唐の紀国寺慧浄撰とされる
『孟蘭盆経讃述j 般若心経疏 J について

r

中

西

久

味

紀国寺慧浄は，唐初の仏教界の領袖と目される義学僧である。『続高僧伝』巻
三の本伝および『集古今仏道論衡』巻丙によれば，貞観十九年 (645) には玄嬰
の訳場に召されたが，病のために辞退したと伝えられる。その年には六十八歳
であったという。かつ七十有余の寿命を保ったことも知られる。没年について
は不明であるが (1)

いずれにしても慧浄が玄突の訳経の情況を目の当たりにし

ていたことは確実である。彼には多数の著作があったと伝えられ，そのほとん
どが散供しているが，本伝や歴代の経録によって現在でも 17部ばかりを数える
ことができる (2)。玄英の訳経との関連では，そのうち『孟蘭盆経讃述 1 ならび
に『般若心経疏』が注目される。本稿ではこの両著について再検討し問題点を
指摘しておきたい。

一. ˜孟蘭盆経讃述』について
『孟蘭盆経讃述』は，大正蔵巻八五に「孟蘭盆経讃述(一巻)唐慧浄撰」と
題名が附けられて収められている。底本は敦'崖写本 P.2269 である。ただしこ
の写本は首部を欠 j

尾題に「盆経讃述巻ー J とあるにすぎない。大正蔵の題

名および著者は矢吹慶輝の推定にもとづいて付加されたものである。したがっ
て慧浄の真撰とは認めない宇井伯寿のような説もあり

(3)

視されつつも，これまで決定されずに至っている。この
-j

では玄突の訳経を権威とみなして依拠し貞観二十三年

著者については疑問

P.2269
(649)

r盆経讃述巻
に訳出され

た『仏地経論』を，新経論として 4 回にわたって引用しているのである。
ところが近年になって，もう一本同名の敦憧写本が上海図書館に所蔵されて
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いることが知られた(上図068 (812510)
題に「孟蘭盆経讃述沙問慧浄法師製
いる。ただしその内容は

(4))

。これは首尾完全な写本であり，首

J ，尾題に「孟蘭盆経讃述」と明記されて

P.2269 とは異なっており，こちらの上海図書館蔵の

写本(以下では上図本とする)には玄突の訳経の影響は見うけられない。
そこで両写本の内容を比較検討する必要があるが，一見して，上図本のほう
は慧浄撰と伝えられて現存している他の三著述『阿弥陀経義述 .1 (大正蔵巻三

r

r

七)，金剛般若経註 .1 (続蔵経一編三八套三冊)，温室経疏』と類似しているの
である。とりわけ『温室経疏』とは一致する部分が多い。『温室経疏J も敦憧写
本でのみ知られ， 5.2497 が大正蔵巻八五に収録されている。この写本は首尾と
もに具わる良本で「温室経疏釈恵浄撰」という尾題があり，慧浄の著述であ
ることが知られていた。さらに S.3881-S.3047

もこの経文の残簡であることが

知られ，三本の校合も試みられている問。ところが，これまで全く注目されて
いないようであるが，この上海図書館蔵の写本(上図 068) では， I孟蘭盆経讃
述」とともに「温室経疏一巻慧浄法師製

J

が連写されているのである。しか

も欠落のない完全な写本であるうえに，内容は

S.2497 とほとんど一致する。

したがって『温室経疏』についても，この上海図書館蔵本が最も基本のテキス
トと見なされる。
いまこころみに上海図書館蔵本の両疏の経文解釈の冒頭部分をかかげてみる
と，次のようになる。繁雑になるために分節し経文など一部の部分はゴシッ
ク体にしておく。

『孟蘭盆経讃述』

『温室経疏』

経日，聞如是，一時仏在舎衛国祇樹給

経日，阿難日，吾従仏聞如是，一時仏

孤独薗

在摩掲提国因沙帽山中

述日，三分二序，不異常談。文勢起尽， 通日，三分二序，不異常談。文勢起尽，
臨章別断。此即誼信序也。

臨章別断。此即誼信序也。

聞者，誼閲也。即侍者阿難親承音旨

阿難，党音，此云歓喜。是仏昆季。宿

也。

貯因縁，名標起願之初，生交得道之末。

。
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知是者，信相也。以決定為義。決定二

面如満月，眼類青蓮，能令見者悦神，

種。一口，二心。心決定為信体，口決

復使父王慶集。具斯三義，故日阿難。

定為信相。夫信為入道之初宗，智為究

吾従仏間者，諮問也。親承日我聞，伝

寛之玄術。初材、如是，示信也。後日奉 受日所開。此日吾従仏間，則親承音旨
行，示智也。

也。

一時者，化辰也。即法王啓運之日，大

如是者，信相也。以決定為義。決定有

衆嘉会之時也。

二。一口，二心。心決定為信体，口決

仏者.化主大師之名。以覚為義。一自

定為信相。夫信為入道之初宗，智為究

覚，二覚他，三覚満。異凡夫故自覚。

寛之玄術。初称如是，示信也。後日奉

異二乗故覚他。異菩薩故覚満。三者備

行，示智也。

失，受仏名駕。

一時者，化辰也。即法王啓運之日，大

在舎衛国祇樹給孤独薗者，化処也。国

衆嘉集会之時也。

是遊歴之境，園是依止之処。住国為化

仏者，化主也。大師之名，己如上釈。

在俗之徒，住薗為統出家之衆。舎衛

摩掲提周囲沙幅山中者，化処也。国是

者，此日間物因。勝人所物，多出此土。 遊歴之境，山是依止之処。住国為化在
嘉名遠振，諸国共聞，故日間物園也。

俗之徒，住山為統出家之衆。摩掲提，

祇陀是太子之名，此云戦勝。太子載誕

此云善勝因。因沙堀，此日霊鷲山。

之時，王破敵軍之賊.宮人間奏.遂以
名之。給孤独是也国臣之号。本名須
達。内慈而外富，賑貧而岨寡，郷人美
之，因以号意。

下線部が両者一致している。これは顕著な例であるが，上図本『孟蘭盆経讃述』

r

には， 温室経疏』にかぎらず，他の二著述とも文章語句の類似が認められる。

r盆経讃述巻ー』の内容は臨分異なっているのである
また，科文については『阿弥陀経義述 j r金剛般若経註 j r温室経疏』三著に

これに対して，P.2269

おいでほぼ共通していることがすでに指摘されている

o

(6)

。おおよそ，経文全体

を由序・正体・流通の三段とし，由序についてはさらに通序誼信・別序発起の
二序の区分を立てている。これは当時一般的であった「三分二序」の科文に従っ
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たものにほかならない。そのうち由序の通序の部分では，六事(六例)が示さ
れるとする。いわゆる六成就である。最も整理されている『阿弥陀経義述』に
よれば，経文(羅什訳)の冒頭「如是我問。一時仏在舎衛国祇樹給孤独園，与
大比 E 僧千二百五十人倶。J (大正蔵巻
12-346b) には，①信成②開成③時成④主
成⑤処成⑥衆成が提示されているという

。

(7)

上国本『孟蘭盆経讃述』もまた明らかにこの三分二序の科文に従っている。経
文(大正蔵巻16-779a) の冒頭「聞如是」から「遂不得食」までを序とし，

í 目連

大叫 J 以下を経体.í 目連復白仏言」以下を第三流通分として三分とする。また
序については，経文「大目乾連始得六通

J

以下を別序として，通序(誼信序)・

別序の二序を立てる。さらに，ここに引用したように，通序(誼信序)のうち
に①謹聞②信相③化辰④化主⑤化処が示されている。『阿弥陀経義述 J の六例と
対比すれば，⑥衆成を欠くけれども，両者ほほ一致する。六事の名称は両者で
異なるが，かえって『孟蘭盆経讃述』のほうが，

r温窒経疏 j r金剛般若経註』

とよく合致しているのである。
いっぽう P.2269

r盆経讃述巻ー』の科文を点検してみると，経文の「遂不得

食」までを教起因縁分とし.

í 目連大叫」以下を聖教所説分， í 目連復白仏言 J

以下を依教奉行分(流通分ともする)の三段に分け，また教起因縁分には詮信
分・発起分の二序を立てている(大正蔵巻 85-540a) 。教起因縁分では，経文の
「開如是」を誼信分.í一時仏在舎衛国祇樹給孤独園」以下を発起分とし，この
うち発起分には①起教時②起教主③起教処所④起教人の四事を明らかにすると
いう。これは上図本の「三分二序」とほぼ同様の科文となっている。ただし
「三分」の名称は異なり，また教起因縁分については， í二序」の名称が上図本
などと等しいにもかかわらず，その内容は異なっている。このような相異は，
P.2269 が『仏地経論』に説かれている科文を適用したことに因るものである。

『仏地経論』では，経文全体を教起因縁分・聖教所説分・依教奉行分の三段と
し，さらに教起因縁分については①総顕己聞②教起時分③別顕教主④顕教起処
⑤教所被機の五事とする

(8)

(大正蔵巻
26-291c) 。三分については『仏地経論』に

従っても旧来の科文と変わらないが. P.2269 の教起因縁分では，新説の枠組み
のなかに旧来の通序誼信・別序発起というこ序の区別を献めこもうとしたため
(;98
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に，変則的なかたちになっている。のちの法相宗では『仏地経論』の教起因縁
分とその五事を依用しているが， P.2269 はいわば過渡的な性格のものであるこ
とが窺われる。
以上の科文をひとまず図示してみると，次のようになる。

『阿弥陀経義述]，-由序ァ通序誼信一①信成②開成③時成④主成⑤処成⑥衆成

I

L 別序発起

ト正体
L 流通

上図本
『孟蘭盆経讃述]，-序 γ 通序(讃信序)一①諮問

I

cl 信相 G:化辰④化主 æ 化処

L別序(発起)

ト経体
L 流通

P.2269

『盆経讃述巻一]，-教起因縁分，-˜登信分一(総顕己開?)
」発起分一①起教時②起教主①起教処所
④起教人
聖教所説分

依教奉行分

『仏地経論』

[教起因断一一一→切一①悦総
⑤教所被機
聖教所説分

依教奉行分

きて，以上によって，上図本『孟蘭盆経讃述』は慧浄の真撰と認められよう。
そこで問題になるのは， P.2269

r盆経讃述巻ー』の性格である。 P.2269 と上
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図本の二序以外の科文についてさらに検討してみると，両テキストは細部にい
たるまで完全に一致している。たとえば，

-第二段「目連大叫」下
上国本「述日，上明序分，巳説興致之由。下明経体，次彰即坐之益。経体
有両重。一孝子申請，二如来酬答。此即請也。」
P.2269

I述日，上来明起救因縁分，此即明聖教所説分。先日連申請，後如
来酬答。此申請也。」

-第三段「目連復白仏言」下
上図本「述日，自此下第三流通分。自有三節。ー申請，二讃請，三答請。
此申請也。」
P.2269

I第三流通分。反有三句。ー啓請 (9) 二蒙讃，三正答。」

などとして，表現は微妙に異なるけれども，科文の内容は一致している。
したがって，上海図書館蔵の慧浄撰述本はおそらく玄突の訳経以前に著され
たものと考えられ， P.2269 のほうは，その慧浄撰述本の枠組みをそのまま模写
したうえで\玄英の訳経による新知見を挿入したものと推測される。そのさ
い，上図本が初稿であるに対して， P.2269 は玄英の訳経にもとづいて慧浄自身
が改稿した再治本である可能性も考えられない。もし再治本であれば，科文の
内容は全く同一であるのだから，もとのテキストの名称をこの例のように改変
する必要も無かったはずで、ある。
P.2269 は，おそらく『仏地経論』の訳出後ま
もない頃のことであろうが，慧浄撰述本に依拠しながら別人によって著された
ものと推測される{叫。
ちなみに，現在では『孟蘭盆経

J

については中唐の宗密

(780-841) の疏に

従って解釈しているが，宗密疏に「三蔵日」として引用されている 13箇条の文
章は，ここに取りあげた上海図書館蔵の慧浄撰述本の文章に合致する。おそら
く慧浄を義浄三蔵と誤認したのであろうと思われる。したがって，慧浄撰述
『孟蘭盆経讃述』は，すくなくとも宗密の疏が著されたころまでは流布していた
0100
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ょうである。

二. ˜般若心経疏』について
玄英訳『般若心経』は貞観二十三年 (649) に訳出されているが，慧浄疏は玄
英訳に対する最初の注釈とされ，唯識に立脚しながらも玄英三蔵門下とは異な
る独特の立場を取っているとも目されている。続蔵経一編四一套三冊に「般若
波羅蜜多心経疏慧浄法師作」として収められる(以下では慧浄疏とする)。ま
た末尾には「開元三年九月於台州大雲寺得」という識語がある。この著述を入
唐将来した日本僧のものであろう。その底本は一説に江戸時代のものともされ
る抄本である (11) 。ただし完本ではなく，末部の数行は，禅宗五祖弘忍の著述と
される「修心要論」の文章であることが明らかにされている。おそらく後人に
よって付加されたものであろう。また敦煙写本 S .554 . S. 5850 ・北京見12 もこ
れと同一系統のテキストであることが知られ，続蔵本慧 i争疏の末部はS.554 ・北
京昆 12によって補う必要があることもすでに指摘されている。
さらに，この著述については，極めて類似する別の二つの系統の著述の存在
が知られている。そのーは資州智読撰『般若心経疏』である(以下では智説疏
とする)。智説 (609-702) は周知のように禅宗五祖弘忍の弟子とされ，資州徳
純寺に住持し没するまで三十余年間教化につとめたと伝えられる(ヘ智読疏
のテキストについては敦憧本 P.4940 ・P.2178 ・P.3229 ・S.839 ・S . 7821 (13) .北
京為52 ・北京闘9 の 7 本が知られている。そのこに，龍谷大学にも両疏に類似
する『般若心経疏』の敦憧本残巻が所蔵されている(凶。これは序文，ならびに
本文の前半およそ三分のーほどに該当する残巻である(以下では龍大本とす
る)。すなわち，あわせて類似する三系統のテキストが知られている。
従来の研究においては，慧浄疏と智説疏・龍大本の三系統の撰述時期がおも
に問題にされてきた。経文解釈では，慧浄疏が十門，智説疏が九門，龍大本が
八門に分別されていること，慧浄疏の各門には七言の頓，龍大本にも五言の賛
{昌が附けられているが，智説疏には偶頃が欠けていることなどが注目されて，
その内容が吟味されてきた(へ
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早期に成立したと考えられている。
さらに私見を付けくわえておくとまず慧浄疏と智読疏については，両者に
共通する部分においては智説疏のほうが相当整理されていて，要約され簡略化
された部分も見うけられる。また両者が一致しない部分においては，慧浄疏の
ほうは先に述べている注釈部分をくりかえして説明し，あるいは敷街したもの
が多い。いっぽう智読疏のほうは. í心を根本と為す j ことが念頭に置かれてそ
の立場が強調されている傾向があり，やはり禅宗的な色彩が窺われる。また龍
大本は，残存する部分から判断するかぎり，大筋では智読疏に一致するけれど
も，慧浄疏とのみ合致する箇所もある。また第一門に附けられている賛偶では
「看心J に言及していることなど，このテキストにも禅との関わりが推測され
るは
6) 。詳細については省略するが，こうしてみると，慧浄疏のほうが先行して
おり，智読疏がそれを襲用しながら禅宗的な観点を付けくわえたのではないか
と推測される。また龍大本はさきの両疏を参照しながら，智説疏と同様に禅
宗的な観点を付けくわえていったもののようである。そこでひとまず，三系統
の疏の撰述時期については，慧浄疏が最も早く成立し，他の二疏はその影響下
に著されたとする従来の見解に従っておくこととする。
ところで\慧浄疏・智読疏・龍大本ともに360 字あまりの全く同ーの序文が附
けられており，その後半部分は経題釈となっている。その経題釈には，これま
で注意されてはいないけれども，慈恵大師窺基(基

632-682) のものに酷似す

る文章が含まれているのである。いま慧浄疏の続蔵本の序文色窺基撰述の
『般若心経幽賛』巻上・『法華経玄賛』巻一本の文章と対比してみると次のよう
になる。便宜上 (A)- (F)に分節しておく。
「慧浄疏序文J

窺基『般若心経幽賛』

(続蔵経一編四一套三冊
206a)

(大正蔵巻
33-524a)
(D') 般若波羅蜜多者，大経之通名。心
経者，此経之別称，般若之心経也。三
磨裟釈，依士為名。蘇漫多声，属主為
目。難此心経亦名般若，彼総此別，故

0102
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但名 心。
d

(A) 首称般若者，古釈有三，今解有

(A') 般若，慧義。古釈有三。一実相，

五。一実相，謂真理。二観照，謂真慧。 調真理。二観照，謂真慧。三文字，謂
三文字，謂真教。四境界，謂諸法。五

真教。今釈有五。第四谷属，調万行。

春属，謂万行。要須福智具修，有空斉

第五境界，調諸法。福智倶修，有空斉

照。尋詮究旨，会理解生。慧性慧資，

照。尋詮会旨，究理解生。慧性慧資，

倶称般若。

皆名般若。能除障習，詮法真理。衆徳
之首，万行之導。難独名慧，摂一切法。

(B) 波羅者，彼岸義，離義。

(B ，)波羅者，彼岸義。古説有二。謂書

提浬襲。今釈有五。一所知。二教。三
理。四行。五果。

(C)蜜者，到義。由行般若波羅蜜，離

( C') 蜜多者，離義，到義。由行般若，

諸障染。境尽有無，義洞真俗，覚満寂

離諸障染。境尽有無，解窮六蔵。義洞

円，斯昇彼岸。

真俗，業備二因。覚満寂円，斯昇彼岸。
体用兼挙，故立此名。

(D)般若者，大経之総名。〈多

(17))

心

者，此経之別称。

窺基『法華経玄賛』
(大正蔵巻34-651a)

(E) 経者，為常為法，是摂是観。常則

(E') 経者.為常為法，是摂是貫。常則

道冠百王。法乃楕模千業。摂則集斯妙

道軌百王。法乃徳摸千葉。摂則集斯妙

理。観則悟彼群生，庶令必離苦 i辛終

理。貫又御彼庸生，庶令畢離苦津，終

登覚岸。

登覚岸。
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(F)一巻者，首軸無二.名之為一。開
合巻辞，目之為巻。故言般若波羅蜜、多
心経一巻 (18) 。

慧浄疏のほうがいささか簡略化されているが，両者ほほ一致していることが察
せられよう。
いうまでもなく，窺基は慧浄の一世代後輩に相当するのであるから，むろん
窺基のほうが慧浄の著述を引用した可能性も無いわけではない。実際に窺基が
慧浄の著述を引用している例も見うけられる (1九しかしこの場合そのように
は考え難く，逆に慧浄疏のほうが窺基の著述を引用したものと推測されるので
ある。当面のところ三点にかぎって詮索しておくことにする。
まず第一に. (A) では「般若 J の解釈について，古釈の三種般若に代わるも
のとして，いわゆる五種般若を提示していることが注目される。
慧浄疏では，序文につづく本文で経文解釈に入札経文全体を十門に分別し
ている。その第一門・初入観門縁起分では「行深般若波羅蜜多時 j を解釈する
にさいして，ふたたび般若が取りあげられ，相当詳しく説かれている

(207d) 。

しかし古釈とされている文字・実相・観照の三種般若のみが問題にされるに
すぎない。この箇所の慧浄疏にはテキストに混乱があるようで再検討の余地が
あると思われるが，いずれにせよ本文のなかでは五種般若について言及される
ことはない。また慧浄の他の著述においても，現存するかぎり.

r金剛般若経

r

註』巻中で「般若波羅蜜多 J について， 般若以神照為功，即智体也。波羅蜜以
到岸為趣，顕智用也。J (続蔵経一編三八套三冊
270c) と簡単に触れられているに
すぎない。
これに対して，窺基の『般若心経幽賛 .1 (以下『幽賛』とする)のほうでは，
般若に言及するさいにはつねに五種般若を念頭に置いている形跡がある。慧浄
疏の第一門と同じ「深般若」についても，

或此一切諸菩薩行真如実相，難可円誼。智慧観照，難可獲得。詮教文字，
難可惜説。万行巻属，難可成就。有空境界，難可通達。以慧為首，余性或
0104
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資，皆名般若。故並名深。(巻下・大正蔵巻
33-535a)

と説いている。窺基の他の著述においても，五種般若にはしばしば言及してい
るのであるゆ)。

r

もともと五種般若は，玄英三蔵が諸経論にもとづいて. 智度論』に由来する
三種般若に二種を加えて創唱した説と伝えられている(目)。五種般若は，師の玄
突の唱えた説を窺基が展開したものにほかならないのである。
第二に. (B) の部分に見えている彼岸義に注目したい。 (B) の文章には混乱
があり，原文はおそらく「波羅者，彼岸義」のみであったと思われる。ところ
が，慧浄疏では，さきと同様の経文解釈の第一門で，この部分について詳しく

r

解説し， 波羅」には此岸・彼岸の二義があるとしかっ，彼岸に教・理・境・
行・果の五義が含まれるとして，五種彼岸を提示している。

教彼岸者，此経文相。能筆一実相法，名教彼岸。即依此教，筆得人法二
空之妙理，名理彼岸。常観此理，心不間断，名境彼岸。双離二執…双離二
死…双除二障…双誼二空…双修二行.即自利行，利他行。自利行用智，離
〈利〉他行用悲。悲智双行，名行彼岸。猶行此行，得至菩提之妙呆，名果彼
岸。 (207c) 。

これは『幽賛.1 (B') の五種彼岸よりもきわめて詳細であり，しかも『般若心経』
の経文に即したかたちで五種に纏めているようである。ただし五種彼岸につ
いても，慧浄の他の著述において言及している例を見いだせない。
いっぽう『幽賛』でも (B ，)以外で彼岸について説かれることはない。とこ

r

ろが，窺基の他の著述では五種彼岸への言及が見うけられる。たとえば. 説無
垢称経疏』巻二本では，十種波羅蜜多について，

波羅，彼岸也。蜜多，離也，到也。…彼岸有五。一所知。二都〈教〉。三
理。四行。五果。由此十行((筆者注)十波羅蜜>
，能了一切空有境尽，能解
一切五明教尽，能達一切真俗理尽，能修一切福慧行尽，能謹一切菩提果尽，
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名到彼岸。(大正蔵巻
38-1010a)
と説いている倒。また『金剛般若論会釈 J 巻中(大正蔵巻40-750b) においても，

r

五種彼岸にもとづいて， 華厳経』十週向品(大正蔵巻 9 -519b) の十彼岸，およ
び『金剛般若経論』巻中(大正蔵巻25-788b) の二種彼岸との調整を試みている。
このような資料から窺うかぎり，慧浄疏がこの『般若心経』に限って五種彼
岸を問題にしているらしいのに対して，窺基はあらゆる経典に妥当する教説と
見なしているようである

O

残念ながら確証はないが，窺基の説いている五種彼

岸を，慧浄疏がこの経文に適用した可能性のほうが高いと推測されるのであ
る。

第三に， (E) で常・法・摂・観とされている「経」の四義について詮索して
おきたい。このうち「観」は，続蔵本の慧浄疏やその他のテキストではこの字
に作るが，龍大本で「貫」とするのに従うべきであろう(幻)。この部分は窺基の
『法華経玄賛』の文章と一致する。慧浄の現存する著述に見える「経」義の解
釈は，

. r阿弥陀経義述 n 経有二義。司 経訓常。衆聖所遊日経。古経(剖)今恒定日
11

常。J (大正蔵巻
37-307c)

. r温室経疏 n 経雄五義，略挙二条。一日涌泉，二称縄墨。涌泉則注而無掲，
此義可以日常。縄墨乃椅定正邪，悲理即当其法

. r孟蘭盆経讃述 j

J

(上図
068)

í経有五義，略挙二条。一日涌泉，二称縄墨。涌泉則注而

無掲，此義可以日常。縄墨乃措定正耶，葱理即当其法。 J (上図068)
となっている。『阿弥陀経義述』と後二者とのあいだには相異があるが，ともに
「経 (sutra) J を経・常，ないし常・法の二義によって解釈している。前者の典
拠は不明で、あるが，後者は『雑心論J 巻八(大正蔵巻28-931c) に説かれる経の
五義(出生・泉涌・顕示・縄墨・結霊)のなかから，涌泉・縄墨にもとづいて
常・法の義としたものであるO この説はっとに梁の法雲なども採用しており(お
それを襲用したのであろう。
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これに対して，窺基の著述では，

. r阿弥陀経疏.1 r 経者，法也常也。法即挙直以措諸柾，縄墨以警之。常即汲
引而無掲，涌泉以況之。故言経也。仏地論云，能貫能摂，故名為経。以仏
聖教貫穿摂持所応説義，故言経也。J (大正蔵巻
37-310c)

. r阿弥陀経通賛疏 J

序「経者，常法摂貫也。常則百王不易，法則千代同規，

摂則包括衆詮，貫則通連妙理。J (大正蔵巻
37-329a)

. r弥勅上生経賛』巻上「経者，摂也貫也常也法也。生資教摂，永絶奨龍。
理籍文貫，長離散滅。百霊常軌，千葉良規。利物詮真，目為経也。

J

(大正

蔵巻 38-272c)

r

のように， 経J を常・法・摂・貫の四義で解釈する。さきの『雑心論』に由来

r

する常・法の二義のうえに， 仏地経論 J 巻ー(大正蔵巻26-291b) に拠って摂・
貫の二義を加えたものである

o

r経」をこの四義によって解釈するのは，どうや

ら窺基の首唱した説であったらしい形跡もある倒。したがって，この序文に見
えている「経 j の四義も，もともと窺基の所説であると考えられる。
以上のようにしてみると，慧浄疏序文の経題釈は窺基の文章の引用であると
するのが妥当であると考えられる。

三.慧浄撰『般若心経疏』についての再考
さて，玄英三蔵訳『般若心経』への最初の注釈であり，慧浄撰述とされてい
る『般若心経疏』のなかに窺基の説の影響が見うけられるとすれば，この著述
について再考が迫られることになろう。
現在知られる資料によるかぎり，慧浄の没年と推測される 650 年前後には，窺
基はせいぜい二十代前半であり，玄英に師事してまだ数年にすぎない。慧浄が
窺基の著述や文章を引用したとは考えられない。したがって，少なくともこの
序文の後半部分は慧;浄争の手になるとは認められない(間
2幻
円)
7)
同一の序文は智読疏.龍大本にも附せられている。龍大本の撰者は不明で、あ
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るからしばらく措く。智誌がこの疏を著したのが，推測されているように凶，
弘忍のもとを辞して資州徳純寺に住持したのち，万歳通天二年に則天武后に
よって西京長安に召し出されるまでのこととすれば， 670 年頃から 697 年の問で
あり，窺基の三十九歳頃から没後 15年までのこととなる O 彼が窺基の文章を引
用した可能性は十分考えられる。では，かつて説かれていたように，智読疏が
先行しそれを襲用して慧浄に仮託された疏が著されたのであろうか。しか
しさきのように両著の内容を比較してみると，その説にも納得しがたいので
ある。
さらに，慧浄疏には本文のなかにも窺基の説の影響を受けたらしい箇所が見
うけられる。さきの五種彼岸の議論もその一例である。また，たとえば本文冒
頭の総論に相当する部分では，経文全体を十門に分別したのち，これをさらに
教・理・行・呆の因不思議の観点からまとめている。教理行果

b 四種法宝な

どとして窺基の著述のなかでしばしば展開されている説なのである倒。
残念ながら，これまで紀国寺慧浄撰述とされてきたこの『般若心経疏』には
なお不明な点が多い。テキストにも未整理の部分があるように見うけられ，唐
代にすでに重層的に書き加えられていた可能性，もしくは同名の他の僧の著述
である可能性も否定できない。当面のところ，玄奨訳経以前の仏教学の流れを
汲んではいるが，慧浄以後になって確立された窺基の唯識教学にも留意してお
り，おそらく智読疏の頃までには著されていたらしい，とのみ推測できるにす
ぎない。
わずかに撰者にかかわる消息を伝えていると思われるのは，続蔵本慧浄疏と
同一系統の敦憧写本 S.554 ・北京昆12の末尾に附けられている願文である。そ
の文中では，教理行果の四種法宝と十門分別が明記されるとともに，自らの師
より伝えられた空理をこの著述において展開した旨を語っている。これは少な
くとも，I無師独悟 JC 却)とも評されたという慧浄によって，しかも『般若心経』
訳出以後となる晩年の慧浄によって記されたものではないように思われる。こ
こに，その願文を移録しておこう (3 九

稽首同体諸大師，別相釈迦牟尼仏，
0108
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教理行果微妙法，如理作意真聖衆。
我従師聞習所解，無有三乗及境観，
今作無生無相理，分別以為十門義。
唯願慈光護念我，令我道心不退転，
並願群生悉明了，於此妙理勤修学。

註
たとえば，陳酢龍「釈慧 i争之生平与著作的参考資料小集

(1)

号. 1983年)では慧浄の没年を永徽四年

J

a海潮音 .1

64巻 9 月

(653) 頃と推測している。

(2) 慧浄の著述として. r雑心論綴述 .1 r倶舎論文疏 .1 r大荘厳論文疏 j r金剛般若経
註 .1 r法華経績述 j r勝髪経疏 .1 r仁王般若経疏 .1 r温室経疏 .1 r孟蘭盆経讃述 .1 r弥
勅上生経疏 .1 r弥勅下生経疏 .1 r阿弥陀経義述 .1 r般若心経疏 .1 r詩英華 .1 r析疑論 J
『諸経議序.1

r無量寿観経績述 .1

(?)などが数えられる。

(3) 宇井伯寿『西域仏典の研究 .1 (岩波書庖.1969年) 328頁参照。
(4)

1999年)190-192 頁。

r上海図書館蔵敦農吐魯番文献』第二冊(上海古籍出版社.

この写本には，末尾に題記「歳次笑卯四月五日沙門海徳写記弁勘定」がある。呉
織・胡群萩「上海図書館蔵敦健遺書目録(続

)J (r 敦健研究 .1 1986年 3 期)参照。

ちなみに，藤枝晃『トルファン出土仏典の研究

j (法蔵館.2005 年)所収 r325

孟蘭盆経賛述 (PL. LVl A9) J も，まだ同定されていないようであるが，この経
疏の残簡である。
(5)

平井宥慶「敦』埋資料より知られる唐紀国寺慧浄法師の一面

J

a豊山学報 .1 16号，

1971年)。
(6)

前注 (5) 平井論文。

(7) 大正蔵巻 37-307c 。
(8)

r仏地経論 J

の原文は「総顕己聞及教起時，別顕教主及教起処，教所被機。即是

教起所因所縁故，名教起因縁分

J 。五事の名称には引用者によって異同がある。

ひとまず原文に近い円測『仁王経疏』巻上本(大正蔵巻
(9)
(10)

r 請」字，大正蔵で、は誤って「清」に作る。
r東域伝燈目録 J に「孟蘭盆経疏一巻恵沼撰
経疏一巻大雲寺恵沼

j が伝えられている。慧沼

J.

33-362b)

に従っておく。

r注進法相宗章疏 J

に「孟蘭盆

(650-714) の年代はやや遅れる
0109
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が.P.2269 はあるいは，そのような系統の著述とも関連するかもしれない。
続蔵本慧浄疏の底本は京都大学に所蔵されているが，抄本の青写真版であり，

(11)

書写されたもとの年代は明らかでない。
(凶『歴代法宝記j
記 -j

(大正蔵巻51-184b) 。また柳田聖山『初期の禅史

E 一歴代法宝

(筑摩書房.1976 年) 137 頁参照。

(13) このテキストは，方広鋸『般若心経訳注集成

j (上海古籍出版社.1994 年)に，

英蔵敦埠文書の未整理部分のマイクロフィルムによって紹介のみされている。原
本は未収録。

r西域文化研究(第一 H r 敦短仏教資料目録 30J (法蔵館.1958 年)。
(1司詳しくは，柳田聖山
rr 資州説禅師撰，般若心経疏 J 考 J (W 花さまざま一山田無

(14)

文老師古稀記念集』所収. 1972 年).福井文雅『般若心経の歴史的研究 j (春秋社，
1987 年) 417-428 頁を参照。
(附龍大本『般若心経疏』の第一門賛備には脱落があるようであるが.
心正当心/白処看心心不見/無処看心心自安」という。前注

r好看心/看

(13)方広錯著 293 頁参

照。
(17) 続蔵本の慧浄疏では「多 j 字を欠く。 S.554 . S.5850 によって補う。
(18) (F)

部分についても，大正蔵巻八五所収の撰者不明『法句経疏

j (l436a)

に類

似の文章がある。
(瑚『大般若経般若理趣分述讃 J 巻ー(大正蔵巻 33-27b) ・『法華経玄賛』巻ー末(大
正蔵巻 34-661b)

に「浄法師」の説が引用されるが.これは慧浄のことであろう。

凶『大般若経般若理趣分述讃』巻一(大正蔵巻
59b)

・同巻三(大正蔵巻33-58c ・

33-26a)

0

(21) 道官託「金剛般若経宣演』巻上(大正蔵巻 85-15c) .および良貫『仁王般若経疏』
巻上ー(大正蔵巻 33-432a)

を参照。

仰この部分は，玄笑と窺基の両者に師事した慧沼の『金光明経疏』巻四本(大正
蔵巻.39-258a)
帥前注

にも引用されている。

r

(14) 西域文化研究(第一

H

80 頁の写真を参照。

帥「経」字，疑うらくは街。
伺『法華経義記』巻ー(大正蔵巻

。˜r

33-573a) 。

法苑義林章』巻二(大正蔵巻 45-272c 以下)参照。南宋の『翻訳名義集』巻四・

総明三蔵第三九でも「修多羅」の解釈で「慈恩云

J

r

として. 法華経玄賛』の経

義解釈を引用している(大正蔵巻 54-1110b) 。
聞この疏が紀国寺慧浄の著述ではないという説は，つとに周叔迦によっても提出

。
110

庸の紀国寺慧浄撰とされる『孟蘭盆経讃述

H般若心経疏』について⑨

されている。『周叔迦仏学論著集 J 下集(中華書局， 1991 年) 986 頁参照。
(28) 前注 (l司福井著417-418 頁に『歴代法宝記』にもとづいて智読疏の著述年代を推定
している。ただし『歴代法宝記』の記述には疑問点が多い。

r

(泊˜ 成唯識論述記』巻一本(大正蔵巻 43-233a)

・『法苑義林章
j 巻一(大正蔵巻 45-

264c) ，その他を参照。ちなみに智説疏でも五種彼岸と四不思議，龍大本でも四不
思議を説いている。
側『続高僧伝』巻三(大正蔵巻

50-445a) 。

\30 前注側福井著 391 頁・前注側方広錨著 194 頁を参照。

附記
本稿は，

r第三届玄柴田際学術研討会論文集

.1 (中国・四川辞書出版社， 2008

年)に収録された拙稿「紀国寺慧浄撰《孟蘭盆経讃述〉及〈般若心経疏》質疑」
の日本語版である。
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