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ラポー・ガエタン
〈フランス高等研究院博士課程・東京大学史料編纂所〉

１　文観房弘真と金剛仏子宝蓮

　鎌倉末期から南北朝期にかけて活躍した文観房弘真1（1278～1357）の著作の全貌は、最近まで明らかにさ
れてこなかった2。しかし、近年名古屋大学の阿部泰郎教授によって進行中である真福寺大須文庫の調査過程
では、彼の著作と見られる聖教、あるいは彼の自筆のテクスト『重抄』などが発見され重要な成果をあげて
いる3。
　本稿では真福寺で発見された『四度加行』4（73合21号、１巻）についてとりあげたい。『四度加行』の著作
者は宝蓮という僧侶である。彼についての情報は少なく、生年月日や出家の正確な年は知られていない。『四
度加行』からは、宝蓮が弘真の弟子であったことだけが示唆される5。ただし、『四度加行』の内容には「仰
セ云ハク」という表現が各所で多用され、テクストの実際の著書は宝蓮ではあるものの、弘真の教えや思想
を強く反映した著作であるという点で、『四度加行』を広い意味で弘真から生まれたテクストと捉えてもよ
いだろう。
　管見の限りでは、現存する弘真の弟子宝蓮著述のテクストは、今回存在が確認された『四度加行』を含み
二つしかない。もう一つのテクストは『瑜伽伝灯鈔』（大谷大学蔵）である。これにも宝蓮の伝記の詳細は
ないが、彼の師である弘真の伝記、また宝蓮と師の関係についてより仔細な情報が載っている。宝蓮が弘真
の弟子であったことは、『瑜伽伝灯鈔』6に収録されている弘真の付法の箇所で、より明確に記されている7。『瑜
伽伝灯鈔』には、200人にも及ぶ夥しい人数の弘真の弟子が列挙され、その中には、西大寺流と醍醐寺報恩
院流密教それぞれの学派の流れをくむ二タイプの弟子がいるという8。弘真自身は、もともと西大寺流の律僧
で、正安二年（1301）に醍醐寺報恩院流の真言密教に入ったため、この二流派双方の影響を強く受けた9。そ

1 この人物の通称としては、上人号としての文観の方が一般的だが、本稿における他の僧の表記は阿闍梨名を用いているため、
表記の統一のため弘真を用いることにする。

2 弘真についての先行研究は、代表的なものに内田啓一『文観房弘真と美術』法藏館、2006年、守山聖真『邪教立川流とそ
の社会的背景の研究』鹿野苑刊行、1997年（復刊）、網野善彦『異形の王権』平凡社、1993年などがある。この中でも守山
聖真の著作では『注理趣経』のテクストの分析が一部見られるものの、これらの研究は、著述家・思想家としての弘真には
余り注目してはいない。

3 これら成果の一部は、『中世先徳著作集』臨川書店刊、2006年に紹介されている。
4 本稿では、真福寺蔵、宝蓮著作のテクスト名としての四度加行を『四度加行』、儀式としての四度加行を「四度加行」と表
記して区別する。

5 宝蓮は『四度加行』で「師主小野法務大僧正弘ー」という表現を用いている。
6 このテクストは、辻村泰善『瑜伽伝灯鈔に見える文観』元興寺文化財研究所「『瑜伽伝灯鈔』に見える文観伝」『元興寺文化
財研究』69号、1999年〔６月〕に初めて公開された。

7 宝蓮は180番目の弟子である。内田啓一の『文観房弘真と美術』では、「文観の付法」と題する章で、このリストが詳しく
分析されている。

8 内田啓一『文観房弘真と美術』290頁参照。
9 『瑜伽伝灯鈔』「二十四歳、初めて真言宗に入る。慈真和尚従り両部灌頂を受く」。
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のため彼の弟子たちも、双方の流派いずれかに属しているものと考えられたのだろう。宝蓮がいずれの流派
に属していたのかを知る鍵となるのは、著書である『瑜伽伝灯鈔』で紹介されている教義内容である。ここ
で扱われているのが真言密教の教義であることから、宝蓮は西大寺流律と直接の関係がないと思われる。更
に、弘真の著作の一つである『当流最極秘決』（真福寺蔵）には、宝蓮による以下のような奥書が見られる。
　　右此書者、秘蔵之奥旨、当流之源之源底也。此則、超不二而二之重位、有相无相之言心。六大无碍之法

位、四方（曼）三密之相用、更无混乱。然則、当流最極大事也。雖然、依定空大徳貴命、奉授之処也。
深収竹本目底。可令秘蔵給者也。

　　延元五年十二月廿八日 金剛仏子　宝蓮　在判（下線筆者）　　　
　『当流最極秘決』の内容は、「三尊合行法」といった秘儀を載せているという点などにおいて密教的であっ
て、しかも延元五年には弘真は既に道順の伝法灌頂を受けているため、ここにおける「当流」は醍醐寺報恩
院流を指していると考えてよい。『四度加行』にも、「報恩院」という言葉が頻繁に見られる10。したがって、
以上の諸要素から、宝蓮は醍醐寺報恩院流の付法であった可能性が極めて高いと言える。
　また、弘真の経歴とつきあわせることで、宝蓮の出家時期も推定できる。弘真が、弟子をとれる密教阿闍
梨となったのは、正和五年（1316）、道順から伝法灌頂を受けた時点である11。よって、宝蓮が弘真の弟子となっ
たのは、少なくとも正和五年以降のことであろう。
　宝蓮は弘真の法流を伝授し、書写していた非常に熱心な弟子であった。先述した『瑜伽伝灯鈔』と『当流
最極秘決』の奥書の他に、宝蓮は弘真と共に東寺法菩提院蔵の『小野弘秘抄』を編集し、弘真の法流の伝授
に特に積極的な弟子の一人であった。本稿でとりあげる『四度加行』は、宝蓮のこうした働きの成果の一環
と言える。

２　『四度加行』の成立

　『四度加行』の奥書には、次のようにある。
　　為二初心一

ノ、口決等類集之一。若及二漏脱一者雖有、
　　　　其恐一、偏令法今久住願念也。
　　　　　　　　　　金剛佛子宝蓮　在判
　　貞治四年乙已六月五日、於伊州大岡寺、依師主
　　御聴許書寫之了　　　　　小野末資恵観
この奥書に見られるように、『四度加行』の成立年は明記されていない。真福寺蔵のテクスト自体は貞治四
年（1348）に恵観12が宝蓮から伝受し書写したもので、『四度加行』が、少なくともそれ以前に成立したこと
が伺える。より詳しい『四度加行』の成立年を考える上で、『四度加行』のテクスト内の「日数事」という
章に収録されている以下の様な弘真の言葉が重要な手掛かりとなる。
　　私云。師主小野法務大僧正弘ー　仰云。世至二澆季一

ニ人属二濁乱一、求法之志、門跡相続等思、更無レ之。
就レ中、今度闘乱已後ハ、殊更本所牢籠法滅時至故（後略）

　ここで、「小野大僧正弘ー」、つまり弘真が「澆季」・「濁乱」・「闘乱」といった言葉を用いて、『四度加行』
が書かれた際の社会的な状況を克明に描写している。同様の表現が、弘真によって書かれた別のテクストで
も用いられているので、見てみよう。吉野如意輪堂所蔵の『護摩次第』の奥書に13、

10 例えば、「已上、報恩院法則如レ是」などとある。
11 内田啓一『文観房弘真と美術』101頁参照。
12 恵観は真福寺の密教系の聖教を多く書写した人物である。詳細は、阿部泰郎『中世先徳著作集』「総説」535頁。
13 このテクストの全貌は不明だが、『大日本史料』第六編之二十一、488頁に奥書が載せられている。内田啓一の『文観房弘
真と美術』230頁にもこの奥書が引用されている。
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　　延元二年七月三十日午剋記之
　　奉為今上聖主御願成就、早為逆徒退治、天下静謐、為動行任相承秘伝所記之、甚深秘法也、輙不可授散、

付法一両人外不可授之、仏法之摩滅、王法衰微、只此時也、此尊本誓尤亦此時也。 法務大僧正弘ー　
とあって、ここでも「逆徒退治」・「仏法之摩滅」・「王法衰微」といった社会的激動や混迷した世間の様を示
す表現が用いられている。これらの表現は『四度加行』に見られる「澆季」・「濁乱」・「闘乱」などと同種の
意味を指す語彙であり、二つのテクストは同一の状況の下で成立したと考える根拠となる。『護摩次第』は、
その奥書から延元二年（1337）に成立したことが明らかである。折しも、後醍醐天皇は足利尊氏に追いつめ
られて、『護摩次第』が書かれた前年である延元元年（1336）に都から密かに吉野に移り、南朝をうちたてた
ところであった。これが南北朝内乱の始まりであり、まさに、（南朝にとっての）「逆徒」が跋扈し、「王法」
が「衰微」し、敵味方が「闘乱」する世の幕開けであった。従って、『四度加行』も『護摩次第』と同様、
社会が混乱の相を呈した南北朝期に成立したと推測できよう。つまり、『四度加行』成立の上限と想定でき
るのは内乱開始の延元元年（1336）であり、下限と確認できるのは写本が作られた貞治四年（1348）である。
　南北朝内乱という特殊な状況下で執筆されたテクストの成立背景を、より詳細に検討するために、『四度
加行』の書かれた実際の場所も考察してみたい。一般的に、聖教では奥書にテクストが成立した場所を明記
するのが普通であるが、『四度加行』の場合、あいにくこうした情報が記載されていない。しかし、時期の
推定と同様に、テクスト成立の場所も、弘真の他のテクストから推定できる。このテクストが南北朝内乱期
に成立したとするなら、その成立場所は著者宝蓮および師の弘真が同時期に身を寄せていた場所を特定すれ
ば良い。弘真自身が、内乱勃発後、後醍醐天皇に従い直ぐ吉野に移ったかどうかは断定できないが、彼が延
元二年に編集した『金峰山秘伝』上巻の奥書に14、
　　延元二年三月十五日、奉為国家護持、且為増蔵王権現威光記之、同八月廿四日、重金精牛頭行者供養次

第書入、法務僧正在判
とある。テクストのタイトルとなっている「金峰山」は、吉野における霊山の名称で、『金峰山秘伝』は吉
野山の周辺で編集されたと考えられる。弘真が既にこの時期に吉野付近で活動していたと考える根拠となる
だろう。更に、『金峰山秘伝』下巻の奥書に、
　　奉為主上御修行、蔵王次第記進上
とあって、弘真が「主上」の「修行」のために蔵王権現の次第を記し、進上したと分かる。また、『小野弘
秘抄』第六の『大毘盧遮那仏眼法』という章の奥書には、
　　延元二年九月廿一日、蒙勅命奉注進之、自今日御発願由被仰下
とあり、弘真が延元二年九月に勅を受けて、儀式の詳細を天皇のため記したことが分かる。弘真が天皇の側
近として、修行や儀式に積極的に参加していたことからすれば、遅くとも延元二年には吉野に移っていたに
違いない。弘真の弟子である宝蓮も、師にしたがって行動を共にしていたと考えられ、テクストの成立場所
も吉野か吉野付近の山と思われる。
　このように、『四度加行』は、南朝成立の延元元年（1336）から貞治四年（1348）までに吉野（かその周辺）
で成立したと考えられる。

３　密教の中の「四度加行」

　『四度加行』の具体的な内容を紹介する前に、「加行」について述べておきたい。「加行」は、もともと梵
語の「prayoga」という言葉の漢語訳で、本来の意味は「方便」である。密教では、「加行」は伝法灌頂の準
備として行なう様々な「方便」、つまり儀式を指す。換言すれば、密教の師・阿闍梨の資格を得るための通

14 『大日本資料』第六編之二十一。この点に関しては、内田啓一『文観房弘真と美術』229～230頁参照。
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過儀礼の種々の過程を「加行」という。こういった通過儀礼は、通常は師から弟子へ直接伝授される15。
　「加行」はもともと中国で生まれ、日本に伝えられた。日本における「加行」は、伝来後そのままの形が
保持されたのではなく、時代を経て細部にわたって制度化されていることに特徴がある。概してその発展過
程は四段階みられ、これら四段階の発展を経て、「加行」は「四度（つまり四段階の）加行」へと変化した。
この変化は、平安末期に始まると考えられている16。伝守覚法親王著の『真俗交談記』（1191）に「四度次第」
の作者が登場し17、「四度加行」は鎌倉初期に既に一般化されていたことが分かる。「四度加行」の由来は、
伝空海著の『御遺告』18の二十一条により詳しく書かれている19。
　　若有頗証器之者唯授尊法看定彼心器然後授金剛界大法一部。然授猶未練根之者必後可有悔。何況輒授両

部大法哉。但欲授両部大法。顕見定人器気色之後。向本尊界界能祈願夢見厥想。若有感応彼欲学者三箇
月令修行精進然後可授両部大法。但於伝法灌頂阿闍梨職位専然不応授諾。（下線筆者）

一尊の「尊法」と「両界曼荼羅の法」を伝授してから、伝法灌頂を受けるという古来の「四度加行」の本説
である。鎌倉初期には、「四度加行」の具体的な内容は、十八道、金剛界、胎蔵界、護摩の四段階あった。
これらの「度」すなわち段階の順番や内容は法流によって異なる。例えば、広沢流では、十八道→金剛界→
護摩→胎蔵界という順番であるのに対して、安祥寺流は十八道→不動→金剛界→胎蔵界→護摩という五度を
用いる。こうした諸流派の違いはそれぞれの原拠となるテクストの違いを表す。中世密教では「口決」と「次
第」20という二つのテクストのタイプがあって、後者が儀式の具体的な説明であるのに対して、前者は師か
ら弟子への口伝えの説明や解釈である。それぞれの宗派がもともと依拠する「次第」がそれ程異ならなくて
も、同一の「口決」に基づかない場合、具体的な儀式の実行方法が違ってくるため、結果として異なる法派
となっていく。

４　『四度加行』の構造

　前述のように、「四度加行」の具体的な過程は各流派によって異なる。宝蓮は『四度加行』で、「已上、報
恩院法、則チ是クノ如シ」と述べ、彼の法派は醍醐寺報恩院流であるということを明らかにしている。報恩
院流は醍醐寺三宝院の法流で、小野流に属する21。報恩院流は、開祖が成賢（1162～1231）の付法である憲
深（1192～1263）で、後に醍醐寺における最有力流派となった。小野流の「四度加行」は、空海著と伝えら
れる『真言伝授作法』に基づき、十八道→金剛界→胎蔵界→護摩という順番を用いる。報恩院流は小野の流
派の一つであるため、これと同じ構造を用いている。宝蓮の『四度加行』も概ねこういった構造に従ってい
る。
　『四度加行』は、約40の「章」と呼ばれる部分からなり、それぞれの「章」の長さは約１行から20行程度
である。この「章」は、いくつかのグループに分けることができる。まず「四度加行」の準備にあたる部分
で、『宿曜経』22による吉日や吉宿、衰日、禁忌、日数のことが説明されている。その後、本来の「加行」に入っ
て、「十八道作法」の説明にうつる。これはテクストの一番長い部分となる。十八道の次第を述べた後、宝

15 加行の歴史については、以下の資料を参照。『十八道念誦次第総説』、智山伝法院選書第10・1、智山伝法院刊行、2004年、
11～12頁、上田霊城『真言密教事相概説─四度部』同朋社、1984年、53～58頁、栂尾祥雲『秘密事相の研究』栂尾祥雲全
集第２巻、高野山大学密教文化研究所編、臨川書店、1984年、27頁。

16 上田霊城『真言密教事相概説─四度部』55頁。
17 上田霊城『真言密教事相概説─四度部』56頁。
18 『大正新修大蔵経』第七十七巻、2431番。
19 上田霊城『真言密教事相概説─四度部』56頁参照。
20 次第については、上田霊城『真言密教事相概説─四度部』３～４頁。更に、29頁によれば、口決がないと伝授が出来ない
場合もあるという。

21 小野流については、櫛田良洪『真言密教成立過程の研究』山喜房佛書林、1964年、182～193頁。
22 『大正新修大蔵経』第二十一巻、1299番。
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蓮は「道場荘厳」や「大師御影」という章を通じて、儀式を行なうべき場所の設定方法を明らかにする。そ
の後、「加行」における儀式で行なう内容の説明が始まる。つまり、礼拝、寺諸堂巡礼、大師前所作や仏供
などのことである。次の部分は「用心」と呼ばれる。袈裟、酒、児、白拍子や猿楽に関しての規則が列挙さ
れている。最後に、次第書写、暗誦と結縁灌頂などで、十八道の終わりが説明される。宝蓮は、金剛界・胎
蔵界・護摩の儀式描写の場合にも同じような記述の構造を用いているが、共通部分が多いため反復を避け短
縮化している。
　『四度加行』に収録されている「章」は以下のようである。
　　１．「四度加行」の準備、宿曜や日数の事
　　　　宿曜経の説明
　　　　　一、衰日事　　一、禁忌事　　一、日数事
　　２．十八道作法
　　　　　一、十八道加行作法事
　　　　作法の準備
　　　　　一、道場荘厳事　　一、本尊事　　一、大師御影事　　一、尊師御影　　一、閼伽水事
　　　　　一、備花事
　　　　十八道作法の儀式
　　　　　一、礼拝事　　一、三時々尅事　　一、行者私本尊本　　一、寺諸堂巡礼事
　　　　　一、本尊三種明事　　一、大師所作事　　一、尊師所作事　　一、佛供事
　　　　加行中用心
　　　　　一、加行中心操用心事　　一、衣袈装事　　一、見物事　　一、戲論事　　一、縁書事
　　　　　一、酒宴之事　　一、加行中他宿事　　一、次第書寫事　　一、伝授事　　一、暗誦中所作事
　　　　初行と正行
　　　　　一、初行開白事　　一、百日行法之事
　　　　加行中の障害
　　　　　一、後夜時等火桶事　　一、障㝵事
　　３．金剛界作法
　　　　　一、金剛界加行事　　一、本尊事　　一、次第書寫事　　一、伝授并暗誦事
　　４．胎蔵界作法
　　　　　一、胎蔵界加行事
　　５．護摩作法
　　　　　一、護摩加行事
　　６．結論・奥書
　　　　　一、四度加行事　　一、奥書
　『四度加行』は前述したように「口決」である。より詳しく言えば、『四度加行』は、他のテクストによる
儀式の次第の概要または引用部分と、宝蓮や弘真による口伝、という二つの部分から構成されるテクストで
ある。そこで、次節において、この二つの部分を分析してみたい。

５　『四度加行』の中の引用──正統性の問題

　『四度加行』が用いている論理を理解するためには、このテクストが引用している他のテクストとの関係
から、このテクストの性格を読み取らなくてはならない。『四度加行』において、宝蓮は報恩院流の伝統的
なテクストを三種類の方法で引用──直接の引用、参照した著述の題名や筆者の列挙、引用文や特定の題名
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を挙げずに参照したことのみを認める記述──によって行なっている。
　最初に、引用が直接的に行なわれている部分を見てみたい。「十八道加行作法」という章に、
　　　初夜
　　先、備香花一前　　　　　次、礼拝百反

或廿一反
　

　　　南無歸命頂礼大聖如意輪観自在菩薩慙
　　　愧懺悔六根罪障滅除煩悩滅除業障文
　　次、心経七巻　　　　　　次、理趣経一巻
　　次、尊勝陀羅尼七反　　　次、本尊三種真言
　　　　後夜　如初夜　日中同
　　此外、毎日　大師御前所作
　　香花一前　　　　　　理趣、礼懺各一巻
　　大師宝号百反　　　　南無遍照金剛
とあって、頼瑜の『真俗雑記』がそのまま引用23される。直接的な引用はこの部分だけである。ただし、頼
瑜は、引用されている文の直前に「遍知院成賢御記也」と書いている。すなわち、この文章のもとの著者は
成賢であって、頼瑜自身がそれを引用したということが分かる。
　その他、題名だけが引用される箇所もある。たとえば「縁書事」には、
　　一、縁書事　　　私云、此段非沙汰之限、報恩院記ニ有之故、載之者也。凡ハ、不レ可レ有之事也。
　　可三停二止之一。凡、児一ツ畳ニ不レ可レ居。但、師匠御前座敷等ハ、便宜無レ力一所ニテハ不レ可及二沙汰一云々。（下
線筆者）

とあって、憲深の著作である『報恩院記』の題名が引かれている。
　また、「本尊事」の章には以下のような記述がある。
　　一、本尊事
　　以二如意輪一、為二十八道本尊一事、極楽房御口決ニハ、清瀧ノ御本地タル故也云々。　又、尊師ハ如意輪應
現也。故、皆是娑婆世界ノ施無畏者利益衆生之尊主也。然則、尊師ハ持宝金剛ノ次第ヲ作リ、石山内供、
延命院上綱、同就二如意輪一

ニ、作十八道ノ次第一
ヲ。尤有二所謂一者也。（下線筆者）

　ここでは、宝蓮が自分の流派の代表的な僧侶の名前を列挙している。理源大師・聖宝の著作である『持宝
金剛次第疏鈔』24の題名が引用されている他、『極楽房御口決』というテクストの題名も見られる。後者はい
かなるものか断定はできないが、報恩院流開祖・憲深、字極楽房の著作であると考えられる。
　最後に、テクストの正確な引用ではないが、石山内供は小野流淳祐（890～953）のことで、延命院上綱は、
元杲（914～995）を指す。『四度加行』では、彼らの著作に関しては、「同如意輪ニ就キ、十八ノ道次第ヲ作
ル」と言及し、彼らの著作が内容に影響したことも示唆されている。
　報恩院流の代表的な僧侶の名前や口決が記載されている箇所として、他に「大師御影事」という章に、
　　一、大師御影事
　　本尊ノ左懸レ之。尊師御影ハ本尊ノ右可レ懸之一

ヲ。然ニ、本尊ノ右ハ為二上首一故、尤雖レ可レ懸大師御影一、大
師御影ハ向レ右ニ、故ニ本尊右ニ懸レ之者可レ背二於本尊一故、以二口伝一

ヲ、左ニ懸レ之一
ヲ云々。是ハ憲淳僧正口決

ナリ云々。（下線筆者）
とあって、憲淳僧正（1258～1308）の口決が見られる。憲淳は報恩院流の僧正で、弘真の師である道順は彼
の弟子であった。宝蓮は彼の孫弟子であったため、彼の口決を伝授したと考えられる。

23 頼瑜『真俗雑記』十三（『真言宗全書』第三十七巻、194下）。
24 聖宝『持宝金剛次第疏鈔』。
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　他にも、『報恩院御口決』のテクストの題名が二箇所に見える。まず、「礼拝事」では、
　　百遍ヲ為レ本一

ト。但已達ノ重受ナントハ、可廿一遍也。縦雖レ非重受一
ニ病者ニシテ、不レ堪者、可二廿一遍一。於二

不然輩一
ニ者、必可二百遍一也。礼拝ノ文ハ、槢二念珠一

ヲ、唱二一遍ヲ。可二一礼也。上報恩院御口決也。（下線
筆者）

とあり、「四度加行事」では、
　　一、四度加行事
　　右四度加行者、剃髪受戒年ハ不レ始之一。翌年ニ始之一

ヲ。十八道初行之後、百箇日行法了テ、金剛界加行始二

之一。伝授正行等沙汰之一翌年ニ、胎蔵護摩可レ行之一也。本式ハ、今年十八道、次年金剛界、第三年ニ胎
蔵護摩行レ之。凡両界ヲバ、必ズ両年ニ可レ行之一也。被二定置一法則如是一然ニ今、此口決、始出家已後百日
之内、受戒以後、則加行始之一事モ、報恩院御口決也。（下線筆者）

とある。この『報恩院口決』はいかなるテクストを指すのか断定できないが、報恩院流の憲深の口決である
可能性が高い。
　この他にも、参照したテクストの題名や作者の僧侶名が特に明記されているわけではないものの、内容上
の相似点から深い関係性を示唆できるテクストがある。「用心」もしくは「加行中用心」という部分の内容は、
憲淳の記した「四度行者用心」という十七箇条のテクストに非常に似通っていることが指摘できる25。例えば、
宝蓮の『四度加行』と同様、「見物」や「暗誦事」という章があり同一の体裁をとっており、稚児や酒の扱
いに関しても、「禁制事」や「童形触犯事」という同様の章に登場する。言葉使いや具体的内容がかなり類
似しているため、宝蓮が憲淳のテクストを利用したと考えるのが妥当であろう。
　以上、宝蓮は、直接的・間接的な引用や、先行する著述の題名・筆者の列挙など様々な方法で、『四度加行』
と他の報恩院流のテクストとの関連を示すことに執心していたと言える。この多様な引用や言及は、自分の
口決が報恩院流の口決として正統であることを示すために行なったのだと考えられる。実際、奥書において
も宝蓮は、
　　然ニ今、此口決、始出家已後百日之内、受戒以後、則加行始之一事モ、報恩院御口決也。（下線筆者）
と主張しており、『四度加行』に入っている「此ノ口決」が「報恩院御口決」に属し、正統な流れに属する
ものであることを改めて強調している。
　こういった正統性の主張を確認するために、宝蓮の描く「四度加行」の流れを分析したい。まず十八道だ
が、前述のように、この部分はほぼ全て引用である。十八道の本尊に如意輪を使うことも、特別なことでは
ない。宝蓮が引用しているテクストもあるが、宥快（1354～1416）著の『中院流四度口傳』に、
　　一、十八道本尊。小野多分如意輪也。26

とあって、小野流の十八道の本尊が如意輪であることは、他の流派にも知られていた。道場荘厳の場合も同
様で、如意輪の左に尊師を掛け、右に大師を掛けることは、憲淳の口決に基づいている。儀式の場所の設定
についての章には、例えば六器や閼伽水など、特に例外的な扱いが見えない27。金剛界の場合は、
　　一、伝授并暗誦事
　　凡、作法ハ如二十八道一。但、金剛界ハ、大供養会ヲバ不暗誦一。
　　初行七日之間ハ、以レ本ヲ行之一

ヲ。（省略）（下線筆者）
とあって、作法は十八道と同一である。胎蔵界も、
　　一、胎蔵界加行事
　　毎事、又如二金剛界一。今ハ以二

テ金界一
ヲ三時ニ行許ノ違目也。（省略）

25 憲淳「四度者用心」『真言宗選書─方式１』同朋社、1986年、43～45頁収録。
26 『大正新修大蔵経』第七十八巻、2504番、0897c06。
27 「十八道念誦次第総説」21頁にも、同様の扱いが見える。詳しくは、『真言宗選書─方式１』48頁。
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とあって、金剛界と同じである。護摩の方は、
　　一、護摩加行事
　　護摩加行ハ、胎界ノ後ノ百日ヲ加行ニ用テ、護摩次第ヲ可二伝授。初行ノ日数ハ如二両界一。
とあって、異なる次第を用いる。この『護摩次第』は弘真の著作である可能性もあるが、報恩流は通常『不
動護摩次第』を用いる28。
　このように、宝蓮の『四度加行』に見られる「加行」の流れは、ほとんどが正統な報恩院流のテクストの
引用に基づいており、彼の独創と考えられる箇所はほぼ皆無である。宝蓮の『四度加行』はあくまでも「口
決」であって「次第」ではないため、儀式を実修するにあたっては他の「次第」を利用していたであろう。
この『四度加行』のみに拠って、加行の全過程を最初から最後まで実修するのは難しい。つまり『四度加行』
そのものは、単独で報恩院流の従来の儀式の流れや作法を変更したり覆すだけの内容も位置づけももたない
テクストであるといえよう。『四度加行』には、明らかに具体的な儀式の構造そのものを、抜本的に変える
意図が見えない。むしろこのテクストは、従来の儀式の雛形に極めて忠実に作成され、正統の流れにのっとっ
ていることに重点をおいた口決といえるのである。

６　『四度加行』に見える加行の変則的特徴

　前節では、構造上、儀式の流れの記述においては、他のテクストと比べてまったく異同がないと述べたが、
このテクストには、他のテクストにはない変則的な部分が三点みられる。これをこの節における考察対象と
したい。
　「加行中用心」に当たる部分が、憲淳の記した「四度行者用心」に非常に似通っていることは既に第５節
で述べたが、それは全てにおいてあてはまるわけではない。『四度加行』の「戯論事」という章に、
　　囲碁、雙六、将棋等、一切勝負事、可レ停止之一也。大師御遺告制禁甚重也。可レ思之一。又、不レ可レ臨管

弦之席
　ニ

一。於レ歌一者、故蓮蔵院法印御房、和国風、神明御納受之上者、可レ許之一。但、續歌可レ略レ之云々。
私云此事、此道御好

スキ
故歟。本寺事

　ハ
雖レ然、於二余処一、尤可レ誡之者歟。所詮戲論之事、一切可三停二止之一

者也。
とあることから、蓮蔵院法印御房つまり頼瑜が、寺院において和歌を詠むことを許していたのに対して、宝
蓮がこれを「戯論」と捉え、「一切停止」したことが分かる。このような態度からは、宝蓮が「加行」中の
規則を極めて重視し、その厳密化を望んだと分かる。しかも、真言宗の名僧である頼瑜より詳細で厳密であっ
たと言えよう。これが第一点目の変則的箇所である。しかも、こういった厳密さは、「縁書（艶書）事」と
いう章にも伺える。
　　一、縁書事　　　私云、此段非沙汰之限、報恩院記ニ有之故、載之者也。凡ハ、不レ可レ有之事也。
　　可三停二止之一。凡、児一ツ畳ニ不レ可レ居。但、師匠御前座敷等ハ、便宜無レ力一所ニテハ不レ可及二沙汰一云々。
この条項によれば、宝蓮は僧侶が稚児と同じ畳上にいることさえ禁じており、その上稚児との距離も一畳以
上とかなり具体的に指示している。
　既に引用した「日数事」の続きには、二点目の変則的箇所が見うけられる。
　　私云。師主小野法務大僧正弘ー　仰云。世至二澆季一

ニ人属二濁乱一、求法之志、門跡相続等思、更無レ之。就レ

中、今度闘乱已後ハ、殊更本所牢籠法滅時至故、雖レ非二法式一、為法命相続一、以二五十日一
ヲ、令二授与一者

也。正行七日以後五十日、前後百日也。有二本寺再興一之時ハ、可レ
キ守二

ル百日之法式一也。冥ノ加護、尤可
依加行薫習一故也云々。

　つまり、世相が混迷している時に、法命相続のため加行の期間を短くするということである。この意味を

28 成賢著の『不動護摩次第』（『国訳密教』事相第二収）である。上田霊城『真言密教事相概説─四度部』634頁。
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理解するために、加行の過程を説明しなくてはならない。「日数事」の始まりに、「当流ハ、加行ノ前百日、
正行ニ七日、加行ノ後百日也。」とあって、加行の通常期間が明らかにされている。つまり、十八道、金剛界、
胎蔵界、護摩という「四度加行」における四つ全ての「度」は、それぞれ「加行」、「正行」と「後加行」と
いう三つの段階に分けられる。例えば、十八道は、十八道加行、十八道正行、十八道後加行となる。しかし、
報恩院流では、「加行」、「初行」と「正行」と言って29、（前）加行、正行と後加行とは言わない。宝蓮自身
が「初行開白事」には、「初行日数ハ、七ヶ日之ヲ行フ。」（下線筆者）と言っている。「後加行」は「百日行
法」とも呼ばれている30。前加行は加行、正行は初行、後加行は正行を指す。こういった呼び方を用いるこ
とにより、報恩院流の十八道加行と、宝蓮と弘真の加行の省略の日数が示されている。報恩院の加行の日数
は、元瑜（1756～1826）の『伝授要意』によれば、以前は更に長大であったが、勝賢僧正（1138～1196）に
よって100日に短縮されたという31。（表参照）

勝賢 弘真と宝蓮

十八道 加行 100日 50日

初行  ７日 ７日

正行 100日 50日

　金剛界、胎蔵界、護摩の日数も同様である。加行を50日にするのは、宝蓮が書くように、「本寺再興」ま
での一時的な処置である。ここでいう「本寺」はおそらく醍醐寺であると推測がつくが、断定はできない。
　更に、加行の短縮化については、以下のような記載がある。
　　右四度加行者、剃髪受戒年ハ不レ始之一。翌年ニ始之一

ヲ。十八道初行之後、百箇日行法了テ、金剛界加行始二

之一。伝授正行等沙汰之一翌年ニ、胎蔵護摩可レ行之一也。本式ハ、今年十八道、次年金剛界、第三年ニ胎
蔵護摩行レ之。凡両界ヲバ、必ズ両年ニ可レ行之一也。被二定置一法則如是一然ニ今、此口決、始出家已後百日
之内、受戒以後、則加行始之一事モ、報恩院御口決也。

つまり、本来の加行では出家の後に、少なくとも１年間待たないと行なうことができないのだが、宝蓮の処
置では100日で始められるという。
　なぜ宝蓮は加行の日数を50単位に短縮し、弟子の通過儀礼を簡便化したのだろうか。まず、加行、ある
いは通過儀礼に関するテクストの役割や目的を考えなければならない。空海の時代から、真言宗は伝授の問
題を重んじてきた。特にこの時代には、平安時代から中世にかけて進化した厖大な数の儀式や真言を伝える
ために、整理され洗練された伝授方法が必要になっていた。通過儀礼の過程である「四度加行」は、中でも
最も根本的で、基礎的な教えにあたる。しかも、これは阿闍梨になるための過程であって、法の伝授のため
には極めて重要な儀式である。「四度加行」にはそれぞれの流派によって相違点が多いことも、この儀式の
中心的・基礎的な位置を物語っている。
　先述したように、口決と次第という二つの種類のテクストがこの儀式の中心的役割を果たしている。儀式
の具体的な遂行方法だけでなく、師から弟子への口伝も不可欠である。口伝の目的は主に、次第に記される
儀式の由来、説明についての口頭知識を伝えることである。よく知られる『溪嵐拾葉集』32はその一例である。
『四度加行』には、先述した「本尊事」や「備花事」などで、こういった説明が見える。例えば、
　　「法花経、青蓮花葉上盛満末香ト説也。櫁者表二

ル青蓮花也。青蓮花ト者、竺ニハ云泥
テイ

嚧
ロ
娑羅一

ト、此ニハ云フ細
葉蓮花一

ト。文殊所持ノ蓮花是也。

29 『十八道念誦次第総説』17頁。
30 「一、百日行法之事」など。
31 『十八道念誦次第総説』17頁。
32 『大正新修大蔵経』第七十六巻、2410番。
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とあって、青蓮花を儀式で使う理由を述べている。
　『四度加行』は、儀式の次第を引用し参考にしつつ、口頭による知識を伝えるという口伝の役割も果たし
ている。引用文を多用し裏づけに用いる手法は、大抵の聖教に見られる一般的なスタイルである。これは、
仏教の世界が伝統的なテクスト中心文化であり、仏教経典にまったく関係のない儀式や教理が重視されない
世界であったことを物語っている。こういった伝統性や正統性を示すのは、口伝のもう一つの役割である。
宝蓮は『四度加行』を書くことで、弘真と彼のとった方法が正統であることを示そうと試みていたと考えら
れる。このために、「則チ加行始之事モ、報恩院御口決也。」といった表現を用いたのだと考えられる。
　しかし、宝蓮が認めるように、加行の日数の短縮は「法式ニ非ズ」だった。実際、加行が短縮されるのは、
先述の勝賢の例もあって、歴史的に幾度か行なわれた改定ではあるものの33、宝蓮の場合、状況が特別であっ
た。南北朝内乱という戦争状態で、いかにして仏法の伝授を守るかという問題意識が根底にあったと思われ
るからである。弘真の言葉に見えるように、
　　今度闘乱已、殊更本所牢籠法滅時至故、
実際に法滅の危機があったかどうかはともかく、当時の社会的かつ政治的状況では、伝授は困難であり、通
過儀礼の過程を短縮することを通じ、弟子の増加を図り、流派の存続強化を望んだのではないだろうか。弘
真や宝蓮は吉野周辺の山林に避難して、直接戦禍を被ったわけではないと考えられるが、『四度加行』の内
容に見られる儀式内容の変更は、この二人の活動が戦争の影響を受けていたことを示唆している。
　三点目の変則的箇所は病人の治癒を目的とした儀式に関してであり、これについての言及は複数回に及ぶ。
例えば、
　　百遍ヲ為レ本一

ト。但已達ノ重受ナントハ、可廿一遍也。縦雖レ非重受一
ニ病者ニシテ、不レ堪者、可二廿一遍一。

もしくは、
　　加行中、障㝵之縁毎事可二禁慎一也。但、於二病者一、潜可レ許之一。
とあって、病人のために儀式をいささか簡略にしたいという方針を示している。変則的箇所の一点目で見た
ように、宝蓮は規則の厳密化を望んだが、妥当でかつ現実的な理由があった場合、例外も認めていた。これ
も戦争状態という、被災者や怪我人が多数発生する特殊な状況と関係があり得るだろう。寺院に病人がいる
という状態は決して珍しくない情景であるが、『四度加行』における宝蓮の病人への言及は数回に及んでおり、
特に重要な懸案事項となっていたと考えてもよい。
　以上のように、『四度加行』に見られる変更事項は、このテクストが成立した社会状況を反映したものであっ
たと言えよう。

７　終わりに

　本稿では、『四度加行』を主に、成立背景、構造、内容、他のテクストとのつながり、という四つの観点
から検討した。
　この検討の結果、真福寺蔵の『四度加行』には、醍醐寺報恩院流の加行を伝える口決のテクストとして、
一方で一般的であると同時に、他方では極めて特殊であるという二面的な性格を持つテクストであることが
分かった。
　一般的であるというのは、その構造や他のテクストとの有機的なつながりから導き出せる特徴である。ま
ず構造上において、『四度加行』は他の報恩院流の加行の儀式の流れを忠実に踏襲している。また、他の権
威ある報恩院流のテクストからの直接的・間接的引用や言及を多用することにより、その正統性を訴えかけ、

33 中院流でも、南北朝期の加行の日数は一定化していない。中川善教「四度加行折紙の変遷」『密教の実践』密教大系第９巻、
173頁参照。
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『四度加行』が極めてスタンダードな形式の加行であることを強調している。
　その一方で、このテクストには、「加行」の変則的特徴が三点あることが確認された。南北朝内乱という
未曾有の激動期に成立した背景を反映し、テクストは儀式内容の詳細を変更することを許している。といっ
ても、その変更は儀式の性格自体の変更にまで影響するような規模のものではなく、規則の厳密化（変則箇
所一点目）、儀式にかかる日数の短縮化（二点目）や、病人治療に関する儀式の簡便化（三点目）など、具
体的な事項に留まる。テクストに見られる宝蓮の奥書と「日数事」に見られる弘真の言葉は、テクスト成立
時の不安定な社会状況を特に強調することで、通常の「四度加行」の儀式の変更──特にその短縮化──の
正当な理由とする意図がある。しかし同時にこの裏には、複雑化している儀式を短縮させることで、学徒ら
にとって修練を容易にさせるという意図もあったのではないかと思われる。つまり、宝蓮は、混乱した社会
状況を利用し、儀式の形態を変化させ（短縮させることで）、僧侶の負担を軽減し、ひいては（落ち目になっ
てきている）流派を盛り上げようと試みたのではないだろうか。
　こうした変更は、当時の弘真や南朝のおかれた状況を鑑みれば、己に有利とはいえない事態を冷静に捉え
た具体的かつ現実的な対策と捉えられる。『四度加行』そのものは、こうした変更点を除けば、当時広まっ
ていた真言密教の儀式と特に大きな隔たりのある儀式を記述したわけではないことが分かる。むしろ、『四
度加行』では、頼瑜のような真言宗の名僧以上に厳密な規則を志向している。これは、「弘真とその弟子や
教えが、当時の仏教界において周辺的もしくは異端的立場に属していた」、と認識する現在支配的な歴史観
とは相反する結果を示している。こうした認識を打ち出した代表的な先行研究には、網野善彦の『異形の王
権』34や水原尭栄の『邪教立川流の研究』35がある。こうした研究の見解が一様に依拠しているのが、宥快の『宝
鏡抄』であり、ここには、
　　爰有二相似苾蒭一其名云二文観一、本是西大寺末寺播磨国北条寺之律僧也。兼学二算道一好二卜筮一専習二呪術一

立二修験一。貪欲心切、憍慢思甚。入二洛陽一伺二朝廷一掠二取証道上人之職一遂為二東寺大勧進之聖一。
とあって、これは現行の弘真のイメージを決定付けた部分として知られている。ここでは、「文観弘真は呪
術を使う異形な僧侶であった」、と記載されているが、宝蓮の『四度加行』は、このような従来の弘真観に
対抗する新しい弘真像をうちだしているという点で意義深いものである。今後、弘真をとりまく複数のテク
ストの研究を有機的に行なうことで、従来の弘真観とは異なる弘真像を描くことは可能であろう。今後の課
題としたい。
　更に、一点目の変則的特徴であった規則の厳密化の問題を通して、宝蓮だけでなく、弘真の立場について
も言及したい。弘真が、真言宗に入る前に律僧であったことは、第１節で述べた。中世の律宗は、宗派再興
の過渡期にあり、戒律の厳密化ということが重視されていた。『四度加行』では、戒律でなく単に「加行」
の過程に実施される規則が説明されているが、こうした規則を広い意味での戒律として考えてもよい。しか
も、律宗とのつながりは、『四度加行』の「加行中用心」の一部である「酒宴事」という章に明らかにされ
ている。
　　私云。如是等之事、於二律家一者非二沙汰之限一

ニ者也。
　ここでは、「律家」つまり律宗という言葉が見られる。この条項から、宝蓮は弘真の元の宗派である律宗
の影響を受けたことが示唆される。弘真の律宗とのつながりは、彼が真言に入った後終わったのではなく、『四
度加行』の加行中の規則にも影響を及ぼしたと考えられるのでないか。弘真は、律宗において根本的な位置
を占める戒律・規則のことを一貫して重視し、真言宗にもその厳密化を望んだといえよう。
　最後に、『四度加行』そのものは、南北朝期の騒乱の下にあった僧侶の具体的対策、手段や生活を知る上で、

34 前掲書（注２）。
35 水原尭栄『邪教立川流の研究』全正舎書籍部、1923年。
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大変重要な史料である。『四度加行』内の数々の禁止事項は、逆にその禁止の対象であった事象──つまり
和歌、将棋、囲碁、宴会、稚児との密接な接触など──が横行していて、当時の寺院の風景の一部であり、
僧侶の生活の一部となっていたことを示唆している。また、宗教的儀式や教理の検討は往々にして、社会的
もしくは政治的背景とは無縁な主題として捉えられ、歴史研究全体においては軽視されがちである。しかし、
儀式や教理といった宗教思想上にあると考えられるトピックをつかさどっていたのは、人間としてその時代
に生きていた僧侶に他ならないのであり、時代の影響はこうした僧侶たちの柔軟な対応を通じて儀式の変更
という形で表現されているのである。『四度加行』は、このような時代の制約を受けつつ儀式の形態が変化
していくというダイナミズムを生々しく伝えているという点で、特に貴重な史料であろう。


