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０．はじめに

美惠

『法門備忘録』
（Chos kyi rnam grangs kyi brJed byang, abbr. J）は，チベット仏教前伝期
の大校閲翻訳師で，デンカル目録（824 年）の編纂者でもあるカワ・ペルツェク（sKa ba
dpal brtsegs）等によって編まれた仏教語釈集であるが，成立年代については未だ明らか
になっていない．筆者はこれまで，814 年に王名により定められた翻訳規則に基づいて編
纂された欽定語釈集『二巻本訳語釈』
（
『難語釈』または『中集』
．sGra sbyor Bam po
gnyis pa, abbr. GB）や，
『大集』とも呼ばれる欽定語彙集 Mahāvyutpatti（abbr. MVP）と
J との関係を調査してきた（１）．
それにより，J の見出し語は MVP と８割が一致するにも関わらず，GB の採用術語と一
致するのは半数程であり，その語釈はかなり異なるうえ，J の方が詳しいことも明らかになっ
た．GB の編纂に大校閲翻訳師・イェシェーデ（Ye shes sde）が深く関わっていたことは，
同書前序の記述ならびに本文の語釈の一部を彼の『見差別』
（殊に敦煌写本．北京版は増広
が著しい）に依拠していることからも窺える（Cf.『二巻本』16-19）
．GB が引用しているの
は「第３節

仏の功徳をさす名称のうち，無等等蘊と智慧と三身について」説く節であり，

ここで四智を仏の受用身・変化身として語釈している．この説は玄奘が七世紀前半にインド
から伝えた説と同じ系統であり，玄奘より少し前の安慧や戒賢の伝える説はこれとは異なる
（大竹 2005, 36）
．玄奘と（即ちイェシェーデとも）同系統の説を展開するのが『十地経論』
の注釈を著したスーリヤシッディ（Sūryasiddhi）であり，ペルツェク訳が大蔵経中に現存
する．また
『十地経論』
そのものはペルツェクとイェシェーデ両人によって翻訳されている（２）．
以上のことを踏まえ，J と GB との関係を探るため，本稿ではまず J と GB 双方で語釈があ
る術語のうち，菩薩の修行階梯を示す「菩薩の十地」を取り上げる．

１．十地の思想
菩薩の修行階梯を十種類に分けた十地が説かれるのは『十地経』以後であるが，十地思想
に関して，龍山（1982）を参照しその流れをおさえておく．
仏の修行階梯としての十地は『大事』に説かれる（３） が，これは仏伝の一部である（４）．
般若経典の十地思想は『大事』を前提とし，
『摩訶般若波羅蜜経』
「発趣品第二十」に現れる
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乾慧地等の十地説は声聞乗に七階，菩薩乗に二階を分けたもので，声聞・独覚・菩薩の三乗
思想に基づいてそれらを段階的に眺めたものと言える．また『大事』が『十地経』に影響を
与えたことは，
『大事』の第七地・難勝（Durjayā）が『十地経』第五地・難勝（Sudurjayā）
として残っていることからも窺える．従って，菩薩の十地の思想は「般若経発趣品に説く如
き菩薩の修行法を整理し，大事の十地説より菩薩行を加え」
，
「菩薩の修道上缺くべからざる
教説を適宜に案配して」成立したもの（龍山前掲書, 5, 12-16）と言える．
七世紀に現れた中観帰謬論証派の論師・チャンドラキールティの『入中論』は，この菩薩
の十地を十波羅蜜に結びつける『十地経』に則り，悲心を持って菩提への道を歩む修行者の
階梯を詳説した論書であり，特に第六章では空思想を他思想と比較し宣説して，十一世紀以
（芳
後のチベット仏教に多大な影響を与えた（５）．同書は前伝期に編まれた『デンカル目録』
村 1974）には記載がないため，この時期にチベットに齎されていたかどうかは明確には言
えない．J でも，菩薩の十地を十波羅蜜と関連付けて解説していることから，J と同書との
関係を探ることは意義があろう．
GB においても菩薩の十地を取り上げているが（６），十地を十波羅蜜と結びつけておらず
語釈が重ならないため，異なる典拠から解説していることが予想される．本稿ではこれらに
着目し，十地の内容の一つ一つを吟味して J と GB との相違を明らかにしながら，その引用
典拠を探ることで J と GB の術語解釈の相違について検討する手がかりとしたい．

２．十地の内容
J（291a3-4）では十地は十波羅蜜の語釈に続き，十波羅蜜と関係付けて解説されている．
因果の位階であるもの〔即ち〕菩薩の十地は何か？と言うのは，波羅蜜は因であって，十
地は果であるので，続いて述べるのが正しい．何故なら「関係している」と言う言葉〔があ
るから〕である．
「十地は何か？」というのは前のものを引いてきて，実際はあとで出て来る
ものと結びつけている（７）．

これに対し GB では，
「菩薩」の語義解釈のあとに掲載され，十波羅蜜との関係では説明
されていない．GB の十波羅蜜は立項こそされているが（GB 171）
，布施等十種の名目を記
すのみで，一つ一つに対する詳説はない．このような GB だが，十地に関しては J には見ら
れない「地」そのものに対する解説もある．
GB 67（MVP 887; S 885）sa bcu
daśabhūmi というのは，
「十地」である．即ち，上の地の功徳を得るための所依となり，また，
その地自身が功徳の基体であるので，「地」と言われる（８）．

「地」の説明は，以下の論書にも見られる．
『入中論註』
（
『自註』
：dBu ma la 'jug pa'i
bshad pa, abbr. BS）には
諸菩薩の無漏の智慧は悲などによって完全になっているもの〔だが〕部分に区切れば“地”
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と言う名前を得る．即ち，功徳の拠り所となるからである．それにまた上に上るに従い功徳
の量と，超絶した力の獲得と，布施などの卓越した波羅蜜と，異熟の増長という特質によって，
歓喜地などの区別で十種類に設定されているが（後略）（９），

『中辺分別論釈疏』
（abbr. MAVT
）（10）では
・
そのうち，節目の区別は法界の遍在などの意味に熟達することによるが，更に上にのぼる
修行の足場を形作ることにより，さらにまたそれより生ずる功徳の基を形作ることにより，
「諸
地」であるという（11）．

GB は「地」の説明に関して，
「上の地の功徳を得るための所依」であり「功徳の基体」
であると解釈する．BS は「功徳の拠り所」であることを説く一方，
「地」を「完全なものの
区分」と説いている．この「地」の説明のあと「菩薩」に関しても解説しており，構成にお
はイェシェーデによって翻訳されているが，
BS 同様の「節
いてはよく似ている．また MAVT
・
目の区別」にも触れる他，地が「修行の足場」であり「功徳の基」であることも述べている
点で GB に近い。

２- １．歓喜地
以下，J，GB の語釈を掲載したあと，十地に関して参照したと思われる文献を挙げていく．
J（291a4-7）
：
それには，
「第一地は歓喜〔である〕」というのは，例えばある貧しい人が如意宝珠を見つ
けたら，
「前には見たことのないこんな最上の如意宝珠を手に入れた」と非常に歓喜するのと
同じように，以前には見たことのない法界をありありと見たり，自と他の利益を円満させる
ことが出来る．つまり，布施を完成して無量の特別な歓喜が生じるから，歓喜の第一地と言
われる（12）．

GB 68（MVP 888; S 886）rab tu dga' ba：
第一地 pramuditā と言うのは，それ以前には見たこともない大きな利益である，出世間の
心を獲得し，菩提に近づき多くの衆生の利益が成就されたことをご覧になって，大きな喜び
が生じるので，
「歓喜地」といわれる（13）．

SCS（1042）:
自他の利益を円満する無上の聖なる地を最初に得るので、広大なる最上の喜びであるから、
歓喜地という（14）。

『解深』（15）
（704a14-15）
：
成就大義得未曾有出世間心生大歓喜．是故最初名極喜地．

MSA（181. XX-XXI 32）
：
菩提に近づいたことと衆生利益の成就とを見ることによって，強い喜びが生じる．それ故に，
歓喜と言われる（16）．
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SCS の「自利利他円満」は J で説かれる．BS（622）も「無上の喜びを供え」
「布施を喜
ぶもの」であり，
「最勝の拠り所」で「この歓喜は，水晶の宝珠のようにあらゆる深い闇を
除いたのち勝ち得るもの」と説き（同 625）J に近い．今のところ同様の文章は他典籍には
見られないため，BS そのものでなければ，BS が依拠した典籍を J は参照していたと考えら
れる．
GB の前半部は『解深』
（本稿では，簡潔な漢訳を参照する）の表現が近い．また後半部
は MSA に同様な一文が見られる．

２- ２．離垢地
J（291a7-8）:
第二は無垢（離垢）地で，垢〔と〕は輪廻の教えを喜んだり小乗を喜ぶことである．さら
にまた不善をおこなったり，
慈悲がないことである．その二つの垢が第二地の時にはないので，
「無垢」である．或はまた戒を完成するから，夢の中でも悪戒の業を行わないので「無垢」と
いう（17）．

GB 69（MVP 889; S 887）dri ma med pa：
第二地 vimalā というのは，戒を破った微細な罪に至るまで清浄になっているので，
「離垢地」
といわれる（18）．

SCS（1042）:
すべての悪戒から起きた煩悩のあらゆる垢を除く戒は清浄であるから，無垢〔地〕である（19）。

MSA（181. XX-XXI 33）
：
邪な行いに耽る垢から離れているので，離垢地という（20）．

BS（626）：
それは円満な戒〔と〕清浄な功徳を備えているから，夢において破戒の汚れを捨てている（21）．

BKF（225. 9-11）
：
その地では，微細な過失を全く犯すことがなく，破戒のすべての垢を離れることから，こ
の地は「離垢地」と言われる（22）．

MSA は「垢から離れている」という点で，また BS は夢の中の破戒について触れている
点で J と共通する．一方，
「微細な過失」について言及している BKF や同様に説明する『解
深』（704a15-16：遠離一切微細犯戒．是故第二名離垢地．
）
，一方「清浄になる」ことを明示
する SCS は，GB に近い．

２- ３．発光地
J（291a8-b1）:
第三地「光を発する（発光）
〔地〕」は，忍波羅蜜が完成したことによって，身体と命も顧
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みないで聞を追求して自他の無知を排除し，智慧を得たことが発光という（23）．

GB 70（MVP 890; S 888）'od byed pa：
第三地 prabhākarī というのは，声聞と独覚の地を越えたところの清浄なる三昧の蘊である
知恵の大いなる光明の場所へと転じ得るので，「発光地」といわれる（24）．

SCS（1042）:
聞などの法が顕現するようになるから「発光」である。すなわちそれは忘れないからであ
る（25）。

BKF（225. 19-20）
：
それらの禅定を得ることにより，この地は無量の出世間智が顕現するから発光地と言われ
る（26）．

BS も J のように身体を傷つけるものに対する忍辱が説かれるが，この箇所は完全には一
致しない．
「聞」に言及しているという点で SCS は共通する。GB についても BKF にいく
らか近いと思われる上述の表現があるが，こちらも直接参照したとは言いがたい．

２- ４．焔慧地
J（291b1-2）:
第四地は「光が〔自然〕に出る（焔慧）地」で，精進波羅蜜が完成されたことによって，
菩提分法を修習したことから，火のような智が生じたために，草木のような煩悩を焼いてし
まったので，
「焔慧」という（27）．

GB 71（MVP 891; S 889）'od 'phro can：
第四地 arcis
matī というのは，煩悩を焼く〔ものであるところの〕菩提分の火の光を発する
・
ので，
「焔慧地」といわれる（28）．

SCS（1042）:
煩悩の薪を焼く慧を備えるから「発光をもつもの（発光するもの）」である（29）。

BKF（226. 5-7）
：
この地は煩悩の薪を燃やすことが出来る菩提分法の焔が起こるから，光焔をそなえる（焔
慧地）と言われる（30）．

MSA（182. XX-XXI 34）
：
菩提分法は，焔のように焼き尽くすから，その地では〔煩悩障と所知障の〕二つを焼き尽
くすと言う点から焔慧〔地〕という（31）．

BS はこの第四地と第五地に関して，それぞれ精進波羅蜜や禅定波羅蜜と関連づけて説明
するが，J と完全には一致しない．BKF，MSA は「
〔煩悩を〕焼く」という比喩が両書と共
通する．SCS の「慧を備える」と言う表現は両書ともに見られない．
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２- ５．難勝地
J（291b2-b4）
：
第五は「行うことが難しい（難勝）〔地〕」で，禅定波羅蜜が完成したことによって，無分
別の智が三昧中でも衰えず，有情の利他行をなすことも中断しない〔が，この〕両者を平等
に行うことは非常に困難であるので，「行うことが難しい（難勝）」という（32）．

GB 72（MVP 892; S 890）shin tu sbyang dka'：
第五地 sudurjayā というのは，声聞と独覚を越えたところの四聖諦を修習し，輪廻と涅槃
の両者に住さない般若を，完全に清浄にし修習することは非常に難しいので，「征服しがたい
地」或いは「成就しがたい地」をさす．即ち「難勝地」といわれる（33）．

SCS（1042）:
出世間の法は方便において勝れているので圧倒することが非常に難しいから「難勝地」で
ある（34）。

BKF（226. 12-16）
：
この地では，
方便に摂められた菩提分の修習を完成すること〔に〕は極めて勝利し難いから，
「極めて勝ち難い地（難勝地）
」という．この地では，〔四〕諦の行相を多く修習するから，禅
定波羅蜜が極めて増上する（35）．

J, GB とも BKF の表現に近い．

２- ６．現前地
J（291b4-5）：
第六地は「現前」である．つまり，般若波羅蜜が完成したので，縁起と〔不〕生・不滅を
実際に体験しているので，
「現前」と言われる（36）．

GB 73（MVP 893; S 891）mngon du gyur pa：
第六地 abhimukhī というのは，般若波羅蜜に依止することによって，輪廻と涅槃の両者に
住さず，無相に自らの本性によって入る智慧に多く住し，目の当たりに〔無相を〕ご覧にな
るので，
「現前地」といわれる（37）．

SCS（1042-1043）:
般若波羅蜜に住することを目の当たりにする。すなわち、有間を多く目の当たりにするか
ら「現前」である（38）。

MSA（182. XX-XXI 36）
：
般若波羅蜜に依拠することにより，輪廻と涅槃との両者に現前するので，「現前地」と呼ば
れる（39）．

BS は縁起や生・不滅について詳説しており，J はこの内容を簡潔にまとめている．一方，
GB については MSA の表現が近い．SCS の「有間を目の当たりにする」と言う表現はどち
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らにも見られない．

２- ７．遠行地
J（291b5-6）
：
第七地は「遠行」で，つまり方便波羅蜜が完成したことによって，熱意と努力によって行
う相の究極に至り，相を離れているので「遠行」という（40）．

GB 74（MVP 894; S 892）ring du song ba：
第七地 dūram
gamā というのは，無相〔へと〕行く唯一の道に近く，遠いところに至って
・
いるので，
「遠行地」といわれる（41）．

SCS（1043）:
無相に住する行の究極に至るから、また世間と出世間の劣った道より非常に飛び抜けてい
るから「遠行」である（42）。

BS（854）
：
ここであらゆる戯論が滅するからである（43）．

MSA（182. 19-21, XX-XXI 37-a）
：
唯一の道に直結するから，「遠くへ行く（遠行地）」という．唯一の道は先に説いた．それ
に直結していることによって，修行の究極にまで到達するので，遠くまで行けるのだ（44）．

BS の明示する「戯論」は J，GB 双方に直接は現れない．また無相に言及する SCS もど
ちらにも完全には一致しない．MSA は，GB のように「唯一の道」を説いてこの地の説明
としている点が共通する．

２- ８．不動地
J（291b6-7）
：
第八地は「不動」である．すなわち力波羅蜜が完成したことによって，無相が完全にそろっ
ており，智力によって相を滅して少しも生じないので，「不動」と言われる（45）．

GB 75（MVP 895; S 893）mi g-yo ba：
第八地 acalā というのは，相の想と，無相を求める想の両者の故に，揺れ動かされないので，
「不動」といわれる（46）．

SCS（1043）:
単に異熟のみであり、無功用であって相が生じないので不動である（47）。

MSA（182. XX-XXI 37-b）
：
また二つの想によって揺れ動くことがないから，「不動地」という．二つの想によって，す
なわち有相の想と無相を求める相とによって揺れ動かされることがないからである（48）．

J に一致する文章は未だ見出せないが，GB に関しては MSA に「有相の想と無相に求め
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る相とによって揺れ動かされることがない」と言う一文がほぼ一致する．

２- ９．善慧地
J（291b1-2）：
第九地は「善慧」である．つまり願波羅蜜が完成したので，法を個別に知る（法無礙解），
意味を個別に知る（義無礙解）
，語源を個別に知る（詞無礙解），弁才を個別に知る（弁才無
礙解）である．つまり四無礙解をそなえているので，偉大な法の師となっているから，
「善慧」
という（49）．

GB 76（MVP 896; S 894）legs pa'i blo gros：
第九地 sādhumatī というのは，第九地において無礙解を獲得しているので，慧が他よりす
ぐれているから，
「善慧地」といわれる（50）．

SCS（1043）:
無礙解の力によって法を説く。すなわち、利他行を備えるから善慧を持つのである（51）。

BS（859）：
第九菩薩地では，菩薩の力波羅蜜が完全に清浄になり，無礙解や自身の功徳の四清浄も得る．
つまり，法無礙解，義無礙解，詞無礙解，弁才無礙解である（52）．

MSA（182-183. XX-XXI 38-a）
：
無礙解という勝れた智慧があることによって「勝れた智慧の地（善慧地）」という（53）．

J の願波羅蜜と BS の力波羅蜜の違いはあるが，四無礙解との関わりで解釈している点で
一致する．GB については，SCS の「善慧」や MSA の「勝れた智慧」を採用していると思
われる．

２-10．法雲地
J（291b8-292b2）
：
第十地は「法雲」と言って，
つまり般若波羅蜜が完成したので，例えば大きな雲から雨が降っ
たら，荒野から初めて芽が出るように，智慧と悲心〔の〕雲のようなものが有情の何もない
心のようなものに法の雨を降らせて善なる作物を生じ増大するので，「法雲」といわれる（54）．

GB 77（MVP 897; S 895）chos kyi sprin：
第十地 dharmmameghā [sic] というのは，陀羅尼と三昧のすべてを，雲と同様に覆い尽く
しており，虚空と同様の聞法を，雲のように覆い尽くしているので，
「法雲地」といわれる（55）．

SCS（1043）:
法に対して大威力ある住処となるから法の雲である。王子は太子として灌頂〔して〕自ら
の国政に力を得る（王となる）ように，法の尊者ご自身に灌頂を行うからである（56）。
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BS（860）
：
第十で彼はあらゆる諸仏から最上の灌頂を得る．また無上なる智慧が生じる．諸々の雨雲
から雨が降るように衆生の善と言う稲のために仏子からも自然に法の雨が降る（57）．

MSA（183. 2-4, XX-XXI 38-b）
：
法と言う大空を雲のように二つのものが覆うから，「法の雲（法雲地）」である．// 38 //
二つのものが覆うからと言うのは，三昧門と陀羅尼門と〔の二つ〕が雲のように覆い，拠り
所である大空にも等しい聞法を覆うから，「法雲地」という（58）．

J は BS 同様「善の作物」のために「法の雨が降る」ことを説く．一方，GB は，MSA に
近く，「三昧門と陀羅尼門が雲のように覆」っていることの比喩としている．

２-11．普光仏地
この記述は J にはなく，GB にのみ見られる．
GB 78（MVP 103; S 102）sangs rgyas kyi sa kun tu 'od：
仏地の samantaprabhā buddhabhūmih
というのは，沢山の光線を放っているので，所化の
・
衆生を成熟させ，また光と似ている法の輝きが一切を明らかにしているので，「普光仏地」と
いわれる（59）．

これについて BKF（225. 9-11）は，この地が『解深密経』に示されていることに触れて
いるが，その『解深』
（704a29-b3）には，
永断最極微細煩悩及所知障無著無礙．於一切種所知境界現正等覚．故第十一説名仏地．

とあって，GB とは表現が一致しない．

３．結び
以上に見てきたように，十波羅蜜と関連付けて十地を解説する J は，BS に近い表現を語
釈に含むことが明らかになった．現存する BS は 11 世紀のパツァプニマタクによって訳さ
れたものだが，前伝期にも BS が齎されていたか，BS に詳しいインド人学匠と J の編著者
は交流があったと推測することも出来る．もともと BS は『十地経』に沿っているため，
『十
地経論』やその釈疏との関係も深いと思われる．
『デンカル目録』に『十地経』の注釈類が
数点記載されており，よく似たタイトルの経論が大蔵経中にも現存することから，これら現
存の経疏を詳細に検討する必要があろう．今回は『十地経論』
（SCS）に関しても十地を簡
潔にまとめた冒頭部分のみを参照したが、今後さらに内容を吟味し、スーリヤシッディの釈
疏も参照していきたい．これらのうちに，BS や J と共通する表現が見出せれば，双方の典
拠も明らかになることであろう．
，BKF，
『解深』などを適宜参照していると考えられる．こ
一方，GB は MSA，MAVT
・
れらのうち，十波羅蜜との関係を説かない部分を抜き出して語釈しているのが，GB の特徴
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とも言える．両者のこれらの相違は，法数で纏めるだけでなく仏教の思想的な流れに沿って
語義解釈を試みようとした J と，純粋に難語 ――― むしろ，基本的な仏教術語に関して簡
潔な解釈を施そうとした GB との編集姿勢の違いとも考えられる．
イェシェーデの著作を語釈として引用していた GB と，ペルツェク等の編纂による J は，
同時代に編纂され，同じように大部の語彙集の語釈集という形態を持ちながら，内容に重な
らないところが多いため，なぜこのような相違が起こったのか，両者の成立事情を想定しな
がら，今後も内容の比較検討を引き続き行う予定でいる．

注
（１） 石川（2008），同（2011）参照．
（２） ペルツェクが編纂に携わった『デンカル目録』には、十地に関する経類として「方広に属す
るもの」の中に ① 'Phags pa byang chub sems dpa'i sa bcu bstan pa がある（芳村 1974, 121）
他、
「大乗の経類の釈疏」の中に ② 'Phags pa sa bcu pa'i rnam par bshad pa，③ Sa bcu pa'i
rnam par bshad pa'i bshad pa，④ Sa bcu pa'i gleng gzhi bshad pa，⑤ Sa bcu pa'i don bsdus
pa（ともに前掲書 , 167）が掲載されている．①は『十地経』と思われるが，②以下をタイト
ルから推測し現存する大蔵経（北京版）との対応を示す．②：'Phags pa sa bcu'i rnam par
bshad pa（[Tr] Mañjuśrīgarbha, Prajñāvarman, dPal brtsegs, Ye shes sde. Peking ed. No.
5494（Vol.104）, mdo tshogs 'grel pa, ngi）， ③： Sa bcu'i rnam par bshad pa'i rnam par
bshad pa（[A] Nyi ma sgrub（Sūryasiddhi）, [Tr] Prajñāvarman, dPal brtsegs. Peking ed.
No. 5499（Vol.105）, mdo tshogs 'grel pa, ji），④： 'Phags pa sa bcu'i mdo sde'i gleng gzhi'i
bshad pa（[A] Śākyabodhi. Peking ed. No. 5500（Vol.105）, mdo tshogs 'grel pa, ji）. ⑤は「意
味の要約」であるから簡単な語釈集のようなものだったのかもしれないが，大蔵経中には見
出せない．
（３） 龍山（1982, 1-2）には，「発趣品」並びに『放光般若経』「治地品第二十一」，『光讃般若経』｢
十住品第十八」，『大般若経第二分』「修治地分第十八」の四本における十地の名称を比較し
たリストが掲載されている．
（４）『 大 事 』 が 説 く 十 地 は 以 下 で あ る．1. Durārohā（ 難 登 ）, 2. Baddhamānā（ 結 慢 ）, 3.
pamand
itā（華飾）, 4. Rucirā（明輝）, 5. Cittavistarā（広心）, 6. Rūpavatī（具色）, 7.
Pus
・
・・
ekatā（灌
Durjayā（難勝）, 8. Janmanideśa（生縁）, 9. Yauvarājyatā（王子位）, 10. Abhis
・
頂位）
（龍山

1982, 4, 7-8）

（５） チベット訳『入中論』及びその『自註』は１１世紀のパツァブ・ニマタク（Pa tshab nyi ma
grags）が，最初にカシミールでインド人学匠ティラカカラシャ（rgya gar gyi mkhan po ti
la ka ka la sha）とともにカシミール本（kha che'i dpe）に合わせて翻訳し，後にラサに戻っ
たパツァブがインド人学匠カナカヴァルマン（rgya gar gyi mkhan po ka na ka va rma）と
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ともにインド東方本（nyi 'od shar phyogs pa'i dpe）につき合わせて翻訳したことが『自註』
（abbr. BS）奥書に記されている．チャンドラキールティのエピソードとして有名な「絵に描
いた犢から乳を搾った」話は，この奥書の著者によって「真実と思い込むことを防ぐ」比喩
として挙げられている．チベットにおいてもチャンドラキールティが空観思想の偉大な論師
であることはいうまでもないが，ダライラマ 14 世から「ジャパン・ゲシェー」と称される
ケンスル・ゲシェー・テンパゲンツェン師（元東洋文庫招聘研究員）から私が伺ったチャン
ドラキールティのエピソードには，奥書の短い文章を補う内容があった．それを，菩薩の修
行階梯を扱う本稿に記しておきたい．̶̶̶

酷い飢饉に見舞われた年，チャンドラキール

ティの居る村でも村人が次々に死んでいった．悲心に溢れたチャンドラキールティは心を痛
め，寺の土壁に牛の絵を描いて乳を絞り，それを村人全員に配ったという．村人は満たされ，
以後その村から餓死者が出ることはなかった．
ゲシェーは，このエピソードを私に語る時，「チャンドラキールティは空観の大学者であ
るだけではないのですよ」と最初に仰った．むしろ彼の最大の徳目は悲心にあるし，空観も
悲に裏付けられた実践がなければ大乗の菩薩行ではない．このようにゲシェーは，チャンド
ラキールティが何よりも大悲の菩薩であることを説き聞かせてくれた．即ち，チベットにお
いては現在も尚，チャンドラキールティは菩薩の修行階梯を歩んだ大先輩であり，菩薩修行
者にとって最も大切な悲の心に満ちた，智慧と悲心兼備の実践者と考えられている．
（６） MVP 887（MVP，S，GB に続く番号は通し番号であり，同三書に関しては以下も同様に統
一する．）において「菩薩の地の名称について（byang chub sems dpa'i sa'i ming la）」とい
うタイトルで立項されている．尚，MVP

1143-1150（S 1140-1147）並びに GB（79-85）と

もに，『発趣品』に現れる十地のうち最初の七地（1． 乾慧地，2． 性地，3． 八人地，4．
見地，5． 薄地，6． 離欲地，7． 已作地）は「声聞地名（nyan thos kyi sa'i ming la）」に
分類されており，菩薩の十地とは区別している．
（７） J: rgyu dang 'bras bu'i skabs yin pa byang chub sems dpa'i sa bcu gang zhe na zhes bya
ba ni / pha rol tu phyin pa ni rgyu [291a4] yin la / sa bcu ni 'bras bu yin pas / 'dab chags
su bshad par rigs te 'brel to zhes bya ba'i tshig go / sa bcu gang zhe na zhes bya ba ni /
mgo 'dren pa ste dngos su 'og nas 'byung ba dang sbyar ro //
（８） GB: daśabhūmi zhes bya ba sa bcu yin te / sa gon ma'i yon tan thob par bya ba'i rten du
'gyur zhing /sa de nyid yon tan gyi gzhi yin pas na sa zhes bya /
（９） BS（609）：byang chub sems dpa' rnams kyi zag pa med pa'i ye shes snying rje la sogs
pas yongs su zin pa nyid char rnam par phyes na sa zhes bya ba'i ming 'thob ste / yon tan
gyi rten du gyur pa'i phyir ro / / de yang gong nas gong du yon tan gyi grangs dang /
mthu phul du byung ba thob pa dang / sbyin pa la sogs pa'i pha rol tu phyin pa klags pa
dang / rnam par smin pa 'phel ba'i bye brag gis sa rab tu dga' ba la sogs pa'i rnam par
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dbye bas dbye ba rnam pa bcur gzhag gi．
（10） チベット訳名と翻訳者は以下である：dBus dang mtha' rnam par 'byed pa'i 'grel bshad, [A]
bLo brtan（Sthiramati）, [Tr] Jinamitra, Śīlendrabodhi, Ye shes sde．
（97. 16-18）: tatra dharmadhātoh
sarvatragādyarthe 'dhigamād avakāśaviśes
ā
（11） MAVT
・
・
・
uttarottarapratipattisthānarūpen
a tad utpannagun
avasturūpen
a ca bhūmaya ucyante /．
・
・
・
（12） J: de [291a5] las dang po ni rab tu dga' ba'o zhes bya ba ni dper na mi dbul po zhig gis nor
bu rin po che zhig rnyed na sngon ma mthong ba'i nor bu mchog tu rin po che ba 'di ba
rnyed do zhes shin tu dga' ba dang 'dra bar sngon nam yang ma [291a6] mthong ba'i chos
kyi dbyings mngon du mthong ba dang / bdag dang gzhan gyi don phun sum tshogs par
byed nus te / sbyin pa rdzogs nas dga' ba'i khyad par dpag tu med pa skyes pa'i phyir sa
dang po rab tu [291a7] dga' ba zhes bya ba'o //
（13） GB: sa dang po pramudita[sic] zhes bya ba ni don chen po sngon 'dris pa ma yin pa 'jig
rten las 'das pa'i sems thob pa dang / byang chub dang nye zhing sems can mang po'i don
bsgrubs pa gzigs nas dga' ba rlabs po che skye bas rab tu dga' ba zhes bya /
（14） SCS: bdag dang gzhan gyi don phun sum tshogs pa'i gnas 'phags pa nyid bla na med pa
thog mar thob pas mchog tu dga' ba rgya che ba'i phyir rab tu dga' ba'o //
（15） チベット訳には 'Phags pa dgongs pa nges par 'grel pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo.
Peking ed. No. 774.（Vol. 29, [A][Tr] –）の他，疏の 'Phags pa dgongs pa nges par 'grel pa'i
dhinirmocanabhās・ya）, [A] Thogs med（Asanga）, [Tr]
rnam par b s had pa（Āryasam
・
・

Jinamitra, Śīlendrabodhi, Ye shes sde. Peking ed. No. 5481.（Vol. 104） もある．
satvārthasya ca sādhanam
/ tīvra utpadyate modo muditā
（16） MSA: paśyatā bodhim āsannām
・
・
tena kathyate // 32 //
（17） J: sa gnyis pa dri med pa ste / dri ma ni 'khor ba'i chos la dga' ba dang theg pa chung ngu
la dga' ba ste / de yang mi dge ba byed pa dang snying rje med pa'o // dri ma de gnyis
sa gnyis [291a8] pa'i dus na med pas dri ma med pa'o // yang na tshul khrims rdzogs te
rmi lam na yang tshul khrims ngan pa'i las mi byed pas dri ma med pa zhes bya'o //
（18） GB: sa gnyis pa vimala[sic] zhes bya ba ni tshul khrims 'chal ba'i ltung ba phra mo yan
chad kyang byang bas na dri ma med pa zhes bya．
（19） SCS: 'char pa'i tshul khrims kun nas slong ba nyon mongs pa'i dri ma thams cad sel ba'i
tshul khrims rnam par dag pa'i phyir dri ma med pa'o //
（20） MSA: dauh
śīlyābhogavaimalyād vimalā bhūmir ucyate /（33ab）
・
（21） BS: de tshul phun tshogs yon tan dag ldan phyir / / rmi lam du yang 'chal khrims dri ma
spangs / /
bhūmau sūks
māpattiskhalitāsamudācārāt ś īlapāramitā 'tiriktatarā
（22） BKF: ata evāsyām
・
・
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bhavati sarvadauh
bhūmir vimalety ucyate /
śīlyamalāpagamād iyam
・
・
（23）J: sa gsum pa ni 'od byed pa ni / bzod pa'i [291b1] pha rol tu phyin pa rdzogs pas lus dang
srog la yang mi lta bar thos pa btsal te bdag dang gzhan gyi mi shes pa bsal zhing shes
rab skyes pa ni 'od byed pa zhes bya'o //
（24） GB: sa gsum pa prabhākari[sic] zhes bya ba ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyi sa las
'das pa'i ting nge 'dzin gyi phung po yongs su dag pa ye shes kyi snang ba chen po'i gnas
su gyur pa thob pas na 'od byed pa zhes bya /
（25） SCS: ji ltar thos pa la sogs pa'i chos snang bar 'gyur ba'i phyir 'od byed pa ste / de ma
brjed pa'i phyir ro //
（26）BKF: tes
ām samādhīnām
lābhād iyam
bhūmir apramān
am lokottaram
jñānāvabhāsam
・ ・
・
・
・ ・
・
・
karotīti prabhākarīty ucyate /
（27） J: sa bzhi pa ni 'od 'phro ba can te / [291b2] brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa rdzogs pas
byang chub kyi phyigs bsgoms pa las ye shes med dang 'dra ba skyes pas nyon mongs pa
rtsi shing lta bu bsregs pa'i phyir 'od 'phro ba can zhes bya'o //
mati[sic] zhes bya ba ni nyon mongs pa sreg pa byang chub kyi
（28） GB: sa bzhi pa arcis
・
phyogs kyi me'i 'od 'phro bas na 'od 'phro can zhes bya /
（29） SCS: nyon mongs pa'i shing bsregs pa'i ye shes dang ldan pa'i phyir 'od 'phro ba can no //
ca sakalakleśendhana[dāha]samarthasya bodhipaks
adharmārcis
a udgatatvād
（30） BKF: iyam
・
・
・
arcis
matīty ucyate /
・
āh pradāhakāh
/ arcis
matīti tadyogāt sā bhūmir
（31） MSA: arcirbhūtā yato dharmā bodhipaks
・ ・
・
・
dvayadāhatah
//34//
・
（32） J: sa lnga pa ni [291b3] shin tu spyod dka' ba ste / bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa
rdzogs pas rnam par mi rtog pa'i ye shes ting nge 'dzin las kyang mi nyams la / sems can
gyi don byed pa yang rgyun mi gcod la / gnyi ga mgo [291b4] mnyam du spyod pa de shin
tu dka' bas sbyang dka' ba zhes bya'o /
（33） GB: sa lnga pa sudurjaya[sic] zhes bya ba ni nyan thos dang rang sangs rgyas las 'das pa'i
'phags pa'i bden pa bzhi la sgom zhing 'khor ba dang mya ngan las 'das pa gnyis ka la mi
gnas pa'i shes rab yongs su dag par sbyang zhing sgom pa shin tu dka' bas na / sa de non
par dka' ba 'am bsgrub par dka' ba la bya ste / shin tu sbyang dka' zhes bya /
（34） SCS: 'jig rten las 'das pa'i chos thabs la mkhas pas mnan par shin tu dka' ba'i phyir shin tu
sbyang dka'o //
gr hītabodhipaks
abhāvanā sust
hu duh
khena jīyate
（35） BKF: ata evāsyām iyam upāyasam
・ ・
・
・・
・
abhyasyatā iti sudurjayety ucyate / asyām
cāryasatyākārabhāvanābahulīkārāt
・
dhyānapāramitā 'tiriktatarā bhavati /
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（36） J: sa drug pa ni mngon du gyur pa ste / shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdzogs pas rten
cing 'brel bar 'byung ba skye ba dang / 'gag pa med pa'i don [291b5] mngon du rtogs pas
mngon du gyur pa zhes bya'o /
（37） GB: sa drug pa abhimukhī zhes bya ba ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa la brten nas
'khor ba dang mya ngan las 'das pa gnyis ka la mi gnas shing / mtshan ma med pa la rang
gi ngang gis 'jug pa'i ye shes la mang du gnas shing mngon du gzigs pas na mngon du
gyur pa zhes bya /
（38） SCS: shes rab kyi pha rol tu phyin pa la gnas pa mngon du byed de / bar chad dang bcas
par mang du mngon du byed pa'i phyir mngon du gyur to //
sārasyāpi nirvr
teh
/ uktā hy abhimukhī bhūmih
（39） MSA: ābhimukhyād dvayasyeha sam
・
・
・
・

・

prajñāpāramitā ś rayāt //36// sā hi prajñāpāramitā ś rayen
a nirvān
asam
sārayor
・
・
・
apratist
hānāt sam
sāranirvān
ayor abhimukhī /
・・
・
・
（40） J: sa bdun pa ni ring du song ba ste / thabs kyi pha rol tu phyin pa rdzogs pas 'bad pa
dang rtsol bas 'jug pa'i mtshan ma'i mthar phyin cing mtshan ma dang bral [291b6] ba'i
phyir ring do song ba zhes bya'o //
gama[sic] zhes bya ba mtshan ma med pa la bgrod pa gcig tu gyur
（41） GB: sa bdun pa dūram
・
pa'i lam dang nye zhing ring du phyin pas na ring du song ba zhes bya /
（42） SCS: mtshan ma med pa la gnas par sbyor ba'i mthar phyin par 'gro ba'i phyir dang / 'jig
rten pa dang 'jig rten las 'das pa'i lam dman pa las shin tu 'da' ba'i phyir ring du song ba'o
//
（43） BS: 'dir spros pa thams cad 'gag par 'gyur ba'i phyir ro / /
ād bhūmir dūram
gamā matā / ekāyanapathah
pūrvam
nirdist
as
（44） MSA: ekāyanapathaśles
・
・
・
・
・・
atvāt dūram
gatā bhavati prayoga-payantagamanāt /
tad upaślist
・・
・
T
īkā には「一人が行くだけの（狭い）道である第八の分位に直結するところの無相なる
・
ことに一向専念する道である．」（長尾 2011, 126）とある．尚，長尾先生が「一人が行くだけ
の道」と訳したところを，筆者はゲシェー・テンパゲンツェン師の講説に沿って訳した GB
に合わせて「唯一の道」とした．
（45） J: sa brgyad pa ni mi g-yo ba ste / stobs kyi pha rol tu phyin pa rdzogs pas mtshan ma
med pa lhun gyis grub ste / ye shes kyi stobs kyis mtshan ma zil gyis [291b7] gnon te
cung zad kyang mi 'byung bas na sa mi g-yo ba zhes bya'o //
（46） GB: sa brgyad pa acala[sic] zhes bya ba ni mtshan ma'i 'du shes dang mtshan ma med par
rtsol ba'i 'du shes gnyi gas bskyod par mi nus pas na mi g-yo ba zhes bya /
（47） SCS: rnam par smin pa kho na ste / rang gi ngang gis mtshan ma mi 'byung bas mi g-yo
ba'o //
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（48） MSA: dvayasam
jñāvicalanād acalā ca nirucyate //37// dvābhyām
sam
jñābhyām
avicalanāt
・
・
・
・
jñāyā animittābhogasam
jñā ca /
/ nimittasam
・
・
（49） J: sa dgu pa ni legs pa'i blo gros te / smon lam gyi pha rol tu phyin pa rdzogs pas chos so
sor rig pa dang / don so sor rig pa dang / [291b8] nges pa'i tshig so sor rig pa dang /
spobs pa so sor rig pa ste / so so yang dag par rig pa bzhi dang ldan pas chos kyi mkhan
po chen por gyur pa'i phyir legs pa'i blo gros zhes bya'o //
（50） GB: sa dgu pa sādhumati[sic] zhes bya ba ni sa dgu pa la so so yang dag par rig pa brnyes
pas na blo gros gzhan las 'phags pa yin te legs pa'i blo gros shes bya /
（51） SCS: so so yang dag par rig pa'i stobs kyis chos ston te / gzhan gyi don byed pa dang ldan
pa'i phyir legs pa'i blo gros can no //
（52） BS: byang chub sems dpa'i sa dgu par ni byang chub sems dpa'i stobs kyi pha rol tu phyin
pa chos yongs su dag par 'gyur zhing so so yang dag par rig pa rang gi yon tan yongs su
dag pa bzhi yang 'thob ste /chos so so yang dag par rig pa dang / don so so yang dag par
rig pa dang / nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa dang / spobs pa so so yang dag
par rig pa'o / /
vinmatisādhutvād bhūmih
sādhumatī matā /
（53） MSA: pratisam
・
・
（54） J: sa bcu pa ni [292a1] chos kyi sprin zhes bya ste / ye shes kyi pha rol tu phyin pa rdzogs
pas dper na sprin chen po las char bab na dgon pa las yang thog 'khrungs pa dang 'dra
bar ye shes dang thugs rje sprin [292a2] lta bus sems can gyi sems dgon rung lta bu la
chos kyi char pa phab nas lo tog dge ba 'khrungs shing 'phel bas na chos kyi sprin zhes
bya'o /
（55） GB: sa bcu pa dharmmamegha[sic] zhes bya ba ni gzungs dang ting nge 'dzin kun la yang
sprin dang 'dra bar khyab cing thos pa'i chos nam mkha' dang 'dra ba la sprin bzhin du
khyab pas na chos kyi sprin zhes bya /
（56） SCS: chos la dbang chen po'i gnas su gyur pa'i phyir chos kyi sprin te / rgyal bu rgyal
tshab tu dbang bskur ba rang gi rgyal srid la dbang thob pa ltar chos kyi rje nyid du
dbang bskur ba'i phyir ro //
（57） BS: bcu pa'i sa la de yis kun nas sangs rgyas rnams las dbang bskur ba / / dam pa thob
cing ye shes lhag par mchog tu 'byung bar 'gyur ba 'ang yin / / char sprin rnams las chu
char 'bab pa ji ltar de bzhin 'gro rnams kyi / / dge ba'i lo thog ched du rgyal sras las
kyang lhun grub chos char 'bab / /
（58） MSA: dharmameghā dvayavyāpter dharmākāśasya meghavat //38// dvayavyāpter iti
īmukhavyāpanān meghenev-ākāśasthālīyasyāśrayasam
nivist
asya
samādhimukhadhāran
・
・
・・

śrutadharmasya dharmameghety ucyate /
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（59） GB: sangs rgyas kyi sa samantaprabhābuddhabhūmi zhes bya ba ni 'od zer mang po bkye
bas 'dul ba'i sems can smin par mdzad cing / chos kyi snang ba 'od dang 'dra bas

thams cad la gsal bar byas pas na sangs rgyas kyi sa kun tu 'od ces bya /
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̶̶̶ The comparison of the interpretation of terminology on Chos kyi rnam
grangs kyi brjed byang and sGra sbyor bam po gnyis pa ̶̶̶
ISHIKAWA, Mie
sKa ba dpal brtsegs, who has the title of Zhu chen gyi lo tsa ba and is one of the three
great translate-masters "sKa Cog Zhang gsum" in 9th century, has some written and
edited works. These works include in the existing Tibetan Tripitaka. Chos kyi rnam
grangs kyi brjed byang（J）is one of these and its amount is around 70 folios in the Beijing
edition. It is equivalent to nearly twice sGra sbyor bam po gnyis pa（GB）, written and
edited by Zhang（Ye shes sde）. GB explains the difficult words and is the authorized
version vocabulary Mahāvyutpatti（MVP）. 80 percent of the entry words in J are
consistent with MVP. But J and GB have many differences: the adopted terminology and
the explanation of terms, and so on. What do these differences arise from?
As a clue in this paper, comparing the two interpretations of "ten stages of Bodhisattva"
and revealed their authority citation.
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