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渡 辺章悟

六国史とは奈良•平安時代に絹纂された、現存する六つの勅撰の正史で、『日本書紀』

「続日本紀』『日本後紀』『続H本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』の総称であ

る。これらは、いずれも漠文による編年体の史書で、神代から、仁和三年 (887) までを

扱うわが国古代史の根本資料と言える。

筆者はこれまで般若経を中心としてインドの大乗仏教の起源などを研究してきたが、こ

の般若経が古代の日本人にどのように受容されてきたのかについても関心を持ち、少しず

つ調査してきた。これまでの調査から、歴史上般若経が極めて重視されること、そして大

般若経の転読が、大災害などの際にしばしば行われてきたことも分かっていた。

一方、昨今の巨大地震が引き起こした東日本大震災は、日本人がもつ民族性や宗教性を

あらたに喚起した。筆者とてその例外ではない。そこでこの機会に、六国史という歴史書

の中で、地震や天災などにあたって、般若経を始めとする経典が、為政者の描く社会の中

でどのような役割を果たしていたのかを、経典の引用を拾い上げて分析することにした。

その結果は、おおよそ予想されたものではあったが、どのような経典がどのような時代

に、いかなる役割を果たしていたのかを確認することができたので、ここに報告しておく

ことにする。

まず最初に、本稿は律令体制が形成されるまでに、仏教がどのように移入され、根付い

ていったのかを概観する。次いで実際の六国史の記述から日本人が「般若経」などの経典

をどのように受容したのかを考察する。

1. 仏教の導入

最初の仏教についての記載は、最古の史書である『日本書紀』 1にみられる仏教の公伝か

らはじまる。仏教の公伝には諸説があるが、『書紀』によれば、欽明天皇十三年 (552年）

十月に百済の聖明王が、釈迦仏の金銅像一体と若干の幡蓋や経論を献上したとあり、これ

が一応の仏教公伝とされている。
くにつかみ

このとき仏教は従来の国神に対してド厨囁「］といわれ、前者への崇拝は後者の怒りを

1 六国史の第一で、三十巻からなる。元正天皇の命により、舎人親王らが撰した。養老四年 (720)成立。神代か

ら持統天皇までの歴史を編年体で記す。
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受けることになると怖れられている。欽明天皇は蘇我稲目の申し出に応えて仏像を彼に授

け、試みに礼拝させた。蘇我稲目は小墾田の家に安置し、仏道を修めるよすがとした。し

かし、後に疫病が流行ったため、天皇は物部尾輿と中臣鎌子の奏上にしたがい、仏像は難

波の堀江に捨てられ、寺は焼かれたという 20

その後暫く仏教関係の記事はないが、敏達天皇の代に大きな転換期をむかえた。『書

紀』の記述もそれを強く意識しているようで、敏達天皇が仏法を信じられず、文章や史学

を愛されたということを敢えて最初に記している。
おおむらじ おおとみ

敏達天皇が即位されたとき、物部守屋は大連、蘇我馬子は大臣であった。この頃、朝廷

は百済と親密な関係となり、任那を滅ぼした新羅を討とうとしていたこともあり、百済と

の相互交流は盛んであった。その一つとして、敏達天皇六年 (577年）に、百済王が日本
みこともち おおわけのきみ

の宰（現在の大使）である大別王が婦国するに際して、経論や僧侶（律師・禅師・比丘

尼．呪禁師）、造仏・造寺エら六人を伴わせて献上したという記録がある 3。彼らは大別王

の寺に配属されたともあるので、少なくともこの時に仏教寺院もあったのである。

また、敏達天皇の代には、蘇我馬子の崇仏の記録 (584年）が詳細に記されている。そ

れには百済からの弥勒菩薩の石仏を貰い受け、高麗人の恵便という還俗僧を仏法の師とし

たこと、司馬達等の十一歳の娘、嶋（善信尼）とその弟子二人（禅蔵尼・恵善尼）を出家

させ、この三人の尼僧を尊めたこと、司馬達等が蘇我馬子に仏舎利を献じたこと、馬子が

仏殿を造り、ここから仏法が広まったことなどが記されている 40

これに対して、翌年 (585年）には物部守屋の排仏も記録される。守屋は敏達天皇に、

蘇我氏が仏法を広めたために疫病が国中に広がったことなどを奏上し、天皇の仏法禁止の

詔勅によって、仏像、仏殿、仏塔が焼かれた。馬子が供養していた善信尼らも法衣を奪わ

れて捕縛され、鞭打ちの刑に処せられた。

2 《欽明天皇十三年 (552)十月》冬十月。百済聖明王〈更名聖王。〉遣西部姫氏達率怒晰斯致契等。献釈迦仏金鋼

像一躯。幡蓋若干・経論若干巻。別表、讃流通・礼拝功徳云。是法於諸法中、最為殊勝。難解難入。周公。孔子

尚不能知。此法能生無量無辺福徳果報。乃至成弁無上菩提。瞥如人懐随意宝。逐所須用。尽依情。此妙法宝亦復

然。祈願依情、無所乏。且夫遠自天竺。妥泊三韓。依教奉持、無不尊敬。由是百済王臣明謹遣陪臣怒哨斯致契。

奉伝帝国。流通畿内。果仏所記我法東流。是日。天皇聞已、歓喜踊躍。詔使者云。朕従昔来、未曾得聞如是微妙

之法。然朕不自決。乃歴問群臣日。西蕃献仏相貌端厳。全未曾看。可礼以不。蘇我大臣稲目宿ネ爾奏日。西蕃諸国

一皆礼之。豊秋日本盗独背也。物部大連尾輿。中臣連鎌子、同奏日。我国家之王天下者。恒以天地社稜百八十

神。春夏秋冬、祭拝為事。方今改拝蕃神。恐致国神之怒。天皇日。宜付情願人稲目宿禰。試令礼拝。大臣脆受而

祈悦安置小墾田家。懃脩出世業、為因。浄捨向原家為寺。於後国行疫気。民致夭残。久而愈多。不能治療。物部

大連尾輿。中臣連鎌子、同奏曰。昔日不須臣計、致斯病死。今不遠而復。必当有慶。宜早投棄。懃求後福。天皇

曰。依奏。有司乃以仏像、流棄難波堀江。復縦火於伽藍。焼儘更無余。於是天無風雲、忽炎大殿。
3 《敏達天皇六年 (577)十一月庚午朔》冬十一月庚午朔。百済国王付還使大別王等。献経論若干巻、井律師。禅

師。比丘尼。呪禁師。造仏工。造寺エ、六人。遂安置於難波大別王寺。

4 《敏達天皇十三年 (584)是歳》是歳。蘇我馬子宿福請其仏像二躯。乃遣鞍部村主司馬達等。池辺直氷田。使於四

方、訪覚修行者。於是唯於播磨国、得僧還俗者。名扁麗恵便。大臣乃以為師。令度司馬達等女嶋。日善信尼。

〈年十一歳。〉又度善偏尼弟子二人。其一漢人夜菩之女豊女。名日禅蔵尼。其二錦織壺之女石女。名日恵善尼。

〈壼。此云都符。〉馬子独依仏法。崇敬三尼。乃以三尼、付氷田直与達等、令供衣食。経営仏殿於宅東方。安置弥

勒石像。屈請三尼、大会設斎。此時達等得仏舎利於斎食上。即以舎利献於馬子宿福。馬子宿禰試以舎利、置鉄質

中。振鉄鎚打。其質与鎚、悉被推壌。而舎利不可描毀。又投舎利於水。舎利随心所願、浮沈於水。由是馬子宿

禰。池辺氷田。司馬達等。深信仏法、修行不罹。馬子宿禰亦於石川宅脩治仏殿。仏法之初、自絃而作。
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その年の夏、六月に天然痘が国中に流行し、病む者たちは「身体が焼かれ、打ち砕かれ

るように苦しい」と訴えた。そして、それは仏像を焼いた罪であるという噂が市井に広

まった。その時、馬子も病気になったため、仏力の加護による治癒を願ったことから、敏

達天皇は馬子の個人的な信仰を許し、三人の尼僧を馬子に返した。そこで馬子は新しく寺

院を造り、仏像を迎え入れて供養したとある。

次いで即位した用明天皇は即位二年後に天然痘のために崩御してしまった。そこで、次

の天皇の即位をめぐって争いが生じ、ついに物部守屋と蘇我馬子の二大勢力が戦った。そ

の結果、蘇我氏が勝利し、蘇我氏ら群臣に担がれて崇峻天皇が即位した (587年）。

その乱の後、蘇我馬子は飛鳥にて法典寺（飛鳥寺）の建立に着手した 5。また、同年に

は百済からの遣使と共に、仏舎利や多くの僧侶、寺院建築工が遣わされ、逆に馬子は善信

尼を百済に派遣して仏教を学ばせた。善信尼らは二年後 (590年）三月に帰国し、桜井寺

（向原寺）に住した鯰

この年は、大伴狭手彦の娘、大伴狛の夫人、司馬達等の娘、新羅や百済の姫、漠人の善

聡など合計12人もの名が記録されている。この時期になって仏教は蘇我氏（稲目・馬子・

蝦夷［・入鹿］）を中心にして急速に広がりを見せたようである。以上のように、仏教は

朝鮮半島、特に百済より導入されたのであり、朝鮮の仏教文化を積極的に取り入れた蘇我

氏との結びつきが極めて深いことが分かる。

一方、崇峻天皇は即位後五年にして蘇我氏に殺され、 592年12月に敏達天皇の皇后で

あった推古天皇が即位した。このとき義理の甥である聖徳太子が摂政となった。この時代

になって十七条憲法に見られるように、仏教は本格的に国家の礎となってゆく。

推古天皇元年 (593年）、難波に四天王寺を造立し始め、 595年には高麗僧の恵慈が帰化

して聖徳太子の師となり、百済僧の慧聡も来日した。翌年にば法興寺も落成したので、ニ

人はこの寺に住し、彼らが中心となって国家仏教の骨組みを造っていったのである。
あかがねぬいもの

605年、推古天皇は誓願を立て、鞍作烏を造物のエに任じて、初めて銅と繍との一丈六

尺の仏像をそれぞれ一体ずつ作り始めた。これが仏像の本格的製作の端緒といえる 70

聖徳太子の没後の推古天皇三二年 (624) に、ある僧が斧で祖父を殺した事件があっ

た。そこで天皇は百済僧の観勒にはかり、僧尼の風紀を管理するために、僧正・僧都・法

頭を定めて僧尼を統べることとした。ついで、寺と僧尼を調査して、各寺の縁起、僧尼の

5 蘇我馬子(?-626) は588年（崇峻 l)飛烏の真神原（まかみのはら）の地に寺の造営を発願し、約 9年を要し

て596年（推古 4) に完成したという。大化改新で蘇我氏の本家が滅びてからは、政府の手で支えられ、天武朝

には官寺となり、藤原京時代には四大寺の一つとなった。 710年（和銅 3) に平城京に遷都してからは、 718年
（養老2)に法興寺の大部分が現在地に移り、それ以降は〈元興寺〉と呼ばれた。

6 奈良県高市郡明日香村豊浦に遺跡のある寺。欽明天皇の時、百済から献じられた仏像を蘇我稲目が安置した向原

宮に始まるもので、日本最初の寺と伝えられる。推古天皇朝、豊浦の地に移り、豊浦（とゆら）寺と号した。現

在その故地には浄土真宗広厳寺（こうげんじ）がある。

7 《推古天皇十三年 (605)四月辛酉朔》十三年夏四月辛酉朔。天皇詔皇太子。大臣及諸王。諸臣。共同発誓願。以

始造銅．繍丈六仏像、各一躯。乃命鞍作鳥為造仏之工。是時。高麗国大興王聞日本国天皇造仏像。貢上黄金三百

両。
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出家の記録などを記録したが、このとき寺院は46箇所、僧は816名、尼僧は569名で合わせ

て1385名であった 8。こうして仏教はこの時代に国家仏教としての基礎を固めたのである。

また、後の大化の改新 (645年）以降ではあるが、天武天皇八年 (679)十月十三日に、

勅して僧尼の威儀や衣の色、馬・従者などが街中を往来する時の決まりについても定めて

いる。このように、律令体制以前の 1::1本において、仏教教団は国家の保護管理下にあった

のである。以上が『書紀』に記録された日本仏教の草創期の状況である。これ以降は、実

際の経典がどのように記録されているのかを見てみたい。

(1) 『日本書紀』

『日本書紀』は神代から持統天皇の治世 (~697年 8 月）までの記録であるが、本史には

経典引用の記事はそう多くあるわけではない。そのなかで最も古いところでは、推古天皇

十四年 (606年）に、皇子（聖徳太子）が『勝墨経』と『法華経』の講義をしたという記

録が見られる’。これが聖徳太子撰述と伝えられる、『勝霊経義疏』、『法華義疏』および、

『維摩経義疏』を加えた三経義疏真撰の一つの傍証である 100 

次いで即位した舒明天皇は即位十一年 (639) に百済川のはとりに百済宮を作り、叶喜
おおでら

大寺を追営した。この年の九月に唐から恵隠・恵雲という学間僧が新羅の使いに従って都

に入った］］。さらに、十二年 (640)五月五日には盛大な麻会を催され、恵隠を招いて『無

最寿経』を説かせたという 120 

8 《推古大阜三二年 (624) 四月戊申 (3日）》三i二年夏四月丙午朔戊申。有一僧。執斧殴祖父。時天皇聞之。召

大臣、詔之日。夫出家者頓帰三宇、具懐戒法。何無懺忌、轍犯悪逆。今朕聞。有僧以殴祖父。故悉緊諸寺僧尼、

以推間之。若事実者、重罪之。於是集諸僧尼而推之。則悪逆僧及諸佃尼、並将罪。於是百済観勤僧表＿卜以言。夫

仏法目西m至干漢経ー百歳。乃伝之至於百済同。而僅ー百年突。然我土間日本天皇之賢哲。 1釘貞上仏像及内典、

未満百歳。故当今時。以僧尼未習法律。轍犯悪逆。是以諸僧尼I皇憫、以不知所如。仰頴其除悪逆者以外僧尼。悉

赦而勿罪。是大功徳也。天畠乃聴之。

《推古天皇三二年 (624) 四月戊午 (13日）》戊午。詔日。夫置人尚犯法。何以詢俗人。故自今已後、任僧正。僧

都。 1乃応検校僧尼。

《推古天皇三二年 (624) 四月壬戌 (17日）》壬戌。以観勒僧為僧正。以鞍部徳積為僧都。即日、以阿曇連〈閾

名。〉為怯頭。

《推古天皇：：：：：：二年 (624)九月丙子 (3日）》秋九月甲戌朔丙f。校寺及僧尼。具録其寺所造之縁。亦僧尼入道之

縁。及度之年月日也。当是時。有寺四1六所。僧八百十六人。尼五百六十九人。井一千二白八十五人。

9 《推古天皇 1屯月年 (606)七月》秋七月。天皇請皇太子、令講勝嬰経。三 H。説寛之。

《批古天阜十四年 (606)是歳》是歳。皇太子亦講法華経於岡本宮。天皇大喜之。播磨国ノ幻廿百町施子皇人子。因

以納子斑鳩寺。

10 実際の二経義疏についての奈良時代の記録には、 747年（天平19)「法隆寺伽藍縁起井流記資財躾」にじ宮聖徳法

王御製者と記され、「上宮聖徳法王帝説」に法華の等（ごと）き経の疏、七巻の御製疏があったと書かれてお

り、智光の『浄名玄論略述』や寿霊の『華厳五教章指事記』などに三経義疏からの引用がなされているが、直接

的根拠がないため偽撰説も根強い。

11 百済寺とは後の大安寺のことである。もともとは617年（推古25)聖徳太＋建立になる額田部の熊凝精舎（くま

ごりしょうじゃ） （熊凝寺）に濫鯖を持つとされる市都七大寺の一つ。 747年（天平19) に勘録された『大安寺伽

藍縁起井流記資財転』によれば、 639年（舒明11) にこの精舎を磯城（しぎ）郡百済）II畔に移して〈百済大寿〉

と改称し、さらに673年（天武 2) にこの寺を鵞市に移築して〈高市大寺（たけちのおおでら）〉と称し、後に

〈大官大寺（だいかんたいじ）〉と改称され、京畿の二大官守の一つとして降盛をぎわめた。 710年に平城遷都後

に大安寺と称した。

《舒明天皇十一年 (639)七月》秋七月。詔日。今年、造作大宮及大寺。則以臼済）II側為宮処。是以西民造宮。東

民作寺。便以書直県為大匠。

《舒明天皇ト一年 (639)九月》秋九月。大唐学問僧恵隠。恵雲。従新羅送使入京。



（渡辺章悟） 115 
(456) 

また、皇極天皇の元年 (642) 七月二十五日には、日照りが続いていたので、蘇我蝦夷

は「寺々で大乗経典を転読し、仏の教えに悔過して、雨乞いをしよう」と言った。そこ

で、二七日に「百済大寺の南の広場で、仏像と四天王像を安罹して、多くの僧を招いて

『大雲経』などを読ませた」とある巴

大化の改新（大化元 645年）以降になると、仏教に関する公の法会についての記事が多

くなる。次の孝徳天皇は651年に丈六繍像・侠侍・八部等の四十六の尊像を蘊ったり、

二千ー白余の僧尼に一切経を読ませたりしている。また、斉明天皇の五年 (659) には、

七懺父母の報謝のために京内の諸寺にて『孟蘭盆経』を講じさせたことも記載される。

天武天皇の代になると、仏教関係の記事はさらに増える。まず、天武五年 (676) 六月
みてくら

には「大旱魃があり、遣使各地の使いを遣わし幣吊を捧げ、諸の神祗に祈らせた。また、

諸の僧尼を招いて三宝に祈らせた」とある 14。なお、このように神祇信仰も仏教侶仰も平

行して行われたのが当時の信仰生活であったことも強調しておくべきであろう。

また、天武六年 (677) 8月15日に、飛鳥寺で斎会を設け、一切経を読ませた。天武天

皇も寺の南門で仏を礼拝したとある。注目されることに、このとき親王や諸王、群卿に詔

勅を与え、各々について一人ずつが出家することを許した15。また、天武九年 (680) 11月

12日には、皇后が病気になったので誓願を立て、薬師寺を建立して、百名の僧を得度させ

たところ、病気は平癒したという。次いで26日には今度は天皇が病気になったので、百名

の僧を得度させたところ、暫くして、天皇の病気が平癒したとも記す16。後述するよう

に、このような病気平癒が経典読誦、あるいは仏教に期待された目的なのであった。

なお、天武十四年 (685) には多くの記録がある。まず 3月27日に「国々で、家ごとに

仏舎をつくり、仏像と経典を置いて、礼拝供養せよ」との詔勅が与えられた17。さらに、

9月24日に天皇が病気になったので、三日間大官大寺、川原寺、飛烏寺の三寺にて読経さ

せた。この場合、読経の日的は天皇の病気平癒のためである。また、 10月には宮中で『金

剛般若経』を読誦させたことが記録されている 18。また、翌年の朱鳥元年 (686)7月には

12 《舒明天皇十二年 (640)五月辛丑 (5日）》五月丁酉朔辛丑。大設斎。因以請恵閲僧、令況元量寿経。なお、恵
隠は 7世紀の僧。俗名は志賀漢人（あやひと）。近江国滋賀郡の人。推古16(608)年9月、遣陪使小野妹子に
従って僧曼、南淵請安らと共に学問僧として入隋、 31年間にもわたり留学。舒明11(639)年9月、新羅送使に
従って恵雲と共に帰国、翌年の設斎で『無贔寿経』を講じた。白雉 3 (652)年4月にも、恵資を論議者（問
者）、沙門1000人を作聴衆（聴衆）として内裏で同経を講説した。「元亨釈書』 16巻。

13 《皇極人皇几年 (642)七月J.X:寓 (25日）》戊寅。群臣相謂之I-I。随村々 祝部所教。或殺牛馬祭諸社神。或頻移
市。或祷河伯。既無所効。蘇我大臣報曰。可於寺寺転読大乗経典。海過如仏所訟。敬而祈雨。
《皇極天皇元年 (642)七月庚辰 (27日）》庚辰。於大寺南庭、厳仏・菩薩像与四天王像、屈請衆偕。読大雲経
等。子時。蘇我人臣手執香鑢。焼香発願。

14 《天武天皇五年 (676)六月是夏》是夏。大旱。遣使四方捧幣吊。祈諸神祇。亦請諸僧尼。祈子三宝。然不雨。由
是五穀不登。百姓飢之。

15 《大武天皇六年 (677)八月乙巳 (15日）》八月辛卯朔乙巳。大設斎於飛鳥寺。以読一切経。便人皇御寺南門而礼
三宝。是時。詔親王。諸上及群卿。毎人賜出家一人。其出家者不問男女長幼。皆随願度之。囚以会干大斎。

16 《天武天皇九年 (680)十一月癸未 (12日）》癸未。皇后体不予。則為皇后誓願之。初興薬師寺。｛乃度ー百僧。由
是得安平。是日。放罪。
《天武天皇）L年 (680)+—月丁酉 (26 日）》丁酉。天皇病之。因以度ー・＾百僧。俄而愈之。

17 《天武天皇I・四年 (685)三月エ申 (27日）》壬申。詔。諸国毎家、作仏舎。乃置仏像。及経。以礼拝供養。
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臣下が故天武天皇のために観音像を造り、大官大寺にて観音経を読ましめ、同年8月2日に

は、宮中にて観音経二百巻を読誦させている。

以上のように、経典については多くの記載があるが、般若経関係では、「仁王般若会」

の記録（斉明天皇六年 (660)五月、犬武五年 (676)＋一月）と、上記の『金剛般若経』

を宮中にて読んだ記録 (685年10月）が一度あるのみで、『大般若経』についても『般若心

経』についても言及されていない。

大般若会が行われるよりも、仁王会と最勝会が公的な法会として催行されていたので、

最後にこのことにも触れておきたい。

・仁王会

公の行事としての仁王会もこの頃から催行されるようになり、平安時代になると国分寺

安居の恒例行事や、貴族社会の年中行事として定例化されていったが、その濫腸は『日本

書紀』の斉明天皇六年 (660)五月の記録である。それは、「役人に勅を下し、百の高座、

百の納袈裟を作って、仁王般若の法会を設けた」とするものである叫また、天武天皇五

年 (676)十月には諸国に使いを遣わし、『金光明経』・『仁王般若経』を講説させ、次いで

持統七年 (693)十月には四日間をかけて『仁王般若経』を諸国に講説させたとある。本

経は『金光明経』『法華経』とならんで、護国三部経の一つとされ、中国・朝鮮・日本を

通じて鎮護国家や除災招福を目的にした仁王会が行われた。ただし、『仁王般若経』は羅

什訳と不空訳のみ現存するが、それぞれの翻訳の真偽が疑われている。

•最勝会

一方、最勝会は天武九年 (680)五月の記載が初めである。この年にはじめて宮中と諸

寺で『金光明〔最勝王〕経』を講説させたと記されている。ただし、上述したように、す

でに諸国においては天武五年 (676) に読誦させてはいる。次いで朱鳥元年 (686)七月に

は宮中で百人の僧を招いて読誦させ、さらに持統天皇の代になると、以下のように頻出す

18 《推古天皇十四年 (606)七月》秋七月。天皇請皇太子、令講勝嬰経。三日。説寛之。推古天皇[-四年 (606)是

歳》是歳。皇太了亦講法華経於岡本宮。天皇大喜之。播磨図水田百町施子皇太子。因以納干斑鳩寺。

《斉明大皇六年 (606)Ii月》
是月。有司奉勅磁ー百禍座。ー百納袈裟。設仁王般若之會。又阜太＋初造漏剋。使民知時。又阿倍引日臣。関

名。獣夷五十餘。又於石上池邊作須禰山。高如廟塔。以饗粛憧舟七人。又攀國百姓無故持兵往還於道。因老言。

百清薦失所之相乎。

《天武天皇十四年 (685)三月壬申 (27日）》壬申。品。諸国毎家、作仏合。乃置仏像。及経。以礼拝供養。

《天式天皇九年 (680).Ii月乙亥朔》五月乙亥朔。勅。絢．縣・糸・布。以施子京内二十四寺。各有差。是日。始

説金光明経丁宮中及諸寺。

《天武天皇［四年 (685)九月丁卯 (24日）》」卯。為天皇体不予之。三日、誦経於大官大寺。川原寺。飛局寺。

氏以稲納ー．寺。各有差。

《天武天皇十四年 (685) 十月己丑 (17 日）》己丑。伊勢王等亦向J••東國。囚以賜衣袴。是日。誼金剛般若経於宮
中。

19 《斉明天皇六年 (660)五月》品月。有司奉勅、造ー百高座。ー百納袈裟。設仁王般若之会。
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持統六年 (692) 閏五月、都と四畿内で本経を講説した。
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持統八年 (694)五月、金光明経百部を諸国に送り、侮年必ず一月七日或いは八日に

読誦し、その供養料は正税から支出することとする。

持統十年 (696)十二月、金光明経を読ませるために、鉦年十二月の晦日に浄行者を

十人得度させることを勅した。

以上、ここまでの記述で明らかなように、飛鳥時代 (6~ 7世紀）の日本人は大陸や朝

鮮半島から仏教を導入したが、その目的はほぼ呪術的な効果のためであった。そこでは導

入期の混乱から次第に国家の保護の下に弘通して行く姿が描かれる。僧の出家は管理さ

れ、朝廷の権力のもとで大きな寺院を建設し、そこで公的な法会を行い、国家や民衆の安

寧を祈願する国家仏教の形態を整えつつあった。その目的は、病気や自然の災害などに対

して、人知を越えた巨大な力で安寧をもたらす力を信じて、諸の神祇に祈るとともに仏の

加護を祈ったのである。

(2) 『続日本紀』

『続日本紀』 20は、律令国家としての奈良時代を中心とした697~791年の歴史を記録した

史書である。この時代になると、急に『大般若経』の転読読誦、読、転などについての記

事が現れ（二十回）、その中には大般若経書写の記録も三同見られる。転読の初出は『続

日本紀』巻三、大宝三年 (703) ＝＾月辛未十「辛未。詔四大寺讀大般若経。度ー百人」と

いうものである。ここで言うところの四大寺とは「大安寺、薬師寺、元興寺、興福寺」で

ある 210

読誦が行われる場所は宮中が多いが、実際の都は遷都のたびに異なる。ただ、なかに

は四大寺や京内の諸の大小寺 (770年 7月）、あるいは畿内七道の諸寺 (789年12月）にて

読誦させている。このことから見ると、すでに八惟紀後半には大般若経の信仰は朝廷の崇

拝の中心的な地位を占め、朝廷の支配下（五畿七道）に及んでいたと考えられる。

大般若経転読の目的は「消除災害。安寧尻家」とする場合が多いが、〈停地震〉の祈願

も複数ある 22。転読の任に当たった請僧は200名、 300名あるいは600名、 700名という大規

模なものが多く見られるが、 600口というものが六同と最も多い。これは大般若経六百巻

をそれぞれ一巻ずつ分担して読誦したことを意味している。

20 六国史の第:→で四十巻からなる。光仁天皇の命により、藤原継縄・菅野真道らが撰した。延暦 1一六年 (797)成

立。『日本書紀』のあとを受け、文武天皇元年 (697) から桓武天皇の延暦十年 (791) までの歴史を編年体で記

録する。

21 平安時代は東大寺、興福寺、延暦寺、園城寺（三井寺）の四大寺となる。

22 たとえば、天平寸七年 (745)五月」夕n(10日）「」如。地震。讀大般若経於平城宮。」（『紬H本紀』巻 1六）

とあるように多くは『大般若経』を転読するが、そればかりではなく、四大寺で『大集経」を転説することも

あった。大平十七年 (745)五月乙丑 (8日）「乙丑。地震。於大安。薬師。元興。興福四寺。限三七日令讀大集

経。」（『続日本紀』巻1六）
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『続日本紀』の般若経に関しては以下の記録もある。

天平宝字二年（七五八）八月T巳 (18日）

丁已。勅。大史奏云。案九宮経。来年己亥。嘗會三合。其経云。三合之歳。有水旱疾

疫之災。如聞。摩詞般若波羅密（ママ）多者。是諸佛之祉也。四句1易等受持讀誦。得

福徳緊不可思鼠。是以。天子念。則兵革災害不入殴裏。庶人念。則疾疫檎鬼不入家

中。斯悪獲祥莫過於此。宜告天下諸國。莫論男女老少。起坐行歩□閑。皆霊念誦摩詞

般若波羅密（ママ）。其文武百官人等。向朝赴司。道路之上。毎日常念。勿空往来。庶

使風雨随時。咸無水旱之厄。寒温調氣。悉免疾疫之災。普告追週。知朕意焉。（『続日

本紀』巻廿ー）

天平宝字二 (758)年八月十八日。天皇が次ぎのように勅した。大史局（陰陽寮）が

奏上しているのは、 9『九宮経（古い占いの書）』をしらべてみると、来年の己亥（き

がい）の年は三合（陰陽道でいう厄年の一つ。大歳・太陰・客気の三神一年の中に合

しこれを大区とする）に当たります。『九宮経』に三合の年は洪水・日照り・疫病の

災害が起こると言っております。間くところでは、『摩詞般若波羅密多経』は諸仏の

母であるとされています。四旬の低（仏をたたえる詩）などを覚えて説誦すれば、福

徳が集まってきて、その功徳は考えられない程である。そこで天子がこれを念ずる時

は、兵乱や災害は国内に入らず、庶民が念じたならば、病気や疫病鬼は家の中に入ら

ず、悪を断ち幸福を得るにはこれ以上のものはありません」と。そこで、天下の諸国

に布告して、男女老若となく行住座臥、口にひまがあえば、みな『摩詞般若波羅密多

経』を念誦させるようにせよ。文武百官の人たちも、朝廷に出仕して官庁に赴く時、

途中の迫路上においても毎日常に念じて、往来の時間を無駄にすることがないように

せよ。願うところは風雨が時節どおりで、洪水や日照りの災害が全くなく、寒暖が順

調で、悉く疫病の災害をのがれるようにということである。広く遠近の諸方に告知し

て、朕の意向を知らせるようにせよ。（全現代語訳：宇治谷孟、 1992)

これは聖武天皇の娘であった孝謙天皇が淳仁天凧に譲位した直後の勅令である。大史が

奏上したというが、大史局（陰陽寮）とは犬文・暦法・占星・予言などを司る役所のこと

である。ここで上奏されたように、摩詞般若波羅蜜〔多〕は諸仏の母である。その四旬偽

等を受持し、読誦すれば、福徳は不可思羅であることを述べているが、その箇所は明らか

に『金剛般若経』の一節にもとづいているが、読誦の簡便さから考えると『般若心経』を

想定していた可能性もある。

それを要約すると、「本経の受持、読誦により、天子が念ずるときは、戦争や革命や災
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害が外国から入ってくることがなくなるであろうし、庶民であれば病気や疫病鬼が家に侵

入することがないであろう。そのために、老若男女を問わず、皆でこの摩詞般若波羅蜜

［多〕経を念誦すべきである。また、文官たるものは朝の勤務に出仕する途中の道路で

あっても、毎日常に念ずべし。そうすれば天災や疾病の災いから悉く免れるであろう。こ

れが朕の強い意志と心得よ」となる。

また、同様の勅令は774年、光仁天皇によっても発布されている。この令についても経

典名は明示されていないが、同じ理由で『般若心経』の可能性もある。

宝亀五年（七七四）四月己夕り（已已朔11日）

夏四月己夕廿。勅日。如聞。天下諸國疾疫者衆。雖加醤療。猶未平復。朕君臨字宙。子

育黎元。興言念此。病森為努。其摩詞般若波羅蜜者。諸佛之母也。天子念之。則兵革

災害不入駁中。庶人念之。則疾疫競鬼不入家内。思欲憑此慈悲。救彼短折。宜告天下

諸國。不論男女老少。起坐行歩。咸令念誦摩詞般若波羅蜜。其文武百官向朝赴曹。遵

次之上。及公務之餘。常必念誦。庶使陰陽叶序。寒温調氣。歯無疾疫之災。人遂天年

之壽。普告返運。知朕意焉。（『続日本紀』巻川三）

宝亀五 (774)年夏四月十一日。天皇が次ぎのように勅した。天下の諸国に悪性の流

行病の者が多くて、医療をはどこしてもまだ回復しないと聞く。朕は宇宙に君臨して

人民を子として育んでいる。このことを思って寝て党めても心を労している。さて

『摩詞般若波羅蜜経』は諸仏の母である。天子がこれを念ずる時は、兵乱や災害は国

内に入らず、一般の人が念ずる時は流行病や流行病の神は家内に入らない。この慈悲

によって短命を救わんと思う。天下の諸国に告げて［後略］。（全現代語訳：字治谷

孟、 1992)

その他、『金剛般若』も三回引用されているが、いまだ『般若心経』についての明確な

記録は見られない。ただし、「正倉院文書」（『大日本古文書』巻二、五七0頁）によれ

ば、「（正集八）以下二切ハ、続日本紀、三正綜覧等二参照スルニ、天平十八年二月及ビ三

月ノモノニシテ、二者ノ間、欠行ナキニ似タリ」とあり、その間に「八日庚寅木閉〈雨水

事二⇒二ま月即〉歳対帰忌加冠拝官寒穴吉清入）〈「官多心経写始」〉」という記録がある。

正式な文書ではなく、単なる書き入れであるが、公に『般若心経』（多心経）の書写を記

録した最古のものとして重要である冗

23 また、同じ「正倉院文書」の経巻題書帳（『大日本古文書』巻九、 140~142頁）には、以下のように天平十八年

(746) に『般若心経』の注釈を書写した記録もある。「阿含経一巻 成実論十六巻 注多心経一巻 成唯識論疏

八巻 増一法数一巻 己上州八巻充題忍海広次〈「七月上旬給了」〉 天平十八年五月廿八日志斐麿」
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なお、天平宝字元年 (757) 閏八月には山階寺（興福寺）で維摩会が催行されている

し、法華経の書与や読誦と法華［減罪之］寺についての記事も多く見られる。また、『仁

干．［護国］般若経』或いは仁王会についても七度、『金光明［最勝王経］』及び金光明寺、

さらに陀羅尼の記事も見られるように24、宮中での仏教の隆盛がよく判る。

(3) 『日本後紀』

『日本後紀』』3は792-833年の41年間の歴史を記録するが、『続日本紀』と較べて短期間に

もかかわらす『大般若経』転読の記録は16回と多く見られる。また、『金剛般若経』につ

いての記録も 6回と多くなり、仁王経あるいは仁王会、金光明経あるいは最勝会、維摩経

あるいは維摩会、法華経の書写や読誦もそれぞれ数回見られる 26。最澄が開より帰国して

殿上にで海過説経したことも報告されている。この史書になって初めて心経が登場する。

その内容は以下のようである。

弘仁五年 (814)十月乙丑 (22日）

興福寺偲燈大法師位常槻卒。俗姓秦公忌寸。山城国葛野郡人也。法師幼齢厭俗。出家

入道。天資聰敏。日誦萬言。初鯰同寺善珠大徳弟子。請問内教。又善膳大丘。土師乙

勝。學習外傭。年及廿。學業漸進。固持戒律。間揚慎宗。和衆之巾。撰作被譲。尋而

晟弘誓願。口年之間。轄讀法華経一十二萬四千九百六l危巻。兼復毎日誦般若心経ー百

巻。無染著陀羅尼ー百八遍。縦在於姻次。無防日科。上酬恩愛。下清生憲。延暦廿四

年有勅。屈置之秋篠寺。弘仁五年孟冬十月廿二日夜封律師勝義。高聾誦弘誓願。律師

合掌讃歎。五更之後。音義乃絶。春秋七十有四。（『日本後紀』巻廿四）

興福寺の常楼は、法相宗の善珠（養老 7年<723>～延暦16年<797>）の弟子で、弘仁

五年 (814)10月22日に七十四オでなくなった。上記はその時の死亡追悼の記録である。

彼は口（不明）年の間に、法華経を 12万回4960巻ほど転読し、毎日般苦心経を 100巻

（回？）読誦し、無染著陀羅尼を108遍唱えていたという。

大般若経転読は、先の代から宮中にてしばしば行われていたが、その目的は、除災、防

疫病、防水害、祈雨、停地震などであり、大同四年 (809)正月 18日には、これを書写

し、供養して、国分寺あるいは定額寺に安置すべき勅令も出ている。なお、地震の際に転

24 『舟売日本紀』巻30 宝亀元年 (770)四月戊午 (26日）

「戊午。初天見。八年胤平。乃焚弘願。令造三重小塔予i万基。高各四寸万分。基秤三寸五分。露盤之下。各置

根本。慈ら相輪。六度等陀羅尼。平是功畢。分置諸寺。賜供事官人已下仕丁已上ー百五十七人爵。各有差。」

25 六国史の第三で四卜巻からなる。嵯峨天皇の命により、藤原冬嗣・籐原緒嗣らが撰した。承和七年 (840)成

立。『続日本紀」のあとを受け、廷暦十一年 (792) から大長十年 (833) までの歴史を編年体で記す。早く散逸

し、十巻が現存するのみである c

26 天長四年 (827)十二＾月辛丑や天長七年 (830)五月己卯に、停地震のために「僧百口於大極殿、転読大般芳経」

とある他、慈雨を祈って『大雲経』を転読したり（弘仁十一年 (820)六月内申）、『薬師経』を読誦し、七日間

殺生を禁じている令もある（延暦十二年 (793)正月癸巳）。
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次に『金剛般若経』の転読の目的はやや限定的である。たとえば大同元年 (806) 3月

17日の条には、延暦四年 (785) に淡路に配流される途中で没した早良親王（崇道天皇）

のために、諸国の国分寺の僧に春秋の二回、七日間、本経を読ませたことが記録されてい

る。また、弘仁九年 (818) 9月には地震や天災が続いたために、金光明寺において本経

を五日間転読させ、膜法を修行させている。つまり、本経の転読には、荒ぶる魂の浄化や

厄払い（抜除疾病）を期待していたものと考えられる。このことは、天長七年 (830) 4 

月26日に、国分寺で三日間、不詳（縁起が悪いこと）を取り除くために本経を転読させ、

その間には「殺生禁断」を勅したり、同年閏12月24日には本経を読誦して「物の怪に謝

〔罪〕する」とあることからも明らかであろう。このように、『金剛般若経』の読誦には、

浄化という限定的な効果が期待されていたようである。

一方、心経は上記の引用のように、法華経転読の間に毎日百巻を誦しているが、まだ一

般的ではない。

(4) 『続日本後紀』

次いで『続日本後紀』』7は、 18年間の仁明天皇の治世 (833~850年）を扱うが、大般若経

の書写と転読は29回記録される。その場所は宮中の紫哀殿、大極殿などから、七大寺、

十九大寺などで読誦させることも多くなり、僧百口とする場合が最も多く、比較的小規模

となる。やはり、地震の際には大般若経の転読が行われている[

また、『金剛般若経』が21回と多く見られる。法華経を講ずるとするのが 5回、維摩経

はなく、専ら維摩会に関して 3回、勝聾経についての記録はない。特箪されるのは、金光

明［最勝王］経を講じたり、最勝会（金光明会）の記録についてで、なんと40回も頻出す

る。また、承和五年 (838)五月己未には遣圃使が無事に帰朝することを祈って『海龍王

経』を読誦させている。その他、心経についての記録は以下の二回である。

①承和五年 (838)十一月辛酉 (7日）

「十一月乙仰朔辛酉。勅。廼者妖祥屡見。氣・不息。思民奥歳。忘寝与食。其令黎庶

無疾疫之憂。農功有豊稔之喜。不如般若妙詮之力。大釆不二之徳。普告京畿七道。令

書寓供養般若心経。初須國郡司井百姓。人別偲出ー文錢。若ー合米。郡別於一定額寺

若郡舘牧置之。國司講帥惣加検校。所出之物。分為二分。一分充寓経料。一分充供養

料。其米。来年二月十五日各於本虞。屈請精進練行堪演説者。開設法筵。受持供養。

27 六国史の第四で二十巻からなる。文徳天皇の命により、藤原良房•藤原良相・伴善男・春澄善縄らが撰した。貞
観十一年 (869) 成立。『日本後紀』のあとを受け、仁明←大皇ー'-代 (833~850) の治世十八年間を編年体で記す。
（古典文学辞典書名絹〕

28 嘉祥三年 (850)•一月癸末五 癸未。地震。「請名俯百□於紫震殿。限三ケ日。韓讀大般若絆。」
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嘗會前後井三ケ日内。禁断殺生。公家所捨之物。毎一會虞。以正税栢ー百束充之。物

毎一會庶使普天之下労薫勝業。率土之民共登仁壽。」（『続日本後紀』巻七）

「仁明天皇の承和五年十一月七日に詔勅があった。

般若の妙詮の力は大乗の不二の徳には及ばない。広く京近畿の七道に対して、『般若

心経』を書写し、供養させることを命じた。そこで国の郡司や農民は人を分別して、

ある者には一文銭、もしくは米ー合を拠出させ、郡ごとに定額寺、もしくは郡の館に

対してこれを置くように命じた。国司や講師は、そこで検校を加えて拠出するものを

二分した。一つは写経料であり、もう一つは供養料である。［中略］」

②承和六年 (839)二月丁夕P(15日）

「丁外。令東西雨寺講讀般若心経。以彗星頻見也。」（『続日本後紀』巻八）

前者は心経を書写し供養したことを記載しているが、その目的は、疾疫を逃れ、豊穣を

祈るためである。後者は、彗星は不吉な現象と見られていたため、その除災のために東寺

と西寺で心経を講読させたとある。いずれにせよ「除災招福」といってよいであろう。こ

の時代になって、心経が朝廷によって全国的に広められてゆく状況がうかがえる。なお、

大般若経転読の目的としては、以下のような珍しい記事（承和 6年7月5日）がある。

《承和六年 (839)七月甲申 (5日）》

甲申。延僧六十口於紫寝殿。常寧殿。令轄讀大般若経。以禁中有物怖也。

これによれば、宮中に物の怪が現れたため、その除滅のために、紫痕殿と常寧殿におい

て僧60名を招いて「大般若経転読」を行わせしめている。これは金剛般若経転読の際に記

されることがあるが、もはや両経の転読の目的は区別できない。

(5) 『日本文徳天皇実録」

『文徳実録』29は文徳天皇の代 (850-858年）のみを扱う。本書の中で「大般若経の転

読」は28回と突出しており、斉衡四年 (857) には七回も行われている。この史書には地

震のための転読は見られない30。多くは、降雨祈願、祈穀、攘災疫、攘水旱之災などのた

29 六国史の第五で、十巻からなる。清和天皇の命により、藤原基経・菅原是善．都良香らが撰した。元慶三年

(879)成立。嘉祥三年 (850)から天安二年 (858)にいたる文徳天皇一代の治世を編年体で記す。従来の国史に

比べ政治的な関心が減少する傾向がある。なお、『菅家文章』によれば、菅原是善の子道真が父に代わって序文

を執筆したとされている。

30 一箇所に地震と関連する記述はある。天安元年 (857)七月己未廿四「己未。請名僧六十人於冷然院。令韓讀大

般若経。限以三ケ日。夜。地震。其響如雷。」しかし、これは転読の終わった日の夜にたまたま地震があっただ

けである。
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めで、清涼殿、大極殿、東宮御所、内裏、冷然院などで三日間行われた31。ただし、天安

元年 (857) 五月十四日からは転読の期間に相違があり、四日の場合、五日の場合、七日

の場合も見られるようになる。

『金剛般若経』は 4回記載されるが、すべて三日間に限った「読［む〕」或いは「転読J

である。催行の場所が明記された三例の内、大極殿は一例、後の二例は賀茂神社と松尾神

杜である 32。なお、賀茂神社と松尾神杜では『大般若経』の転読も行われているが、心経

の記載はない。

その他、『法華経』、『涅槃経』を「講ずる」という記録はそれぞれ 1回あり尺『般若波

羅蜜多理趣経』の書写も 1回ある。法会としては、維摩会は 1回、仁王会が 3回見られ

る。最勝会に関するものでは、「大極殿において最勝王経を説く」とするのは二度、金光

明経は最勝会として 3回で、「大極殿で講ずる」と記載される。

(6) 『三代実録』

最後に『三代実録』 34である。この史書ば清和・陽成・光孝の三代の天皇、 858~887年ま

での約30年間を扱う。この書の中で最も多く見られる経典は、やはり『大般芳経』で、元

慶元年 (877)七月七日から転読大般若経として、 112回記載されている。本経の転読は大

勢で読誦するもので、今日の転読とは異なる。最高は僧百口で以下、九十口、八十二口、

八「口、七十八、七十五、七十四、七十、六十八口、六十口、五十口などがあり、中には

「延暦寺・東西院・崇福．梵釈・元興等五寺、各請十僧」などのように分散させて行う場

合もある。最も多い形式は「請六十僧於内殿（紫霰殿）。韓讀大般若経。限＝今日記」とす

るもので、僧六十人が三日間転読するという比較的小規模になっている。その目的は祈

雨、除災、鎮疫病、祈豊穣など多彩である。

記載される経典も、金剛般若経、仁王般若経、金光明最勝王経、法華経のほか、それま

でには見られなかった大日経、金剛頂経、無量寿経なども読誦、書写され、或いは講じら

れている。特に『金剛般若経』は30例と大般若経よりも多く引記され、「轄讀金剛般若

経。般若し経J、あるいは［縛讀金剛般若経千巻。般若心経万巻」、「轄讀金剛般若経三千

巻。般若心経三万巻」などとして、心経とともに転読される例も多く見られる。また、心

経は13回も記録され、この時代にはかなり一般化してきたようである。

『般若心経』の読誦の目的は、疫病の平定祈願、厄災を攘うために転読する（轄経攘

之）のが晶本であった。その例を一つあげておこう。貞観五年 (863)五月二十日の条で

31 場所は東宮と大極殿が多いが、斉衡元年 (854)六月丁丑廿四以降は冷然院での催行か多くなる。

32 『文徳実録』巻八斉衡三年 (856)九月壬戌廿二、天安元年 (857)五月己亥。

33 『文徳実録』巻二{―寿元年 (851)三月壬午十

34 六国史の第六で、 1.iI巻からなる。藤原時乎・菅原道真らが宇多犬皇の勅によって撰した。延喜冗年 (901)成

立。
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は、神泉苑における「御霊会」を以下のように記している。

於神泉苑修御霙會。（中略）王公卿士赴集共観。霊座六前設施几筵。盛陳化果。恭敬

薫修延律師慧逹為講帥。演説金光明経一部。般若心経六巻。命雅築寮伶人作築以帝近

侍兒童及良家雅子為舞人。大唐高麗更出而舞。雑伎散築競虚其能。此日宜旨。開苑四

門。聴都邑人出入縦観。（後略）

神泉苑は、大内裏の東南にある広大な円池で、天皇が行幸する禁苑であった。そこで

「御霊会」が修行されていたのである。その際、金光明経が演説され、般若心経が転読さ

れていたこと、そして散楽や舞い、音楽などが一般に公開、開催されていたことがわか

る。その御霊会の目的は、「今絃春初咳逆成疫。百姓多斃。朝廷為祈。至是乃修此會。以

賽宿祷也いと記されているように、疫病の蔓延を押さえるための医療的呪術であったこと

を示している。また、古代の祭祀のあり方を引ぎ継いだ共同体における全員参加の祭祀で

あったことも興味深い。

なお、貞観の時代になると、地震などの天災が相次いで起る。たとえば、貞観 6年 (864

年）には富士山の噴火、貞観 8年 (866年）閏 3月10日には応天門の変、貞観 9年 (867

年）からは、毎年のように地震があり、貞観10年 (868年） 7月8日には播磨大地震があ

り、「官舎、諸寺堂塔ことごとく類倒」という記述が見られる。

さらに貞観11年 (869年）には貞観大地震とそれに伴う貞観津波が発生した。このよう

に、この時代は大規模な天災と政変が続き、人心は乱れていた。

一方、前代には必ず催行されていた大般若経の転読は、次第に少なくなったが、四季の

宮中恒例の儀礼となっていたことも判る 33。おそらく、大般若経の転読が大規模であった

35 貞観jL年 (859) 二月廿万日。請六1四僧。於東宮轄讀人般ぶ経。今H起首。限三日屹。凡貞観之代。師年四季

韓讀大般粋経。他皆放此。以下は心経の13例である。

(1) 『三代実録』巻七 貞観五年 (863)五月廿日壬午

廿日壬午。於穂是苑修御霊會。勅遣左近衛中将従四位下藤原朝臣基経。伍近衛罹中将従四位下兼行内蔵頭藤原朝

巨常行等。監會事。王公卿十赴集共観。霊座人前設施几筵。盛陳花呆。恭敬薫修。延律帥慧達為講帥。演説金光

明経一部。般杓心縛六巻。命雅架寮伶人竹繁。以帝近侍兒童及良家稚子為舞人。大唐高麗更出1(I]舞。雑伎散築鏡

霊其能。此日宜旨。開苑四門。悶都邑人出入縦観。所謂御震者。崇道天皇。伊豫親土。藤屎夫人。及観察使。橘

逸勢。文宰宮田麻呂等是也。並坐事被誅。寃魂成口。近代以来。疫病繁麓。死亡甚衆。人下以為。此災。御霊之

所生也。始自京畿。笈及外國。師至夏天秋節。修御遥會。往々不断。或礼佛説経。或歌且舞。令童貰之子口粧馳

射。管力之上担楊相撲。騎射呈藝。走馬争勝。侶優口戯。透相誇競。緊而観者莫不填咽。退迩因循。漸成風俗。

今翠春初咳逆戚疫。百姓多斃。朝廷葛祈。全是乃修此會。以賽宿梼也。

(2) 『三代実録」巻十 貞観七年 (865) 四月h 日乙タリ

五日乙タリ。是日。応是升諸―i'iJ諸所延名僧一人。受十魯戒。讀般若心鐙。 1粋俗所讀経巻敷。各別録奉進。去年天下

患咳逆病。今年内外疫氣有前。故轄経攘之。

(3) 『三代実録』巻十 貞観七年 (865)五月 1三日癸巳

十二日癸巳。廷僧四n於飩是処。讀般若心経。又僧六口。上竹ご』幻覧。分配朱雀道束酉。朝タ―＾時讀般若心親。

夜令佐比寺偕恵照。修疫神祭以防災疫。預仰左右京職。令東西九箇條男女人別輸一錢。以充僧布施供整。欲令京

邑人民頼功徳免大行也。右京職言。右京人伴健客。承和九年七月1・「八日謀反。配流隠岐國。而彼咸稲健客會赦放

免入京。勅。宜殊従寛宥遷配出雲甑。差充防援逗送前所。

(4) 『三代実録』巻十二 貞観八年 (866)正月五Fl壬午

五日壬午。於天安寺。限以三日。奉為田邑天皇文徳。韓讀金剛般凸経千巻。般若心経万巻。

(5) 『三代実録』巻l― ▲^  貞観八年 (866)二月七日癸丑

七H癸丑。園韓神祭。公卿向宮内省。奉祭如常。』神帆官奏言。趙退週水内郡一＾和。神部閉神。有怠怒之心。可
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ために、より 簡 便 に 実 践 で き る 金 剛 般 若 や 般若心経の転読などに移っていったのであろう。

本書では、「 金剛 般若 経と 般若 心経Jという組合せが七回も見られる。そのうち「轄讀

金剛般若経千巻。般若心経万巻」とするのが、貞観八年 (866)年正月九日、二月七日、

十四日の三回、 9轄讀金剛般若紆二千巻。般 若 心 経 三 万 巻Jとするのが同年二月十四日、

十六日の二回あることも注日される。

く転読の目的 ＞

貞観九年 (867) 四月三日には、「三日壬申。平野祭如常。令豊後園銀謝火男火賣雨神。

兼轄讀大般若経。縁三池震動之俯也。」とある よ う に 、 平 野 神 杜 の 例 大 祭 ば 恒 例 の よ う に

行われたものの、豊後国（一人分）で火の神と地震を鎖めるために大般若経を転読したとい

致兵疾之。園司講師虔誠潔齋奉幣。井轄讀金剛般若紆「巻。般じ心絆ガ巻。以謝神怒。兼厭兵疾。

(6) 『二代丈録」巻十二 貞観八年 (866) 二月 1—四日庚申
十四日庚申。神祇官奏言。開鯰嗣阿蓮大神懐載怒氣。由是。可襲疫1萬憂隣境兵。勅。國司潔齋。至誠奉幣。井縛

讀金剛般恰経T—巻。般若心経万巻。人窓麿豆臭曳屁足如厄迄。韓誼金剛般ぶ経三千巻。般若心経三万巻。以奉謝神
心消伏兵疫。

(7) 『三代実録』巻十三 貞観八年 (866)二月 1六日エ戊

十六日壬戌。勅。遣十一僧。阿於遁建屈止立卦］し。轄讀金剛般若純三千巻。般若心絆三万巻。以奉謝袢心消伏兵

疫。』太政官）槌分。定左右京白米一升直錢冊文。前廿六文。今加 1四文。里米舟文。飢十八文。今加1二文。是

歳。憤騰踊。東西津頭。白米一鮨直七貰二百文。黒米四貫四百文。由是増定京邑泊慣。

(8) 『三代実録』荏 1二 貞観八年 (866) 閏二月丙午朔

閏三月丙午朔。鸞輿幸）、g政大臣東点染殿第良房。観櫻花。上公已下及白官應従。天皇御釣豪。観釣魚。遷射殿。

御弓矢。玉公已下以次射。御東門覧耕圧農夫田婦。雑築皆作。還御望遠亭。覧翫花樹。伶人陪於歌。鼓鐘陳。絲

竹繁會。菫男妓女。花間迭舞。喚能属文者散人。賦落花佃敬雪詩終日栗飲。皇歓是治。群臣具酔。宴寛。親王已

下五位已上及六附賄尉已F賜祁各有芹。五位已．卜未得解由者預焉。日蒜車駕還宮。』是日。召鯰点城貧窮者於鴨

河邊。以新錢五万文。飯二千五百頒給焉。於位匡底肌二文立。轄讀金剛般若経。般若心縛。

(9) に代実録』巻十二 貞観八年 (866) 四月五日己夕且。

五日己如。鯰遮臭上ぷ図支及返且撲虞渇砂こ羹旦虻史笠。限以二日。韓讀金剛般若絆。般若し経。
(10) 『二代実録」巻十三 貞観八年 (866)十月廿七 H戊戌

廿七日戊戊。姶逍諷砂亡こ克。轄讀金剛般衿経。般若心経。以消伏禍也。」讃岐國那珂郡人因支首秋主。同姓適

麿。宅主。多度郡人囚支日純雄。同姓國益。巨足。男縄。文武。陶道等九｝ぃ賜姓和氣公。打先。武國凝別皇子

之苗裔也景行皇子。

(11) 『て代実録』巻十四 貞観九年 (867)五月ート日戊申

+R戊申。請六十僧於紫哀殿。限以三日。轄讀大般ぶ経。令緒司官人巳下雑色已上。讀般衿心経。其在数1三 H
進太政官。」是日。勅日。延暦十七年九月廿ニビ格云。用錢之道。取於飼便。有元灼利。彼此得官者也。如間。

外薦吏民多有貯蓄。京畿士廊還乏資用。既乖均利之義。亦失桝宜之方。宜下厳制。不得更然。所有之錢。霊皆納

官。{}}用正税。准憤給之。送京之功。亦用花税。如有載1(1j不進。為他被告。不論蔭贖。科違罪。五分其物。一分

給告者。四分没官。但伊賀。近江。若狭。丹波。紀伊等歯小在禁制限者。 1(1]今畿外諸國富豪之苗。不傾格旨。猶

事貯積。聞其由紹。非充資用。徒奢冨強之名。各争緊集之臆。邊郡既元通用之坪。朝家水増結作之傍。静論共

費。戚須花革。宜令伊賀。伊勢。志摩。近江。美濃。若狭。越前。丹波。月後。但馬。山陽。南海。大宰國府

等。史施厳制。ー切禁斯。其所有之錢。依先格行之。若隠蔵不進。科罪亦如前。唯告言者三分給ー。嗣司｛乃須到

之後州日内。勘録敷。碁脚言上。夫捜勘元私。己上合期。不論多少。特加褒櫂。若乖違旨。延引尤巾。及許容小

勘。為他被告。同慮違罪。不曾寛宥。又げ賀近江等五ケ國。先格已栴不れ禁限。宜聴共資用禁其貯蓋。

(12) 『二代実録』巻．ニー 貞観十四年 (872)五月月1日こ亥

升「日己亥。駿河園國分寺別堂有大蛇の呑般若心経州一巻桟筋一軸。観者以縄結蛇尾。倒懸樹上。小選吐経u 蛇落

地半死。俄而更生。」後麗獲連坪樹ー。

(13) 『三代実録』巻二七 貞観十七年 (875)十一月tザ［日甲午

甲午十五日。陰陽寮言。黄帝九宮縄粛吉九篇云。承大之道。因人之情。上占二光。下用五行。二神相合。名曰二

合。所謂＝神者。大歳。客氣。太陰是也。今自上元己亥。至J本朝貞観十八年丙申。梢年四千九百一十八上也。

以三元白八十除之。「百八十除之」今巾元之末。ート元之内也。＝．合之運。嘗在明年。経日。毒氣流行。水旱揺

井。苗稼傷残。火為残。寇盗人起。兵喪疾疫競詑起。頁是雖常五行之押述。面叫之術既在祈梼。夫禍福之應。壁

猶影響。古凶之髪。懺与小憧也。富此時。人君修徳施し。日然錯災致福。去天平賓字三年已亥。歳嘗三合之理

運。是則＝元大終。而五徳復始之年交。上元之三合。初在斯歳。由是司上奏。詔頒下天下。令讀般若心経。既免

其災。即是本朝之殷緊也。』庶人伴普男没官地一町在右京―條四坊。勅施天安寺。墾田八1町四。庄家六慮在伊

勢國。永這玖城道橋。』是夜。月有蝕之。
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う記載も見える。しかし、基本的には仁和三年 (887)八月卜八日［攘災異祈年穀」のよ

うに、除災招福の祈願が基本である。

まとめ

以上のように、仏教信仰は、地震や雨乞い、除災や病気平癒のために、古来の神祇信仰

と何ら矛盾することなく、平行して行われていた。経典はそれぞれ特有の効能を持つと考

えられてはいたが、百済より異国の神として導入されて以来、一貰して呪術的のものとし

て唱えられてきたのである。最初は蘇我氏などの豪族の間で私的に信仰されていたが、や

がて大化の改新頃から朝廷から公的な信仰を受けることになり、巨大な伽藍を建設して国

家をあげて仏教の興隆に勢力を注ぐことになった。

このような国家の保護のもとに確立した仏教は、宮中や主な大寺院で公的な法会を行

い、国家や民衆の安寧を祈屈し、経典はそのために読誦され、書写されていった。その代

表が『仁王般若経』に基づく仁王会であり、『金光明最勝王経』に基づく最勝会である。

これらの法会は七枇紀の後半から始まるが、これに続いて盛んになったのが、『大般若

経』の転読、あるいは大般若会である。六国史によれば、その初出は『続日本紀』に記載

された大宝三年 (703) の記録である。これ以降、『大般若経』は仏教法会の中心となり、

除災・防疫病・防水害・祈雨・停地震など、あらゆる災いを除滅しうる効能を持った経典

と見なされ、依用された。大般若の転読は、その規模の大きさから次第に簡略化されてい

くが、それと相対して九世紀後半からは『金剛般若経』と『般若心経』が次第に重用され

てゆく。しかし、その日的は基本的には変わることはなかった。為政者としての平安時代

の貴族は、ひたすらに経典を読み、書写し、懸命にブッダの加護を祈った。仏教教団は南

都の諸派であれ、空海や最澄の新教団であれ、これらの要請にひたすらに応えていったの

である。

しかし、仏教は教団として自立しておらず、依って立つべき律蔵もなかった。僧尼は律

令制度によって保護育成され、鎮護国家の目的を遂行する機能を与えられた組織であった

にすぎない。たしかに、そこには建築、仏像、仏具、あるいは儀礼としての法会や仏教音

楽（声明）、絵画などにおいて総合芸術と言うべき希に見る発達をもたらした。それら精

緻で焉度な文化的成果は、現在にも我々の誇るべき文化であり、文化財としても大いなる

価値を持ち続けている。

しかし、このことはもともと仏教がもっていた宗教性、人が生きるために確固とした根

拠を与えてくれる普遍的な教えとしての機能については省みられることはなかった。当時

の日本の歴史的背景を考えると、それは無理もないかもしれない。経典の内容を理解し、

それによって生き方の根拠とする時代は、やはりもっと後代にまで待たざるを得なかっ

た。
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以下は本論を調査するにあたって回収できた六国史のなかに記載される地震についての

記録を抜粋し、古代の日本における地震についての対応を考察する材料としたい汽

(1) 『日本書紀』

『書紀』は神代から持統天皇の治世 (-697年 8月）までの記録であるが、本書には地震

の記録は21回ある。その最初のものは允恭天皇 5年（丙辰416) 7月14日の記録で、反正

天皇の殖の最中に地震が起こったことが書かれている 37。ただし、この記録は地震のこと

よりも、地震のあった夜に殖の責任者である玉田宿福が酒宴をしていて、殖に集まらな

かったことから起こった反逆のことを中心に記されている。

『書紀』の地震に関する21回にわたる記述の中で、とくに注目されるのは天武天皇の代

で、天武 8年 (679)10月11日から朱鳥元年 (686)正月の間には、合計13回も記録されて

いる。なかんずく以下の記録が眉目を引く。

天武13年 (684)10月14日の入定（夜十時頃）に大地震があり、国中の男も女も叫び

合い逃げまどった。山は崩れ、河は溢れた。諸国の官舎や百姓の家屋・倉庫、社寺の

破壊されたものは数知れず、人畜の被害は多大であった。伊予の道後温泉も埋もれて

湯がでなくなった。士佐国では田畑五十余万頃（約一千町歩）が迎まって海となっ

た。古老は「このような地震はかつてなかったことだ」といった。この夕、鼓の嗚る

ような音が、東方で聞こえた。「伊豆島（伊豆大島？）の西と北の二面がひとりでに

三百丈あまり広がり、もう一つの島になった。鼓のように聞こえたのは、神がこの島

をお造りになる響きだったのだ」という人があった巴

この記録からは詳細は判らないが、巨大地震が伊豆沖周辺で起こり、全国的な被害が

あった。高知の海岸部にもその津波の被害があったのであろう。

36 長山泰孝「六国史に見える地震記事」（『帝塚山学術論集』 2,17-31)があるが、筆者未見。

37 允恭天皇五年 (416)七月己丑 (14日）》五年秋七月丙f朔己且。地震。先是命薯城襲津彦之孫予田宿福。主瑞歯

別天阜之殖。則当地震夕。遣尾張連吾襲。察殖宮之消息。時諸人悉緊無閾。唯玉田宿補餌之也。吾襲奏言。殖宮

大夫土田宿禰、非見殖所。則亦遣吾襲於葛城。令視玉田宿福。是H。玉田宿補方集男女而酒宴蔦。台襲挙状、具

告＿丁田宿福。宿櫂則畏有事。以馬一匹授吾襲為礼幣。乃密連吾襲、而殺子追辟。因以逃隠武内宿惰之墓域。天皇

間之喚玉田宿補。エ日宿福疑之。甲服襖中而参赴。甲端自衣中出之。天皇分明欲知其状。乃令小墾出釆女、賜酒

子玉田宿惰。笈釆女分明瞳衣中有鐙。而具奏-f入皇。天皇設兵将殺。玉田宿補。乃密逃出而匿家。天皇史発卒囲

玉田家。而捕之乃誅。

38 天武火皇十三年 (684)十月千辰 (14日）》壬辰。逮子人定、大他震。挙口男女瓜唱、不知東西。則山崩河涌。諸

固郡官舎及白姓倉屋。寺塔。神社。破壌之類、不可勝数。由是人民及六畜多死傷之。時伊予湯泉没而不出。上左

国日苑五十余万頃。没為海。古老日。オ冒是地動未曾有也。是夕。有嗚声。如鼓聞壬東方。有人曰。伊豆嶋西北ニ

面。自然増益三百余丈。吏為一嶋。則如鼓音者。神造是嶋響也。
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地震は当時から人々の恐怖の対象であったが、その原囚については神々の怒りと考えた

節がある。推古天皇は治世七年 (599) 4月辛酉 (27日）に、地震に遭い、［地動。舎屋悉

破。則令四方、｛卑祭地震神」とあるように、全国に命じて地震の神様を祭らせている。

(2) 『続日本紀』

本書は文武天皇元年 (697)から桓武犬皇の延暦十年 (791) までの百年余りの胚史を編

年体で記録する。その中には桓武天皇の天応元年 (781) の9回をはじめ、合計77回の地

虞の記録がある。特に、聖武天皇の天平17年 (745) 4月から天平18年 (746) 閏 9月辛卯

(13日）の一年半の間には、 25回の集中した記録がある。まず、天平16年 5月に九朴lの熊

本方面で地震があり、官舎や民家の多くが損壊、田畑290町、 470区分の民家、人口1520が

水没・冠水した。また山崩れも280箇所あまりで起き、多くの死者が出たと記されている390 

次いでこの一年ほど経過してから、長期間の地震が続いた。たとえば、天平17年 (745)

4月27日の夜に地震があり、＝且三晩続き、美濃国（岐阜）の倉庫、館、寺院の堂塔、百

奸の家があちこちで崩壊したとある叫この地震は連続的に発生していたが、その沈静の

ために、天平17年 (745) 5月2日には平城京の諸寺で『金光明最勝王経』を一週間il、同

5月8日には大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺の四寺で『大集経』を三週間42、同10日に

は平城宮で『大般若経』を読ませている 43。なお、同 5月9日には、地震によって火災が

起こり、近江の民千人が甲賀宮あたりの山火事を消火したとある“。

(3) 『日本後紀』

本古は延暦十一年 (792)から天長十年 (833) までの約41年の歴史を編年体で記す。そ

こにはかなり多くの地震の記録がある。なかでも淳和大皇の天長 4年 (827) 7月6日か

ら12月19日までの約半年ほどの間には、 45回もの地震の記録が集中して見られる。この間

の記録はほほ地震に関するものばかりで、「地震。磐亦如雷Jとその恐怖が何度も記され

39 《入半十六年 (744)万月庚JX:［癸亥朔l（この月になし。）》
五月庚戌。肥後国雷雨、地震。八代。天草。葦北三郡官舎。井田二百九十余町。民家四百七十余区。人千五百廿
余n、被水漂没。山崩二百八十余所。有圧死人四十余人。並加賑憧。

10 《天平［・じ年 (745) 四月甲寅 (27日）》
甲寅。詔。依巡察使上奏。原免大下諸国去年田租。又緑有所念、大赦天下。其自天平［一七年四月廿七日味爽以前
大辟罪已7‘。罪餌軽軍。已発覚。未発覚。巳結正。未結正。繋囚・見徒。咸悉赦除。但犯八虐罪入死者。免死長
禁。私鋳銭及従者。着歓、長役鋳銭司。強盗．窃盗。常赦所不免。不在赦限。其流人到配所者。准此簡択。特令
会恩。是日。通夜地震。三日二夜。美濃国槽・館・正貪。仏寺堂塔。百姓鷹舎、触処崩壊。

41 《天平［＇七年 (745)五月己未 (2日）》
已末。地震。令京師諸寺、限一七H、転読最勝王経。筑前。筑後。豊前。豊後。肥前。肥後。日向七国。無姓人
等、賜所願姓。是日。太政官、召諸司官人等、問。以何処為京。皆言。 h［都平城。

42 《大平十七年 (745)五月乙丑 (8日）》
乙丑。地炭。」於人安。薬師。元興。興福四寺。限二七日、令読大集経。」自四月不雨。不得種芸。因以、奉幣語
国神社祈雨焉。

43 《天平十七年 (745)五月丁卯 (10日）》
丁卯。地震。説）＜般若経於平城宮。是日。恭仁京市）＼徒於平城。暁夜争行、相接無粕。

44 《天平［七年 (745)九月丙寅 (9日）》内寅。地震。発近汀．国民一千人、令滅甲賀宮辺山火。
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弘仁九年 (818) 8月19日には、地震被災のために租税を免除した46。このような地震に

よる免税は、天長七年 (830) 4月25B47にも見られる。この年は地震が八回と多発した。

45 1 《巻舟五逸文（『類緊國史』一七ー地震・『日本紀略』）天長四年 (827)七月辛未 (12日）》
辛未。地大震。多頬舎屋、一日之内、大擬一度、小動七八度。

2 《同上七月癸酉 (14日）》癸酉。地動不止、亥刻地大震。毎地震皆有整。

3 《同上七月甲戌 (15日）》甲戌。震動。

4 《同上七月乙亥 (16日）》乙亥。地震二度。

5 《同上七月戊寅 (19日）》戊寅。地大震二度。

6 《同上七月庚辰 (21日）》庚辰。地震。

7 《同上七月辛已 (22日）》辛巳。地震。

8 《同上七月癸未 (24日）》癸未。卯刻地震。午四剋地震。夜半地亦震。

9 《同上七月甲申 (25日）》甲申。震動雨降。戌刻地震。

10 《同上七月丙戌 (27日）》丙戌。地大震。

11 《同上七月戊子 (29日）》戊子。地震。

12 《同上七月己丑 (30日）》己丑。地震。午剋亦大動。未刻亦動。

13 《同上八月壬辰 (3日）》八月壬辰。地震。

14 《同上八月甲午 (5日）》甲午。地震。

15 《同上八月乙未 (6日）》乙未。午剋地震。子剋地震。丑刻亦地震。

16 《同上八月丁酉 (8日）》丁酉。地震。

17 《同上八月辛丑 (12日）》辛丑。地震。

18 《同上八月癸卯 (14日）》癸卯。地動、有盤如雷。

19 《同上八月甲辰 (15日）》甲辰。地震。

20 《同上八月乙巳 (16日）》乙巳。申刻地震。

21 《同上八月戊申 (19日）》戊申。地震。

22 《同上八月辛亥 (22日）》辛亥。地震。

23 《同上八月癸丑 (24日）》癸丑。辰刻地動。酉刻又地動。

24 《同上九月庚申朔》九月庚申朔。地震。磐如雷。

25 《同上九月辛酉 (2日）》辛酉。亦如之。

26 《同上九月丙寅 (7日）》丙寅。地動。

27 《同上九月丁卯 (8日）》丁卯。地動。聾如雷。

28 《同上九月戊辰 (9日）》戊辰。亦如之。

29 《同上九月己巳 (10日）》己巳。地動。

30 《同上九月壬申 (13日）》壬申。地震。有整。

31 《同上九月甲戌 (15日）》甲戌。地大震。有磐。

32 《同上九月己卯 (20日）》己卯。地震。磐如雷。

33 《同上九月辛巳 (22日）》辛巳。地震。聾亦如雷。

34 《同上九月十月庚寅 (2日）》十月庚寅。地震。聾如雷。寅剋又地動。

35 《同上九月壬辰 (4日）》壬辰。酉剋地震。

36 《同上十月己亥 (11B)》己亥。地震。磐如雷。寅剋又地震。

37 《同上十一月癸酉 (15日）》癸酉。地震。

38 《同上十一月庚辰 (22日）》庚辰。地大震。整如雷。

39 《同上十一月壬午 (24日）》壬午。地晨。

40 《同上十一月丁亥 (29日）》丁亥。地震。

41 《同上十二月戊子朔》十二月戊子朔。地震。

42 《同上十二月己丑 (2B)》己丑。地震。

43 《同上十二月辛丑 (14日）》辛丑。屈請清行僧百口於大極殿、転讀大般若経三個日。為停地震。

44 《同上十二月癸卯 (16日）》癸卯。地震。雪降。

45 《同上十二月丙午 (19日）》丙午。地震。

46 《巻廿七逸文（「類棗國史」一七ー地震 八三免租税・『日本紀略』）弘仁九年 (818)八月庚午 (19日）》
庚午。遣使諸國、巡省地震。其損害甚者、加賑憧。詔曰。朕以虚昧、欽若賓圏。撫育之誠、無忘武歩、王風尚

欝、帝載未熙咎懲之珠、此為特甚。如聞。上野國等境、地震為災。水濠相1乃、人物凋損。雖云天道高遠、不加得

言、固応政術有、致荘震譴。自胎民漠、職朕之由、薄徳厚顔、愧子天下。静言蕨咎、官所典嘆。登有民危而君獨

安、子憂而父不念者也。所以、以殊降使者、就加存慰。其因震療、居業蕩然者、使等典所在官司、同鞘量、免今

年租調。井不論民夷、以正税賑憧、助修根宇、使免飢露。圧没之徒、速為敏葬。務盛寛恵之旨、副朕廼睦之心。

47 《巻舟八逸文（『類緊園史』一七ー地震 八三免租税・「日本紀略」）天長七年 (830)四月戊辰 (25日）》
戊辰。詔曰。朕以非味、祇贋瑞圏、食畏三震、憂勤四海、景化未学、皇猷尚欝。咎徴之噴、不招而羨。如聞。出．

羽國、地震捻災、山河致変、城宇頌毀、人物損傷。百姓無泰、奄遭非命。誠以政道有栃、降此霊譴。朕之寡徳、

愧乎天下。静念蕨咎、甚倍納陛。夫漢朝山崩、拠修徳以攘災、周郊地震、感善言而弾感。然則、剋己清民之道、

何能不師古哉。所以、特降使臣、就加存撫。其百姓居業震陥者、使等典所在官吏議量、脱営年租調、井不論民

夷、開倉凜賑、助修屋宇、勿使失職。圧亡之倫、早従葬埋。務施寛恩、式稲朕意。



130 
(441) 

特に 1月28日の条には凄惨な被害が報告されている。

実際の地震は 1月3日に出羽国（秋田）に起こったもので、その惨状を国師籐原行則が

駅伝によって伝えたものである 48。その記録は以下のように記されている。

大地が揺れて雷露のような音がした。私が［秋田城に］登城するとき、城の官舎、

［城に付属する］四天王寺とその丈六仏は悉く倒壊し、城内の屋根は倒れた。打ち死

ぬ白姓は一五人、支体折損のたぐい百余人なり。歴代以来、末曾有のことである。地

は割り裂け、あるところは三〇丈ばかり、あるところは二0丈ばかり、裂けざるとこ

ろなし。また城辺の大河、秋田河の水は涸れ尽くし、流れは細く溝の如し。その河底

は割り裂け、水漏れは海に通ぜるや疑う。吏民動じ騒ぎ、いまだよく調査できない。

添河・覇別河、両岸おのおの崩れ塞がり、その水が氾濫し、近在の百姓はその暴流に

憫れおののき、山岡に競ってのぼった。

なお、同年 4月25日の条には、この地震によって出羽国にはその年の租税を免除する措

恨がとられたこと 49、また、翌26日の条には、陸奥・出羽等の国に疫病が流行して多くの

死者が出た。そこで勅令を発して五畿内と七道諸国の国分寺において二十人の僧侶に精進

潔斎させ、三日間『金剛般若経』を読誦させ、その間は殺生を禁じたことが記されている.'/J0 

地震の多発するこの時代には、『大般若経』が転読されていることも特筆される。たと

えば、天長三年 (826) 6月6日には「屈ー百僧於御在所及大極殿、限二箇日、転讀大般

若経。防疫嘆、祈豊年也Jとあり、地震のために百人の僧を宮中の大極殿に招いて、三日

間大般若経を転読させた。また、併せて疫病を防ぎ、農作を祈っている5lo

また、天長四年 (827)の連続する地震が終息する頃、 12月14日の条にも、「屈請清行僧

百口於大極殿、転讀大般若経三個日。為停地震」とあり、地震が沈静することを祈ってや

はり白人の僧により、宮中の大極殿で、二日間の大般若経転読を行っている。同じく天長

48 《巻）廿八逸文（『類緊展史』一七--•他震・『日本紀略J) 天長七年 (830) 正月癸卯 (28R) 》
癸卯。出羽涵馬翠偲奏云。鎮秋FR城巖司正六位卜行介藤原朝臣行則、今月三□酉時牒稲。今日辰刻、大地震動、轡

如雷露。跨時、城廓官舎、井四天王寺丈八佛像•四干堂舎等、皆悉煎倒、城肉屋イト、撃死百姓十立人、支体折損
之類、ー百余人也。歴代以束、未曾有聞。地之割辟、或慮｝廿、或／起廿許丈、眠所小辟。又城辺大河、云秋日河。

其水涸霊、流細如溝。疑是、河底跨分、水漏通海敗。吏民騒動、未熟尋見。添河・覇別河、雨岸各崩窒。具水氾

溢、近側百奸、憫常塁流、競I渉山岡。

49 《巻州八逸文（『類緊楔史』一七ー地震 八三免租税・「R本紀略』）大長七年 (830) 四月戊辰 (25日）》

戊辰。詔日。朕以非味、祇贋瑶岡、蛋畏三震、憂勤四海、景化未学、皇猷尚欝。咎徴之噴、不招而湊。如聞。出

羽図、地震為災、山河致変、城宇頻毀、人物損傷。百姓無衷、奄遭非命。誠以政道有栃、降此霊譴。朕之寡徳、

愧乎天F。静念蕨咎、甚倍納隙。文漢朝山崩、拠修徳以攘災、周郊地震、感善言而弓耳感。然則、剋己清民之道、

何能不師古哉。所以、特降使臣、就加存捐。其百妍居業震陥者、使等奥所在官吏議量、脱嘗年租調、井不論民

夷、開倉喫賑、助修屋宇、勿使失職。圧亡之倫、早従葬哩。務施寛恩、式稲朕意。

50 《巻州八逸文（『類緊國史J一七三疾疫・『日本紀略』）天長七年 (830) 四月己已 (26 日）》己巳。大宰管内及陸~
出羽等國、疫痰流行、夭牝梢多。令五畿内七道諸限、簡精進僧廿已上、各於國分寺、＝．個日転讀命剛般若経、以

除不祥。已事之間、殺生禁斯。五月己卯（六）。屈百僧於大極殿。転読大般若経一七日。為除地震及疫病之火也。

51 《巻川四逸文（『類緊四史』・『日本紀略』）天長二年 (826) 六月壬寅 (6日）》

（『類緊國史』一七・ー地震・『日本紀略』）千賓。地震。」（『類緊國史Jー一祈祷一七三疾疫・『日本紀略』）屈ー白

佃於御在所及大極殿、阪＝箇H、転讀大般若経。防疫檎、祈閻年也。
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七年 (830) 5月 6日の条にも「屈百僧於大極殿、転讀大般若経一七日。葛除地震及疫憫

之災也」とある。このように、当時の地震の対策は「大般若経の転読Jであり、人々の祈

りは専ら「大般若経Jとその転読の効呆に向けられていたのである。

(4) 『続日本後紀』

本書は六国史の第四で、二十巻からなる。文徳天皇の命により、藤原良房•藤原良相・

伴善男・春澄善縄らが撰し、貞観十一年 (869) に成立した。『日本後紀』のあとを受け、

仁明天皇一代 (833-850) の治世十八年間を編年体で記したものである。

本書にも何度か地震について記載されている。たとえば、承和六年（八三九）四月

二十六日には彗星が現れ、地震も頻発していた。したがって多賀城周辺の農民は多くが逃

亡し、謄澤城と多賀城の間には流民によって治安の悪化がすすんだ。そのため速やかなる

警備の増強が求められ、陸奥守良客木連が新たな一千人の徴兵を行って事態の沈静化を図

り、流民を帰農させる政策を願い出ている

また、承和六年（八三九）七月には地震が起こり、この日読経を行っている”。このよ

うに、地震のたびに大般若経などの読経が行われていた様子が窺える。

(5) 『日本文徳天皇実録』

本書は六国史の第五で、十巻からなる。清和天皇の命により、麻原基経・菅原是善．都

良香らが撰し、元慶三年 (879) に成立した。嘉祥三年 (850) から天安二年 (858) にい

たる文徳天皇一代の治世を編年体で記し、通称『文徳実録』といわれる。

『文徳実録』の地震（地亦震、地又震）についての記録は、合計91回記載されている。

最も多かったのは、齊衡三年 (856) でこの年には15回、最も少なかった年でも仁寿四年

(854) 6回であり、この時代にはほぼ鋸年＋回以上は記録されている地震多発年代と言え

る叫

しかし、地震と「大般若経の転読」との関係はこの書には明確には見られない。ただ

し、仁寿二年 (852) 十月庚辰 (18日）に「庚辰。地震。有磐如雷」とあり、同年十月己

丑 (27日）に、「己正請五十僧於東宮。轄讀大般若経。限三日記」とあるように、地霙

の9日後に「大般若経の転読」が東宮御所にて催行されているが、その他は特に地震との

52 《巻八承和人年 (839) 四月丁廿 (26日）》」一且。勅符陸奥守正五位卜良本朝臣木連。鎮守賄軍外従五位下位磋宿

憚末守等。得今月 1三日奏状。知調骰援兵一千人。案奏状稲。災炉屡見。地震是頻。奥縣白姓。多以畏逃。又監

澤多賀雨城之間。異類延蔓。控弦敷了。如有警急。輸可支禦。須徴登援兵。前爵民赴農。又多賀城者。為謄澤之後

援。不益兵敷。何以救急。伏頻。依件加配。四五月間。結般上下。暫候時妻。其根料者。用嘗虐穀。但上奏待

報。恐失機事。｛乃且務且奏者c 兵不豫備。不可應機．今依請許之。宜能守要害兼制梱愛。

53 《巻八承和人年 (839)七月丁亥 (8Fl)》「亥。地震。」是日。讃親詑。賜物各有差。復施大法師僧度者各一人。

法師位以汀曽各授 階。

54 仁寿元年 (851) には11回、仁寿二年 (852) には10回、イ―寿二年 (853) には 9回、仁寿四年 (854) には 6回、

齊衡＿て年 (855) には13回、齊衡二年 (856) には15回、天安元年 (857) には11回、天安―年 (858)九月までは

4回みられる。
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関連は見られない。

(6) 『日本三代実録』

『三代実録』は貞観地震が記録されていることで知られる。この大地震は、貞観11年 5

月26日（現在の暦では869年 7月13日）に東北太平洋沿岸（三陸沖）付近で起こった巨大

地震で、その模様は以下のように記されている

貞観十一年 (869)五月戊午朔。五日壬戌。停端午之。

廿六日癸未。陸奥殴地大震動。流光如饗隠映。頃之。人民呼。伏不能起。或屋イト歴

死。或地裂埋殆。馬牛駿奔。或相昇踏。城倉庫。門櫓塙殴。落顛覆。不知其敷。海I―」

酵吼。臀似雷霰。驚涛涌潮。 i応張長。忽至城―卜。去海数十百里。々不弁其涯。原野道

路。惣為愴涙。釆船不退。登山難及。溺死者千許。資産苗稼。殆無子遺焉。（黒板勝

美『國史大系 日本三代賓録』吉川弘文館、 1971)

ここには多賀城と推測される陸奥の国の城↑が壊滅的な被害を受けたこと、津波で平野

が大海原になり、溺死したものが約1000人と伝える。また、富七山の噴火はその五年前に

起こっている。

•富士山噴火

貞観六年 (864)五月廿五日庚戌

廿五日庚戌。霧雨。京師隠居飢病者特加賑慎。駿河園言。富士郡正三伶浅間大神大山

火。其勢甚熾。燒山方ーニ許里。光炎高廿許丈。大有聾如雷。地震三度。歴十餘日。火

猶不滅。焦岩崩嶺。沙石如雨。煉雲鬱蒸。人不得近。大山西北。有本栖水海。所燒岩

ii。流埋海中。遠1廿許里。廣三四許里。高二三許丈。火焔遂属甲斐殿堺。

•本実録にみられる地震と大般若経転読の関連記事については、以卜U)三例にみられる。

① 貞観十年 (868)八月十六日］＾丑

十六日］＾丑。地震。延六十僧於紫震殿。限以三日。讀大般若経。

② 貞観十一年 (869五月戊午朔。五日壬戌。停端午之。

廿六日癸未。陸奥園地大震動。流光如畳隠映。頃之。人民呼。伏不能起。或屋イト廊死。或

55 朝日新間の記事によれば、「1990年代に入って沖波による雄積（たいせき）物や痕跡に関する研究論文が発表され

るようになり、［貞観］地震の規模はマグニチュード 8.3 ~ 8. 4で、宮城・福島県沖で長さ200キロ、幅85キ

ロにわたり、約 6メートルの所層が生じたと見られている」 (2011-06-23 朝日新間 朝刊 新汚全児） 2011年
3月l1Hに発生した東日本大震災とこの貞観の大地衷及び沖波による被害の関連はしばしば指摘される。
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地裂埋殆。馬牛駿奔。或相昇踏。城倉庫。門櫓増壁。落顛覆。不知其敷。海口晦吼。磐似

雷露。驚涛涌潮。 ‘i酎張長。忽至城下。去海敷十百里。々不弁其涯。原野道路。惣為槍涙。

乗船不遣。登山難及。溺死者千許。資産苗稼。殆無才遺焉。

③ 八月十八日甲戌。延六十僧於紫震殿。韓讀大般若経。限以三ケ日。

廿三日丁未。延六十僧於紫震殿。轄讀大般若経。限三日屹。
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