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説法師（dharmabhāṇaka）考

渡　辺　章　悟

ここでいう説法師とは dharmabhāṇakaのことであり，パーリ三蔵にはなく，大
乗仏教に特有の表現である．この語が注目されたのは，静谷（1954）が，初期大
乗経典の作者と想定した論攷を発表してからである．静谷の試論は，原始佛教か
ら説法師は dhammakathikaといわれていたのに対し，大乗経典になって
dharmabhāṇakaが用いられるようになった．碑文上でもグプタ王朝以前には
dharmabhāṇakaは用いられないことを明らかにした．その後，塚本（1966）や西村
（1991, 1992）が，この問題を精査したが，これらの説を要約すれば，部派仏教では
bhāṇakaと dharmakathikaが用いられていた．前者は一般社会では音楽にかかわる
朗詠者であり，仏教教団では仏典を読誦，朗唱することを専門とする者である．
後者は「法を解説する人」であり，いずれも比丘であるという．
基本的には比丘としての dhammakathikaは部派教団から大乗にかけて共通に見

られるが，dharmabhāṇakaは大乗でも経典類だけに認められる．ただし，
dharmakathikaは『法華経』「五百弟子受記品」（4例）に，dhārmakathikaは『八千
頌般若』（1例）にあるように，例外的に見ることはできる．それらの例ではプー
ルナ（富楼那）やスブーティ（須菩提）のように，特定の仏弟子に限って用いられ
る称号である．つまり，大乗経典においては，dharmabhāṇakaは広く一般的に用
いられ，dharmakathikaは初期仏教以来の残滓に過ぎない．
これに対し，Schopen（1975）は大乗の起源についてのチャイティヤ崇拝には注
目しているが，dharmabhāṇakaと結びつけた議論はしていない．また，Schopen

（1984）は，bhāṇakaを仏説の正式な伝達者，朗唱者（the acknowledged transmitters of 

Buddhist teaching, reciter）とし，dharmabhāṇakaを説法者（a preacher of the Dharma）とし
たが，dharmabhāṇakaと大乗経典の興起との関連についての言及はない．
これまで dharmabhāṇakaの重要性は認知されながらも，出家であるか否か，善
男子・善女人，菩薩との関係や役割など，未だ不明な点も多い．そこで本稿では
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大乗経典の中で描かれる dharmabhāṇakaの姿を再検討することにしたい．
1．dhammakathika, bhāṇaka, dharmabhāṇaka　パーリ聖典では，シャーリプッ
タなど八人の主要な弟子の中で富楼那（puṇṇa mantāniputta）を説法者 dhamma-

kathikaと呼んでいるのはよく知られているが，一般的には，誦経者，持律者，
説法者，禅定者などの僧の役職などが説かれる場合に，この dhammakathikaある
いは dhammakathika- bhikkhu-という語が使われる．
一方，パーリ律（Vinaya III, p. 159）には，比丘は suttantika経師，vinayadhara持
律，dhammakathika法師，jhāyin禅師などの四つの職制に区分される．また，『根
本説一切有部毘奈耶』では，これに論師（abhidhammika, ābhidhammika）が加わって，
（1）經師，（2）律師，（3）論師，（4）法師，（5）禅師の五つとなる．
その他，Abhisamācārika，『十誦律』，『薩婆多毘尼毘婆娑』の分類でも大同小異で

ある．これが『四分律』や『摩訶僧祇律』では，17の職制に分類されるが，これら
は基本的にはパーリ Vinayaの四職制に十二頭陀支を加えたものである．

（1）阿練若阿練若共同．（2）乞食乞食共同．（3）納衣納衣共同．（4）不作餘食法不作餘食
法共同．（5）一坐食一坐食共同．（6）一摶食一摶食共同．（7）塚間坐塚間坐共同．（8）露
坐露坐共同．（9）樹下坐樹下坐共同．（10）常坐常坐共同．（11）隨坐隨坐共同．（12）三
衣三衣共同．（13）唄匿唄匿共同．（14）多聞多聞共同．（15）法師法師共同．（16）持律持
律共同．（17）坐禪坐禪共同．（『四分律』T1428，587b156-22）

この中で（1）から（12）は十二頭陀支であり，（13）唄匿は bhāṇakaの音訳，
（15）法師は dhammakathikaであろう．前者は教え（経）暗唱して唄うもの，後者
は教えを語る者である．また，当時の僧院の職制は経師と法師は別であるから，
dhammakathikaは教えを考察したり，分析したりする論師に近い者と想定でき
る．したがって，上記の引用をパーリ Vinayaの四職制に当てはめれば，（14）多
聞から（17）坐禪がそれに当たり，経師（suttanthika）は多聞に相当するだろう．
2．『金剛般若』Vajracchedikā P.P. に見られる経巻崇拝と説法師　大乗仏教は
経巻崇拝を強調している．特に初期大乗の代表的経典である『金剛般若』の経巻
崇拝を説く一連の章句は，大乗の起源を示すものとして Schopen（1975）が注目し
たことで知られている．ただし，『金剛般若』には dharmabhāṇakaは用いられず，
Schopenも何も言及していないが，筆者はこの章句に続く語句に注目している．

さらにまた，スブーティよ，ある場所で，この法門のなかのたとえ四句からなる詩頌一つ
だけでも把握し，解釈し，あるいは説明することがあるとしよう．〔そのとき〕その場所
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は，神々や人間やアスラを含めた全世界にとって，“塔廟に等しいもの ”（caitya-bhūta）と
なるであろう．〔中略〕スブーティよ，その場所には師がおられることになろう．あるい
は，たとえ誰であっても賢い師がおられることになろう（tasmiṃś ca subhūte pṛthivī-pradeśe 

śāstā viharaty anyatara-anyataro vā vijñaguru-sthānīyaḥ）」となっている．（Conze 1957: 37,10–19. 

訳は渡辺（2009）に基づく）

上記の「塔廟（caitya）に等しい場所」を述べる箇所について，アサンガの註釈
Triśatikāyāḥ Prajñāpāramitāyāḥ Kārikāsaptatiḥでは「二つの尊重されるもの」dvayasya 

pātrīkaraṇa-，流支訳は「尊重於二處」，義浄訳は「両成尊重故」とあり，説法の
場所と説法する人の両者が尊重されるべきことを示唆している．カマラシーラの
註釈では，「教主が住する（ston pa gnas）というのは，説法する（chos smra ba）ので
ある．教主のはたらきが為されるためである．彼こそは仏世尊が現前に住してお
られるのと等しい，という意味である．上師のようなもののどれかというのは，
聖者マンジュゴーシャなどのどれかである．その行いを成就するから，説法師そ
れが住すると見るべきなのである」という．
つまり，Vajraの「賢い師がおられる」（vijñaguru-sthānīya）を，「上師のようなも

の」（bla ma lta bu）あるいは「聖者マンジュゴーシャなど」（’phags pa ’jam pa’i dbyans la 

sogs pa）と具体名を出し，「説法師それが住する」（chos smra ba de gnas pa）と結論づ
ける．カマラシーラによれば，これは dharmabhāṇakaに他ならない．その後の大
乗経典で，この dharmabhāṇakaがどのように描かれているのかを検討したい．
3．『迦葉品』Kāśyapaparivartaの dharmabhāṇaka関連表現　『迦葉品』は空
を説く初期の般若経の影響を受け，菩薩のあるべき姿を述べている．後漢の支婁
迦讖訳『遺日摩尼宝経』（T no. 350）があることから，紀元後1–2世紀には成立し
ていたであろう．本経には何箇所かで説法師（dharmabhāṇaka）が登場するが，以
下の例は極めて重要である．なお，Holstein（1926: 227–228, KP.160）は不完全である
ので，最近の Vorobyova（2002: 57, 2–19）の写本研究によって明らかになった部分
を補足してある．

また，ある場所において，この『宝積』（ratnakūṭa）という法門が説かれ，示され，書写
され，書物として置かれているならば，その場所は，神々をも含めたこの全世界にとっ
て，チャイトヤ（塔廟）と等しく（聖なるもの）（sa pṛthivīpradeśe caityabhūto）なるであ
ろう．また，誰かある説法師（dharmabhāṇaka）のもとでこの法門を聞き，受持し，書写
し，あるいは〔その内容を〕了解するとするならば，かの説法師（dharmabhāṇaka）に対
して，あたかも，カーシャパよ，まさしく如来に対してと同様な尊重の心をおこすべき
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である．そして，もし人が説法師（dharmabhāṇaka）を尊崇し，尊重し，恭敬し，供養す
るであろうならば，彼は死のときに当たって，如来を見ることになるであろう．

ここには〈ブッダ崇拝，経巻崇拝＝チャイトヤ信仰，説法師の尊重〉が述べら
れる．説法師（dharmabhāṇaka）がこの教えを説く時，善男子・善女人は，この説
法師を如来と等しく尊崇すべきことを説く．つまり，『金剛般若』の「賢い師が
おられる」（vijñaguru-sthānīya）をカマラシーラが説法師のことであると注釈したよ
うに，まさにこの caityabhūta-と dharmabhāṇaka-を含む章句が，『金剛般若』§ 12

で見た章句とパラレルであることは明らかである．この二つの初期大乗経典に共
通する文脈に，経巻崇拝あるいはチャイティヤ崇拝から法師の崇拝へと展開して
いく過程が認められることを指摘できる．
4．『八千頌般若』の dharmabhāṇaka　梵文『八千頌般若』には dharmabhāṇaka

の用例は37件あるが，漢訳では法師，説法師，説法者等と訳される．その中で
の代表的用例を見てみる．
・神々が dharmabhāṇakaに pratibhānaを与える
世尊が仰せられた．「善い哉，善い哉，カウシカよ．この般若波羅蜜を読誦している善男
子，善女人には何百という神々が近づいて来るであろう．何千という神々，何十万という
神々が，教えを聞こうとして（dharmaśravaṇāya聞法）近づいて来るであろう．彼ら教えを
聞く神々は，かの説法師（dharmabhāṇakas法師）に能弁のひらめき（pratibhāna楽説）を与
えねばならないと考えるであろう．また，その説法師が話したいと思っていないときに
も，彼ら神々はその教えが重要であるとして，その善男子，善女人に語ろうという意欲が
生ずるように，その（善男子，善女人）に能弁のひらめきを与えねばならないと考えるで
あろう．カウシカよ，この般若波羅蜜を習い，記憶し，…　読誦し，学習するであろう，
かの善男子，善女人は，この現世の功徳を（dṛṣṭadhārmikaṃ guṇaṃ）得るのである．」
（Vaidya 1960: 41,30–42,7） 「また，カウシカよ，この般若波羅蜜について語る善男子・善女人
には（tasya kulaputrasya kuladuhitur vā imāṃ prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇasya），四衆の前で “誰
か論難をしようとしているものが，私に質問しないように ”という，恐怖心が生まれない
であろう．なぜなら，般若波羅蜜が彼を護衛し，保護し，防御するからである．〔中略〕
般若波羅蜜を習い，〔中略〕読誦する善男子 ･善女人は，このような現世の功徳を得るの
である．」（Vaidya 1960: 42,8–17）

最初の引用に見られる「現世の功徳」は，般若経を学び　…　読誦し，学習す
るというものであり，それは般若経を聴聞しようと集まってきた神々が，説法師
に与える能弁のひらめきにもとづくものである．しかもこの「現世の功徳」は，
般若経そのものに由来するという．このようにこの一連の引用では，同じ「現世
の功徳」の由来を，神々と経典という二つの面から述べている．このことは本経
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の他の箇所でも，あるいは般若経以外の経典中にも指摘できる．
ついで，もう一つ重要な点がある．それはこの前後の引用箇所でわかるよう

に，明らかに説法師（dharmabhāṇaka）を善男子 ･善女人（kulaputra- kuladuhitṛ-）と言
い換えていることである．
・三斎日における dharmabhāṇakaの説法と善男子 ･善女人
〔善男子，善女人たちには〕何千という神々が彼らに付き従って〔守護する〕であろう．〔半
月の〕八日，十四日，十五日〔という三斎日〕に，善男子，善女人が説法師としてあちらこ
ちらで般若波羅蜜を語るならば，そのたびに多大な福徳が生ずるであろう」．〔中略〕「かの
善男子 ･善女人には何千という神々が付き従って〔守護する〕であろう．そして何千という
神々は，みんな教えを聞きたいと願ってそこへやってくるであろう．彼らは，この般若波羅
蜜を説いている説法師を護衛し，保護し，防御するだろう．」（Vaidya 1960, 100–101）

ここでも説法師は善男子，善女人と言われている．ただし，ここで説法師が在
家者の三斎日という潔斎の日と関連づけられているとしても，説法師を在家者と
想定する必要はない．あくまでこの日に僧院などにやって来る在家者に対して説
法を行うという文脈だからである．小品系統の最初の翻訳である『道行般若』に
も，「若し善男子，善女人，法師とならば，月の八日，十四日，十五日に説法の
時，功徳を得ることを復た計る可からず」とある．これは最初期の大乗から善男
子，善女人が説法師になることを示す重要な根拠であり，善男子，善女人の位置
づけを考える際の基準になる．
・説法師である比丘――魔事品の説法師――
一方，「魔事品」（Chap. 11）には，善男子 ･善女人に障害を引き起こす「魔の仕
業」（mārakarma）について，説法師が比丘であることにたびたび言及する．

さらにまたスブーティよ，説法師である比丘たちは（bhikṣavo dharmabhāṇakāḥ），独住性を
好むものとなるであろう．一方，彼ら聞法者たちは（dhārmaśravaṇikās），集会を欲するで
あろう．彼ら説法師は次のように語る．「私に従ってくるものたちにこの般若波羅蜜を与
えよう．私に従ってこないものには与えない」と．こうして善男子 ･善女人たちは欲求
し，熱望し，教えを重んじて，その説法師に従ってゆくだろう．（Vaidya 1960: 121, 25–29）

このように説法師と聞法者を対峙させているが，特徴的なのは説法師を比丘と
する点である．以下の文脈（Vaidya 1960: 122, 8ff）中にも行乞をする説法師の姿が描
かれ，『道行』「法師健行乞匈（匄）」（448b14）とあることから，説法師が比丘である
ことが判る．一方，聞法者は，善男子と善女人たち（kulaputrāḥ kuladuhitaraś）と言い
換えられ，説法師に従い，財物を施す在家者とみなされる．この文脈による限り，
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説法師は比丘，聞法者は在家であり，善男子･善女人ともいわれる．また，先ほど
の例で，般若経を説く説法師を善男子･善女人と呼んでいたことを考えると，善男
子･善女人は在家，出家という枠組みにはとらわれない呼称であることが判る．
4．出家する説法師 dharmabhāṇaka――『十地経』における説法師　比丘で
ある説法師についての最も具体的な資料として『十地経』があげられる．本経に
おいて説法師（dharmabhāṇaka）が登場するのは，第三発光地においてである．こ
の地ではひたすら一切法を如実に覚る仏知を観察し，法を求める菩薩が登場す
る．この求法の菩薩にとって，説法師の方については出会うことが難しい（難得
の想）と考えられている．これに対して，第五難勝地において，説法師は大きな
変化を持って描かれる．この地に住する菩薩は，「一切の菩薩である説法師に随
順することにより，大いなる尊重と恭敬をもって師事する」とあり，さらに「多
くはこれらの如来の教説にしたがって出家する．出家してから聴聞した〔教説
を〕保持する説法師となる．さらに進んで，かの菩薩は，何百千億那由他の仏の
面前で，何百千億那由他という劫の間，忘れることがないことによって，所聞の
師にふさわしいダーラニーを得た説法師となる」とする．ここで明らかなように，
難勝地に至って，ようやく説法師となる菩薩が登場し，やはり他の大乗経典と同
じく，過去の無数の仏に仕えて教えを聞き，そこで聞持したダーラニーを得て，
説法師となることが描かれる．
ついで第九の善慧地の菩薩は，「説法師である性質をなしており，如来の法藏

を守護する．彼は説法師の職分を得て，善巧なる知は無量となり，四無礙智に
よって菩薩の言葉で法を説示する」とある．また同章に「汝等仏子よ．このよう
な無礙智実現するに巧みなこの菩薩が，第九番の菩薩地に至り，如来の法藏を得
て，偉大なる法師の性質を達成するとき，意味，法，知の成就，光明，財，善
慧，火炎を含んだダーラニーを具え，無礙門…百万阿僧祇を満たすダーラニーを
獲得する，云々」と，繰り返されている．
以上，本経では菩薩は第五の難勝地において出家し，多くの仏より聴聞した教
説を保持する説法師となる．さらに，第九の善慧地において，偉大なる説法師の
位（mahādharmabhāṇakatva）となり，多くのダーラニーを得ることが幾度となく強調
される．説法師にとって，四無礙にもとづいた辯才と所聞の教えを決して忘れな
いダーラニーこそが衆生に対して滞りなく説法をするために必要なのである．
5．結論　説法師 dharmabhāṇakaは，初期仏教以来の出家者である教えの語り手
dharmakathikaの属性を引き受けながら，新たな信仰の推進者となった．初期大
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乗では，チャイトヤ崇拝と密接に結びついており，説法師によって教えが説かれ
るところが聖なる塔廟となり，その教えを説く説法師は仏と同様に尊崇すべきも
のとされる．説法師は帝釈天や四天王などの神々によって守護され，説法に当
たっては，無礙智とダーラニーを付与され，能弁のひらめき（pratibhāna）によっ
て説法に対処できる．ほとんどの経典では比丘とされるが，十地の修行体系の中
では第五難勝地にいたって出家し，説法師となるという．ただし，正式な比丘で
はなく，僧院にとどまらず森林や荒野といった場所にいた可能性もある．また，
大乗では説法師は善男子，菩薩とされることもある．さらに菩薩にも善男子に
も，出家・在家の区別はない．菩薩の説法師も聞法者も互いに「善男子」と呼び
あい，この語に上下の差別がないのである．このような説法者が大乗仏教の中核
を担い，あらたに大乗経典の創作をになった可能性も否定できない．
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