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天台宗栃木教区・栃木教区布教師会ｵﾝﾗｲﾝ講義                   令和５年２月 20 日 

福島教区教務主任・観音寺住職 鈴木 行賢 

「徳一と東国」 

１、 徳一とは何者か？ 

徳一（とくいち・とくいつ）。平安時代初期の法相宗の学僧。恵美仲麻呂の子。奈良で

学び、若くして東国へ移り、会津に住し、常陸の筑波山に寺を開いた。 

法相教学と天台教学、三乗思想と一乗思想の真実性をめぐって、最澄と論争し、『仏性

抄』1 巻をはじめ『中辺義鏡』3巻、『遮異見章』3 巻、『恵日羽足』3巻、『中辺義鏡残』20巻など

を著した1。 

空海の真言教学に対して 11箇条の疑問を呈し『真言宗未決文』を著した。なお空海

は、弘仁六年（815）に弟子を徳一に遣わして写経を依頼している。福島県磐梯町の恵

日寺に徳一廟がある。 

  〇最澄・空海と同時代の人、徳一 

 

 

伝教大師最澄 

（767-822） 

⇔ 

宗義上の論争 

⇔ 徳一 

 

（三一権実論争） 

弘法大師空海 

（774-835） 

密教弘通の援助 

『真言宗未決文』 

① 出自に諸説2あり 

史料『南都高僧伝』『本朝高僧伝』『私聚百因縁集』『尊卑文脈』塩入亮忠「徳一法

師雑考」 

藤原仲麻呂3の末子……天平勝宝元年（749）の誕生 

藤原仲麻呂の乱 ………天平宝字８年（764）→藤原仲麻呂の敗死 

 ⇒一族の処罰（族滅）……六男刷雄は隠岐国へ配流。 

巨勢麻呂（仲麻呂弟）は上総へ配流。 

 

1 徳一の著書……現存するのは『真言宗未決文』のみ。書名のみ伝わるのは『法華肝心』2 巻、『法華権

文』1 巻、『義鏡要略』7巻（以上）、『法相了義灯』11 巻、『通破四教章』1巻など 16 部（17部）。 

2 徳一の出自……諸説あり。上記のように藤原仲麻呂の子とする説。六男刷雄同一人説（これだと年代

が合わなくなる）。決定的な史料はなく、決定打はないようである。 

3 藤原仲麻呂……（706-764）藤原南家の出、藤原恵美押勝の別名。この頃、藤原氏の勢力が減退し、

橘諸兄が台頭し対立する。光明皇后と孝謙天皇の信任を得て勢力を増すも、光明皇后の崩御後、政治的

後見を失い、道鏡が台頭する。孝謙上皇・道鏡と対立し、天平宝字８年（764）反乱を起こす（藤原仲

麻呂の乱）も、敗死。 
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  ※当時、16歳の徳一も東国へ配流か？ 

  ※後に仲麻呂一族は許され、都へ復権する。 

② 学問～徳一の修学 

法相宗興福寺修円4……徳一の師 

賢憬（705-793）──修円──徳一 

※徳一は、法相宗の正統を自負していたが、最澄からは師伝の不明5を突かれている。 

 

２、 徳一と東国 

① 徳一以前の東国 

東北北部に仏教が伝わる……坂上田村麻呂によって胆沢城が建てられ、一応の決

着。 ⇒延暦 21年（802）以降～ 

（１） 百済・高句麗・新羅からの渡来人……東国に根付く 

（２） 用明天皇……梁国伝来の化人（法輪独守）由来の延命観音の伝承 

（３） 会津地方……梁の青岩の伝承 

（４） 『常陸国風土記』……観音の記述 

（５） 国分寺造立……天平 13 年（741） 

（６） 鹿島神宮寺建立……天平勝宝８年（756） 

（７） 下野薬師寺戒壇6建立……天平宝字 5 年（761） 

↓ 

    ※徳一東下以前に仏教受容の下地があった。 

② 徳一の東下 

「弱冠にして都を去り、久しく一隅に居す」（『守護国界章7』） 

「聞くならく、徳一菩薩は戒珠氷珠の如く、智海泓澄たり、斗藪して京を離れ、 

錫を振って東に往く」（『高野雑筆集』） 

筑波・いわき・会津を中心に教化……筑波山寺（中禅寺）・会津勝常寺・会津恵日

 

4 修円……事跡：延暦 13年（794）一乗止観院初度供養会に堂達（役僧）を勤める。弘仁元年（810）

僧綱補任。弘仁 3年（812）真言宗両部灌頂を受法。弘仁 13 年（822）興福寺別当。賢憬に代わり室生

山寺を運営。法相宗ながら、天台・真言に理解を示す。 

5 師伝の不明……徳一の法相教学の師（師資相承）は不明。法華秀句では「若言短翮禀師説。未知。師

師傳日本。若言道昭及智通。古記之中示其文。若言古徳所傳語。不足令信後學者。若言比蘇及義淵。自

然智宗無所禀。短翮何言有禀」（伝全３・76）と師資の不明を突かれている。※「もし短翮者（徳一に

対する貶称）が師説を継承しているならば、師のつながりが、どのように日本に伝えたのかを知らな

い。もし道昭・智通なら、古記の中にある文章を示せ。もし古徳の伝承というならば、後学を信ぜしめ

るには不足である。もし比蘇や義淵であるならば、自然智宗であるから継承していない。短翮者がどう

して師説を継承しているといえようか」 

6 下野薬師寺戒壇……天下三戒壇の一。（東大寺・筑紫観世音寺・下野薬師寺）  

7 守護国界章……「麁食者。弱冠去都。久居一隅」（伝全２・615） 
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寺など8。 

 

３、 徳一の思想背景～法相宗～ 

① 法相宗とは 

唯識宗・慈恩宗とも呼ばれ、唐代に玄奘のもたらした唯識系の経論、特に『成唯識

論』に基づいて、玄奘の高弟慈恩大師基により創立された宗派。 

慈恩大師基……玄奘による『成唯識論』の漢訳を助けた基は、同書に対する注釈書

として『成唯識論論述記』20巻、および『成唯識論掌中枢要』4巻を著し、同論に

関連する種々の重要テーマを論じた『大乗法苑義林章』7巻を著述して、法相宗の

教義を確立した。 

《法相宗の教理根幹》 

唯識論（唯識説）……すべてのものが自己の心の投影であるとする 

     ┌身（有根身）             すべて 

  自己┤      × 世界（器世間）    阿頼耶識から生じる 

     └心（八 識）              ↓ 

阿頼耶識縁起説……自己の最深層の心である阿頼耶識の中に蓄積された過去の経験の潜在余

力（習気・種子）から生ずる。 

《法相宗の教学》 

悟りの智慧の前に明らかになる絶対的な理法（法性）の考察よりは、むしろ迷いの

心の構造の分析を通して具体的な現象世界（法相）の姿を明らかにすることに力を

注いだ。⇒法相宗 

《中国仏教への影響》 

阿頼耶識説を根幹とする、深層心理学ともいうべき精緻な心理分析の理論を中国仏

教へ提供した。 

《法相宗の問題点》 

法相宗……インド仏教の瑜伽行派の伝統を受け継ぐ 

⇒有情の悟りの可能性に先天的な差別（五姓各別・三乗説）を認めた。 

⇒中国仏教界に大きな衝撃を与える 

  ↓ 

三一権実論争を巻き起こすこととなった。 

《法相宗の展開と影響》 

〇法相宗の系譜 

 

8 徳一の建立寺院……小林崇仁「東国における徳一の足跡について ―徳一関係寺院の整理と諸問題の

指摘―」（大正大学大学院論集 24・平成 12）に詳しい。「徳一関係寺院の所在地を図に示してみると、

特徴的なものであることが知られる。つまり、茨城県・福島県に集中し、逆に栃木県・群馬県にはほと

んど見られないことである」「もしや、東国において徳一が実際に歩いた足跡を示しているのではない

か」他に内田純子『古代東国の仏教』では、徳一伝承寺社表を付して小林説の補完がなされている。 
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玄奘9三蔵（602-664）──慈恩大師基10（632-682）──慧昭11（650-714）──智周（668-

723） 

※五姓各別説への批判 

※厳密な分析的思考法が中国で高く評価されなかった。 

  ↓ 

中国仏教界の主流を占めることはなかった。 

〇法相宗の影響 

華厳教学……法相教学の概念の多くが組み込まれている 

初期北宗禅文献・密教文献にも、法相唯識系の概念が認められる 

⇒その後の仏教教学にかなり広範な影響力を及ぼしている。 

 ※宋・元代に至るまで、華北を中心に法相宗が学ばれていたことが指摘されている。 

《法相宗の日本伝来》 

道昭12（629-700）・玄昉13（？-746）などによって日本に伝えられる。 

元興寺（南寺）と興福寺（北寺）を中心に学ばれ、南都六宗14の最有力宗派として

 

9 玄奘……中国四大翻訳家の一人。629 年独力でインドへ入り、唯識説を学び、梵本 657 部を携え、

645 年長安へ帰る。大般若経 600 巻をはじめ、『唯識三十頌』『成唯識論』などを翻訳。玄奘門下より興

った法相宗の根本典籍となる。彼の翻訳は原典に忠実であることを目指し、意訳しないで音写語を用い

る五種の場合（五種不翻）の原則を確立し、彼以前の翻訳を「旧訳」、彼の「新訳」と区別される。 

10 基……慈恩大師。窺基と呼ばれるが、基が正しい。中国唐代の僧。法相宗の祖。長安大慈恩寺に住し

た。玄奘に師事して、その訳場に列し、『成唯識論』の翻訳に功績。その註釈を作り、真諦訳に代表さ

れる古い唯識説を批判し、新しい法相唯識の立場を宣揚した。これはインドの護法の唯識説を正統とみ

なすことに他ならない。多数の著作を残し「百本の疏主」といわれ、『大乗法苑義林章』『法華玄賛』な

どがある。 

11 慧昭……中国唐代の僧。法相宗第二祖。玄奘・基に師事し、法相唯識の教えを学ぶ。円測『成唯識論

疏』の基の説を批判すると『成唯識論了義灯』を著して反駁した。また一乗家の法宝『一乗仏性究竟

論』の一切皆成仏の主張に対して、五姓各別・一分無仏性説の立場から論争し、『能顕中辺慧日論』を

著して反論した。日本では徳一が慧昭の立場を引き継ぎ、最澄と三一権実論争を展開した。 

12 道昭……法相宗の僧。653 年入唐。玄奘三蔵に師事して法相教学を学び、660 年帰朝。日本法相教学

初伝（南寺伝）となった。のち全国を周遊して各地で土木事業を行い、その遺風は行基に受け継がれ

た。遺命により、日本で初めて火葬に付された。 

13 玄昉……奈良時代の法相宗の僧。義淵に法相教学を学び、716 年入唐して、智周（668-723）に学ん

だ。玄宗皇帝より紫衣を賜る。735 年帰朝。興福寺に住して日本法相第四伝となった（北寺伝）。737 年

僧正に任ぜられ、橘諸兄、吉備真備と共に権力をふるった。これが 740 年の藤原仲麻呂の乱の原因とな

った。藤原仲麻呂の台頭と共に、745 年筑紫観世音寺に左遷され、この地で没した。 

14 南都六宗……奈良時代の国家仏教を代表する六つの公認学団。①三論宗・②成実宗・③法相宗・④倶

舎宗・⑤華厳宗・⑥律宗。成実宗は三論宗、倶舎宗は法相宗に付属する寓宗。いわゆる現在における宗

派という在り方ではなく、自由に学べる学団の色が強かった。現在の学部学科に近い。 
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栄えた。 

中国における三一権実論争を引き継ぐかたちで、 

  法相宗：徳一（三乗説） ×  天台宗：最澄（一乗説） 

激しい論争となった。 

⇒※最澄徳一以降も論争はつづく。 

鎌倉時代……良遍（1194-1252）……法相教学と一乗仏教の融和を試みる 

中世以降……宗派としては振るわなくなるが、仏教基礎学として諸宗派の学僧によ

って学ばれ、近年に至る。 

② 唯識思想 

唯識……あらゆる存在は「ただ識」、すなわち心に過ぎないとする見解。 

般若経の空思想を受け継ぎながら、しかも「少なくともまず識は存在するという立

場」に立って、自己の心のあり方をヨーガの実践を通して変革することによって、

悟りに到達しようとする教え。この思想を打ち出した学派を瑜伽行唯識派（瑜伽行

派）、唯識派とよぶ。 

《唯識思想の特徴》 

（１） 第八識（阿頼耶識（新訳）……旧訳では阿黎耶識と訳される） 

心の種類として、 

六 識……眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識 

第七識……末那識（深層意識） 

第八識……阿頼耶識（輪廻転生と関わる深層意識） 

（２） 三性説……全存在を心のなかに還元し、全存在を三種類に分類 

【１】遍計所執性……分別された非存在 

【２】依他起性………因と縁という他なるものに依って生起した仮の存在 

【３】円成実性………完成された真に存在するもの 

（３） 唯識観……ヨーガ（瑜伽）の実践によって具体的な観法を教理的に組織体系化 

《阿頼耶識とは》……アーラヤ識 

個人存在の根本にある通常我々が意識することのない識であって、眼・耳・鼻・

舌・身・意・末那・阿頼耶の八識の最深層に位置するとされる、瑜伽行派独自の概

念。阿頼耶識は、習気（過去のすべての経験の潜在余力）が蓄積される蔵のような

存在であるから、蔵識と訳される。 

習気15……現在および未来における自己の身心および対象世界（現行法）、すなわち

一切諸法（一切法）を生み出す因となるから、種子16とも呼ばれる。 

 

15 習気……じっけ。薫習の結果残された気分。習慣的な力。業の潜在的余力。たとえば悪業の薫習によ

って煩悩が生じている場合、煩悩そのものを滅してもその後に習慣性の残っていることをいう。唯識法

相宗においては、種子と同義語で、その異名とされる。しかし断惑の実践を説く場合には、両者を区別

し、種子を断じた後において、習気を捨てると述べている。 
16 種子……しゅうじ。唯識説では「しゅうじ」、密教では「しゅじ」と読む。唯識説では、深層心理の

立場から想定された阿頼耶識の中に存在する特別の力。すなわち物であれ心であれ、ありとあらゆる存
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一切種子識……一切法の種子を保つ阿頼耶識の別名。 

阿頼耶識縁起説……万有は阿頼耶識より縁起したものであるとする唯心論的な理論

のこと。 

《阿頼耶識の別称》…個人存在の中心として多様な機能を具えている事からの異称 

（１） 異熟識………過去の善悪業の報い（異熟）として生じた点 

（２） 根本識………他の諸識の生ずる基である点 

（３） 阿陀那識……身体の感覚機能を維持する点（執持識） 

《阿頼耶識は無常なる存在である》 

阿頼耶識……過去の経験を保持しつつ、身体を維持しつづけながら恒常的にはた

らくのであるが、あくまでも一瞬一瞬に生じては滅すること（刹那

滅）を繰り返しつつ持続（相続）する無常なる存在。 

⇔永久不変の実体的な自己存在（我）と混同されてはならないという。 

《阿頼耶識の位置》 

阿頼耶識は、通常は迷いの生存の根底として機能するのであるが、しかし見道以

後は悟りの諸法もまた阿頼耶識から生じるとされる。 

⇒《阿頼耶識と如来蔵17の同一視》 

※玄奘以前……阿黎耶識の本質は、清らかな真識であるか、汚れた妄識であるか

をめぐる論争が生じていた。 

 

在を生ずる力を、植物の種子にたとえてこういう。これら種子を貯えた場が阿頼耶識であるから、この

識は一切種子識（一切の種子から構成されている識の意）ともよばれる。種子は次のように分類され

る。 

（１） 名言種子と業種子 

名言種子……自己の身心と自然界とを生成する種子を名言種子（ことばの種子）という。 

現象的存在はことばと緊密に関係しているとみる見解から、名言種子という名称が成立した。 

業種子………名言種子の中で、特に善あるいは悪の行為によって植え付けられた種子を業種子

という。これは未来世の自己の形成に関与する種子である。 

（２） 本有種子と新薫種子 

本有種子……先天的にそなわっている種子を本有種子という。 

仏になる可能力、すなわち仏の種子は、この類に属する。 

新薫種子……後天的に植えつけられた種子が新薫種子である。 

 種子生現行……種子が現象的存在すなわち現行を生ずること 

 現行薫種子……現象的存在が深層心（阿頼耶識）のなかにその影響を薫じつけること。 

 薫習……………種子を植えつけること。 

 習気……………薫じつけられた種子。 
17 如来蔵……すべての衆生に具わっているとされる悟りの可能性。仏性に同じ。如来蔵のサンスクリッ

ト語は、如来（＝仏）と胎（または胎児）との複合語で、如来を胎に宿すものの意。如来蔵経「一切の

衆生は如来を胎に宿している」。勝鬘経では如来の胎児の意にとり、如来を如来たらしめている本性と

して法身にほかならず、ただそれが煩悩を纏っているため、まだ如来のはたらきを発揮できない状態に

あるもの「在纏位の法身」と解した。具体的には衆生の自性清浄心をさし、それが衆生に菩提心をおこ

させ、修行して悟りを得させる原動力となるという。同じ衆生の心である点で阿頼耶識と同一視される

ことがあるが、阿頼耶識は迷いの根元たる点で、如来蔵とはうらはらの関係にある。 



7 

 

③ 五姓各別（五性各別） 

衆生が先天的に具えている宗教的人格の素質（＝姓）を 5種に分かち、それは決定

的に確定しているとする説。姓は性とも書き、種姓18（種性）の略。 

（１） 声聞定姓…………声聞の修行道で得られるべき悟りの果は、声聞果─┐ 

（２） 独覚定姓…………独覚の修行道で得られるべき悟りの果は、独覚果─┼決定姓（性） 

（３） 菩薩定姓…………菩薩の修行道で得られるべき悟りの果は、佛 果─┘ 

（４） 不定性……………悟りの果は決まっていなく変更がゆるされる。 

（５） 無種性（無性）…悟りを得ることのできないもの。 

※成仏し得るのは、（３）（４）のみ。 

⇒悟りの根元となる因を求める発想から発生した。 

   ↓（因を求める＝「有無」の相対的存在⇔空思想と対立する） 

⇒法爾19として存在する無漏20種子の有無に還元される。 

⇒現実の衆生の中には無漏種子を持たないものが存在するとし、無種姓とされ、悟

りの可能性の無い一闡提21の存在を生み出すこととなる。 

※大乗仏教の通年である一切衆生皆成仏の思想と反する点がある。 

４、 法華経を巡っての論争（三一権実論争） 

① 三一権実論争の基礎知識 

《三車・四車》 

法華経譬喩品……三界火宅喩（火災の屋敷から子供たちを救い出すため、羊車・鹿

 

18 種姓（性）……家系、家柄、カーストをさす用語で、日本語の「氏素性」に当たる。仏典では婆羅門

の四姓を指すほか、比喩的に菩薩を如来の家に生まれたもの、如来の種姓をもつものなどという。三乗

（声聞・縁覚・菩薩）はそれぞれ種姓が異なるとする場合もある。この場合の種姓は、涅槃を得る能力

の意味で、生得のもの（本性住種姓、性種）と修得のもの（習所成種姓、習種）に分ける。この三乗の

いずれにも確定しないものを不定種姓、涅槃を得る力のないものを無性種姓とし、五種姓という。（五

姓各別） 
19 法爾……法（事物）のあるがままの状態をいう。 

20 無漏……さまざまな心の汚れのない状態。有漏の対語。漏は心の汚れを総称する語。汚れ・煩悩は五

つの感覚器官や心から流れ出て、心を散乱させるものであると説明する。 
21 一闡提……断善根、信不具足などと漢訳される（意訳）。欲求する人という意味に解され、現世の欲

望を追求する人々をさすが、仏典の用例では、因果・業報・来世を信ぜず、仏の所説にしたがわず、正

法を誹謗して成仏の縁を欠くものをいう。大乗の涅槃経に多く出るが、所説においては、一闡提を不成

仏者と規定しつつも、最終的には仏性を有するゆえに成仏するものとしている。楞伽経では、一闡提に

①断善根と②大悲闡提に分ける。①は仏の神力によって善根を生ずることのあるもの、②は菩薩が衆生

を救おうとする慈悲心によって、願を起こして涅槃に入らず悪趣（悪道）にとどまっているものをい

う。 

唯識法相宗では、最終的に成仏し得ない衆生として、無種姓・無性有情を立てるのが、一闡提に相当す

る。大乗荘厳論においては、無般涅槃法（涅槃に達することのでいないもの）に①時辺般涅槃法、②畢

竟無般涅槃法の二つに分かつ。①はある期間は涅槃に入ることはないが最後には涅槃に入って成仏する

もの、②は永久に成仏しないもの、である。 

一闡提の成仏を認めるか否かということが、唯識法相宗と、一切皆成を説く天台宗・華厳宗との間の論

争の焦点となった。 
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車・牛車（玩具の乗り物）を与えると叫び、屋外へ救出した子らに本物の大白牛車

を与えた譬喩 

 羊車…………声聞乗─┐ 

 鹿車…………縁覚乗─┼─三乗 

 牛車…………菩薩乗─┘ 

 大白牛車……一仏乗───一乗 

 ※牛車（菩薩乗）と大白牛車22（一仏乗）が同じか別かの論争……三車説・四車説 

  同 じ＝三車説 

  異なる＝四車説 

三車家……法相宗慈恩大師基 

 四車家……光宅寺法雲・天台智顗・華厳法蔵 

 ※三論吉蔵……三車・四車のどちらか一方に偏しない立場 

 ※法華経方便品「唯有一仏乗無二亦無三」の解釈 

  「ただ一仏乗のみ有りて、二も無く、亦た三も無し」 

A、第二乗（縁覚乗）・第三乗（声聞乗）がない（梵本）と読むとする解釈（三

車） 

B、二つの乗（声聞・縁覚乗）、三つの乗（声聞・縁覚・菩薩乗）も無いとする

解釈（四車） 

《三一権実》 

三一権実……法華経は、仏の教えに声聞・縁覚・菩薩の三乗の差別の存するには、

衆生を導くための方便であって、真実には一乗に帰すべきことを説いている。 

《天台宗・華厳宗の立場》    ⇒ 三乗方便一乗真実 

 三乗……権教（かりの教え） 一乗……真実教 

《法相宗の立場》……五姓各別説 ⇒ 三乗真実一乗方便 

     三乗差別……真実      一乗……法華経が一乗を説くのは、宗教的素質の定

まらない衆生（不定姓）を対象として、か

れらを導くための方便の教えである。 

 

② 最澄と徳一の論争 

（１）論争の跡付け 

 

22 大白牛車……法華経譬喩品の三界火宅喩に出る車。火事の家から子供たちを外へ誘引するために、父

の長者が羊車・鹿車・牛車を与えると呼びかけ、実際には大きな白い牛が引く車を、すべての子らに与

えたという。前の三車を声聞乗・縁覚乗（小乗）・菩薩乗（大乗）、大白牛車を一乗にたとえる。 

天台宗などでは、三車の中の牛車と大白牛車は別なもので、大白牛車は三乗すべての者を一乗にのせる

とし、すべての人が平等に成仏出来る一乗の思想にたとえる。 

法相宗などでは、牛車と大白牛車とは同一と解し、菩薩乗の人が乗り、声聞乗と縁覚乗の中の不定性の

人も乗れると、三乗思想の立場で解釈する。 
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徳一             最澄 

『仏性抄』    ←   『照権実鏡』 

    （弘仁八年） 

※照権実鏡の内容に対しての反論は見当たらない 

『中辺義鏡』3巻  ←  『守護国界章』9巻……中辺義鏡への反論として撰述 

↓           （弘仁九年）    ※本文中より知れる 

          『天台法華義』（仮称……田村晃祐） 

           ※徳一は仮称「天台法華義」に対して「中辺義鏡」3巻を作り論破した。 

        《二系統の論争》 

【１】 仏性抄  ← 照権実鏡 

【２】 中辺義鏡 ← 守護国界章 

《仮称『天台法華義』は誰の撰述か？》 

【１】 最澄 

【２】 道忠教団23の誰か？⇒とすると、最澄が「徳一×道忠」の論争に割って入った

こととなる。⇒最澄撰とされる『一乗義集』（散逸）が、『天台法華義』か？ 

（２）仮称『天台法華義』の構成と、『中辺義鏡』の批判 

第一部 天台教学         『中辺義鏡』……法華経を方便の教えと見る事 

第一章 教判論         ← 法相「三時教判」 

① 五時・化儀の四教 

② 不定教 

③ 化法の四教 

④ 五味教 

第二章 摩訶止観        ← 徳一側の実践論 

① 止観の名 

② 絶待止観 

③ 止観の三徳 

第三章 法華玄義        ← 基「法華玄賛24」 

 

23 道忠教団……道忠は奈良末期～平安初期の律宗の僧侶。鑑真の弟子。東国へ下り、慈光寺を開く。

人々に菩薩戒を授ける。最澄の写経を援助する。道忠の弟子から、円澄が出るなど、日本初期天台と深

くかかわりを持っている。律宗の祖とされる鑑真も、中国天台の流れを汲んでいる。 

24 法華玄賛……唐代法相宗の開祖、慈恩大師基が法相宗の立場から鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』を注釈し

たもの。10巻（または 20 巻）。天台大師智顗の『法華文句』『法華玄義』に対抗する意図があったよう

である。多くの中国の辞典を引用して難解な文字の解説に努め、世親の『法華論』をしばしば引用して

いる。 

法相宗の五姓各別の立場から、法華経方便品に説かれる三乗方便・一乗真実の思想は、声聞・縁覚・菩

薩のいずれにもまだ定まっていない不定種姓（性）の者を菩薩へと導くための方便の教えであり、かえ

って三乗真実・一乗方便が正しいと主張した。 
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第四章 法華文句        ← （妙法・蓮華・経体）への批判 

第二部 一乗思想について     ← 三乗思想 

第一章 法宝の一乗説        「五種姓差別」の主張 

第二章 華厳の一乗説        「畢竟無性を建立」「無種性の有情を示す」 

（３）『守護国界章』の文章構造 

最澄撰『守護国界章』は、徳一『中辺義鏡』に対する反論書である。その文

章構造が複雑で読みがたい。 

【１】 麁食者曰く……『守護国界章』本文 ※麁食者＝徳一を指す 

【２】 彼曰く…………『中辺義鏡』本文  ※彼＝『一乗義集』（仮称）の本文 

【３】 『一乗義集』（仮称）の本文 

【４】 今謂く爾らず…【３】に対する反論＝『中辺義鏡』の中心文章 

【５】 弾曰く…………【４】に対する反論＝『守護国界章』の本文 

（４）『守護国界章』以降の論争のながれ 

◎最澄の著 

『決権実論』（←法華秀句に名が出る＝秀句の前の著述となる） 

『法華秀句』……弘仁十二年（821）撰述 

◎徳一の著……いずれも現存せず 

『中辺義鏡』『恵日羽足』『遮異見章』 

※法華秀句に 1回、決権実論に２回、書名が出る。 

※鎌倉時代 笠置貞慶『法華開示抄』……「遮異見章」の引用 

『遮異見章』……守護国界章に対する反論書とわかる。 

『恵日羽足』……源信『一乗要決』に 3か所引用あり 

 ⇒法宝一乗義に対する反論 

『中辺義鏡』『遮異見章』『恵日羽足』……仏性問題に触れる内容 

  最澄                  徳一 

『一乗義集』（仮称） ←──反論─── 『中辺義鏡』 

                

  『守護国界章』（九巻）   反論 

    上三 

    中三 

    下三（仏性に関する三一権実論争）←─『遮異見章』 

                      『恵日羽足』 

  『決権実論』（一巻）    反論 

  『法華秀句』（五巻） 

（５）『法華秀句25』5巻 

 

25 法華秀句……最澄撰。3巻または５巻。弘仁 12年（821）成る。法相宗徳一との最後の論争書。法華

経のすぐれている点を 10章に立てて述べる。上巻（本末）は法華経に仏は真実を顕しているという第 1
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『法華秀句』５巻……法華十勝を説く 

┌上の本┬─第一勝 

├上の末┘ 

├中の本┬─後世に他著が混入した可能性があると指摘（法華十勝を説いていない） 

├中の末┘  ※『守護国界章』の別添本か？ 

└下────残り九勝 

       ◎法華十勝……法華最勝を強力に打ち出す 

        │仏がすでに法華経において真実を明かしていることを徳一の反論に応

↓酬するかたちで論述 

        法華経に説く「一切皆成」の説こそが正しいことを論ず 

         ↕ 

       ※「一分不成仏」を主張する法相教義を真っ向から否定する。 

（６）最澄と徳一の論争とは……主題は「法華経」のあつかい 

多方面・多要素にわたる詳細な対論 

天台……『法華経』を真実の経典と見る。 

法相……『法華経』を方便の経典と見る。 

 ↓ 

釋迦の真意は、どちらなのか？ 

 ⇒「法華権実」の論争（「一乗」対「三乗」の論争）＝一三権実論争 

 ⇒法華経の権実論争 

徳一……法華経＝権・一乗＝方便 

最澄……法華経＝真・一乗＝真実 

③ 最澄にとっての徳一との論争とは 

『法華秀句』撰述の翌年（弘仁十三年 822）六月 ⇒ 最澄遷化 

◎「法華一乗真実」を主唱する論争を通じ、最澄独自の思想が確立 

   ↓ 

「天台法華宗最勝」（法華独尊思想） 

⇒「諸宗にすぐれた天台法華宗」と表明 

５、 最澄教学の形成と徳一との論争～最澄教学の特色 

① 法華最勝思想 

最澄………三乗思想を信奉する衆生をも救済することのできる法華最勝思想を確か

↓   なものにしていく 

法華経……すべての人々を救う一乗の教えであること 

 ⇒教学面・現実の救済の面 

 

章を形成し、守護国界章や通六九証破比量文を受けて論争が展開され、すべての人が成仏できることを

主張している。下巻に 9章含まれ、即身成仏などが記されている。なお現行本中巻は、元来『法華輔

照』という別な著作であった。 
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  両方を視野に入れた論争へと展開 ⇒ 「円機」 

円機………法華円教によって救われる機根 

② 最澄の教判 

（１）最澄教判の特色 

【１】 経宗・論宗…………………………………… 『延暦十二年上表文』 

【２】 迂回道・歴劫道・（大）直道…………………『守護国界章』 

【３】 歩行迂回道・歩行歴劫道・飛行無碍道…… 『守護国界章』 

【４】 五種菩薩……………………………………… 『決権実論』 

【５】 因分・果分…………………………………… 『法華秀句』 

【６】 経宗・論宗・法華経宗……………………… 『法華秀句』 

（２）最澄教判の特徴 

【１】【６】経宗・論宗・法華経宗 

「三論・法相二家は論を以て宗となし、経を宗となさず」（論宗） 

「天台独り論宗を斥けて特に経宗に立つ」 

※法華経宗 ⇔ 華厳経宗 

【２】最澄の修行道（迂回道・歴劫道・大直道） 

【３】歩行迂回道・歩行歴劫道・飛行無碍道 

 ↕ 

徳一「止観論」との対比 

③ 最澄の修行道の教判 

大直道……直道修行により速疾に成仏する 

 ↕ 

迂回道……まわり道 

歴劫道……無限ともいうべき長い時間をかけて修行すること 

無碍道……自由自在であること 

徳一「止観論」（仮称）……『瑜伽論』を引用して自己の実践を明示 

    〇多分小乗の止観 ← 歩行の迂回道 

    〇多分菩薩の止観 ← 歩行の歴劫道 

    ⇒最澄の批判「教のみ有って修する人なし」 

④ 法華独尊思想の樹立（『法華秀句』） 

法相宗所依……方等十二部経      ※法相三論華厳……南都の中心三宗 

三論宗所依……摩訶般若   ⇒  倶に歴劫行を説いて未だ大直道を知らず 

華厳宗所依……華厳海空        ↓ 當に知るべし 

「歴劫修行の頓悟の菩薩は、終に無上菩提を成ずるを得ず」 

「未だ菩薩の大直道を知らざるが故に」 ※いまだ大直道を知らないと論断 

◎最澄のきびしい他宗批判……極度な排他思想 

「天台法華宗の教えによる大直道を修することができれば、南都諸宗の行者たちも

無上菩提を成ずることができる」という自信からくる“きびしさ” 
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◎最澄の教判……天台法華宗は無上菩提を証しうる大直道を説く教えであることを

強調⇒しかも、諸宗の中で最勝と成りうると断言。 

※徳一との論争を通して、最澄の大直道思想が変化 

『守護国界章』……理論論争 『法華秀句』……実践論争 

⇒最澄における「法華最勝」の思想を具現化したとみられよう。 

   『法華秀句』        《成熟の時至る》 

     歴劫修行┬─利根菩薩……無量義経を聞き、険径の路を廻して大直の道に向かわん 

│（不定性二乗） 

         └─鈍根菩薩……法華経を聞き、大直道に向かわしむ 

          （定性二乗） 

⑤ 円機已熟思想 

円機……法華経の教えを受けることのできる機根 

※円機が今、純熟した（円機已熟思想） 

『依憑天台集』……「我が日本天下、円機已に熟し円教遂に興る」 

『守護国界章』……「当今の人機、皆な転変して都て小乗の機なし 

          正像やや過ぎ已って末法甚だ近きに有り 

          法華一乗の機、今正に是れ其の時なり」 

◎最澄の円機已熟思想が、『法華秀句』において、南都諸宗をも取り込んで、一切

成仏への大直道となりうる教えとして表明された「法華経宗は諸宗の中の最勝な

り」という法華独尊思想を樹立。 

 ↕ 

最澄が、徳一との「法華権実論争」を通して、その独自な思想を徐々に確立化して

いった面が明確化してくる。 

 

【補足説明】 

徳一論争における互いを罵倒する表現……「法華経のこころ」を知らぬ者に対する表現とみるべき。 

御遺誡の言葉遣いの違いは、そこにあろう。 

「法華経は常住仏性を以て咽喉となす」（『法華秀句』伝教大師全集３・278） 

「然法華經。以常住佛性。爲咽喉。以一乘妙行。爲眼目。以再生敗種。爲心腑。以顯本遠壽。爲其命」 

「當に知るべし、佛慧の機は本法を信じて而も修学し、三乗の機は本法を謗りて而も墜堕することを。

是の故に、釈迦、余の深法の中に、示教利喜す。三が中の大乗、通別の教等を、余の深法と為す。倶に

大乗なるが故に、小乗の益を許さざるが故に。 

然るに法華経は、常住仏性を以て咽喉と為し、一乗の妙行を以て眼目と為し、再生敗種を以て心腑と為

し、顕本遠寿を以て、其命と為す。 

而も却って唯識の滅種を以て、其の心を死し、婆娑の菩薩を以て、其の目を掩い、寿量を以て釈疑を為

して、其の命を断じ、常住を以て遍せずとして其の喉を割く。三界八獄を以て大科と為し、斯を形して

小と為し、一乗の四徳を以て小の義と為されば会帰すべき無し。以て論ずるに、諸例識るべし。 

明らかに知んぬ、玄賛の家（法相宗）は、法華の心を死し、法華の眼を掩い、法華の命を断じ、法華の
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喉を割くことを。……」 

 一切衆生悉有仏性……すべての衆生に仏となる本性があるという教説。大乗の涅槃経の出典。 

 仏性は、仏の因の意。衆生の中にある仏と同じ徳性で、それが成仏を可能にする。しかもそのような

可能性がすべての衆生に例外なく平等にあると説くところに、この教説の特色があり、中国・日本の仏

教に大きな影響を与えた。 

 ただし、経自体には、この定言のあとに「ただし、一闡提を除く」と付加する。一闡提はこの場合、

仏法を謗るもの、不信の徒をさす。しかし、経（大本涅槃）の後半では一闡提の成仏も認める。 

 本覚思想……「本覚」をキーワードとして、東アジアにおいて展開した仏教思想の一形態。比較的近

年に一般化した用語であり、そのために研究者によって定義が異なり、必ずしも合意を見ていない。狭

義には、日本の中世天台において展開した本覚門の思想を指し、天台本覚思想と呼ばれる。広義には

「本覚」をキーワードとして展開する思想を広く指す。 
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