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要旨
『大日経』の第１章である住心品は、この経の思想面を代表したものと考えられてきた。
拙稿では、この住心品の修行体系において真言門がどのように位置づけられているのかを探
るため、六無畏と〈三劫〉との間の対応関係について文脈に基づいた確認を行った。
その結果、両者の構造は単純な一対一の対応をするものではないことが判明した。特に、
第６番目の一切法自性平等無畏は、従来の解釈に反して真言門の段階に対応しない。そし
て、真言門と〈三劫〉中の前の二劫の過程との連続性を示す証拠も得られなかった。
現段階での結論として、筆者は『大日経』住心品が構想した修行体系について仮説を提起
する──「真言門の修行体系は、〈三劫〉中の前二劫における修行方法とは全く異なる。し
かし、このことは真言門が前の二劫の最終段階よりも高い境地から始まることを意味するも
のではない」と。
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１．問題の所在
昨年、本紀要に発表した拙稿 に引き続き、筆者は『大日経』住心品の文脈そのものから
1

この章の修行体系、特に「真言門の始点の位置づけ」を読み解く試みを進めている。そこ
で、愛知学院大学にて開催された日本印度学仏教学会第59回学術大会での研究発表（2008年
９月５日）においても、住心品中の六無畏と〈三劫〉との対応関係を確認することによる新
2

たな見地から、修行体系上における真言門の位置づけを明らかにしようと試みた。その成果
については拙論が『印度学仏教学研究』第57巻に掲載される予定である。しかし、割り当て
られた頁数の都合上、概要を述べるのみに留めざるを得なかった。そこで本稿では、六無畏
と〈三劫〉の構造を比較した結果や問題点をより詳細に述べるのに加えて、昨年のテーマで
あった修行主体の心の問題についても再検討することにより、住心品が構想した真言門の始
点をより明確に示したい。
２．
「六無畏と〈三劫〉
」とは
最初に、今回取り上げる六無畏と〈三劫〉について、その概念と注釈書での伝統的な理解
を確認したい 。
3

まず〈三劫〉とは、日本密教の伝統的な教学でいわゆる「三劫段」に当たる住心品中盤の
一連の展開を指す。すなわち、世尊毘盧遮那によって、凡夫から真言門の菩薩に至るまでの
各々の段階が説明される場面のうち、唯蘊無我を覚る段階から始まり、真言門の「初心
（Tib. byan chub kyi sems dan po、最初の菩提心）」を経て信解行地についての説明に至る
4

4

までの範囲である。ここで中盤の大まかな展開を示せば、
１．愚童凡夫が固有の我を仮構し、それに執着する。
２．善行に目覚め、天に生まれることを願い、布施などをおこなう。
３．空性というものが実在物であると思い込む。
４．以上の凡夫の段階における六十心が説かれ、これを増広した百六十心が三劫をもっ
て超越される、と示される。
５．出世間の心が生じる。
６．唯蘊無我を覚る。
７．蘊等は仮構であり、構成要素としての法のみ存在すると覚る。
８．大乗に拠って法無我を覚る。
９．法無我さえも捨て、自心の本不生を覚る。
10．真言門の菩薩に「極無自性心（Tib. ś in tu no bo id med pahi sems、極めて［本
4

4

来的な］在り方の無い心）
」＝最初の菩提心が生じる。
11．信解行地が説明される。
以上の通りである。このうち、５〜11までが〈三劫〉に相当する。すなわち、7までに一
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劫、９までに二劫、そして11でさらに一と四分の一劫を超越するとされており、『経疏』や
日本密教の伝統的な解釈では、この３つの段階を総合して〈三劫〉と見做すのである。
そして、この〈三劫〉を含む上述の１〜10全体を６つの段階に要約したと解釈されてきた

4

ものが以下の六無畏 である。
5

１．善無畏（Tib. dge bas dbugs phyin pa, 善による無畏）
２．身無畏（Tib. bdag la brten nas dbugs phyin pa, 我に依拠した無畏）
３．無我無畏（Tib. bdag med pas dbugs phyin pa, 無我による無畏）
４．法無畏（Tib. chos kyis dbugs phyin pa, 法による無畏）
５．法無我無畏（Tib. chos la bdag med pas dbugs phyin pa, 法無我による無畏）
６．一切法自性平等無畏（Tib. chos thams cad kyi no bo ñid mñam pa ñid kyis dbugs
4

phyin pa, 一切法の本来的な在り方が平等な本質であることによる無畏）
このうち、３．無我無畏から６．一切法自性平等無畏までは、直前の段階で得た見解を否
定することで新しい無畏に進んでいる。それ故、以上の諸々の無畏は横並びではなく、縦に
向上する階層的構造である。
〈三劫〉も六無畏も、それぞれの境地にある人の理解の程度や心の状態を説明したもので
ある。だが、それのみに留まらず、ある修行体系を背景として、それぞれの状況が凡夫から
悟りに至るまでの修行過程全体の中でどの段階にあるか、という位置づけをも示し得る記述
ではないか、と筆者は考えている。つまり、もし〈三劫〉が六無畏と順当な対応関係にあり、
六無畏に示されたような縦の関係を有しているのであれば、真言門は唯蘊無我や法無我そし
て自心の本不生を覚るよりも上位の修行段階であり、住心品の構想した修行体系の頂点に位
置づけられるだろう。
注釈書もまた、真言門を諸段階の上に置く。まず、『経疏』では〈三劫〉の劫すなわち
Skt. kalpaを「妄執」の意味に解釈し、「三妄執」の説を立てる。そこでは１つの劫ごとに百
六十心を１回づつ超克するが、そのたびに百六十心は粗大なものから微細なものへと移り変
わる。そして、最後に極細の妄執を超克するのが真言門の菩薩である 。一方『広釈』では、
6

法無我を覚る段階から自心の本不生を覚るまでの間に、一劫の信解行地と四分の一劫の智地
を当てはめ 、真言門の菩薩が菩提心を発起する段階を初地すなわち歓喜地と解釈した。そ
7

してこの、菩提心を発起する真言門の菩薩の段階を、六無畏中の６．一切法自性平等無畏の
境地に対応させる解釈は、
『経疏』と『広釈』双方に共通するものである 。
8

６．一切法自性平等無畏と菩提心との関連性を示唆するものは『大日経』の注釈書のみに
留まらない。一切法自性平等無畏の説明と非常に良く似た文章が、菩提心を表現する定型句
と し て 他 の 経 論 に 登 場 す る。 そ れ は、 後 期 密 教 経 典 の『 秘 密 集 会 タ ン ト ラ 』
（Skt.
）や、このタントラに関連したものと考えられナーガールジュナ（Skt.
Nāgārjuna）の作に帰せられる『菩提心釈』（Skt.
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）であり、また、瑜伽
9

4

行中観派のジュニャーナガルバ（Skt. Jñānagarbha）による菩提心修習の書『瑜伽修習道』
（Skt.

¯ ¯ ¯

¯ ）である。例えば、『秘密集会タントラ』第二章には以下のよう

¯

10

な韻文として述べられている。後述の６．一切法自性平等無畏の内容と比較すれば類似は一
目瞭然である。
atha bhagavān vairocanavajras tathāgatah sarvatathāgatābhisamayavajram nāma
4

4

samādhim samāpadyedam bodhicittam udājahāra/
4

4

sarvabhāvavigatam skandhadhātvāyatanagrāhyagrāhakavarjitam/
4

dharmanairātmyasamatayā svacittam ādyanutpannam śūnyatābhāvam/

11

4

訳）そこで、世尊毘盧遮那金剛如来は、一切如来の現観金剛と名づける三昧に集中し
て、次のような菩提心を宣説した。
「一切の存在を離れており、蘊・界・処や認識主体や認識対象を捨て去った
もの［＝菩提心］は、法無我と等しい性質であることによって、本来より不
生の自心であり、空性の存在である」
また、
『大日経』付属の儀軌である漢訳の第七巻増益守護清浄行品 や、Tib.訳のいわゆる
12

外篇の念誦儀軌（Tib. bzlas brjod kyi cho ga）にも登場する。『大日経』本編に登場しない
13

点ではその成立に疑問を残すが、以上の事例から、菩提心表現の定型句の源流を『大日経』
に求め、本経と菩提心修習の実践との密接な関連性を推測する先行研究もある 。
14

以上のような事例を考慮すれば、真言門の菩薩が菩提心を発起する段階に６．一切法自性
平等無畏を対応させる注釈書の解釈は至極妥当であるように思われる。しかし、その妥当性
を本経の文脈に基づいて確認する作業は行われていない。そこで、次に六無畏と〈三劫〉と
の対応関係を検討したい。
３．対応関係の検討
１．善無畏から４．法無畏までは、住心品中の該当箇所との対応関係はおおむね順当であ
る。ここでは、真言門の段階との対応関係と、前後の連続性の有無に焦点を当て、5. 法無我
無畏と６．一切法自性平等無畏とを取り上げる。
５．法無我無畏
漢訳）若害法住無縁。當得法無我無畏 。
15

訳）もし法を捨離して、無縁［＝対象となる法の非存在］に心を留め置けば、ま
さに法無我無畏を得るだろう。
Tib.）nam chos rnams spans nas mi skye ba la gnas pa dehi tshe chos la bdag
4

4

med pas dbugs phyin pa yin no//

16

訳）時に、法を捨離して不生に心を留め置く、まさにその時が、法無我による無
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畏である。
これに対応すると考えられてきたのが、「瑜祇（Tib. rnal hbyor pa dag、ヨーガ行者
4

たち）
」が二劫によって超越する下記の段階である。
漢訳）復次祕密主。大乘行。發無縁乘心。法無我性。何以故。如彼往昔如是修行
者。觀察蘊阿頼耶。知自性如幻陽焔影響旋火輪乾闥婆城。
訳）また次に秘密主よ、［修行者は］大乗の修行において、無縁［＝対象となる
法の非存在］に拠って進む心を起こす。法は無我である。何故か？

彼は過去に

同様の修行をなした者のように、蘊の拠りどころ［＝法］を観察して、その自性
が幻・陽炎・影・こだま・旋火輪・乾闥婆城の如きものであると知るのである。
漢訳）祕密主。彼如是捨無我。心主自在覺自心本不生。何以故。祕密主。心前後際
不可得故。如是知自心性。是超越二劫瑜祇行 。
17

訳）秘密主よ、このように無我を捨てる 彼は、心が自在であり、心が本来より
18

不生であると覚る。何故か？

秘密主よ、心の始まりも終わりも認識できないか

らである。このように自らの心の本質を知ること、これが二劫を超越する瑜祇の
行である。
Tib.）gsan ba pahi bdag po//gshan yan theg pa chen pos bsgrod pa gshan gyi
4

4

4

drin mi hjog pa rnams la chos la bdag med pahi sems skyeho//de cihi phyir she
4

4

4

4

4

na/hdi ltar de dag snon spyad pa spyod cin phun pohi gnas rnam par hjig pa na
4

4

4

4

4

4

no bo ñid yons su śes pahi phyir sgyu ma dan/smig rgyu dan/gzugs brñan dan/
4

4

4

4

4

4

brag cha dan/hgal mehi hkhor lo dan/dri zahi gron khyer lta buhi hdu śes skyes
4

4

4

4

4

4

4

4

4

so//
訳）秘密主よ、更にまた大乗によって進む者であり、他の縁に拠らない者たち
に、法無我の心が生じる。それは何故かというと、次のように、彼らは以前に行
った修行をし、蘊の拠りどころを壊した［状態］において、存在の本来的な在り
方を悉知する故に、幻と、陽炎と、鏡像と、こだまと、松明の輪と、ガンダルヴ
ァの城［を観察した時］と同じような想いが生じるのである。
Tib.）gsan ba pahi bdag po//dehi phyir de dag gi sems kyi dban du byas pas
4

4

4

4

chos la bdag med pa ñid kyan span bar bya ste/ran gi sems ni gzod ma nas ma
4

4

4

skyes paho//de cihi phyir she na/gsan ba pahi bdag po//no bo ñid yons su śes
4

4

4

4

4

4

pahi phyir sems la snon gyi mthah dan/phyi mahi mthah mi dmigs te/rnal hbyor
4

4

4

4

4

4

4

pa dag hdi yan bskal pa gñis kyis hdah bar byed do//

19

4

4

4

4

訳）秘密主よ、それ故に、彼らの心の自在によって、法無我をもまた離れるだろ
う、
［何故なら］自らの心は、本来より不生である。それは何故かというと、秘
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密主よ、存在の本来的な在り方を悉知する故に、心について始まりも終わりも認
識できないからであり、ヨーガ行者たちはこれをも二劫によって超越する。
５．法無我無畏の文中に、漢訳には「無縁」とあるものがTib.訳には「不生」とあり、
文脈にも若干の相違が見られる。特にTib.訳については、認識対象の非存在に言及した
と思われる漢訳より一歩踏み込んで、自心すなわち認識主体の非存在を意図した文章と
も考えられる。しかし、いずれにせよ、法無我を更に超えた段階までも含めて「法無我
無畏」と称する難点は残る。
同様の問題は〈三劫〉中の対応箇所でも指摘できる。法無我に留まらず、法無我をも
離れて自心の本不生に進むのがこの二劫の段階の特徴である。しかし、法無我を離れた
段階までも「法無我無畏」に対応させる違和感は拭えない。もし、自心の本不生を覚る
段階を法無我と切り離し、次の６．一切法自性平等無畏に対応させることができれば問
題は解消されるだろう。しかし、従来どおり注釈書の解釈に従えば、その操作は選択で
きない。何故なら、
『経疏』も『広釈』も、一切法自性平等無畏には真言門の段階のみ
を対応させ、この二劫の段階とは明確に区別しているからである。
６．一切法自性平等無畏
漢訳）若復一切蘊界處。能執所執。我壽命等。及法無縁空。自性無性。此空智生。
當得一切法自性平等無畏 。
20

訳）もしまた、一切の蘊・界・処と、認識主体と認識対象と、自己や生命など
［自己の本質と仮構されたもの］と、及び法と無縁［＝対象としての法の非存在］
とは空であり、その本質はなんらの性質も有していない［＝無自性である］、と
いうこの空の智慧が生じたならば、一切法自性平等無畏を得るだろう。
Tib.）nam phun po dan khams dan skye mchod thams cad dan/gzun ba dan
4

4

4

4

4

4

hdsin pa dan/bdag dan srog la sogs pa dan chos dan mi skye ba dag kyan ston
4

4

4

4

4

4

4

pa nid kyi no bo nid du yan no bo nid med de shes ston pahi ye śes skyes pa
4

4

4

4

4

dehi tshe//chos thams cad kyi no bo nid mnam pa nid kyis dbugs phyin pa yin
4

4

no//

21

訳）時に、一切の蘊・界・処と、認識主体と認識対象と、自己や生命など［自己
の本質と仮構されたもの］と、及び法と不生もまた、空性の自性において無自性
である、という空の智慧が生じたその時、一切法の自性が平等な性質であること
による無畏である。
法を空性・無自性とすることが法無我にあたり、漢訳「無縁」およびTib.訳「不生」
を空性・無自性とすることが自心の本不生を覚る段階を更に越えることを示しているの
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であれば、この一切法自性平等無畏は、前述の二劫の段階をさらに超克した境地の存在
を示唆するものと言えるだろう。しかし、この第６の無畏に対応するとされてきた真言
門の菩薩の説明は次の通りである。
漢訳）復次祕密主。眞言門修行菩薩行諸菩薩。無量無數百千倶胝那庾多劫。積集無
量功徳智慧。具修諸行。無量智慧方便皆悉成就。天人世間之所歸依。出過一切聲聞
辟支佛地。釋提桓因等。親近敬禮。所謂空性。離於根境。無相無境界。越諸戲論。
等虚空無邊一切佛法。依此相續生。離有爲無爲界。離諸造作。離眼耳鼻舌身意。極
無自性心生。祕密主如是初心。佛説成佛因故。於業煩惱解脱。而業煩惱具依。世間
宗奉常應供養 。
22

訳）また次に秘密主よ、真言門において菩薩の行を修行する菩薩は、無量無数百
千コーティ・ナユタ劫における、量ることのできない功徳と智慧とを積み重ねて
いる。諸々の修行を完全に為し、量ることのできない智慧と方便とを悉く成就し
ている。天の世界と人間の世界の帰依する対象であり、一切の声聞と独覚の境地
を超越している。帝釈天などが親しく仕え敬う。いわゆる空性であり、感覚器官
と感官の対象とを離れ、特徴付ける様相無く、知覚の対象となるものが無く、
諸々の言語表現を超越しており、虚空に等しく辺縁が無く、一切の仏法がこれを
拠り所として絶え間なく生起するものであり、有為と無為との領域を離れ、諸々
の行為を離れ、眼・耳・鼻・舌・身体・心［という個々の感覚器官］とを離れた、
極めて自性の無い心が生じる。秘密主よ、このような最初の心は、仏陀の説く成
仏の原因であるが故に、業と煩悩から解き放たれ、しかも業と煩悩とを備えてい
る。世間は［この心を持つ菩薩を］敬い、常に供養するべきである。
Tib.）gsan ba pahi bdag po//gshan yan byan chub sems dpah gsan snags kyi
4

4

4

4

4

4

4

sgo nas byan chub sems dpahi spyad pa spyod pa/bskal pa bye ba khrag khrig
4

4

brgya ston dpag tu med par bsod nams dan ye śes kyi tshogs dpag tu med pa la
4

4

sogs pa rnams la śes rab dan thabs dpag tu med pas yons su bzun ba/lha dan
4

4

4

4

lha ma yin du bcas pahi hjig rten gyis phyag byas pa/ñan thos dan/ran sans
4

4

4

4

4

rgyas thams cad kyis las yan dag par hdas pa/brgya byin dan/tshans pahi dban
4

4

4

4

4

4

po dan/ñe dban la sogs pas phyag byas pa hdi lta ste/hdi lta ste/ston pa ñid kyi
4

4

4

4

4

no bo ñid rdsas med pa/mtshan ñid med pa/mtshan ma med pa/spros pa thams
4

cad las hdas pa/nams khah ltar dpag tu med pa/chos thams cad kyi go skabs su
4

4

gyur ba/hdus byas dan hdus ma byas kyi khams dan bral ba/las dan bya ba
4

4

4

4

4

med pa/mig dan rna ba dan sna dan lce dan lus dan yid dan bral ba śin tu no bo
4

4

4

4

4

4

4

ñid med pahi sems skye ste/gsan ba pahi bdag po/hdi ni byan chub kyi sems
4

4

4

4

4

dan po shes rgyal ba rnams kyis bsuns so//de dag ñon mons las grol//las dan
4

4
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4

4

ñon mons ltan pa han yin/de dag hjig rten sbyin gnas te/de dag rtag mchod ri
4

4

4

4

mor bya/

23

訳）秘密主よ、また次に、真言門から菩薩の行を修行する菩薩は、無量百千コー
ティ・ナユタ劫において、量ることのできない福徳と智慧の積み重ねを始めとす
る［諸修行］において無量の智慧と方便とを保持している。天と非天と共にある
世間［の生類］によって帰依され、全ての声聞と独覚による行為を超越した者で
ある。帝釈天と、梵天の王と、帝釈天に準ずる神などによって帰依されるもので
あり、以下のような、空性の、実体が無い在り方であり、特徴付ける様相が無
く、特質が無く、あらゆる言語表現を離れ、虚空のように量ることができず、一
切の法の基礎となったもので、有為と無為の領域を離れ、業と作用が無く、目と
耳と鼻と舌と身と意とを離れている、極めて［本来的な］在り方の無い心が生じ
るのだが、秘密主よ、これこそが、最初の菩提心である、と勝利者たちによって
説かれたものである。彼ら［＝真言門の菩薩］は煩悩から解き放たれている。し
かも、業と煩悩とを備えている。彼らは世間が施与をする拠りどころでであり、
彼らは常に供応されるべきである。
第６の無畏とは「空性」や極無自性心の「無自性」という極論に近い言葉のみ共通す
るが、ここではその他の蘊・界・処や法無我・自心の本不生には全く触れていない。六
無畏が直前の段階で得た境地に否定的な言及を重ねるのとは異なり、この真言門の菩薩
の説明には、これより前の法無我・本不生を覚る段階との連続性や優劣を示す記述が全
く見られないのである。
このことから、六無畏が〈三劫〉の「素直な」要約ではないこと、そして、〈三劫〉
が六無畏と異なる構造を有していること、以上の２点が指摘できるだろう。
４．
〈三劫〉の一貫性についての問題点
〈三劫〉もまた、自心の本不生を覚る段階に至るまでは、六無畏と同様に直前の境地との
連続性を保って展開していた。しかし、真言門の菩薩について言及するに至って、その連続
性と一貫性を疑わせる諸問題が現れる。その問題点は以下の３つである。
（１）内容の連続性
法無我を覚り、自心の本不生を覚ってから、どのように真言門へと進むのか、その説明が
欠けている。このことは、真言門の始点を自心の本不生を覚るよりも上位の境地と見なすこ
とが困難であることを示している。仮に、真言門の始点と自心の本不生を覚る段階とが等し
いとすれば、それでは、真言門を別立てした理由とは何か？

そこには、方法論や所要時間

などの違いがあって然るべきだろう。ならば、両者は縦に連続して順次向上していく関係で
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はなく、横に同時に並行して存在する別個の修行体系と考えるべきではないだろうか。
（２）修行主体の名称
まず、１．
）我についていろいろと分別する 世間の愚童凡夫、２．）出世間の心を生じ人
24

法二無我や自心の本不生を覚る「瑜祇 （Tib. rnal hbyor pa dag、ヨーガ行者たち）」の諸
25

4

段階、３．
）最初の菩提心を生じる真言門の菩薩、４．）その後、信解行地を超越する「智者
（Tib. blo ldan、智慧ある者）
」 。以上のように、〈三劫〉中において修行主体を指す名称に
26

は４つある。最初の１劫・２劫はヨーガ行者たちによって超克されるが、更に1と1/4劫を越
える修行主体は「智者」に呼称が変更されている。この相違は、真言門の説明を境とした修
行方法や修行主体などの変化を反映している可能性も考えられる 。
27

（３）信解行地の解釈
通常、信解行地とは初地に至る前段階を指すが、『経疏』では「淨菩提心」発生の後に十
地 の段階を置き 、信解行地を十地全体を指す語と解釈している 。また、『広釈』では菩提
28

29

30

心発生の段階を初地と解釈する ために、信解行地をそれより前の自心本不生を覚る段階に
31

相当させ、文章の前後関係を入れ替えて読んでいる 。このような変則的な解釈には、真言
32

門の菩提心発生を初地に相当させ、真言門をより高度に位置づけようとする意図が感じられ
る。しかし、住心品の文脈には最初の菩提心の発生が初地以上であることを裏付ける記述は
無い。仮に、文章の順番どおりに真言門の段階が信解行地から始まったとしても、特に不都
合や矛盾は生じない 。その場合、真言門へは、人法二無我や自心の本不生を覚る過程を超
33

克する必要なく直に入ることが可能となるだろう 。
34

このように、
『大日経』住心品の文脈に照らして検討した結果、〈三劫〉を縦の階層的構造
と捉える従来の解釈は必ずしも住心品の構成を正確に反映したものではない、との見方が可
能となる。
５．
〈三劫〉と修行者の心
〈三劫〉は日本密教の伝統的な教学によれば真言行者の「心品轉昇」 を説いたものであ
35

り、経中の自心の本不生を覚るという行為も、真言門の菩薩の極無自性心も、確かに修行主
体の心に言及したものである。いわゆる「如実知自心」や「淨菩提心門」については既に昨
年の拙稿 で取り上げたが、今回取り上げた〈三劫〉において、修行主体が「六十心」「百六
36

十心」といった心の諸相や自らの心にどう取り組んでいるのか、いま一度確認をしておきた
い。
まず、
〈三劫〉を含む一連の説明は、金剛手の以下の問いかけに答えたものである。
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漢訳）爾時執金剛祕密主。復以偈問佛
云何世尊説

此心菩提生

復以云何相

知發菩提心

願識心心勝

自然智生説

大勤勇幾何

次第心續生

心諸相與時

願佛廣開演

功徳聚亦然

及彼行修行

心心有殊異

惟大牟尼説

37

訳）その時、執金剛秘密主は再び偈を用いて毘盧遮那に問い奉った。
「一体どのように、世尊よ、この心に菩提が生じることをお説きになるのですか。
また、どのような様相によって菩提心の発起を知るのでしょう。お願いです、
諸々の心を知るのに勝れた御方、自然智より生じた御方よ、お説きください。大
いに勇猛なる御方よ、どれほどの次第によって心が継続して生じるのかを。心の
諸相と時とを、どうか仏陀よ、説き明かしてください。功徳の総量も同様に、ま
た、かの［修行者の］行う修行も、心と心とに違いがあることも、大牟尼よ、お
説きください」
Tib.）de nas yan bcom ldan hdas la phyag na rdo rjes yons su shus pa/
4

4

4

bcom ldan hdas ci ltar byan chub tu sems bskyed pa shes bgyi ba lags/
4

4

byan chub hbyun bahi sems skyes pahi//mtshan ñid ci ltar htshal bar bgyi//
4

4

4

4

4

4

sems mkhyen pa ni rnams kyi mchog/dpah chen ye śes las byun ba//
4

4

ci sñed cig las hdas nas ni//skye bar hgyur ba bstan du gsol//
4

4

mgon po sems kyi mtshan ñid dan//dus kyan rgya cher bśad du gsol//
4

4

de dag bsod nams ci hdra dan//spyod pa ci hdrar hgyur ba dan//
4

4

4

4

4

sems la sems kyi kyad par yan//thub pa chen pos bston du gsol//

38

4

訳）それから、世尊に対し金剛手が問い奉った。
「世尊よ、どのようにして、菩提心の発生ということがなされるのでしょうか。
菩提を生じる心が発生する様相はどのように求めればよいのでしょう。心を知る
者たちの中でも最上の御方、勇敢な御方、智慧より生じた御方よ、どれほどを経
過して［菩提心が］発生するに至るのか、解説をお願い致します。主よ、心の様
相と、時間についても広く説き明かしてください。それらの功徳はどのようなも
ので、修行はどのように致すのか、心における心の差異もまた、偉大な牟尼によ
るご説明をお願い致します」
両訳ともに、ここで主題とされているのは菩提心の発起についてであり、心の諸相は
発菩提心に至るまでの過程に関連している。これに毘盧遮那が答えた文章は以下の通り
である。
漢訳）如是説已。摩訶毘盧遮那世尊。告金剛手言
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善哉眞佛子

廣大心利益

勝上大乘句

心續生之相

諸佛大祕密

外道不能識

我今悉開示

一心應諦聽

越百六十心

生廣大功徳

其性常堅固

知彼菩提生

無量如虚空

不染汚常住

諸法不能動

本來寂無相

無量智成就

正等覺顯現

供養行修行

從是初發心

39

訳）このように［金剛手が］問い終わると、大毘盧遮那世尊は金剛手に仰せにな
った。
「善いかな、仏陀の真の息子よ、広大な心で［有情の］利益をなす者よ。優れた
大乗の基礎、心が継続して生じる様相は、諸仏の大いなる秘密であり、外道には
理解することもできない。私は今それを全て教示しよう、一心に聞きなさい。百
六十心を越えて、広大な功徳を生じ、その性質が常に堅固であるもの、それがか
の菩提が生じる［ところの心］である。無量であること虚空の如く、汚れる事な
く常に存在しており、諸法に動かされることがない、本来より寂静であって無相
であり、無量の智慧を完成するものであり、覚りが出現する［ところの心］であ
る。供養行の修行によって初発心する」
Tib.）de skad gsol nas dehi tshe/bcom ldan rnam par snan chen gyis/
4

4

phyag na rdo rje cher hbyun la//legs so bu shes hdi sked gsuns//
4

4

4

4

theg pa chen pohi go hphan mchog/sems kyi rgyud kyi mtshan ñid ni//
4

4

4

rdsogs sans rgyas kyi gsan bahi mcog/rtog ge kun gyis mi śes ba//
4

4

4

thams cad kyod la bśad par bya//yid gcig bsdus la mñan par gyis//
sems ni brgya rtsa drug bcu las//hdas nas byan chub ñid kyi phyir//
4

4

bsod nams ches hbyun sñin po ste//byan chub hbyun ba skye bar hgyur//
4

4

4

4

4

4

4

nams khah lta bur dpag med cin/gos pa med de ci bshin gnas//
4

4

chos kun gyis ni mi sgul te//bzod nas shi shin mtshan ñid med//
4

dpag med ye śes kyis bsgrubs pa//yan dag rdsogs sans rgyas ston pa//
4

4

mchod dan sbyod pas bsgrubs pahi phyir//byan chub phyir ni dan por hdod//
4

4

40

4

4

4

訳）このように問うと、そこで勝者大毘盧遮那により、大いに吉祥なる金剛手に
対して、良いぞ息子よ、と［言って］このように仰せになられた。
「大乗の最高の基礎である、心の継続の様相は、正等覚者の秘密の中でも最高の
もの、あらゆる論理によっても知ることはできない。全てを汝に説き明かそう。
一心に聞け。心とは160を越えてから、菩提たる性質ゆえに大いなる功徳によっ
て生じる精髄であり、［すなわち］菩提を生じる［心］が発生する。［その菩提心
は］虚空のように量ることが出来ず、汚れなく、あるがままに存在しており、あ
らゆる法によって動かされることなく、本来から寂静で様相が無い。はかり難い
智慧によって成就され、正等覚を示すものである。［その菩提心は］供養と修行
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によって完成されるものであるから、菩提のためには最初に求めるものである」
この回答の要点を挙げれば、すなわち、１.）これから説き明かされるのは心の諸相
であるということ、２.）
「百六十心」を越えて菩提心が生じるということ、３.）菩提心
の生起には「供養行（Tib. mchod dan sbyod pa、供養と行）」が関連していること、以
4

上の３点である。
しかし実際には、この問答に始まる一連の展開上で「心」に言及するのは後半部分に
限られており、決して一貫した主題ではない。前半は我の仮構や唯蘊無我の覚知など
「我」にまつわる内容で占められている 。
41

仮に、一連の〈三劫〉が修行主体の心を主題としたものであるとして、如何に菩提心
の発起へと繋がっていくのか。
「百六十心」を越えることが１つの手立てとして挙げら
れているが、具体的な内容は全く説明されていない。その基礎と考えられている「六十
心」についても同様である。それらの心がどのような形で菩提心発起のための手段とな
るのか、住心品のみならず『大日経』全体を通じて、明確に示されることはない。
また、昨年の拙稿 における考察では、住心品の文脈に基づく限り、修行主体による
42

自己の心の観察と菩提心の発起との間に因果関係を見出すことができなかった。〈三劫〉
中の前二劫、すなわち唯蘊無我から法無我、そして自心の本不生を覚る段階までは、修
行主体の自心についての観察が深まっていく過程と見ることも可能であろう。だが、そ
の観察が真言門における極無自性心の発生に関わるものであると判断するに足る確証は
得られない。上述の「供養行」の語も、その内容は不明であり、前二劫と真言門の段階
との連続性を示す証拠と見做すのは困難である。
以上のように、修行主体の心を軸としても、住心品の文脈上に〈三劫〉とひと括りに
し得る一貫した階層構造を認めることは難しい。このことは修行方法の相違のみを示す
に留まらず、前二劫と真言門の段階との双方における心の変化が、果たして同一の修行
主体の上に起きたものであるのか否か、との問題をも提起する。そして、このような疑
問を呼び起こす不整合の根底には、現行テキストの、特にこの〈三劫〉の構造に関する
問題が埋もれている可能性がある。その時、従来と同じ解釈に沿って考えるならば、従
来と同じ結論に至るのみだろう。あえて定説から離れること、つまり、〈三劫〉の一貫
性を疑い、真言門と前二劫との間の溝を埋めようとせずに住心品を読むことも、『大日
経』の思想や構成を明らかにする新たな材料を得るために有益な方法ではないだろうか。
６．まとめ
これまでの検討作業を通じて判明した六無畏と〈三劫〉の対応関係の不整合をうけて、筆
者はまず、
「真言門の菩薩の修行と、愚童凡夫に始まり自心の本不生を覚るまでの修行過程
とは、全く異なる枠組みの修行体系である」との仮説を立てて『大日経』の思想を考えてい
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こう、との結論に至った。
では、この仮説に従う場合、
『大日経』住心品における真言門とはどのようなものであろ
うか。まず、
『大日経』における一貫した修行主体は「真言門より菩薩の修行をおこなう菩
薩」であるから、住心品の修行主体は必然的に真言門を選択することとなるだろう（その意
味では、真言門のみが『大日経』における唯一の修行体系である）。他方で、真言門と並行
して存在し得る他の修行体系、すなわち、人法二無我や自心の本不生を覚る過程も示される
が、修行主体は並行する修行過程を全く経ること無しに真言門の修行へ直接進むことが可能
である。しかし、このことは、真言門の始点が他の修行体系と比較してより高度な段階に設
定されていることを意味するものではない。この点は、続く具縁品との連続性を探るうえで
重要となる。なぜなら、具縁品においてこの『大日経』の教えは「智慧の劣った衆生のため
のもの」と宣言されている 。この一節を考慮すると、人法二無我・自心の本不生を覚るよ
43

りも高度な段階であるが故にあらゆる修行が必然的に真言門へと集約される、とは考え難い。
むしろ、真言門も修行主体の適性に応じた選択肢の一つ、と考えるのが妥当だろう。あるい
は、この一連の諸段階の優劣や因果関係が未整理の状態のまま今に至った、とも考えられ
る。
今回、真言門の始点については１つの見通しを得たが、その具体的な修行内容や『大日
経』全体において住心品の占める位置や他の章との関係については、具縁品その他の章との
比較・対照作業を通じて、より考察を深めていく必要があり、今後の課題である。
参考文献
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4

4

́

4

、影印北京版西蔵大蔵
経（以下、北京版）第５巻所収
『経疏』
：
『大毘盧遮那成佛經疏』
、大正蔵第39巻所収。
『広釈』
：

4

4

4
4

́

4

¯

44

¯

（ 北 京 版 目 録 よ り、Skt.
¯

¯

4

¯

¯

、通称『大日経広釈』未再治本）、北京版第77巻

所収
『広釈』に関連して
［宮坂1995］
：宮坂宥勝、
¯

¯
¯

¯

4
4

（
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44

¯

¯

¯

¯

）
,『インド古典研究 ACTA INDOLOGICA

Ⅶ』成田山新勝寺、1995年（Tib.訳『大日経』と『広釈』の校訂テキストを参照
した）
『秘密集会タントラ』
［Matsunaga1978］
：Yukei Matsunaga
（松長有慶）
,

¯

,

,

Osaka, 1978.
『菩提心釈』
：Skt. 還梵

4

、Tib.

に相当する異訳が

4
4

２本ある。
１．偈頌版『菩提心釈』北京版第61巻pp.285-287所収。漢訳『菩提心離相論』（大
正蔵第32巻p.541b-543c所収）に相当。北京版第103巻、p.272-274に異訳あり。テ
キスト間の対照、和訳については［酒井1988］参照。
２．長行版『菩提心釈』北京版第61巻pp.287-288所収。漢訳『菩提心観釋』（大正
蔵第32巻p.562a-563a所収）に相当。テキスト間の対照、和訳については［酒井
1948］参照。
『瑜伽修習道』
：Jñānagarbha 著。Skt. 還 梵

¯

¯

¯

、Tib. 訳

4

4

、北京版第102巻所収。
『瑜伽師地論』
：
skt. 校訂本
［Wogihara1930］
：Unrai Wogihara,

¯

：

（
）,Tokyo, 1930, p.274
［Dutt 1978］
：Nalinaksha Dutt,
4

¯

¯
̅ ̅

̅

4

4

［
］,Patna, 1978

漢訳：大正蔵第30巻所収
ｂ．参照した先行研究
［氏家1987］：氏家覚勝『陀羅尼思想の研究』、東方出版、1987年
［大久保2004］
：大久保良峻『台密教学の研究』、法蔵館、2004年
［梶山1983］：梶山雄一『空の思想

仏教における言葉と沈黙』所収「仏教タントリズムにおけ

る言葉の問題」
、人文書院、1983年
［中條1984］：中條裕康「
『大日経』における信解行地について（1）」『豊山教学大会紀要』第12
号、1984年
［中條1986］：中條裕康「
『大日経』における信解行地について（2）」『豊山教学大会紀要』第14
号、1986年
［津田1987］：津田真一『反密教学』
、リブロポート、1987年
［酒井1988］
：酒井真典「菩提心離相論考」『成田山仏教研究所紀要』第11号（『仏教思想論集
Ⅰ』
）
、成田山新勝寺、1988年
［酒井1948］：酒井紫朗「菩提心観釋と菩提心離相論について」『密教文化』第４号、1948年
［吉水1988］：吉水千鶴子「Nāgārjuna作

4

について──菩提心句の解釈におけ

る心の問題──」
『印度学仏教学研究』第36巻第２号、1988年
［那須1973］：那須政隆『大日経口疏講義』、真言宗智山派宗務廳、1973年
［生井1970］：生井衛「菩提心偈に関する一考察」『密教文化』第91号、1970年
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［生井1989］：生井智紹「仏道の体系と瑜伽の階梯──〈菩提心修習〉に関連して──」『日本仏
教学会年報』第54号、1989年
［生井1996］：生井智紹「真言門より行を行ずる菩薩──大乗仏教における密教の形成過程とい
う観点から──」
『高野山大学論文集』所収、1996年
［生井1998］：生井智紹「真言理趣による行の確立──大乗仏教における密教の形成についての
一視座──」
『インド密教の形成と展開』（松長有慶編）所収、法藏館、1998年
［長沢1978］：長沢実導『瑜伽行思想と密教の研究』、大東出版社、1978年
［吉田1970］：吉田宏晢［
『大日経』住心品蔵漢対照研究──六無畏をめぐって──」『智山学報』
第18輯、1970年
［吉田1993］：吉田宏晢『空海思想の形成』春秋社、1993年
ｃ．拙稿
［馬場2008］：馬場えつこ「
『大日経』住心品における如実知自心の位置づけ」『東洋大学大学院
紀要』第44集（文学研究科）、2008年、pp.193-213

追記
2008年９月５日の日本印度学仏教学会第59回学術大会での筆者の研究発表に際して、大正大学
名誉教授の吉田宏晢先生や同大学の野口圭也先生から、示唆に富むご質問・ご指摘を頂戴した。
今回の拙稿のみでそのご厚意に応えるに足るような成果を出せたとは到底思えないが、この場を
借りてお二人の先生に御礼を申し上げたい。

1
2

［馬場2008］
日本密教の伝統教学における、いわゆる「三劫段」の枠組みは、『広釈』にはない解釈方法であ
るが、今回取り上げる住心品中の当該範囲を的確に示した概念であるため、〈三劫〉の表記によ
って枠組みを転用する。

3

この六無畏と〈三劫〉について、注釈書同士の見解を比較した先行研究については［吉田1970］
を参照した。

4

『経疏』は大正蔵39, p.605cに「佛還復約前三劫。作差降對明也。（訳：佛はまた再び先述の三劫
を要約して優劣を明かしたのである）」、『広釈』は北京77, p.127, 118bに、これまでに経に説かれ
てきた内容を（六無畏の枠組みを利用して）簡潔に説明してから、 da hdir dbugs dbyun bahi
4

4

4

sgo nas mdor bsdus te phyag na rdo rje gsol pa dan/bcom ldan hdas rnam par snan mdsad
4

4

4

kyis kyan mdor bsdus te gsuns pa de bśad par bya ste/（訳：次は、以下に無畏の法門に基づ
4

4

いて要約したもの、
［すなわち］金剛手が問うたことと世尊毘盧遮那により要約して説かれたこ
と［＝六無畏の問答］を説明しよう） としている。
5

「無畏」は漢訳者の意訳。
『経疏』には異訳「蘇息」と、音写「阿濕嚩娑」が挙げられている。こ
の音写はSkt.のāśvāsa-に還梵される。意味は「息をつくこと（taking breath）」「息を吹き返す
こと、妨げなく息をすること（breathing again or freely）」及び、「励まし（cheering up）
」
「慰
め（consolation）」（M.Monier-Williams,
Sri
Satguru Publication, Delhi, India, 1993）。Tib. 訳には「dbugs phyin pa（息をつくこと）」
。
『経
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疏』も『広釈』も、共にこの語を解釈して、隘路や盗賊の襲撃などの危機から脱し、一息ついて
心が安らぐことに喩えている（大正蔵39, p.605c、北京77, p.127, 119a参照）。ここでは表記を「無
畏」に統一した。
6

『大日経』の「復越一劫昇住此地（訳：また一劫を超越してこの地＝信解行地に昇る）」（大正蔵
p.3b）に対して、
『経疏』は「即是初入此信解地。是復越百六十心一重細惑。名度三大阿僧祇劫
也。（訳：即ちこの一文は、初めてこの信解地に入る、という意味である。また、これは百六十
心の残り一重の細かい煩悩を超克することであり、以上を名づけて「三大阿僧祇劫」と言うので
ある）」（大正蔵39, p.605b）と解釈している。
北京77, p.125, 112b-113bを参照。この方法では二劫のうちの一と四分の一にしか言及できず、残

7

りの四分の三は何であるのか、との問題が生じる。この点については［中條1984］、［中條1986］
に詳細な考察があるため参照した。
8

『経疏』（大正蔵39, p.606a）では、一切法自性平等無畏を説明して、「爾時於有爲無爲界二種扼縛
得蘇息處即是眞言行者虚空無垢菩提心也（訳：その時、有為界と無為界の二種の束縛に対して無
畏の境地を得るのが、即ち、この真言行者の虚空無垢菩提心である）」とし、また、最初の菩提
心が発生する段階を初地と解釈している『広釈』（北京77, p.128, 120b）でも、 sa dan pohi
4

4

sems kyis（
［宮坂1995］によってkyiに訂正して読む）mtshan ñid ston pahi yan ston pa ste
4

4

4

4

mñam pa ñid du dbugs phyn ba shes bya ba ste/（訳：初地の心の様相も空のまた空であって、
4

［これが］「平等性における無畏」というものである） として真言門の段階に対応させている。
偈頌版は北京61, p.285, 42b-43aと大正蔵32, p.541bを参照し、長行版は北京61, p.287, 48aと大正蔵

9

32, p.562aを参照した。
10

北京102, p.14, 4bを参照。

［Matsunaga1978］p.10

11
12

大正蔵18, p.46bに、
「發菩提心方便眞言曰

唵菩提質多母多播娜夜弭

是中増加句言。菩提心離

一切物。謂蘊界處能執所執捨故。法無有我。自心平等。本來不生如大空自性。如佛世尊及諸菩薩
發菩提心。乃至菩提道場。我亦如是發菩提心（訳：菩提心を起こす手だての真言を唱えて、 Om
4

bodhicittam utpādayāmi

この［一連の儀式の］中で増加の句を唱える。「菩提心は一切の存在

を離れている。つまり、蘊・界・処と、認識主体と認識対象とを捨て去っているが故に、法無我
であり、自らの心と等しく、本来より不生であり、まさに大いなる空の自性の如くである。仏陀
世尊および諸々の菩薩が菩提心を発起して悟りの座に至ったように、まさにそれと同じように私
も菩提心を発起しよう」と。
）
」とある。
13

北京5, pp.276−277, 206b-207aに、 de nas byan chub tu sems bskyed par byaho//sans rgyas
4

4

4

dan byan（北京版はbyan の語を欠く。
［宮坂1995］を参照し、補って読む）chub sems dpah
4

4

4

4

thams cad bdag la dgons su gsol//bdag min hdi shes bgyi bas dus hdi nas gzun ste/nam byan
4

4

4

4

4

4

chub kyi sñin po la mchis kyi bar du/dnos po thams cad dan bral ba/phun po dan khams dan
4

4

4

4

4

4

skye mched dan gzun ba dan hdsin pa rnam par spans pa/chos bdag med pa mñam pa ñid
4

4

4

4

4

kyi phyir ran gi sems gdod ma nas ma skyes pa/ston ba ñid kyi no bo ñid du ci ltar sans
4

4

4

4

rgyas bcom ldan hdas rnams dan byan chub sems dpah rnams kyis byan chub tu sems
4

4

4

4

4

bskyed pa de bshin du bdag gis kyan bskyed do//de ltar lan gñis lan gsum du byaho//（訳：
4

4

それから、菩提心を発起すべきである。あらゆる仏陀と菩薩を［修行者］自らに［重ね置いて］
憶念し、その者［＝修行者］自身の名前を述べて、「この時から菩提道場に在るまでの間、『一切
の存在を離れ、蘊・界・処や認識主体と認識対象とを捨て去ったものは、法無我と等しい性質で
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あるが故に、自心であり、本来より不生のものであり、空性の在り方である』と、以上のように
諸々の仏陀世尊と菩薩たちが菩提心を生じた、まさにその通りに、自らもまた［菩提心を］生じ
たのである」と［唱えよ］
。同様に二回目・三回目をなせ［＝唱えよ］。） とある。
［生井1970］
、
［生井1989］
、
［吉水1988］参照。特にJñānagarbhaの著作と関連させた先行研究に

14

は［長沢1978］がある。長沢氏は、「如実知自心」への言及や、Buddhaguhyaの「三心」解釈と
の一致も取り上げ、
『大日経』とJñānagarbhaの菩提心修習思想との密接な関わりを示唆してい
る。
（上掲書pp.130-131参照）
15

大正蔵18, p.3c

16

北京5, p.243, 123a

17

以上、大正蔵18, p.3c

18

漢訳には「無我」とあり、
『経疏』にもここで「法無我」を捨てるとは明記されていない。『経疏』
は、この訳に基づくことにより、法無我を覚ることと自心の本不生を覚ることとの間に前後関係
を設けず、両者を同じ段階と見做すことに成功しているように見受けられる。しかし、『大日経』
住心品の文脈上、蔵漢両訳ともに、自心の本不生を覚るために何がしかの「無我」を捨てている
ことは確かである。これが人無我を指すとすれば、唯蘊無我から「法としては存在する」との理
解に移行した際、すでに人無我を覚る段階は通過しているため、ここで再度人無我を否定するこ
とは不自然である。また、もし自心の本不生を覚る＝法無我を覚ることであれば、ここで捨離す
べきは無我ではなくて法である。以上の理由から、「無我」を捨てるとした漢訳の文意も、法無
我を捨離し、更に一歩進んだ段階へ移行することを意図したものと推測する。

19

以上、北京5, p.243, 122a-122b

20

大正蔵18, p.3c

21

北京5, p.243, 123a

22

大正蔵18, p.3b

23

北京5, p.243, 122b

『大日経』によれば、この我についての分別は、「自昔以來分別相應。希求順理解脱（訳：昔から

24

分別と結びついており、理にしたがって解脱を求めたものである）」（大正蔵18, p.2b）あるいは
rnal hbyor hdod pahi rnal hbyor dag gis thar par hdod pas snon brtags pa yin no（訳：ヨー
4

4

4

4

4

4

ガを望むヨーガ行者たちによって、解脱を望んで以前に考え出されたものである）（北京5,
p.241, 119a）と説明されている。漢訳「順理」について、『経疏』は順理＝瑜祇としており（大
正蔵39, p.594b）
、もとのSkt. の文意はTib. 訳と同じであった可能性がある。このことから、２劫
の段階に至るまで、瑜祇＝ヨーガ行者が一貫した修行主体として意識されていたことが推測され
る。
『経疏』
（大正蔵39, p.601c）は瑜祇の語を瑜伽＝yoga-の「女聲」おそらくは女性形のyogi-とし、

25

「相應者」の意味に解釈している。一方、Tib.訳の原文はrnal hbyor pa dag＝yogin-の複数形具
4

格yogibhihであったと考えられる。yogi-の複数形具格もyogibhihであることから、両訳の原本は
4

4

どちらもyogibhih＝「ヨーガ行者たちによって」であった、と推測できる。よって、この語を
4

「ヨーガ行者たち」の意味で統一して考えることとした。
26

漢訳は大正蔵18, p.3b、Tib. は北京5, p.243, 123aを参照。

27

ここでの瑜祇＝ヨーガ行者の修行をタントラ的なヨーガと見做して『金剛頂経』や後期密教の修
行体系に直結させるには飛躍があり、困難である。（『大日経』と『金剛頂経』がcriticalな関係
にあるとする［津田1987］が筆者の密教史観に決定的な影響を及ぼしていることも、この住心品
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のヨーガ行者を密教のヨーガ行者と解釈することを避けた一因である）また、Tib. 訳によれば、
ヨーガ行者が複数形であるのに対して真言門の菩薩や智者は単数として訳出されている。ヨーガ
行者は真言門の立場から見て「その他大勢」である可能性もあり、両者を同一視するには問題が
残る。
『経疏』は「十地」のかわりに「十住」の語をしばしば用いている。［大久保2004］によれば、『経

28

疏』が信解地の該当範囲を示すのに用いた「信解者従真正発心乃至成仏」（大正蔵39, p.580c）の
「真正発心」の語は、天台の行位では凡夫位・初住・初地のいずれかを指す言葉であるという（上
掲pp.250-251）
。
『経疏』の著者である一行もまた天台の思想に通暁した人物であることが知られ
ており、その彼が用いた「十住」と「十地」には別教の行位と円教の行位との対応関係が意識さ
れていた可能性もある。この『経疏』において発心と初地との間にしばしば見られる空白期間も、
この行位観に由来するものかもしれない。
29

大正蔵39, p.584bに「謂初發心。欲入菩薩位故。於此眞言法要。方便修行。得至初地。（訳：すな
わち、初めに発心して菩薩の位に入ろうと望む故に、この真言の教えに従って努めて修行すれば、
初地に到達する）
」とある。もし、この初発心が真言門の菩薩の浄菩提心である場合、発心して
から初地に昇るまでの間にもうひと手間必要となる。

30

大正蔵39 p.604cに信解行地を説明して「此經宗。從淨菩提心以上十住地。皆是信解中行。（訳：
この『大日経』の宗旨では、淨菩提心から上は十住地に至るまで、すべて信解［行地］における
行である）」とある。

31

北京77, p.126, 114bに、真言門の説明を指して、 sa dan pohi byan chub kyi sems dehi rgyu
4

4

4

4

phun sum tshogs pa dan/ ran bshin phun sum tshogs pa dan/ mtshan ñid phun sum tshogs
4

4

4

pa dan/ mtshan ñid dehi bsgrub pa phun sum tshogs pa ni bśad par rig par bya ste/（訳：そ
4

4

の初地の菩提心の因円満と、自性円満と、相円満と、その相の成就の円満とが説かれたものと知
るべきであり） とある。
32

北 京 77, p.127, 118a-b に、 mos pa spyod pahi sahi rim pa dan yon tan de dag snar mos pa
4

4

4

4

spyod pahi sa la bdag med pa la hjug pahi skabs su mi bśad par rab tu dgah bahi sa bśad pahi
4

4

4

4

4

4

hog tu cihi phyir bśad ce na/rab tu dgah bahi sa ni mos pa spyod pahi sahi hbras bu ste de
4

4

4

4

4

4

4

ltar hbras bu de ci hdra bar śes nas dehi rgyu gan yin pa de gdod brtag par bya ste/de bas
4

4

4

4

na mos pa spyod pahi sa dehi phyis bśad do//（訳：それら信解行地の段階と功徳とを、前述の
4

4

信解地における無我に入る境地［＝法無我を証する段階］において説かずに、歓喜地［＝初地］
を説いた後に何故説くのかと言えば、歓喜地は信解行地の結果であって、そのようにその結果が
何に相当するかを知ってから、その原因が何であるかを初めて検討すべきであるので、そのよう
な理由で信解行地をその後に説いたのである。） と理由を説明している。
33

真言と大乗仏教の修行体系との関係について一つの示唆を与える例として、『瑜伽師地論』菩薩
地（大正蔵30, p.543a、
［Wogihara1930］pp.272-274,［Dutt 1978］pp.185-186）の四陀羅尼（法陀
羅尼、義陀羅尼、呪陀羅尼、能得菩薩忍陀羅尼）がある。この一節には、真言を手がかりに菩薩
の忍を獲得し、それによって上品の勝解行地＝信解行地に昇ることができる、と説かれている。
これを密教に当てはめるには程度が低い、とのご指摘を受けるかもしれない（［梶山1983］p.143
参照。梶山氏は、真言との関連性からこの当該箇所に注目するも、「真言乗のめざす即身成仏に
は程遠い」と懸念している）
。だが、瑜伽行派の修行体系、しかも信解行地に関連して陀羅尼の
役割が明示されている、という点で注目に値する一節である。なお、この『瑜伽論』四陀羅尼と

［梶山1983］については、大正大学の高橋尚夫先生の授業で紹介を受け、本論文の取り組みに大
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きな示唆を与えた。また、
［氏家1987］pp.91-96も参考とした。
この『瑜伽論』菩薩地において、修行者は真言

iti miti kiti bhiksāmti（［Dutt1978］はbhih
4

4

4

4

4

4

ksānti）svāhā を観察するが、結果的にはこの真言に意味が無いことを理解する。この点もまた、
4

『大日経』住心品において真言門の菩薩が十縁生句を観察する時、真言を幻や夢のように実体を
持たないものに喩えることを連想させる。しかし、十縁生句の文脈は、真言の効用を積極的に認
めるものであり、
『瑜伽論』の真言観とは異なっている。
34

その点で筆者の見解は、真言門の菩薩による「淨菩提心門」への直入を説いている『経疏』の解
釈に近い。大正蔵603bには、
「可知如餘教中菩薩。行於方便對治道。次第漸除心垢。經無量阿僧
祇劫。或有得至菩提。或不至者。今此教諸菩薩。則不如是。直以眞言爲乘。超入淨菩提心門。

（訳：他の教えに従う菩薩は手立てをもって迷いを断ち、徐々に心の垢を取り除くのに無量阿僧
祇劫かけて、ある者は菩提を得るに至るが、ある者は得られない。今、この教えに従う菩薩はそ
のようなことが無い。ただちに、真言を乗り物とすることによって「淨菩提心門」に［他の修行
過程を］飛び越えて入るのである）」とある。ただし筆者は、真言門の菩薩の「初心」が「餘教
中菩薩」の手の届かないような高度な段階である、とは考えていない。
［那須1973］p.141参照。

35
36

詳細は［馬場 2008］を参照のこと。

37

大正蔵18, 2a

38

北京5, p.241, 118b

39

大正蔵18, 2a

40

北京5, p.241, 118b-119a

「我」について思うその心も「心」であることに違いはない。だが、それによって文章の趣旨を

41

「我」ではなく「心」に焦点を当てたものと解釈するのは文意の歪曲に繋がるだろう。
［馬場 2008］

42
43

例えば、続く具縁品において、金剛手秘密主と教主・毘盧遮那との問答に次のような一節がある。
その内容は、
「仏陀の理法が無相であるにもかかわらず、何故有相の真言行を説くのか」と問う
た金剛手に対して、毘盧遮那が「未来世の、智慧の劣った衆生のために説くのである」と答えた
ものである。
漢訳）復次祕密主

於當來世時

劣慧諸衆生

以癡愛自蔽

唯依於有著

恒樂諸斷常

時方所造業

善不善諸相

盲冥樂求果

不知解此道

爲度彼等故

隨順説是法（大正蔵18, pp.4c-5a）

訳）また次に秘密主よ、未来の時代において、劣った智慧を持つ諸々の衆生は、愚かさ
と貪りによって自らを覆っている。ただただ、実在物への執着に基づいて、常に諸々の
［存在の］断滅と常在とを願っている。時間と空間と為された業と、善と不善という
様々な様相について暗愚であり、結果を求め、この道理を知らない。彼らを［悟りの彼
岸へ］渡らせるために、対応してこの教えを説くのである。
Tib.）gsan bahi bdag po hon kyan ni//sems can dag ni blo shan cin//
4

4

4

4

4

bya ba tsam gyis rmons pa dag/dnos pohi don la chags pa rnams//
4

4

4

ma hons dus na hbyun bar hgyur//hdi ltahi tshul ni mi śes pas//
4

4

4

4

4

4

4

yul dan dus dan bya ba las//dge dan mi dgehi mtshan ma yis//
4

4

4

4

rmons pa hbras bu hdod byed de//sems dpah chen po de dag phyir//
4

4

4

4

cho ga hdi ni brjod pa yin//（北京5, p.244, 126a）
4
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訳）秘密主よ、しかしながら、衆生たち［すなわち］智慧が劣っており、ただ所作のみ
によって覆われている者たちであり、実在物という対象に執着する者たち［そんな衆生ら］
が未来に生まれるだろう。このような道理を知らないがために、場所と、時間と、行為
から［生じる］善と不善との様相によって暗く覆われた結果を欲するのであるが、摩訶
薩よ、彼らのためにこの儀軌が説かれるのだ。
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The
-Gateway from the Viewpoint of the Six
Reposes and the Three Kalpas in the First Chapter
of the
BABA, Etsuko
Many annotators on and scholars of the

（

）in Indo-Tibetan and Chino-Japanese tradition have regarded its
ﬁrst chapter as the representative of the kernel thought of the whole

.

In this short paper, I try to deﬁne the system of exercises depicted in the ﬁrst chapter
of the

by conﬁrming the structural correspondence between the six reposes and

the three kalpas.
As a result of the comparison of these two structures, there is not found a simple oneto-one correspondence. In particular, the sixth repose does not correspond with the
stage of the Mantra-Gateway, which is diﬀerent from the traditional interpretations. In the
same way, there is no proof that the succession of former two kalpas in the three kalpas
maintains in the

Gateway.

As a conclusion at this stage, I formulated a hypothesis about the system of exercises
depicted in the ﬁrst chapter in the

: the system of the

-Gateway is completely

diﬀerent from the former two kalpa s manners. However it doesn t mean that the ﬁrst
step of the

-Gateway should start at a higher stage than the final stage of the

former two kalpas.
Key word:
,
三劫 three kalpas, 真言門

大日経 Dainichikyo, 六無畏six reposes,
gateway.
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