
第一章第二節  

三大部と一念三千という言葉 

 

御科文 

一念三千の名字の明・不明を料簡す 

本文訓読 

 問うて曰く、玄
げん

義
ぎ

に一念三千の名目を明
あか

すや。 

 答えて曰く、妙
みょう

楽
ら く

の云く「明さず」。 

 問うて曰く、文句
も ん ぐ

に一念三千の名目を明すや。 

 答えて曰く、妙楽の云く「明さず」。 

 問うて曰く、その妙楽の釈いかん。 

 答えて曰く「並びにいまだ一念 

三千をいわず」等云云。 

 問うて曰く、止観の一・二・三・四等 

に一念三千の名目を明すや。 

 答えて曰く、これなし。 

 問うて曰く、その証いかん。 

 答えて曰く、妙楽の云く「故に止観に至って正しく観法を明かし?、並びに三千を以て

指南と為す」等云云。  

対校  

ご真蹟と版本の相違はないが、読み方に相違あり。昭和定本では「止観の正しく観法

を明すに至って」とあるが、開導聖人は本文訓読のごとく訓み下されている。 

現代語訳 

 質問 

 一念三千の名称は止観第五の文にあることは分かりましたが同じ天台大師の著作で

ある法華玄義に一念三千の名称を明らかにしているのでしょうか。 

 答 

 妙楽大師は「明していない」と言われています。 

 質問 

 では、法華文句に一念三千の名称を明されていますか。 

 答 

 妙楽大師は「明していない」と言われています。 

 質問 



 では、その妙楽大師の御釈に、天台大師は玄義や文句に一念三千を明していない

ということを示されたものがありますか。 

 答 

 妙楽大師は「並びにいまだ一念三千をいわず」等と言われています。 

 質問 

 では、摩訶止観の一・二・三・四等に一念三千の名称を明していますか。 

 答 

 ありません。 

 質問 

 その証拠は何でしょうか。 

 答 

 妙楽大師は「故に止観に至って正しく観法を明し、並びに三千を以て指南と為す」 

等と言われています。 

 

趣 意 

 ここに付けられた門祖聖人の御科文の意味を申しますと、「一念三千という名称を天

台大師がいったい何処で明されているかを検討されるところ」ということになります。 

 つまり天台大師が一念三千ということをどこで明らかにされているかを究明して、法華

玄義にも明されていないし法華文句にも明されていない。摩訶止観でも最初の四巻に

は明されず摩訶止観第五巻の「正修止観」（第七章）に至ってはじめてその名称が使

われていることを確認するところです。 

 そして、その証拠として妙楽大師の御釈をあげておられます。 

 なぜ、このような慎重なやり方で一念三千の典拠を求めていくのかと申しますと、そ

れはすぐ後に、御本尊を開眼して魂を入れる、その魂が一念三千という原理に基づく

というようにこの本尊抄が展開されてくるからで、一念三千こそもっとも大切な重宝だか

らこそ、その拠り所が明確でなければならないのです。 

 そして、この一念三千の典拠を求められるについては日蓮聖人ご自身が「私がその

典拠を探した」というのではなく、あくまでも中国天台宗第六祖・妙楽大師という権威あ

る人の言葉によって証明とされているのです。私どもがふつう、学問や研究をすると

き、頼りとするのは自分自身の悟性という考えです。しかし、仏教では判断の基準の一

つとして証文あるいは文証といって経文上の証拠のあるなしが非常に重要視されてい

ます。この証文を仏教の論理学では聖教量と呼んで直接知覚（直接、自分の目で見

たり耳で聞いたこと…現量）と推論（たとえば「Ａ＝Ｂ」かつ「Ｂ＝Ｃ」ならＡ＝Ｃ」が成り立

つなどという論理…比量）と並んで立派な判断の基準としています。聖教量の聖教とは

「偉大な智慧を以て人々を導かれた釈尊の教え」という意味で、量とは正しい判断の根

拠という意味です。これは何か古い考え方のように思えますが、今でも自然科学の研



究論文に対して、その分野の権威者に推薦文や序文を書いてもらったりしています。

また、「ネーチャー」や「サイエンス」などの一流の科学研究誌に掲載されている論文を

自分の論文に引用したりしています。いま、私たちがお寺や御講席で聴聞させていた

だいている御法門にしても教務が勝手に自説を述べてない証拠として「引証」といって

法華経の経文や蓮隆扇三祖の教えの一節を引用するのも同じようなことです。日蓮聖

人も同様に当時の仏教学者を納得させるためにも、妙楽大師がその点についてはこ

のように指南されていると引用されたわけです。 

 

要点と語句の解釈 

○並びにいまだ一念三千をいわず 

 これは妙楽大師が天台大師の摩訶止
ま か し

観
かん

に対して注釈された書の「摩訶止観

輔行伝弘決
ぶぎょうで ん ぎけつ

」（略称・弘決または弘）の中の一節です。その前後を記しますと 

 故に大師、覚意三昧、観心食法及び誦経法、小止観等の諸の心観の文に於て、た

だ自他等の観を以て、三假を推すも、並びにいまだ一念三千具足といわず。乃至観

心論の中に、亦、?だ三十六問を以て四心を責むれども、また一念三千に渉らず。唯

だ四念処の中にほぼ観心の十界というのみ。 

  とあります。この意味は 

 天台大師は、覚意三昧・観心食法、さらに誦経法・小止観・観心論や四念処などの

著作には三つの仮（仮設）といってすべてのものには実体がないと観じて執着を離れ

る修行法は説かれているけれど「一念三千」という名称は明しておられない。また、さか

んに私たちの表層から深層まで四段階の心を問題にしているけれど、一念三千につ

いてはふれていない。ただ僅かに四念処*iの修行を説く中、「観心の十界」という言葉

を出されているにとどまっている。 

というところですが、これによれば妙楽大師は今挙げた書の中には「一念三千」という

言葉はないと言われているに過ぎず、けっして玄義、文句という問題となっている二つ

の御釈（天台大師や妙楽大師の著作をそう呼ぶ）に「一念三千」の語が見あたらないと

言っておられるわけではありません。それでも、このように玄義や文句に一念三千の語

がない証拠とされたのはなぜでしょう。これに対し石井日受上人は 

 「玄義と文句は共に法華経の教えの筋を主として示された御書で、観法修行を説か

れた御書ではない、天台大師が観法修行の一端を述べている他の書にも一念三千の

名が見えないのに、まして、教えの筋を説いた玄義・文句にないのは当然のこと、とい

うわけであろうといいます。」 

と、その理由を述べられています。 



 そして、さらにもう一つの理由として述べているところをかいつまんで申しますと、玄

義や文句にはその表面上の表現とは裏腹に「一念三千」のことが文底（文章の底）に

伏線として説かれています。しかし、それはけっして表面には表れていません。ですか

ら、表面上は説いていないのですが、だからと言って「玄義や文句などに一念三千は

説いていない」とも天台大師や妙楽大師は仰っていないのです。しかし、とりあえず天

台大師の玄義や文句以外の著書には一念三千の名称を明したところはないということ

も事実です。そういう微妙なところがありますので摩訶止観以外に修行の実践法を説

いた観心・観法の書でも一念三千を説いたものは一つもないという記述を引用された

と拝察できるのです。*ii 

○玄義と文句と止観 

１ 玄義（妙法蓮華経玄義） 

 天台三大部の一で、玄文とも玄とも省略して記されることがよくあります。天台大師が

西紀五九三年(隋の開皇十三年)に中国の荊州、玉泉寺で講義したのを章安大師灌

頂がノートを作り、これをまとめたものです。なお、天台大師自らの序や章安の私序な

ど四つの序文が付けられています。 

 この書は法華経の玄義（幽玄微妙な深義）をあらわすため、天台大師が法華経すな

わち妙法蓮華経五字の題目の意味を名・体・宗・用・教の五つの観点（五重玄）から解

説を施したものです。全体は十巻からなり、一巻には妙法蓮華経の五字の意義を略述

し、その後、名体宗用教の五つに分けて論述されています。 

 まず、その第一の名玄とは釈名といい妙法蓮華経の一字、一字の意味合いを解説し

ていますが、中でも妙の一字については詳細に説かれています。 

 体玄とは弁体といい「諸法実相」という法華経の経体・本質を明確にするところです。

宗玄というのは明宗といい、法華経に説かれる修行を明らかにして何をどのようにすれ

ばよいか主張し、宗旨を定めるところです。 

次に用玄とは論用といい、教えのはたらき、功徳・力用を論ずるところです。最後の教

玄とは判教といい、仏教全体の中で法華経がどのような位置を占め、どのように勝れて

いるか他の経典と比較し判別するところです。 

 この五重玄が法華玄義の中心で柱と言ってもよろしいのです。 

 以上のように法華経や他の経典を解釈する一つの方法として説かれた五重玄義を

「能釈の五重玄」といいます。 

 そして、これこそ上行菩薩の生まれ変わりである日蓮聖人でなくては分からなかった

ことですが、妙法五字そのものに五玄の功徳を具えているのです。これを「法体の五

重玄」あるいは「総説の五重玄」と申します。そこで 

 其の所属の法とは何物ぞ。法華経の中にも広を捨てゝ略を取り、略を捨てゝ要を取

る。所謂妙法蓮華経の五字、名体宗用教の五重玄なり。 



（曽谷入道殿許御書 昭定九〇二頁） 

 と日蓮聖人は仰せで御題目自体に、五重玄の功徳・つまり悟りも仏となる原因として

の修行もその功徳もこもっているとされています。十八円満抄という御書（外十八―三

三 昭定二〇〇二頁）では五重玄のうち、妙は名にあたり法は体、蓮は宗、華は用、

経は教にあたるとされていますが、よくよく考えてみますと惣名・南無妙法蓮華経の名

の中にさらに入れ子のように名体宗用教という五重玄が含まれているとされるのです。

*iii 
 以上のように、法華玄義は妙法蓮華経という御題目について著された書ですから、

特に日蓮聖人はこれを尊重され、通読されるやその眼光、紙背に徹し、この書に秘め

られた暗号を解読されたのです。 

２ 法華文句（妙法蓮華経文句） 

 文句、妙句、疏などと略称されています。この書も玄義と同じく十巻で天台大師が西

紀五八七年(陳の禎明一年)に金陵の光宅寺で講じた法華経の講義を章安大師潅頂

が二十七歳の折に聴聞し、これを記録しておき六十九歳の時、六二九年に添削した

上、作りあげた書です。 

 文句という書名にもあるように法華文句は法華経の文々句々に天台大師が解釈を施

したものです。 

 法華文句の特徴とすべき所は、まず、法華経にも後半の本門と前半の迹門があり、こ

れらは二経としてはっきりと分かれるということを述べられていること、さらに四種釈とい

って因縁釈・約教釈・本迹釈・観心釈の四つの方法を以て法華経の経文を解釈された

点です。 

 以上の二書をまとめて日蓮聖人は 

 像法一千年の半に、天台智者大師出現して、題目の妙法蓮華経の五字を玄義十巻

一千枚にかき（書）つくし（尽）、文句十巻には始め如是我聞（最初）より終り作礼而去

（経末）にいたるまで一字一句に因縁、約教、本迹、観心の四の釈をならべて、又一千

枚に尽し給ふ。 

 已上玄義文句の二十巻には一切経の心を江河として法華経を大海にたとえ十方界

の佛法の露一雫も漏さず妙法蓮華経の大海に入れさせ給えぬ。 

（撰時抄 昭定一〇二五頁） 

と仰せです。  

 三大部のうち、玄義と文句は教相といって主に理論的な面、止観は観心といって実

践修行面を指南した書であると一般的にはいわれている旨を前回、説明しました。そ

れは確かにそうなのですが、しかし、どちらかというとこれは一般的な言い方で法華経

迹門を中心とする天台宗では徹頭徹尾そうなのですが、本門を中心とする当宗の立

場、日蓮聖人の方からご覧になると究極的には逆に玄義、文句こそ末法での実践修

行を教えられた書であるということになるのです。 



 つまり、もともと玄義にも文句にも観心すなわち修行法、実践法が説かれています

が、そちらに注目されたのが日蓮聖人なのです。門祖の御弟子、日忠上人はその点

を説明されて 

 玄文二大部にも観心を立て下へり。然れ共、玄義の観心を附法観と云。法行の当分

当分に附して観解を設る也。文句をば託事観と云、文字の当体にして即して観解の釈

を作る也。百界千如と云事迄を作り成下へども一念三千の名目はこれなし。 （見聞 

刊六十九頁） 

といわれているように玄義には附法観、文句には託事観という観法が説かれているの

です。 

 このような分類をされたのは妙楽大師で天台宗の観法に三種類あると言われ（三種

観法）、第一に摩訶止観に説かれる観法で修行者自身の一念の心を観法の対象（所

観の境）とする一心三観、または一念三千観で、これを観行（自己の心を観察する修

行）を中心とすることから、約行観、従行観と呼びました。 

 附法観というのは仏がお説きになった四諦十二因縁等という御法門を聞いて心に染

め付け、心に納めてなるほどこれは真理であると観ずるという観法で、最初のうちは自

分の心を観察するわけではありません。 

 また、託事観というのは世の中の事物の一々を自分の心に入れてなるほど世の真理

とはこのようなものであったかと観ずる観法です。たとえば仏様の御弟子にひどく物覚

えが悪く自分の名前さえ忘れてしまうシュリハンドクという人がいました。この人はただ、

仏様の命じられたままに、毎日、掃除をしていました。そうしているうちにある日、突然、

人間の煩悩とそれを断じ尽くすことの大切さに思い至り他の御弟子に先んじて一種の

悟りを開いたのです。*iv 

 これら三種観法のうち玄義と文句の観心、附法観と託事観は摩訶止観の約行観に

入るための導入として説かれています。 

 このように天台宗では何と申しましても摩訶止観あっての玄義、文句という位置づけ

です。 

 しかし、末法という時代、現代になりますと、これが逆転し摩訶止観より玄義と文句が

大切となり、玄義と文句の中では玄義が一番大事となるのです。なぜかと言えば、末

法という時代に私たちが救っていただき、ご利益がいただけるのは本門八品所顕上行

所伝本因下種の南無妙法蓮華経の御題目以外ないからです。その御題目について

説いてあるのが法華玄義でありまして摩訶止観では今は誰も救われないのです。 

 先ほど玄義に観心が説いてあると申しましたが、今日・末法という時代は天台大師が

出現された像法時代のように釈尊がお説きになった四諦十二因縁等の法（仏様が悟

られた世の中のありよう。真理）を対象として観ずることを玄義の観心とするわけではあ

りません。南無妙法蓮華経の御題目を信じて唱えるという信心修行こそ末法現代にお



ける観心で、これを玄義惣要の観心と申します。 

 こうして見ますと、日蓮聖人は私たちにヤミクモに御題目口唱せよと言われているの

ではない事がよく分かります。日蓮聖人は仏教本来の伝統の上に立ち、むしろ天台宗

の祖である天台大師や妙楽大師がわざと触れずに三大部の中に隠して説かれた大事

な所を取り出されて光を当てられたと言うべきなのです。 

 ですから、考えようによっては天台大師の所説をもっとも理解され正統を受け継がれ

たのが日蓮聖人と言ってもよいくらいなのです。この点を天台学者の関口真大博士

は、日本天台宗は長い歴史の中でずいぶん変わってしまい、天台宗の本来の伝承を

失っているところもあり反省すべきで日蓮聖人に見習うべきであると述べています。 

 たとえば天台の三大部に対して金光明玄義、金光明文句、観音玄義、観音義疏、観

無量寿仏経疏の五つを指して五小部などと今日、天台宗で言っているそうですが、こ

れは中国の四明知礼の学説が江戸時代に日本に入ってきた結果で天台大師も伝教

大師も五小部などということを述べていないのに四明知礼の影響でそうなってしまった

のであるとし、一考を要するとしています。また、日蓮聖人は天台三大部の肝要点を把

握され、押さえ所もすべて天台大師の所説に基づいていると論じています。*v 

○止観一・二・三・四等 

 止観第一章から第四章まで。 

 

○故に止観に至って正しく観法を明かし、並びに三千を以て指南と為す。 

 妙楽大師の弘決の御文で、天台大師がそれまで説かれていなかった一念三千を摩

訶止観第七・正修止観章において、はじめてその名称を出され、十境十乗の観法とい

うものを説かれ、まず、一念三千を説いて以後の指標とされたということです。 



注 釈 

*1 四念処 ５月号既出 岩波仏教辞典に 

四念住(しねんじゆう)ともいう．浄・楽・常・我の四顛倒(してんどう)を打破するための修

行法で身体の不浄性を観察し(身念処)，感覚の苦性を観察し(受念処)，心の無常性

を観察し(心念処)，法の無我性を観察する(法念処)もの．原始仏教では三十七道品

(修行法)に加えられる．倶舎論では，聖者の位に入る前段の修行位加行位(けぎよう

い)で，この４項をわけて観察し別相念住(べつそうねんじゆう)，また一括して観察する

総相念住(そうそうねんじゆう)．四念住．四念処とも称す。‥‥とある。 

 

*2 天台大師が一念三千の名目を摩訶止観以前の書には出されていないことについ

て、日蓮聖人は他の御書でも同様のことを言われている。その一つが「一代大意」で 

「問て云く、妙法を一念三千と云ふ事、如何。答ふ、天台大師此法門を覚り給ひて後、

玄義十巻、文句十巻、覚意三昧、小止観、浄名疏、四念処、次第禅門等の多くの法

門を説き給ひしかども、此一念三千をば談義し給はず。但十界、百界、千如の法門ば

かりにておはしまししなり。」（一代聖教大意 昭定七十一頁） 

と仰せである。また、「一念三千法門」に 

「法華経の余経に勝れたる事何事ぞ。此経に一心三観、一念三千と云ふ事あり。薬王

菩薩漢土に出世して天台大師と云はれ、此の法門を覚り給ひしかども、先づ玄義十

巻、文句十巻、覚意三昧、小止観、浄名疏、四念断、次第禅門等の多くの法門を説き

しかども、此の一念三千の法門をば談じ給はず百界千如の法門ばかりなり。御年五十

七の夏四月の頃、荊州玉泉寺と申す処にて御弟子章安大師に教へ給ふ止観と申す

文十巻あり。上四帖に猶秘し給ひて、但六即、四種三昧らばかりなり。」 

 （一念三千法門 昭定二〇三三頁） 

とお示しである。 

*3 法華玄義の構成については仏教辞典などに出ていますので参考にしてください。 

 法華玄義の実際の構成と次の「唱法華題目鈔」に述べられている日蓮聖人が把握さ

れた法華玄義の構成とでは多少、異なっているように感じられますが、それは妙は名

玄、法と蓮と華はそれぞれ体玄、宗玄、用玄にあたり経は教玄に当たるとされていた故

でしょう。 

 「問て云く、只題目ばかりを唱る功徳如何。答て云く、釈迦如来法華経をとかんとお

ぼしめして世に出でましましゝかども、四十余年の程は法華経の御名を秘しおぼしめし

て、御年三十のころより七十余にいたるまで法華経の方便をまうけ、七十二にして始て

題目を呼出させ給へば諸経の題目に是を比ぶべからず。其上法華経の肝心たる方

便、寿量の一念三千、久遠実成の法門は妙法の二字におさまれり。天台大師玄義十

巻をつくり給ふ。第一の巻には略して妙法蓮華経の五字の意を宣給ふ。第二の巻より

七の巻までは又広く妙の一字を宣べ八の巻より九の巻までは法華経の三字を釈し、



第十の巻には経の一字を宣給へり。経の一字には華厳、阿含、方等、涅槃経を収た

り。妙法の二字は玄義の心は百界千如、心、佛、衆生の法門なり」 

（唱法華題目鈔 昭定二〇二～三頁）と説かれています。 

*4 拙著「門祖の教学」（平成八年度佛立修学塾・宗学部門上座学級教材）に次のよ

うに述べました。 

 「天台宗では三種観法といい約行観、附法観、託事観の三種を立てるが、これは妙

楽が三大部の観心に名づけたものである。約行観（従行観、直達観は摩訶止観の観

心で、一念の心を所観の境として、その心がそのまま即空、即仮、即中の三諦なりと観

ずるものである。附法観と託事観は玄義、文句に明かす観法で附法観は四諦、十二

因縁等の法相を一念の心に附して実理と観ずるものである。託事観は歴事観ともい

い、事相の一々を己心に入れて実理と観ずる法で、輔行の二に「槃特が掃箒し、支仏

が華飛、ならびにこれ事に託して理を見るの明文なり」とあり、周梨槃特が掃除をする

中に煩悩断尽の理を見たり、辟支仏が飛華落葉を見て十二因縁の理を悟ったりという

ような類である。このように玄文と止それぞれに観法があるが、台家においては、たとえ

玄義、文句に観法が説かれていてもそれは一心三観、止観観心に入る方便であり、導

入のためのものである。一心三観が正意で惣、附法観、託事観は傍意で別となる。弘

経抄には「玄文の観心に惣別あり、惣は一心三観或は文句の一の如く止観の観心な

り」とある。 

       （隆全一―四九八頁） 

その次下に「ただ門流の御義に文句は体妙を宣ぶる辺は法行観心を以て面と為し託

事と云ふ辺は信行なり。玄義名体の観心に不同之れ有り。先ず体章の下に信法二行

を分つと雖も玄の八、九、止の五の如きは法行観心を以て正意と為し止観に同ずるな

り。此の法行観心は止の五の十乗十境、玄の八、九の如く必らず観境待對の観心なる

故に難行の観心なり。………次に惣名の観とは惣名は名字観行の中には名字の位よ

り出でたる故に観行即の法行観心を斥けて名字信行の観心を取るを最要と為すなり」

と示されている。当宗においては本門末法流通下機のために玄義の中に説かれる観

心でも、別の体宗用を惣名に摂した五重玄惣在の妙法蓮華経を詮要として行者の口

に唱えさせるのを観心とするのである。 

もとより惣名の観心、信行観心は天台、妙楽が文底に説くところで玄一に五重玄の観

心を釈するとき、「観心とは即聞即行して精進の心を起こさしむ」といい、籤にこれを受

けて、「観心とは一句を聞くに随って、事を摂して理を成ず。観境を待たずして、まさに

観を修すると名づくるに間雑することなき故に精進と云ふ」と説かれている。 

 この釈は天台の意においては、即聞即行とは仏の法門を聞いて直ちにこれを己心

に観じて実相の理観を成ずること、摂事成理とは仏の所説の事法を摂して一念の心に

入れ理観を成ずることである。観境とは止観の十乗十境のことである。 

 当宗の意では「玄義惣名の信行観心は唯だ鈍なる故に知識経巻の言ばに従って言



教に即して観心を成ず。故に不待観境と釈して十乗十境を用いず。十乗十境を妙法

蓮華経に摂し摂事成理、廃事存理して心を妙法蓮華経の一境に置き信智を以て之を

取り不受余経一偈の信行を成ずるなり。之に依て惣名の観心は信行観心なる可き事

を玄の一に釈して…乃至、『観心即聞』と云ふ即聞と『随聞一句』と云ふ『随聞』をば玄

の八に『聞説即悟』と釈するなり。故に信行をば教門に約して之を釈し給ふことは教に

即して観を成ずるなり。仍て『一句』とは惣名なり」（隆全一巻四九九頁）と示されてい

る。 

 

*5 関口真大著「日蓮聖人に見る天台三大部」（昭和四十九年・平楽寺書店発行・「日

蓮教学の諸問題」所収） 
                                                   
*i 四念処 ５月号既出 岩波仏教辞典に 

四念住(しねんじゆう)ともいう．浄・楽・常・我の四顛倒(してんどう)を打破するための修

行法で身体の不浄性を観察し(身念処)，感覚の苦性を観察し(受念処)，心の無常性を観察し

(心念処)，法の無我性を観察する(法念処)もの．原始仏教では三十七道品(修行法)に加えられ

る．倶舎論では，聖者の位に入る前段の修行位加行位(けぎようい)で，この４項をわけて観

察し別相念住(べつそうねんじゆう)，また一括して観察する総相念住(そうそうねんじゆう)．

四念住．四念処とも称す。‥‥とある。 

 

*ii 天台大師が一念三千の名目を摩訶止観以前の書には出されていないことについて、日
蓮聖人は他の御書でも同様のことを言われている。その一つが「一代大意」で 

「問て云く、妙法を一念三千と云ふ事、如何。答ふ、天台大師此法門を覚り給ひて後、玄

義十巻、文句十巻、覚意三昧、小止観、浄名疏、四念処、次第禅門等の多くの法門を説き

給ひしかども、此一念三千をば談義し給はず。但十界、百界、千如の法門ばかりにておは

しまししなり。」（一代聖教大意 昭定七十一頁） 

と仰せである。また、「一念三千法門」に 

「法華経の余経に勝れたる事何事ぞ。此経に一心三観、一念三千と云ふ事あり。薬王菩薩

漢土に出世して天台大師と云はれ、此の法門を覚り給ひしかども、先づ玄義十巻、文句十

巻、覚意三昧、小止観、浄名疏、四念断、次第禅門等の多くの法門を説きしかども、此の

一念三千の法門をば談じ給はず百界千如の法門ばかりなり。御年五十七の夏四月の頃、荊

州玉泉寺と申す処にて御弟子章安大師に教へ給ふ止観と申す文十巻あり。上四帖に猶秘し

給ひて、但六即、四種三昧らばかりなり。」（一念三千法門 昭定 2033頁） 

とお示しである。 

*iii 法華玄義の構成については仏教辞典などに出ていますので参考にしてください。 

 法華玄義の実際の構成と次の「唱法華題目鈔」に述べられている日蓮聖人が把握された

法華玄義の構成とでは多少、異なっているように感じられますが、それは妙は名玄、法と



                                                                                                                                                     
蓮と華はそれぞれ体玄、宗玄、用玄にあたり経は教玄に当たるとされていた故でしょう。 

 「問て云く、只題目ばかりを唱る功徳如何。答て云く、釈迦如来法華経をとかんとおぼ

しめして世に出でましましゝかども、四十余年の程は法華経の御名を秘しおぼしめして、

御年三十のころより七十余にいたるまで法華経の方便をまうけ、七十二にして始て題目を

呼出させ給へば諸経の題目に是を比ぶべからず。其上法華経の肝心たる方便、寿量の一念

三千、久遠実成の法門は妙法の二字におさまれり。天台大師玄義十巻をつくり給ふ。第一

の巻には略して妙法蓮華経の五字の意を宣給ふ。第二の巻より七の巻までは又広く妙の一

字を宣べ八の巻より九の巻までは法華経の三字を釈し、第十の巻には経の一字を宣給へり。

経の一字には華厳、阿含、方等、涅槃経を収たり。妙法の二字は玄義の心は百界千如、心、

佛、衆生の法門なり」（唱法華題目鈔 昭定二〇二～三頁）と説かれています。 

*iv 拙著「門祖の教学」（平成八年度佛立修学塾・宗学部門上座学級教材）に次のように述
べました。 

 天台宗では三種観法といい約行観、附法観、託事観の三種を立てるが、これは妙楽が三

大部の観心に名づけたものである。約行観（従行観、直達観は摩訶止観の観心で、一念の

心を所観の境として、その心がそのまま即空、即仮、即中の三諦なりと観ずるものである。

附法観と託事観は玄義、文句に明かす観法で附法観は四諦、十二因縁等の法相を一念の心

に附して実理と観ずるものである。託事観は歴事観ともいい、事相の一々を己心に入れて

実理と観ずる法で、輔行の二に「槃特が掃箒し、支仏が華飛、ならびにこれ事に託して理

を見るの明文なり」とあり、周梨槃特が掃除をする中に煩悩断尽の理を見たり、辟支仏が

飛華落葉を見て十二因縁の理を悟ったりというような類である。このように玄文と止それ

ぞれに観法があるが、台家においては、たとえ玄義、文句に観法が説かれていてもそれは

一心三観、止観観心に入る方便であり、導入のためのものである。一心三観が正意で惣、

附法観、託事観は傍意で別となる。弘経抄には「玄文の観心に惣別あり、惣は一心三観或

は文句の一の如く止観の観心なり」とある。（隆全一―四九八頁）その次下に「ただ門流の

御義に文句は体妙を宣ぶる辺は法行観心を以て面と為し託事と云ふ辺は信行なり。玄義名

体の観心に不同之れ有り。先ず体章の下に信法二行を分つと雖も玄の八、九、止の五の如

きは法行観心を以て正意と為し止観に同ずるなり。此の法行観心は止の五の十乗十境、玄

の八、九の如く必らず観境待對の観心なる故に難行の観心なり。………次に惣名の観とは

惣名は名字観行の中には名字の位より出でたる故に観行即の法行観心を斥けて名字信行の

観心を取るを最要と為すなり」と示されている。当宗においては本門末法流通下機のため

に玄義の中に説かれる観心でも、別の体宗用を惣名に摂した五重玄惣在の妙法蓮華経を詮

要として行者の口に唱えさせるのを観心とするのである。 

もとより惣名の観心、信行観心は天台、妙楽が文底に説くところで玄一に五重玄の観心を

釈するとき、「観心とは即聞即行して精進の心を起こさしむ」といい、籤にこれを受けて、

「観心とは一句を聞くに随って、事を摂して理を成ず。観境を待たずして、まさに観を修



                                                                                                                                                     
すると名づくるに間雑することなき故に精進と云ふ」と説かれている。 

 この釈は天台の意においては、即聞即行とは仏の法門を聞いて直ちにこれを己心に観じ

て実相の理観を成ずること、摂事成理とは仏の所説の事法を摂して一念の心に入れ理観を

成ずることである。観境とは止観の十乗十境のことである。 

 当宗の意では「玄義惣名の信行観心は唯だ鈍なる故に知識経巻の言ばに従って言教に即

して観心を成ず。故に不待観境と釈して十乗十境を用いず。十乗十境を妙法蓮華経に摂し

摂事成理、廃事存理して心を妙法蓮華経の一境に置き信智を以て之を取り不受余経一偈の

信行を成ずるなり。之に依て惣名の観心は信行観心なる可き事を玄の一に釈して…乃至、

『観心即聞』と云ふ即聞と『随聞一句』と云ふ『随聞』をば玄の八に『聞説即悟』と釈す

るなり。故に信行をば教門に約して之を釈し給ふことは教に即して観を成ずるなり。仍て

『一句』とは惣名なり」（隆全一―四九九頁）と示されている。 

 

*v関口真大著「日蓮聖人に見る天台三大部」（昭和四十九年・平楽寺書店発行・「日蓮教学
の諸問題」所収） 

  


