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西チベット・ラダック地方の葬送儀礼にみる命( 1 )
ᴷzhi khro の儀軌と無量寿如来の関係についてᴷ

中島 小乃美

は じ め に

筆者は仏教における救済をテーマとし、『悪趣清浄儀軌』の研究を行っ
てきた(1)。「如来方にあっては救済されない存在はない」とするこの経軌
の命題のもと、普明ヴィルシャナ(2)(Sarvavidvairocana, Kun rig rnam par
snang mdzad)を中心とするマンダラを筆頭に12のマンダラを説き、如来
から天部の神々に至るまで、個々の特徴に応じた救済論を展開している。
このマンダラの中には阿弥陀(無量寿)如来に関するものが 2つ含まれ、こ
れに関してはすでに別稿で論じた(3)。無量寿如来は清浄法として智慧の獲
得を象徴する存在であり、この経軌における無量寿マンダラは、仏法を修
習するために無病長寿を得ることと、非時死の息滅の役割を担っている。

1

〔抄 録〕

〔抄 録〕
現在インド領である西チベット・ラダックで、現在も行われている死者儀

礼の中では阿弥陀如来が重要な働きを示す。この阿弥陀如来は無量光／無量
寿とも表され、二つの特徴が見られるが、今回 zhi khro の儀軌の翻訳から
無量光は死者を浄土へ導く役割が、無量寿は長寿の役割を担い、障碍を取り
除くために馬頭がその役割を担っていることが明らかとなった。現地におい
て無上瑜伽タントラ系の尊像が注目される中、無量寿如来、ターラー尊、仏
頂尊勝母という無量寿三尊の形が見られることや、『悪趣清浄儀軌』の主
尊・普明ヴィルシャナ如来と無量寿如来が並んで描かれている壁画などが見
られたことから、現在も阿弥陀の浄土に赴くことや、悪趣に墮さないことに
対する人々の信仰がこの地域の宗教文化として受け継がれていることが窺わ
れる。



またこの経軌では荼毘護摩が説かれており、チベット仏教文化圏で、イン
ド領に属する西チベット・ラダック地方では、この経軌に説かれる荼毘護
摩儀軌が葬送儀礼に用いられている。その様子は、1993年に『チベット死
者の書』としてNHKのドキュメンタリーで紹介され、話題を呼んだ(4)。
これは、Bar do thos grol che mo(『バルド・トゥ・ドゥル・チェ・モ』
中有を聴聞により解脱するための書の意味。以下、Bar do thos grol と略
記する)という経典をもとに行われている死者儀礼が、死に至る人を浄土
へ導くとして注目し、紹介したものである。この中でも阿弥陀(無量光／
無量寿)如来は重要な役割を担っている。
このBar do thos grul は、19世紀に Evance Wentz 氏によって英訳さ

れ(5)、心理学者のユングが序文を寄せていることから欧米でも話題となっ
た書であり、アメリカでは Living Dying Project として Richard Alpert
(＝ラム・ダス(6))氏によってターミナルケアの現場でも実践されてきた。
この組織は、現在ではDale Borglum氏が中心となり、活動を続けてい
る(7)。またチベット仏教信者の多いアメリカでは、チベット人の僧侶から
直接学び、ゲシェ(dge bshes)と言われる博士にあたる学位を授かってい
るアメリカ人僧侶もいる。彼らの先陣を切って1960年代に直接インドのダ
ラムサラに赴き、僧院に入って学んだロバートA.F. サーマン氏が改めて
Bar do thos grol を英訳し、『現代人のためのチベット死者の書』として日
本語訳されている(8)。また、カール・ベッカー氏も自身の著書の中で第10
章をこれに当てているし(9)、他にも和訳されたものがある(10)。
またこのBar do thos grol はニンマ派だけではなく、ほかの宗派にもあ
り、中でもゲルク派のものについては、ツルティム・小谷氏の研究で紹介
されているし(11)、平岡氏による和訳もある(12)。
このように注目されているBar do thos grol は、亡くなってから49日、
いわゆる中陰の間に死者の意識が次の生へと生まれ変わる間、死者を導く
内容が説かれており、生前から死後に起こることを学び、死を恐れず次の
生に導く経典として読み継がれてきた。この導く存在として阿弥陀(無量
光)如来が大きな役割をはたす。
Bar do thos grol に基づいて行われる一連の葬送儀礼の中、死者を火葬
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にする段階で『悪趣清浄儀軌』の中に説かれる荼毘儀軌が使われているこ
とや、経軌の命題から関係があることは窺い知ることができるのだが、教
理的な᷷がりについては不明である。
さらに、Bar do thos grol についても死者を導く内容の部分の翻訳はい

くつかあるものの、シ・トー(寂静・忿怒)の詳細については明らかになっ
ていない。今回はこれらを明らかにするために、このBar do thos grol の
儀礼で重要な役割を果たす僧侶の一人であるディグン・カギュ派の座主で
あるトクダン(rTogs ldan)・リンポチェにご教示を賜るためラダックに赴
いたが、ご公務でイギリスに渡られた直後であり、面会が叶わなかった。
また次に儀軌に詳しい方に面会をお願いしたが入院された直後であり、こ
ちらも叶わなかった。しかし現地の僧院を訪問している中で、今まで気づ
かなかった『悪趣清浄儀軌』の本尊である普明ヴィルシャナと無量寿如来
の関係をうかがわせる壁画や、尊像配置を確認することができた。通常、
チベット仏教というとダライ・ラマが属するゲル派を主流とする考えがあ
り、日本におけるチベット研究者の中ではニンマ派はあまり注目されてこ
なかったが、実際の信仰は厳格な教理だけでは成り立たない。筆者はこの
地方には 2回ほど訪れているものの、いずれもチベット特有の密教仏に視
点があったので気づかなかったが、改めてシ・トーの儀軌に注目してから
現地を訪れると、無量寿如来の尊像や壁画の多さに気づくことができ、僧
侶による教義の研鑽だけではなく、チベト仏教文化圏であるこの地域に浄
土信仰の形態が脈々と受け継がれていることに気づいた。
本稿では、『悪趣清浄儀軌』を踏まえ、ラダックに見られる普明ヴィル
シャナと無量寿如来をシ・トーの儀軌の視点から考察してみたい。

1 ．行タントラ、瑜伽タントラにみる阿弥陀如来

無量寿如来は金剛界の五仏の中、西方に住すとして知られているが、行
タントラに配される『大日経』にも登場する。大悲胎蔵生マンダラでは、
中胎八葉院の西に配される。漢訳では「これを無量寿と名づく(是名無量
寿)」(T18.p.5a)として用いられているが、チベット訳では「’od dpag
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med」(D.165a, P.129b)とし、無量光と捉えている。また、この経の註釈
者の一人であるBuddhaguhya の『大日経広釈』では、無量光(snang ba
mtha’ yas)という表現を用いている(D.318a, P.68b)。もう一本の註釈であ
る善無畏が講説し一行が筆記したとされる『大日経疏』では、
次に西方において無量寿仏を観ず。此れは是れ如来の方便智なり。衆
生界は無尽為るを以っての故に、諸仏の大悲方便もまた終尽なし。故
に無量寿と名づく。梵音の爾儞(jina を指す)を名づけて仁者とす。ま
た四魔を降伏するを以っての故に、名づけて勝者とす。(中略)この二
仏(北方の不動尊と無量寿を指す)もまた金色に作るべし。稍目を閉じ
て下視し、寂滅の三昧の形に作れ。諸仏も例して是の如し(13)。

と説かれる。これらから漢訳では“無量寿”を、チベット訳では“無量
光”を用いていることが指摘できる。また御身の色については『大日経
疏』では金色としていることがわかる。さらにこの大悲胎蔵生マンダラに
は観音院があり、西北には馬頭が住している。
瑜伽タントラに配される『金剛頂経』の「遍調伏品」には、「観自在の
頂髻の中央に、自らが仏身を自身として観想すれば無量寿(tshe dpag
med, Amitāyus)と等しくなるだろう(観自在尊勝冠中 観想即是自身相
自身即仏影像因 與無量寿尊無異)」(D.85a, P.96a, T18.p.402c, skt§1571)
とあり、この「遍調伏品」ではサンスクリット、漢訳、チベット訳とも
“無量寿”を用いている。さらにこの「遍調伏品」中には、馬頭が説かれ、
その他には不空絹索観音やターラー尊なども説かれている。御身の色につ
いては、無量寿(tshe tshad med)は赤で妙観察智を象徴し、ẃ華(法)部に
配されている(D.36a, 39a, P.39a, 42b など)。
この『金剛頂経』の註釈であるBuddhaguhya の Tantrārthāvatāra には、
「それからまた、具徳普賢それ自身の自らの本質の差別によって、阿閦と、
宝自在(宝生)と、無量光(’od dpag med)と、不空成就の善逝と名づくる
諸々として」と ’o dpag med とされている。またこの註釈の解釈を示した
Padmavajra は阿弥陀如来(無量光／無量寿)について以下のように述べて
いる。

牟尼なる無量光とは、〔第六〕意識(mano-vijñāna)より成じた妙観察
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智であり、その智の三摩地として加持し顕れたものが無量光如来なの
である。なぜかと言えば、寿命(āyus)と光明(ābhā)とを無量(amita)
に具有しているからである(D.No.208b, P.No.224b、北村 pp.348-349)。

と阿弥陀如来の無量光と無量寿について解釈を示している。これらから
『金剛頂経』では阿弥陀如来はその徳や特徴で表現されているとともに、
無量光と無量寿の特徴を具えた存在であると捉えられていることがわかる。
また同じく瑜伽タントラである『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』には「阿
弥陀(無量寿)は孔雀座に座す」(D.178b, P.202a)とあり、如来の座が示さ
れている。
次いで『悪趣清浄儀軌』に説かれる無量寿と名のつくマンダラについて
考えてみたい。まず普明ヴィルシャナの根本マンダラに次いで釈迦牟尼を
中心とするマンダラが説かれ、その次が断無量業寿マンダラ(tshe dpag
med kyis las kyi sgrib pa rgyun gcod pa’i dkyil ’khor)である。もう 1つは、
12あるマンダラの中の10番目、天部の神々のマンダラが説かれた最後に無
量寿ヤマーンタカマンダラ(tshe dpag med gshin rje ’joms pa’i dkyil ’khor)
として説かれている。先ず断無量業寿マンダラについての説示の中、成就
法を修習した功徳について述べられ、
兆しが如実に出現すれば、月と日(太陽)が存在する限り寿命が延びて
金剛と等しくなり、以後、後世に成ずること疑いなし。兆しが現れな
い時でも世間において無病で、俊敏で、白髪や皺がなくなるであろう。
身体堅固にして百歳の寿命を得るであろう。他にまた念誦したのみで
息災と増益と敬愛〔護摩〕などの所作を考える必要がなくなること疑
いなし(経軌D.76b, P.71b)。

とある。また、無量寿ヤマーンタカの場合は、主尊を取り囲む対告衆が、
短命の有情を長寿にすることと、非時死や悪趣を脱する方法、輪廻に恐怖
する有情を救済するために説示を乞う(経軌D.82b, P.78b)。すると、世尊
の三摩地に等至している金剛手は、諸真言を出生し、無量寿如来を中心と
し東西南北それぞれ金剛手、普観自在無畏施、虚空蔵、忿怒者を配したマ
ンダラを説く。その後、残りの 2つのマンダラを説いた後でこの 3つのマ
ンダラに伴う儀軌として四種護摩(息災・増益・敬愛・降伏)を説く。この
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経軌の中で護摩が説かれるのは、 1番目の普明ヴィルシャナのマンダラが
説かれた後に荼毘護摩が詳細に説かれ、次いで最後の 3つのマンダラが説
かれた後に四種護摩が説かれている。このうち、息災護摩は荼毘を基に、
「白芥子と名前と各真言を混ぜて焼供する。または身体、死骸を焼いた灰、
クンクマ(kum

̇
kuma)、旃檀、米、糖菓を焼供すれば速やかに悪趣より解

脱する(D.207b-208a、P.246a)」と説かれていることから、このマンダラ
以後の 3つのマンダラがより具体的な方便の実践として護摩を設定してい
ることが窺われる(14)。
これらより断業寿マンダラは無病・長寿を得ることを目的として、無量
寿ヤマーンタカマンダラは短命者や非時死に対応するものとして設定され
ていることがわかり、この設定が次の zhi khro(シ・トー)の説示内容と関
連してくると考えられる。
ところで、この経軌にも馬頭が登場する。第 1番目の普明ヴィルシャナ

マンダラの八忿怒使者の一員として、11番目の 4部族転輪マンダラの八忿
怒尊として、12番目の金剛忿怒火炎日輪マンダラの中心尊を取り囲む 8尊
の一員として登場する。
あまり注意を払ってこなかった馬頭であるが、この後の zhi khro(シ・
トー)の儀軌を考える上で重要な意味を持ってくる。

2 ．zhi khro(シ・トー)の儀軌にみる阿弥陀(無量光／無量寿)如来

zhi khro とは、zhi が寂静尊を khro が忿怒尊を意味する。先に述べた
『チベット死者の書』(Bar do thos grul)は、zhi khro を説く大部な経典の
中、死者を導く部分の翻訳である。この zhi khro の儀軌は主にニンマ派
(古派)に伝わった埋蔵経典と言われている。同じく古い宗派であるガギュ
派にもこの儀軌が伝えられているが、筆者はまだその両版を比較しておら
ず、今後の課題とし、今回はニンマ派に関係する資料を用いた。
今回、現地調査に赴く前に北村太道氏が1994年と1995年にネパール在住

のニンマ派 dBang ’dod o rgyan rdo rje phun tshogs 師より zhi khro の灌頂
を授かった際に頂いた 2つの次第をご教授いただいた。それらの次第に阿
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弥陀(無量光／無量寿)如来に関する興味深い記載があったため紹介する。

1 ) ’Pho ba dkar khung ma について
経典名は、Yang zab dkon mchog spyi ’dus las/ ’pho ba dkar khung ma

dang/ ’pho ba khyer bde bcas bzhugs so//(『最深至宝を総集した中、遷移の
風穴と仰せられる〔経〕』)とあることからわかるように、これは臨終の際
に死者の意識を抜き、仏の元に導くための儀軌である(15)。この経の最初
に、
無量光仏に礼拝し奉る。〔とは、〕ここにおいて未修習者が覚者になる
方便道である遷移の教示を体験する中、前・中・後行のうち、先ず前
行は死にゆく無常を思念しつつ、帰依の心を生起することに努め、根
本行は自らの身を本尊とし、明浄なる身となり中央脈管(avadhūti)を
下降して秘処に挿入〔すると観想し、〕口を丸くする。〔次いで〕上昇
して頭頂における梵浄の孔に挿入して、窓(風穴)の口を開く如く〔と
観想する〕。上において、本尊の報恩根本ラマである救世無量光は、
御色は赤、一面二臀で等至されている。
sangs rgyas ’od dpag med la phyag ’tshal lo// ’dir ma sgom par sangs
rgyas par byed pa’i thabs lam ’pho ba’i gdams pa nyams su len pa la/
sngon ’gro dngos gzhi rjes dang gsum las/ dang po sngon ’gro ’chi ba
mi rtag pa bsam zhing skyabs ’gro sems bskyed la ’bad/ dngos gzhi
rang lus lhar gsal ba’i lus nang rtsa dbu ma sba lcag ’bring po tsam pa/
mar sna gsang gnas su gzug cing kha zlum pa/ yar sna spyi bor
tshangs pa’i bu gar gzug cing rgya mthong kha phye ba ltar dkar sang
nge ba yod pa’i/(2a) steng du/ ngo bo drin can rtsa ba’i bla ma la rnam
pa mgon po ’od dpag med sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis
mnyam bzhag mdzad pa/(1b-2a)

とあり、阿闍梨である僧侶は未修習者を導くために、阿弥陀(無量光)如来
に帰依するとある。ここでは ’od dpag med としていることから明らかに
無量光如来を指している。このことから、救済を意味する光の特性を表に
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出しているということが考えられる。さらに言うならば、死者の意識を導
くためには光でなければならない必然性をも含んでいると言えるであろう。

2 ) bLa ma zhi khro’i tshe dbang nskur tshul gyi cho ga／について
この儀軌は、bLa ma zhi khro’i tshe sgrub dang tshe dbang bskul tshul gyi
cho ga ’chi med rdo rje’i rgya mdud ces bya ba bzhugs so//(『ラマ寂静尊・
忿怒尊、寿命成就の灌頂理趣の儀軌 無死の金剛網結と名づくるもの』)と
ある。ネパールでは長寿の灌頂と呼ばれていたとのことである。まず経は
以下のように始まる。

帰命、諸師に帰依し奉る。世尊救世無量寿と不離(不可分)の最勝ラマ
を恭敬し礼拝し奉る。寿命(無量寿)・馬(馬頭)合一の甘露宝蔵の作法
である読誦儀軌をラマの仰せの通り著作されたものである。それによ
ってこの場合、寿命(無量寿)・馬(馬頭)合一甘露、甘露宝蔵ラマが、
シ・トーの寿命成就を自身が実践することと、他者に長寿灌頂をなす
方法は、
namo gu ru bhyah bcom ldan mgon po tshe dpag med pa dang/ /dbyer
med bla ma mchog la gus btud nas/ /tshe rta zung ’brel ’chi med dpal
ster gyi/ /phyag len bklags cho ga bla ma’i gsungs bzhin bris/ /des ’dir
tshe rta zung ’brel ’chi med dpal ster bla ma zhi khro’i tshe sgrub rang
nyid nyams su len ba dang/ gzhan la tshe dbang byed tshul ni/…(1b)

とあることから、無量寿如来と馬頭との関わりが示され、「無量寿と馬頭
の合一」とあることから、一対として捉えられていることがわかる。
また観想していく過程で、無量寿の特徴が以下のように説かれる。
自身が世尊の無量の寿と智慧の救世主であり、御色は赤、一面二臀、
双眼細長にして、二眼は薩埵の見方(観視)で趣の全てに対して慈悲の
眼でご覧になられ、御口は合わせ、受用身の儀容を有し、等至される
両手の上に不死甘露を満たす長寿瓶を執持している〔と観想する〕。
rang nyid bcom ldan ’das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa
sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis spyan dkyus ring zhing
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spyan(6a)gnyis sems dpa’i lta stangs kyis ’gro ba mtha’ dag la thugs
rje’i spyan gyis gchigs shing zhal ’dzum pa longs spyod rdzogs sku’i cha
lugs can/ phyag gnyis mnyam gzhag gi steng na ’chi med bdud rtsis
gang ba’i tshe’i bum pa ’dzin pa/(5b-6a)

このように説かれ、阿弥陀(無量寿)如来は智慧と寿命の救世主で、赤色、
定印を結び、その掌の上に甘露瓶を持つ特徴が説かれ、行者自身がそれ自
身になると観想する。そして観想の中で、阿弥陀(無量寿)の頂髻に様々な
菩薩方が在ると観想するが、その中に馬頭が説かれる。その形容は以下の
ようになる。
その頂髻に世尊馬頭自在王〔がおいでになる〕。御色は赤、一面二臀、
忿怒相を具え、頭頂に緑色の馬が標幟され、右手に白い髑髏杖を虚空
に挙げて、左手は胸に期剋印を結び、御足の右は屈曲し、左は展じて
おられる。〔背景に〕八大寒林(墓地)を以って御身を飾り、その頭頂
の髻に救世主無量寿〔を戴く〕。その(無量寿)の頭頂の髻に法身無量
光が等至した〔その定印の掌〕の上に長寿瓶を持っておられる。御足
は金剛趺坐で安住し、土石を積み重ねるように安住される。各々の胸
から光明を舒遍して、伝承のラマと仏と菩薩の一切衆を勧請する。
(中略)om

̇
āh
̇
hūm
̇
hrīh
̇
hrīh
̇
“無量光は一切趣を随護され、救世主たる

無量寿は趣に不死(amara)を授与し給え。馬頭自在王は趣の障碍を除
去され、パドマサンバヴァは濁世(五濁悪世)の趣の救護を、トンタン
ギャルポの懇請は、欺きなく啓請するように逆縁や障碍を除去される
よう加持し給い、不死の悉地を授与し給え”。
de’i dbu’i spyi po’i gtsug tu bcom ldan ’das rta mgrin dbang gi rgyal po/
(8b)sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa khro bo’i rnam pa can
spyi gtsug tu rta mgo ljang gus mtshan pa/ phyag gyas thod dbyug
dkar po nam mkha’ la ’ phyar zhing/ phyag gyon thugs kar sdigs
mdzub mdzad pa/ zhabs gyas bskum gyon brkyang/ dur khrod chas
brgyad kyis sku la brgyan pa/ de’i dbu’i spyi bo’i gtsug tu mgon po tshe
dpag med/ de’i dbu’i spyi bo’i gtsug tu chos sku snang ba mtha’ yas
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rnams phyag mnyam gzhag gi steng na ’chi med tshe’i bum ba bsnams
pa/ zhabs rdo rje’ i skyil mo krung gis bzhugs (9a) pa/ rnams tho
brtsegs su bzhugs pa’i so so’i thugs ka nas ’od ’phros/ brgyud pa’i bla
ma dang sangs rgyas dang byang chub sems dpa’i tshogs thams cad
spyan drangs/ (中略)om

̇
āh
̇
hūm
̇
hrīh
̇
hrīh
̇
snang ba mtha’ yas ’gro kun

rjes su skyong/ /tshe dpag med mgon ’gro la ’chi med ster/ /rta mgrin
dbang rgyal ’gro ba’i bar chad sel/ /padma ’byung(9b)gnas snyigs
dus ’gro ba’i skyabs/ /thang stong rgyal por gsol btab slu ba med/
/gsol ba ’di bas so ’gal rkyen bar chad sol(selの過りか)/ /byin gyis
rlobs shig ’chi med dngos grub stsol/(8a-9b)

と、このように説かれ、観想の広がり(広観)の中で無量光／無量寿、馬頭
やパドマサンバヴァ、グルまでをイメージしていくことがわかる。そして
重要なことは、阿弥陀如来の一側面である無量光は一切衆生に随順し加護
する役割を、無量寿は不死の役割を、馬頭は障碍を取り除く役割をそれぞ
れ担っていることである。
次いで観想の中の広がりがまた自身に集約(収斂)してくる様を以下のよ
うに説く。
合掌して、語として根本伝承ラマの祀り守護神であるダーキニーによ
って威力と能力の加持勢力を生起して、逆縁・病気・悪い執着・罪悪
の障碍を浄めることと、寿と智・無死の悉地を授与し給え、と啓請し
て、法身無量光が光明に溶け込み、救世主無量寿に染み込み、それが
馬頭自在主に染み込み、それが阿闍梨リンポチェ・パドマサンバヴァ
に染み込み、それが大成就者タントン様に染み込む。
thal mo sbyar te/ ngag tu/ rtsa brgyud bla ma yi dam mkha’ ’gro yis/
/mthu dang nus pa’i byin rlabs dpung bskyed nas/ /’gal rkyen nad
gdon sdig sgrib byang ba dang/ /tshe dang ye shes ’chi med dngos
grub stsol/ /zhes gsol ba btab pas/ chos sku snang ba mtha’ yas ’od du
zhu/ mgon po tshe dpag med la thim/ de rta(13a)mgrin dbang gi
rgyal po la thim/ de slob dpon rin po che padma ’byung gnas la thim/
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de grub chen thang stong rgyal po la thim/ de rdo ring kun spangs
chen po la thim/ (12b-13a)

以上の経軌の説示より、zhi(寂静尊)は阿弥陀(無量光／無量寿)であり、
khro(忿怒尊)は主に馬頭がその役割を担っていることがわかる。この忿
怒尊の馬頭であるが、馬頭も観音部の一員である。観音菩薩は阿弥陀如来
の化身であり、如来の働き手である。その馬頭が障碍を除く忿怒尊として
ここに説かれることは大変興味深い。
Evance Wentz 氏による英訳の『死者の書』も、和訳で紹介されている

ものも死者が死後の四十九日にどのような仏に遭遇するのかについて説か
れたものであるため、死後 7日目までは寂静尊、 8日目以降は忿怒尊とし
てヘールカ尊に遭遇することが説示されている。しかし今回、筆者が事前
に教授を受けていったものは、成就者に対する灌頂次第であったため、ど
のように仏と一体になり、救済者となり得るのかという点で説かれたもの
である。そこから zhi・寂静尊としての阿弥陀(無量光／無量寿)如来の役
割と、khro・忿怒尊としての馬頭尊の役割が明らかになった。この視点
がラダックの寺院調査に大いに役立つこととなった。

3 ．ラダックに見られる普明ヴィルシャナと阿弥陀(無量光／無量寿)如来

西チベットのラダック地方は、3000mを越える山岳・高原地帯で、この
地域の東南から北西に向かってインダス川が流れる。インド領に属してい
るため、本土のように中国共産党政権下の影響を受けなかったことから、
古いチベット文化が残っている。古くからチベット系仏教徒とムスリムの
人々や、インド系やモンゴロイド系の人々も暮らす地域である。パキスタ
ンとの国境近くでもあることから、最近は国境警備のためインド軍の駐留
が年々その規模を増しているように感じた。皮肉なことにインド軍の駐留
により、道路や建物が整備され快適に旅をすることができるようになって
いる。
このラダックで2017年 8 月 6 日から10日にかけて現地調査を行った。今
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回、前述したように『悪趣清浄儀
軌』の本尊である普明ヴィルシャナ
と阿弥陀(無量光／無量寿)如来に着
目して現地の寺院調査を行った。
まず、ディグン・カギュ派の総本
山であるピャン・ゴンパ(phyi dbang
dgon pa)を訪れた。『死者の書』
(Bar do thos grol)に基づく死者儀礼
の中で、死者の意識を遷移すること
のできる僧侶はラダックに 2名いる
そうであるが、そのうちの 1名がこ
ちらの座主であるトクダン(rTogs
ldan)・リンポチェである。この寺
院の本尊は『悪趣清浄儀軌』の主尊
である普明ヴィルシャナ如来である。

そして我々が見学することができ、僧侶が日々の勤行をしている僧坊の本
尊は無量寿如来となっている。そして壁面には金剛界系の四仏が描かれて
いる。
次いでアルチ地方に近いマンギュ・ゴンパを訪れた。ザンスカール川か
ら山側に入り、細い道を辿っていった先に小さなお堂のようなお寺があり、
地域の人々の協力のもと、 1名の僧侶が管理していた。本尊は普明ヴィル
シャナ如来であり(図 2 )、背後には金剛界系(図 3 )、悪趣清浄系のマンダ
ラ(図 4 )が描かれていた。
正面横左右に人が一人入る程度の小さなお堂があり、そこには大きな観
音菩薩(左 図 5 )と四臂観音立像(右 図 6 )があり、世間の救済を意図した
構造になっていることが窺われる。この普明ヴィルシャナ堂の隣にもう一
つお堂がある。今回は開けていただくことができず、見学が叶わなかった
が、ガイドブックによると、悪趣清浄系マンダラと無量光のマンダラの壁
画があるという(16)。こちらも今後、詳細にみていくことが必要である。
アルチの壁画に比べて作品の線質に勢いがなく、同時期または少し時代が
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図 1 ピャン・ゴンパの阿弥陀如来



下るものと考えられるが、リンチェンザンポゆかりのアルチ地域に『悪趣
清浄儀軌』系の作例が残っていることが興味深い。
次にティクセ・ゴンパ(khrig rtse dgon pa)を訪れた。15世紀に建てら
れたゲルク派の美しい寺院である。こちらは 3回目の訪問になるが、今回、
訪れると、入り口を入ってすぐに小さなチベット医学の診療所が作られて
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図 2 マンギュ・ゴンパの普明ヴィルシャナ如来

図 3 マンギュ・ゴンパの金剛界マンダラ
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図 4 マンギュ・ゴンパの普明ヴィルシャナマンダラ

図 5 マンギュ・ゴンパ観音立像 図 6 マンギュ・ゴンパ四臂観音立像



おり、そこの僧侶で医
師でもあるラマに話を
伺うことができた。 1
年ほど前よりこの診療
所を開き、チベット医
学に基づいた診察と治
療(薬の処方)を行って
いるとのことであった。
これもまた寺院の命と
の関わり方を見たよう
に感じた。
また今回、改めて気
がついたことがあった。
本堂の御本尊脇のガラ
スケースの中に、中央
は阿弥陀如来、向かっ
て右はターラー尊、左
は仏頂尊勝母が祀られ
ており、これも阿弥陀
を中心とする信仰形態
の現れであると思われ
る。この三尊はチベットにおいて長寿三尊(tshe lha rnam gsum)と呼ばれ、
信仰の対象になっている。
続いて、ストク・カル(stog mkhar)王宮でも阿弥陀信仰を窺わせる尊
像配置を目にすることができた。こちらは現在、博物館になっており、王
家の人々は別のところで生活しているとの説明があった。写真撮影は禁止
であったが、本尊ではなかったことと、研究者であることを伝え、特別に
許可を頂いた。ティクセー・ゴンパとは左右異なっているが、これも阿弥
陀如来を中心にターラー尊と仏頂尊勝母が並ぶ形式であった。
さらにこのゴンパ・ラカン(sgom pa lha khan)の右側のケースの中に、
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図 7 ティクセー・ゴンパのチベット医学の診療所

図 8 ティクセ・ゴンパ 阿弥陀如来(中央)、
右はターラー尊、左は仏頂尊勝母



阿弥陀如来と並ぶ赤色の馬頭の像を見ることができた。先のニンマ派の次
第に見られた形で尊像が作られ、実際に信仰されている様子を確認するこ
とができた。このような尊像配置は、ここが王宮であったことと深く関わ
っていると思われる。王が無病であり、長寿であることが祈願されていた
であろうことは容易に想像がつく。そのような場にこの尊像が見られるこ

とはごく自然なことで
はあるが、教義を示す
形が実際に見られたこ
とは大切な意味を持つ。
またこの他に無量寿
の甘露瓶(図11)も数点
見られ、阿弥陀信仰の
様子が窺われた。
さらにこの王宮の敷
地内にあるチョルテン
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図 9 ストク・カル 阿弥陀、ターラー尊、仏頂尊勝母像

図 10 ストク・カル 阿弥陀如来と並ぶ馬頭



(mchod rten；仏塔)は、他では見られない特徴を備えていた。
通常、チョルテンには五仏が描かれたり、獅子座が描かれたりすること
が多いが、こちらのチョルテンは四方に孔雀が描かれていた(図12)。孔雀
は阿弥陀如来の座として知られており、この王家に阿弥陀信仰があったこ
とを窺わせる。これを見ると比較的新しく見え、最近になって新たに作ら
れたものか、塗り直されたものかはわからないが、いずれにしてもこの王
家の阿弥陀信仰を窺わせるチョルテンである。
最後にマト・ゴンパ(mang spro dgon pa)を訪れた。ここはサキャ派の
寺で15世紀前半に建てられたと言われている。今回で 2回目の訪問になる
が、今回新たな気づきがあった。それは、このドゥカン・ニンパ(du khang
nying pa)の壁に描かれている仏画の中に普明ヴィルシャナが描かれてい
ることは承知していたし、以前にも写真に収めているが、無量寿如来と並
んでいたことである(図13)。前述したように、『悪趣清浄儀軌』には無量
寿を冠するマンダラが説かれることから、描かれていても不思議はなく、
金剛界系の五仏のうちの一尊としてとも考えられなくはないが、なぜ無量
寿だけなのかと疑問には思っていた。しかし今回改めて並んだ姿を見てい
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図 11 ストク・カルの無量寿甘露瓶 図 12 ストク・カル 孔雀座の仏塔



て(図13)、この地域の
救済観の一端を見たよ
うに感じた。そして、
この無量寿如来の左側
には馬頭が描かれてい
る。このことから、こ
の無量寿は『悪趣清浄
儀軌』系の無量寿とい
うよりは、zhi khro の
儀軌系の無量寿として
捉える方が自然である
ようにも感じる。また
この壁面の向かい側に
は四臂観音と薬師如来
が描かれており、作例
としては新しいものの
現世の苦しみ・悩みに
応える尊像配置になっ
ていることがわかる。
またこの寺の一部も博

物館になっており、その一部屋に経典が納められ、一幅の新しいタンカが
掛けられていた。それもまた阿弥陀如来を中心に、白ターラー尊と仏頂尊
勝母の長寿三尊が描かれていた(図14)。
さらに僧坊の隣りの部屋に新しい仏像が祀られていた(図15)。それは巨
大な普明ヴィルシャナ如来であり、現在でも阿弥陀信仰と脱悪趣を願う信
仰が脈々と続いていることを窺い知ることができた。
以上、限られた日数と高山地帯という条件の中で訪問したため、限界が
あるものの、これらの寺院の中に、衆生の救済と信仰に応える形で現在も
宗教活動が営まれていることに深い感慨を覚えるとともに、普明ヴィルシ
ャナ如来、阿弥陀(無量光／無量寿)如来、馬頭というキーワードによって
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図 13 マト・ゴンパの無量寿如来と普明ヴィルシャナ

図 14 マト・ゴンパ 仏頂尊勝母、無量寿如来、白ターラー尊



導かれた出遭いであっ
たようにも感じている。
最後に、このラダッ
クにはインド政府の保
護で仏教研究センター
(Central Institute of
Buddhist Studies)が作
られ(図16)、幼い僧侶
の学習施設であると同
時に、一般のラダック
の子供達も仏教周辺の
学問を学ぶ施設になっ
ており、チベット医学
のコースや、仏教美術
(タンカや仏像制作な
ど)のコースがあった。
その施設も見学させて
いただいたが、仏像制
作のコースを訪ねた時、
制作途中の普明ヴィル
シャナ如来像を見つけ
た時には、現在も脈々
と続く伝統文化を実感
することができた(図
17)。

西チベット・ラダック地方の葬送儀礼にみる命( 1 )(中島 小乃美)

19

〔抄 録〕

図 15 マト・ゴンパ 普明ヴィルシャナ如来坐像

図 16 Central Institute of Buddhist Studies

図 17 製作中の普明ヴィルシャナ像(中央)



ま と め

本稿は阿弥陀(無量光／無量寿)如来の役割について、『悪趣清浄儀軌』
とBar do thos grol(『チベット死者の書』)を中心に若干の考察を試みると
ともに、西チベット・ラダック地方の寺院に祀られている仏像、壁画など
を含めて、現地の信仰という点から概観した。
ツルティム・小谷氏の研究の中で、チベットの一般の人々の信仰は浄土
信仰と言えると指摘されているが(17)、ラダックの調査の中で、この地方
の宗教文化の根底には浄土思想が確かに存在し、現在も信仰されているこ
とを実感することができた。またニンマ派の儀軌次第から、阿弥陀如来は
無量寿として長寿と、無量光により死者を救済する光として捉えられ、ま
た馬頭は障碍を除く存在として捉えられることかわかった。そして現地で
も尊像として無量寿如来と並んで配置されていたことから、この zhi khro
の儀軌に因んで作成されたことを窺い知ることができる。またこの馬頭は
『大日経』、『金剛頂経』、『悪趣清浄儀軌』にも見られる尊格であるが、な
ぜ他の忿怒尊ではなく馬頭なのかはまだわかっていない。これは今後の課
題である。ともあれ、zhi khro の儀軌の全体像の詳細はまだ明らかにされ
ておらず、現地調査も含めてもう少し奥に入った調査が必要である。
また、この報告では触れることができなかったが、今回チベット医学の
病院も訪問し、医師にお話を聞くことができた。現在も 1日30〜40人の患
者を診察しているとのことであり、受診されている患者の方々も含めて伝
統医学からみた命の営みや、シャーマンの治療(18)、さらには生の視点か
ら出産時にともなう儀礼なども視野に入れて(19)、このラダックにおける
命の営みを捉えてみたいと考えている。死者儀礼だけではなく、これら全
てを通してこの地方のチベット仏教という宗教文化にみる生老病死の営み
が明らかになるとともに、当地の輪廻転生観と生命観を明らかにできるの
ではと考えている。

キーワード：チベット死者の書、葬送儀礼、無量寿、阿弥陀仏、悪趣清浄儀軌
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〈略号〉
『悪趣清浄儀軌』:
De bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rjogs pa’i sangs rgyas ngan song thams
cad yong su sbyong ba gzi brjod kyi rgyal po’i rtag pa//(D.No.438.ta, P.No.116.ta)
『悪趣清浄字義釈』:
Ngan song sbyong ba’i don gyi ’grel//(D.No.2624.cu, P.No.3451.ku)

『金剛頂経』(仏説一切如来真実摂大乘證三昧大教王経):
De bzhin gshegs pa thams cad kyi de kho nan yid bsdus pa zhes by aba theg pa chen
po’i mdo//(D.No.479.nya, P.No.112.nya, T18.No.882, 885)
『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』：
gSang ba rnal ’byor chen po’i rgyud rdo rje rtse mo//(D.No.480.nya, P.No.113.nya)

北村：
北村太道・タントラ仏教研究会『全訳 金剛頂大秘密瑜伽タントラ』超心書房、
2012年。

『大日経』(大毘廬遮那現等覚神変加持経):
rNampar snang mdzad chen po mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par
sprul pa byin gyis rlob pa shin tu rgyas pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po zhes bya
ba’i chos kyi rnam grangs//(D.No.494.tha, P.No.126tha, T18.No.848)
『大日経広釈』:
rNam par snang mdzad mngon par byang chub pa’i rgyud chen po’i ’grel bshad//
(D.No.2663nyu, P.No.3490cu)
A ; Buddhaguhya, T ; gZhon nu dpal

『大日経疏』：
一行『大毘盧遮那成佛經疏』(T39.No.1796)

Skt§：
堀内寛仁『梵蔵漢対照・初会金剛頂経の研究 梵本校訂編』上下、密教文化研究
所、1983、1974年。

〈注〉
( 1 ) 拙著『『一切悪趣清浄儀軌』の研究』起心書房、2012年。
( 2 ) 一切智ヴィルシャナと訳されることもある。
( 3 ) 拙稿「『一切悪趣清浄儀軌』における無量寿如来について」『仏教学セミナー』
85、2007年。

( 4 ) 河邑厚徳、林由香里：仏典に秘められた死と転生 チベット死者の書、NHK
ライブラリー、1995年。DVDジブリ学術ライブラリー NHKスペシャル チ
ベット死者の書、ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エンターテイメント、

西チベット・ラダック地方の葬送儀礼にみる命( 1 )(中島 小乃美)

21

〔抄 録〕



2009年。
( 5 ) W.Y.Evans Wentz, The Tibetan Book of the Dead, Oxford University Press
paperpack, 1960.

( 6 ) ラム・ダス(Ram Dass)は彼の瞑想の師から与えられた名前で神の下僕の意味。
( 7 ) https://www.livingdying.org/intro/2017年11月 3 日16:00アクセス。
( 8 ) Robert A.F.Thurman:The Tibetan Book of The Dead,Quality Paperback Book
Club, 1998. ロバートA.F. サーマン著、鷲尾翠訳『現代人のための「チベット死
者の書」』朝日新聞社、2007。

( 8 )『大正新脩大蔵経』39巻、p.622c。
( 9 ) カール・ベッカー『死の体験 臨死現象の探求』法蔵館、1992年、pp.194-211。
(10) 川崎信定訳『原点訳 チベット死者の書』ちくま学芸文庫、1993年。中沢新
一『三万年の死の教えᴷチベット『死者の書』の世界』角川書店、1996年など。

(11) ツルティム・ケサン、小谷信千代「チベットの浄土教ᴷ民衆の信仰ᴷ」『浄土
教の思想第 3巻ᴷ龍樹・世親・チベットの浄土教・慧遠』、講談社、1993年。

(12) 平岡宏一訳『ゲルク派版 チベット死者の書』学習研究社、1994年。
(13) 漢訳では、「次於西方観無量寿仏 此是如來方便智 以衆生界
無尽故 諸仏大悲方便亦無終尽 故名無量壽 梵音爾爾名為仁者 又以降四魔
故名為勝者 故偈具翻其義 謂之仁勝者 此二仏亦作真金色 稍閉目下視 作
寂滅三昧之形 諸仏例如是也」(T39巻、p.622c)とある。

(14) 荼毘護摩についての詳細は前掲( 1 )を参照されたい。
(15) このポワについては、小野田俊蔵「チベット人の葬儀」『アジアの伝統におけ
る癒しと救いᴷアジアの宗教的伝統に学ぶ』玉川大学出版、2001年、pp.
172-185 に実際の葬送儀礼について詳細な研究がある。

(16) 高木辛哉『旅行人ウルトラガイド ラダック』旅行人、2001年、p.102。
(17) 前掲(11)ツルティム・小谷 p.208 には「チベットでは、出家者たちはおおむ
ね、戒律を守り、学問に励み、瞑想を凝らし、その生涯の内に自ら悟りを開く
ことを期待して、厳しい僧院生活に耐えている。他方、家庭にあって、ことさ
ら仏教の学問や修行を行うことのできない一般の人々は、出家者のように現世
で悟りを開くことを期待するわけにはいかない。したがって、阿弥陀仏をはじ
めとする諸仏を信仰し請願し、自己の罪を懺悔し、善根を回向し、諸仏の慈悲
力によって、死後その浄土に生まれさせてもらい、そこで仏より教えを受けて
学んで、ついには悟りを開くことを期待するというのが、一般の人々の大半が
営んでいる信仰生活である」とある。

(18) インド・チベット研究会『チベット密教の研究ᴷ西チベット・ラダックのラ
マ教文化についてᴷ』種智院大学密教学会、1983年の中で、佐藤久光氏の報告
がある(pp.397-479)。また山田孝子『ラダックᴷ西チベットにおける病と治療
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の民族誌』京都大学出版会、2009年にも報告がある。拙稿「インド・ラダック
地方に伝わるシャーマンの伝統治療と看護」『公立学校法人奈良県立医科大学医
学部看護学科紀要』 4号、2008年、pp.71-75 でも報告している。

(19) ラダックの出産については、前掲書(18)の山田氏の著書に報告がある。
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