
チベット訳『文殊師利巡行経』

和訳と訳注

五 島 清 隆

１ はじめに

本経はいわゆる文殊系経典の一つであるが、インド・中国の学匠たちの論書

等に引用された形跡はなく、また、近代・現代の研究者からとくに注目された

こともないようである。しかし、本経には、文殊系経典にしばしば見られる

「五百比丘の退出」のエピソードが述べられ、また文殊系経典には珍しく「兜

率天上生」「弥勒下生」が言及されている。大乗経典にみられる比喩やエピソ

ードを手がかりに、それらの文化的・時代的背景における共通性や各経典に見

られる独自性について考察を試みている筆者には恰好の資料の一つである。以

下、チベット訳の和訳と訳注を提示し、本経に見られるいくつかの問題点につ

いて考察することとする。１)

２ 和訳と訳注

インド語で“Ārya２)-(3→Manjusrıvihara←3)-nama４)-(5→mahayanasutra←5)”、

チベット語で、「マンジュシュリーの巡回」という聖なる大乗経典。

一切の仏陀と菩薩とに帰命し奉る。

１

(7→次のように私は聞いた。ある時、世尊は、ラージャグリハ（ Rajagr・ha）

の「鷲の峰（ Gr・dhrakut・a）」という山において、五百人ほどの比丘からなる

比丘の大僧団(6→と菩薩の大僧団←6)とともにおられた。←7)８)

２
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(11→その時、世尊は、［P 275b］夕暮れ時に（ sayahnasamaye, aparahn・e）
9)

宴坐（ pratisam・layana独居して行う心安らかな瞑想）10)から立ち上がって

〔僧房から出られ〕←11)、多くの会衆に囲まれ尊敬されて、法を説いておられ

た。12)

３

その時、マンジュシュリー（以下、M）法王子は、経行しつつ(13→五百人の

すべての比丘の僧房（ vihara）から僧房へと回って行き（ viharati）←13)、長

老（ sthavira）シャーリプトラ（以下、Ś）の僧房に至った。至って、［Zh

726］M 法王子は、長老 Śが(14→独り人気の無い所で宴坐して禅定に入ってい

る（ dhyayin）←14)のを見た。15)

４

見て、長老 Śに次のように言った。「大徳（ bhadanta）Śよ、君は禅定に

入っている16)のですか」

〔Śが〕言う。「M よ、その通りです」

５

M が言う。「大徳 Śよ、君は断じてしまった煩悩を断じるために禅定に入る

のですか、それとも、まだ断じていないものを断じるために禅定に入るのです

か。大徳 Śよ、君は過去に依って禅定［H 421a］に入るのですか、それとも

未来に依って禅定に入るのですか、あるいは現在に依って禅定にはいるのです

か。(17→大徳 Śよ、君は色に依って禅定に入るのですか、受・想・行・識に依

って禅定に入るのですか。大徳 Śよ、君は眼に依って禅定に入るのですか、

あるいは耳・鼻・舌・身・意に依って禅定に入るのですか。大徳 Śよ、君は

色に依って禅定に入るのですか、あるいは、声・香・味・触・法に依って禅定

に入るのですか。大徳 Śよ、君は欲界に依って禅定に入るのですか、色界・

無色界に依って禅定に入るのですか。←17)大徳 Śよ、君は内に依って禅定に入る

のですか、あるいは、外に依って禅定に入るのですか、あるいは、内・外に依

って禅定に入るのですか。大徳 Śよ、君は身に依って［P 276a］禅定に［Zh

727］入るのですか、あるいは、心に依って18)禅定に入るのですか」

Śが言う。「M よ、［H 421b］このように、(19→この時（現世）における安楽
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に住する（ dr・s・t・adharmasukhavihara現法楽住）←19)〔ため〕、不喪失（ asam・-

pramos・a）
20)に住するためです。そのようなことのために、禅定に入るのです」

６

M が言う。「大徳 Śよ、この時（現世）において安楽に住する法、あるいは

(21→この時でない時（来世）に安楽に住する←21)法、あるいは不喪失の法、そう

いった法を〔対象として〕見る（ upalabhate）のですか」

Śが言う。「M よ、私は、この時において安楽に住し、あるいはこの時でな

い時に安楽に住するような、そのような法を見る（ samanupasyati）ことは

なく、対象とする（ upalabhate）こともありません。しかしながら、M よ、

如来は弟子（ sravaka声聞）たちに、遠離の法（ vivekadharma）22)をお説き

になりました。私はそれに依って住しています」

７

M が言う。「大徳 Śよ、如来は弟子（声聞）たちに遠離の法をお説きになら

れたが、〔それは〕何であり、大徳 Śは何に依って住しているのですか」

Śが言う。「M よ、ここにおいて、比丘は、過去に依って住し、未来に依っ

て住し、現在に依って住し、途中省略して（ peyalam・）、心に依って住するの

だということを理解すべきです。M よ、それらの法は、如来が弟子（声聞）

たちに遠離として［H 422a］お説きになられたものです。私はそれらの法に

よって住します」

８

M が言う。「大徳 Śよ、なぜ、このように、『過去に依って住し、未来に依

って住し、現在に依って住し、途中省略して、心に［Zh 278］依って、遠離

に住する』と言うのですか。大徳 Śよ、要するに、(23→過去の真如（ tath-

ata）というものは存在しません。未来の真如というものも存在しません。現

在の真如というものも存在しません←23)。(24→ちょうどそのように、それらの法

は存在しないのに←24)、どうして、長老 Śは、このように［P 276b］『過去に

依って住する。未来に依って住する。現在に依って住する』と言うのですか。

存在しない法に住することなどないのです。

９
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また、大徳 Śよ、(25→過去の真如、未来・現在の真如はまったく存在しない

のです←25)。(26→〔住する〕主体もなく、所有者もなく、住する場所もありませ

ん。住することのないものの住を〔対象化して〕見る（ upalabhate）ことは

ないのです。←26)

10

また、大徳 Śよ、(27→過去・未来・現在の真如〔の住・不住〕について語り、

［H 422b］語り続ける者があるとすれば←27)、彼らは如来を誹謗する者たちで

す。なぜなら、このように、真如には、動揺がなく（ acala）、思い上がり

（ manyana）がないからです。このように、真如には、衰退がありません。

(28→このように、真如は、空であり無相であり無願なのです←28)。

11

また、大徳 Śよ、過去の真如を〔対象化して〕見ることはなく、未来の真

如を見ることはなく、現在の真如を見ることはなく、途中省略して、心の真如

を見ることはありません。しかしながら、大徳 Śよ、(29→真如に至ることを除

いて、説くことや語ることが可能な法は、他には何も［Zh 729］見ません←29)」

12

Śが言う。「M よ、如来は真如に入って，法を説かれるのではないのです

か」

M が言う。「大徳 Śよ、真如など存在しないのに、どうして、如来が真如に

入って法を説いたりしましょうか。大徳 Śよ、法も存在しないのに、どうし

て如来が真如に入って法を説いたりしましょうか。如来も存在しないのに、ど

うして、如来が真如に入って法を説いたりしましょうか。一切諸法も存在せず、

［H 423a］〔それらを対象化して〕見ることはありません。如来もまた存在せ

ず、〔如来を対象化して〕見ることはありません。

(30→彼（如来）が法を説く〔という〕ことは、このようなのです。この点に

関して、見ること、見ないことの二つによって表示（ prabhavita）すること

はありません。←30)如来を、説、非説によって表示することはありません。［P

277a］なぜなら、大徳 Śよ、このように、(31→如来は言葉から断ち切られてお

り、指示すること（ prajnapti）も指示されること（prajnapya）もないから
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です←31)」

13

Śが言う。「M よ、誰が、かくの如きこの説法の器（ bhajana）32)となりま

すか」

M が言う。「大徳 Śよ、(33→有為界（ sam・skr・tadhatu）を揺るがすことな

く←33)、完全な涅槃（ parinirvan・a）を欲することのない者が、かくの如きこ

の説法の器です。過去の法を〔対象として〕見ることなく、過去の法を知るこ

とのない者、および、過去・未来・現在の法を見ることなく、過去・未来・現

在の法を知ることのない者が、かくの如きこの説法の器です。［Zh 730］煩悩

（ sam・klesa）と清浄を見ることなく、執着（ upadana）しない34)者が、か

くの如きこの説法の［H 423b］器です。我と無我とを行ずることのない者、

および、受け取ることと捨てることとを行ずることのない者が、かくの如きこ

の説法の器です。〔そういう〕人が、この教説の意味をよく理解することでし

ょう」

14

Śが言う。「M よ、(35→ここにおいて、何がよく理解されるのですか←35)」

M が言う。「大徳 Śよ、この教説の意味が少しでも知られるのであれば、

『ここにおいて何がよく理解されるのですか』と質問することはあり〔うる〕

でしょう36)」

15

Śが言う。「M よ、この甚深の教説を目の当たりにする（ saks・atkaroti証

悟する）者は少ない。これを理解（ parigraha）する人も少ない。M よ、阿

羅漢（ arhat）や有学（ saiks・a）、無学（ asaiks・a）の者たちさえも、この場

所（境地）37)には相応しくないのですから、愚かな人間たちの如きは言うまで

もありません」

16

M が言う。「大徳 Śよ、阿羅漢たちには境界（ bhumi）38)〔というもの〕が

ありません。なぜなら、このように、阿羅漢たち〔自体〕が存在しないのに、

阿羅漢たちがどこに住したりしましょうか。阿羅漢たちは無住（ asthana）
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として顕示され（ prabhavita）39)ます。阿羅漢たちは対象化されないものとし

て顕示されます。阿羅漢たちは、説と無説とを完全に絶しているものとして

［P 277b］顕示されます。なぜなら、［H 424a］このように、阿羅漢たちは

説と無説とを断ち切っている〔ので、それを〕指示することば（ prajnapti）

がないのです。阿羅漢は境界（ bhumi）を分断することから離れている〔の

で〕、無為なるものとして顕示されます。活動することがない〔ので〕、無為と

して顕示されます。阿羅漢たちは［Zh 731］無為であり無住なのですから、

いったい何が阿羅漢たちの境界になりましょうか。

17

阿羅漢たちが名色（ namarupa）によって顕示されることはありません。

愚かな凡夫たちは名色を分別（ vikalpa）します。かの名色には構想

（ kalpa）もなく分別もないと、阿羅漢たちは理解しています。それゆえ、

阿羅漢たちが名色によって顕示されることはないのです。愚かな者たちを〔対

象化して〕見ることもなく、愚かな者の法（あり方）、阿羅漢、および阿羅漢

の法（あり方）を見ることもありません。(41→もし、〔対象化して〕見ることが

なければ、分別はありません。行ずる（ samudacara）40)こともありません。

彼は行ずることもなく、戯論（ prapanca）もなく、寂静（ upasanta）なの

です。←41)(42→＜存在している＞と容認する（ anujanati）こともなく、＜存在

していない＞と容認することもなく、＜確かに存在してはいるものの、存在し

てもいない＞と容認することもなく、＜存在しているのでもなく、存在してい

ないのでもない＞と容認することもない。←42)容認することがなければ、〔対象

化して〕見ることも［H 424b］ない。彼は、一切の見ることを離れているの

で、心〔の働き〕がなく、心から離れて、住しないというあり方によって沙門

法に住する、と言われるのです」

18

さて、M 法王子がこの教説を述べたとき、その会座の五百人の比丘が座か

ら起って、「(44→M 法王子を見てはいけない。(43→M 法王子〔の言うこと〕を聞

いてはいけない←43)。M 法王子がいるところは棄て去らなければならない。←44)

なぜなら、(45→このようにM 法王子は、『教主が目の当たりになされた如く、
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煩悩（ sam・klesa）と清浄は、その特質が同じである（ ekalaks・an・a）』と説

いて、非法を語るからである←45)」と語って、(47→彼らは、次のように考えた。

「(46→どうして、我々は［Zh 732］世尊によってよく語られた法と律（ svak-

hyatadharmavinaya）において、梵行を行じて来たのだろうか←46)」と〔考え

て〕出て行ってしまった。←47)

19

その時、長老 Śは、［P 278a］M 法王子に次のように言った。「M よ、あな

たはこのように、人々が法をよく理解するようになるために、法を説くのでは

ないですか」

M が言う。「大徳 Śよ、その通りです」

20

Śが言う。「彼ら五百の比丘たちが、座［H 425a］から起って、(48→誹謗、

非難、貶めることばを口にして出ていってしまいました←48)」

(49→M が言う。「大徳 Śよ、なぜか、彼ら五百の比丘たちは、このように

『M 法王子を見てはいけない。M 法王子〔の言うこと〕を聞いてはいけない。

M 法王子のいるところは去らなければならない』と言いましたが、←49)(50→それ

はよいことです。〔とても〕よいことです。Śよ、彼ら比丘たちの言葉はよく

語られた。←50)なぜなら、このようにM 法王子は存在しているものではなく、

〔対象化して〕見ることのないものだからです。存在ではなく、見る対象でも

ないものを見たり聞いたりすることはできません。M 法王子がいる場所は捨

て去るべきです。なぜなら、存在せず見る対象でもないM 法王子のいる場所

もまた、存在せず、見る対象にもならないからです。およそ存在せず、見るこ

とのないものは(51→近づくべきではありません←51)」

21

その時、かの五百の比丘たちはM 法王子によるこの教説を聞いて、再びそ

の場所に戻って来て、M 法王子にむかって、次のように言った。「M よ。［H

425b］我々には君が［Zh 733］説いたことがそのままには理解〔でき〕ませ

ん」

22
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M が言う。「比丘たちよ、よろしい、よろしい。そのような事は、教主（世

尊）の弟子（声聞）たちがなすべきことです。比丘たちは、この点に関して、

知らなければならないこともないし、理解しなければならないこともありませ

ん。(52→なぜなら、このように、この法界は、住さないというありかたで

（ asthanayogena）、住しているからです。法界たるものは界ではありません。

それは存在しているものではなく、〔対象化して〕見るものでもなく、動揺な

く、没することもありません。←52)動揺なく没することのないものは、知るべき

ことではなく、理解すべきことでもありません。［P 278b］知るべきである、

理解すべきである〔という〕思い上がり（ manyana）がない人は、教主の弟

子（声聞）である、と言われます。勝れたものを得た者と言われます。最上の

者と言われます。福田（ daks・in・ıya）と言われます」

23

この教説が語られた時、彼ら五百の比丘たちのうち、四百の比丘たちは、執

着がなくなって（ anupadaya），その心は漏から自由になった（ asraveb-

hyas cittani vimuktani）。百人の比丘たちは、(53→激しい憤怒の情に駆られ、

〔今の〕その身体のまま大叫喚地獄（ maharauravanaraka）に落ちた。←53)

その時、長老 Śは、M 法王子に次のように言った。「M よ、君が人々を守

る法を説かない［H 426a］から、彼ら百人の比丘たちは滅びてしまいました。

希有なことです」

24

その時世尊は、長老 Śに次のように仰せになられた。「Śよ、君はそのよう

なことを言ってはならない。なぜなら、(55→Śよ、彼ら百人の比丘は大叫喚地

獄において、(54→１ラヴァ（ lava）の触に触れて←54)、トゥシタ（兜率）の

神々と同じところに生まれるであろう。←55)Śよ、もし、彼ら比丘たちがこの法

門（ dharmaparyaya）を聞かなかったならば、必ずや（ avasyam）［Zh

734］地獄に行き、その業が尽きてから人間に生まれることになるであったろ

うことを免れて、（Ｘ）彼らはこの法門に依ることによって、一劫のあいだ地

獄を経験すべきその業をほんの一瞬経験した〔だけで済んだ〕のである。

25
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Śよ、それゆえ、彼ら比丘たちはマイトレーヤ（弥勒）如来の最初の弟子

（声聞）として、(56→漏の尽きた阿羅漢となるであろう←56)。それゆえ、この法

門を、疑念（ kan・ks・a）を抱きつつ聞くことは〔むしろ〕正しいことであり、

四禅に深く入っていてもそのようにはならないのである。四無量〔心〕によっ

てもそのようにはならない。四無色定の修習によってもそのようにはならない。

なぜなら、［H 426b］(57→『このような法を聞かなければ、彼〔ら〕は輪廻から

解脱しない。生・老・病・死、憂・悲・苦・悩・悶［P 279a］から解脱する

ことはない』と〔私は〕説いて来たからである←57)」

26

その時、長老 Śは、M 法王子に次のように言った。「M よ、このように、

人々を完成させるために、君がこの法門をよく語ったことは、素晴らしいこと

です」

M が言う。「大徳 Śよ、真如は減ることもなく、増えることもありません。

法界も減ることもなく増えることもありません。衆生界（ sattvadhatu）も減

ることもなく増えることもありません。煩悩もなく清浄もありません。なぜな

ら、このように、それらは、存在もせず、対象化されることもありません。

〔全ては〕言葉のみ（ vyavaharamatra）58)ですから、何ものも存在せず、

［Zh 735］〔行為の〕主体もなく、所有もなく、住する場所もありません。無

住なのです。大徳 Śよ、このような妨げのなさ（ avirodha）59)が悟りです。

悟りとは解脱です。解脱とは無分別です。無分別とは［H 427a］無作であり、

無変化です。無作・無変化とは完全な涅槃（ parinirvan・a）のことなのです」

27

その時、世尊は長老 Śに、次のように仰せになられた。「Śよ、M 法王子が

説いた通りである。真如は減ることもなく、増えることもない。法界も減るこ

ともなく増えることもない。衆生界も減ることもなく増えることもない。煩悩

もなく清浄もない。なぜなら、このように、それらは存在もせず、対象化され

ることもなく、言葉のみであるから、何ものも存在せず、〔行為の〕主体もな

く、(60→所有もなく←60)、住する場所もない。無住なのである」

28
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その時、世尊はこれらの詩頌（ gatha）を仰せになられた。

１ 過去・未来・現在の諸法を説くけれども、(61→〔それらは〕もの・こと

としては（ arthena）存在せず、言葉のみのことに過ぎない←61)。

(62→一とか多とかの相（ laks・an・a特質）を欠いている
←62)。

２ 無相を構想（ kalpa）すること、そのことが相となる。無相を構想

することはない。［P 279b］構想〔自体〕もまた無相なのである。

３ 無為を構想することと涅槃を構想すること、この二つは［H 427b］

魔の仕業（ marakarma）である、と巧みな人（ kusala 菩薩）た

ちは語る。

４ 〔五〕蘊・〔十二〕処・〔十八〕界、それらは名（ nama）によって

説かれた。名と不生63)との二つは［Zh 736］一相（ ekalaks・an・a同

じ特質）である。

５ 正しく（ yonisas）考えること、それ自体が正しくないのである。巧

みな人だけが構想しない。(64→〔彼らには〕空（ sunya）なるがまま

の行動領域（ gocara）がある←64)。

６ 構想することは動揺である。構想がなければ動揺はない。(65→諸々の

構想によって動揺させられる←65)。構想がなければ涅槃である。

７ (66→ こういう〔構想の〕本質（ prakr・ti）を理解する者は ←66)知

（ jnana）ある者と言われる。それゆえ、〔構想の〕滅（ ks・ın・a）を

得ているのである。(67→それは構想のない知（ nirvikalpajnana無分

別智）である←67)。

８ 知によって知を説く。(68→〔そのように〕知を説く人たちもまた空虚

（ tuccha）である←68)。このような知を容認（ ks・anti）する人は、

知ある人と言われる。

９ これら三千〔大千世界〕を宝石で満たして布施することよりも、この

ような正法を容認することの方が、その福徳69)は勝れている。

10 思議できないほどの〔長い〕劫の間、(70→布施・持戒・忍辱・精進・

禅定を身につけることは←70)、(71→この経典〔を聞き受持すること〕に

は及ばない←71)。
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11 この法（教え）とこの乗り物を、完全に覚られた方（ sam・buddha）

が説かれた。この経典に依れば、すべて〔の人が〕如来に［H 428

a］なる。

29

この法門が説かれたとき、十万もの生き物（ pran・in）たちは、その諸法に

対する法の眼が塵無く、汚れなく、清浄になった（ virajo vigatamalam・

dharmes・u dharmacaks・ur visuddham）。五百の比丘たちは執着がなくなって

（ anupadaya），その心は漏から自由になった（ asravebhyas cittani vimu-

ktani）。色界で活動する八万の天子たちが無上正等覚に向けて心を起こすと、

世尊は、「彼らは、みな、(72→『星の如き（星喩）』という劫←72)において、無上

正等覚を悟るであろう。かれらはすべて、このように『クスマ（ Kusuma

華）73)』という如来・応供・正等覚と同じ名に［Zh 737］なるであろう」と予

言なされた。［P 280a］

(74→世尊がこのように仰せになられると、M 法王子と長老 Śと、神々・人

間・アスラとガンダルヴァを含む世間の人々（ sadevamanus・asuragandhar-

vas ca lokah・）は、歓喜し（ attamanah・）、世尊による言葉を褒め称えた

（ bhagavato bhas・itam abhyanandan.）。
←74)

30

(76→「マンジュシュリーの巡回」という聖なる大乗経典、完了す。

(75→インドの学匠スレンドラボーディと←75)、翻訳僧イェシェデーが翻訳し、校

訂し、刊定した。←76)

３ 本経に見られる問題点

ａ 経のタイトルについて

西蔵大蔵経が伝える本経のタイトルはManjusrıviharaであるが、２漢訳は

このviharaを「巡行」「行」とし、蔵訳は gnas pa としている。Skt.vi  hr・

には、①ばらばらにする、切り離す、取り除く、②（涙を）流す、③（時を）

過ごす、住む、④愉快に暮らす、享受する、⑤歩く、歩き回る、彷徨う、⑥

（楽しみのために）散歩する、気晴らしする、などの意味がある。その名詞形
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vihara にはそれぞれに対応した意味があるが、仏教では、他に⑦「比丘の僧

房、寺院」の意味でも用いられる。 ３において、マンジュシュリーは「僧房

から僧房へと回って行く（ viharad viharam・ viharati）」が、この「マンジュ

シュリーによる比丘の僧房から僧房への巡回」が漢訳では「文殊師利巡行経」

「文殊 利行経」とされたものと思われる。つまり、viharaには、上記の⑤

と⑦の両方が含意されているものと見るべきだろう、また、本経では「住（す

ること）」の否定がテーマの一つになっているが、この場合、 sthaあるいは

その名詞形である sthana, sthitiなどが原語として想定される。これに対して

同じく「住」と訳されるviharaがあり、同じ「住」でも、前者（sthana）で

は同じ状態を維持する静的な意味合いが濃いのに対して、後者は、活力を内包

した充実した状態を示している（上記の意味では④に近い）。本文に出て来る

「現法楽住（dr・s・t・adharmasukhavihara）や、いわゆる「三住」つまり「天住

（divyavihara四静慮のこと）」「梵住brahmavihara（四無量心のこと）」「聖

住（aryavihara四無色定および滅尽定）」なども瞑想中の充実した状態を示し

ている。このほか、例えば『維摩経』の「彼ら（菩薩たち）は幻化の法を

縦
ほしいまま

にし（mayadharmaviharin）、衆生たちの成熟のためには、老人や病人

となり、自らの死をも現出する」77)の viharinは、上記④の「享受する」の意

味であり、精神的な余裕を含意している点で「遊戯（vikrıd・ita）」に近いと言

えよう。本経のタイトル中のviharaにもこのような意味（つまり文殊が説く

「無住の住」78)という住し方という意味）が込められていると考えられる。

ｂ 構成上の問題点

冒頭、釈尊は五百人の比丘（Ａ）とともにおり（ １）、彼らを中心とした会

衆に法を説いている（ ２）が、この五百比丘は、文殊がそれぞれの僧房を訪

ねて回っていた五百比丘（Ｂ）とは別でなければならない。なぜなら、後者

（Ｂ）は、文殊の説法を聞いて文殊のもとから立ち去った比丘たちであり（

20）、彼らは文殊の更なる教説を聞いて、そのうちの四百人は心解脱し残りの

百人はその身体のまま大叫喚地獄に落ちていったものであり（ 23）、これに対

して、Ａの五百比丘は、最後に釈尊の教説によって全員が心解脱したとされる

（ 29）からである。つまり、同じ「鷲の峰」に共にいながら、釈尊と文殊は
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別の集団を率いていたことになる。本経ではそのことが明記されていないため

に読みづらくなっている79)が、文殊系経典では現存最古と考えられている支婁

迦 訳『阿 世王経』80)では、これがより明確に示されている。釈尊は「羅閲

祇（ Rajagr・ha）」の「耆 山（ Gr・dhrakut・a-parvata）」において「万二千

比丘」と「菩薩八万四千」とともにおり、一方、文殊は同じ山の別の斜面81)に

「二十五人」の「上人（skye bu dam pa, satpurus・a）」つまり菩薩たちの集

団と一緒にいた82)とされているのである。２世紀後半の訳の『阿 世王経』と

６世紀訳の本経とでは、訳出年代に350年近い懸隔があるが、本経は『阿 世

王経』のこの「設定」を前提としていると考えてよいだろう。

ｃ 「五百比丘の退出」のエピソード

五島［2014b］において文殊に付与されている人物像を以下のようにまとめ

ておいた。

１ 仏陀と同じ規模の神通・神変を発揮する「高位の菩薩」の代表である。

２ 諸仏国土を巡歴し、諸仏の仏国土とその説法内容に通じている。

３ 永劫にわたる菩薩行の実践者である。

４ 空・不二の思想によって人々を教え導く教誡者である。

５ 諸仏の父母・善知識であり、釈尊を含むあらゆる仏陀の指導者（恩人）

である。

こういう多彩な人物像を確立したのは、現存経典の中では、支 訳『阿 世

王経』であり、現存しないが支 訳があったとされる『首 厳三昧経』（現存

訳は羅什訳）も、５の要素は欠くものの、３の要素において 首 厳三昧によ

って、入涅槃後も独覚として再生し法を説き続ける>という文殊像を強調した

点に特徴がある83)。主として竺法護訳がその初訳である多くの文殊系経典は、

これらの多彩な文殊像を利用し、強化し、また整理しつつ、４の教誡者として

の文殊による空・不二の教えを説明していったものである。その代表的な経典

の一つに『宝篋経』があるが、そこでは１、２、４の要素を中核に全体が構成

されている。また、文殊の空・不二の思想とは無縁の、たとえば『法華経』な

どの主要な大乗経典でも、文殊は上記２の要素の担い手として登場してい

る。84)
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さて、上記５つのうち第４の要素が文殊の人物像の中核的要素であるが、こ

れはそもそも大乗仏教運動が目指したものであった。それまで救済の対象とは

考えられなかった人たち、具体的には、在家の人たち、中でも女性たち、さら

には不可触賎民（チャンダーラ）、アジャータシャトルやアングリマーラのよ

うな殺人者、デーヴァダッタのような教団の破壊者、そして大乗経典の誹謗者

たち、そのような人たちをどのようにして自らが主張する教理の中で救済の対

象に組み込んでいくのかが課題となったのである。経典としてはそれらの人々

への「教誡」の形態・内容が重要な要素となってくる。『阿 世王経』では、

アジャータシャトルの救済をそのテーマの一つとしているが、同じ文殊系経典

の中では、『宝篋経』（竺法護訳『文殊師利現宝蔵経』）、『梵天所問経』（竺法護

訳『持（→特）心梵天所問経』）、『善住意天子所問経』（竺法護訳『如幻三昧

経』）、そして本経において、謗法者たちとそれへの対応（救済）のエピーソー

ドとして、「五百比丘の退出」の様々なヴァイリエーションが現れる。これは、

おそらく、大乗経典の中では、『迦葉品』（支 訳『遺日摩尼宝経』）に始まる

一連のエピソードであるが、筆者の考えでは、主として律蔵に伝えられる「デ

ーヴァダッタの破僧」のエピソードがその源流にある。地獄に落ちたデーヴァ

ダッタを教理の上でどう救済するかという試みは、すでに『増一阿含経』や

『ミリンダパンハ』、さらには『根本説一切有部毘奈耶破僧事』に見られるが、

これが大乗経典になると、デーヴァダッタを、前生における釈尊の善知識とす

る『大方便仏報恩経』（後漢・失訳）、『慧上菩薩問大善権経』（竺法護訳）、さ

らには『法華経』に編入された「提婆達多品」へと発展していくが、上記の

『迦葉品』と文殊系経典では、僧団から離れた「五百比丘」に着目し、彼らを

「仏説」としての大乗教理（とりわけ文殊が説く空・不二の教え）の謗法者そ

して破僧者と見て、それへの対応（救済）を試みたものと言えよう（『法華経』

「方便品」の「五千起去」のエピソードもこれらのエピソード群と無縁ではな

いであろう）。それぞれの経典におけるエピソードの異同については、五島

［1986］において論じているので、ここでは、本経におけるこのエピソードの

特徴を見ていくことにしたい。

ｄ 兜率天上生と弥勒下生
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文殊の「染浄一相」の教説（ 18）を聞いて、それを誹謗、非難して座を起

った（ 20）五百比丘は、戻って来てのち、さらなる文殊の教えを聞いて（

22）、そのうち四百人は心解脱したものの、百人はそのまま地獄に落ちてしま

う（ 23）。そのことを訴えた舎利弗に対して釈尊は、 本来一劫のあいだ地獄

にあるべき彼らは、文殊のこの教えに依ることによって、１ラヴァという短い

時間の地獄の経験で済んで、兜率天に生まれ（ 24）、弥勒下生時の最初（初

会）の弟子となり、漏尽の阿羅漢になる（ 25）>と説明する。

福徳を積むことによって天界に生まれることは釈尊の「布施・持戒・生天」

の次第説法のもとでは当然のことであり、天界の中で兜率天の名が挙がること

も不思議ではない。一方、「弥勒下生」については、雲井［1992］が示すよう

に、『増一阿含経』『長阿含経』（「転輪聖王修行経」）『中阿含経』（「説本経」）

など多くの阿含経典にすでに見られる。しかし、 24、 25に見られるような

「兜率天上生」と「弥勒下生」とをセットにする考えは、いわゆる『弥勒上生

経』を前提としているように見える。『上生経』では、 善行を実践したものは、

兜率天に生まれて弥勒に会い、弥勒とともにジャンブドゥヴィーパに下り、最

初に弥勒の教えを受ける>85)としているからである。ただし、地獄への言及は

ないので、その点では、『阿 世王経』のほうが「構図」としてはより本経に

近いと言える。それを概観してみよう。以下は釈尊の予言の内容である。

前生において文殊によって初めて菩提心を起こした阿 世王86)は、(87→自ら

が犯した罪業によって一旦地獄に落ちるが、上方の遠方にある「惟位

（brgyan pa, Vyuha）」という名の天界（仏国土）に生まれ、そこで文殊に

再会し、その指導を受けて無生法忍を得る。弥勒が地上において仏になるとき、

阿 世王もその仏国土からこの地上に生まれ、その名を「阿伽 （mi g’yo
 

ba, Aks・obhya）」という。
←87)

こうして見てくると、本経は、『阿 世王経』のこの「構図」と『弥勒上生

経』の「枠組み」によって、「百比丘」の救済を理論づけようとしていると見

ていいだろう。

ｅ 文殊と弥勒の関係

上述した『阿 世王経』の「構図」の内容を、阿 世王を介した文殊と弥勒
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の関係から見てみると次のようになる。阿 世王は、遠い前生において文殊に

よって初めて教えに導かれ、現世において罪を犯してからも、釈尊ではなく文

殊の「教誡」によって苦悩から解放される。自らの罪業によって地獄に落ちる

88)ものの、その後は、天界（もしくは上方の仏国土）において文殊の「教誡」

によって無生法忍を得る。彼は、弥勒が成仏する時、この世界に来至する。

(89→弥勒は彼に関する故事によって人々を教導する←89)が、阿 世王自身は弥勒

の教誡を受けるわけではない。(90→彼は人々を教誡し、教えを受けた者は、声

聞、独覚、菩薩として高い境地を得る。彼自身は、八阿僧祇劫の後、成仏す

る←90)とされる。

管見では、文殊と弥勒のこのような関係は文殊系経典の中では『阿 世王

経』と本経だけのようであるが、渡辺［1983］が全訳を上げている『弥勒発趣

経（Maitreyaprasthanasutra）』では、次のように弥勒が空の思想に言及して

いる。渡辺氏の訳文91)で見てみよう。

〔マイトレーヤが言う〕「マンジュシュリーよ、少しも文字を言わず、言

葉の路〔言路〕を歩まず、智慧〔般若〕によってさえも分別や認識がまっ

たくなく、これにおいて解脱もまったくなく、このように私は如来に質問

するのである。なぜかというのに、文字は空性であり、すべてのものは不

生であるからである」

そこで、その集会に列席していたボサツたちはこう考えた。

「ああ実にこの偉大なるボサツ・マイトレーヤは(92→これらのこみいった

神秘な説のことばを正しく説き←92)、言うところはすべて法性と相応し、

深い智慧〔甚深般若〕をそなえている」

この『弥勒発趣経』は弥勒の初発心とその名の由来を空の思想を基盤に説明

したものである。つまり、この経典は、弥勒信仰を空の観点から理論づけよう

として文殊を登場させているのである。それに対して本経は、文殊系経典に特

徴的な「五百比丘の退出」のエピーソードにおける救済の方途として弥勒信仰

を導入している。同じ文殊系でも『梵天所問経』においては、「不得生死・不

得涅槃」の教えを聞いて会座から立ち去った五百比丘について、虚空を怖れて

逃げ出した愚者が虚空から逃れられないように、空の教えを怖れて逃げ出した
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五百比丘も、空性（具体的には「三解脱門」）からは逃れられない、として誹

謗者を空性の中に収め取っている93)のだが、本経では、百比丘への対応法を弥

勒信仰に求めているのである。本経は、弥勒信仰を導入しやすい、あるいは、

導入せざるを得ない、そういう思想的時代背景にあったものと考えられる。

ｆ 本経に見られる空・不二の思想

本経の国訳・解題（注１参照）には「本経所説の空思想は般若経典に現るる

ものと相似し龍樹が中観論で論述している空観と類同するものと考える」とあ

るが、とくに龍樹の空思想に結びつけて考えるべきものはあまり見られない。

確かに 17には「戯論・寂静」などの用語や四句分別（漢訳はいずれも三句分

別94)）は見られるものの、語句としてあるいは論理形式としては既に阿含経典

にも見られるものであり95)、これだけで龍樹の『中観論（中論頌）』に結びつ

けることはできない。ただし、四句分別（あるいは三句分別）が初期大乗経典

内に明記されることは殆ど見られないことから、３世紀後半から４世紀にかけ

て陸続と作成された龍樹文献群96)の影響を受けていると見ることは可能だろう。

また、二諦説を前提にしているとは思われるが、たとえば、 28第１ に「も

の・こととしては（ arthena）存在せず、言葉のみのことに過ぎない」とあ

るように、「勝義（paramartha）」という言葉を明示することはない。もっと

も、この前半を、『宝行王正論』にしばしば見られるようなparamarthenaの

省略形、あるいはarthatasの意と取ればそう取れなくもないが、しかし、二

諦説もまた龍樹に独特というわけでもない。全体を通じて「無住」もしくは

「無住の住」が強調されており、この論法は他の文殊系経典と同じ「空・不

二」の論理であり、龍樹の「不一不異」の論法とは少しく異なり、また、「縁

已生・無自性・空」の「空性の縁起」や、いわゆる「相互依存の縁起（相依

性）」の考え方も見られない。やはり、『阿 世王経』『梵天所問経』『宝篋経』

等の文殊系経典に共通の空の論理と見るべきだろう。ただし、今上げた３経は

いずれも、「心性本浄」を説くが、本経はこれには全く関説せず、既に見てき

たように、『弥勒上生経』の考えを受け入れている。この点が、本経の思想的

な特徴ということになろう。

ｇ 本経に見られる用語上の特徴
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本経には、「声聞」「独覚」「菩薩」「波羅蜜」「智慧（般若）」「大乗」「小乗」

「三乗」などの用語が殆ど見られない。このうち、「声聞」の語は比較的多く

見られ、 ６ ７ 2225に計６回出て来るが、いずれも「如来（教主）の弟子」

という意味であって、いわゆる「菩薩」と対立した否定的な概念としての呼称

ではない。「菩薩」は、蔵訳において一度、冒頭の会座のメンバーとして「菩

薩の大僧団」として出て来るだけであり、２漢訳には見られない。他には、

28の第３・第５ において、「巧みな人(mkhas pa, kusala,Ch1： 慧,Ch2：

智者）」と、一般的には「菩薩」を指すとされる用語が計２度用いられている

だけである。また、「波羅蜜」については、 28の第10 に、蔵訳では「布施・

持戒・忍辱・精進・禅定」とあり、漢訳ではそれぞれ「布施持戒忍 神通無障

礙」「施戒忍精進 通辯成就福」とあって、いずれも智慧（般若）の語を欠いて

いる。つまり、大乗の「六波羅蜜」の形成とは異なっている。また、「乗

（theg pa, yana）」も 28の第11 の蔵訳に「この法（教え）とこの乗り物」

（漢訳では「此法門」「是經」）とあるだけであり、「大乗」「小乗」「一乗」「三

乗」等の用語などは全く見られない。

「三乗」の代わりに見られる修行者の分類は、阿羅漢・有学・無学である

（ 15）。阿羅漢はここでは否定的な扱いだが、次の 16、 17で論じられる阿羅

漢は、「空・不二」の体得者としての阿羅漢である。 18では、「彼（＝阿羅漢）

は、一切の見ることを離れているので、心〔の働き〕がなく、心から離れて、

住しないというあり方によって沙門法に住する、と言われる」とされている。

こうして見ると、本経にとって伝統部派との対立・相克は既に関心の外にあ

り、「空・不二」観に基づいた、出家の修行者への教えがその主張の中心を占

めている、と言っていいだろう。その教えからこぼれた「百比丘」つまりいわ

ゆる退転者は、この経典（法門）に依ったお陰で、一劫に渡るはずの地獄の苦

を免れて（一瞬の経験で済んで）、兜率天に生じ、弥勒下生時には、その会座

の最初の弟子になる、とされる（ 2425）のである。 28の第11 には「この

経典に依れば、すべて〔の人が〕如来になる」とあるが、それも、あくまで出

家の修行者を対象としたものと考えるべきだろう。
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４ おわりに

以上のように見てくると、本経は、同じように空の思想を説く『般若経』経

典群や、『阿 世王経』『首 厳三昧経』『梵天所問経』『維摩経』などといった

初期の文殊系経典群からはかなり後の時代の所産であろう。訳出年代（６世

紀）から見て、４～５世紀頃であろう。『観弥勒菩薩上生兜率天経』の訳出年

代が455年とされることを考慮に入れると、４世紀頃というところであろうか。

この時代の文殊系経典群の作成者・護持者たちはどのような思想状況のもと

にあったのだろうか。ほぼ同じ頃（あるいは少し前）の成立と考えられる文殊

系経典に『伽耶山頂経』があるが、このような問題意識のもと、この『伽耶山

頂経』を次の研究課題とする予定である。

［略号］

AKBh  Abhidharmakosabhas・ya of Vasubandhu,P.Pradhan (ed.),revised second edi-

tion with introduction and indices by A.Haldar,Patna,1975.

Asp  As・t・asahasrika Prajnaparamita, Edited by P. L. Vaidya, Buddhist  Sanskrit
 

Texts(BST)No.4,Darbhanga,1960.

CPS  Das Catus・paris・atsutra,bearbeitet von E.Waldschmidt,Teil II,Berlin,1957.

Divy  Divyavadana,Edited by P.L.Vaidya,BST No.20,Darbhanga,1959.

Krp  Karun・apun・d・arıka,Edited with Introduction and Notes by Isshi Yamada,Vol.

II,London,1968.

LV  Lalitavistara,Edited by P.L.Vaidya,BST No.1,Darbhanga,1958.

Mv  Mahavastu,3vols.,É.Senart (ed.),Paris,1882,1890,1897.

Mvy  Mahavyutpatti :『梵 漢和四譯對校・飜譯名義大集』鈴木学術財団，1916.

Pp  Prasannapada : Madhyamakavr・ttih・. Mulamadhyamakarikas de Nagarjuna avec
 

la Prasannapada Commentaire de Candrakırti,par Louis de la Vallee Poussin
 

St.Petersburg,1913.

Pvsp  Pancavim・satisahasrika Prajnaparamita, Edited by N.Dutt, Calcutta Oriental
 

Series No.28,London,1934.

RK  Ratnakaran・d・a,Tib:’Phags pa dkon mchog za ma tog ces bya ba theg pa chen
 

po’i mdo.Otani No.785,Tohoku No.117.lHa sa No.120.

RP  Ras・t・rapalaparipr・ccha, Edited by P. L. Vaidya, BST No.17(12pp.120-164),

Darbhanga,1961.

SBV  The Gilgit Manuscript of the San
・
gabhedavastu, Part I, Edited by Raniero
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Gnoli,Roma,1977.

Sn  Suttanipata,edited by D.Andersen,H.Smith,PTS.,London,1913.

SP  Saddharmapun・d・arıkasutra,Kern and Nanjio (eds.),St.Petersburg,1912.

SR  Samadhirajasutra,Edited by P.L.Vaidya,BST No.2,Darbhanga,1961.

SS  Nagarjuna’s Sutrasamuccaya :A Critical Edition of the mDo-kun-las-btus-pa,

Edited by Bhikkhu Pasadika,Copenhagen,1989.

Su  Suvikrantavikramiparipr・ccha Prajnaparamitasutra,by Hikata Ryusho,Fukuo-

ka,1958;reprint,1983(臨川書店).

ŚV  The Gilgit Manuscript of the Śayanasanavastu and the Adhikaran・avastu,

Edited by Raniero Gnoli,Serie Orientale Roma Vol.L,Roma,1978.

TCD  A Tibetan-Chinese Dictionary:『藏 又大辞典』（上・下）， 怡 主 ，1993．

TD 西蔵佛教研究会『蔵文辞典』,ゲシェー･チョエ･タクパ著,民族出版社1957年；

山書房佛書林1972年．

Vin  Vinayapit・aka,edited by H.Oldenberg,5vols.,PTS.,London,1879-1883.

VKN  Vimalakırtinirdesa, Transliterated Sanskrit Text Collated with Tibetan and
 

Chinese Translations,edited by Study Group on Buddhist Sanskrit Literature,

The Institute for Comprehensive Studies of Buddhism,Taisho University,

2004.

［参照文献］

梶山雄一［2012］：『梶山雄一著作集第三巻 神変と仏陀観・宇宙論』（吹田隆道編）春秋社。

［2013］：『梶山雄一著作集第一巻 仏教思想史論』（吹田隆道編）春秋社。

雲井昭善［1992］：『未来のほとけ―弥勒経典に聞く―』（佛教大学四条センター叢書 １）創

教出版。

五島清隆［1986］：「提婆達多伝承と大乗経典」『仏教史学研究』#28-2,51-69頁。

［2001］：「チベット訳『有徳女所問経』(I)・和訳」『佛教大学仏教学会紀要』#９、

(1)-(43)頁。

［2002］：「チベット訳『有徳女所問経』(II)・校訂テキスト」『仏教大学仏教学会

紀要』#10,(1)-(39)頁.

［2009］：「チベット訳『梵天所問経』―和訳と訳注(1)」『インド学チベット学研

究』#13、141-184頁。

［2013a］：「チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注(1)」『佛教大学 仏教学部論集』#

97、29-56頁。

［2013b］：「インド大乗仏教における偽書・擬託の問題―とくにナーガールジュナ

（龍樹）の著作を中心にして―」『「偽」なるものの「射程」』勉誠出版、

18-30頁。
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［2014a］：「チベット訳『梵天所問経』―和訳と訳注(5)」『インド学チベット学研

究』#17（予定）

［2014b］：「チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注(2)」『佛教大学 仏教学部論集』#

98（予定）

高橋尚夫・西野翠［2011］：『梵文和訳 維摩経』春秋社。

平岡 聡［2007］：『ブッダが謎解く三世の物語―『ディヴィヤ・アヴァダーナ』全訳』（全

２巻）、大蔵出版。

船山 徹［2007］：「「如是我聞」か「如是我聞一時」か―六朝隋唐の「如是我聞」解釈史へ

の新視角―」『法鼓佛學學報』#１，pp.241-275.

渡辺照宏［1983］：『弥勒経―愛と平和の象徴―』（渡辺照宏著作集３）筑摩書房。

Eimer,Helmut［1993］：Location List for the Texts in the Microfiche Edition of the Phug
 

brag Kanjur, Compiled from the Microfiche Edition and Jampa
 

Samten’s Descriptive Cataloge, BIBLIOGRAPHIA PHILOLOGICA
 

BUDDHICA Series Maior V,The International Institute for Buddhist
 

Studies,Tokyo.

註

１）訳出にあたって使用したのは以下の資料である．

［チベット訳］（’Phags pa ’Jam dpal gnas pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo）

写本大蔵経

１ 単行の大蔵経

Ph :Phug brag MS Kanjur  No.257mDo-sde  mNgon Sa 194b8-202a5

２ Them spangs ma系の大蔵経

K :Kawaguchi MS Kanjur  No.92 mDo-sde  Ta 363b5-370a8

L :London MS Kanjur  No.67 mDo  Ta 367b2-374a5

T :sTog Palace MS Kanjur No.91 mDo-sde  Ta 394a5-401a5

＊目録（Eimer［1993］）では、最後を202a5としているが、201b5で中断し、そ

の後には、’Phags pa ’Jam dpal gyis dris pa theg pa chen po’i mdo ( Ārya-

Manjusrıparipr・ccha,Phug brag No.150)の末尾の部分が接続している。

版本大蔵経

３ Tshal pa 系の大蔵経

C :Cone(Co ne)ed. No.836mDo-mang Tsa 328a1-333b7

N :Narthang (sNar thang)ed. No.182mDo  Ba 427a7-435b1

P :Peking ed. No.863 mDo-sna-tshogs Mu 275a6-280a2

４ 混交が見られる大蔵経

D :Derge(sDe dge)ed. No.196mDo-sde  Tsa 266b1-271b2

H :lHa sa ed. No.197mDo-sde  Ba 420a7-428b1
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上記チベット大蔵経については、五島［2002］4-6頁参照。

［漢訳］

Ch1 文殊師利巡行経（１巻）菩提流支訳（508-527年）

Taisho Vol.14No.470510a-512a
 

Ch2 文殊 利行経（１巻）豆那掘多訳（586年） Taisho Vol.14No.471512a-514b

翻訳にあたっては、Ch2の国訳（『国訳一切経』経-14、1934年、大東出版社、解題259-

260頁、本文261-268頁）も参考にした。参照の便のため、北京版とラサ版の丁数を、例え

ば［P 275b］［H 421a］のようにして訳文の中に示した。また、『中華大蔵経・甘珠爾』

（蔵文版対勘本、全108冊、2008年）の第61冊所収の本経相当部分も参照した。この大蔵

経は上掲５版本の他、ユンロ（永楽）版、リタン版、ウルガ版の異読を挙げているが、版

本５版のいずれかに見られるものばかりなので、いちいち言及することはしていない。た

だし、活字で印字されており、参照するには便利と思われるので、その頁数（本経は725-

739頁）を挙げておいた（Zhと表記する）。その他の符合、記号については、五島［2009］

での方式に準じる。

なお全体を30に分節したが、これらは翻訳過程で２漢訳との対比の都合上設けた便宜的

なものである。

２）Ph:Arya.

３）CDHNP:Manjusrıvihara.Ph:Manjusrivihara.

４）HPh:nama.

５）C:mahayanasutra.Ph:mahayanasutra.

６）Ch1,2はこの部分を欠く。

７）経典冒頭の定型的形式。その意味および研究史については、五島［2001］18頁注２及び

19頁注４参照。また、船山［2007］参照。

８）Ch2はここに比丘を形容する定型句を加える。Ch2：皆是大阿羅漢.諸漏已盡無復煩 .

三明六通具八解脱.慧心無礙具足清淨.

９）Tib:phyem red (H:phye ma red,KLT:phye’phred,Ph:phyi’phred)kyi dus.Ch1：

(→ )時.Mvy 8250：sayahnah・,phyi’phred (’bred),phyi’dred.TD phyim bred,下

后.TCD phyem’phred,phyem red:phyi dro, 午后,下后.Cf.ŚV 35.5-6：「朝方、昼、

夕方はどこにいようか。夜はどこで過ごそうか」kvacit purvahn・e sthatavyam, kvacin
 

madhyahne,kvacid aparahn・e,kvacid ratrau vastavyam.

10）Tib:nang du yang dag ’jog.

11）Ch1：爾時世尊於日 (→ )時從自房出在外寛處.Cf.Mv I 317.6-7：「さて、世尊は、

夕暮れ時に宴坐から立ち上がって、僧房から出ると……」atha khalu bhagavan sayah-

nakalasamaye pratisam・layanad vyutthaya viharato nirgamya....

12）Ch2はこの ２に相当する箇所を以下のように、五百比丘が自房において瞑想していた

とする。Ch2：如是等五百比丘各於自房結加 坐,身心寂靜三昧正受.

13）Tib:dge slong lnga brgya po thams cad kyi(Ph:omitted) gnas khang nas gnas
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khang (Ph:omitted)du byung ste. Ch1：於彼一切五百比丘行住之處次第巡行.Ch2：一

一次第遍 諸房.Cf. Mv III 32816-17：「諸仏は時ならぬ時（午後）には歩き回らない。

しかるべき時（午前中）に托鉢のために村に趣く」na hi vikale viharanti buddha,kale
 

tu pin・d・aya caranti grame.

14）Tib:gcig pu dben par’dug (CNPPh:song)ste nang du yang dag bzhag nas bsam gtan
 

byed pa. Ch1：獨在一處端身而坐入禪思惟.Ch2：獨處一房折伏其身.結加 坐入於三

昧.Cf.Krp 101.4-5：「彼（アラネーミン王）は家（王宮）に行って、独り密かに引き籠

もって（宴坐して）います。そこには誰も入ることは許されていません」sa gr・ham・

gatvaikakırahogatah・ pratisam・lıno nis・an・n・ah・,na catra kasyacin manus・yasya praveso
 

dıyate.(Tib.P Cha 168b1:de rang gi khyim du mchis te,gcig pu dben par mchis nas
 

nang du yang dag ’jog la gnas shing der mi su yang mchir mi ster lags so.)

15）Ch2は以下の一節を加えるが、これは、第３節で述べるように、世尊の会衆たる五百比

丘と文殊が訪ねて回る五百比丘が同じであることを明確にする工夫と考えるべきだろう。

Ch2：爾時文殊 利童眞菩薩爲欲發起自身行法,令衆聞知獲大利故最於先起一一次第遍

諸房.即見尊者 利弗,獨處一房折伏其身,結加 坐入於三昧.爾時文殊 利童眞菩薩見

如是已亦不發覺,更詣諸處 察餘房.如是展轉乃至晨朝日初出時.當於是時 利弗等五百

比丘皆已出定.是諸比丘及餘比丘諸方來者,一切大衆皆悉雲集.爾時世尊即於此時從坐而

起.平身正直從容徐歩.安諦而行如師子王.出於自房敷坐.一切大衆左右圍遶.敬念世尊

不敢當前.爾時世尊處大衆中爲無上首,光 巍巍猶若金山,乘大悲雲雨諸法雨.

16）Tib:bsam gtam byed( dhyayati).Cf.LV 91.12-13：「彼らは、かの菩薩が身体を全く

動かすことなく禅定に入っている（瞑想に耽っている）のを見た。〔その様子は〕あたか

も光輝の束のようであった」te pasyanti sma bodhisattvam・ dhyayantam anin-

jyamanena kayena tejorasim iva jvalantam. (Tib.H 11b7:de dag gis byang chub
 

sems dpa’mi g’yo ba’i lus kyis bsam gtan byed cing,me’i phung po ltar’bar ba mthong
 

nas ....)

17）Ch1はこの部分を欠く。

18）Ch2は以下の一句を加える。Ch2：若身心名色法.

19）Tib:tshe’di la bde bar gnas pa.Ch1：諸有一切見法 行.Ch2：(我今)現見諸法 行.

「現法楽住（Skt.dr・s・t・adharmasukhavihara.Tib.mthong ba’i chos la bde bar gnas pa,

tshe’di la bde bar gnas pa,tshe’di’i bde ba la gnas pa,tshe’di’i bde bar gnas pa,etc.）」

は、色界四等至の一つであり、禅定を修めた無学の聖者があらゆる妄想から離れ、心身寂

静になった安住不動の状態を指す。この心的状態を、成道直後の釈尊の自受法楽の境地を

表す言葉として用いる文献がいくつかある。たとえば、『プラサンナパダー』が引用する

ある経典によれば、成道直後、自ら直証した法があまりにも深淵なため聞き入れる人はお

らず、自分には疲労があるだけだろう、として釈尊は次のように考える。Pp 499.1：「そ

れゆえ、自らが体験した法の楽しみに住すること（現法楽住）を得た私は、たった一人で、

人里離れた所（森の中）で過ごすことにしよう」yan nv aham ekaky aran・ye pravivikte
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dr・s・t・adharmasukhaviharam anuprapto vihareyam.ここに言う「ある経典」に近い文献

として『根本説一切有部毘奈耶破僧事』(SBV 128.27：yan nv aham ekakıaran・ye
 

pravan・e dr・s・t・adharmasukhaviharayogam anuyukto vihareyam iti.)や『四衆経』(CPS
 

sec.8.3：yan nv aham ekaky aran・yavanaprasthes・u dr・s・t・adharmasukhaviharayogam
 

anuyukto vihareyam.)などを挙げることができる。この一節を除いた釈尊の内省の言葉

はパーリ文献（例えばVin Mahavagga I.5.2など）に見られるが、「現法楽住」の語を

含むこの一節は、パーリ文献中には見られない。

20）Tib:brjed pa med pa.Ch1：諸有一切心不散 .Ch2：念不忘.Cf.Krp 105.7-8：「さ

て、世尊は、＜菩提心を喪失することのない＞（という）三昧に入った」atha khalu
 

bhagavan bodhicittasam・pramos・am・ nama samadhim・ samapannah・.SP 318.11-12：「さ

て、如来はこの道理に関して〔ありのままに〕直証したという性質をもっておられ、喪失

するという性質は〔いささかも〕もっておられません」pratyaks・adharma tathagatah・

khalv asmin sthane’sam・pramos・adharma.

21）Tib:tshe’di (L inserts la)ma yin pa la bde bar gnas pa.Ch1：不見法 行（ adr・s・t・-

adharmasukhavihara). Ch2：omitted. この語は「現法楽住」と対比的に区別される

「後法楽住」を予想させる。『阿毘達磨大毘婆沙論』に、以下の様な問答があり参考にな

る：問「四靜慮中亦有能引後 功徳.何故但説現法 住」答「亦應説爲後法 住,而不説

者應知此經是有餘説.復次若説此爲現法 住,應知已説後法 住.以後法 用現法 爲因

得故,如契經説『先於此間修彼等至後方生彼』復次後法 住依止繫屬現法 住.現法 住

不依止繫屬後法 住.是故但説現法 住即已説彼.復次現法 住與後法 住爲加行門.若

已説此即已説彼.復次現法 住是因,後法 住是果.若已説因即已説果.（Taisho vol.27

418a2-14）また、『雑阿含経』の に「若處於居家 成就於八法 審諦尊所説 等正覺所知

現法得安 現法喜 住 後世喜 住」（Taisho vol.223c12-15）とある。なお、「現法

（dr・s・t・adharma）が「来世」に対する「現世（現在のこの経験世界）」を指す言葉である

ことはパーリ『ヴィナヤ』の以下の一節によって明確に示されている。Vin I 179.21-

26「さて、マガダの王セーニヤ・ビンビサーラは八万の村の長たちに現世に関わることが

ら（利益）について教えさとし、〔世尊のところに行くよう〕促した。『確かに、ここで、

私は、あなた方に、現世のことについて教えさとしました。〔これからは〕かの世尊のと

ころに行ってお仕えしなさい。あのお方、世尊は、来世のことがら（利益）について教え

さとして下さるでしょう』」atha kho rajamagadho seniyo bimbisaro tani asıtim・ gami-

kasahassani dit・t・hadhammike atthe anusasitva uyyojesi. “tumhe khv attha bhan・e
 

maya dit・t・hadhammike atthe anusasita.gacchatha tam・ bhagavantam・ payirupasatha.

so no bhagava samparayike atthe anusasissatı”ti.

22）Tib:rab tu dben pa’i chos.Ch1：離欲法.Ch2：寂定法.この前後の所論は以下に挙げ

る『スッパニパータ』の所論と無縁ではないであろう。

（学生ドータカがたずねた。）梵天さま、慈悲を垂れて、遠離の法をお教え下さい。

それを、私は知りたいのです。
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世尊は（次のようにお答えになられた。）ドータカよ、上方（過去）と下方（未来）

と〔現在の〕横（東西南北の四方）と中央において、君が知っていることは、何であ

れ、世間における執着〔の対象〕であると知って、種々の生存への妄執を懐いてはな

らない。

anusasa brahme karun・ayamano vivekadhammam・ yam aham・ vijannam・ (Sn v.

1065ab)

yam・ kinci sampajanasi dhotaka ti bhagava uddham・ adho tiriyan capi majjhe
 

etam・ viditva san
・
go ti loke bhavabhavaya ma kasi tan・han ti (v.1068)

注釈書（『パラマッタジョーティカー』）によれば「遠離の法」とは「一切諸行から遠離

する涅槃の法（sabbasam・kharavivekanibbanadhammam）」のことである。なお、上

方・下方・中央を過去・未来・現在とするのも、同じ注釈書の解釈である。

ちなみに、同じ文殊系の経典である『宝篋経』では、文殊は次のように言っている。

RK VI-2：「世尊よ、一切の法の門（ sarvadharmadvara）に関するすべての教説は遠

離（ viveka）の門であり、それらの遠離の門は遠離そのものであると説きます」（五島

［2014b］）

23）２漢訳は、真如（Tib:de bzhin nyid, tathata）に相当する語（３箇所）を「如來

（tathagata）」とする。Cf.Asp 154.8-9：「如来の真如は過去（過ぎ去ったもの）ではな

く、未来（いまだ来ていないもの）ではなく、現在（現に存在するもの）でもないように、

そのように、一切諸法の真如も過去ではなく、未来ではなく、現在ではない」yatha

tathagatatathata natıta na anagata na pratyutpanna, evam・ sarvadharmatathata

natıta nanagata na pratyutpanna.

24）Ch2：若如是者,一切諸法求如來身皆不可得.

25）Ch1：過去如來未來如來現在如來.Ch2：過去際未來現在際.彼不爲此,此不爲彼.各

各別異不相爲作.Ch1は次注のCh1部分に接続して１文を形成している。

26）Tib:gang gis kyang ma yin.gang gi’ang ma yin.gang la’ang mi gnas te.gang mi
 

gnas pa de’i gnas dmigs su med do. Ch1：無人令住.無處可住.若無住者依不可得.

Ch2：無有處所.亦無依住.無所住者無有依處而可得也.

27）Tib:gang ’das pa dang ma’ongs pa dang da ltar byung ba’i de bzhin nyid ces brjod
 

cing (Ph:omitted)kun tu gnas nas smra ba.... Ch1：若人説言「過去未來現在如來有依不

依」.... Ch2： 若有人言「過去未來現在於實際中説有依處説無依處者」.... ここではTib. de
 

bzhin nyid ( tathata) に相当する語が、Ch1：如來,Ch2：實際となっている。また、

Tib. kun tu gnasは「変わらず～する、～し続ける、～して止まない」の意に解した。

Cf. RP 125.19：「彼ら巧みな人たちは、言葉で語った通りに実行して止むことがない」

vacayayatha vadanti te budhas tatra caiva pratipattiyasthitah・ (v.53ab)(Tib.H Nga

232a7：mkhas pa de dag ji skad tshig smras pa //de la nan tan byed cing kun tu
 

gnas //)

28）Ch1：眞如無相.Ch2：無有形色.無有相状而可得者.
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29）Ch1：更無有法在眞如外而可顯説.Ch2：離於實際外無一法而可得者.是故説言名之爲

空.空故無法無可顯説.

30）Tib:de’i chos bstan pa ni(CD:na)’di’dra ste,’di la dmigs pa’am,mi dmigs pa gnyis
 

kyis rab tu phye(Ph:phyed)ba med do.Ch1：又此可得不可得法.如是二種皆不可得.

Ch2：所説法體亦復如是.時中不可得.非時中不可得.時非時中亦不可得.なお、rab tu
 

phyeを「表示される」または「顕示される」と訳すことについては五島［2014a］注18、

［2014b］注50参照。Cf.VKN ch.3 sec.51：「なぜなら、真如は二として表示（顕示）

されることはなく、多としても表示（顕示）されることはないからです」tat  kasya
 

hetoh・.na hi tathatadvayaprabhavitananatvaprabhavita.(Tib:de ci’i phyir zhe na.de
 

bzhin nyid ni gnyis kyis rab tu phye ba ma yin,tha dad pas rab tu phye ba ma yin pa’i
 

phyir te. 玄 訳：夫眞如者非二所顯,亦非種種異性所顯.)

31）Tib:de bzhin gshegs pa ni brjod pa yang dag par chad pa,btags pa med pa,gdags
 

par bya ba ma yin pa’o(L:la).Ch1：如來無説不可説言.Ch2：如來一切言語道 無爲無

作無所安置.

32）大乗経典における「器（bhajana）」の意味・用例については五島［2013a］30-31頁、

42-43頁参照。

33）Ch1：不取有爲法界.Ch2：能破 世諦.

34）Ch2は以下の一句を加える。Ch2：無有有爲無爲見.

35）Ch2：若如人者所説,於是義中云何修行云何教住.

36）Ch2は以下の一句を加える。Ch2：於是義中既無言説 諸心行,云何問言云何教住.

37）Tib:sa phyog ( pradesa,pr・thivıpradesa).Ch1：境界.Ch2：是地.

38）Tib:sa(omitted in Ph). Ch1：境界.Ch2：地分.sa ( bhumi)は、一貫して「境界」

と訳しておくが、この語（Skt.bhumi）には「〔支える〕大地・土地、〔活動〕領域、〔修

行〕階梯」などの意味が含意されている。

39）Tib:rab tu phye ba.Ch1,2：名.注30参照。

40）Tib:kun tu spyod.Ch1：所行.

41）Ch2：是故阿羅漢不作分別.以無作行故,無有行處,無有作者.即是寂定.

42）Tib:(1)yod do zhes khas mi len, (2)med do zhes khas mi len, (3)yod kyang yod
 

la med kyang med do zhes khas mi len, (4)yod pa’ang ma yin med pa’ang ma yin
 

zhes de skad kyang khas mi len to.Ch1：則(1)不取有.亦(2)不取無.(3)非有非無如是

不取.Ch2：(1)不作爲有者.(2)不作爲無者.(3)不作爲非有非無者.

43）Tib:’jam dpal gzhon nur gyur pa la mi mnyan to.Ch1：我不用聞文殊師利童子名字.

Ch2：亦復不須聞其名字.

44）これは文殊を非難する言葉だが、逆に文殊を讃嘆する言葉がある。『宝篋経』に見られ

る例をあげておく。RK VI-2：「その時、その集会の中にいた天子たちは、種々の華を

マンジュシュリー法王子の上に散じました。〔そして〕『マンジュシュリー法王子が現れる

ところでは、如来を目の当たりに見ます。マンジュシュリー法王子がいる場所は、ストゥ
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ーパとなります。マンジュシュリー法王子が法を説くのを理解する、あるいは、理解する

であろう人々は、すべての福徳を保持しているのです』という言葉を述べました」（五島

［2014b］）

45）Tib:’di ltar’jam dpal gzhon nur gyur pa ni ston pa mngon sum du gyur bzhin du kun
 

nas nyon mongs pa dang rnam par byang ba mtshan nyid gcig tu ston pas chos ma
 

yin pa smra’o. Ch1：如是文殊師利童子異我梵行.是故應捨.Ch2：云何文殊煩 解脱一

相説耶.Cf. SR ch.32v.21cd：「戒という言葉と仏陀という言葉の二つ〔の言葉〕は、

その特質は同じである」sılasabdo buddhasabda ubhau tav ekalaks・an・au //

46）Tib:bdag cag ji ltar bcom ldan’das kyis legs par gsungs pa’i chos’dul ba la tshangs
 

par spyod pa spyad. Ch2：我等云何於佛世尊自説法中, 喜 學修行梵行已,云何今日

忽聞如是弊 法乎.この部分は、『梵天所問経』において世尊の「不得輪廻・不得涅槃」

の教説を聞いて会座から退出する五百人の比丘の科白を想起させる。「もしここにおいて，

誰も輪廻することなく，また，完全に涅槃することもないのであれば，我々が，清らかな

生活（梵行 brahmacarya）を続けてきたことも無駄なこと（ anartha）であった．ま

してや，我々が道の修習，禅定，三昧，等至〔などの修行を続けてきたこと〕は無駄であ

ったのだ」（五島［2009］III-4、170頁）

47）Ch1はこの一節を欠く。

48）Tib:’phya smod mi snyan par zer zhing dong ngo.Ch1：毀 論誹謗而去.Ch2：毀

誹謗仁者所説.

49）Ch2は、この部分を以下の様に、引き続きシャーリプトラが五百比丘について述べてい

るものとする。Ch2：現於佛前高聲唱言.「不須見文殊 利.亦不須聞文殊 利名.是方

亦須捨.所有文殊一切住處皆不須往」唱是言已出衆而去.

50）Ch2は、以下の様に、この部分から文殊の科白が始まるとする。Ch2：爾時文殊 利童

眞菩薩即歎尊者 利弗言.「善哉,善哉.汝, 利弗,快能善説彼諸比丘唱告之言」

51）Tib:bsten(T:bstan, CPPh:bsnyen) par bya ba ma yin no. Ch1：不可近亦不可捨.

Ch2：尚不可親近,亦可(→何)須捨.

52）Tib:de ci’i phyir zhe na,’di ltar chos kyi dbyings’di ni gnas med pa’i tshul gyis gnas
 

pa nyid do.chos kyi dbyings gang yin pa de dbyings ma yin no.de ni yod pa ma yin

(omitted in K)te dmigs su med cing g’yo ba med la(CNP:cing,omitted in Ph)’chi’pho

(Ph:pho)med do.Ch1：何以故.法界法爾故.法界如是無念無退.Ch2：所以者何.如是

法者即是常住亦名法界.若常住法界者無憶無念.

53）Tib:sems cher’khrugs nas lus de nyid dang sems can dmyal ba chen po ngu’bod du
 

lhung ngo. Ch1：起於 心,自身將 大地獄中.Ch2：更増毀 起誹謗心,於現身中生

入於大地獄中.第３節で触れる「デーヴァダッタの破僧」と「五百比丘の退出」のエピソ

ード中に見られる当該箇所を以下に挙げておく。『五分律』：調達驚起罵言.「是 欲比丘

始有善意.如何忽生 心以方便將我比丘去」便大怖懼熱血從鼻孔出,即以生身 大地獄.

（Taisho vol.22164c13-15）『根本説一切有部毘奈耶破僧事』：〔提婆達多〕説斯語已,現
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身墜 無間無𨻶 奈落迦中.（Taisho vol.24150a27-28）『如幻三昧経』：彼衆會中五百比

丘誹謗此經而捨馳去,則以現身 大地獄。（Taisho vol.12148c8-9）

54）Tib:reg pa thang cig reg nas.Ch1：受一 已.Ch2：一 受已.１lava は、『倶舎論』

によれば１昼夜（aho-ratra）の900分の１なので、1,6分つまり１分36秒になる（AKBh
 

p.177）。

55）Ch2では、この一節が、以下の本文中の（Ｘ）の部分に移動している。

56）Ch2：得阿羅漢果.盡諸有漏.無復煩 .三明六通具八解脱.身心煩 二餘倶盡.なお、

弥勒の三会において比丘たちが「漏尽阿羅漢」となることは阿含の伝承でも、いわゆる

「下生経」でも同じである。『増一阿含経』：彌勒出現世時聲聞三會,初會之時九十六億比

丘之衆,第二之會九十四億比丘之衆,第三會九十二億比丘之衆.皆是阿羅漢諸漏已盡.

（Taisho vol.2757a17-21）『弥勒下生成仏経』：爾時彌勒佛於華林園其園 廣一百由旬,

大衆滿中,初會説法,九十六億人得阿羅漢.第二大會説法,九十四億人得阿羅漢.第三大

會説法,九十二億人得阿羅漢.（Taisho vol.14425a29-b3）

57）Tib:chos kyi rnam grangs(omitted in CPPh)’di lta bu de(omitted in CHNPPh)ma
 

thos par(H:pas)’khor ba las yongs su ma grol.skye ba dang (Ph:’am),rga ba dang,

na ba(omitted in H)dang,’chi(Ph:shi)ba dang,mya ngan dang,smre sngags’don pa
 

dang,sdug bsngal ba dang,yid mi bde ba dang,’khrugs(HNP:’khrug)pa rnams las
 

yongs su ma grol zhes bshad(Ph:bshed)do.Ch1：若不得聞此法門者則於生死不可得脱.

我説「彼人生老病死悲苦憂愁號哭懊 ,不可得脱」Ch2：雖復成就如是法者,若不聞是甚

深法本,於煩 中不得解脱生老病死憂悲苦 .我愍此輩説是法本.Tib, Ch1,Ch2とで

は釈尊の「説」の範囲や内容が異なる。Ch1のように取るのであれば、以下に挙げるよう

な阿含経典の一節を指しているものと思われる。例えば『雑阿含経』には「爾時世尊告.

諸比丘,諦 善思．當爲汝説.諸比丘,彼愚癡無聞凡夫無明所覆愛縁所繫.得此識身.彼

無明不 ,愛縁不盡.身 命終,還復受身.還受身故,不得解脱生老病死憂悲 苦」

（Taisho vol.284a6-10）とある。

58）Tib:tha snyad tsam du zad pa.Ch1：彼唯言語.Ch2：但有言説 Cf.Pvsp 184.10：

「菩薩とは言葉のみである」vyavaharamatram idam・ yad uta bodhisattva iti.(Tib.H

287a2:byang chub sems dpa’zhes bya ba ’di ni tha snyad tsam du zad do.)

59）Tib:mi ’gal(CDHNPPh:’gag)ba.Cf.Su：「実に、般若波羅蜜は言葉によっても行為

によっても近づき得ない。善勇猛よ、実に、般若波羅蜜は説くことの出来ないものである。

これが一切諸法を理解することだが、〔その〕理解は妨げのないものなのである」na hi
 

vaca na karman・a prajnaparamita pratyupasthita. anirdesya hi suvikrantavikramin
 

prajnaparamita.sarvadharman・am es・o’nubodhah・.yascanubodhah・,so’virodhah・ (Tib:

mi’gal lo).

60）Omitted in CDNKLPPhT.

61）Tib:don gyis(T:gyi)ma yin tha snyad tsam.Ch1：言説非是義.Ch2：唯語無眞實.

Tib.don gyis( arthena)は、「意味としては」とも解せる。また、arthatas（普通はdon
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duと訳される）として、「真実には」の可能性もある。

62）Tib:gcig dang sna tshogs mtshan nyid min(omitted in Ph).Ch1：此非相無相.Ch2：

彼若於實處 一相無差別.

63）Tib:skye med(DPh:mched).Ch1：不生.Ch2：無生.

64）Tib:stong pa ji bzhin spyod yul lo.Ch1：行境界如空.Ch2：以有空行故.

65）Tib:rtog pa rnams gyis(CDHNPPh:ni)g’yo bar’gyur.Ch1：分別取則縛.Ch2：了別

即是相.

66）Tib:gang gis rang bzhin ’di shes pa.Ch1：若知如是法.Ch2：若能如是知.

67）Tib:de ni rtog med ye shes so.Ch1：名不分別智.Ch2：得智無分別.

68）Tib:ye shes brjod pa rnams kyang gsog. Ch1：智説二皆空.Ch2：智説還自空.Cf.

Mvy 7317.

69）蔵訳は全ての版本でbzod（忍）とするが、前後の文脈および漢訳を考慮してbsod

（ pun・ya福徳）とする。Ch1：其福過於彼.Ch2：其福爲最上.

70）Tib:sbyin dang tshul khrims bzod pa dang //brtson’grus bsam gtan bsnyen(CN:

brnyes)pas ni //Ch1：布施持戒忍 神通無障礙.Ch2：施戒忍精進 通辯成就福.

71）Tib:mdo sde’di dang mtshungs ma yin.Ch1：不及聞此經.Ch2：不比持是經.

72）Tib:bskal pa skar(T:bskar)ma lta bu zhes bya ba.Ch1：星喩劫.Ch2：星宿劫.Cf.

SS 4.6-14：「『賢劫経』にも、『この賢劫の後に無仏の60劫が生じる。その後、「大いなる

名声」という劫が生じる。その１劫中に１万の仏陀が生じる。「大いなる名声」というそ

の劫の後、無仏の８万劫が生じる。その後、「星の如き」という劫（bskal pa skar ma lta
 

bu）が生じる。その１劫中に８万の仏陀が生じる』〔とある〕」

73）Tib:me tog.Ch1：法華.Ch2：法開華.

74）経典末尾の定型的形式。梶山［2013］429-440頁（第11章「かく世尊は語られた……」）

参照。

75）Tib:omitted in KLT.

76）Ch1：佛説文殊師利巡行經（宋・元：文殊師利巡行經）.Ch2：佛説文殊 利經（宋・

宮：是經名聖者文殊 利行經大乘法本竟,元：文殊 利行經,明：佛説文殊 利行經）.

77）VKN ch.7 sec.6v.18.訳文は高橋・西野［2011］による。

78）『阿 世王経』に次のようにある。「文殊は〔25人の〕正しき人々と〔４人の〕神々に言

った『菩薩は住しないことに住します。何を「住しないこと」というのか言えば、三界に

おいて修習しないことです。修習しないのが仏教であり、修習することを求めないのが外

道なのです』」文殊師利謂諸上人及諸天子.「菩薩住無所住.何謂住無所住,於三界不以三

界作習.不習者是爲内,亦不求習者是爲外」（Taisho vol.15391a16-19）Cf.Asp 4.25：

「〔菩薩大士は〕不退転の菩薩の階位に住しています。住さないという仕方で〔そこに〕

よく住しているのです」sthito ’vinivartanıyayam・ bodhisattvabhumau susthito

’sthanayogena.

79）注12、注15で示したように、Ch2は、釈尊会下の五百比丘と文殊が訪ね回る五百比丘が
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同じ比丘たちであることを明示する工夫を試みている。しかし、文殊の説法を忌避して出

ていく五百比丘（心解脱の四百比丘と堕地獄の百比丘）と釈尊の説法を聞いて心解脱する

五百比丘とが別であることは明らかなので、Ch2に見られる工夫は奏功していない。

80）対応チベット訳はラサ版を参照した。lHa sa ed. No.217Ma 323a1-413a7.（Derge
 

ed.No.216,Peking ed.No. 855.）

81）支 訳：在山一面異處.法護訳：在山一面異處梁上.Tib:ri zhig gi bang rim gyi ngos
 

la.Tibでは「ある山の階段状の側面に」とも読めるが、漢訳のように、「同じ山の別の斜

面」と取るべきだろう。少し後に「光智菩薩問.『文殊師利,佛在是間而若何縁得在異處

而説法』」（Taisho vol.15392b28-c1）（Tib.lHa sa Ma341a7-b1:’jam dpal,khyod ci’i
 

phyir de bzhin gshegs pa’i’khor nas byung la phyogs gcig tu song ste chos ston.）と

あるからである。Mvy 4159:paris・an・d・a,bang rim.Cf.Divy 134.21：「そこにあるスメー

ルの〔登り口〕の階段では、五百人の聖仙達が瞑想していた（平岡［2007］上・386頁）」

tatra sumeruparis・an・d・ayam・ panca r・s・isatani dhyapayanti.

82）この他に、兜率天から四人の神々が文殊の法を聞こうとしてやって来ていたとする

（「四兜術天子來到文殊師利所,欲聞法故」）。

83）同じく、「首 厳三昧」によって「入般涅槃」を現じ続ける文殊を描いた経典に、 道

真訳『文殊師利般涅槃経』がある。この経典は『首 厳三昧経』の所説を踏まえていると

考えられるが、１、２、３の要素のみで、肝心の４の要素を欠き、そのかわりに、文殊の

名を唱えること、文殊の像に供養することの功徳を称讃している。なお、この経の末尾に

ある「爾時跋陀波羅白佛言.『世尊,是文殊 利.誰當於上起七寶塔』佛告.『跋陀波羅,

香山有八大鬼神.自當 去置香山中金剛山頂上.無量諸天龍神夜叉常來供養,大衆集時,

像恒放光.其光演説苦空無常無我等法.跋陀波羅,此法王子得不 身.我今語汝.汝好受

持廣爲一切諸衆生説』」（Taisho vol.14481b12-13）のうち、「舎利」を宋・元・明の三

本および宮本にしたがって「師利」とし、下線部を「この文殊師利〔の像〕は、誰がそれ

を収める七宝の塔を建てるべきだろうか」と解すべきだろう。「滅度入般涅槃,現分 利

饒益衆生」（480c19-20）はこの経典では釈尊以前の過去の事であり、ここは釈尊滅後450

年のことに関する予言であり、「佛滅度後一切衆生,其有得聞文殊師利名者見形像者,百

千劫中不 道」（481b6-8）として、「不壊」の文殊像を礼拝供養する功徳を説いている

からである。また、かりに「舎利」のままとしても、この「舎利」はatmabhava（身体）

の意の sarıraのことと考えるべきである。「宝塔中の身」については、梶山［2012］「第

十二章・第三節「多宝塔中の如来身」を参照。

84）『法華経』「序品」では、釈尊の神変（放光）の意味の解説者として文殊は登場する。

『維摩経』においても、文殊は２の要素の担い手として登場する（VKN ch.5 sec.6：

「文殊よ、あなたは十方の無数百千の仏国土において仏国土巡りをなさいました。それに

よってあなたはどの仏国土で、全てに勝れ、すべての徳をそなえた師子座を見ましたか」

tvam・ manjusrıh・ dasasu diks・v asam・khyeyes・u buddhaks・etrasatasahasres・u buddhaks・-

etracarikam・ carasi. tat katarasmin buddhaks・etre tvaya sarvavisis・t・ani sarvagun・-
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opetani sim・hasanani dr・s・t・ani.）ものの、維摩の活躍に対比すれば、ほぼ４の要素に局限

された役回りになっている。ここまでの文殊の人物像に関する所論については五島［2014

b］を参照願いたい。

85）『観弥勒菩薩上生兜率天経』に次のようにある。「如是等衆生若淨諸業行六事法,必定無

疑當得生於兜率天上,値遇彌勒.亦隨彌勒下閻浮提,第一聞法.於未來世値遇賢劫一切諸

佛,於星宿劫亦得値遇諸佛世尊,於諸佛前受菩提記」（Taisho vol.14420a24-29）なお、

弥勒信仰については渡辺［1983］、雲井［1992］を参照。

86）『阿 世王経』：〔佛言.〕是文殊師利之所發意故.當從是解,世世常從文殊師利聞甚深

法.（Taisho vol.15404b2-3）この部分は、チベット訳では以下のようになっている。H

410a5-7：「〔阿 世王は〕他ならぬ彼（文殊）によって〔教えへと〕導かれ（ vinıta）、

繰り返し繰り返し、彼によって甚深の法を教えられ、同じ彼から聴聞したのである。それ

ゆえ、シャーリプトラよ、こういう理由から、以下のように理解すべきである。菩薩たる

者は、ある人から〔教えへと〕導かれた場合、その同じ人から法を教えられるのだと理解

される、と」’di nyid kyis gdul ba yin te,phyi phyir zhing ’dis chos zab mo bstan pa,

’di nyid las thos par gyur to.de bas na,shari’i bu,rnam grangs des kyang ’di ltar rig
 

par bya ste.gang dang gang dag byang chub sems dpa’gang dang gang las’dul bar

’gyur ba de dang de nyid kyi［s］chos bstan pa shes par’gyur ro.

87）『阿 世王経』：〔佛言.〕今阿 世雖入泥 ,還上生天.上方去是五百四十五刹土,號字

名惟位(漢言爲嚴淨).其佛號字羅陀那 頭(漢言寶好).亦於彼當與文殊師利相得.從其刹

欲會聞所説法,則當得無所從生法忍.彌勒於是作佛.阿 世從彼刹來生是間.爾時當名阿

伽 菩薩.（Taisho vol.15404b5-10）

「還上生天.上方去是五百四十五刹土」の部分を竺法護訳（『文殊師利普超三昧経』）は

「王阿 世從集欲 地獄出,生於上方.去是五百佛國.（Taisho vol.15425c19-21）」と

する。『阿 世王経』には、兜率天への言及はないが、「上生天」というのは、経の作者

（あるいは訳者である支婁迦 ）が「兜率天上生」を意識していた、とも考えられる。

88）阿 世王の地獄でのありようについて経は、苦痛の伴わない、むしろ快適な経験だとす

る。『阿 世王経』： 利弗問佛.「王阿 世當入泥 不」.「譬若 利天子,被服名衆好寶,

來下到是則還處所.阿 世者亦以衣服珍寶莊嚴.譬若是天子從上來下雖入泥 ,泥 名賓

頭,入中無有苦痛.則爲苦(→若)天子上 本處」（Taisho vol.15404a16-21）これは、

同じく「五無間罪」を犯したデーヴァダッタの地獄でのありようの描写を思わせる。『大

方便佛報恩經』：提婆達多言.「我處阿鼻地獄,猶如比丘入三禪 」（Taisho vol.3148

b20-21）またこういう記述もある。『大般涅槃經』：生故於中受苦不生厭離.是故復名不

可思議.菩薩摩訶薩爲衆生故雖在地獄,受諸苦 如三禪 .（T0374.12.0471a25-27)こ

れらの例は、「菩薩」は、業の法則からみて堕地獄は免れないにしても、苦痛・苦悩は感

じない、ということを示そうとしている。これを本経 24では、さらに軽減して「１ラヴ

ァという短い時間の地獄の経験」としているのである。

89）『阿 世王経』：彌勒佛從是因縁,以法教諸菩薩.所説法亦不過亦不短適平等.爾時當説
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阿伽 者,以過去釋迦文佛時.「有王名阿 世,用 人言而殺其父.從文殊師利聞諸法.

聞已則 喜信忍,所作罪應時盡索」（Taisho vol.15404b10-14）

90）Taisho vol.15404b16-21.

91）渡辺［1983］162-163頁。氏はデルゲ版（No.198）を底本とし北京版（No.865）を参

照している。訳文の箇所はラサ版ではNo.199Ba 436b7-437a4に相当する。

92）Tib:de kho na ltar ldem po ngag snrel zhir’dug pa’i tshigs’di dag kyang ston la.

ここは「意図の込められた（ sam・dhabhas・ya）逆説的な（ vyatyasta）これらのことば

を、真実であるかの如くに（ tattvam iva）説いてはいるが」と読むべきだろう。

93）『梵天所問経』III-6（五島［2009］172-173頁）。

94）注42参照。

95）例えば、『長阿含経』巻第１：乃知過去無數諸佛入於涅槃, 諸結使消滅 論.（Tai-

sho vol.11b16-17）『雑阿含経』巻12・第302経：阿支羅迦葉白佛言.「云何瞿曇,苦自作

耶」佛告迦葉.「苦自作者,此是無記」迦葉復問.「云何瞿曇,苦他作耶」佛告迦葉.「苦

他作者此亦無記」迦葉復問.「苦自他作耶」佛告迦葉.「苦自他作此亦無記」迦葉復問.

「云何瞿曇,苦非自非他無因作耶」佛告迦葉.「苦非自非他此亦無記」（Taisho vol.286

a13-20）

96）「龍樹文献群」については五島［2013b］参照。
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