
『菩薩蔵経』「四無量品」玄 訳の問題点

四無量心と四無量波羅蜜多

象 本

一、はじめに

『菩薩蔵経』（Bodhisattvapit・aka-sutra）には、梵漢蔵四本が現存する。その

梵文写本テキスト（以下、梵文テキスト）はオスロ大学のイェンス・ブロール

ビック（Jens Braarvig)教授や佛教大学の松田和信教授らによって校訂され

近々出版される予定である。筆者は前述した両教授より出版前の梵文テキスト

の提供を受けた。そして、それを２本の漢訳と蔵訳の３本と比較対照しつつ、

全12品からなる１)本経の試訳を行った。その際に、玄 訳に登場する「四無量

波羅蜜多」という概念に関して、翻訳上の若干の問題が見いだせた。そこで、

本稿では、『菩薩蔵経』第五章「四無量品」の玄 訳に登場する「四無量波羅

蜜多」という概念を検討したい。

二、問題の所在

『菩薩蔵経』「四無量品」２)の冒頭では、大蘊如来（mahaskandha tathagata）

によって、菩薩蔵法門の器となった精進行童子（vıryacarita kumara）に菩

提道が示される３)。そして、『菩薩蔵経』では「四無量品」冒頭より、菩提道

１）『菩薩蔵経』は諸訳にそれぞれ異なる品立てを有する。しかし、今は、玄 訳の品の区

分を用いて検討を行う。

２）玄 は「四無量品」と品名を立て、梵文写本、惟浄訳、蔵訳の三つは「慈悲喜捨品」と

品名を立てる。

３）ここでは、その内容を梵文テキストだけを示すと、次のようである。
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の説示が開始される。さて、この菩提道の内容であるが、その内容に関して、

梵漢蔵の四本には異読が存在する。そこで、本稿では、まず、異読箇所とその

問題点を、梵文テキストを中心に検討したい。

さて、検討に先立って、問題となる異読箇所の漢訳と蔵訳の文章を検討した

い。菩提道の説示内容を示せば、次の表の通りである。

ここでは菩提道の内容が説示される。しかし、これらの訳では、菩提道の内

容について大きな相違が認められる。すなわち、菩提道の内容を二つと見るか、

三つと見るかという点である。まず、両漢訳では、菩提道の内容は二点、①慈

tena punah・ sariputra samayena vıryacaritah・ kumara udyanabhumim・ nis・kranto’bhut 
sardham antah・puren・a’atha khalu mahaskandhas tathagato’rhan samyaksam・buddho 
bhajanam・ batayam・ kumaro bodhisatvapit・akasya dharmaparyayasya bhajanam・
batayam・ kumaro vıryacaritah・ kumaro buddhadharman・am evam・ viditva yena sa

udyanabhumir yena ca vıryacaritah・ kumaras tenopasam・kramad upasam・kramya 
upari vihayasi sthitva vıryacaritaya kumaraya bodhimargam・ sam・prakasayati
（MS54a7-b1）

【訳】また、舎利弗よ。その時に、精進行童子は後宮の人たちとともに、庭園に出かけた。

その時、正等正覚であり、阿羅漢である大蘊如来は「ああ この王子は菩薩蔵という法門

の器である」と、「ああ この王子即ち精進行童子は仏の法の器である」と、このように

知って、その遊園地の方向に即ち、精進行童子の前に近づいて、近づき終わって、空中に

漂って留まって、精進行童子のために、菩提道を説く。

４）当該箇所はparamitaの訳語として「波羅蜜」が用いられている。しかし、通常、玄

を代表とする新訳では「波羅蜜多」と翻訳される。しかし、「四無量品」を始め『菩薩蔵

経』では、「波羅蜜」と「波羅蜜多」という訳語が共に存在している。本経典は玄 がイ

ンドから帰国後、最初に梵語より漢訳したものである。おそらく、このような訳語の不統

一は、旧訳である「波羅蜜」から、新訳である「波羅蜜多」に伝身しつつある姿ではない

だろうか。

なお、本稿では便宜上、paramitaを指示す語として、統一的に「波羅密多」を使用す

る。
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波羅蜜多５)と、②四摂事であるとする。その一方、蔵訳では三点、①慈と、②

諸波羅蜜多と、③四摂事であるとする。このように、以上の三訳本では、菩提

道の内容が異なることが分かる。では、何故、「慈波羅蜜多」とする系統と、

「慈と波羅蜜多」とする二種類の系統が登場したのであろうか。この問題の原

因を探るべく、梵本の内容を見てみたい。梵文写本を直接に起こした内容は次

の通りである。

ya di dam・ sa rva sa tve s・u mai trıpa ra mi ta sudyo ga h sam・ gra ha
 

va stu s・va nu va rtta na ta a ya mu cya te bo dhi ma rgah・

当該箇所を整理すれば次のようになろう。

tatra katamo bodhimargah・ yad idam・ sarvasatves・u maitrıpar-

amitasudyogah・ sam・grahavastus・v anuvarttanata ayam ucyate bod-

himargah・（MS54b1）
６)

ここでは、菩提道の内容が yad idamに続き、列挙されている。ここに登場す

るmaitrıparamitasuという単語が恐らくは、漢訳と蔵訳の二系統の読みが生

じた根元である。恐らくは、maitrıparamitasuとして、格限定複合語（Tp.）

と理解したのが玄 訳や惟浄訳である。それに対して、maitrıparamitasuと

して、maitrıの単数主格とparamitaの複数処格と、ばらばらの単語で理解し

たのが蔵訳である。このように分かち書きがされていない写本を読む時の差異

によって、二系統の異読が生じたと言えよう。

そして、以上の検討から、次のような問題点が浮かび上がる。すなわち、

maitrıparamitasuとmaitrıparamitasuとはどちらが正しいのか、菩提道の

５）玄 訳では、「大慈波羅蜜。大悲波羅蜜。大喜波羅蜜。大捨波羅蜜」という四無量心で

している。

６）当MSのローマナイズは松田先生に頂戴したものを掲載している。
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内容は三訳本中、どれが正しく伝えているのか、四無量波羅蜜多はインド由来

の概念であろうか、といった問題点である。そこで、今から、これらの問題点

について、別個に検討していきたい。

三、maitrıparamitasudyogah・かmaitrıparamitasudyogah・か

先の検討によって、蔵訳と漢訳における読みの違いは、梵文原文をどこで分

かつか、という点に基づくものであった。では、どちらが正しい読みなのであ

ろうか。その点を明らかにするべく、いくつかの視点から検討を行う。

（一）、菩提道の内容について

先ず、第一に、菩提道について焦点を当てたい。『菩薩蔵経』の第十二章

「大自在天授記品」で説かれる菩提道の記述を見てみたい。次の通りである。

梵文写本７)：

tat kasya hetor (｜) bodhisatvapit・akam・ dharmaparyayam atyartham・

srutvodgr・hya dharayitva vacayitva paryavapya parebhyo (‘)py arocya
 

parebhyas ca vistaren・a sam・prakasya trayan・am・ ratnanam avyavac-

chedaya pratipanno bhavati (｜) avirahitas ca bhavati caturbhir
 

apramanaih satsu paramitasv abhiyukto bhavati caturbhih samgra-

havastubhih satvanam samgrahayodyukto bhavati (｜)ayam sariputra

７）玄 訳：

何以故。若於是經受持讀誦。乃至爲他分別説者。能令三寶永不 絶。常不遠離四無量行。

常勤修習六到彼岸。恒正方便以四攝法攝化衆生。 利子。如是大乘大菩薩藏微妙法門。當

知即是諸菩薩道。（T11.321c15-20）

惟浄訳：

即得紹隆三寶使不 絶。得不退轉四無量心。六波羅蜜。四攝事等。饒益有情悉相應故。又

利子。此菩薩藏正法即菩提道。（T11.885c10-12）

蔵訳：

H379b5-380a1）
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bodhimargo yo (‘)yam bodhisatvapitako dharmaparyayas(｜)（MS141

b6-7）

【訳】それは何故か。菩薩蔵法門を慇懃に聞いて、受け容れて、記憶して、

読誦して、熟達して、他人たちのためにも説いて、また他人たちにも詳細

に解説して、三宝を途切れさせないために、正行が生じる〔故にである〕。

また、四無量と離れなくなり、六波羅蜜多に専心することとなり、四摂事

によって衆生たちを摂取するために精勤となる。舎利弗よ。この〔四無

量・六波羅蜜多・四摂事〕の菩薩蔵法門こそが、菩提道である。

ここでは、菩薩蔵法門たる菩提道の内容として、四無量、六波羅蜜多、四摂事

が挙げられる。故に、本経の「四無量品」の菩提道を説く箇所に登場した

maitrıparamitasuという梵文原文は、 maitrıと paramitasuの二つのことを

言っている可能性が見受けられる。

（二）、菩提道と『菩薩蔵経』の品立て

次に、『菩薩蔵経』の品立てを見てみたい。実は、玄 訳「四無量品」すな

わち第五「慈悲喜捨品」以後の品立ても、先程の菩提道の内容と対応が見られ

る。
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ここでは、第五品で四無量が説かれた後に、第六品から第十一品で六波羅蜜

多が説示され、続く第十二品では四摂事が説示される。すなわち、四無量、六

波羅蜜多、四摂事という三つの概念が第五品から第十二品の間で説示されるの

である。

以上の二点からは、菩提道の内容については、蔵訳の解釈、すなわち①慈と、

②諸波羅蜜多と、③四摂事の三種からなるとする解釈が正しいことが窺える。

（三）、慈と四無量

では何故、四無量と言わず、「慈（maitrı）」とだけしか述べられなかったの

であろうか。この点については興味深い説示が『大智度論』に説示される。次

の通りである。

『大智度論』：

問曰。慈有五功徳。悲喜捨何以不説有功徳。答曰。如上譬喩。説一則攝三

事此亦如是。若説慈則已説悲喜捨。復次慈是眞無量。慈爲如王餘三隨從如

人民８)。

【訳】【問】慈が五功徳を有することが説かれたが、なぜ悲喜捨が功徳を

有することを説かないのか。【答】先の譬喩のように、〔四者の中の〕一つ

が説かれたことは即ち、〔四者の中の他の〕三つが説かれたことである、

ここでもそのようであって、慈が説かれたことは即ち、悲喜捨がすでに説

８）「問曰。行是四無量心。得何等果報。答曰。佛説入是慈三昧。現在得五功徳。入火不 。

中毒不死。兵刃不傷。終不横死。善神擁護。以利益無量衆生故。得是無量福徳。（中略）

問曰。慈有五功徳。悲喜捨何以不説有功徳。答曰。如上譬喩。説一則攝三事此亦如是。若

説慈則已説悲喜捨。復次慈是眞無量。慈爲如王餘三隨從如人民。」（『大智度論』二十三巻、

T25.211a24-b14）

Cf.「次論主伴。如龍樹言。慈爲如王。餘三隨從如民隨王。」（慧遠『大乗義章』巻十一、

T44.689b28-29）
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かれたことである。また、慈は真の無量であり、慈は王の如きであって、

他の三者は〔慈〕に随従して人民の如きである。

このように『大智度論』では、慈悲喜捨の四無量は時々慈だけが説かれて他の

三者である悲喜捨が省略される場合があることを示唆している。そうであれば、

慈悲喜捨を説く本「四無量品」の当該箇所でも、maitrıparamitasuという梵

文原文の中のmaitrıは、慈〔をはじめとする四無量〕あるいは慈〔悲喜捨〕

と解釈することが可能であろう。

（四）、波羅蜜多と六波羅蜜多

また、蔵訳の理解を資する用例は「布施波羅蜜多品」の冒頭箇所にも見いだ

せる。次の通りである。

梵文写本９)：

tatra sariputra katamah・ paramitasudyogah(/) et a eva s ariputra
 

s・at・paramitah・ yasu paramitasudyuktah・ bodhisatva bodhisatvacaryam・

caranti/(MS58a2)10)

【訳】舎利弗よ。そこで、諸波羅蜜多に精勤することは何か。舎利弗よ。

諸波羅蜜多に精勤する菩薩たちが菩薩行を行ずるところのものは六波羅蜜

多である。

ここでは、「四無量品」に登場したparamitasudyogah・とは六波羅蜜多に精勤

することであると説明を施している。故に、「四無量品」の原文のmaitrıpar-

amitasuは慈〔を始めとする四無量〕と、〔六〕波羅蜜多に分けられると見な

９）玄 訳：

爾時佛告 利子。云何菩薩摩訶薩。爲阿 多羅三 三菩提故。精勤修習諸波羅蜜多行菩薩

行。 利子。菩薩摩訶薩行菩薩行者。即於如是六波羅蜜多精勤修學。是則名爲行菩薩行。

（T11.238c25-29）

惟浄訳：復次佛告 利子。云何名爲於波羅蜜多發勤精進。 利子。若於六波羅蜜多勤精進

者。此説是爲修菩薩行。（T11.822b10-12）

蔵訳：

10）当MSのローマナイズは松田先生に頂戴したものを掲載している。
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せよう11)。

（五）、小結

以上、いくつかの視点から漢訳系統と蔵訳系統のどちらの解釈が正しいのか

分析を行った。その結果、菩提道の内容は、四無量、六波羅蜜多、四摂事の三

種十四法とする蔵訳の理解が正しく、漢訳系の理解が誤りであることが明らか

となった。そして、それら漢訳系の誤りは、バラバラの単語として理解すべき

梵文原文のmaitrıparamitasuをmaitrıparamitasuという格限定複合語とし

て理解したことに原因があったのであろう。

したがって、梵文写本の正しい読み方は、次のようになる。

tatra katamo bodhimargah・ yad idam・ sarvasatves・u maitrıpar-

amitasudyogah・ sam・grahavastus・v anuvarttanata ayam ucyate bod-

himargah・（MS54b1）

【訳】では、菩提道とは何か。すなわち、一切有情に対して、慈〔をはじ

めとする四無量心を起こすこと〕であり、諸波羅蜜多に精勤することであ

り、〔四〕摂事に随転することである。これが菩提道と呼ばれる。

四、四無量波羅蜜多はインド由来の概念であろうか

先の検討では、玄 訳に登場する四無量波羅蜜多という概念が梵本の誤読に

より登場した概念である可能性が明らかとなった。では、玄 訳に登場した四

11）また、同種の記述が、玄 訳「四無量品」の末尾にも見いだせる。次のとおりである。

如是 利子。此薄伽梵大蘊如來。爲精進行童子。廣開示此四無量已。復爲開解六波羅蜜多

及諸攝法。令是童子隨順修学。（T11.238c19-21）

【訳】舎利弗よ。そのように、この薄伽梵である大蘊如來は、精進行童子のために、詳細

にこの四無量を既に開示した、次は、六波羅蜜多と諸摂法を開示し、解説することであっ

て、この童子を〔その六波羅蜜多と諸摂法に〕随順させ、修学させる。
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無量波羅蜜多という概念はインドに由来するものであろうか。この点について、

大乗仏教以外の資料や、大乗経論の資料を用いて、検討したい。

（一）大乗経論以外の資料

大乗経論以外の資料として、まずパーリ仏教の資料を見てみたい。パーリ仏

教では、十波羅蜜（dasa paramı)12)が説かれる。例えば、ジャーカタの因縁物

語には、「慈波羅蜜」（metta-paramı）と、「捨波羅蜜」（upekkha-paramı）が、

その十波羅蜜中の第九、第十波羅蜜として説かれている13)。故に、南伝仏教で

は、慈と捨が、それぞれに波羅蜜と称することが分かる。しかしながら、この

十波羅蜜中の「慈波羅蜜」と「捨波羅蜜」はそれぞれ、仏陀の有する法（性

質）を表現したものであり、四つそろっていないことから、四無量心とは直接

的に関係しないものであると見なせよう。

次に、北伝の大乗経論以外の資料を見てみたい。例えば、『大毘婆沙論』中

では四波羅蜜多説（布施・持戒・精進・智慧）と六波羅蜜多説（布施・持戒・

忍辱・精進・禅定・智慧）が登場し、また別説として、禅定波羅蜜多の代わり

に聞波羅蜜多とする説も登場する（T27.892a26-892c5)14)。しかしながら、何

れにおいても四無量心を波羅蜜多として数えることはない。このように、北伝

として伝わる、有部の『大毘婆沙論』に基づけば、四無量心（慈悲喜捨）の何

れをも含むような波羅蜜多説は見いだせない。

以上、大乗経論以外に見られる波羅蜜多説を検討した。その結果、いずれに

おいても四無量波羅蜜多という概念が見いだせなかったことが確認できた。

12）ここの paramıは、一般にparamitaと同義として扱われている。（古山〔1997〕 p97）

13）『南傳大蔵経』第28巻、p48-50

14）また、『増一阿含経』（T2.645b1-3）にも六波羅蜜多が登場するが、おそらくこれも、

特殊な波羅蜜多を指すのではないだろう。『増一阿含経』「序品第一」には次のようにある。

「人尊説六度無極 布施持戒忍精進 禪智慧力如月初 逮度無極 諸法」（T2.550

a13-14）

「序品第一」に従うのであれば、一般的な六波羅蜜多であったと見なせよう。

その他、印順（〔1981〕 p141）は、一般的な六波羅蜜多を主張していた部派として、法蔵

部（Dharmaguptah・）、説出世部（Lokottaravadinah・)、根本説一切有部等をも挙げてい

る。
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（二）大乗経論の資料

次に大乗経論にみられる四無量波羅蜜多に近しい概念を検討していく。大乗

経論の内、四無量心である慈・悲・喜・捨を波羅蜜多と称する資料として、

『菩薩蔵経』の玄 訳と惟浄訳と、『大般若波羅蜜多経』とが挙げられる15)。

では、これらに見られる四無量波羅蜜多はインド由来の概念なのであろうか。

検討してみたい。

15）この他にも、四無量波羅蜜多ではなく、「大悲波羅蜜」という語が単独で認められる資

料として、後魏の菩提流支 ?-527>訳『弥勒菩薩所問経論』（漢訳のみが存する）と、金

剛智 669-741>訳『金剛峯楼閣一切 伽 祇経』（漢訳のみが存する）とが挙げられる。

しかし何れも四無量波羅蜜多が意識したものであるとは言い難い。

例えば、『弥勒菩薩所問経論』には、「大悲波羅蜜」という語が説かれる箇所は、論者が

大海慧菩薩経を引用する箇所である。それは次の通りである。

而聲聞等先不修集慈悲方便。是故無有利益他行。漸 煩 後得羅漢。以是義故。大

海慧菩薩經中説。菩薩先已 修集善根相應煩 。所謂大悲波羅蜜等。此諸善法名爲煩

。非餘煩 。依彼煩 爲化衆生住於世間。（T26.238c28-239a4）

ここで、論者が大海慧菩薩経を引用しているのは、大海慧菩薩経の「善根相應煩 」を

説く箇所であろう。また、その「善根相應煩 」の内容の詳細は、『宝性論』「一切衆生有

如来蔵品」において「大海慧菩薩経」を引用する箇所（T31.833c9-834b24）の他、曇無

385-433>訳「海慧菩薩品」（『大方等大集経』、T13.68a,b）と、惟浄訳『仏説海意菩

薩所問浄印法門経』（T13.511b,c）にも見られる（宇井〔1959〕p549と、中村〔1967〕

p92、註(３)を参照）。『宝性論』「一切衆生有如来蔵品」においては、「大海慧菩薩経」が

引用される箇所に、順次に現われる「大悲力」、「常不捨離諸波羅蜜結使」、および「大

悲」、「我應修行諸波羅蜜」という事例や、「海慧菩薩品」に順次、説かれる「爲衆生修集

大悲」、「楽行惠施。具足浄戒。荘厳忍辱。勤行精進。荘厳禅支。修集智慧」という修集大

悲と六波羅蜜の事例、また『仏説海意菩薩所問浄印法門経』に説かれる「常不棄捨大悲之

鎧」、「永不棄捨波羅蜜多勝行」という事例などから、『弥勒菩薩所問経論』に引用され、

「大海慧菩薩経」に説かれている菩薩が先に已に修集した「善根相応煩悩」という事例は、

大悲と諸（六）波羅蜜だと推測できよう。従って、『弥勒菩薩所問経論』にあるこの「大

悲波羅蜜」という語は、「大悲、〔諸〕波羅蜜」、という二つの内容を指しているのであろ

う。すなわち、それは、「善根相應煩 」の内容中の「大悲」と「諸（六）波羅蜜」とし

て、説かれていることが推測される。

また、『金剛峯楼閣一切 伽 祇経』では、「大悲波羅蜜」という語が現われるのは、その

第十「一切如来内護摩金剛軌儀品」の冒頭に説かれている 文中の内容である。それは次

の通りである。

金剛手薩埵 此名五種智 如來寂災密 爲諸菩薩説 大悲波羅蜜 起四無量心 印明

同四佛 亦名佛息災（T18.264b16-19）

『金剛峯楼閣一切 伽 祇経』では、「四波羅蜜十六大菩薩、四攝、八大供養」のことが説か

れている。そして、その中、「四波羅蜜十六大菩薩」は、「四波羅蜜菩薩」（T18.255a18）

― 10―

仏教学会紀要 第22号



（１）『菩薩蔵経』について

まず、本経である『菩薩蔵経』から検討したい。玄 訳『菩薩蔵経』には、

四無量心である慈・悲・喜・捨を波羅蜜多と称するのは二十一の箇所がある。

その二十一箇所中、十七箇所は「四無量品」にあり、残る四箇所は「 羅波羅

蜜多品」にある。それらの箇所に番号を付けて次の三表で示す。

とも言い、東西南北の各四菩薩を指している。また、権田氏の、その 文の「大悲波羅蜜

起四無量心」に対する、「大悲波羅蜜は 四無量の心を起す」という訳、および「大悲波

羅蜜 四波羅蜜を云ふ」という註から（「金剛手薩埵 此れを五種の智 如来寂 密と名

く 諸の菩薩の為に説けり。大悲波羅蜜＊は 四無量の心を起す 印と明とは四佛に同じ

亦佛息 と名く。（＊大悲波羅蜜：四波羅蜜を云ふ）」（権田〔1994〕、p43））、ここの「大

悲波羅蜜」は、四波羅蜜菩薩を指していること、すなわち、「大悲〔である四〕波羅蜜

〔菩薩〕」、という意味でしていることが分かるであろう。
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このうち、惟浄訳にも二例、慈波羅蜜多が確認できる。その中、第一例（表

１a-1）は、先の章で取り扱った「四無量品」の問題箇所であり、惟浄の誤訳

と言えよう16)。また、第二例（表１a-1）は第一例を踏襲して加説されたもの

として見て問題なかろう。そして、そうであれば、梵漢蔵四本の中、四無量心

を波羅蜜多と称するのは、玄 訳のみであると言えよう。

（2）玄 訳『大般若波羅蜜多経』について

次に、玄 訳『大般若波羅蜜多経』の記述を検討していきたい。玄 訳『大

般若波羅蜜多経』第297巻「初分波羅蜜多品第三十八之一」にも、四無量心を

波羅蜜多と称する箇所がある。また、山田龍城［1977］「般若経五会諸本内容

比較表」17)によると、当該箇所には、その内容と対応する２本の蔵訳がある。

それは、蔵訳『二万五千頌般若経』の第29品と、蔵訳『十万頌般若経』の第30

品である。それらを対照すれば次の通りである。

16）惟浄訳には、「慈波羅蜜多」という語が二回にあるが、その原因としては、惟浄が玄

訳につられた可能があって、梵文原文のmaitrıparamitasuに対する誤読によるという理

由を、既に前文において指摘している。

17）山田（〔1977〕『梵語佛典の諸文献』付録表）

18）また、『大般若波羅蜜多経』第四百三十七巻の「第二分不可得品第四十二」の末尾に、

それと同じ内容もある。即ち、それは次のようなものである。「世尊。如是般若波羅蜜多

是佛十力波羅蜜多。佛言如是。達一切法難屈伏故。世尊。如是般若波羅蜜多是四無所畏波

羅蜜多。佛言如是。得道相智無退 故。世尊。如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。佛

18)
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上表中、玄 訳には、下線部で示したように、四無量波羅蜜多（大慈波羅蜜

多・大悲波羅蜜多・大喜波羅蜜多・大捨波羅蜜多）に関する記述が存在する。

しかし、近似する内容を有するはずの、蔵訳『二万五千頌般若経』の第29品で

は四無量波羅蜜多に相当する内容が存在しない。その一方、蔵訳『十万頌般若

経』の第30品では、位置が少しずれるものの、「大悲波羅蜜多 ）」

の語が見いだせる19)。しかし、当該箇所は、あくまで仏の十八不共仏法を意識

した列挙である。そして、このような列挙は、藤田［1975］によって、「十力・

四無畏・〔四〕無礙解・大悲20)・十八不共仏法」を併説して列挙することこそ

が、『大品般若経』の特徴であるとの指摘21)とも対応する。ゆえに、恐らく当

言如是。得一切智一切相智無 礙故。世尊。如是般若波羅蜜多是大慈悲喜捨波羅蜜多。佛

言如是。於諸有情不棄捨故。世尊。如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。佛言如是。

超諸聲聞獨覺法故。」（T7.203c17-27）このことから、「初分波羅蜜多品第三十八之一」に

ある「世尊。如是般若波羅蜜多是大慈波羅蜜多。佛言。如是安 一切有情故。世尊。如是

般若波羅蜜多是大悲波羅蜜多。佛言。如是利益一切有情故。世尊。如是般若波羅蜜是大喜

波羅蜜多。佛言。如是不捨一切有情故。世尊。如是般若波羅蜜多是大捨波羅蜜多。佛言。

如是於諸有情心平等故」という内容は、「第二分不可得品第四十二」では、「世尊。如是般

若波羅蜜多是大慈悲喜捨波羅蜜多。佛言如是。於諸有情不棄捨故」に簡略されたことが分

かる。また、山田龍城氏「般若経五会諸本内容比較表」によれば、ここの「不可得品」は、

梵本二万五千頌の「3 Sarvajnatadhikaracaryavises・a p.」に属するが、『Pancavim・sa-

tisahasrikaPrajnaparamita Ⅲ』（木村〔1985〕、p165-185）を検討すると、「不可得品」

にあり、上に引用している経文の内容は、梵本二万五千頌にはそれと対応する内容はない

ことが分かる。また、玄 訳「初分波羅蜜多品第三十八之一」には、「世尊。如是般若波

羅蜜多是四無量波羅蜜多」（T6.509a15-16）という内容があるが、蔵訳十万頌と二万五千

頌にはその内容がない。

19）ラサ版では、北京版の、「 (大悲波羅蜜多)」

という内容の直前に、「 （大慈波羅蜜多）

」という内容が増広されている。即ち、ラサ版では、「大悲

波羅蜜多」が説かれている他、「大慈波羅蜜多」も説かれている。ラサ版は北京版とデル

ゲ版より新しくできたものであるので、ここではラサ版を採用しない。

20）また、大悲という語は『菩薩蔵経』「如来不思議品」（梵文写本（MS20b2）、玄 訳

（T11.208b22）、法護等訳（T11.795a26）、蔵訳（P Dsi315a2;H53b4））では、如来の十

不思議中の第九不思議として説かれている。

また、大悲であるが、雲井〔1975〕p77 は次のように述べている。

「大乗の諸経典において謳歌された仏教の思想は、仏の大慈悲であり、如来の大悲であっ

た。」

21）藤田〔1975〕p124 は、次のように述べている。

「『大品般若経』になると、「大慈大悲」は、十力・四無所畏・四無礙智・十八不共法など

並説されることがすこぶる多く、仏の徳の代表的なものと見なすことが、いっそう明瞭に

なる。」
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該箇所は十八不共仏法と関連する大悲が意図されており、四無量心のうちの悲

無量が意図されたものではないであろう22)。

以上のことから、玄 訳に登場する四無量波羅蜜多は関連する蔵訳と対応せ

ず、さらには、思想的にも不適切であり、玄 訳の独自性である可能性が窺え

る。

（三）小結

以上、本章では、四無量波羅蜜多という概念の調査を行った。その結果、四

無量波羅蜜多という概念は玄 訳にのみ登場する概念であり、何れの資料にお

いても対応する蔵訳等より回収することはできなかった。このことから、四無

量波羅蜜多という概念は玄 訳により増設された概念である可能性が見いだせ

た。

五、結び

以上、本稿では、玄 訳『菩薩蔵経』の「四無量品」に登場する四無量波羅

蜜多という概念について検討を行った。その結果、玄 訳『菩薩蔵経』に登場

する四無量波羅蜜多という概念は、梵本中のmaitrı paramitasuを、maitrı-

paramitasuという格限定複合語として誤読に基づくものであることが明らか

となった。また、四無量波羅蜜多という概念は玄 訳『菩薩蔵経』と、『大般

若経』にしか見出すことができなかった。さらに、いずれの対応する蔵訳等に

おいても四無量波羅蜜多という概念は存在しなかった。このことから、玄 訳

22）十八不共仏法の内容は大乗のものと小乗のものとで大きく異なる。大乗では、「諸仏身

無失・口無失・念無失・無異想・無不定心・無不知己捨心・欲無減・精進無減・念無減・

慧無減・解脱無減・解脱知見無減・一切身業随智慧行、・一切口業随智慧行・一切意業随

智慧行・智慧知見過去世無 無障・智慧知見未来世無 無障・智慧知見現在世無 無障」

が挙げられる。一方、小乗では「十力・四無畏・三念住・大悲」が挙げられる。ただ、特

殊な形のものとして、『文殊師利問経』「 累品」には、四無量心を含めた「十力・四無

畏・大慈大悲大喜大捨」（T14.505a28-29）という形のものも存在する（Cf.望月〔1949〕、

p2362、ジュウb-c）。
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に登場する四無量波羅蜜多という概念は、『菩薩蔵経』の当該箇所での誤読よ

り派生して登場した概念であると言えるのではないだろうか。すなわち、四無

量波羅蜜多という概念は、インドに存在しない概念ではないだろうか。

そして、このような玄 の誤読の背景には、恐らく、『菩薩蔵経』が玄 三

蔵が一番最初に梵語より漢訳した作品であったこともあろう。しかし、幾分か

の不十分な点があったとしても玄 訳の学術的価値の高さは時代を経ても変わ

らないであろう。
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