仏教学セミ
ナー』第 17号、1973年 10月）

　これらの研究を通じて、両氏ともに『大乗玄論』「八不義」の吉蔵撰述を強く
疑う見解を提示し、「八不義」に関する著者問題に一定の道筋をつけた。伊藤氏
は「八不義」の比較研究からさらに進んで『四論玄義』全体の考察に及び、同
書に見られる思想的特色や用語等を基準にして推察してみると、これまで目録
等において吉蔵の著作と伝承されてきた『弥勒経遊意』（大正蔵 38、No.1771）
や『大品経遊意』（大正蔵 33、No.1696）も多分に吉蔵の著作ではない可能性が
高いことを主張した。そして伊藤氏は、後者については「単独の著書ではなく
て、『大乗四論玄義』の中の一章である「般若義」が、書写伝持の間に誤り伝え
られたか、後人に依って吉蔵の『大品遊意』として編集されたかのいずれかで
あろうと思われる」（7）とし、前者については後に氏自身によって「均僧正撰」の
撰号を持つ写本が名古屋市真福寺宝生院（別名、大須観音）から発見されたこ
とにより（8）、氏の推論が正しかったことが確定的となった（9）。ちなみに現行大
正蔵経に所収される『弥勒経遊意』『大品経遊意』には撰号がなく、このことも
伊藤氏が両書の吉蔵真撰を疑う一因となっていた。
　また、伊藤氏による日本三論宗文献内に見られる『四論玄義』の逸文の整理
も本書の原型を推察する上で貴重な成果といえるものであった。さらに特筆す
べきは、同じく伊藤氏により「初章中仮義」の詳細な研究がなされたことであ
る。これにより、興皇寺法朗の同門でありながら、「中仮師」に批判的な見解を
示す吉蔵とそれを重んずる慧均の姿勢が鮮明にされ、両者の思想的立場を考え
る大きな視点が提供された。以下に上に述べた伊藤氏の関連する論文を年代順
に列記しておこう。
◎「『弥勒経遊意』の疑問点」（『駒澤大学仏教学部論集』第 4号、1973年 10

月）
◎「弥勒経遊意と大品経遊意」（『印度学仏教学研究』第 22巻第 2号、1974

年 3月）
◎「三論教学における初章中仮義（上）」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第
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32号、1974年 3月）
◎「大品遊意考─構成及び引用経論等に関して─」（『曹洞宗研究員研究生研
究紀要』第 7号、1974年 8月）
◎「『大乗四論玄義』逸文の整理」（『駒澤大学仏教学部論集』第 5号、1974

年 10月）
◎「三論教学における初章中仮義（中）」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第

33号、1975年 3月）
◎「大品遊意考（続）─経題釈を中心に─」（『駒澤大学仏教学部論集』第 6

号、1975年 10月）
◎「三論教学における初章中仮義（下）」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第

34号、1976年 3月）
◎「宝生院蔵『弥勒上下経遊意十重』について」（『印度学仏教学研究』第 25

巻第 2号、1977年 3月）
◎「慧均撰『弥勒上下経遊意』の出現をめぐって─付、宝生院本の翻印」
（『駒澤大学仏教学部研究紀要』第 35号、1977年 3月）

　以後、しばらくの間、『四論玄義』に関する研究は下火となるが（補注 4）、2000

年代に入って本書に対する研究は再び活況を呈することになる。すなわち、菅
野博史氏は多くの資料からの引用が見られる本書を南北朝時代の仏教思想解明
の貴重な資料と位置づけ（10）、あわせて同門である吉蔵の思想との相対化を目指
して本書に対する研究を推進された。さらに、2000年 3月から 2002年 3月ま
で石井公成氏を指導教授に研究員として当時の駒澤短期大学に滞在した韓国木
浦大学の崔鈆植氏（現在の所属は東国大学）は、滞在期間中に伊藤隆寿氏から
の示唆を受け、これが契機となって『四論玄義』の研究に着手し、ついには本
書の百済撰述説を提起するにいたった。すなわち、崔氏は本書に見られる「耽
羅」、「呉魯」、「寶憙淵師」という言葉に着目して、概ね次のように主張された
のである（11）。
　1） 耽羅とは、現在の済州島のことであり、元代以前の中国文献の中には耽羅

に関する記述はほとんど見られない。したがって、『四論玄義』は中国撰
述文献であるとは思われない。

　2） 「呉魯」という用語も中国の他の文献には見られない『四論玄義』特有の
用例である。この場合、呉と魯とは中国の江南地方と江北地方の意である
が、このような対称的表現は他の中国文献には見られないもので『四論玄
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義』の中国撰述を疑問視する有力な要素となり得る。
　3） 「寶憙淵師」とは寶憙寺の淵師という意味であると思われるが、「寶憙寺」

という名の寺院はこれまで韓国をはじめ中国や日本の文献には確認されて
いなかった。ところが、2000年 4月に百済の古都であった扶余の陵山里
の跡から発見された 20余点の木簡の中の 1つに「寶憙寺」という文字が
明記されているものがあり、「寶憙寺」とは百済の寺であると推定できる
ようになった。

　4） 以上から考えると『四論玄義』は百済撰述の文献と考えて大過ないと思わ
れる（補注 5）。

　崔氏はさらに研究を進め、前に触れた現行大日本続蔵経本には欠落する「初
章中仮義」「八不義」の本文も含んだ労作、
◎崔鈆植校注『校勘大乗四論玄義記』（金剛学術叢書 2、金剛大学校仏教文化
研究所、大韓民国、2009年 6月）

を出版して『四論玄義』研究に新たな足跡を残した。なお、上記の推論を含む
同書の解題部分は山口弘江氏によって日本語訳され、日本人研究者を裨益して
いる。
◎崔鈆植（山口弘江訳）「『大乗四論玄義記』と韓国古代仏教思想の再検討」
（『東アジア仏教研究』第 8号、2010年 5月）

　上記書の刊行に先立ち、崔氏は『四論玄義』研究に従事するきっかけとなっ
た経緯を駒澤大学仏教学会で講演し、その内容は講演録として下記に掲載され
ている。
◎崔鈆植「『大乗四論玄義記』と百済仏教」（『駒澤大学仏教学部論集』第 39

号、2008年 10月）
　この講演録には、崔氏の『四論玄義』百済撰述説に対する韓国の学界での反
論についても触れられているがいまはそれらについては省略する。
　さて、崔氏の講演を受けて伊藤隆寿氏は、自身のこれまでの研究を回顧し、
崔氏の研究を高く評価し大筋においては氏の主張を認めながらも、『四論玄義』
百済撰述説に対しては同書の巻第五から巻第十の各巻末に見られる識語「顕慶
三年次戌午年十二月六日興輪寺学問僧法安為大皇帝及内殿故敬奉義章也」の読
みかた如何では、新羅撰述説も排除できないのではないかとの立場を表明して
いる。
◎伊藤隆寿「『大乗四論玄義記』に関する諸問題」（『駒澤大学仏教学部論集』
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第 40号、2009年 12月）
　かかる研究の進展を受けて、菅野博史氏は 2009年度の日本印度学仏教学会学
術大会において、「『大乗四論玄義記』とその周辺」と題するパネルを主催し、
広く日本の仏教学者に研究の状況を紹介した（12）。以後も菅野氏は本書に対する
研究を精力的に進めている（13）。

〔＊付記〕
　伊藤氏より直接伺ったところによると、氏はこれまでの自身の『四論玄義』
に関する研究や『大乗玄論』に関する論文等を網羅し、あわせて現時点での氏
の見解も示した新著を近く出版予定とのことである。伊藤氏の新著が鶴首され
るところである。

4　吉蔵疏と天台疏

　次に、近時の中国三論宗に関係する大きな話題となった研究の一つに、吉蔵
と智顗（538-597）の文献交渉の問題がある。この問題は佐藤哲英氏の『天台大
師の研究』（百華苑、1961年 3月）によって先鞭がつけられた。すなわち、同
書において佐藤氏は、智顗と吉蔵に共通して現存する経典註疏間には明らかな
依用関係があることを指摘し、とりわけ現行の『法華文句』は吉蔵の『法華玄
論』・『法華義疏』、『法華玄義』は『法華玄論』と密接な関係のあることを示さ
れた。佐藤氏の研究を受けて、両者の文献交渉をさらに詳しく精査されたのも
平井俊榮氏であった。平井氏は吉蔵と智顗に共通して現存するすべての経典註
疏に対する比較研究を行ない、その結果最も依用関係が明らかである『法華文
句』に焦点を絞り、『法華文句の成立に関する研究』（春秋社、1985年 2月）を
発表した。同書中で平井氏は『法華玄義』や維摩疏に対しても論及しているが、
同書の「はしがき」に平井氏の問題意識が明確に述べられているので次にこれ
を引用しておきたい。

現存する智顗と吉蔵に共通する経典註疏間の相互の依用関係は、ほとんど例外なく

吉蔵疏から智顗疏へという参照依用の跡が顕著に見られ、その逆は全く見られない

ことが判明したのである。このことは、智顗撰と伝えられる現存註疏の多くが、智

顗の著述であり得ないことは勿論、その講説を門人が筆録したものというのも多分

に疑わしく、むしろ灌頂その他の門人によって、吉蔵疏の成立以降に、これを参照

し依用して書かれたことを証するものである。（前掲平井書、「はしがき」ⅱ頁）
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　すなわち、平井氏は『法華文句』をはじめとする吉蔵と共通した天台の経典
註疏はすべて智顗亡き後、門人の灌頂（561-632）等が吉蔵の註疏を参照し、そ
れを下敷きとして書かれたものであると主張したのである。その典型的な例と
して平井氏が論証につとめたのが天台宗の根本典籍と目される天台三大部の一
つ『法華文句』だったのであり、前掲書の中で平井氏は『法華文句』の場合、
その依用は単なる術語や歴史的事実の問題にとどまることなく、「四種釈義」な
どの重要な教義にまで及んでいることを指摘している。
　本書をめぐる以後の研究動向についても、以前これをまとめたことがあるの
で、詳しくは拙稿を参照していただきたいが（14）、その中でも述べたように私は
平井氏がこの研究に着手した根本的動機は、菅野博史氏が鋭く指摘した次の点
にあったのではないかと思っている。

智顗の『法華玄義』、『法華文句』の一部が吉蔵の『法華玄論』、『法華義疏』を参照

して成立したという平井氏の研究は文献学的に正しい指摘であり、これについては

誰も異論を差し挟むことはできない。平井氏の研究は、日本において『法華経』研

究の分野で圧倒的な権威と認められてきた智顗の影で、不当にも冷遇されてきた吉

蔵の復権を果たすものであり、いわば日本における天台研究に覚醒の鐘を打ち鳴ら

すものであった。（下線部分＝奥野）（15）

　平井氏の意図が「不当にも冷遇されてきた吉蔵の復権」にあったことは間違
いなく、その背景には宗派を形成することなく日本の仏教史の表層から消えて
しまった三論宗に対する研究が、天台宗や華厳宗のそれに比して立ち遅れて来
たという現実があったものと私は予測するのである。本書に対する反応は前記
拙稿において触れているのでいまは省略に従いたいが、ごく最近になって松森
秀幸氏により平井氏の行き過ぎた主張や誤読が詳細に指摘されたことは、この
方面に関する研究も新たな段階を迎えつつあることを示しているといえよう（16）。

　その他、いわゆる「批判仏教」の立場からの吉蔵教学批判（17）（補注 6）や、三論
宗に関わる文献研究の現状についても触れたいが、与えられた紙幅も尽きたの
で今回はこれにて稿を閉じることとしたい。

【注】
（1）拙稿「三論宗」（田中良昭・岡部和雄編『中国仏教研究入門』大蔵出版、2006年 12
月）を参照。なお、『中国仏教研究入門』は次の通り、中国語訳された。中華仏学研究
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所漢伝仏教訳叢『中国仏教研究入門』（辛如意訳、台北：法鼓文化、2013年 6月）
（2）『集刊東洋学』第 108号（2013年 1月）を参照。なお、高野書には山田俊氏の書評も
ある。『東方宗教』第 120号（2012年 11月）を参照。

（3）村地哲明「嘉祥作に帰せられたる『無量寿経義疏』」（『大谷学報』第 39巻第 1号、
1959年 7月）を参照。

（4）具名は「無依無得大乗四論玄義記」とされ、一般には「四論玄義」と略称される。具
名を「無依無得大乗四論玄義記」とすることについては、後に本稿本文で触れる伊藤
隆寿「『大乗四論玄義記』に関する諸問題」を参照。

（5）大日本続蔵経第 1輯第 1編第 74冊。続蔵経本は全 10巻よりなる。同本に付された
目次によれば、巻第 1の「十地義」、巻第 3、巻第 4の全文、および十重よりなる巻第
5「二諦義」の中、「八辨絶名」「九明摂法」「十明同異」の部分の本文を欠いている。

（6）三桐氏には後に自身に関する研究を要約的にまとめた論文として、「慧均の三論学」
（平井俊榮監修『三論教学の研究』春秋社、1990年 11月）がある。
（7）伊藤隆寿「弥勒経遊意と大品経遊意」p320。なお、伊藤氏の『弥勒経遊意』『大品経
遊意』偽撰説については、菅野博史氏によって伊藤氏の推論を傍証する見解が示され
ている。菅野『南北朝・隋代の中国仏教思想研究』（大蔵出版、2012年 2月）p509、
（注 8）、p525（注 10）を参照。
（8）真福寺宝生院からは 1990年代後半に菅野博史氏によって、現行大日本続蔵経所収
『法華統略』には欠く「薬草喩品」「授記品」「化城喩品」の釈文を含む写本が発見され、
翻刻・国訳がなされたことも忘れてはならない重要な成果であった。このことについ
ては、次の一連の菅野氏の研究を参照されたい。「新出資料『法華統略』釈薬草喩品・
釈授記品・釈化城喩品」（『印度学仏教学研究』第 46巻第 1号、1997年 12月）、「新出
資料『法華統略』釈薬草喩品・釈授記品・釈化城喩品の翻刻」（『大倉山論集』第 42輯、
1998年 3月）、『法華統略（上）』『同（下）』（大蔵出版、1998年 3月、2000年 3月）、
「吉蔵撰『法華統略』写本（真福寺宝生院所蔵）について」（江島惠教博士追悼論集『空
と実在』春秋社、2001年 2月）

（9）伊藤隆寿「宝生院蔵『弥勒上下経遊意十重』について」、同「慧均撰『弥勒上下経遊
意』の出現をめぐって─付、宝生院本の翻印」を参照。

（10）本書を南北朝時代の仏教思想を伝える資料として活用した研究としては、吉村誠氏
による研究がある。吉村氏は『四論玄義』に見られる九識説を検討し、慧均の伝える
九識説は摂論学派の解釈を反映したものであると推定した。また、慧均が引用する『九
識義』は、真諦訳の内容を含む摂論学派の著作である可能性があることも指摘してい
る。吉村誠『中国唯識思想史研究─玄奘と唯識学派』（大蔵出版、2013年 10月）第 1
篇第 5章Ⅱ「三論文献に見られる摂論学派の九識説」を参照。

（11）以下は私（奥野）による崔論文の要約であり、文責は私にある。
（12）菅野博史・崔鈆植・伊藤隆寿・奥野光賢（共著）「『大乗四論玄義記』とその周辺」
（『印度学仏教学研究』第 58巻第 2号、2010年 3月）を参照。
（13）2012年以降の菅野氏の研究は次の通りである。
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◎「『大乗四論玄義記』「仏性義」の「第一大意」の分析」（『創価大学人文論集』第 24
号、2012年 3月）
◎「『大乗四論玄義記』「仏性義」の「第二釈名」の分析」（『印度学仏教学研究』第 61
巻 1号、2012年 12月）
◎「『大乗四論玄義記』「仏性義」の「第三体相」の分析」（『印度学仏教学研究』第 62
巻第 1号、2013年 12月）
◎「『大乗四論玄義記』「仏性義」の「第二釈名」について」（『創価大学人文論集』第

25号、2013年 3月）
◎「『大乗四論玄義記』「仏性義」の「第三体相」の分析について」（『創価大学人文論
集』第 26号、2014年 3月）

（14）拙稿「天台と三論─『法華文句の成立に関する研究』刊行二十年に因んで─」（『駒
澤短期大学仏教論集』第 11号、2005年 10月）を参照。

（15）菅野博史「日本における中国法華経疏の研究について」（1999年 12月 7日付の『中
外日報』、後に菅野博史「天台大師智顗と嘉祥大師吉蔵の法華経観の比較研究（平成 10
年度～ 12年度科学研究費補助金研究成果報告書）」に再録）を参照。

（16）松森秀幸『唐代天台法華思想の研究─荊溪湛然における天台法華経疏の注釈をめぐ
る諸問題』（法蔵館、2016年 3月）を参照。

（17）批判仏教の立場からの代表的見解としては、袴谷憲昭「偽仏教を排す」（『批判仏教』
大蔵出版、1990年 3月、特に p307以下）の記述を参照されたい。

（補注 1）
寺の住職である悟実法師には、『三論宗与中国仏学』（北京市宗教文化出版社、2014

年）というご著書があり、献本を受けた。また、 寺は薬師如来による「人間仏教」を
目指しているとのことで、悟実法師の主編になる『薬師如来与人間仏教─中国福山
寺薬師如来為人間仏教論壇論文集』（北京宗教文化出版社、2017年）も恵投いただいた。
（補注 2）
今回の会議には、『中国三論宗通史』（南京市鳳凰出版社、2008年）の著者として名高い
董群教授（東南大学人文学院教授、金陵図書館館長）も参加され、「吉蔵『金剛般若疏』
研究」と題して発表し、私がコメントを担当した。
（補注 3）
鎌倉時代の東大寺真言院沙門聖守（1219-1291）は、その著『三論興縁』において「是止
観詮師弟子興王師弟子。是吉祥師与恵均也。是興王朗師言吉祥文海。恵均義海」（大正蔵
70.833b）と言い、興皇寺法朗の弟子には吉祥（吉蔵）と恵均（慧均）がおり、吉祥は文
海、恵均は義海と言われると述べている。なお、『韓国仏教全書』第 6巻に収録されてい
る体元集『白花同上発願文略解』冒頭には、智儼門下の法蔵と義相に関して次のように
言う。「集曰。法師俗姓金氏。唐高宗永徽六年庚戌入唐。投終南山智儼尊者。受華厳与賢
首国師同学。時賢首尚未出家皆窮通奥旨。儼公号法師為義持。号賢首為文持」（同書、570
頁下。また鎌田茂雄『華厳学研究資料集成』大蔵出版、1983年、p428-429参照）。すなわ
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ち、ここでは智儼門下の義相は義持、法蔵は文持とされていることがわかる。もちろん、
吉蔵と慧均の場合と直接の関係はないが、その対比が面白くあえて掲げてみた。
（補注 4）
『四論玄義』に関係したこの間の重要な研究業績に、今回の会議にも参加し「初期禅宗と
『般若経』」との論題で発表された東洋大学の伊吹敦氏の次の論文がある。伊吹敦「再び
『心王経』の成立を論ず」（『東洋学論叢』第 22号、1997年）。伊吹氏のこの論文のことは
すっかり失念しており、福山滞在中たまたま別件で電子メールで交信していた石井公成
先生より気付かせていただいた。伊吹氏には失念していたことを深くお詫び申し上げ、石
井先生には厚く御礼申し上げたい。同氏はこの論文において、『四論玄義』に偽経の『心
王経』が引用されていることに着目し、『心王経』と東山法門や三論学派との関係につい
て論じている。氏は『四論玄義』の撰述地については特に関心を持たれているわけでは
ないが、その撰述時期については伊藤隆寿氏の見解を踏まえながら、「慧均の傳記につい
ては何ら知られるところがないが、『大乗四論玄義記』自體の記述から、興皇寺法朗（五
〇七─五八一）の弟子で、吉蔵（五四九─六二三）と同門であるとされている。とすれ
ば、他の弟子の例から見ても、その生歿年は五二〇年から六三〇年頃と見ねばならず、
『大乗四論玄義記』の成立も七世紀初頭と見るのが自然である」（p87-88）と述べている。
（補注 5）
崔氏の『四論玄義』百済撰述説に対しては、私の口頭発表に対してコメントをして下さっ
た宣方氏（中国人民大学仏教与宗教理論研究所）と敖英氏（台州学院天台山文化研究院）
からおおよそ次のような旨の質問があった。宣方氏は、崔氏の百済撰述説の主張の妥当
性を認めつつも、その論拠が薄弱であるとして、崔氏が問題とされた「耽羅」や「呉魯」
について、『旧唐書』『新唐書』『隋書』等の用例を指摘して疑問を示された。また「寶憙
寺」に関しては、かかる寺名は一般的なものであり、特に文献上にその名を確認できな
いからといって、中国に「寶憙寺」なる寺院が存在しなかったという根拠にはならない
のではないかというご意見であったようと思う。一方、敖英氏の意見も基本的には宣氏
のそれに重なるように拝聴したが、宣氏になかった指摘としては『四論玄義』に「国語」
という用例があり、これは「中国語」のことを意味するので、崔氏の主張は成立しない
というご意見であったように思う。敖氏はこうした見解をまだ活字化していないものの、
すでに 2013年に南京栖霞寺における学会で発表しているとされ、今回の会議が終わって
すぐの 11月 1日には添付ファイルで「韓国学界囲繞〈大乗四論玄義記〉撰述地進行的論
争」という原稿を送付して下さった。しかし、以上は私の語学力欠如による問題もあっ
て、正確な要約にはなっていないと思われ、その点をご了解いただくともにご寛恕を乞
うものである。私としては、口頭発表時にも答えたように、また本稿中にも「付記」し
たように近々刊行予定とされる伊藤隆寿先生の新著を待って総合的に再考してみたいと
考えている。ただ、敖氏が問題とされた「国語」の用例のある『四論玄義』の箇所を見
てみると、そこには「独覚名辟支、解国語此番為独、番為仏為覚、故独覚也」（続蔵経 74
冊 183上）とあり、これを崔氏の校訂本では「解

4

国語」は「彼
4

国語」の誤字、「番」は
「翻」の略字かとしている（崔鈆植校注『校勘大乗四論玄義記』p521）。「彼」を「解」と
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誤写する可能性があるかはにわかには判断がつかないが、いずれにしても「国語」を「中
国語」と解することには無理があるように思われる。最後に、崔氏の校訂出版の努力に
もかかわらず、『四論玄義』は非常に読みにくく、これは私の主観的印象に過ぎないが
『四論玄義』は中国人の著作ではないような気がする。ともあれ、いまは伊藤先生の新著
を鶴首し、再考を期したい。
（補注 6）
今回の会議の日本側秘書長を務められ、近時、仏教における「瞑想」や「止観」につい
て意欲的に論考を発表している蓑輪顕量氏は（例えば「止観研究の歴史とその現代的意
義」『印度学仏教学研究』第 65巻第 1号、2016年 12月を参照）、最近「【総論】マインド
フルネスとは何か」という一文の末尾において、「「指月の喩え」が示すように、指は月
を指す道具に過ぎない。このことわざを想起すれば、どのような名称で呼ばれようが、私
たちのストレスを低減し、悩み苦しみから脱却することのできる道である点では、ヴィ
パッサナーも、マインドフルネスも、そして念処も、まったく機能的には変わらない。ど
れが正しいのかという観点にこだわることなく、そのどれをも、しっかりと受け止めた
いものである」（『大法輪』2017年 4月号、特集マインドフルネスと坐禅・瞑想、p61。下
線は奥野による）と述べられたが、こうした見解はおそらく吉蔵の「諸大乗経顕道無異」
の考えた方と同様、厳しく批判されるのであろう。本稿注（17）に引いた袴谷憲昭氏の
「偽仏教を排す」（『批判仏教』大蔵出版）では、大西龍峯氏の見解を紹介しつつ、次のよ
うに言う。長くなるが重要なことだと思うので煩を厭わず引用しておきたい。「さて、こ
の「顕道無異」などの表現において極めて重要な術語として用いられている「道」につ
いて検討した気鋭の三論研究者大西龍峯氏によれば、「道」は吉蔵によって「至妙虚通」
と定義され、その淵源は「妙尽の道は無寄に本づく。夫

か

の無寄は冥寂に在り。冥絶なる
が故に虚以て之に通ず」と述べた僧肇にまで遡れるばかりでなく、それは後代の華厳の
法蔵にも「地下水脈の如く貫通している」と検証されているが、その上で、大西氏は、そ
の「顕道無異」の思想に対して批判的に、「しかしながら、仏典相互の異同を解消し、す
べて一元化しようとする、こうした道の概念は、どちらかと言えば仏教の立地そのもの
を突き崩していく要因を孕んでおり、敷衍されれば道仏二教無異、あるいは儒仏道三教
無異といった考えも導き出すことになりかねない。実際重玄派道教の巨匠成玄英は、ま
さにその意味で、吉蔵の概念を縦横に援用し、しばしば「虚通」の道を説述し宣揚する
のである」と指摘している。この指摘が鋭くかつ極めて重要であるのは、実際的にも、
「儒仏道三教無異」的な考えが、中国仏教の本流を制し、その影響がまた我が国にも圧倒
的な形で及んだからなのである。だが、本当に「儒仏道三経無異」であるならば、もは
やそれは仏教とさえ言えないはずなのであるが、それをあくまでも仏教と言い含めるこ
とに成功したのは、鼎の一点を体験重視の仏教の悟りに結びつけることができたからで
はないかと思うが、（以下略）」同書 p309。下線は奥野）。また近時、吉蔵と成玄英の思想
について論じたものとしては、中西久味「成玄英と三論教学についての一試論」（『中国
思想研究』第 17号、1994年）がある。
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（2017年 7月 28日本文脱稿、11月 26日補注記す）

〔＊追記 1〕
補注を記し終えた翌日の 11月 27日（月）、駒澤大学仏教学会主催の研究発表会があり、
山口弘江氏が「天台と三論―『維摩経疏』を中心として」と題して発表された。論題か
ら明らかなように、山口氏のご発表は本稿注（14）の拙稿「天台と三論―『法華文句の
成立に関する研究』刊行二十年に因んで」以後の研究成果を紹介しつつ、主として『維
摩経疏』に関連したものであったが、その中で氏は平井先生の『法華文句の成立に関す
る研究』は大きな問題を取り扱ったわりには、かつての関口真大博士と佐藤哲英博士を
中心とした「五時八教」をめぐる論争のような論戦には発展しなかったと指摘された。そ
れはまったくご指摘の通りであると思う。論争に発展しなかった原因は、やはり私には
三論宗がいわゆる宗派を形成することなく日本仏教の歴史の表層から姿を消していった
ことが大きかったものと思われる。
〔＊追記 2〕
第 7回中日仏学会議の様子と意義については、日本側団長を務められた創価大学菅野博
史氏によって「第 7回中日仏学会議に参加して」と題する一文が、『中外日報』（2018年
1月 17日付）に掲載された。
〔＊追記 3〕
待望久しかった伊藤隆寿氏の新著は『三論宗の基礎的研究』として、2018年 1月 20日の
奥付をもって大蔵出版より刊行された。同書には本稿中でふれた同氏の論文のほとんど
が収録されているほか、崔鈆植氏が主張された『四論玄義』百済撰述説については、伊
藤氏自身の新たな見解も加えてこれを補強している。『四論玄義』研究もまた新たな段階
に入ったといえよう。同書第二部第一章「慧均『大乗四論玄義記』の研究」第七節「百
済撰述説と課題」（p332以下）を参照。

（2018年 1月 21日追記記す）

〈キーワード〉　三論宗、吉蔵、慧均、『大乗四論玄義記』




