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慈雲の法統 

─「正法律」の位置づけをめぐって─ 

 

秋山 学 

 

＊序＊ 

江戸時代中・後期，正法律運動を興して仏教界の刷新に専心した慈雲尊者飲光（1718

－1804）は１

慈雲が「正法律」を掲げ，その内実として，出家者・在家者双方に通じる「十善戒」

を説いたことは周知の事実である．ただ，慈雲が河内葛城の高貴寺を正法律一派の総

本山とし，その認可が下りたのは 1786 年であり，この運動の端緒はそれを遡ること

40 年ばかり，1745 年に高井田の長栄寺を結界し，翌 1746 年に愛弟子の愚黙（1727－

1751）に具足戒を授け，1749 年に「根本僧制」５条を定めた時期に置かれる．こうし

て，慈雲が自ら弟子たちに授戒を行ったのは，「四分律」に基づく鑑真（688－763）以

来の古式を復興させてのことであったとされる．もっとも慈雲自身が野中寺で具足戒

を受けた 1738 年当時からの経緯を探ると，いくつか不明な点が浮かび上がる．慈雲自

身にとっての野中寺での受戒はどのような形式に拠るものであったのか，また慈雲に

よる授戒の系統はいかなるものであったのか，そして慈雲自らは法統をどのように理

，『梵学津梁』全１千巻の編纂をもってわが国の仏教史上に燦然と輝くが，

若くして「釈迦在世中のあり方に倣う」正法律運動の創唱者となった．彼の生涯にわ

たる著作と活動，すなわち悉曇学，『方服図儀』や『南海寄帰内法伝解纜鈔』の執筆，

そして雲伝神道に至るまで，これらはそのどれをとってみても，古の伝承を現在によ

みがえらせ，旧風をもって汚濁の現世を改革するという精神性に倣ったものである．

悉曇学は印欧語源比較文法学の萌芽であり，初期仏教の知識は，マウリヤ王朝（前 317

－180）当時のインドにおけるギリシア勢力との接触（e.g.セレウコス朝ニカトルによ

るインド侵入）を歴史的に俯瞰する上で有益である．だが何よりもまず，慈雲の活動

はわれわれにとって，古代学の前提となる〈時代遡及のための持律〉の必要性を示す

という点で貴重な範例だといえよう． 

                                                
１ 古典古代学の祖としての慈雲の意義については，拙稿「慈雲と華厳思想」（『古典古代学』創刊

号, 1-27 頁, 2009 年），および「慈雲『南海寄帰内法伝解纜鈔』の現代的意義」（筑波大学文化批評

研究会編『テクストたちの旅程─移動と変容の中の文学─』146-166 頁，花書院，2008 年）を参照． 
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解していたのか，などといった点についてである．本稿は以上のような諸点をめぐり，

慈雲の「正法律」がいかなる戒律伝承の下に置かれるのか，そして精神史上，戒律復

興運動の末期に位置し，それまでの復興運動を総括する立場にある慈雲の意義が，ど

のような点において立証されるのか，といった問題を明らかにすることを目指すもの

である２

いま試みに『佛教大辞典』の記述を参照してみると，「正法律」の項目には「真言

宗の戒律にして延享年間河内高貴寺の慈雲が主唱せし所なり．大小乗の戒法に密教を

加味したるものにして袈裟裁製の法等に至るまで厳重に定むる所あり」とあり，末尾

に〔「真言律宗」参照〕とある

． 

３

1739（22 歳） 年初，忍鋼（1671－1750）の後を襲い，法楽寺住職となる．３月，忍

．一方「真言律宗」の項目を参照すると「真言の宗義

に依りて大小乗の戒律を修学する宗旨．興正菩薩叡尊の創唱せし所にして西大寺を総

本山とす」とあり，「又後に至りて正法律とも称す」と付記されている．そして同項目

の「教義」の部分を参照すると「此宗は已に鑑真の旧律を復興して真言秘教に従属せ

しむる所なれば，四分・梵網・瑜伽・有部の戒本より，道宣の三大部をもって戒律の

依憑とす」とある． 

慈雲の提唱した「正法律」は，すでに過去の存在と化していて，現在彼の法灯を継

ぐ教団は存在しないと言ってよい．したがってこれを評価する際に「真言律宗」の中

に組み入れる方法もあれば，律宗の一派と捉える考え方もあろう．上掲の『佛教大辞

典』は，その前者の方向性に倣ったものである． 

 

＊１．慈雲の活動 略年表＊ 

まず，慈雲の成人前後からの年譜を，戒律関係に限って確認しておこう． 

1736（19 歳） 『四分律』500 結集の文を読んで菩提心を起こし，禅を修する．冬，

野中寺にて秀岩に従い沙弥戒を受ける． 

1737（20 歳） ３月，野中寺にて秀岩に従い秘密灌頂を受ける． 

1738（21 歳） 貞紀に従って西大寺流の深奥を受け，四律五論および南山の疏鈔（「律

三大部」；1750 年の注記を参照）を研究する．11 月野中寺にて自誓受による具足戒

を果たす． 

                                                
２ 慈雲の正法律をめぐる新しい研究として，沈仁慈『慈雲の正法思想』（山喜房佛書林，2003 年）． 
３ 小野玄妙編纂『仏書解説大辞典』（大東出版社，1964 年）． 
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鋼より西大寺流伝法灌頂，両部神道を伝授される．法弟の松林，具足戒を受ける． 

1741（24 歳） 松林に法楽寺を譲り，信州正安寺の曹洞宗大梅禅師の許で坐禅に励む． 

1744（27 歳）4 月，忍鋼より長栄寺を託される． 

1745（28 歳）4 月，寂門に沙弥戒，愚黙に菩薩戒を授ける．10 月長栄寺を結界，僧坊

とし，沙弥の即成をあわせて４比丘が揃う． 

1746（29 歳）７月 愚黙に具足戒を授ける． 

1747 即成は野中寺で， 

1748 寂門は長栄寺で具足戒を受ける． 

1749（32 歳）『根本僧制』５条を草す． 

1750 4 月 『四部律行事鈔』（道宣〈596－667〉の著書；他に同著者による『四分律

戒本疏』（「戒疏」），『四分律羯磨疏』（「業疏」）と併せ「律三大部」とされる）を講

ず． 

1751 愚黙，即成あいついで死去． 

1752 『方服図儀』． 

1753 『枝末規縄』． 

1754 『四分律』を講ず． 

1756 春，法隆寺で聖徳太子の袈裟を検証． 

1758（41 歳） 5 月～7 月の間『南海寄帰内法伝解纜鈔』７巻を不動寺にて完成；雙

龍庵を結ぶ． 

1760 『方服図儀講解』． 

1761 雙龍庵時代法語１～９． 

1762 雙龍庵時代法語 10～39． 

1763 雙龍庵時代法語 40～50． 

1763 『綱要』． 

1764（47 歳） 『根本僧制』の第４条について草す． 

1765 『七九略抄』５巻，『七九又略』１巻，『七九国字抄』10 巻． 

1766 雙龍庵時代法語 53 において「今後は法を説くまい，付法は護明比丘に付属する」

と宣言． 

1771（54 歳） 雙龍庵時代終わり；京の阿弥陀寺へ． 

1776（59 歳）高貴寺へ． 



 82 

1779 『教誥』． 

1783 『表無表章随文釈』５巻成る． 

1786 『高貴寺規定』13 条成る． 

 

上の年表に見るように，慈雲は弟子の具黙には菩薩戒から具足戒へという階梯を辿

らせている．おそらくこれらのうち，前者菩薩戒は，後に述べる〈通受〉，後者具足戒

は〈別受〉の式に拠ったものと思われる．ところが，それに先立つ慈雲自身の受戒の

際には，具足戒しか見当たらない．これは慈雲が「通受・具足戒」を受具したことを

暗示すると思われ，したがって慈雲自身にとっての受戒の次第に関して，慈雲が授戒

する際には変革をおこなったと考えられる．この点について次節で考察する． 

なお上掲 1738 年の記事に「四律」とあるのは，『四分律』60 巻〔法蔵部（曇無徳部）

の律；大正 No.1428，以下同様〕，『五分律』30 巻〔弥沙塞部（化地部），No.1421〕，

『十誦律』61 巻〔薩婆多部（説一切有部），No.1435〕，『摩訶僧祇律』40 巻〔摩訶僧

祇部（大衆部），No.1425〕を指し，別に『根本説一切有部律』18 部 194 巻〔根本説一

切有部，No.1442〕が「新律」として挙げられる．また「五論」とは，『薩婆多毘尼毘

婆沙』（９巻，大正 No.1440），『薩婆多部毘尼摩得勒伽』（10 巻，No.1441），『律 二十

二明了論』（１巻，No.1461），『善見律毘婆沙』（18 巻，No.1462），『毘尼母経』（８巻，

No.1463）の５部を指す． 

 

＊２．具黙への授具をめぐって＊ 

1746 年 7 月，慈雲による愚黙への具足戒授戒の際，愚黙は 20 歳であった．したがっ

てこれは，おそらく彼が成人するのを待っての儀式であったと思われる．それは鑑真

招来による古式に則った「三師七証による別受」であったと想定されるが，ここに一

つ問題が浮かび上がる．それは，もし「三師七証による別受」であったとすれば，三

師すなわち戒和上，羯磨師，教授師を必要とするが，その各々について資格が定めら

れており，慈雲は戒を授ける際に，いかなる役割を担ったのかという点である． 

この問題を考えるために，後に慈雲が注解の筆を執ることになる『南海寄帰内法伝

解纜鈔』の記事を参照することにしよう．この記事は『解纜鈔』の注解巻第五に収め

られている．『寄帰伝』原文中では巻第三第 19 章の箇所に該当する．慈雲は 1758 年に

この『解纜鈔』を完成させているが，その原著者義浄（635－713）は説根本一切有部
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所伝の律（新律）を紹介したことで意義づけられる．慈雲は有部律の研究にも余念が

なかったが，これには空海（774－835）が『三学録』において有部律の学習を奨励し

たことも関係すると思われる４

「兼羯乃至定年とは，此れ亦旧律に異なり，四分等の行事は，羯磨屏教の二師は必

ず五夏満を須（もち）ふ．明了論の中には，羯磨師は七夏満を須（もち）ひ，屏教は

五夏也．此等は是部別也．兼羯磨師とは，正しく戒体を授け，白四羯磨を兼ねる者也．

屏教とは，旧には教授と云ひ又は威儀師と云ふ．此の人受法の進退を教ふ．故に威儀

師と名づく．此の人屏処在りて十三難事等を問ひ，又壇上に教へて乞戒せしむ．故に

屏教師と云ふ也」

．慈雲は，根本説一切有部律を「新律」，鑑真が伝えた

南山律宗による四分律系のものを「旧律」とし，『寄帰伝』中，羯磨に関する箇所に関

して旧律と新律の慣例の相違を挙げ，注を加えている． 

まず『寄帰伝』の本文である．「凡そ親教師と為る者は，須らく住位にし十夏を満

足するを要すべし．兼羯磨師及び屏教の者，ならびに余の証人は，ならびに定年なし．

幾ばくかは事，解律清浄にし中辺数満たすべし」．これに対して慈雲は次のように註解

する． 

５

上述のように，慈雲は 1738 年，野中寺にて自誓による具足戒を受けたとされる．

すると，この 1746 年までに，どのように計算しても十夏を経ていないことになる．具

黙の具足戒は，これが三師による別受として〈古代以来久しく断絶していた制の再興〉

であり，「当山授戒のはじめなり」とされる．そうであればあるだけ，その式は復古を

旨とし，規律に沿ったものでなければならなかったはずである．すると慈雲が具黙の

授具戒に際し，その戒和上を務めたという可能性はありえず，戒和上を務めうるのは，

慈雲自身の師でもある忍鋼（当時 75 歳）しか残らない．忍鋼は 1750 年に遷化してい

． 

上の一節において，親教師は戒和上，屏教師は教授師と同義である．『寄帰伝』本

文には戒和上についての記述があるのに対し，慈雲はそれには注記を加えず，羯磨師

および教授師について新旧律の相違を注記する．つまり旧律も新律も，『寄帰伝』本文

にあるとおり，戒和上となるために十夏を要すという点に関しては相違がないのであ

る． 

                                                
４ 浅井證善『真言宗の清規』（高野山出版社，2003 年）．異説については，唐招提寺編『唐招提寺』

（学生社，1998 年新装版），156 頁． 
５ 『慈雲尊者全集』第４巻，340 頁． 
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るが，この当時は健在であったろう．一方慈雲自身は，受具より七夏を経てすでに条

件を満たしていた兼羯磨師を務めたのではないかと推測される．慈雲は上に引いた一

節でも，兼羯磨師のことを「正しく戒体を授け，白四羯磨を兼ねる者」としてその意

義の大きさを評していた．そして残りの教授師には，法弟として法楽寺を譲った松林

（－1781）が務めたものと考えられよう． 

このように推測すると，当時慈雲が正法律の根本道場として開いたのは長栄寺で

あったにしても，法統を継承する上では，出身の野中寺や法楽寺からの応援をまだ必

要としたことがうかがえる．実際，1748 年には再び長栄寺にて寂門が具足戒を受ける

ことになるが，その前年には即成が野中寺で具足戒を受けている．このことは，まだ

これらの寺が相互関係を保っていたことを表しており，具黙の授戒式をめぐる上述の

ような推測を裏づけることにもなるだろう．そして，すでに長栄寺の慈雲門下にあっ

た即成が野中寺で具足戒を受けたということは，その儀式もやはり三師七証形式に

拠ったであろうと推測されることから，長栄寺での具黙への授戒を発端として，これ

ら忍鋼あるいは松林といった〈大・野中寺系〉の一門に，慈雲による戒律復興運動が

浸透し始めたことをうかがわせる．そのような動き全体を指して発せられたのが，「当

山授戒のはじめなり」という重い想起であったものと推測されよう．当時の寺風に関

して慈雲は，後に「佛在世の軌則を違えぬ様に，具黙，即成，寂門など志を合わせて

勤められた」（法語集 53，1766 年）と思い起こしている．残念なことに，ここに名の

挙がる若き比丘たちのうち多くは早世し，1751 年に具黙，即成が相次いで示寂する． 

 

＊３．具足戒と菩薩戒＊ 

ところで慈雲はこの 1746 年，略伝によれば「別受羯磨規則」を創制したと伝えら

れる．これに該当するものは，全集の中には明記された形では見当たらない．ただ全

集第６巻の 99 頁以下には『授戒法則上下』が収められ，その中の「大戒規則」が「別

受」でもあることから，おそらくこれに相当するものと考えられる．一方翌々年５月

には「自伝」に「受戒篇を講ず」とあり，７月には同奥書により「受戒篇２巻を編す」

とされている．したがって，「授戒法則上下」の中の「授大戒義」が，具黙に授けた具

足戒の実際を表しているものと考えてよいだろう．慈雲が復古をめざして改めた後の

次第に関して，今ここにその中核部を引用してみよう． 

慈雲の「授大戒儀」は，『授戒法則上下』のうち 152 頁より 179 頁に及んでいる．
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1759 年の成立とされるこの式次第は，慈雲の提唱になる正法律一派の授戒作法を伝え

る体系的な記録であり，上巻には三帰，五戒，八斎戒，同自誓受，十善戒，菩薩戒の

６授戒法則を収め，下巻には出家作法，同結縁剃刀式，形同沙弥受戒作法，法同沙弥

受戒式，授大戒の５則を収める．このうち，上巻に収録された十善戒と菩薩戒，およ

び下巻に収められた大戒の授受式次第を主たる典拠に，慈雲の法統を探ることが可能

である． 

まず具足戒とは，比丘・比丘尼，すなわち正式に出家した男女が，僧伽という集団

内で守るべき戒律の学処を総称したものを意味し，東アジアの漢訳文化圏では『四分

律』に従い，それぞれ 250 条，348 条とされた．その受戒に関しては，出家して僧伽

に所属するために，一定の手続きを踏んだ上でこの具足戒を受けるものとされる．こ

の具足戒は，〈白四羯磨〉形式で授受され，羯磨と呼ばれる部分で具足戒を授けるとの

文言を述べるのが中心であるが，後に教団追放に処せられる〈波羅夷法〉と，僧伽の

基本的生活規定である〈四依法〉を受者に誓わせる儀式が付随するようになった． 

一方菩薩戒とは，菩薩を特色づける戒のことであり「大乗戒」と同義とされる．菩

薩戒は在家にも出家にもありうるものであり，僧伽の構成員を形成する七衆（優婆塞，

優婆夷，沙弥，沙弥尼，式叉摩那，比丘，比丘尼）を特色づける戒が〈七衆戒〉と総

称されるのに対し，菩薩の特色となる戒が〈菩薩戒〉と総称される． 

仏教史の流れの上では，まず出家者すなわち声聞を中心とする宗教として上座部仏

教（いわゆる小乗仏教）が現れる．これに対し紀元前後のころより，「菩薩」というあ

り方を唱え，在家運動的な相貌を伴って現れた大乗仏教は，出家者集団の規則である

〈律〉の領域にも刷新をもたらさざるを得なかった．その結果現れたのが『瑜伽師地

論』であり，さらにこれが中国に伝播して成ったのが『梵網経』である．『瑜伽師地論』

第 40 巻に説かれる〈三聚浄戒〉，すなわち摂律儀戒〔すべての悪を断ず〕，摂善法戒〔す

べての善を実行す〕，饒益有情戒（摂衆生戒）〔すべての衆生を救済す〕が菩薩戒の典

型であり，同様に『梵網経』にも菩薩戒が盛り込まれた．この〈三聚浄戒〉は『華厳

経』に初出し，各々が止悪・修善・利他の行として特徴づけられる．『華厳経』系の経

典と位置づけられる『梵網経』に〈三聚浄戒〉が見られるのはごく自然な流れと言え

る．大乗仏教では，摂律儀戒のうちに小乗戒を含まないのが特徴であるが，『瑜伽論』

と『梵網経』における戒の細目は若干異なり，『梵網経』では〈十重四十八軽戒〉，一

方『瑜伽師地論』では（不適当とされるものの）〈四重四十二軽戒〉として取り出され
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る．梵網戒の十重禁戒とは，不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語／不酤酒・不説罪過／

不自讃毀他・不慳貪・不瞋恚・不謗三宝の十種を指す．このうち前四重は律蔵の四波

羅夷法に一致し，後四重は『瑜伽師地論』の四他勝処法（＝四重；貪求利敬讃毀戒，

性慳財法不施戒，長養忿纒不捨戒，愛楽像似正法戒）に一致する６

わが国では，８世紀に鑑真が戒律の伝承を意図して東大寺に戒壇院を開いたとき

（755 年），その儀礼は，小乗の曇無徳部が奉ずる『四部律』を基に，道宣が大乗の観

点から他律をも援用して提唱した南山律宗のものであった．これに対し，比叡山に天

台宗を開いた最澄（767－822）が，それはやはり小乗の律に依るものだとして反発し，

． 

                                                
６ ちなみに『梵網経』の四十八軽戒とは，不敬師長戒・飲酒戒・食肉戒・食五辛戒・不挙教懺戒・

住不正法戒・不能遊学戒・肯正向邪戒・不瞻病苦戒・畜殺生具戒・通国使命戒・悩他販売戒・無

根謗毀戒・放火損生戒・法化違宗戒・貪財惜法戒・依勢悪求戒・虚偽作師戒・闘諍両頭戒・不救

存亡戒・不忍違犯戒・慢人軽法戒・軽蔑新学戒・怖勝順劣戒・為主失儀戒・領賓違式戒・受他別

請戒・自別請僧戒・邪命養身戒・詐親害生戒 ／ 不救尊厄戒・横取他財戒・虚作無義戒・退菩

提心戒・不発願戒・不生自要戒・故入難処戒・坐無次第戒・不行利楽戒・摂化漏失戒・悪求弟子

戒・非処説戒・故違聖禁戒・不重経律戒・不化有情戒・説法乖儀戒・非法立制戒・自破内法戒 で

ある．なお慈雲は，／の前後に関して，前者を摂善法戒（三十戒），後者を饒益有情戒（十八戒）

に割り当てる． 

一方『瑜伽師地論』の四十二軽戒に関して，慈雲はこれを計四四戒と数えるが，それは不供礼

讃三宝戒，利養恭敬生著戒，不敬耆長有徳戒，憍慢不受請施戒，嫌恨不受重宝戒，嫌恨不施其法

戒，棄捨犯戒有情戒，遮罪共諸声聞戒，遮罪不共声聞戒，性罪一向不共戒，求利昧邪命法戒，掉

動心不寂静戒，不欣涅槃厭惑戒，悪称誉不護雪戒，応行辛楚不行戒，罵瞋打報罵等戒，侵犯若疑

不謝戒，他侵来謝不受戒，懐忿堅持不捨戒，貪供事御徒衆戒，懈怠耽眠臥倚戒，談説世事度時戒，

憍慢心不求禅法戒，忍受五葢不捨戒，貪昧静慮為徳戒，不許学小乗教戒，棄菩薩蔵学小戒，佛教

未精学異戒，越正法翫外論戒，甚深真実義不信戒，愛恚自讃毀他戒 ／ 説正法不住聴戒，於説

法師毀笑戒，所応作不為伴戒，病苦不住供事戒，行非理不為説戒，不知恩不酬報戒，失財等愁不

開解戒，求飲食等不給戒，摂徒衆不教供戒，於他不随心転戒，他有徳不顕揚戒，可呵責等不作戒，

応恐怖等不作戒 である．慈雲は／の前の戒を摂善法戒，後者を饒益有情戒と解していると思わ

れる（後述）．なお『梵網経』に関しては石田瑞麿『梵網経』（佛典講座 14，大蔵出版社，1971 年）

を，また「四分律」については佐藤密雄『律蔵』（佛典講座４，大蔵出版社，1972 年）を参照． 
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大乗戒壇の設置を上申して，その没後 822 年に認可されたことはよく知られている．

この際最澄が拠りどころとしたのが『梵網経』であった．この大乗戒に対して，南都

の側からは繰り返し戒律復興の動きが起こり，13 世紀には叡尊（1201－1290）と覚盛

（1194－1249）が，16/17 世紀には明忍（1576－1610）が持戒の必要性を強調した．

江戸時代中後期の慈雲も，この戒律復興の流れにつながる律師である．その次第につ

いては後ほど確認しよう． 

なお上記の「授戒法則」に見られる八斎戒とは，不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・

不飲酒の「五戒」に，不塗飾香鬘・不歌舞観聴戒〔装身具をつけず歌舞を見ないこと〕，

不座広高牀戒〔高く広い寝台に寝ないこと〕，それに非時食戒〔昼を過ぎて食事をしな

いこと〕の３（４）戒を加えたもので，在家門徒が守る五戒に対し，六斎日（ないし

布薩の日 8,14,15,23,29,30 日７

                                                
７ 前田専學『ブッダを語る』（日本放送出版協会，1996 年），303 頁． 

）に寺に出かけて一昼夜守るべき在家の戒とされ，出家

に近い内容となっている． 

 

＊４．授具足戒の儀＊ 

以下，見出し形式により，慈雲による「大戒」全体の次第を概観しよう．数字は『慈

雲尊者全集』における掲載頁である．また〔 〕内には筆者による注記，あるいは特

記すべき句などを挿入する． 

まず冒頭に「曇無徳部別受具足．南山の疏鈔等に依りて出す」とあり，これが法蔵

部による『四分律』系に基づくもので，南山律宗を継受する鑑真による受戒の儀式で

あることを明らかにしている．「別受」という語彙の意味については次節に検討する． 

 

１．時鐘三（152） 

２．鐘四十（152） 

３．請師法（152）〔戒和上，羯磨師，教授師，証明師に関するもの〕． 

４．鐘百二十（155） 

５．誦遺教経（156） 

６．羯磨師験十縁（156）〔称量前事，法起託処，集僧方法，集僧約界，応法和合，簡

衆是非，説欲清浄，正陳本意，問事端緒，答所成法〕 



 88 

７．索欲問和（159）〔「僧集せりや否や．僧已に集せり．和合せりや否や．和合せり．

未だ具戒を受けざるものは出でたるや．此の中未だ具戒を受けざるもの無し．不来

の諸比丘は欲及び清浄を説きたるや．此の中欲及び清浄を説くもの無し．僧，今に

和合せるは何為になすところなるや．受具足戒羯磨なり」〕． 

８．差教授師法（160）〔単白羯磨による．単白羯磨とは，白（決議文）一回，すなわ

ち周知せしめるだけで白にいう行事が成立するもの〕．  

９．出衆問法（161）〔13 難 10 遮〕 

10．単白入衆法（165） 

11．乞戒法（166） 

12．戒師和問法（168）〔単白羯磨による〕 

13．正問法（168）〔13 難 10 遮；これは教授師が堂の外で行うとされる８

14．正授戒体法（170）〔白四羯磨による．白四羯磨とは，白（決議文）について３回

繰り返して賛否を問うもの．「善男子，汝遮難並びに無し．衆僧同じく共に随喜す．

当に汝に戒を与ふべし．但し深戒の上善は広く法界に周し．当に上品の心を発し上

品の戒を得すべし．何等か是れ上品の心，謂ゆる泥 洹果に趣き三解脱門に向かい三

聚浄戒を成就し正法久住せんがためにする．此を上品の心と名づく．それ塵沙の戒

法汝が身中に注ぐ．終に報得の身心をもって容受を得べきにあらず．応に発心の虚

空器量の身となし，まさに法界の善法を得べし．故に論にいはく，若し此の戒法形

色有らば，当に汝が身に入るに天崩地裂の声をなすべし．是れ色法にあらざる故に

今汝をして覚智せざらしむ．汝当に驚悚の意を発し上品慇重の心を発すべし．今汝

がために羯磨の聖法をなさん．此れは是れ如来の所制なり．塵沙法界の善法を発得

し汝が身心に注ぐ．汝これを知るべし」．「大徳僧は聴きたまえ．此の某甲は和尚某

甲に従いて受具足戒を求む．此の某甲は今，衆僧に従いて受具足戒を乞う．和上は

某甲なり．某甲は自ら清浄にして諸難事なしと説けり．年は二十に満ち三衣と鉢は

具せり．若し僧に時到らば，僧忍して聴け，僧は今某甲に具足戒を授く，某甲は和

上なり．白は是の如し」（171）．「白の法成れりや否や．白の法成就せり」．先の「白

は是の如し」の代わりに「誰か諸長老にして，〈僧は某甲に，具足戒を授く．和尚

は某甲なり〉を忍するものは黙然せよ，誰か忍せざるものは説くべし」を繰り返し

〕． 

                                                
８ 東野治之『鑑真』（岩波書店，2009 年），102 頁を参照． 
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た後，「羯磨の法成れりや否や．羯磨の法成就せり．此れは是第一（二，三）の羯

磨なり」（第一羯磨の後では「今十方法界の善法並びに皆動転す．当に欣心を起こ

すべし．怠意を生ずるなかれ」．第二羯磨の後では「今十方法界の善法並びに挙げ

て空中に集へる，雲の如し蓋の如し．余り一羯磨在り．第三羯磨竟に至りて当に法

界の功徳汝が身心に入るべし．汝当に虚空界を総る心を発し，三有の衆生を救済せ

んと縁し，並びに三世の仏法を護持せんとすべし」）．「僧は已に忍し，某甲に授具

足戒を与え竟われり．和尚は某甲なり．僧は忍して黙然せる故に，是の事を是の如

くに持す」（173）〕． 

15．説随相 法（174）〔＝四波羅夷法（175）．「汝一切淫を犯し不浄行をなすを得ず．．．．

汝是の中盡形壽なすを得ず．能く持つや」「能く持つ」，続いて「一切盗するを得ず」

「一切故意に衆生の命を断つを得ず」「一切妄語を得ず」と続き，これらに対して

も「能く持つや」「能く持つ」と締めくくられる．「四部律」によるこのような形式

での受戒は「盡形壽」，すなわち受者の生涯に限っての持戒であり，この点は，後

出の菩薩戒とは異なる〕． 

16．授四依法（176）〔糞雑衣住，乞食住，樹下住，陳棄薬住という４つの生活様式の

護持を誓約する部分〕． 

17．誦遺教経（178）． 

 

上掲式次第のうち，「白四羯磨」による 14．正授戒体法が，三師七証形式に依る授

具のなかでもっとも重要な部分である． 

 

＊５．通受と別受＊ 

さて，前節に掲げた「授具足儀」の冒頭に「別受」という語彙が見られた．これは，

上掲した三聚浄戒のうち，摂律儀戒のみを別けて受けることを意味する．これに対し，

三聚浄戒を一括して受けるあり方が〈通受〉とされた．この〈通受〉という方法は，

叡尊や覚盛が戒律復興を目指した時期にクローズアップされたものであり，それにと

もなって，鑑真から伝えられた従来の三師七証形式による受戒の方法が改めて〈別受〉

と名づけられた．この件をめぐっては，中世における戒律復興を辿っておかなければ

ならない． 

中世の南都では，戒律伝承の実質性が失われつつあったが，その中で興福寺出身の
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中川実範（？－1144）や解脱房貞慶（1155－1213），俊芿（1166－1227），それに戒如

（生没年不詳）へと，後の戒律復興に向けた潮流が整いつつあった．叡尊と覚盛はこ

の戒如の弟子である．二人は 1236 年９月，円晴（1180－1241），有厳（1184－1275）

とともに，『瑜伽師地論』の記述を論拠として，東大寺法華堂に参篭し，自誓受戒によ

り具足戒を発得するに至った．彼らは，当時東大寺戒壇院で行われていた授戒は，如

法ならざるものであり，それでは戒が伝持されないとして，自ら仏から直接戒を授か

る「自誓受」の式に拠ったのである（これにともない，自誓でない従来の形式は〈従

他〉と呼ばれた）．叡尊が遺した『自誓受戒記』によれば，彼らは「弥勒菩薩の自誓の

羯磨を誦し」とあり，ここから『瑜伽師地論』に出る三聚浄戒の自誓を行い比丘戒を

発得したものと推定される９

ところで，叡尊が独自に用いた受戒の用語として「円満戒」というものがある．こ

れは叡尊著『感身学正記』寛元３（1245）年の記録に見られるもので，「９月中旬，和

泉国の家原寺において法のごとく別受苾蒭戒を始行する．自分はその 13 日午後 8 時に

円満戒を受けた」と述べられる．叡尊と覚盛は，1236 年に上述の自誓受戒を果たした

後，９年目の 1245 年にこの円満戒を発得したとされる．ここで「別受苾蒭戒」とは，

大乗の比丘が受けるべき三聚浄戒のうち，摂律儀戒のみを受けることを意味し，「円満

戒」とは，通・別の授戒を成就し，人に戒を授ける資格をそなえることを意味するが，

当時の叡尊らは「戒本の規定により，比丘は通受戒を受けてのち 10 年目の安居（十夏）

にしてはじめて別受戒を受け，これにより通・別の受戒を成就し，はじめて人に別受

戒を授ける資格が備えられる」と理解していた

．後に 1738 年，慈雲も野中寺において自誓受具を果たし

たとされるが，これは以下に見るように，当時慈雲の属していた野中寺が西大寺派で

あったことから，西大寺派に属した明忍，さらに遡っては，西大寺を復興させた叡尊

に発する自誓受の形式を継承したものと考えられる．慈雲にあっては，上掲した「授

戒規則」のうち，菩薩戒の受戒がこの自誓受によるとされているので，後ほどこれら

の次第について確認する．  

１０

                                                
９ 蓑輪顕量「戒律復興運動」（松尾剛次編『持戒の聖者 叡尊・忍性』〈日本の名僧⑩〉第 3 章 45
－73 頁，吉川弘文館，2004 年），52 頁． 
１０ 長谷川誠編『金剛仏子叡尊感身学正記通釈』（長谷川誠編著『興正菩薩御教誡聴聞集・金剛仏

子叡尊感身学正記』105－235 頁所収，西大寺刊，1990 年），151 頁注を参照． 

．それにもかかわらず叡尊と覚盛が

９年目，すなわち十夏よりも期間を１年間繰り上げて円満戒式を実施した理由につい
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ては，その前年覚盛が「自分は明年まで生きていないかも知れず，十夏以前が得罪な

のであれば，授戒ののち懺悔しよう」１１

上に引いた一節は，〈通受〉の時点で受ける三聚浄戒中の摂律儀戒をもってすでに

受具であるが，10 年を経てもう一度〈別受〉のかたちで受具する必要がある，と叡尊

らが理解していたことを前提としている．この際，当然〈別受〉で授けられるのは，

従来の『四分律』に基づく二百五十戒である．ところがもう一方で，先に〈通受〉と

して措定されている受具の式は，実際には『梵網経』に依る比叡山の大乗戒（＝菩薩

戒）受戒の場合とほとんど変わらなかったものと推定される

と主張し，これに叡尊も同意したことによる． 

１２．すると菩薩戒独自の

式次第が失われてしまう格好になるので，後に叡尊は，通受における受具に際して，

『梵網経』の〈十重四十八軽戒〉ではなく『瑜伽師地論』の〈四他勝処法；自讃毀他

戒・慳生毀辱戒・瞋不受謝戒・毀謗三宝戒〉および律蔵の七衆戒を出すことを試みた１３．

それと同時に，具足戒の効力が「盡形壽」〔受者の一生涯の間〕であるのに対して，菩

薩戒の効力が「尽未来際」〔未来永劫〕であることを根拠に，相互の通効を可能にでき

る，すなわち声聞戒である『四分律』の戒を大乗菩薩戒とし，別受の効力を尽未来際

にしうる，と考えたようである１４．ちなみにこの際，叡尊らは「先通後別」の順序に

従っているわけであるが，たとえば俊芿の場合のように，それまでの戒律復興にあっ

ては「先別後通」の順序が一般的であったとされる１５

慈雲の著作『授戒法則』上には「授菩薩法則」も含まれているので，以下に参照す

ることにしよう．これは「法則」の 119 頁－130 頁に収められている．以下に主要部

分のみ引用する． 

．「後別」をもって「円満戒」

とすることに関しては，菩薩行を基盤とするはずの大乗戒としてはいささか疑問が残

るが，その理由は上述のように，相互通効ということが念頭に置かれていたためと思

われる． 

 

＊６．授菩薩戒の儀＊ 

                                                
１１ 長谷川誠編『興正菩薩御教誡聴聞集』（前掲書 1－101 頁所収），51－52 頁を参照． 
１２ 前掲蓑輪論文，54 頁． 
１３ 同 58 頁． 
１４ 松尾剛次「西大寺叡尊像に納入された「授菩薩戒弟子交名」と「近住男女交名」（『南都仏教』

第 73 号 87－107 頁，1996 年），89 頁． 
１５ 沈仁慈「鎌倉時代における戒律復興運動の二形態」（『韓国佛教学 SEMINAR』第７号，182－
197 頁，1998 年），191 頁． 



 92 

①（121 頁）「善男子諦かに聴け．波羅提木叉とは，是れ遺法の大師なり．佛滅後に当

に波羅提木叉に依るべしと教ふ．此の戒に依りて諸の禅定及び滅苦の智慧を生むを

得．下人天有漏の報に従い，上三身の妙果に至るまで悉く此の戒に由りて生ぜずと

いふこと無し．然るに此の戒に二種有り．五八十具は声聞の戒なり．十重四十八軽

は菩薩の戒なり」． 

・瑜伽論に云はく「菩薩所受の浄戒は余の一切所受の浄戒に於いて最尊無上なり．無

量無辺の大功徳蔵之随逐するところ，第一最上善心意楽の発起するところなり．普

く能く一切有情に於いて一切種々の悪行を除滅すべし．一切の別解脱律儀は此の菩

薩律儀戒に於いて百分の一に及ばず千分の一に及ばず．数分計分算分喩分，乃至 鄔

波尼殺曇分，また其の一にも及ばず．一切の大功徳を摂受するが故にと」１６

・梵網に云はく「大衆心して諦信せよ．汝は是れ当成の佛なり．我れは是れ已成の佛

なり．常に是の如きの信をなさば，戒品已に具足しぬ．一切有心の者は，皆まさに

佛戒に摂すべし．衆生佛戒を受くれば即ち諸佛の位に入る．位大覚に同うし已れば

真に是れ諸佛の子なりと」

． 

１７

・「汝某甲善男子聴け．云々」 （124 頁）「此れは是れ第二の羯磨なり．今十方法界

の善法並びに挙げて空中に集まる，雲の如く葢の如し．第三羯磨の竟に至る時．法

． 

「然るに現身に七逆罪をなす者は受くを得ず．今当に汝に問うべし．汝当に実の如

く我れに答ふべし」． 

②七逆（122 頁）〔仏身出血，父殺し，母殺し，和上殺し，阿闍梨殺し，羯磨転法輪僧

破壊，聖人殺し のないことの確認〕． 

③（123 頁）「汝某甲善男子聴け．汝今，我が所に於いて諸々の菩薩の一切学処を受け，

諸々の菩薩の一切浄戒を受けんと欲す．謂ゆる律儀戒．摂善法戒．饒益有情戒なり．

是の如くの学処，是の如くの浄戒は，過去の一切の菩薩は已に具し，未来の一切の

菩薩は当に具すべし．普く十方に於いて現在の一切の菩薩は今具す．是の学処に於

いて是の浄戒に於いて過去の一切の菩薩は已に学し，未来の一切の菩薩は当に学す

べし．普く十方に於いて現在の一切の菩薩は今学す．汝能く受くるや不や．受者答

えて言はく，能く受く」．「此れは是れ第一の羯磨なり．今十方法界の善法普く皆動

転す．当に欣心を起こし怠意を生ずる勿るべし」． 

                                                
１６ 大正 No.1579，『瑜伽師地論』第 40，515 頁上段． 
１７ 『梵網経』盧遮那佛説菩薩心地法門品第十（偈）． 
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界の功徳汝が身心に入る．余に一羯磨在り．汝当に虚空界を總ふする心を発し三有

の衆生を救済し，并びに三世の仏法を護持せんと縁ずべし」． 

・「汝某甲善男子聴け．云々」 

・「次に受者於座を離れず，戒師於座より起ちて仏像の前に対し，十方現在の諸仏及

び諸菩薩に於いて恭敬供養し雙足を頂礼し是の白を作して言はく」 

・「仰ぎて十方無辺無際の諸世界の中の諸佛菩薩に啓す．今此の中に於いて現に某甲

菩薩有り．我れ某甲菩薩の所に於いて乃至三説の菩薩戒を受く．我れ為に証を作す．

唯願は十方無辺無際の諸世界の中の諸佛諸菩薩．第一真聖，現不現一切時処の一切

有情に於いて皆現に覚知したまえるは此の某甲受戒菩薩に於いて爾も為に証を作

したまえ」．（三説） 

・「戒師一礼し本座に復り，塵尾を執りて告を曰く」 

・「是の如く受戒羯磨竟しぬ．此れに従ひて無間に普く十方無辺無際の諸々の世界の

中に於いて，現在の諸佛已に大地の諸々の菩薩の前に入り，法爾の相現す．此の表

示に由りて是の如く菩薩已に菩薩所受の浄戒を受く．爾の時に十方の諸佛菩薩．．．」 

④戒相（125 頁）〔ここには『梵網経』の十重禁戒が充てられる．授者が「能く持つや

不や」と問い，受者は「能く持つ」と答える．これが終了すると，次のような句が

続けられる．「善男子，是れ菩薩の十波羅提木叉なり．応じて当に学すべし．中に

於いて一一に微塵の許の如きも犯するべからず．何のゆえに況や具足の十戒を犯さ

んや．若し犯有る者は現身に菩提心を発するを得ず．また国王の位転輪王の位を失

し，また比丘比丘尼の位を失しまた十発趣十長要十金剛十地佛性常住妙果を失す．

一切皆失して三悪道の中に堕し，二劫三劫に父母三宝の名字をも聞かず．是れを以

て一一に犯すべからず．汝今身より佛身に至るまで毀犯を得ず．能く持つや否や」．

「能く持つ」．「余の四十八軽戒及び菩薩の素怛纜蔵（経），毘奈耶蔵（律），摩咀理

迦蔵（蔵），まさに次第に学すべし．又まさに座禅し誦経し営事し福をなし，一切

衆生のために未来劫海を盡し一切法門の海を修習し一切功徳の海を獲得し一切衆

生とともに薩婆若海に安住すべし」． 

⑤回向発願〔「願以此功徳 普及於一切 我等与衆生 皆共成仏道」．最後の部分に「未

来劫海を盡し」とあり，これは「盡形壽」であった具足戒とは異なる〕． 

 

この菩薩戒法則の末尾には「唐招提寺能満印寂然拝誌」とあり，唐招提寺伝承の律
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宗の式次第と相違するものではなかったことがうかがわれる．また慈雲は，上記の三

聚浄戒について，『法語集』45「戒体」（1763 年 4 月）で，梵網の十重禁を摂律儀，48

軽戒の前 30 戒を摂善法，残りの 18 戒を饒益有情に当てる考えを示している． 

以上のように，慈雲における菩薩戒の戒相としては『梵網経』の十重戒が当てられ

ている．もとより慈雲は具足戒として，四分律に基づく授具への改革を行ったのであ

り，上掲の菩薩戒式次第は，その改革後のものである．覚盛，叡尊による自誓受戒に

発した戒律復興運動により，上述のようにそれまでの大乗菩薩戒授戒の式が具足戒と

なる動きが見られたが，慈雲による戒律復興運動によって，授具の次第は鑑真当時の

ものに復する一方，菩薩戒は再び菩薩戒として措定されることになった．もっとも上

掲の③にあっては，第一，第二，第三と羯磨を経てゆく際の唱句は，「余に一羯磨在り」

の部分が前後しているのみで，先に具足戒に関して見た際のものとほぼ同一である．

したがって慈雲による復古改革の結果，正法律による菩薩戒は，その戒相に関して本

来の「梵網経」系に復しつつも，受戒自体の意味づけとしては「羯磨」の方式を不可

欠な要因として取り込んだものと思われる．これにより，長栄寺の法統は，より唐招

提寺のものに一致することになったと考えられよう． 

 

＊７．戒律の系譜＊ 

 一方，『慈雲尊者全集』第６巻の末尾には，慈雲ら神下山高貴寺の一派が日々拠った

勤行の次第が「三時勤行法則」として収められている．その次第を次に見てみよう．

これは，朝・日中・暮の３時に礼佛勤行する法則を記したものであり，河内高貴寺一

派は今もこの法則により勤行すると付記されている． 

 朝：三礼 歎佛 坐禅 梵本普賢行願讃 宝篋印陀羅尼 上座呪願文 諸霊回向 

総回向 

 日中：三礼 歎佛 四分律序 上座呪願文 過去帳回向 回向呪願 回向文 三礼 

出堂 

 暮：三礼  歎佛 坐禅 梵網経（十重禁） 尊勝陀羅尼 上座呪願文 伝戒列名 総

回向 三礼 

 ここで注目されるのは，まず朝課に「梵本普賢行願讃」および「宝篋印陀羅尼」が

挙げられ，晩課でも「尊勝陀羅尼」が読誦されていることである．慈雲はもちろん『梵

学津梁』の編纂により，日本の梵字悉曇学を集大成した人物であるが，彼における悉
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曇は，いかなる伝承に由来するのであろうか．この問題について，戒学との関連を顧

慮しながら考察してみよう． 

中世以来，東大寺戒壇院，唐招提寺，泉涌寺，西大寺の四寺院は〈律門四派〉と呼

ばれることになった．このうち泉涌寺は北京律，それ以外の三派は南京律と称される

なか，西大寺は律密兼学を旨とし，「真言律宗」の総本山となった．「普賢行願讃」は，

慈雲が梵学に集中するきっかけとなった偈であるが，これは「四十華厳」の末尾部に

相当し，一般に広く用いられる「懺悔文」を含んでおり，慈雲は日々，この懺悔行を

梵本にしたがって行おうとしたものかと思われる．一方，戒律関係のものとしては，

日中課で『四分律』の序文が，そして晩課では『梵網経』の十重禁が読誦される．こ

うして慈雲は日々の勤行にあっても，小乗・大乗を併せた戒律を常に持し，密教梵学

に励み，青年期に信州正安寺にて打ち込んだ坐禅をも忘れない． 

上掲のように，暮の最後には「伝戒列名」が読み上げられる．これは高貴寺一派の

法統を日々確認する意味を持ち，その内実は，やはり全集第６巻に収められた「十善

の系統」と同一である．同全集に出る版によれば，開明門院所持本・慈雲尊者所持本

とも同種の系図を載せ，それには天竺の大迦葉以下５８人，支那の慧遠以下９人，日

本の如宝以下１４人が挙がるほか，法統が乱れたために仏法の庇護者として春日大明

神に付託される時期が二度見られる．このうち日本の伝承者としては，鑑真和上以下

如宝（739－815）－豊安（ －840）－道静－春日大明神（400 年間）－実範－覚盛－

証玄－凝然－雪心－志玉－春日大明神（450 年間）－明忍－真空了阿－慈忍慧猛（1613

－1675）－洪善普摂（ －1724）－忍鋼貞紀（1671－1750）と連ねられる．そして二度

現れる春日大明神には注記がある．まず前に出る分については「如宝・豊安・道静 こ

の三師我邦にて法を伝へありし也．時に南都北嶺の争い出来て諸宗に我相ふかく如法

をつぐ人なし．それゆえ春日大明神に附託也」とあり，実範について「この師戒法相

続のために春日社に参籠，神託を受けて法を伝へし也」と付記される．一方後の分に

ついては「志玉 本朝明朝両国の国師也．この時又如法の僧なく春日明神へ附託也」

とあり，明忍について「この人其師晋海僧正の指示によりて春日社に参籠，神託を受

けて法を伝へし也」と記される． 

このように，慈雲が継承した律の系譜には，二度にわたって春日大明神が登場し，

そこから再び法統が起こされている．このうち前者は実範に由来し，後者は明忍に遡

る．前者に関しては先に少しく見たが，この伝戒にあって実範を継ぐとされる覚盛は，
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はじめ興福寺で活躍したものの，1244 年勅命により唐招提寺に入り，第 21 世を継ぐ

ことになる１８

明忍は，通受比丘となった後に別受法を求めたが，それは叶わなかった．明忍が生

命を賭して達成を願った別受の法は，西大寺ではすでに行われていなかったが，唐招

提寺では存続していた．1284，1334，1425，1487，1579，1606，1623，1698 年に施行

の記録がある．それにもかかわらず明忍が求法を企てねばならなかった背景には，唐

招提寺派の戒壇が西大寺派には開かれていないという経緯があった

．前節までに見たとおり，結局慈雲の戒律復興運動は，唐招提寺流古式

の再興という側面が大きく，上掲のような伝戒の理解は，それを支えるものであった

ろう．覚盛が唐招提寺に入ったのに対し，叡尊は上述のように，覚盛とは別れて西大

寺を復興することになる．以降の法統が，西大寺と唐招提寺とで異なる次第に関して

は〈律門四派〉として上掲したとおりである． 

一方明忍（1576－1610；中原俊正：少内記康雄の次子）に始まる戒律復興は，徳川

時代の初期に置かれ，〈第二期戒律復興〉と呼ばれる．明忍は，1583 年高雄山神護寺

の晋海僧正に従い真言宗徒となり，西大寺相伝の戒学を研究し，1602 年栂尾高山寺に

て友尊（西大寺），慧雲（中山寺）とともに自誓受戒する．こうして明忍は，西大寺系

の徒として，1236 年に自誓受戒した叡尊ら先哲に倣い，通受為本の律風による復興を

志したと考えられる．彼は槙尾山西明寺に僧坊を開いたが，別受を求めて大陸渡航を

試みるも果たせず，志半ばにして対馬に没する．だがその後，彼の開いた槙尾山西明

寺は，大鳥山神鳳寺，河内野中寺を加えた〈律三僧坊〉の原点と位置づけられる． 

１９

上の伝戒の図で注目すべきは，野中寺中興の祖，慈忍である．慈忍は，1639 年に槙

尾の真空了阿について出家，泉涌寺の正専如周（1594－1647：真空了阿を証明として

受具

． 

２０）に経疏を学び，1641 年槙尾山に自誓受戒し，1657 年には西大寺の高喜長老

（1663 没）より密教の秘奥を受け，1670 年に野中寺に入り，青竜山一派と称している．

彼が高喜より西大寺流を伝授されたということは，上述のように叡尊由来の律の流れ

と，真言密教の秘法をともに受けたということを意味する．野中寺派は「鑑真・俊 芿・

覚盛・明忍」の４祖師を立てるという伝承をもつが２１

                                                
１８ 遠藤証圓「律宗・唐招提寺」（平岡定海編『奈良仏教』〈日本仏教基礎講座 第１巻〉288－316
頁所収），302 頁． 
１９ 上田霊城「江戸仏教の戒律思想（一）」（『密教文化』第 116 号，24－40 頁），30 頁． 
２０ 前掲上田論文，25 頁． 
２１ 岡村圭真「慈雲尊者研究序説」（『高野山大学論叢』第１号，35－79 頁，1958 年），65 頁． 

，おそらく慈忍は特に明忍から



 97 

の法統を根拠に，高喜に西大寺派の伝授を請い，受け容れられたものであろう．だが

西大寺の側からすれば，これは門外不出の秘法の漏洩と映ったようで，高喜はそれが

もとで西大寺から排斥される．ただこのときに西大寺の法統は野中寺に伝わり，その

ことが後に梵学・戒律復興両面での慈雲における開花を準備することになるわけであ

る．実際，慈雲における悉曇の伝承は２２

ちなみに「十善之系統」にあっても，その法統は鑑真から実範，覚盛，明忍そして

真空，慈忍，洪善，忍鋼へと辿られている．これは，〈十善戒〉の系譜が，密教系にで

はなく，もとより戒学に属することを表している．慈雲にとって西大寺派の法脈とは，

あくまで密教梵学の側面に限定されるべきものであり，戒学に関して，彼はその淵源

を悉く唐招提寺系に一致させたと思われる．後に慈雲の高弟諦濡が，慈雲による『戒

学要語』に寄せた序文に「本師戒学の承くるところ遠くしては鑑真和上，近くは興正，

大悲の二大士なり，二大士の正統ついに本師に帰す」

，末尾が高喜－慈忍－洪善－忍鋼となってお

り，慈忍のところで伝戒と悉曇伝承の二系統が合流している点が興味深い．つまり，

結局慈雲にとって，悉曇学の系譜は西大寺系のものであったといえる． 

以上まとめると，野中寺派は唐招提寺覚盛の自誓受戒通受に発すると自認するもの

の，西大寺派であった明忍の縁を基に西大寺高喜と交わった．明忍も自誓受戒であっ

たため，野中寺は忍鋼の代に至るまで，別受従他を奉ずる鑑真の法統を復興させるに

は至らず，むしろ進んで自誓による通受授戒を継承していたものと思われる．これを

鑑真以来の本流に復したのが慈雲であった．したがって，慈雲自身が 1738 年 11 月に

受けた受具は，それまでの野中寺派の流儀にしたがい，自誓受戒であったと考えられ，

これは伝承に合致する．それに対して 1746 年に行われた具黙への授具は，別受従他受

による「三師七証」とされるが，これは彼が初めて唐招提寺の法統に復した次第によっ

たものであろう．その次第がもし，〈三師七証〉形式の忠実な復元であったとすれば，

上に見たように慈雲自身が戒和上を務めることはできず，したがって高齢の忍鋼がそ

れを務めたと推測されるゆえんである． 

２３

                                                
２２ 全集第９巻（上）所収『悉曇考試表白』末尾参照． 
２３ 「戒学要語序」（全集第６巻，36 頁）． 

として，興正菩薩叡尊と大悲

菩薩覚盛の法脈が慈雲において合流したことを証言しているが，その継受の内実は以

上のように「戒学は唐招提寺，梵学密教は西大寺」という明確なものであったと考え

られる． 
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もっとも，慈雲における明忍を通しての西大寺系による影響は，密教を通じてさら

に拡がり，その晩年にはいわゆる〈雲伝神道〉に結実することとなる．慈雲は伝戒の

次第を記述する際に，明忍への春日大明神による神託を引く．その内容は「戒は是れ

十善，神道は是れ句々の教え」というものであった２４．晩年の尊者は十善と神道を融

和させ，十善戒を神道の表現で説き『人となる道 第三編』を著す２５

「弟子某甲奉請十方一切如来応正等覚．為受菩薩戒証戒師．我依証戒師故．得受菩

．また慈雲は，

天照皇太神宮，八幡宮，春日大社の三社神号，託宣を多く遺している． 

 

＊８．自誓戒・受大尼戒の次第＊ 

さて『慈雲尊者全集』第６巻には，慈雲による戒律関係の書目が集中的に収められ

ているが，そこには「受大尼戒法則」と題するものが含まれている．この規則書は，

まず「本法自誓」（268 頁）の次第，次いで「至僧従他受法」（280 頁）を載せており，

2 種類の授具法が示された後，「通受大戒従他羯磨文」（287 頁）と題されたものが続く．

その末尾の部分は「正授戒体」「啓白請証」「説相教勅」「発願回向」となっているが，

この「従他羯磨文」に関して，「神光院所蔵の本は受大尼戒法則通受の末尾に之を附す．

是れ通受大尼戒の所用なるが故なり」（292 頁）と記されているため，これら３編は一

連の規則書であると解される．これは尼僧の受戒のための次第であるが，比丘向けの

戒と比丘尼向けの戒とは戒の目数が異なるだけで，基本的には両者に共通の次第を想

定しうるだろう．慈雲自身が受けた具足戒は通受による自誓戒であったと考えられる

が，その次第をここから明らかにすることは可能であろうか． 

いま，同 272 頁以下に即して考えてみよう．〈自誓受〉とされるこの式に関して，

興味深いのは次の箇所である． 

「弟子某甲奉請本師釈迦牟尼如来．応正等覚．為受菩薩戒和上．我依和上故．得受

菩薩戒慈愍故」（３説） 

「弟子某甲奉請曼殊師利菩薩摩訶薩．為受菩薩戒阿闍梨．我依阿闍梨故．得受菩薩

戒慈愍故」（３説） 

「弟子某甲奉請弥勒菩薩摩訶薩．為受菩薩戒教授師．我依教授師故．得受菩薩戒慈

愍故」（３説） 

                                                
２４ 『律法中興縁由記』（全集第６巻，346 頁）． 
２５ 拙稿「慈雲と華厳思想」（cf. 前掲注１）参照． 



 99 

薩戒慈愍故」（３説） 

「弟子某甲奉請十方一切諸菩薩摩訶薩．為受菩薩戒同法侶．我依同法侶故．得受菩

薩戒慈愍故」（３説，焼香，三礼） 

このように釈迦・文殊・弥勒の一如来二菩薩を引証として受戒する方式は，最澄が

大乗菩薩戒を主張するときに挙げた方式として知られるが２６，その淵源は，三師七証

の三師にそれぞれ釈迦・文殊・弥勒を当て，一切如来を七証，一切菩薩を法侶とする

というところにあったことがわかる．おそらく明忍を含めて西大寺派も，自誓受戒に

依る際にはこの方式に依ったものであろう．現在，西大寺の本堂内には釈迦如来立像

（1249 年；清涼寺式）を中心に，左に文殊菩薩騎獅像（1302 年），右に弥勒菩薩坐像

（1322 年）がある．文殊・弥勒の両像は，いずれも叡尊没後のものであり，西大寺流

の確立と相伴って供養されたものであろうから，叡尊の自誓受戒の意義を伝える格構

となっているわけである２７．またこのことは，覚盛・叡尊の改革期における〈通受〉

が，比叡山の大乗戒授戒と実質的にほとんど変わらない２８

ただ，この自誓受戒の次第はその説相において比叡山系とは異なる．いまこの「受

大尼戒法則 通受」を詳らかに参照すると「未来際をつくして更に敢えてなさず」（276

頁）とあり，「一切の悪を断じ，一切の善を修し，一切衆生を度し，三聚浄戒を成就し」

（同）と続き，「又文の中摂律儀戒と云ふに，三百四十八戒，梵網の十重禁，瑜伽の後

四重を億念すべし．摂善法戒と云ふに，梵網の三十戒，瑜伽の三十戒を億念すべし．

饒益有情戒と云ふに，梵網の後十八戒，瑜伽の後十二戒を億念すべし」と記されてい

る．したがってこの様式は，三聚浄戒を持する〈通受〉の中で，その摂律儀戒に四分

律の戒目をも容れたものと考えられ，内実としては授具足戒の式として適用されうる

ものである．三聚浄戒という外的形式を持ちながら，実質的には四部律を具するとい

う次第は，おそらく慈雲自身が受けた具足戒を反映したものであろう．別の面から考

えると，慈雲は，長栄寺・高貴寺系の僧伽には唐招提寺系の復興と刷新を行ったもの

の，尼僧院に対しては，このような「通受具足戒式」に従って授戒するのを慣例とし

ていたと思われる．実際，智興，慧上など尼僧に対し，「菩薩戒」「具足戒」という段

とされることと合致する． 

                                                
２６ 『山家学生式』（大正新修大蔵経 No.2377，第 74 巻，625 頁上段）． 
２７ 西大寺の仏像については，長谷川誠『西大寺』（中央公論美術出版，1965 年）． 
２８ 前掲蓑輪論文，54 頁． 
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階を踏んだ授戒は記録に残されていない２９．後の操山尼はまず菩薩戒を受けているが，

これはおそらく，当時彼女はまだ出家を考えていなかったためであろう．尼僧を目指

す者に対しては，直ちに「具足戒」授戒であったと思われるが３０

まず，全集第５巻に収められた『表無表章随文釈』がある．「表無表章」とは，唐

の慈恩基による『大乗法苑義林章』７巻の巻第３「表無表色章」〔大正No.299〕を指

す．慈雲は『随文釈』の跋に「表無表色章は，文義深遠にして初学者は解しがたし，

今文に随って釈を施す．この功徳をもって法界の衆生とともに破戒の業種を滅して無

表を倍増し，未来際をつくして退転することなからん」と記している．「表無表戒」と

は，表業の戒と無表業の戒という意味であり，他の者に表示して知らしめることので

きる戒と，表には現れず他の者に知らしめることのできない戒を言う．どちらも受戒

によって受者の身中に生じ，防非止悪の功能および成仏の殊勝の功能があるとされる

が，特に「三師七証の前において，慇懃に至誠に敬礼し，戒を乞うの下，防非止悪の

功能を発得するを表戒といい，羯磨の下，非色非心の成仏の殊勝の功能を発得するを

無表戒という」とされ，「表無表色章」で言及されるものが「表無表」を説明する簡潔

な概論とされる．この「表無表色章」をめぐっては，叡尊が 1282 年に開講し，また彼

によって「表無表色章血脈次第」が述作されたことが知られ

，一気に「具足戒」

授戒であるとすると，その次第は当然通受ということになり，その摂律儀戒の部分に

四分律の三百四十八戒を収めるというのが実質的であったと考えられよう． 

 

＊９．慈雲によるその他の著述＊ 

ここまで，主として唐招提寺系・西大寺系の二つに関して，慈雲がいかに自らの法

統を整理しつつ理解してきたかを見てきた．以上に引用したもののほか，慈雲による

戒学関係に類する著述としては，以下のものが挙げられよう． 

３１，また覚盛にも『表無

表章文集』７巻があったとされる３２

                                                
２９ 年譜は三浦康廣『慈雲尊者 人と芸術』（二玄社，1980 年）巻末所収のものを参照した． 
３０ 全集第６巻に収められた「尼衆具足戒前行之事」（266－267 頁）は，通受菩薩戒→別受具足戒

という階梯を踏まないことを緩和する目的を持つと思われる． 
３１ 以上，蓑輪顕量「「通受」考─覚盛における転義の意味するもの─」（『南都仏教』第 68 号一－

26 頁，1993 年），10 頁． 
３２ 非現存，同上 16 頁． 

．これは，慈雲における「二大士」の法脈への意

識からの述釈であろう． 
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また，全集第６巻には『瑜伽戒本口訣』『戒学要語』『根本僧制並びに高貴寺規定』

が収められている．まず「瑜伽戒本」とは「菩薩戒本」ともいい，『瑜伽師地論』の大

乗菩薩戒の律儀を抄録し，巻 40 の終部と巻 41 の大部分を取り出したものである．そ

れに慈雲による口述の註解が施される．内容は，先にも出た四他勝処法（不自讃毀他・

不慳貪・不瞋恚・不謗三宝＝自讃毀他・慳貪不施・怨結不解・謗菩薩蔵）と，浄戒律

儀に住する者の行為 42 条（慈雲はこれを 44 戒と数える）に対する有違犯，無違犯，

染，不染等を判定する部分を中心とし，その前には，三聚浄戒を受けた者は，専ら自

己の応作不応作を思惟して行動すべきことが説かれ，その後には，違犯した差異の懺

悔法，持戒の勧修が主張される．  

『戒学要語』については，先に諦濡による序文を引用したが，この著述は，慈雲が

主唱した正法律の綱要を，戒法・戒体・戒行・戒相の４項に分けて述べたものである．

戒法には十善を基本とすることが述べられる．戒体としては，菩薩戒は法性に順じて

起こす菩薩心により発得するもので浄法界を体とするとされ，十善倍増の徳は七衆に

通じ，初受戒より佛果の頂に至るまで浄法界の働きとして一貫すると説かれる．戒行

に関しては，菩提心を三聚浄戒とする．そのうち摂律儀戒は七衆の律儀，梵網十重，

瑜伽の四重であり，摂善法戒は梵網のはじめの三十，瑜伽のはじめの三十であり，饒

益有情戒は梵網の後の十八，瑜伽の後の十二等であるが，実は各々に三聚具足して菩

薩の大行を成就すると説かれる．戒相にはやはり十善が説かれるが，それは十条の規

定を遵守することではなく，一戒光明が生命ある者に対して不殺生戒善となる云々，

とされる．簡約であるが，慈雲の正法律がよく小律の規定と大乗戒とを融和させ，十

善において統一されていることを表した著述であると評される３３

やはり同巻に収録された『根本僧制ならびに高貴寺規定』は，「根本僧制」「四来住

僧坊規則」「枝末規縄」「高貴寺規定」「枝末規縄」の５編を含む．「根本僧制」は愚黙

親証の懇請により 1749 年 7 月 15 日に制定されたもので，この日付は高井田長栄寺僧

坊設立後 4 年目にあたる．慈雲は，あるとき弟子に対して末世正法の衰微を嘆き，信

州の山中に隠棲すると語った．これに具黙は大いに驚き，「それでは正法護持済世利民

に悖る」としてこれを諫止し，「自ら正法律を実行するため，法を制定されよ」と慈雲

に迫った．これを機にこの僧制が定められたという．５条の制文よりなり，正法律の

． 

                                                
３３ 小野玄妙編纂『仏書解説大辞典』（大東出版社，1964 年），「戒学要語」の項． 
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根本的僧制が示されている．この「根本僧制」については次節で考察する．「四来住僧

坊規則」は三条，「枝末規縄」は十条の制文よりなり，根本僧制に対して日常注意して

守るべき枝末の規則を記している．そして「高貴寺規定」は，高貴寺僧坊認可の年 1786

年秋の制定である．この規定には「本宗の事相，野・沢ともに修学し，大師の根本を

究むべし，教相は強て古義・新義に泥まず，唯密教の本意を求むべし」とあり，真言

宗が「本宗」と位置づけられている．最後の「枝末規縄」は九条の制文よりなり，尼

僧のための規定である． 

一方，全集第８巻には『教王経釈』また『三昧耶戒和釈』が収められている．『教

王経』すなわち『金剛頂一切如来真実摂大乗現証大教王経』（大正No.865，不空訳）

は空海が請来したものであり，おそらく慈雲は，西大寺から空海に遡る意識に基づき

これを釈したものと思われる．『三昧耶戒和釈』は，密戒である三麻耶戒を和釈したも

のであるが，慈雲は別に『神道三昧耶戒』をも設けている３４

上記のほか第１・２巻に収められた「方服図儀」関係の著述，第３巻の『佛門衣服

正儀編評釈』，『根本説一切有部衣相略要』，第４・５巻収録の『南海寄帰内法伝解纜鈔』

は，いずれも有部（新律）関係の実践研究書に分類される．『根本説一切有部衣相略要』

は，有部律派・高野山真別処円通寺の妙瑞（1696－1764）による序文，同じく高野山

成蓮院の真 源（1689－1758）による跋文を擁し，有部律運動の記念碑的色彩を帯びる

．こうして，雲伝神道が

密教の法脈から派生することが明らかとなる．ただその『神道三昧耶戒』の戒目とし

ては十善戒が挙がる．このように，慈雲が十善戒を諸宗に共通する淵源として意識し

ていた点については，次節に考察する． 

３５．

この著作で慈雲は，有部律に「十勝」すなわち十個の優れた点〔聖教殷富，律本評悉，

翻伝精備，西天所崇，依論適従，古徳所依，部分無濫，学業易成，余業可修，法式一

定〕が認められると記す３６

このように慈雲は，実にさまざまな流派の戒の重要書目について読破し注記を加え

ている．したがって彼は，法統的には南山四分律・唐招提寺系に属するが，有部律を

も深く考究し，密門梵学神道に関しては西大寺系を継承すると言える．そこには，ほ

． 

                                                
３４ 全集第 10 巻所収． 
３５ 岡村圭真「慈雲尊者の生涯」（慈雲尊者二百回遠忌の会編『真実の人 慈雲尊者』10－83 頁所

収，大法輪閣，2004 年），16 頁． 
３６ 前掲浅井著書， 251 頁；慈雲尊者全集第３巻，311－312 頁． 
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ぼ一切の経律を重視する立場が看取される．本稿冒頭に引用した「正法律」の項目に

見られる「真言宗の戒律にして河内高貴寺の慈雲が主唱せし所なり．大小乗の戒法に

密教を加味したるものにして袈裟裁製の法等に至るまで厳重に定むる所あり」との記

述は，その内実として如上のような内包を有していたのである． 

 

＊10．菩薩行としての十善戒＊ 

さて，上述の 1749 年編述『根本僧制』は五条より成るが，その前半三条からは「正

法律」の立場をめぐる慈雲自身の見解を読み取ることができる．以下に条文の中から，

本文・注記にわたり，重要な箇所を引いてみることにしよう． 

１．「一切の事須らく律に依って行ずべし．人情を顧み及び已臆に任すことを得ず」．

「此正法律の中は，内秘菩薩行，外現声聞儀を規模とす」． 

２．「若し律に依って行事せんと欲するに律文或いは欠け或いは不了ならば，須ら

く経及び論蔵の所説に依るべし」．「律文不了とは三浄肉を開する等なり．或いは欠け

とは三聚通受羯磨，自誓受の式なき等なり．末世の伝持この式もなかるべからざるな

り」．「十善の如きは，佛世よりして今日に至る，その系統を失せず，五衆の戒は，我

国両度伝承を欠く．瑜伽通受の式によりて，我等今日の篇衆を全うする，此第二条の

式なり」． 

３．「若し三蔵の所説，事に於いて行ずべからざるものは，或いは聖言未だ具せざ

るは，則ち須らく支那扶桑諸大徳の誥すところ，及び現前僧伽の和合に依るべし」．「其

れ正法律十善の法は，万国におし通じ，古今に推し通じて差異なけれども，行事は或

いは通塞あり」． 

ちなみに第４条は「自他派の別を存せず」を旨とし，また第５条は「諸宗の浅深を

論ずべからず」と説くものである． 

まず第１条に「此正法律の中は，内秘菩薩行，外現声聞儀を規模とす」とあること

は，「正法律」の柔軟にしてよく練りぬかれた僧伽観を示すものである．衆生の救済を

悲願とする大乗の教えに，小乗由来の比丘組織をいかに融和させるかという問題は，

鎌倉諸宗派の展開を参照するまでもなく，きわめて深刻な問題となりうる．これに対

して慈雲は，外圏からは受具をもって僧伽共同体を結界する一方，界内を菩薩行によっ

て満たすことで，僧伽の意識を衆生に向かわせるという双方向的な方式を採る．この

精神性は，慈雲が長栄寺時代の刷新以降，菩薩戒を授した後に具足戒を授ける方針を
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採ったのと連動させて捉えることができるだろう．すなわち，慈雲の考えでは，菩薩

の集団が比丘僧伽なのである．そこには，同胞の悟りを優先させる菩薩集団が，受具

により結ばれる僧伽共同体のうちに実現されることを通じて，社会には僧伽発の菩薩

行が及ぶ，との信念が認められる．それは受菩薩戒式の最後に読誦される「我等与衆

生 皆共成仏道」で祈念される究極のあり方であろう． 

この句は「回向文」に含まれるものであるが，受菩薩戒のみならず，正法律におけ

る「受十善戒」の式にも認められる３７

                                                
３７ 全集第６巻所収『授戒法則』118 頁． 

．上掲の『根本僧制』は慈雲 32 歳での編述で

あるが，その第２条および第３条には「十善戒」をもって根幹とする主張が謳われて

いる．そもそも十善戒は『華厳経』などに説かれるものであるが，大小乗に通ずる戒

であり，慈雲は，在家出家双方にとってこの十善が基本戒となるという構想を早くか

ら抱いていた．これが，後に主著となる『十善法語』などに結実することは言うまで

もない． 

「授戒法則」に収められた「十善戒作法」をひもとくと，「善男子聴け．波羅提木

叉とは，是れ遺法の大師なり．佛滅後にまさに波羅提木叉に依るべしと教ふ．此の戒

に依りて諸の禅定及び滅苦の智慧を生むを得．下人天有漏の報に従い，上三身の妙果

に至るまで悉く此の戒に由りて生ぜずといふこと無し」までは菩薩戒と同一の句が読

み上げられる．だが続けて「然るに十善戒は是れ旧戒なり．佛出世にも佛不出世にも，

常に斯の戒在りて世間を饒益す．此の戒若し上品に護持する者は転輪王の位を，中品

に護持する者は粟散諸王の位を，下品に護持する者は人中豪貴の報を得るなり．然る

に此れは是，浄法なり．若し見浄器にあらざれば此の法を受くを得ず」とあり，十善

戒が〈佛出世にも佛不出世にも，常に斯の戒在りて世間を饒益す〉る普遍的な戒であ

ることが高らかに謳われる．上の『根本僧制』第２，第３条にもあった「十善の如き

は，佛世よりして今日に至る，その系統を失せず」あるいは「其れ正法律十善の法は，

万国におし通じ，古今に推し通じて差異なし」との信念は，慈雲の生涯を通じて何ら

変わることがなかった．前節に見たように，雲伝神道を建立するに際しても，慈雲は

その骨格を十善戒に求めていた．そしてこの「十善戒作法」でも，その末尾に唱えら

れるのが「願以此功徳 普及於一切 我等与衆生 皆共成仏道」という回向文であり，

十善戒が菩薩行であることを明確に示している． 
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慈雲は，自らは自誓受を受け，法弟たちには菩薩戒・具足戒を受けさせて古式を復

興し，律の道場を創生した．その比丘僧伽共同体は，菩薩行の理想形として置かれる

べきものであるが，在家の側にも，その理想を理想として抱きうる視座を培う必要が

あった．慈雲はその視座を育むために，在家・比丘双方に共通する戒を改めて提示し，

その涵養に励んだのであろう．出家・在家という境界を越えて菩薩行を謳う〈十善戒〉

の発想，そして「正法律」の運動は，このような経緯のもとに編み出された活動であっ

た． 

 

＊結＊ 

 慈雲は 1738 年当時，自らが具足戒を受ける際には，野中寺所伝，すなわち叡尊と覚

盛に遡る通受による自誓受戒を以て具足戒としたが，その前後より研鑽に励んでいた

南山系統の鈔疏にのっとり，1746 年愚黙への具足戒授具の際には三師七証形式による

別受・従他受戒式に改めた．この改革は結果として，彼が住持する長栄寺を，戒学の

上では南山四分律・唐招提寺系に復古させることになるが，慈雲自らが受けた受戒形

式は通受菩薩戒として本来の位置に位置づけられた．一方尼僧に対する具足戒として

は，この通受式を用いながらも，その〈摂律儀戒〉の戒目に関しては「四分律」に拠っ

て三百四十八戒とした．いずれにせよ，七衆を通じて重視される「十善戒」を，出家・

在家を問わず適用されるべき戒として提起することで，菩薩行への参究を促した． 

 その一方，梵学密教の法脈としては，西大寺叡尊を経由し宗祖空海への遡源を絶え

ず意識していたものと考えられる．それは慈雲が，新律である有部律の研究に主力を

注いだことからも推察される．「伝戒列名」と同一の内実を有する「十善の系統」が，

西大寺系統ではなく唐招提寺系である点からして，慈雲は「十善戒」の淵源としては，

これを戒学のほうに位置づけたと考えられる．ただ密戒を「神道三昧耶戒」に応用す

る際にも，慈雲はその戒目を十善戒としている．これはすでに，慈雲が二つの寺統を

超えたところに〈十善戒〉を置いていたことを示すものであろう．「二大士の正統終に

本師に帰す」と『戒学要語』序に諦濡が記すのは，西大寺系の悉曇・密教そして神道

と，唐招提寺系の戒律の儀を，慈雲がともに体現したことの表現に他ならない．もっ

とも，それら二つの法脈を統合する際にその根幹に置かれたのは「万国におし通じ，

古今に推し通じて」差異なき正法律十善戒であり，そこには慈雲が打ち建てた「釈迦

在世中の軌則に基づく」との大原則を如実に見ることができるだろう． 


