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仏教



仏教は、インドの釈迦（ゴータマ・シッダッタ）を開祖とする宗教である。キリスト教・イスラム教と

並んで世界三大宗教の一つ（信仰のある国の数を基準にした場合）で、一般に仏陀（目覚め

た人）の説いた教え、また自ら仏陀に成るための教えであるとされる。

[教義]
世界観

仏教の世界観は必然的に、仏教誕生の地であるインドの世界観である輪廻と解脱の考えに

基づいている。人の一生は苦であり永遠に続く輪廻の中で終わりなく苦しむことになる。その

苦しみから抜け出すことが解脱であり、修行により解脱を目指すことが初期仏教の目的であっ

た。

仏像や仏閣などは仏教が伝来した国、そして日本でも数多く見られるが、政治的な目的で民

衆に信仰を分かりやすくする目的で作られたとされる。開祖の釈迦の思想には偶像崇拝の概

念は無かった。

[輪廻転生・六道・仏教と神]
仏教においては、迷いの世界から解脱しない限り、無限に存在する前世と、生前の業、およ

び臨終の心の状態などによって次の転生先へと輪廻するとされている。部派では「天・人・餓

鬼・畜生・地獄」の五道、大乗仏教ではこれに修羅を加えた六道の転生先に生まれ変わるとさ

れる。生前に良い行いを続け功徳を積めば次の輪廻では良き境遇（善趣）に生まれ変わり、

悪業を積めば苦しい境遇（悪趣）に生まれ変わる。

また、神（天）とは、仏教においては天道の生物であり、生命（有情）の一種と位置づけられて

いる。そのため神々は人間からの信仰の対象ではあっても厳密には仏では無く仏陀には及ば

ない存在である。仏教はもともとは何かに対する信仰という形すらない宗教であった。時代が

下るにつれて開祖である仏陀、また経典に登場する諸仏や菩薩に対する信仰を帯びるように

なるが、根本的には信仰対象に対する絶対服従を求める態度は持たない。仏教における信

仰は帰依と表現され、他宗教の信仰とは意義が異なっており、たとえば修行者が守るべき戒

律を保つために神や霊的な存在との契約をするという考えも存在しない。

ただしこれらの内容は、民間信仰においては様子が一変していることが多く、それが仏教を分

かりづらくする原因の一つとなっている。

[因果論]
仏教は、物事の成立には原因と結果があるという因果論を基本的考え方にすえている。

生命の行為・行動（体、言葉、心でなす三つの行為）にはその結果である果報が生じるとする

業論があり、果報の内容如何により人の行為を善行と悪行に分け（善因善果・悪因悪果）、

人々に悪行をなさずに善行を積むことを勧める。また個々の生に対しては業の積み重ねによ

る果報である次の生、すなわち輪廻転生を論じ、世間の生き方を脱して涅槃を証さない（悟り

を開かない）限り、あらゆる生命は無限にこの輪廻を続けると言う。

輪廻・転生および解脱の思想はインド由来の宗教や哲学に普遍的にみられる要素だが、輪

廻や解脱を因果論に基づいて再編したことが仏教の特徴である。



人の世は苦しみに満ち溢れている。そして、あらゆる物事は原因と結果から基づいているので、

人々の苦しみにも原因が存在する。したがって、苦しみの原因を取り除けば人は苦しみから

抜け出すことが出来る。これが仏教における解脱論である。

また、仏教においては、輪廻の主体となる永遠不滅の魂（アートマン）の存在は「空」の概念に

よって否定され、輪廻は生命の生存中にも起こるプロセスであると説明されることがある点でも、

仏教以前の思想・哲学における輪廻概念とは大きく異なっている。

輪廻の主体を立てず、心を構成する認識機能が生前と別の場所に発生し、物理的距離に関

係なく、この生前と転生後の意識が因果関係を保ち連続しているとし、この心の連続体によっ

て、断滅でもなく、常住でもない中道の輪廻転生を説く。

[縁起]
以下因果に基づき苦のメカニズムを整理された十二支縁起を示す。

1.無明（現象が無我であることを知らない根源的無知）

2.行（潜在的形成力）

3.識（識別作用）

4.名色（心身）

5.六入（六感覚器官）

6.触（接触）

7.受（感受作用）

8.愛（渇愛）

9.取（執着）

10.有（存在）
11.生（出生）
12.老死（老いと死）

これはなぜ「生老病死」という苦のもとで生きているのかの由来を示すと同時に、「無明」という

条件を破壊することにより「生老病死」がなくなるという涅槃に至る因果を示している。

[空]
あらゆるものは、それ自体として実体を持っているわけではないという考え。

[苦、その原因と解決法]
仏教では生きることの苦から脱するには、真理の正しい理解や洞察が必要であり、そのことに

よって苦から脱する（＝悟りを開く）ことが可能である（四諦）とする。そしてそれを目的とした出

家と修行、また出家はできなくとも善行の実践を奨励する（八正道）。

このように仏教では、救いは超越的存在（例えば神）の力によるものではなく、個々人の実践

によるものと説く。すなわち、釈迦の実体験を最大の根拠に、現実世界で達成・確認できる形

で教えが示され、それを実践することを勧める。



なお、釈迦は現代の宗教が説くような「私を信じなければ不幸になる。地獄に落ちる」という類

の言説は一切しておらず、死後の世界よりもいま現在の人生問題の実務的解決を重視してい

た。即ち、苦悩は執着によって起きるということを解明し、それらは八正道を実践することに

よって解決に至るという極めて実践的な教えを提示することだった

[四諦]
釈迦が悟りに至る道筋を説明するために、現実の様相とそれを解決する方法論をまとめた苦

集滅道の 4つ。
苦諦：苦という真理

集諦：苦の原因という真理

滅諦：苦の滅という真理

道諦：苦の滅を実現する道という真理（→八正道）

[三法印]
仏教における 3つの根本思想。三法印の思想は古層仏典の法句経ですでに現れ、「諸行無

常・諸法無我・一切行苦」が原型と考えられる。 大乗では「一切行苦」の代わりに涅槃寂静を

これに数えることが一般的である。これに再度「一切行苦」を加えることによって四法印とする

場合もある。

1.諸行無常 - 一切の形成されたものは無常であり、縁起による存在としてのみある

2.諸法無我 - 一切の存在には形成されたものでないもの、アートマンのような実体はない

3.涅槃寂静 - 苦を生んでいた煩悩の炎が消え去り、一切の苦から解放された境地が目標であ

る

4.一切行苦 - 一切の形成されたものは、苦しみである

[中道]
仏教の存在論

仏教そのものが存在を説明するものとなっている。変化しない実体を一切認めない、とされる。

また、仏教は無我論および無常論であるとする人もおり、そういう人は、仏教はすべての生命

について魂や神といった本体を認めないとする。そうではなくて釈迦が説いたのは「無我」で

はなくて「非我」である（真実の我ではない、と説いたのだ）とする人もいる。衆生（生命・生きと

し生けるもの）と生命でない物質との境は、ある存在が識（認識する働き）を持つか否かで区別

される。また物質にも不変の実体を認めず、物理現象も無常、すなわち変化の連続であると

の認識に立つ。物質にも精神にも普遍の実体および本体がないことについて、「行為はある

が行為者はいない」などと説明されている。

人間存在の構成要素を五蘊（色・受・想・行・識）に分ける。これは身体と 4種類の心理機能の

ことで、精神と物質の二つで名色とも言う。

猶、日本の仏教各宗派には魂の存在を肯定する宗派もあれば、肯定も否定もしない宗派もあ

れば、否定的な宗派もあるが、本来、釈迦は霊魂 を説くことはせず、逆に、諸法無我（すべて

のものごとは我ならざるものである）として、いかなる場合にも「我」すなわち「霊魂」を認めるこ

とはなかった。



仏教では、根本教義において一切魂について説かず、「霊魂が存在するか？」という質問に

ついては一切答えず、直接的に「霊魂は存在しない」とのべず、「無我（我ならざるもの）」につ

いて説くことによって間接的に我の不在を説くだけだった。やがて後代になるといつのまにか

「我ならざるもの」でもなく、「霊魂は存在しない」と積極的に主張する学派も出てきた。

[無常、苦、無我]
実践

戒定慧かいじょうえ（三学）

戒律によって心を惑わす悪行為から離れ、禅定により心をコントロールし鎮め、智慧を定める

ことこの世の真理を見極めることで、心に平穏をもたらすこと（涅槃）を目指す。

[八正道]
釈迦の説いた悟りに至るために実践手段。正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念

および正定からなる。

[戒律]
五戒

[三宝への帰依]

[波羅蜜]

[止観・瞑想]
釈迦（ゴータマシッダールダ）は瞑想によって悟りを開いたと言われている。

[歴史]
時代区分

近年は異論もあるが、仏教の歴史の時代区分は、原始仏教、部派仏教、大乗仏教に三区分

するのがおおかたの意見である。

原始仏教

仏教は、約 2500 年前（紀元前 5世紀）にインド北部ガンジス川中流域で、釈迦が提唱し、発

生した（初期仏教）。他の世界宗教とは異なり、自然崇拝や民族宗教などの原始宗教をルー

ツに持たない。当時のインドでは祭事を司る支配階級バラモンとは別に、サマナ（沙門）といわ

れる出身、出自を問わない自由な立場の思想家、宗教家、修行者らがおり、仏教はこの文化

を出発点としている。発生当初の仏教の性格は、同時代の孔子などの諸子百家、ソクラテスな

どのギリシャ哲学者らが示すのと同じく、従来の盲信的な原始的宗教から脱しようとしたものと

見られ、とくに初期経典からそのような方向性を読み取れる。当時の世界的な時代背景は、都

市国家がある程度の成熟をみて社会不安が増大し、従来のアニミズム的、または民族的な伝

統宗教では解決できない問題が多くなった時期であろうと考えられており、医学、農業、経済

などが急速に合理的な方向へと発達し始めた時期とも一致している。



釈迦が死亡（仏滅）して後、直ぐに出家者集団（僧伽、サンガ）は個人個人が聞いた釈迦の言

葉（仏典）を集める作業（結集）を行った。これは「三蔵の結集（さんぞうのけちじゅう）」と呼ば

れ、マハーカッサパ（摩訶迦葉尊者）が中心になって開かれた。仏典はこの時には口誦によっ

て伝承され、後に文字化される。釈迦の説いた法話を経・律・論と三つに大きく分類し、それ

ぞれ心に印しているものを持ち寄り、仏教聖典の編纂会議を行った。これが第一回の三蔵結

集である。

[部派仏教]
仏滅後 100 年頃、段々と釈迦の説いた教えの解釈に、色々の異見が生じて岐れるようになっ

てきた。その為に釈迦の説法の地であるヴァイシャリーで、第二回の三蔵の結集を行い、釈迦

の教えを再検討する作業に入った。この時、僧伽は教義の解釈によって上座部と大衆部の二

つに大きく分裂する（根本分裂）。時代とともに、この二派はさらに多くの部派に分裂する（枝

末分裂しまつぶんれつ）。この時代の仏教を部派仏教と呼ぶ。

部派仏教の上座部の一部は、スリランカに伝わり、さらに、タイなど東南アジアに伝わり、現在

も広く残っている（南伝仏教）。

それから又しばらくして、紀元前約 3世紀の半ば頃に、仏教史上名高いアショーカ王が第三

回の結集をパータリプトラ城（華氏城）で行った。アショーカ王は西方のヘレニズム諸国や東

方の東南アジア諸国、北方の中央アジア諸国に伝道師を派遣している。この頃に文字が使わ

れ出し、それまでの口伝を基に出来たのが文字で書かれた経典・典籍である。文字としては

主にブラフミー文字から派生した様々ないわゆるインド系文字で表記された。言語としては、

大乗経典においては仏教混交梵語と呼ばれる言語やサンスクリット語が、主に南方に伝わっ

た上座部経典においてはパーリ語が用いられた。パーリ語はセイロンを中心としている。そこ

で仏典がサンスクリットやそれに近い言語で書かれたものとパーリ語で書かれたものとが出て

きた。このサンスクリットの頃の仏典の日本語訳は、南条文雄、中村元をはじめ、多くの人々に

よって取り組まれてきている。

[大乗仏教]
紀元前後、単に生死を脱した阿羅漢ではなく、一切智智を備えた仏となって、積極的に一切

の衆生を済度する教え（大乗仏教）が起こる。この考え方は急速に広まり、アフガニスタンから

中央アジアを経由して、中国・韓国・日本に伝わっている（北伝仏教）。

7世紀ごろベンガル地方で、ヒンドゥー教の神秘主義の一潮流であるタントラ教と深い関係を

持った密教が盛んになった。この密教は、様々な土地の習俗や宗教を包含しながら、それら

を仏を中心とした世界観の中に統一し、すべてを高度に象徴化して独自の修行体系を完成し、

秘密の儀式によって究竟の境地に達することができ仏となること（即身成仏）ができるとする。

密教は、インドからチベット・ブータンへ、さらに中国・韓国・日本にも伝わって、土地の習俗を

包含しながら、それぞれの変容を繰り返している。

8世紀よりチベットは僧伽の設立や仏典の翻訳を国家事業として大々的に推進、同時期にイ

ンドに存在していた仏教の諸潮流を、数十年の短期間で一挙に導入した（チベット仏教）。そ

の後チベット人僧侶の布教によって、チベット仏教はモンゴルや南シベリアにまで拡大して

いった。



仏教の教えは、インドにおいては上記のごとく段階を踏んで発展したが、近隣諸国において

は、それらの全体をまとめて仏説として受け取ることとなった。中国および中国経由で仏教を

導入した諸国においては、教相判釈により仏の極意の所在を特定の教典に求めて所依とした

り、特定の行（禅、密教など）のみを実践するという方向が指向されたのに対し、チベット仏教

では初期仏教から密教にいたる様々な教えを一つの体系のもとに統合するという方向が指向

された。

現在の仏教は、かつて多くの仏教国が栄えたシルクロードが単なる遺跡を残すのみとなった

ことに象徴されるように、大部分の仏教国は滅亡し、世界三大宗教の一つでありながら仏教を

主要な宗教にしている国は少ない。7世紀に唐の義浄が訪れた時点ですでに発祥国のインド

では仏教が廃れており、東南アジアの大部分はヒンドゥー教、次いでイスラム教へと移行し、

東アジアでは、中国・北朝鮮・モンゴル国では共産化によって宗教が弾圧されて衰退している。

ただしモンゴルでは民主化によりチベット仏教が復権しているほか、中国では沿海部を中心

に復興の動きもみられる。韓国は儒教を尊重した李氏朝鮮による激しい弾圧により、寺院は

山間部に残るのみとなった。大韓民国成立後はキリスト教の勢力拡大が著しく、キリスト教徒

による排仏運動が社会問題になっている。ベトナムでは共産党政権により宗教の冷遇はされ

たものの、仏教がベトナム戦争勝利に大きな役割を果たしたこともあって組織的な弾圧を受け

ることなく、一定の地位を保っている。仏教が社会において主要な位置を保っているのは、仏

教を国教または国教に準じた地位としているタイ・スリランカ・カンボジア・ラオス・ブータン、土

着の信仰との混在・習合が顕著である日本・台湾・ベトナムなどである。しかし他の国では、近

年でもアフガニスタンでタリバーンによる石窟爆破などがあり、中国（特にチベット自治区）・

ミャンマー・北朝鮮では政権によって、韓国ではキリスト教徒によって、仏教に対する圧迫が続

いている。

しかし発祥国のインドにおいては、アンベードガルにより、1927 年から 1934 年にかけて仏教

復興及び反カースト制度運動が起こり、20万あるいは 50万人の民衆が仏教徒へと改宗した。
また近年においてもアンベードカルの遺志を継ぐ日本人僧・佐々井秀嶺により運動が続けら

れており、毎年 10月には大改宗式を行っているほか、ブッダガヤの大菩提寺の奪還運動や

世界遺産への登録、仏教遺跡の発掘なども行われるなど、本格的な仏教復興の機運を見せ

ている。

各地域の仏教については以下を参照。

紀元前 5世紀頃 - インドで仏教が開かれる（インドの仏教）
紀元前 3世紀 - セイロン島（スリランカ）に伝わる（スリランカの仏教）

紀元後 1世紀 - 中国に伝わる（中国の仏教）
4世紀 - 朝鮮半島に伝わる（韓国の仏教）
538 年（552 年） - 日本に伝わる（日本の仏教）
7世紀前半 - チベットに伝わる（チベット仏教）
11世紀 - ビルマに伝わる（東南アジアの仏教）

13世紀 - タイに伝わる（東南アジアの仏教）

13～16世紀 - モンゴルに伝わる（チベット仏教）

17世紀 - カスピ海北岸に伝わる（チベット仏教）

18世紀 - 南シベリアに伝わる（チベット仏教）



[分布]
言語圏

伝統的に仏教を信仰してきた諸国、諸民族は、経典の使用言語によって、サンスクリット語圏、

パーリ語圏、漢訳圏、チベット語圏の 4つに大別される。パーリ語圏のみが上座部仏教で、残

る各地域は大乗仏教である。

サンスクリット語圏ネパール、インド（ベンガル仏教、新仏教等）パーリ語圏タイ、ビルマ、スリラ

ンカ、カンボジア、ラオス等。漢訳圏中国、台湾、韓国、日本、ベトナム等。チベット語圏チ

ベット系民族（チベット、ブータン、ネパール、インドなどの諸国の沿ヒマラヤ地方に分布）、モ

ンゴル系民族（モンゴル国、中国内蒙古ほか、ロシア連邦のブリヤート共和国やカルムイク人）、

ツングース系民族の満州族、テュルク系民族のトゥヴァ人（ロシア連邦加盟国）など。

[宗派]
釈迦以後、インド本国では大別して「部派仏教」「大乗仏教」「密教」が時代の変遷と共に起

こった。

部派仏教

アビダルマ仏教とも呼ばれる。釈迦や直弟子の伝統的な教義を守る保守派仏教。仏滅後 100
年頃に戒律の解釈などから上座部と大衆部に分裂（根本分裂）、さらにインド各地域に分散し

ていた出家修行者の集団らは、それぞれに釈迦の教えの内容を整理・解析するようになる。

そこでまとめられたものを論蔵（アビダルマ）といい、それぞれの論蔵を持つ学派が最終的に

おおよそ 20になったとされ、これらを総称して部派仏教という。このうち現在まで存続するの

は上座部（分別説部、保守派、長老派）のみである。古くはヒンドゥー教や大乗仏教を信奉し

てきた東南アジアの王朝では、しだいにスリランカを起点とした上座部仏教がその地位に取っ

て代わるようになり、現在まで広く根付いている（南伝仏教）。部派仏教は、かつて新興勢力で

あった大乗仏教からは自分だけの救いを求めていると見なされ小乗仏教（小さい乗り物の仏

教）と蔑称されていた。

上座部仏教の目的は、個人が自ら真理（法）に目覚めて「悟り」を得ることである。最終的には

「あらゆるものごとは、我（アートマン）ではない（無我）」「我（アートマン）を見つけ出すことはで

きない」と覚り、すべての欲や執着をすてることによって、苦の束縛から解放されること（＝解

脱）を求めることである。一般にこの境地を涅槃と呼ぶ。上座部仏教では、釈迦を仏陀と尊崇

し、その教え（法）を理解し、自分自身が四念住、止観などの実践修行によってさとりを得、煩

悩をのぞき、輪廻の苦から解脱して涅槃の境地に入ることを目標とする。

[大乗仏教]
大乗仏教とは、他者を救済せずに自分だけで彼岸（悟りの世界）へは渡るまいとする菩薩行

を中心に据えた仏教である。出家者中心のものであった部派仏教から、一般民衆の救済を求

めてインド北部において発生したと考えられている。ヒマラヤを越えて中央アジア、中国へ伝

わったことから北伝仏教ともいう。おおよそ初期・中期・後期に大別され、中観派、唯識派、浄

土教、禅宗、天台宗などとそれぞれに派生して教えを変遷させていった。



大乗仏教では、一般に数々の輪廻の中で、徳（波羅蜜）を積み、阿羅漢ではなく、仏陀となる

ことが究極的な目標とされるが、 自身の涅槃を追求するにとどまらず、苦の中にある全ての生

き物たち（一切衆生）への救済に対する誓いを立てること（＝誓願）を目的とする立場もあり、

その目的は、ある特定のものにまとめることはできない。さらに、道元のいう「自未得度じみとく

ど先度佗せんどた」（『正法眼蔵』）など、自身はすでに涅槃の境地へ入る段階に達していな

がら仏にならず、苦の中にある全ての生き物たち（一切衆生）への慈悲から輪廻の中に留まり、

衆生への救済に取り組む面も強調・奨励される。

[密教]
後期大乗仏教とも。インド本国では 4世紀より国教として定められたヒンドゥー教が徐々に勢

力を拡張していく。その中で部派仏教は 6世紀頃にインドからは消滅し、7世紀に入って大乗

仏教も徐々にヒンドゥー教に吸収されてゆき、ヒンドゥー教の一派であるタントラ教の教義を取

り入れて密教となった。すなわち密教とは仏教のヒンドゥー化である。

中期密教期に至り、密教の修行は、口に呪文（真言、マントラ）を唱え、手に印契いんげいを

結び、心に大日如来を思う三密という独特のスタイルをとった。曼荼羅はその世界観を表した

ものである。教義、儀礼は秘密で門外漢には伝えない特徴を持つ。秘密の教えであるので、

密教と呼ばれた。

「秘密の教え」という意味の表現が用いられる理由としては、顕教が全ての信者に開かれてい

るのに対して、灌頂の儀式を受けた者以外には示してはならないとされた点で「秘密の教え」

だともされ、また、言語では表現できない仏の悟り、それ自体を伝えるもので、凡夫の理解を

超えているという点で「秘密の教え」だからだとも言う。

[仏像]
初期仏教では、具体的に礼拝する対象はシンボル（菩提樹や仏足石、金剛座）で間接的に

表現していたが、ギリシャ・ローマの彫刻の文明の影響もあり、紀元 1世紀頃にガンダーラ（現

在のパキスタン北部）で直接的に人間の形の仏像が製作されるようになり、前後してマトゥラー

（インド）でも仏像造立が開始された。仏像造立開始の契機については諸説あるが、一般的に

は釈迦亡き後の追慕の念から信仰の拠りどころとして発達したと考えられている。仏像の本義

は仏陀、すなわち釈迦の像であるが、現在は如来・菩薩・明王・天部など、さまざまな礼拝対

象がある。

如来 - 「目覚めた者」「真理に到達した者」の意。悟りを開いた存在。釈迦如来のほか、薬師

如来、阿弥陀如来、大日如来など。

菩薩 - 仏果を得るため修行中の存在。すでに悟りを開いているが、衆生済度のため現世に留

まる者ともいわれる。如来の脇侍として、または単独で礼拝対象となる。観音菩薩、地蔵菩薩、

文殊菩薩など。

明王 - 密教特有の尊格。密教の主尊たる大日如来が、難化の衆生を力をもって教化するた

めに忿怒の相をもって化身したものと説かれる。不動明王、愛染明王など。

天部 – 護法善神。その由来はさまざまだが、インドの在来の神々が仏教に取り入れられ、仏

を守護する役目をもたされたものである。四天王、毘沙門天（四天王の一である多聞天に同

じ）、吉祥天、大黒天、弁才天、梵天、帝釈天など。



釈迦



釈迦（釋迦、しゃか、シャーキャ）は、仏教の開祖である。

本名（俗名）は、パーリ語形 ゴータマ・シッダッタ、またはサンスクリット語形 ガウタマ・シッダー

ルタ、漢訳では瞿曇 悉達多（クドン・シッダッタ）と伝えられる。

[呼称]
「釈迦」は釈迦牟尼（しゃかむに)、シャーキャ・ムニ）の略である。釈迦は彼の部族名もしくは

国名で、牟尼は聖者・修行者の意味。つまり釈迦牟尼は、「釈迦族の聖者」という意味の尊称

である。

称号を加え、釈迦牟尼世尊、釈迦牟尼仏陀、釈迦牟尼仏、釈迦牟尼如来ともいう。ただし、こ

れらはあくまで仏教の視点からの呼称である。僧侶などが釈迦を指す時は、略して釈尊（しゃ

くそん）または釈迦尊、釈迦仏、釈迦如来と呼ぶことが多い。

称号だけを残し、世尊、仏陀、ブッダ、如来とも略す。

日本語では、一般にお釈迦様（おしゃかさま）と呼ばれることが多い。

仏典ではこの他にも多くの異名を持つ。うち代表的な 10 個（どの 10 個かは一定しない）を総

称して仏「十号」と呼ぶ。

[呼称表]
釈迦牟尼世尊 釈迦尊

釈尊（しゃくそん）

釈迦牟尼仏陀 釈迦牟尼仏

釈迦仏

釈迦牟尼如来 釈迦如来（しきゃじらい）

多陀阿伽度（たたあかど）

阿羅訶（応供）（あらか）

三藐三仏陀（正遍智）（さんみゃくさんぶっだ）

[史実]
釈迦の生涯に関しては、釈迦と同時代の原資料の確定が困難で仏典の神格化された記述か

ら一時期はその史的存在さえも疑われたことがあった。おびただしい数の仏典のうち、いずれ

が古層であるかについて、日本のインド哲学仏教学の権威であった中村元はパーリ語聖典

『スッタニパータ』の韻文部分が恐らく最も成立が古いとし、日本の学会では大筋においてこ

の説を踏襲しているが、釈迦の伝記としての仏伝はこれと成立時期が異なるものも多い。よっ

て歴史学の常ではあるが、伝説なのか史実なのか区別が明確でない記述もある。



しかし、1868 年、イギリスの考古学者A・フェラーがネパール南部のバダリア（現在のルンビ

ニー）で遺跡を発見。そこで出土した石柱には、インド古代文字で、「アショーカ王が即位後

20 年を経て、自らここに来て祭りを行った。ここでブッダ釈迦牟尼が誕生されたからである」と

刻まれていた。この碑文の存在で、釈迦の実在が史上初めて証明され、同時にここが仏陀生

誕の地であることが判明する。

[生没年]
まず釈迦の没年、すなわち仏滅年代の確定についてアショーカ王の即位年を基準とするが、

仏滅後何年がアショーカ王即位年であるかについて、異なる二系統の伝承のいずれが正確

かを確認する術がない。釈迦に限らず、インドの古代史の年代確定は難しい。日本の宇井伯

寿や中村元は漢訳仏典の資料に基づき（北伝）、タイやスリランカなど東南アジア・南アジアの

仏教国はパーリ語聖典に基づいて（南伝）釈迦の年代を考え、欧米の学者も多くは南伝を採

用するが、両者には百年以上の差がある。

なお、『大般涅槃経』等の記述から、釈迦は 80歳で入滅したことになっているので、没年を設

定すれば、自動的に生年も導けることになる。

主な推定生没年は、

紀元前 624 年 - 紀元前 544 年 : 南伝（上座部仏教）説
紀元前 566 年 - 紀元前 486 年 : 北伝「衆聖点記」説

紀元前 466 年 - 紀元前 386 年 : 宇井説

等があるが、他にも様々な説がある。

[生涯]
概略

釈迦は紀元前 7世紀-紀元前 5世紀頃、シャーキャ族王・シュッドーダナ（漢訳名：浄飯王 じょ

うぼんのう）の男子として、現在のネパールのルンビニにあたる場所で誕生。王子として裕福な

生活を送っていたが、29歳で出家した。35歳で菩提樹の下で降魔成道を遂げ、悟りを開い

たとされる。まもなく梵天の勧め（梵天勧請）に応じて初転法輪を巡らすなどして、釈迦は自ら

の覚りを人々に説いて伝道して廻った。南方伝ではヴァイシャーカ月の満月の日に 80歳で
入滅（死去）したと言われている。

[誕生]
釈迦はインド大陸の北方（現在のインド・ネパール国境付近）にあった部族・小国シャーキャの

出身である。シャーキャの都であり釈迦の故郷であるカピラヴァストゥは、現在のインド・ネパー

ル国境のタライ地方のティロリコートあるいはピプラーワー付近にあった。シャーキャは専制王

を持たず、サンガと呼ばれる一種の共和制をとっており、当時の二大強国マガタとコーサラの

間にはさまれた小国であった。釈迦の家柄はラージャ（王）とよばれる名門であった。このカピ

ラヴァストゥの城主、シュッドーダナを父とし、隣国の同じ釈迦族のコーリヤの執政アヌシャー

キャの娘・マーヤーを母として生まれ、ガウタマ・シッダールタと名づけられた、とされている。



ガウタマ（ゴータマ）は「最上の牛」を意味する言葉で、シッダールタ（シッダッタ）は「目的を達

したもの」という意味である。ガウタマは母親がお産のために実家へ里帰りする途中、現在の

ネパール、ルンビニの花園で休んだ時に誕生した。生後一週間で母のマーヤーは亡くなり、

その後は母の妹、マハープラジャパティー（パーリ語：マハーパジャパティー）によって育てら

れた。当時は姉妹婚の風習があったことから、マーヤーもマハープラジャパティーもシュッドー

ダナの妃だった可能性がある。

 伝説では「釈迦は、産まれた途端、七歩歩いて右手で天を指し左手で地を指して「天上天下

唯我独尊」と話した」と伝えられている。釈迦はシュッドーダナらの期待を一身に集め、二つの

専用宮殿や贅沢な衣服・世話係・教師などを与えられ、クシャトリヤの教養と体力を身につけ

た、多感でしかも聡明な立派な青年として育った。16歳で母方の従妹のヤショーダラーと結
婚し、一子、ラーフラ をもうけた。なお妃の名前は、他にマノーダラー（摩奴陀羅）、ゴーピ

カー（喬比迦）、ムリガジャー（密里我惹）なども見受けられ、それらの妃との間にスナカッタや

ウパヴァーナを生んだという説もある。

釈迦族は、のちにコーサラ族に滅ぼされが。仏典では釈迦族はクシャトリア階級とされるが、

バラモン教の経典では釈迦族はシュードラ階級とされている。そもそも釈迦族の居住地は中

央からかなり離れた辺境であり。非アーリア系民族であったと推測される。 こうした事を考慮す

れば、釈迦族と釈迦の実在はともかく、その生涯に関しては脚色があるものと考えるしかなく。

そのことは留意する必要がある

[出家]
当時のインドでは、ヴェーダ経典の権威を認めない六人の思想家達（「ナースティカ」、「六師

外道」）、ジャイナ教の始祖となったニガンダ等が既成のバラモンを否定し、自由な思想を展

開していた。また社会的にも 16の大国および多くの小国が争いを繰り広げ、混乱の度を増す

最中にあった。シャーキャもコーサラに服属することになった。

釈迦出家の動機を説明する伝説として四門出遊の故事がある。ある時、釈迦がカピラヴァス

トゥの東門から出る時老人に会い、南門より出る時病人に会い、西門を出る時死者に会い、こ

の身には老も病も死もある（老病死）と生の苦しみを感じた。北門から出た時に一人の出家沙

門に出会い、世俗の苦や汚れを離れた沙門の清らかな姿を見て、出家の意志を持つように

なった、という。

私生活において一子ラーフラをもうけたことで、29歳の時、12月 8日夜半に王宮を抜け出て、
かねてよりの念願の出家を果たした。出家してまずバッカバ仙人を訪れ、その苦行を観察する

も、その結果、死後に天上に生まれ変わることを最終的な目標としていたので、天上界の幸い

も尽きればまた六道に輪廻すると悟った。次にアーラーラ・カーラーマを訪れ、彼が空無辺処

（あるいは無所有処）が最高の悟りだと思い込んでいるが、それでは人の煩悩を救う事は出来

ないことを悟った。次にウッダカラーマ・プッタを訪れたが、それも非想非非想処を得るだけで、

真の悟りを得る道ではないことを覚った。この三人の師は、釈迦が優れたる資質であることを

知り後継者としたいと願うも、釈迦自身はすべて悟りを得る道ではないとして辞した。そしてウ

ルヴェーラの林へ入ると、父・シュッドーダナは釈迦の警護も兼ねて五比丘（ごびく）といわれ

る 5人の沙門を同行させた。そして出家して 6 年（一説には 7 年）の間、苦行を積んだ。減食、

絶食等、座ろうとすれば後ろへ倒れ、立とうとすれば前に倒れるほど厳しい修行を行ったが、



心身を極度に消耗するのみで、人生の苦を根本的に解決することはできないと悟って難行苦

行を捨てたといわれている。その際、この五比丘たちは釈迦が苦行に耐えられず修行を放棄

したと思い、釈迦をおいてムリガダーヴァ（鹿野苑、ろくやおん）へ去ったという。

[成道]
そこで釈迦は、全く新たな独自の道を歩むこととする。ナイランジャナー（尼連禅河、にれんぜ

んが）で沐浴し、村娘スジャータの乳糜（牛乳で作ったかゆ）の布施を受け、気力の回復を

図って、ガヤー村のピッパラ の樹（後に菩提樹と言われる）の下で、「今、証りを得られなけれ

ば生きてこの座をたたない」という固い決意で観想に入った。すると、釈迦の心を乱そうと悪魔

たちが妨害に現れる。壮絶な戦闘が丸 1日続いた末、釈迦はこれを退け悟りを開く。これを
「降魔成道」という。降魔成道の日については、4月 8日、2月 8日、2月 15日など諸説ある。
（日本では一般に 12月 8日に降魔成道したとする伝承がある。）釈迦の降魔成道を記念して、
以後仏教では、この日に「降魔成道会（じょうどうえ）」を勤修するようになった。また、ガヤー村

は、仏陀の悟った場所という意味の、ブッダガヤと呼ばれるようになった。

7日目まで釈迦はそこに座わったまま動かずに悟りの楽しみを味わい、さらに縁起・十二因縁

を悟った。8日目に尼抱盧陀樹（ニグローダじゅ）の下に行き 7日間、さらに羅闍耶多那樹
（ラージャヤタナじゅ）の下で 7日間、座って解脱の楽しみを味わった。22日目になり再び尼

抱盧陀樹の下に戻り、悟りの内容を世間の人々に語り伝えるべきかどうかをその後 28日間に
わたって考えた。その結果、「この法（悟りの内容）を説いても世間の人々は悟りの境地を知る

ことはできないだろうし、了ることはできないだろう。語ったところで徒労に終わるだけだろう」と

の結論に至った。

ところが梵天が現れ、衆生に説くよう繰り返し強く請われた（梵天勧請）。3度の勧請の末、自

らの悟りへの確信を求めるためにも、ともに苦行をしていた 5人の仲間に説こうと座を立った。
釈迦は彼らの住むヴァーラーナシー  まで、自らの悟りの正しさを十二因縁の形で確認しなが

ら歩んだ。

そこで釈迦は鹿野苑へ向かい、初めて五比丘にその方法論、四諦八正道を実践的に説いた。

これを初転法輪（しょてんぽうりん）と呼ぶ。この 5人の比丘は、当初は釈迦は苦行を止めたと

して蔑んでいたが、説法を聞くうちコンダンニャがすぐに悟りを得、釈迦は喜んだ。この時初め

て、釈迦は如来（tathaagata、タター（ア）ガタ）という語を使った。すなわち「ありのままに来る者

（タターアガタ）」「真理のままに歩む者（タターガタ）」という意味である。それは、現実のありの

ままの姿（実相）を観じていく事を意味している。

初転法輪を終わって「世に六阿羅漢あり。その一人は自分である」と言い、ともに同じ悟りを得

た者と言った。次いでバーラーナシーの長者、ヤシャスに対して正しい因果の法を次第説法

し、彼の家族や友人を教化した。古い戒律に「世に六十一阿羅漢あり、その一人は自分だと

宣言された」と伝えられている。



[教団]
その後、ヤシャスやプルナなどを次々と教化したが、初期の釈迦仏教教団において最も特筆

すべきは、三迦葉（さんかしょう）といわれる三人の兄弟が仏教に改宗したことである。当時有

名だった事火外道（じかげどう）の、ウルヴェーラ・カッサパ 、ナディー・カッサパ 、ガヤー・カッ

サパ を教化して、千人以上の構成員を持つようになり、一気に仏教は大教団化した。

ついでラージャグリハに向かって進み、ガヤ山頂で町を見下ろして「一切は燃えている。煩悩

の炎によって汝自身も汝らの世界も燃えさかっている」と言い、煩悩の吹き消された状態として

の涅槃を求めることを教えた。

王舎城に入って、ビンビサーラ王との約束を果たし教化する。王はこれを喜び竹林精舎を寄

進する。ほどなく釈迦のもとに二人のすぐれた弟子が現れる。その一人はシャーリプトラ（舎利

弗）であり、もう一人はマウドゥガリヤーヤナ（目連、モッガラーナ）であった。この二人は後に釈

迦の高弟とし、前者は知恵第一、後者は神通第一といわれたが、この二人は釈迦の弟子で、

最初に教化された五比丘の一人であるアッサジ比丘によって釈迦の偉大さを知り、弟子 250
人とともに帰依した。その後、シャーリプトラは叔父の摩訶・倶絺羅（まか・くちら、長爪・梵士＝

婆羅門とも）を教化した。この頃にマハーカーシャパ（摩訶迦葉、マハー・カッサパ）が釈迦の

弟子になった。

以上がおおよそ釈迦成道後の 2 年ないし 4 年間の状態であったと思われる。この間は大体、

ラージャグリハ（王舎城）を中心としての伝道生活が行なわれていた。すなわち、マガダ国の

群臣や村長や家長、それ以外にバラモンやジャイナ教の信者がだんだんと帰依した。このよう

にして教団の構成員は徐々に増加し、ここに教団の秩序を保つため、様々な戒律が設けられ

るようになった。

[伝道の範囲]
これより後、最後の一年間まで釈迦がどのように伝道生活を送ったかは充分には明らかでは

ない。経典をたどると、故国カピラヴァストゥの訪問によって、釈迦族の王子や子弟たちである、

ラーフラ、アーナンダ、アニルッダ、デーヴァダッタ 、またシュードラの出身であるウパーリが先

んじて弟子となり、諸王子を差し置いてその上首となるなど、釈迦族から仏弟子となる者が続

出した。またコーサラ国を訪ね、ガンジス河を遡って西方地域へも足を延ばした。たとえばク

ル国 のカンマーサダンマ や、ヴァンサ国のコーサンビーなどである。成道後 14 年目の安居

はコーサラ国のシュラーヴァスティーの祇園精舎で開かれた。

このように釈迦が教化・伝道した地域をみると、ほとんどガンジス中流地域を包んでいる。アン

ガ 、マガダ 、ヴァッジ、マトゥラー、コーサラ 、クル、パンチャーラー 、ヴァンサ などの諸国に

及んでいる。

[入滅]
釈迦の伝記の中で今日まで最も克明に記録として残されているのは、入滅前 1 年間の事歴

である。漢訳の『長阿含経』の中の「遊行経」とそれらの異訳、またパーリ所伝の『大般涅槃経』

などの記録である。



涅槃の前年の雨期は舎衛国の祇園精舎で安居が開かれた。釈迦最後の伝道は王舎城の竹

林精舎から始められたといわれているから、前年の安居を終わって釈迦はカピラヴァストゥに

立ち寄り、コーサラ国王プラセーナジットの訪問をうけ、最後の伝道がラージャグリハから開始

されることになったのであろう。

このプラセーナジットの留守中、コーサラ国では王子が兵をあげて王位を奪い、ヴィルーダカ

となった。そこでプラセーナジットは、やむなく王女が嫁していたマガダ国のアジャータシャト

ル（阿闍世王）を頼って向かったが、城門に達する直前に亡くなったといわれている。当時、

釈迦と同年配であったといわれる。

ヴィルーダカは王位を奪うと、即座にカピラヴァストゥの攻略に向かった。この時、釈迦はまだ

カピラヴァストゥに残っていた。釈迦は、故国を急襲する軍を、道筋の樹下に座って三度阻止

したが、宿因の止め難きを覚り、四度目にしてついにカピラヴァストゥは攻略された。しかし、こ

のヴィルーダカも河で戦勝の宴の最中に洪水（または落雷とも）によって死んだと記録されて

いる。釈迦はカピラヴァストゥから南下してマガダ国の王舎城に着き、しばらく留まった。

釈迦は多くの弟子を従え、王舎城から最後の旅に出た。アンバラッティカへ、ナーランダを

通ってパータリ村に着いた。ここは後のマガダ国の首都となるパータリプトラであり、現在のパ

トナである。ここで釈迦は破戒の損失と持戒の利益とを説いた。

釈迦はこのパータリプトラを後にして、増水していたガンジス河を無事渡り、コーティ村に着い

た。

次に釈迦は、ナーディカ村を訪れた。ここで亡くなった人々の運命について、アーナンダの質

問に答えながら、人々に、三悪趣が滅し預流果の境地に至ったか否かを知る基準となるもの

として法の鏡の説法をする。次にヴァイシャーリーに着いた。ここはヴァッジ国の首都であり、

アンバパーリーという遊女が所有するマンゴー林に滞在し、四念処や三学を説いた。やがてこ

こを去ってベールヴァ村に進み、ここで最後の雨期を過ごすことになる。すなわち釈迦はここ

でアーナンダなどとともに安居に入り、他の弟子たちはそれぞれ縁故を求めて安居に入った。

この時、釈迦は死に瀕するような大病にかかった。しかし、雨期の終わる頃には気力を回復し

た。この時、アーナンダは釈迦の病の治ったことを喜んだ後、「師が比丘僧伽のことについて

何かを遺言しないうちは亡くなるはずはないと、心を安らかに持つことができました」と言った。

これについて釈迦は、

“ 比丘僧伽は私に何を期待するのか。私はすでに内外の区別もなく、ことごとく法を説いた。

阿難よ、如来の教法には、あるものを弟子に隠すということはない。教師の握りしめた秘密の

奥義（師拳）はない。” 

と説き、すべての教えはすでに弟子たちに語られたことを示した。

“ だから、汝らは、みずからを灯明とし、みずからを依処として、他人を依処とせず、法を灯明

とし、法を依処として、他を依処とすることのないように ” 

と訓戒し、また、「自らを灯明とすこと・法を灯明とすること」とは具体的にどういうことかについ

て、



“ では比丘たちが自らを灯明とし…法を灯明として…（自灯明・法灯明）ということはどのような

ことか？阿難よ、ここに比丘は、身体について…感覚について…心について…諸法について

…（それらを）観察し(anupassii)、熱心に(aataapii)、明確に理解し(sampajaano)、よく気をつけ
ていて(satimaa)、世界における欲と憂いを捨て去るべきである。” 

“ 阿難よ、このようにして、比丘はみずからを灯明とし、みずからを依処として、他人を依処と

せず、法を灯明とし、法を依処として、他を依処とせずにいるのである ” 

として、いわゆる四念処(四念住)の修行を実践するように説いた。

これが有名な「自灯明・法灯明」の教えである。

やがて雨期も終わって、釈迦は、ヴァイシャーリーへ托鉢に出かけ托鉢から戻ると、アーナン

ダを促して、チャーパーラ廟へ向かった。永年しばしば訪れたウデーナ廟、ゴータマカ廟、

サッタンバ廟、バフプッタ廟、サーランダダ廟などを訪ね、チャーパーラ霊場に着くと、ここで

聖者の教えと神通力について説いた。

托鉢を終わって、釈迦は、これが「如来のヴァイシャーリーの見納めである」と言い、バンダ村 

に移り四諦を説き、さらにハッティ村、アンバ村、ジャンブ村、ボーガ市を経てパーヴァー に着

いた。ここで四大教法を説き、仏説が何であるかを明らかにし、戒定慧の三学を説いた。

釈迦は、ここで鍛冶屋のチュンダのために法を説き供養を受けたが、激しい腹痛を訴えるよう

になった。カクッター河で沐浴して、最後の歩みをクシナーラー に向け、その近くのヒランニャ

バッティ河のほとりに行き、マッラ 族（マッラ国）のサーラの林に横たわり、そこで入滅した。。こ

れを仏滅（ぶつめつ）という。腹痛の原因はスーカラマッタヴァという料理で、豚肉、あるいは豚

が探すトリュフのようなキノコであったという説もあるが定かではない。

仏陀入滅の後、その遺骸はマッラ族の手によって火葬された。当時、釈迦に帰依していた八

大国の王たちは、仏陀の遺骨仏舎利を得ようとマッラ族に遺骨の分与を乞うたが、これを拒否

された。そのため、遺骨の分配について争いが起きたが、ドーナ（dona、香姓）バラモンの調

停を得て舎利は八分され、遅れて来たマウリヤ族の代表は灰を得て灰塔を建てた。

その八大国とは、

1.クシナーラーのマッラ族

2.マガダ国のアジャタシャトゥル王

3.ベーシャーリーのリッチャビ族

4.カビラヴァストフのシャーキャ族

5.アッラカッパのプリ族

6.ラーマ村のコーリャ族

7.ヴェータデーバのバラモン

8.バーヴァーのマッラ族

である



入減後、弟子たちは亡き釈迦を慕い、残された教えと戒律に従って跡を歩もうとし、説かれた

法と律とを結集した。これらが幾多の変遷を経て、今日の経典や律典として維持されてきたの

である。

[入滅後の評価]
ヒンドゥー教、イスラーム、マニ教から

釈迦の入滅後、仏教はインドで大いに栄えたが、大乗仏教の教義がヒンドゥー教に取り込まれ

るとともにその活力を失っていく。身分差別を否定しないヒンドゥー教は、平等無碍を説く仏教

を弾圧の対象とし、貶めるために釈迦に新たな解釈を与えた。釈迦は、ヴィシュヌのアヴァ

ターラ（化身）として地上に現れたとされた。偉大なるヴェーダ聖典を悪人から遠ざけるために、

敢えて偽の宗教である仏教を広め、人々を混乱させるために出現したとされ、誹謗の対象に

なった。ただ、逆に大乗仏教の教義をヒンドゥー教が取り込んだため、ヒンドゥー教も仏教の影

響を受けていた、と捉えることもできる。

さらにインドがイスラム教徒に征服されると、仏教はイスラム教からも弾圧を受け衰退の一途を

たどる。イスラム征服後のインドではカーストの固定化がさらに進む。このなかでジャイナ教徒

は信者をヒンドゥー社会の一つのカーストと位置づけその存続を可能にしたが、仏教はカース

ト制度を否定したためその社会的基盤が消滅する結果となった。元々インド仏教はその存在

を僧伽に依存しており、ムスリムによって僧伽が破壊されたことによってその宗教的基盤を失

い消滅した。インドで仏教が認められるようになったのは、インドがイギリス領になった 19世紀

以降である。現在はインド北東部の一部で細々と僧伽が存続する。

釈迦の聖地のある、ネパールでも釈迦は崇拝の対象である。ネパールではヒンドゥー教徒が

80.6%、仏教徒が 10.7%となっている（2001 年国勢調査による）。ネパールでも仏教は少数派

でしかないが、ネパールの仏教徒は聖地ルンビニへの巡礼は絶やさず行っている。なお、ル

ンビニは 1997 年にユネスコの世界遺産に登録された。また、ネパールでは王制時代はヒン

ドゥー教を国教としていたが、2008 年の共和制移行後は国教自体が廃止されたため、ヒン

ドゥー教は国教ではなくなった。

仏教は仏滅後 100 年、上座部と大衆部に分かれる。これを根本分裂という。その後西暦 100
年頃には 20部前後の部派仏教が成立した。これを枝末分裂という（ただし大衆部が大乗仏

教の元となったかどうかはさだかではなく、上座部の影響も指摘されている）。そして、部派仏

教と大乗仏教とでは、釈迦に対する評価自体も変わっていった。部派仏教では、釈迦は現世

における唯一の仏とみなされている。最高の悟りを得た仏弟子は阿羅漢（アラカン 如来十号

の一）と呼ばれ、仏である釈迦の教法によって解脱した聖者と位置づけられた。一方、大乗仏

教では、釈迦は十方（東南西北とその中間である四隅の八方と上下）三世（過去、未来、現

在）の無量の諸仏の一仏で、現在の娑婆（サハー、堪忍世界）の仏である、等と拡張解釈され

た。また、後の三身説では応身として、仏が現世の人々の前に現れた姿であるとされている。

とくに大乗で強調される仏性の思想は、上座部仏教には無かったことが知られている。

マニ教の開祖であるマニは、釈迦を自身に先行する聖者の一人として認めたが、釈迦が自ら

著作をなさなかったために後世に正しくその教えが伝わらなかった、としている。



[マルコ・ポーロ]
マルコ・ポーロの体験を記録した『東方見聞録』においては、釈迦の事を「彼の生き方の清ら

かさから、もしキリスト教徒であればイエスにかしずく聖人になっていただろう」。あるいは、「も

し彼がキリスト教徒であったなら、きっと彼はわが主イエス・キリストと並ぶ偉大な聖者となった

にちがいないであろう。」とし、（版や翻訳で文章に差異はあるが）極めて高く評価している。本

文中では仏教という言葉は一切登場せず、仏教は他宗教と総称して偶像崇拝教として記述さ

れるが、四門観の場面を描写するなど、釈迦に対する評価である事に間違いない。キリスト教

の教義にはいささか反するという矛盾も否定は出来ないが、キリスト教徒としては最上の評価

と言ってよいであろう。

[釈迦の像]
入滅後 400 年間、釈迦の像は存在しなかった。彫像のみならず絵画においても釈迦の姿をあ

えて描かず、法輪や菩提樹のような象徴的事物に置き換えられた。崇拝の対象は専ら仏舎利

または仏塔であった。

釈迦が入滅した当時のインドでは、バラモン教を始めとする宗教はどれも祭祀を中心に据え

ており、像を造って祀るという偶像崇拝の概念が存在せず、釈迦自身もそのひとりであった。

初期仏教もこの社会的背景の影響下にあり、またそもそも初期仏教は、偶像を作る以前に釈

迦本人に信仰対象としての概念を要求しなかった。

仏像が作られるようになったのはヘレニズムの影響によるものである。そのため初期のガン

ダーラ系仏像は、意匠的にもギリシアの影響が大きい。しかし、ほぼ同時期に彫塑が開始され

たマトゥラーの仏像は，先行するバラモン教や地主神に相通ずる意匠を有しており，現在にも

続く仏像の意匠の発祥ともいえる。

ラホール博物館には苦行する釈迦の像が所蔵されている。

[釈迦の生涯を伝える文献]
注:以下〔大正〕とは、大正新脩大蔵経のこと。

修行本起経 〔大正・3・461〕
瑞応本起経 〔大正・3・472〕 - これらは錠光仏の物語から三迦葉が釈尊に帰依するところまで

の伝記を記している。

過去現在因果経 〔大正・3・620〕 - 普光如来の物語をはじめとして舎利弗、目連の帰仏までの

伝記。

中本起経 〔大正・4・147〕 - 成道から晩年までの後半生について説く。

仏説衆許摩房帝経 〔大正・3・932〕
仏本行集経 〔大正・3・655〕 - これらは仏弟子の因縁などを述べ、仏伝としては成道後の母国

の教化まで。

十二遊経 〔大正・4・146〕 - 成道後十二年間の伝記。

普曜経

方広大荘厳経 - これらは大乗の仏伝としての特徴をもっている。

仏所行讃 〔大正・4・1〕(梵：Buddha-carita) 馬鳴著
Lalita vistara
Mahavastu
遊行経 『長阿含経』中



仏般泥洹経 白法祖訳
Mahaparinibbanna sutta
大般涅槃経 法賢訳 - 以上 3 件は、釈尊入滅前後の事情を述べたもの。

『自説経（ウダーナ）』 - パーリ語による仏典。日本語訳：

[釈迦を題材にした作品]
小説

ヘルマン・ヘッセ 『シッダールタ』

[漫画]
手塚治虫 『ブッダ』

中村光 『聖☆おにいさん』

[映画]
『亜細亜の光』 （原題: "DIE LEUCHTE ASIENS" 1925 年、ドイツ）

『釈迦』 （1961 年、大映 釈迦役: 本郷功次郎）
『リトル・ブッダ』（1993 年、アメリカ 釈迦役: キアヌ・リーブス）

[音楽]
田中正徳『世尊』（合唱曲）

貴志康一「交響曲『仏陀』」

伊福部昭「交響頌偈『釋迦』」（合唱を伴う管弦楽曲）

ペア・ノアゴー「歌劇『シッドハルタ（シッダルタ）』」



四諦



四諦とは、仏教用語で、釈迦が悟りに至る道筋を説明するために、現実の様相とそれを解決

する方法論をまとめた苦集滅道の 4つをいう。

[語源または用語について]
四諦は簡略形であって、直訳された四聖諦が正しい。 4つの諦たいとはそれぞれ、

苦諦：この世界は苦しみに満ちていると明らかにする

集諦：苦の原因がなんであるかを明らかにする

滅諦：苦の原因を滅すれば苦も滅することを明らかにする

道諦：苦の滅を実現する道を明らかにする

である。 「諦たい」は通常「諦あきらめる」と読み、仕方がないと断念したり、思い切ってその

（良くない）状態を受け入れたりする、という人の行動の一つ。この現代語の意味どおりに四諦

を訳すると

苦諦：苦を仕方ないと諦める

集諦：苦の原因を知って諦める

滅諦：苦の滅を諦める

道諦：苦の滅を実現する道を諦める（→八正道）

となり、 まるで全てを諦めて平穏に生きろと言っているようだが、そうではない。 もともと日本語

の「あきらめる」は「明らかにする（＝一説によると「明らむ＋める（めり）」）から来ている。転じて

「諦める」は気づく、気がつくという意味になる。つまり、どうにもならないことに固執してしがみ

つくのをやめるということである。その時に人間は平安になれるというのが、仏の教えなのであ

る。つまり、釈迦は何もかも諦めると平穏になると気がついた、ということになってしまう。 これ

は、人が苦を知った後の行動を言っている。 苦を知った後、「諦める・諦めない」という２つの

選択肢ができる。諦めないなら、どうするか。苦の原因を探すだろう。その原因を知って、また、

２つの選択肢のどちらかを進む。その原因が取り除けないものとわかったら、諦めるだろう。諦

めないなら、次に、苦を滅しようと原因をとろうとする。そして、成功すれば苦の滅を実現する

道（人生）となる。失敗すれば、実現する道（人生）を諦めることになる。

それぞれ「遍知」、「滅除」、「成就」、「修習」という課題が付随している。

すなわち、

苦は「知り尽くすべきもの」（遍知）

苦の原因は「滅するべきもの」（滅除）

苦の滅は「実現すべきもの」（成就）

苦の滅を実現する道は「実践すべきもの」（修習）

ということである。

「苦」は、生まれた環境、人間関係、病気など、人によっていろいろある。 なぜ、釈迦は「苦」に

関して、四つの課題をつけたのか。「すべきもの」と強い言い方をしている。いくら、釈迦が「す

べきだ」と言っても、できない人もいる。そのことから、この課題は、ある特定の人々に向けて残

した言葉ということがわかる。もちろん、出家した弟子たちではない。



私（釈迦）や私の友人・理解者にとっての苦を知り尽くした。

 私たちにとっての苦の原因を滅するべきものと断定した。

 私たちにとっての苦の原因の滅は実現すべきものと強く心に決めた。

 私たちにとっての苦の原因の滅を実現する道を学んだ。

これは、救世主としての課題ではなくて、彼がそれをせざるを得なかった人だったことを示して

いる。 彼は、友人や理解者を大事にする人であることを、自覚した。それを悟ったのだ。

自分の性格を知る。実は、人が生まれた後の環境が、人格を否定する場だったら、自分の性

格を知ることは無理だ。 王族の生まれだから、身内や周囲の人々から、ああしろ、こうしろと言

われるだろうし、その命令を拒否したいと口に出してしまい、怒られたりして、悩み、迷ったは

ずだ。その状態が、彼にとって「苦」だった。

[歴史的背景]
釈迦はさとりを得た後、ヴァーラーナスィーの鹿野苑において、初めて五比丘のために法を説

いた（初転法輪）。この時、この四諦を説いたと言われ、四諦は仏陀の根本教説であるといえ

る。四諦は釈迦が人間の苦を救うために説いた教えであり、あたかも医者が、患者の病気の

何であるかをよく知り、その病源を正しく把握し、それを治癒させ、さらに病気を再発しないよう

に正しく導くようなものだ（応病与薬）と言われている。

釈迦は初転法輪において、まず迷いの現実が苦であることと、その苦は克服しうるものである

ことを明らかにした。しかも、苦は単に苦として外にあるのでなく、我々がそれをどう受け取るの

かで変わってくることを説いて、「煩悩」こそがすべてを苦と受け取らせる原因であることを明ら

かにした。したがって、この煩悩を正しく処理すれば、苦に悩まされない境地をうる。その道こ

そ、いっさいの自己愛を捨て、他に同化することにあるので、その根本は自己の本姿に徹する

ことである。つまり、本来、執着すべきでない自己に執着することこそ、苦の原因である。この

「苦」を滅して涅槃の世界に入る方法こそ「仏道」である。

パーリ語経典長部の『沙門果経』では、この四諦は、沙門（出家修行者、比丘・比丘尼）が、戒

律（具足戒・波羅提木叉）順守によって清浄な生活を営みながら、「止観」（瞑想）修行に精進

し続けることで得られる「六神通」の最終段階、「漏尽通」に至って、はじめてありのままに知る

ことができると述べられている。

[四つの真理]
苦諦

苦諦とは人生の厳かな真相、現実を示す。「人生が苦である」ということは、仏陀の人生観の

根本であると同時に、これこそ人間の生存自身のもつ必然的姿である。このような人間苦を示

すために、仏教では四苦八苦を説く。

四苦とは、生・老・病・死の 4つである。これに、
愛する対象と別れねばならない「愛別離苦あいべつりく」

憎む対象に出会わなければならない「怨憎会苦おんぞうえく」

求めても得られない「求不得苦ぐふとっく」

最後に人間生存自身の苦を示す「五陰盛苦ごおんじょうく」、または「五取薀苦ごしゅうんく」を

加えて「八苦」と言う。非常に大きな苦しみ、苦闘するさまを表す慣用句「四苦八苦」はここから

来ている。



[集諦]
集諦とは、苦が、さまざまな悪因を集起させたことによって現れたものである。という真理、また

はこの真理を悟ることを言う。 集諦とは「苦の源」、現実に苦があらわれる過去の煩悩をいうの

で、苦集諦といわれる。「集じつ」とは招き集める意味で、苦を招きあつめるものが煩悩である

というのである。

この集諦の原語は「サムダヤ」であり、この語は一般的には「生起する」「昇る」という意味であり、

次いで「集める」「つみかさねる」などを意味し、さらに「結合する」ことなどを意味する。その点、

集の意味は「起源」「原因」「招集」いずれとも解釈できる。

苦集諦とは、「苦の原因である煩悩」「苦を招き集める煩悩」を内容としている。そこで、具体的

には貪欲や瞋恚しんに、愚痴などの心のけがれをいい、その根本である渇愛かつあいをいう。

これらは欲望を求めてやまない衝動的感情をいう。

さて、仏教において苦の原因の構造を示して表しているのは、十二縁起である。この十二縁

起とは苦の 12の原因とその縁を示している。十二縁起より、苦とは 12の原因のシステムという

事になる。12 個集まってそれ全体が苦なのである。だから、「無明」も「渇愛」も、苦の根本原

因であり苦集諦である。

[滅諦]
滅諦とは、「苦滅諦」といわれ、煩悩が滅して苦のなくなった涅槃の境地を言い、いっさいの煩

悩の繋縛けばくから解放された境地なので解脱の世界であり、煩悩の火の吹き消された世界

をいう。または、苦の滅があるということを認識すること、すなわち苦の滅の悟り、または苦の滅

を悟ることを滅諦という。

具体的には、諸法皆空という言葉で言われているように、森羅万象全ての法、すなわち諸法

はすべてこれ空であって、実体のあるものではなく、因と縁から成り立っているものであり、苦

は縁であり、縁は因（たとえば心や行いなど）を変えることによって変わりうるという悟りであると

も言える。

[道諦]
道諦とは、「苦滅道諦」で、苦を滅した涅槃を実現する方法、実践修行を言い、これが仏道す

なわち仏陀の体得した解脱への道である。その七科三十七道品といわれる修行の中の一つ

の課程が八正道である。

[涅槃経における四諦]
大乗の『大般涅槃経』の四諦品では、通常の四諦に新しい大乗的な解釈を加えた、涅槃の教

理的な四聖諦を説いている。



苦聖諦

この世の苦を明らかに徹見し、如来常住の真理を会得すること。また常住の法身を信じないこ

とが生死の苦の根源であると知ること。集聖諦苦の根源は煩悩妄執であることを徹見し、それ

に対して如来の深法は常住にして不変易であり、窮まりないと證知すること。また非法を先とし

正法を断滅することが生死の苦悩を受け集める原因であると知ること。滅聖諦苦の原因である

一切の煩悩を除き、苦を滅する事が悟りの境地であるが、如来の秘密蔵を正しく知り修智す

れば、煩悩があってもよく除く事ができる。また、衆生の一人一人が自己に内蔵する如来蔵

（仏性）を信ずる一念が苦を滅するということ。

道聖諦

仏道修行を通して一体三宝（仏法僧は差別無く一体である）と解脱涅槃の常住不変易を知り、

修習すること。また如来が常住不変易であるから、三宝の一体、解脱は涅槃経の 2つも常住

不変易であると知ること。



八正道



八正道は、釈迦が最初の説法において説いたとされる、涅槃に至る修行の基本となる、正見、

正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念および正定の、8種の徳。「八聖道」とも「八支正

道」とも言うが、倶舎論では「八聖道支」としている。この 「道」が偏蛇を離れているので正道と

いい、聖者の「道」であるから聖道言う。

初期仏教においては、この「八正道」のみを単独で取り出すことはなく、パーリ語経典長部の

『大般涅槃経』等で釈迦自身も述べているように、「七科三十七道品」の一部（一科）として扱う

（位置付ける）のが基本である。

[見]
「正見」とは、仏道修行によって得られる仏の智慧であり、様々な正見があるが、根本となるの

は四諦の真理などを正しく知ることである。

業自性正見 - 業を自己とする正見。

業は自己の所有するものである

業は相続するものである

業は（輪廻的生存の）起原、原因である

業は親族である

業は依り所である

十事正見

布施の果報はある

大規模な献供に果報はある

小規模な献供に果報はある

善悪の行為に果報がある

（善悪の業の対象としての）母は存在する（母を敬う行為に良い結果があるなど）

（善悪の業の対象としての）父は存在する（父を敬う行為に良い結果があるなど）

化生によって生まれる衆生は存在する

現世は存在する

来世は存在する

四諦正見

苦諦についての智慧

苦集諦についての智慧

苦滅諦についての智慧

苦滅道諦についての智慧

「正しく眼の無常を観察すべし。かくの如く観ずるをば是を正見と名く。正しく観ずるが故に厭

を生じ、厭を生ずるが故に喜を離れ、貪を離る。喜と貪とを離るるが故に、我は心が正しく解脱

すと説くなり」といわれるように、われわれが身心のいっさいについて無常の事実を知り、自分

の心身を厭う思を起こし、心身のうえに起こす喜や貪の心を価値のないものと斥けることが「正

見」である。このように現実を厭うことは、人間の普通の世俗的感覚を否定するものに見えるが、

その世俗性の否定によって、結果として、真実の認識（如実知見）に至るための必要条件が

達せられるのである。正見は「四諦の智」といわれる。



この正見は、以下の七種の正道によって実現される。 八正道は全て正見に納まる。

正思惟

正思惟とは、正しく考え判断することであり、出離（離欲）を思惟し無瞋を思惟し、無害を思惟

することである。このうち「出離（離欲）を思惟する」とはパーリの原文では「ネッカンマ・サンカッ

パ」であって、「nekkhamma」とは世俗的なものから離れることを意味する。財産、名誉、など俗

世間で重要視されるものや、感覚器官による快楽を求める「五欲」など、人間の俗世間におい

て渇望するものの否定である。これら３つを思惟することが正思惟である。

出離思惟

無瞋思惟

無害思惟

[正語]
正語とは、妄語（嘘）を離れ、綺語（無駄話）を離れ、両舌（仲違いさせる言葉）を離れ、悪口

（粗暴な言葉）を離れることである。

[正業]
正業とは、殺生を離れ、盗みを離れ、性的行為（特に社会道徳に反する性的関係）を離れるこ

とをいう。 この二つは正思惟されたものの実践である。

[正命]
正命

「邪命を捨てて、正命によって命を営む」とか「如法に衣服、飲食、臥具、湯薬を求めて不如

法に非ず」といわれるのは、如法な生活それが正命であることをあらわす。簡潔にいえば、道

徳に反する職業や仕事はせず、正当ななりわいを持って、人として恥ずかしくない生活を規

律正しく営むことである。

[正精進]
「正精進」とは、四正勤（ししょうごん）、すなわち「すでに起こった不善を断ずる」「未来に起こ

る不善を生こらないようにする」「過去に生じた善の増長」「いまだ生じていない善を生じさせ

る」という四つの実践について努力することである。

[正念]
四念処（身、受、心、法）に注意を向けて、常に今現在の内外の状況に気づいた状態でいるこ

とが「正念」（しょうねんである。

[正定]
正しい集中力（サマーディ）を完成することである。この「正定」と「正念」によってはじめて、「正

見」が得られるのである。



中道



中道（ちゅうどう）とは、仏教用語で、相互に対立し矛盾する 2つの極端な概念に偏らない実

践（仏道修行）や認識のあり方をいう。

苦・楽のふたつをニ受（にじゅ）といい、「有る」とか「無い」という見解を二辺にへんというが、そ

のどちらにも囚われない、偏らない立場を中道という。

[釈迦]
苦楽中道

たとえば、厳しい苦行やそれと反対の快楽主義に走ることなく、目的にかなった適正な修行方

法をとることなどが中道である。

釈迦は、6 年間（一説には 7 年間）に亙る厳しい苦行の末、いくら厳しい苦行をしても、これで

は悟りを得ることができないとして苦行を捨てた。これを中道を覚ったという。釈迦は、苦行を

捨て断食も止めて中道にもとづく修行に励み、ついに目覚めた人（＝仏陀）となった。

釈迦が鹿野苑において五比丘に対して初めての説法を行った際にも（初転法輪）、この「苦楽

中道」を（四諦・八正道に先んじて）真っ先に述べたことが、パーリ語経典相応部の経典など

に描かれている。

「比丘たちよ、出家した者はこの 2つの極端に近づいてはならない。第 1に様々な対象に向

かって愛欲快楽を求めること。これは低劣で卑しく世俗的な業であり、尊い道を求める者のす

ることではない。第 2に自らの肉体的消耗を追い求めること。これは苦しく、尊い道を求める真

の目的にかなわない。

 比丘たちよ、私はそれら両極端を避けた中道をはっきりと悟った。これは人の眼を開き、理解

を生じさせ、心の静けさ、優れた智慧、正しい悟り、涅槃のために役立つものである。」

初期仏教教団において、釈迦の直弟子の一人であった提婆達多は、僧団の戒律をより禁欲

的・苦行的性格が強いものへと変更するよう釈迦に求めた（「五事の戒律」）が、釈迦はこれを

拒否した。そのため提婆達多は独自の教団を創設し、仏教教団を出て行くことになった。

[琴の弦（緊緩中道）]
また、パーリ語経典の律蔵・犍度・大品（マハーヴァッガ）においては、釈迦が、どんなに精進

しても悟りに近づけず焦燥感・絶望感を募らせていたソーナという比丘に対して、琴の弦を例

えに出して、中道を説いている。

弦は、締め過ぎても、緩め過ぎても、いい音は出ない、程よく締められてこそいい音が出る、比

丘の精進もそうあるべきだと釈迦に諭され、ソーナはその通りに精進し、後に悟りに至った。



[流れる丸太]
また、パーリ語経典相応部のある経典では、釈迦が中道をガンガー河に流れる丸太に例えて

説いている。

そこでは、釈迦が丸太を比丘（出家修行者）に例え、その流れる丸太が

こちらの岸に流れつかず （六根（六内処）に囚われることなく）

向こう岸に流れつかず （六境（六外処）に囚われることなく）

中流で沈みもせず （悦楽・欲望に囚われることなく）

中州に打ち上げられもせず （自我の妄執に囚われることなく）

人によって持ち去られもせず （社会性・人間関係（付き合い・同情）に囚われることなく）

人でないもの（鬼神）によって持ち去られもせず （神秘主義に囚われることなく）

渦に巻かれることもなく （五感による欲望にまきこまれることなく）

内部から腐敗していくこともない （偽り・欺瞞を隠して生きることがない）

ならば、海（悟り、涅槃）へと到達するであろうと説かれる。

[大乗仏教]
中論・中観

ナーガールジュナ（龍樹）は、説一切有部らを論駁する形で、「八不」（不生不滅・不常不断・

不一不異・不来不去）に象徴される『中論』を著し、釈迦の中道（及び縁起）の概念を独自の

形で継承した。

これを引き継ぐ形で、大乗仏教の一大潮流である中観派が生まれた。

[天台宗]
ナーガールジュナの『中論』や中観の概念は、中国へは三論宗としてそのまま伝わる一方、天

台宗の事実上の始祖である慧文もまた、『中論』に大きな影響を受け、その思想を中諦として

引き継いだ。諦とは真理という意味である。

中国で説かれた中庸と同一視されることもあるが、厳密には別のものである。中庸の「中」とは

偏らないことを意味し、「庸」とは易（か）わらないこと、と説明されている。中道の「中」とは偏ら

ないことを意味し、「道」は修行を意味するとされる。



煩悩



煩悩とは、仏教の教義の一つで、身心を乱し悩ませ智慧を妨げる心の働き（汚れ）を言う。英

語では、Kleshasと表記する。同義語として、「漏」が用いられたりもする（例:漏尽通）。

原始仏教では、人の苦の原因を自らの煩悩ととらえ、その縁起を把握・克服する解脱・涅槃へ

の道が求められた。部派仏教の時代になると、煩悩の深い分析が行われた。

大乗仏教の時代でもこの分析は続けられ、特に唯識が示した心と煩悩の精緻な探求は仏教

が到達した一つの究極点といえよう。またこの時代には、煩悩を否定しないというそれまでの

仏教には無かった発想も生じてきた（如来蔵）。この両者の思想はその後の大乗仏教に深く

影響を与えた。

[煩悩の数について]
煩悩の根本に三毒がある。人生においてどのような局面がどのような煩悩となるかをよく知る

（遍知）ため、後代にそれを細かく分析し修習の助けとしたものであり、「数」を突き詰めれば無

限にあると考えられる。このため、「稠林」（森林のように数多の煩悩）とも表される。

俗に煩悩は 108あり、除夜の鐘を 108回衝くのは 108の煩悩を滅するためと言われるが、実

際には時代・部派・教派・宗派により数はまちまちである。小は 3にはじまり、通俗的には

108、大は（約）84,000といわれる。

[基本]
三毒

煩悩の根源（人間の諸悪の根源）は、

貪欲（とんよく）

瞋恚（しんに・しんい）

愚痴（ぐち）

の 3つとされ、これをあわせて「三毒」（さんどく）と呼ぶ。三毒の中でも特に愚痴、すなわち物

事の正しい道理を知らないこと、十二因縁の無明が、最も根本的なものである。

煩悩は、我執（自己中心の考え、それにもとづく事物への執着）から生ずる。この意味で、十

二因縁中の「愛」は、ときに煩悩のうちでも根本的なものとされる（日常語の愛と意味が異なる

ことを注意）。

[五蓋]
また、

貪欲

瞋恚

惛眠（こんみん）

掉挙（じょうこ）

疑（ぎ）

の 5つを、「五蓋」（ごがい）と呼ぶ。「蓋」とは文字通り、「心を覆うもの」の意味であり、煩悩の

異称。



これらは比丘の瞑想修行の妨げになるものとして、取り除くことが求められる。

[諸説]
説一切有部

説一切有部では、煩悩を分析し、知的な迷い（見惑）と情意的な迷い（思惑または修惑）とに

分け、また貪・瞋・癡・慢・疑・悪見の 6種を根本煩悩とした。さらに、付随する煩悩（随煩悩）を

19種数える。

[唯識派・法相宗]
大乗仏教の瑜伽行派（ゆがぎょうは）では、上記の根本煩悩から派生するものとして、20種の
随煩悩を立てた。

瑜伽行派の後継である東アジアの法相宗もこの説に従う

[如来蔵思想]
如来蔵思想では、煩悩とは本来清浄な人間の心に偶発的に付着したものであると説く（客塵

煩悩（きゃくじんぼんのう））。この煩悩を智慧によって断滅し、衆生が本来もっている仏性を明

らかにすること、すなわち煩悩の束縛を脱して智慧を得ることが、大乗仏教の求める悟りにほ

かならない。

菩薩の四弘誓願（しぐぜいがん）に「煩悩無量誓願断」が立てられているのは、煩悩を断ずる

ことが大乗仏教の基本思想であることを示す。

人間は所詮、煩悩から逃れられぬというところに観念し、煩悩をあるがままの姿として捉え、そ

こに悟りを見出だそうとする煩悩即菩提の考えが、次第に大乗仏教の中で大きな思想的位置

を占めるようになった。



無常



無常は、この現象世界のすべてのものは生滅して、とどまることなく常に変移しているというこ

とを指す。釈迦は、その理由を「現象しているもの（諸行）は、縁起によって現象したりしなかっ

たりしているから」と説明している。

[概略]
釈尊が成道して悟った時、衆生の多くは人間世界のこの世が、無常であるのに常と見て、苦

に満ちているのに楽と考え、人間本位の自我は無我であるのに我があると考え、不浄なもの

を浄らかだと見なしていた。これを四顛倒（してんどう＝さかさまな見方）という。

この「無常」を説明するのに、「刹那無常」（念念無常）と「相続無常」の二つの説明の仕方があ

る。刹那無常とは、現象は一刹那一瞬に生滅すると言う姿を指し、相続無常とは、人が死んだ

り、草木が枯れたり、水が蒸発したりするような生滅の過程の姿を見る場合を指して言うと、説

明されている。

この無常については、「諸行無常」として三法印・四法印の筆頭に上げられて、仏教の根本的

な考え方であるとされている。

なお大乗仏教では、世間の衆生が「常」であると見るのを、まず否定し「無常｣であるとしてから、

仏や涅槃こそ真実の「常住」であると説いた。これを常楽我浄と言うが、これについては大乗

の大般涅槃経に詳しい。

[日本人と「無常」]

「祇園精舎の鐘の声」で始まる軍記物語『平家物語』、西行の「桜の下にて春死なん その如月

の望月の頃」に代表される散りゆく桜と人生の儚さ、吉田兼好の随筆『徒然草』、「ゆく河の流

れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」で始まる鴨長明の『方丈記』など、仏教的無常観

を抜きに日本の中世文学を語ることはできない。単に「花」と言えばサクラのことであり、今なお

日本人が桜を愛してやまないのは、そこに常なき様、すなわち無常を感じるからとされる。「永

遠なるもの」を追求し、そこに美を感じ取る西洋人の姿勢に対し、日本人の多くは移ろいゆくも

のにこそ美を感じる傾向を根強く持っているとされる。「無常」「無常観」は、中世以来長い間

培ってきた日本人の美意識の特徴の一つと言ってよかろう。



無我



無我は、仏教用語で、「我」に対する否定を表し、文字通りには「我ならざるもの」という意味で

ある。「我が無い」と「我ではない」（非我）との両方の解釈がなされる。一方で、あらゆるものを

非我（我ではない）とすると、どこにも我を見出すことはなく、必然的に無我（我は無い）という

結論が導かれるので、非我と無我は同じことを指しており、非と無の訳語の違いにこだわる必

要はないということもできる。

[各宗派の解釈]
原始仏教

『スッタニパータ』などの最初期の韻文経典では、無我はさかんに説かれる。それらによれば、

「無我」は我執の否定を意味し、そのように、あらゆるものが我ではないと観察し、これを智慧

によって理解すると、清浄で平安な涅槃の理想に到達できるとする。

最初期の仏教経典では、我を

「私のもの」

「私」

「私の我（自己、魂）」

の 3種に分かち、いっさいの具体的なもの、具体的なことのひとつひとつについて、「これは

私のものではない」「これは私ではない」「これは私の我ではない」と 3つの立場から観察する。

[説一切有部]
説一切有部においては、要素である法（ダルマ）の分析にともない、その法の有（う）が考えら

れるようになる。元来の初期仏教以来の無我説はなお底流として継承されていたので、人無

我（にんむが）・法有我（ほううが）という一種の折衷説が生まれた。

この「法有我」は、法がそれ自身で独立に存在する実体であることを示し、それを自性（じしょう、

サンスクリット：svabhāva स्वभाव）と呼ぶ。こうして説一切有部を中心とする部派仏教には法の体系（一種の物理学的体系）が確立された。����ø�����भाव）と呼ぶ。こうして説一切有部を中心とする部派仏教には法の体系（一種の物理学的体系）が確立された。����ø�����q�以上の��）と呼ぶ。こうして説一切有部を中心とする部派仏教には法の

体系（一種の物理学的体系）が確立された。

なお宗派としての説一切有部は滅びたものの、これらの研究は阿毘達磨教学として大乗諸派

に受け継がれ、現在にいたるまで熱心に学習されている。

[大乗仏教]
このような「法有我」もしくは「自性」の思想は、経量部など他の部派や、般若経典を保持する

初期大乗仏教のグループから批判された。特に大乗からは龍樹が現れ、論理学を用いて、こ

れらの法有我説を徹底的に批判した。

彼らは自性に反対の無自性を鮮明にし、空であることを徹底した。その論究の根拠は、従来

の阿含経に説かれる縁起(えんぎ)説であり、ゴータマ・ブッダ本来の仏教を取り戻すもので

あった。

このような「縁起―無自性―空」の理論は、存在や対象や機能などのいっさい、またことばそ

のものにも言及して、無我説からより発展した空の思想が完成した。龍樹以降の大乗仏教は、

インド・チベット・中国・日本その他のいたるところですべてこの影響下にあり、空の思想によっ

て完結した無我説をその中心に据えている。



[その後の大乗仏教]
大乗仏教では、大乗＝すべての人々が救われる、という理念から、仏性（あるいは如来我＝

真我）の存在や如来の常住不変という理念が生まれていった。この過渡期に創作された経典

が『法華経』などである。しかし『法華経』が創作された時点では、壮大な物語風に記されるの

みで、なぜ無我と空が転換して「常住」となるかは詳しく説明しえなかった。

そして大乗仏教の教学がさらに発展し、その最終形として、『大般涅槃経』などが創作されると、

すでに説かれた「無我説」や「空」との関連性をもって、『法華経』で薄く示された「如来常住」

や「悉有仏性」をより緻密に説明しなおし、「無我・空」と、如来や仏性の「常住」とを融和させよ

うとした。

仏教一般では、ゴータマ・ブッダは成道してまず世間の邪見である常楽我浄を四顛倒とし、

「無常・苦・無我・不浄」を正見として説いたとされる。 しかし発展した大乗仏教においては、

「無常・苦・無我・不浄」が理解されるようになると、それらを再批判する形で、涅槃や如来の

「常楽我浄」（四徳・四波羅密）を説いたと位置付けている。

[人無我・法無我の用例]
前述したように、説一切有部、大乗仏教などの北伝仏教の伝統では、無我には「人無我」「法

無我」が説かれる。 ことに、執着してもすべては無我であり、執着することができないものに執

着するために苦が生じるのであるから、頼りにならないものを頼ろうとすることによって「苦」が

生じるのであることを、自分とそれをとり巻く世界に分けて説明する。

親鸞は、

煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界、よろずのことみなもてそらごとたわ言、まことある事なきに、

ただ念仏のみぞまことにておわします。

— 『歎異抄』

と述べているが、ここでいう「煩悩具足の凡夫」は人無我、「火宅無常の世界」は法無我のこと

を指しており、いずれも頼りにならない「無我」のものであるから「そらごとたわ言」と説明してい

る。

[一般的用例]
どの地域・いつの時代でも、この無我説を故意に悪用し、責任回避や主体性喪失の逃げ口

上に濫発された例がみられる。

逆に、「無我夢中」「無我の境地」「無心」などのように、ある一点への集中の極限において他

の夾雑物の完全な排除が説かれる。この例はむしろ無我説の原型にかなり近いとも考えられ

る。



涅槃



涅槃 （ねはん）は、仏教の主要な概念の一つである。

[訳]
この語のほか、泥曰（ないわつ）、泥洹（ないおん）、涅槃那（ねはんな）などとも音写される。漢

訳では、滅、滅度、寂滅、寂静、不生不滅などと訳した。また、サンスクリットでは「廻って」とい

う意味の接頭辞 pari- を冠してパリニルヴァーナ、更に「偉大な」という意味の mahā- を付して
マハーパリニルヴァーナともいわれるところから円寂、大円寂などと訳された。ただし、南伝の

パーリ語教典を訳した中村元はダンマパダ、第十章、「暴力」、百三十四節の訳注において

「安らぎ - Nibbāna（= Nirvāṇa 涅槃）声を荒らげないだけで、ニルヴァーナに達しえるのである

から、ここでいうニルヴァーナは後代の教義学者たちの言うようなうるさいものではなくて、心の

安らぎ、心の平和によって得られる楽しい境地というほどの意味であろう。」としている。

[概説]
涅槃は、「さとり」〔証、悟、覚〕と同じ意味であるとされる。しかし、ニルヴァーナの字義は「吹き

消すこと」「吹き消した状態」であり、すなわち煩悩（ぼんのう）の火を吹き消した状態を指すの

が本義である。その意味で、滅とか寂滅とか寂静と訳された。また、涅槃は如来の死そのもの

を指す。涅槃仏などはまさに、死を描写したものである。「人間の本能から起こる精神の迷い

がなくなった状態」という意味で涅槃寂静といわれる。

釈迦が入滅（死去）してからは、涅槃の語にさまざまな意味づけがおこなわれた。

1.有余涅槃・無余涅槃とわけるもの

2.灰身滅智、身心都滅とするもの

3.善や浄の極致とするもの

4.苦がなくなった状態とするもの

などである。

涅槃を有余と無余との二種に区別する際の有余涅槃は、釈迦が三十五歳で成道して八十歳

で入滅するまでの間の「さとり」の姿を言う。無余涅槃は八十歳で入滅した後の「さとり」の姿と

みるのである。この場合の、「余」とは「身体」のこととみて、身体のある間の「さとり」、身体のな

くなった「さとり」とわける。

有余涅槃・無余涅槃は、パーリ語の sa-upādisesa-nibbāna, anupādisesa-nibbāna で、このうち、

「余」にあたるウパーディセーサ(upādisesa)は、「生命として燃えるべき薪」「存在としてよりかか
るべきもの」を意味する。仏弟子たちは有余無余を、釈迦の生涯の上に見た。釈迦の入滅こ

そ、輪廻転生の苦からの完全な解脱であると、仏弟子たちは見たのである。

このような「さとり」が灰身滅智、身心都滅である。灰身滅智（けしんめっち）とは、身は焼かれ

て灰となり、智の滅した状態をいう。身心都滅（しんしんとめつ）とは、肉体も精神も一切が無に

帰したすがたをいう。このことから、これらは一種の虚無の状態であると考える事ができるため、

初期の仏教が、正統バラモンから他の新思想と共に虚無主義者（ナースティカ）と呼ばれたの

は、この辺りに原因が考えられる。



ナースティカとは呼ばれたが、釈迦が一切を無常・苦・無我であると説いたのは、単に現実を

否定したのではなく、かえって現実の中に解決の道があることを自覚したからである。

この立場で、のちに無住処涅槃という。「さとり」の世界では、無明を滅して智慧を得て、あらゆ

る束縛を離れて完全な自在を得る。そこでは、涅槃を一定の世界として留まることなく、生死と

言っても生や死にとらわれて喜んだり悲しんだりするのではなく、全てに思いのままに活動し

て衆生を仏道に導く。

このような涅槃は、単に煩悩の火が吹き消えたというような消極的な世界ではなく、煩悩が転

化され、慈悲となって働く積極的な世界である。その転化の根本は智慧の完成である。ゆえに

「さとり」が智慧なのである。

この点から菩提と涅槃を「二転依の妙果」という。涅槃は以上のように、煩悩が煩悩として働か

なくなり、煩悩の障りが涅槃の境地に転じ、智慧の障害であったものが転じて慈悲として働く。

それを菩提（ぼだい）という。

以上のように「さとり」は、涅槃の寂静と菩提の智慧の活動とを内容とする。そこで涅槃の徳を

常楽我浄の四徳と説く。「さとり」は常住不変で、一切の苦を滅しているので楽、自在で拘束さ

れないから我、煩悩がつきて汚れがないから浄といわれる。



律



律（りつ）とは、仏教において僧団（サンガ）に属する出家修行者（比丘）が守らなければならな

い、規則の事である。様々な律蔵が漢訳によって伝えられたが、日本においては主に四分律

が用いられた。

[歴史]
釈迦が成道して布教活動を行って仏教教団が形成された結果、団体を維持するための規則

が必要となり、釈迦の在世中はその時々に応じて釈迦が規制を定めた。ゆえに、これらの規

制には「～してはならない」という禁止事項が多い。

釈迦の死後、教団の維持・発展が残された弟子たちの使命となり、迦葉が収集して開催され

た第一結集において、持律第一と称された優波離を中心に律蔵の再編集が行われた。以降、

僧侶たる者は経・律・論を全て修めることが求められるようになり、これらを全て修めた者は三

蔵と呼ばれた。

しかし釈尊の死後から 100 年後、戒律の 1つの僧侶の財産の所有禁止という項目を巡って、

上座部と大衆部との間で論争が起き、教団は 2つに分裂した（根本分裂）。

いずれにせよ、律の条項を遵守する事は多くの部派において必修であり、僧侶と在家信者を

区別する最大の理由として受け継がれている。現在においてもタイやスリランカの南方仏教で

は戒律が厳守されており、中国からベトナムにかけての大乗仏教、チベット密教におけるゲル

ク派などにおいても概ね同様である。ただし、後世のインドやチベットで行われた後期密教、

日本の鎌倉仏教など、律ではなく戒によって僧の資格とするもの、あるいは浄土真宗の戒す

ら不要とする「無戒」論などがあり、しばしば異端視される。



縁起



縁起（えんぎ）とは、仏教の根幹をなす発想の一つで、「原因に縁って結果が起きる」という因

果論を指す。

開祖である釈迦は、「此（煩悩）があれば彼（苦）があり、此（煩悩）がなければ彼（苦）がない、

此（煩悩）が生ずれば彼（苦）が生じ、此（煩悩）が滅すれば彼（苦）が滅す」という、「煩悩」と

「苦」の認知的・心理的な因果関係としての「此縁性縁起」（しえんしょうえんぎ）を説いたが、

部派仏教・大乗仏教へと変遷して行くに伴い、その解釈が拡大・多様化・複雑化して行き、

様々な縁起説が唱えられるようになった。

[概要]
仏教の縁起は、釈迦が説いたとされる

「此があれば彼があり、此がなければ彼がない、此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば彼が

滅す」

という命題に始まる。これは上記したように、「煩悩」と「苦」の因果関係としての「此縁性縁起」

（しえんしょうえんぎ）であり、それをより明確に説明するために、十二因縁（十二支縁起）や四

諦・八正道等も併せて述べられている。

部派仏教の時代になると、膨大なアビダルマ（論書）を伴う分析的教学の発達に伴い、「衆生」

（有情、生物）の惑業苦・輪廻の連関を説く「業感縁起」（ごうかんえんぎ）や、現象・事物の生

成変化である「有為法」（ういほう）としての縁起説が発達した。

大乗仏教においては、中観派の祖である龍樹によって、説一切有部等による「縁起の法」の

形式化・固定化を牽制する格好で、徹底した「相互依存性」を説く「相依性縁起」（そうえしょう

えんぎ）が生み出される一方、中期以降は、唯識派の教学が加わりつつ、再び「衆生」（有情、

生物）の内部（すなわち、「仏性・如来蔵」「阿頼耶識・種子」の類）に原因を求める縁起説が発

達していく。7世紀に入り密教（金剛乗）の段階になると、「曼荼羅」に象徴されるように、多様

化・複雑化した教学や諸如来・菩薩を、「宇宙本体」としての「大日如来」を中心に据える形で

再編し、個別性と全体性の調和がはかられていった。

[歴史的変遷]
初期仏教

経典によれば、釈迦は縁起について、

私の悟った縁起の法は、甚深微妙にして一般の人々の知り難く悟り難いものである。

— 『南伝大蔵経』12巻、234頁

と述べた。またこの縁起の法は、

わが作るところにも非ず、また余人の作るところにも非ず。如来（釈迦）の世に出ずるも出てざ

るも法界常住なり。如来（釈迦）は、この法を自ら覚し、等正覚（とうしょうがく）を成じ、諸の衆生

のために分別し演説し開発（かいほつ）顕示するのみなり



と述べ、縁起はこの世の自然の法則であり、自らはそれを識知しただけであるという。

縁起を表現する有名な詩句として、『自説経』では、

此があれば彼があり、此がなければ彼がない。此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば彼が滅

す。

— 小部経典『自説経』（1, 1-3菩提品）

と説かれる。

この「此縁性縁起」（しえんしょうえんぎ）の命題は、「彼」が「此」によって生じていることを示し

ており、この独特の言い回しは、修辞学的な装飾や、文学的な表現ではなく、前後の小命題

が論理的に結び付けられていて、「此があれば彼があり」の証明・確認が、続く「此がなければ

彼がない」によって、「此が生ずれば彼が生じ」の証明・確認が、「此が滅すれば彼が滅す」に

よって、それぞれ成される格好になっている。

既述の通り、この「此」と「彼」とは、「煩悩」と「苦」を指しており、その因果関係は、「十二因縁」

等や「四諦」としても表現されている。

また、この因果関係に則り、「煩悩」を発見し滅することで「苦」を滅する実践法（道諦）として、

「八正道」や戒・定・慧の「三学」等が、説かれている。

[部派仏教]
部派仏教の時代になり、部派ごとにそれぞれのアビダルマ（論書）が書かれるようになるに伴

い、釈迦が説いたとされる「十二支縁起」に対して、様々な解釈が考えられ、付与されていくよ

うになった。それらは概ね、衆生（有情、生物）の「業」（カルマ）を因とする「惑縁（煩悩）・業因

→苦果」すなわち「惑業苦」（わくごうく）の因果関係と絡めて説かれるので、総じて「業感縁

起」（ごうかんえんぎ）と呼ばれる。

 有力部派であった説一切有部においては、「十二支縁起」に対して、『識身足論』で 「同時的

な系列」と見なす解釈と共に「時間的継起関係」と見なす解釈も表れ始め、『発智論』では十

二支を「過去・現在・未来」に分割して割り振ることで輪廻のありようを示そうとするといった（後

述する「三世両重（の）因果」の原型となる）解釈も示されるようになるなど、徐々に様々な解釈

が醸成されていった。そして、『婆沙論』（及び『倶舎論』『順正理論』等）では、

「刹那縁起」（せつなえんぎ）--- 刹那（瞬間）に十二支全てが備わる

「連縛縁起」（れんばくえんぎ）--- 十二支が順に連続して、無媒介に因果を成していく

「分位縁起」（ぶんいえんぎ）--- 五蘊のその時々の位相が十二支として表される

「遠続縁起」（えんばくえんぎ）--- 遠い時間を隔てての因果の成立

といった 4種の解釈が示されるようになったが、結局 3つ目の「分位縁起」が他の解釈を駆逐

するに至った。説一切有部では、この「分位縁起」に立脚しつつ、十二支を「過去・現在・未

来」の 3つ（正確には、「過去因・現在果・現在因・未来果」の 4つ）に割り振って対応させ、

「過去→現在」（過去因→現在果）と「現在→未来」（現在因→未来果）という 2つの因果が、
「過去・現在・未来」の 3世に渡って対応的に 2 重（両重）になって存在しているとする、輪廻



のありようを説く胎生学的な「三世両重（の）因果」が唱えられた。

（なお、この説一切有部の「三世両重（の）因果」と類似した考え方は、現存する唯一の部派仏

教である南伝の上座部仏教、すなわちスリランカ仏教大寺派においても、同様に共有・継承さ

れていることが知られている。）

これはつまり、「前世の無明・行によって今生の自分の身体・感覚・認識（すなわち総体として

の「存在」）が生じ、今生の愛着・執着によって再び来世へと生まれ変わっていく」という輪廻の

連鎖を表現している。こうした輪廻を絡めた解釈・説明は、各種の経典で言及されている「四

向四果」の説明（すなわち、一度だけ生まれ変わる「一来果」、二度と欲界に生まれ変わらな

い「不還果」、涅槃への到達を待つだけの「阿羅漢果」といった修行位階の説明）や、『ジャー

タカ』のような釈迦の輪廻譚など、釈迦の初期仏教以来、仏教教団が教義説明の前提として

きた輪廻観とも相性がいいものだった。

また、説一切有部では、こうした衆生（有情、生物）のありように限定された「業感縁起」だけで

はなく、『品類足論』に始まる、「一切有為」（現象（被造物）全般、万物、森羅万象）のありよう

を表すもの、すなわち「一切有為法」としての縁起の考え方も存在し、一定の力を持っていた。

一般的に「因縁生起」）の有為法として説明される縁起説もその一形態である。これは、ある結

果が生じる時には、直接の原因（近因）だけではなく、直接の原因を生じさせた原因やそれ以

外の様々な間接的な原因（遠因）も含めて、あらゆる存在が互いに関係しあうことで、それら全

ての関係性の結果として、ある結果が生じるという考え方である。

なお、その時の原因に関しては、数々の原因の中でも直接的に作用していると考えられる原

因のみを「因」と考え、それ以外の原因は「縁」と考えるのが一般的である。

[大乗仏教]
大乗仏教においても、部派仏教で唱えられた様々な縁起説が批判的に継承されながら、

様々な縁起説が成立した。

ナーガールジュナ（龍樹）は、『般若経』に影響を受けつつ、『中論』等で、説一切有部などの

「法有」（五位七十五法）説に批判を加える形で、「有為」（現象、被造物）も「無為」（非被造物、

常住実体）もひっくるめた、徹底した「相依性」（そうえしょう、相互依存性）としての縁起、いわ

ゆる「相依性縁起」（そうえしょうえんぎ）を説き、中観派、及び大乗仏教全般に多大な影響を

与えた。

（特に、『華厳経』で説かれ、中国の華厳宗で発達した、「一即一切、一切即一」の相即相入を

唱える「法界縁起」（ほっかいえんぎ）との近似性・連関性は、度々指摘される。）



 大乗仏教では、概ねこうした、「有為」（現象、被造物）も「無為」（非被造物、常住実体）もひっ

くるめた、壮大かつ徹底的な縁起観を念頭に置いた縁起説が 、醸成されていくことになるが、

こうした縁起観やそれによって得られる「無分別」の境地、そして、それと対照を成す「分別」等

に関しては、いずれもそうした認識の出発点としての「心」「識」なるものが、隣り合わせの一体

的な問題・関心事としてついてまわることになるので、（上記の部派仏教（説一切有部）的な

「業感縁起」等とは、また違った形で）そうした「心」「識」的なものや、衆生（有情、生物）のあり

ようとの関連で、縁起説が唱えられる面がある。（大乗仏教中期から特に顕著になってくる、仏

性・如来蔵の思想や、唯識なども、こうした縁起観と関連している。）

主なものとしては、

「唯心縁起」（ゆいしんえんぎ）--- 『華厳経』十地品で説かれる、三界（欲界・色界・無色界）の

縁起を一心（唯心）の顕現として唱える説（三界一心、三界唯心）。

「頼耶縁起」（らやえんぎ）--- 瑜伽行唯識派・法相宗で説かれる、阿頼耶識（あらやしき）から

の縁起を唱える説。

「真如縁起」（しんにょえんぎ）・「如来蔵縁起」---「一切有為」（現象（被造物）全般、万物、森羅

万象）は、真如（仏性・如来蔵）からの縁によって生起するという説。馬鳴の名に擬して書かれ

た著名な中国撰述論書である『大乗起信論』に説かれていることでも知られる。

などがある。

また、 真言宗・修験道などでは、インドの六大説に則り、万物の本体であり、大日如来の象徴

でもある、地・水・火・風・空・識の「六大」によって縁起を説く「六大縁起」（ろくだいえんぎ）など

もある。

[その他]
機縁説起

縁起は、「機縁説起」として、衆生の機縁に応じて説を起こす、と解釈されることもある。

たとえば華厳教学で「縁起因分」という。これは、さとりは、言語や思惟をこえて不可説のもの

であるが、衆生の機縁に応じるため、この説けないさとりを説き起すことをさす。



三法印



三法印（さんぼういん）は、仏教の教えを特徴づけると大乗仏教で主張されている三つの考え

のこと。

[概要]
「三法印」という表現は、大乗仏教でのみ用いられるものであり、下述するように、初期仏教・

部派仏教においては、類似の概念は存在していたものの、「三法印」という語彙は用いられて

いない。また、その意味も、元々は四念住（四念処）と同じように、「止観」（瞑想）修行によって

涅槃の境地に到達するまでの内的な過程・段階を表現したものだが、大乗仏教においては、

多分に変質・混乱・拡大解釈した意味・用法で用いられている。

「三法印」という言葉が最初に使われたのは、訶梨跋摩（かりばつま、サンスクリット：

harivarman、4世紀）の著作になる『成実論』（じょうじつろん）で用いられたのが、最初と見られ

る。『成実論』巻一に「仏の法の中に三法印あり、一切無我と有為の諸法の念々無常と寂滅涅

槃となり。この三法印は一切論者の壊することあたわざるところなり、真実なるを以てなり、故に

清浄調柔なりと名くるなり」とある。

ただし、それ以前の龍樹の著作といわれる『大智度論』巻十五では、まだ煩悩を十分に絶滅

することができないで、有漏道（うろどう）にあって無漏道を得ていない人々が「三種法印」を信

ずべきである、として「一切有為生法無常苦印」・「一切法無我印」・「涅槃実法印」の三法印を

示している（最初の法印で無常と苦を説いているので実質的に四法印と解釈することもでき

る）。また巻二二では「仏法印に三種あり、一には一切有為法念々生滅し皆無常なり、二には

一切法無我なり、三には寂滅涅槃なり」といい、これを「一切作法無常印」「一切法無我印」

「寂滅印」とよんでいる。この部分が龍樹自身の著作であるとすれば、"三法印"という概念は、
龍樹の時代にはすでに成立していたといえる。

[大乗における三法印（四法印）]
仏教自身と他の教えとの区別を明らかにすると同時に、自身の教えの特徴を示す。四つの考

えは以下のとおりであり、涅槃寂静と一切行苦のどちらを三法印とするかは解釈が分かれるが、

漢訳経典による限り、原典では「一切行苦」を説いているケースはほぼ無いといってよい

1.諸行無常印（無常印）-「すべての作られたものは、無常である」

2.諸法無我印（無我印）-「すべてのものは、我ならざるものである（もしくは、実体がないもので

ある）

3.涅槃寂静印（涅槃印）-「涅槃は安らぎ（幸福）である」

4.一切行苦印（苦印）-「すべての作られたものは、苦しみである」

[印とは何か]
三法印の「印」の原語について、これを「文図」（ムドラー）とする説がある。この場合「ムドラー」

は「印章」のことであるから、三法が仏教の印章であり、その標識である。普光（ふこう）という

『倶舎論』の研究者は「諸法を印するが故に、法印と名づく。この印に順ずるものは仏経なり、

もし、この印に違うならば、即ち仏説に非ず」といって、三法印を基準として経典の仏説非仏説

を正すべきであるという。



この「印」を「嗢拕南」（ウダーナ）とするものがある。『瑜伽師地論』巻四六の初めに「四種の法

嗢拕南」（ほううだなん）があるとして、「一切諸行皆是無常」「一切諸行皆悉是苦」「一切諸法

皆無有我」「涅槃寂静」の四種を説いている。これを四法印と考えることもできる。この場合、嗢

拕南が「印」の意味をもつとみるべきである。

[初期仏教・部派仏教における類似概念]
『雑阿含経』などの古い経典では

「一切行無常」

「一切法無我」

「涅槃寂滅」

という三つの事柄は明らかに説かれているが、「三法印」とは呼んでいない。

上座部仏教では、法（ものごと、現象）の三つの性質を示すもので、「三相」と呼ばれ、修道上

の教えとして、実践的に観察することが強調される。上座部で説かれるのは無常・苦・無我の

「三相」であって、一切行苦を欠いた大乗の「三法印」という概念を共有しているわけではない。

1.無常 -　常に変化し続けること。

2.苦 -　苦しみ、不満であること。

3.無我 -　我ではない、すなわち、「私のものではない、私ではない、私の本質ではない」という

こと。

[四念住（四念処） との関連]
こうした概念は、以下のように、初期仏教以来の四念住（四念処）等の概念と対応させると、よ

り明確に整理されて分かりやすくなる。

身念住

受念住 = 一切皆苦

心念住 = 諸行無常

法念住 = 諸法無我

（涅槃寂静）

このように、元々これらの概念は、「止観」（瞑想）によって涅槃の境地に至る内面過程を表現

した、数ある表現の内の 1つだった。

[大乗での扱い]
「三法印」は、古来、小乗についていわれ、大乗では立てないとする説がある。『大智度論』で

は、三法印を説くことが小乗であり、大乗とも矛盾しないという。このような議論があることは、そ

の背後にすでに三法印が小乗のものであるという説のあることを示している。

ところが『法華玄義』など、中国における論師の著作では、明らかに「なぜ小乗で三法印を説

き、大乗で一実相印を説くかというに、小乗では生死と涅槃とを別にみるからであり、大乗では

生死即涅槃と生死に即して涅槃をみるからである」といって、大乗では三法印を説かないとす

る。

仏教と外の教えを区別する立場に立てば、「三法印」を仏教の旗幟とすることも、必ずしも斥け

られることはなく、むしろ仏教の特色を明らかにするものであるといえる。



四法印



四法印（しほういん）とは、大乗仏教において仏教の教えを特徴づける三つの考えとされる三

法印に「一切皆苦印」を加えたものである。『瑜伽師地論 』の四法嗢拕南説で、「一切諸行皆

悉是苦」と説かれている。

[一切皆苦]
これが、初期経典にいわれる「いっさいは苦なり」をうけたものであることは明らかである。「色

は苦なり。受想行識も苦なり。」というのがこれである。

これは元々、初期仏教においては、止観（瞑想）によって涅槃の境地に至る過程の一段階、

例えば、四念住（四念処）に対応させて表現すれば、以下のように、「受念住」に相当する状

態を、言い表したものである。（以下の通り、「四法印」の他の内容も同様に対応している。）

身念住

受念住 = 一切皆苦

心念住 = 諸行無常

法念住 = 諸法無我

（涅槃寂静）

しかし、後の大乗仏教、とりわけ北伝の中国仏教・日本仏教においては、こうした初期仏教の

止観（瞑想）の方法論・概念が、しっかりと継承されなかったこともあり、元々こうした止観（瞑

想）の行法と密接に結び付いていた「一切皆苦」の意味・内容が、変質・拡大解釈されるに

至った。

（これは、他の「諸行無常」「諸法無我」等に関しても、同様に言えることである。）



諸行無常



諸行無常(しょぎょうむじょう)とは、仏教用語で、この世の現実存在はすべて、すがたも本質も

常に流動変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことを

いう。この場合、諸行とは一切のつくられたもの、有為法をいう。三法印、四法印のひとつ。

[解説]
涅槃経に「諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂」とあり、これを諸行無常偈と呼ぶ。釈迦

が前世における雪山童子であった時、この中の後半偈を聞く為に身を羅刹に捨てしなり。これ

より雪山偈とも言われる。

「諸行は無常であってこれは生滅の法であり、生滅の法は苦である。」この半偈は流転門。

「この生と滅とを滅しおわって、生なく滅なきを寂滅とす。寂滅は即ち涅槃、是れ楽なり。」「為

楽」というのは、涅槃楽を受けるというのではない。有為の苦に対して寂滅を楽といっているだ

けである。後半偈は還滅門。

生滅の法は苦であるとされているが、生滅するから苦なのではない。生滅する存在であるにも

かかわらず、それを常住なものであると観るから苦が生じるのである。この点を忘れてはならな

いとするのが仏教の基本的立場である。

なお涅槃経では、この諸行無常の理念をベースとしつつ、この世にあって、仏こそが常住不

変であり、涅槃の世界こそ「常楽我浄」であると説いている。

しばしば空海に帰せられてきた『いろは歌』は、この偈を詠んだものであると言われている。

三法印・四法印は釈迦の悟りの内容であるとされているが、釈迦が「諸行無常」を感じて出家

したという記述が、初期の『阿含経』に多く残されている。

なお平家物語の冒頭にも引用されている。



諸法無我



諸法無我（しょほうむが）は、仏教の用語の一つであり、三法印・四法印の一つであり、釈迦の

悟った項目の一つである。すべての存在には、主体とも呼べる「我」（が）がないことをいう。

諸行無常といわれるように、一切のものは時々刻々変化している。ところが我々は、変化を繰

り返し続ける中に、変化しない何者かをとらえようとしたり、何者かが変化してゆくのだと考えよ

うとする。その変化の主体を想定してそれを我（が）という。 我とは「常一主宰」（常とは常住、

一とは単独、主宰とは支配すること）のものといわれ、つまり常住である単独者として何かを支

配するものを指す。

インド古来の考え方は、変化するものに主体としての変化しないものを想定した「有我論」（う

がろん）である。ところが、仏教は、存在とは現象として顕われるのであり、変化そのものであり、

変化する何者かという主体をとらえることはまちがいであると指摘する。そのような妄想された

「我」に執着する執着を破るために諸法無我が説かれた。これは一般に有我論が説かれてい

る最中に釈迦だけが主張した仏教の特色である。諸法無我は、インド在来の実体的な「我」の

存在をも否定し、「我」を含むあらゆる存在は「実体」ではありえないことを主張する。

我々人間は、しらずしらずの間に私自身の現存在を通じて、そこに幼い時から成長して現在

にいたるまで肉体や精神の成長変化を認めながら、そこに「私」と呼ぶ実体的「我」を想定し、

成長変化してきた私そのものをつかまえて、私は私であると考える。しかし、諸法無我はそれ

こそ我執であるとして退け、変化をその変化のままに、変化そのものこそ私なのだと説くのであ

る。この意味で、諸法無我は、自己としてそこにあるのではなく、つねに一切の力の中に「関

係そのもの」として生かされてあるという、縁起の事実を生きぬくことを教えるものである。

一切のものには我としてとらえられるものはないという考え方を徹底して自己について深め、

目に見えるもの見えないものを含めて一切の縁起によって生かされてある現実を生きることを

教えている。このような共々に生かされて生きているという自覚の中にこそ、他者に対する慈

悲の働きがありうるとする。

[神の存在について]
有為法だけでなく無為法を含めてすべての存在には主体とも呼べる我がないというのは、他

の宗教に言われるような「神」などの絶対者もまた無我であることを意味する。これは絶対者の

否定ではなく、神などもまた我々との関係の上にのみ存在することを意味している。 仏典の中

にも神が出てくる場面が多いが、絶対者としての神ではなく、縁起によって現れたものと見る

べきであろう。その意味で、仏教は他の宗教と根本的な違いを持っている。



涅槃寂静



涅槃寂静（ねはんじゃくじょう）は、仏教用語で、煩悩の炎の吹き消された悟りの世界（涅槃）

は、静やかな安らぎの境地（寂静）であるということを指す。涅槃寂静は三法印・四法印の一つ

として、仏教が他の教えと根本的に違うことを示す。

この言葉は、『雑阿含経』などには、涅槃寂滅、『大智度論』には涅槃実法印などと出てくる。

「涅槃寂静」と言う用語が登場するのは、『瑜伽師地論』である。

なお、漢字文化圏では 10-24を示す数の単位としても用いられる。

[概説]
諸行無常・諸法無我の事実を自覚することが、この涅槃寂静のすがたである。

無常と無我とを自覚してそれによる生活を行うことこそ、煩悩をまったく寂滅することのできた

安住の境地であるとする。『大般涅槃経』においては、この娑婆世界の無常・無我を離れたと

ころに、真の「常楽我浄」があるとする。

無常の真実に目覚めないもの、無我の事実をしらないで自己をつかまえているものの刹那を

追い求めている生活も、無常や無我を身にしみて知りながら、それを知ることによってかえっ

てよりどころを失って、よりどころとしての常住や自我を追い求めて苦悩している生活も、いず

れも煩悩による苦の生活である。それを克服して、いっさいの差別（しゃべつ）と対立の底に、

いっさいが本来平等である事実を自覚することのできる境地、それこそ悟りであるというのが、

涅槃寂静印の示すものである。

仏教本来の意味からすると、涅槃とはいっさいのとらわれ、しかも、いわれなきとらわれ（辺見）

から解放された絶対自由の境地である。これは、縁起の法に生かされて生きている私たちが、

互いに相依相関の関係にあることの自覚であり、積極的な利他活動として転回されなくてはな

らない。この意味で、この涅槃寂静は仏教が他の教えと異なるものとして法印といわれるので

ある。

[単位としての涅槃寂静]
漢字文化圏では数の単位（命数）としても用いられ、名前のついている数では最小の単位と

なっている。それが差し示す位は、10-24、10-26など時代や地域、また書物により異同がある

（一般には 10-24とされる）。小数の単位としては唯一、漢字四字で表記される。SI 接頭辞で

はヨクトに当たる。



一切皆苦



一切皆苦（いっさいかいく）とは、仏教における四法印の一つである。正しくは「一切行苦」と漢

訳する。

初期の経典に「色は苦なり」「受想行識も苦なり」としばしば説かれている。これを「一切皆苦」

と言う。

「苦」の原語は、パーリ語のドゥッカで、これは単に、日本語の「苦しい」という意味だけではなく、

「不満」といったニュアンスも持つ

阿毘達磨(アビダルマ)文献によれば、苦は「逼悩」の義と定義される。「圧迫して（○○○○○

に）悩まされる」という意である。この苦には二つの用法がある。一つは楽や不苦不楽に対す

る苦であり、他は「一切皆苦」といわれるときの苦である。前者は日常的感覚における苦受で

あり、肉体的な身苦(苦)と精神的な心苦(憂)に分けられることもある。しかしながら、精神的苦

痛が苦であることはいうまでもないが、楽もその壊れるときには苦となり、不苦不楽もすべては

無常であって生滅変化を免れえないからこそ苦であるとされ、これを苦苦・壊苦・行苦の三苦

という。すなわち、どちらの立場にしても、苦ではないものはないわけで、一切皆苦というのは

実にこの意である。



等正覚



等正覚（とうしょうがく、 サンマー・サンボーディ、 サンミャク・サンボーディ）とは、仏教におけ

る悟りの境地のこと。正等正覚（しょうとうしょうがく）、正等覚（しょうとうがく）、正覚（しょうがく）、

あるいは漢字音訳で、三藐三菩提(さんみゃくさんぼだい)、または単に菩提（ぼだい）とも言う。

また、主に大乗仏教で用いられる、その至高性・完全性をより強調した、かしこまった表現とし

ては、無上正等正覚（むじょう-しょうとうしょうがく、アヌッタラ・サンミャク・サンボーディ）、無上

正等覚（むじょう-しょうとうがく）、無上正覚（むじょう-しょうがく）、無上菩提（むじょう-ぼだい）、
あるいは漢字音訳で、阿耨多羅三藐三菩提（あのくたら-さんみゃくさんぼだい）といった表現
もある。

文字通り、生死の迷い等、あらゆる煩悩を取り払い（漏尽）、苦を滅し（苦滅）、一切を平等に

正しく観ずることができた境地を指す。他の宗教でも見られる通俗的な表現を用いれば、これ

は「他我の区別が消失した、至福の境地」ということになるが、一時的な生理的変調ではなく、

戒律と瞑想・自己分析を通じて、理知的かつ習慣的・持続的なものとしてこれを達成していこ

うとするところに、仏教の特徴がある。

[歴史]
初期仏教

初期仏教においては、此縁性・十二因縁・四諦・八正道などを踏まえつつ、戒律・禅定・観行

（戒・定・慧の「三学」）を修め、己の煩悩を特定・除去して行き、己の煩悩が尽き、欲望・生存・

無知の苦しみから解放され、解脱が成され、二度と生死の迷いの道に入ることは無い「再生の

遮断」が成されたと、知るに至った段階（漏尽通・阿羅漢果）の境地を指す。

この段階に達すると、煩悩・苦の汚れに邪魔されることなく、一切をありのままに平等に正しく

観ずることができるようになるので、この境地を「等正覚」（正等正覚）と呼ぶ。

初期の仏教教団（僧伽）においては、釈迦の指導によって、五比丘を始めとする数多くの修行

者がこの境地に至り、釈迦が入滅後の第一回結集においては、500人の阿羅漢（五百羅漢）

が集結するに至った。

[部派仏教]
部派仏教の時代になると、有力部派であった説一切有部を中心に、縁起のメカニズム自体の

分析・理論化への関心が高まり、多くのアビダルマ（論書）が書かれ、様々な説・理論が形成さ

れることになった。

これは般若経製作集団や、龍樹・中観派等によって批判されることになるが、他方で唯識派

などの理論・分析の材料ともなった。

[大乗仏教]
大乗仏教においては、般若経・龍樹・中観派等によって、認識対象・認識内容の「空性」「無

自性」が強調され、世俗諦（分別智）ではなく、真諦（無分別智）としての等正覚を目指す本来

の仏教、釈迦への回帰が主張される一方、各種の大乗仏教経典によって具現化・広大化され

た諸仏や、複雑化・詳細化された縁起観・自然観などを通じた観想によって、等正覚に至ろう

とする各種の行法も発達した。



なお、初期仏教の頃から、瞑想の導入として、自身や他者の身体の不浄さや死後の腐乱（九

相図）を観想したり（不浄観）、慈・悲・喜・捨の四梵住（四無量心）を想起したり、世界の構成

要素（十遍）を観想したり、仏・三宝等を観想したり（十念・十随念）といったような、その時々で

瞑想に入るのに妨げとなっている囚われごとに応じて、様々な観想を行う行法が存在していた

（上座部仏教で言うところの「四十業処」）ので、大乗仏教の様々な行法も、その変化・発展形

態だと言うことができる。



十大弟子



十大弟子 （じゅうだいでし）とは、釈迦（釈尊）の弟子達の中で主要な 10人の弟子のこと。

[十大弟子]
経典によって誰が十大弟子に入るかは異なるが、維摩経では出家順に以下の通りである。

1.舎利弗（しゃりほつ） パーリ語でサーリプッタ 。サンスクリット語でシャーリプトラ。舎利子とも

書く。智慧第一。『般若心経』では仏の説法の相手として登場。

2.摩訶目犍連（まかもっけんれん） パーリ語でマハーモッガラーナ 。サンスクリット語でマハー

マゥドガリヤーヤナ 。 一般に目連（もくれん）と呼ばれる、神通第一（じんずう・だいいち）。舎

利弗とともに懐疑論者サンジャヤ・ベーラッティプッタの弟子であったが、ともに仏弟子となっ

た。中国仏教では目連が餓鬼道に落ちた母を救うために行った供養が『盂蘭盆会』（うらぼん

え）の起源だとしている。

3.摩訶迦葉（まかかしょう） パーリ語でマハーカッサパ、サンスクリット語でマハーカーシャパ。

大迦葉とも呼ばれる、頭陀（ずだ） 第一。釈迦の死後、その教団を統率し、第 1結集では 500 
人の仲間とともに釈迦の教法を編集する座長を務めた。禅宗は付法蔵 （教えの奥義を直伝

すること） の第 2祖とする。
4.須菩提（しゅぼだい） パーリ語でもサンスクリット語でスブーティ。解空第一（げくう・だいい

ち）。空を説く大乗経典にしばしば登場する。

5.富楼那弥多羅尼子（ふるなみたらにし） パーリ語でプンナ・マンターニープッタ、サンスクリッ

ト語でプールナ・マイトラーヤニープトラ。略称として「富楼那」。他の弟子より説法が優れてい

た。説法第一。

6.摩訶迦旃延（まかかせんねん） パーリ語でマハーカッチャーナ、サンスクリット語でマハー

カートゥヤーヤナ。論議第一。辺地では 5人の師しかいなくても授戒する許可を仏から得た。

7.阿那律（あなりつ） パーリ語でアヌルッダ、サンスクリット語でアニルッダ。天眼第一（てんげ

ん・だいいち）。釈迦の従弟。阿難とともに出家した。仏の前で居眠りして叱責をうけ、眠らぬ

誓いをたて、視力を失ったがそのためかえって真理を見る眼をえた。

8.優波離（うぱり） パーリ語でも、サンスクリット語でウパーリ。持律第一。もと理髪師で、階級制

度を否定する釈迦により、出家した順序にしたがって、貴族出身の比丘の兄弟子とされた。

9.羅睺羅（らごら） パーリ語でも、サンスクリット語でラーフラ。羅云とも書かれる。密行第一（み

つぎょう・だいいち）。釈迦の長男。釈迦の帰郷に際し出家して最初の沙弥（少年僧） となる。

そこから、日本では寺院の子弟のことを仏教用語で羅子（らご）と言う。

10.阿難陀（あなんだ） パーリ語でも、サンスクリット語でアーナンダ。阿難とも書く。多聞第一

（たもん・だいいち）。釈迦の従弟。nandaは歓喜（かんぎ）という意味がある。出家して以来、釈

迦が死ぬまで 25 年間、釈迦の付き人をした。第一結集のときアーナンダの記憶に基づいて

経が編纂された。120歳まで生きたという。

[著名な十大弟子像/ 十大弟子図（釈迦の）]
十大弟子像 興福寺、734 年

清涼寺、平安時代

大報恩寺、快慶作、鎌倉時代

愛宕念仏寺、西村公朝作、1994 年-2003 年

パラミタミュージアム、中村晋也作

十大弟子図 棟方志功作「二菩薩釈迦十大弟子」



大乗仏教



大乗仏教（だいじょうぶっきょう、マハーヤーナ）は、伝統的に、ユーラシア大陸の中央部から

東部にかけて信仰されてきた仏教の分派のひとつといわれるがその実は馬鳴（ミミョウ）が大乗

起生論において興した新興宗教であり後に竜樹が整理統合し中論などにより体系化された釈

尊の御教えとは言いがたい仏教というより竜樹教と呼ぶべきものである。自身の成仏を求める

にあたって、まず苦の中にある全ての生き物たち（一切衆生）を救いたいという心、つまり大乗

の観点で限定された菩提心を起こすことを条件とし、この「利他行」の精神を大乗仏教とし「利

他行」と「利自行」の中道を精神とするのが上座部仏教と「大乗竜樹教」を区別する指標とする。

[概要]
大乗（Mahā（偉大な） yāna（乗り物））という語は、『般若経』で初めて見られ、摩訶衍（まかえ

ん）と音写され、一般に大乗仏教運動は『般若経』を編纂護持する教団が中心となって興起し

たものと考えられている。般若経典の内容から、声聞の教え、すなわち部派仏教の中でも当

時勢力を誇った説一切有部を指して大乗仏教側から小乗仏教と呼んだと考えられているが、

必ずしもはっきりしたことは分かっていない。なお思想的には、大乗の教えは釈迦死去の約

700 年後に龍樹（ナーガールジュナ）らによって理論付けされたとされる。

一方、釈迦の教えを忠実に実行し、涅槃（輪廻からの解脱）に到ることを旨とした上座部仏教

に対し、それが究極においてみずからはどこまでも釈迦の教えの信奉者というにととどまるも

ので、自身が「ブッダ」（如来）として真理を認識できる境地に到達できないのではないかという

批判的見地から起こった仏教における一大思想運動という側面もある。釈迦が前世において

生きとし生けるものすべて（一切衆生）の苦しみを救おうと難行（菩薩行）を続けて来たという

ジャータカ伝説に基づき、自分たちもこの釈尊の精神（菩提心）にならって善根を積んで行く

ことにより、遠い未来において自分たちにもブッダとして道を成じる生が訪れる（三劫成仏）と

いう説を唱えた。この傾向は『般若経』には希薄だが、明確に打ち出した経典として『法華経』

や『涅槃経』などがあるが、その実は空理空論により構成されている。

自分の解脱よりも他者の救済を優先する利他行とは大乗以前の仏教界で行われていたもの

ではない。紀元前後の仏教界は、釈迦の教えの研究に没頭するあまり民衆の望みに応えるこ

とができなくなっていたとされるが、出家者ではない俗世間の凡夫でもこの利他行を続けてさ

えいけば、誰でも未来の世において成仏できる（ブッダに成れる）と宣言したのが大乗仏教運

動の特色である。声聞や縁覚は人間的な生活を否定して涅槃を得てはいるが、自身はブッダ

として新しい教えを告げ衆生の悩みを救える、というわけではない。が、大乗の求道者は俗世

間で生活しながらしかも最終的にはブッダに成れると主張し、自らを菩薩摩訶薩と呼んで、自

らの新しい思想を伝える大乗経典を、しばしば芸術的表現を用いて創りだしていった。

[発展の諸相]
ブッダとは歴史上にあらわれた釈迦だけに限らず、過去にもあらわれたことがあるし未来にも

あらわれるだろうとの考えはすでに大乗以前から出てきていたが、大乗仏教ではこれまでに無

数の菩薩たちが成道し、娑婆世界とは時空間を別にしたそれぞれの世界でそれぞれのブッ

ダとして存在していると考えた。この多くのブッダの中に西方極楽浄土の阿弥陀如来や東方

浄瑠璃世界の薬師如来などがある。また、歴史的存在、肉体を持った存在であった釈迦の教

えがただそのまま伝わるのではなく、大乗仏教として種々に発展を遂げ、さまざまな宗派を生

み出すに至る。



この思想運動が古代から続くタントリズムと結びつき、ブッダとは非歴史的な「物自爾」ともいう

べき存在（法身）の自己表現であるという視点が生まれ、その存在を大日如来と想定した。そ

れ以前の、歴史としておもてに表れた部分（顕教）の背後に視座を置くことからこの仏教を顕

教から区別して「密教」という。密教の経典は釈迦ではなく大日如来の説いたものとされる。心

で仏を想い、口に真言を唱え、手で印を結ぶ三密加持を行じ、みずからこの非歴史的存在を

象徴することで成道できるとする「即身成仏」を唱えた。

そのほか、釈迦が入滅してから 1500 年が経過すると仏教はその有効性を失うとする末法思想

を背景に、末法の世において娑婆世界で成道すること（自力聖道門）の困難を主張し、それを

放棄することでいったん阿弥陀仏の極楽浄土へ往生してから成道すること（他力浄土門）を提

唱する浄土教も起こった。

顕教と密教、自力門と他力門など互いに相容れないように見える教義がひとつの宗教にある

ことは不思議なようであるが、もちろんすべての宗派に共通しているのは仏教の証しとされる

三法印である。

[伝播]
紀元前後より、アフガニスタンから中央アジアを経由して、中国・朝鮮・日本・ベトナムに伝わっ

ている（北伝仏教）。またチベットは 8世紀より僧伽の設立や仏典の翻訳を国家事業として

大々的に推進、同時期にインドに存在していた仏教の諸潮流を、数十年の短期間で一挙に

導入、その後チベット人僧侶の布教によって、大乗仏教信仰はモンゴルや南シベリアにまで

拡大されていった（チベット仏教）。

7世紀ごろベンガル地方で、ヒンドゥー教の神秘主義の一潮流であるタントラ教と深い関係を

持った密教が盛んになった。この密教は、様々な土地の習俗や宗教を包含しながら、それら

を仏を中心とした世界観の中に統一し、すべてを高度に象徴化して独自の修行体系を完成し、

秘密の儀式によって究竟の境地に達することができ仏となること（即身成仏）ができるとする。

密教は、インドからチベット・ブータンへ、さらに中国・韓国・日本にも伝わって、土地の習俗を

包含しながら、それぞれの変容を繰り返している。

考古学的には、スリランカ、そして東南アジアなど、現在の上座部仏教圏への伝播も確認され

ている。スリランカでは東南部において遺跡が確認されており、上座部仏教と併存した後に 12
世紀までには消滅したようである。また、東南アジアではシュリーヴィジャヤなどが大乗仏教を

受入れ、その遺跡は王国の領域であったタイ南部からスマトラ、ジャワなどに広がっている。イ

ンドネシアのシャイレーンドラ朝のボロブドゥール遺跡なども著名である。東南アジアにおいて

はインドと不可分の歴史的経過を辿り、すなわちインド本土と同様にヒンドゥー教へと吸収され

ていった。



紀元前 5世紀頃 : インドで仏教が開かれる（インドの仏教）
紀元前 3世紀 : セイロン島（スリランカ）に伝わる（スリランカの仏教）

紀元後 1世紀 : 中国に伝わる（中国の仏教）
4世紀 : 朝鮮半島に伝わる（朝鮮の仏教）
538 年 : 日本に伝わる（日本の仏教）
7世紀前半 : チベットに伝わる（チベット仏教）
11世紀 : ビルマに伝わる（東南アジアの仏教）

13世紀 : タイに伝わる（東南アジアの仏教）

13-16世紀 : モンゴルに伝わる（チベット仏教）

17世紀 : カスピ海北岸に伝わる（チベット仏教）

18世紀 : 南シベリアに伝わる（チベット仏教）



唯識（ゆいしき）とは、個人、個人にとってのあらゆる諸存在が、唯（ただ）、八種類の識によっ

て成り立っているという大乗仏教の見解の一つである（瑜伽行唯識学派）。ここで、八種類の

識とは、五種の感覚（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）、意識、2 層の無意識を指す。よって、こ

れら八種の識は総体として、ある個人の広範な表象、認識行為を内含し、あらゆる意識状態

やそれらと相互に影響を与え合うその個人の無意識の領域をも内含する。

あらゆる諸存在が個人的に構想された識でしかないのならば、それら諸存在は主観的な存在

であり客観的な存在ではない。それら諸存在は無常であり、時には生滅を繰り返して最終的

に過去に消えてしまうであろう。即ち、それら諸存在は「空」であり、実体のないものである（諸

法空相）。このように、唯識は大乗仏教の空 (仏教)の思想を基礎に置いている。また、唯識と

西洋哲学でいう唯心論とは、基本的にも、最終的にも区別されるべきである。

[概要]
唯識思想では、各個人にとっての世界はその個人の表象（イメージ）に過ぎないと主張し、八

種の「識」を仮定（八識説）する。

まず、視覚や聴覚などの感覚も唯識では識であると考える。感覚は 5つあると考えられ、それ
ぞれ眼識（げんしき、視覚）・耳識（にしき、聴覚）・鼻識（びしき、嗅覚）・舌識（ぜつしき、味

覚）・身識（しんしき、触覚など）と呼ばれる。これは総称して「前五識」と呼ぶ。

その次に意識、つまり自覚的意識が来る。六番目なので「第六意識」と呼ぶことがあるが同じ

意味である。また前五識と意識を合わせて六識または現行（げんぎょう）という。

その下に末那識（まなしき）と呼ばれる潜在意識が想定されており、寝てもさめても自分に執

着し続ける心であるといわれる。熟睡中は意識の作用は停止するが、その間も末那識は活動

し、自己に執着するという。

さらにその下に阿頼耶識（あらやしき）という根本の識があり、この識が前五識・意識・末那識を

生み出し、さらに身体を生み出し、他の識と相互作用して我々が「世界」であると思っているも

のも生み出していると考えられている。

あらゆる諸存在が個人的に構想された識でしかないのならば、それら諸存在は主観的な存在

であり客観的存在ではない。それら諸存在は無常であり、時には生滅を繰り返して最終的に

過去に消えてしまうであろう。即ち、それら諸存在（色）は「空」であり、実体のないものである

（色即是空）。

唯識は、4世紀インドに現れた瑜伽行唯識学派（ゆがぎょうゆいしきがくは 唯識瑜伽行派とも）、

という初期大乗仏教の一派によって唱えられた認識論的傾向を持つ思想体系である。瑜伽行

唯識学派は、中観派の「空 （くう）」思想を受けつぎながらも、とりあえず心の作用は仮に存在

するとして、その心のあり方を瑜伽行（ヨーガの行・実践）でコントロールし、また変化させて悟

りを得ようとした（唯識無境=ただ識だけがあって外界は存在しない）。

この世の色（しき、物質）は、ただ心的作用のみで成り立っている、とするので西洋の唯心論と

同列に見られる場合がある。しかし東洋思想及び仏教の唯識論では、その心の存在も仮のも

のであり、最終的にその心的作用も否定される（境識倶泯 きょうしきくみん 外界も識も消えて

しまう）。したがって唯識と唯心論はこの点でまったく異なる。また、唯識は無意識の領域を重

視するために、「意識が諸存在を規定する」とする唯心論とは明らかに相違がある。



唯識思想は後の大乗仏教全般に広く影響を与えた。

[識の相互作用と悟り]
唯識は語源的に見ると、「ただ認識のみ」という意味である。

[心の外に「もの」はない]
大乗仏教の考え方の基礎は、この世界のすべての物事は縁起、つまり関係性の上でかろうじ

て現象しているものと考える。唯識説はその説を補完して、その現象を人が認識しているだけ

であり、心の外に事物的存在はないと考えるのである。これを「唯識無境」（「境」は心の外の

世界）または唯識所変の境（外界の物事は識によって変えられるものである）という。また一人

一人の人間は、それぞれの心の奥底の阿頼耶識の生み出した世界を認識している（人人唯

識）。他人と共通の客観世界があるかのごとく感じるのは、他人の阿頼耶識の中に自分と共通

の種子（倶有の種子　くゆうのしゅうじ、後述）が存在するからであると唯識では考える（これは

ユングの集合的無意識に似ていなくもない）。

[阿頼耶識と種子のはたらき]
人間がなにかを行ったり、話したり、考えたりすると、その影響は種子（しゅうじ、阿頼耶識の内

容）と呼ばれるものに記録され、阿頼耶識のなかにたくわえられると考えられる。これを薫習（く

んじゅう）という。ちょうど香りが衣に染み付くように行為の影響が阿頼耶識にたくわえられる

（現行薫種子　げんぎょうくんしゅうじ）。このため阿頼耶識を別名蔵識、一切種子識とも呼ぶ。

阿頼耶識の「アラヤ」という音は「蔵」という意味のサンスクリット語である。さらに、それぞれの

種子は、阿頼耶識の中で相互に作用して、新たな種子を生み出す可能性を持つ（種子生種

子）。

また、種子は阿頼耶識を飛び出して、末那識・意識に作用することがある。さらに、前五識（視

覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚）に作用すると、外界の現象から縁を受けることもある。この種子は

前五識から意識・末那識を通過して、阿頼耶識に飛び込んで、阿頼耶識に種子として薫習さ

れる。これが思考であり、外界認識であるとされる（種子生現行　しゅうじしょうげんぎょう）。この

サイクルを阿頼耶識縁起（あらやしきえんぎ）と言う。

[最終的には心にも実体はない]
このような識の転変は無常であり、一瞬のうちに生滅を繰り返す（刹那滅）ものであり、その瞬

間が終わると過去に消えてゆく。

このように自己と自己を取り巻く世界を把握するから、すべての「物」と思われているものは「現

象」でしかなく、「空」であり、実体のないものである。しかし同時に、種子も識そのものも現象

であり、実体は持たないと説く。これは西洋思想でいう唯心論とは微妙に異なる。なぜなら心

の存在もまた幻のごとき、夢のごとき存在（空）であり、究極的にはその実在性も否定されるか

らである（境識倶泯）。

単に「唯識」と言った場合、唯識宗（法相宗）・唯識学派・唯識論などを指す場合がある。



[唯識思想の特色]
仏教の中心教義である無常・無我を体得するために、インド古来の修行方法であるヨーガをよ

り洗練した瑜伽行（瞑想）から得られた智を教義の面から支えた思想体系である。

1.心の動きを分類して、八識を立てる。とりわけ、末那識と阿頼耶識は深層心理として無意識

の分野に初めて注目した。

2.自らと、自らが認知する外界のあり方を、三性（さんしょう）説としてまとめ、修行段階によって

世界に対する認知のありようが異なることを説明した。

3.ヨーガを実践することによって「唯識観」という具体的な観法を教理的に組織体系化した。

4.『法華経』などの説く一乗は方便であるとし、誰もが成仏するわけではないことを説いた。（五
性各別）

5.成仏までには三大阿僧祇劫（さんだいあそうぎこう）と呼ばれるとてつもない時間がかかると
した。

6.『般若経』の空を受けつぎながら、まず識は仮に存在するという立場に立って、自己の心の

あり方を瑜伽行の実践を通して悟りに到達しようとする。

[成立と発展]
唯識はインドで成立、体系化され、中央アジアを経て、中国・日本と伝えられ、さらにはチベッ

トにも伝播して、広く大乗仏教の根幹をなす体系である。倶舎論とともに仏教の基礎学として

学ばれており、現代も依然研究は続けられている。

[インドにおける成立と展開]
唯識は、初期大乗経典の『般若経』の「一切皆空」と『華厳経』十地品の「三界作唯心」の流れ

を汲んで、中期大乗仏教経典である『解深密経（げじんみつきょう）』『大乗阿毘達磨経（だい

じょうあびだつまきょう）』として確立した。そこには、瑜伽行（瞑想）を実践するグループの実践

を通した長い思索と論究があったと考えられる。

論としては弥勒（マイトレーヤ）を発祥として、無著（アサンガ）と世親（ヴァスバンドゥ）の兄弟に

よって大成された。無著は「摂大乗論（しょうだいじょうろん）」を、世親は「唯識三十頌（ゆいし

きさんじゅうじゅ）」「唯識二十論」等を著した。「唯識二十論」では「世界は個人の表象、認識

にすぎない」と強く主張する一方、言い表すことのできない実体があるとした。「唯識三十頌」

では上述の八識説を唱え、部分的に深層心理学的傾向や生物学的傾向を示した。弥勒に関

しては、歴史上の実在人物であるという説と、未来仏としていまは兜率天（とそつてん）にいる

弥勒菩薩であるという説との二つがあり、決着してはいない。

世親のあとには十大弟子が出現したと伝えられる。5世紀はじめごろ建てられたナーランダの

大僧院において、唯識はさかんに研究された。6世紀の始めに、ナーランダ出身の徳慧（グナ

マティ）は西インドのヴァラビーに移り、その弟子安慧（スティラマティ）は、世親の著書『唯識三

十頌』の註釈書をつくり、多くの弟子を教えた。この系統は「無相唯識派」と呼ばれている。

この学派は、真諦（パラマールタ）によって中国に伝えられ、摂論宗として一時期、大いに研

究された。



一方、5世紀はじめに活躍した陳那（ディグナーガ）は、世親の著書『唯識二十論』の理論をさ

らに発展させて、『観所縁論』をあらわして、その系統は「有相唯識派」と呼ばれるが、無性（ア

スヴァバーヴァ）・護法（ダルマパーラ）に伝えられ、ナーランダ寺院において、さかんに学ば

れ、研究された。

[中国・日本への伝播]
中国からインドに渡った留学僧、玄奘三蔵は、このナーランダ寺において、護法の弟子戒賢

（シーラバドラ）について学んだ。帰朝後、『唯識三十頌』に対する護法の註釈を中心に据え

て、他の学者たちの見解の紹介と批判をまじえて翻訳したのが『成唯識論（じょうゆいしきろ

ん）』である。この書を中心にして、玄奘の弟子の慈恩大師基（もしくは窺基＝きき）によって法

相宗（ほっそうしゅう）が立てられ、中国において極めて詳細な唯識の研究が始まった。その結

果、真諦の起こした摂論宗は衰退することとなった。

その後、法相宗は道昭・智通・智鳳・玄昉などによって日本に伝えられ、奈良時代さかんに学

ばれ南都六宗のひとつとなった。その伝統は主に奈良の興福寺・法隆寺・薬師寺、京都の清

水寺に受けつがれ、江戸時代にはすぐれた学僧が輩出し、倶舎論（くしゃろん）とともに仏教

学の基礎学問として伝えられた。唯識や倶舎論は非常に難解なので「唯識三年倶舎八年」と

いう言葉もある。明治時代の廃仏毀釈により日本の唯識の教えは一時非常に衰微したが、法

隆寺の佐伯定胤の努力により復興した。法隆寺が聖徳宗として、また清水寺が北法相宗とし

て法相宗を離脱した現在、日本法相宗の大本山は興福寺と薬師寺の二つとなっている。

[識の転変]
唯識思想は、この世界はただ識、表象もしくは心のもつイメージにすぎないと主張する。外界

の存在は実は存在しておらず、存在しているかのごとく現われ出ているにすぎない。これを

『華厳経』などでは次のように説いている。

又、是の念を作さく、三界は虚妄にして、但だ是れ心の作なり。十二縁分も是れ皆な心に依る。

 又作是念。三界虚妄。但是心作。十二縁分。是皆依心

— 大方廣佛華嚴經十地品第二十二之三

識とは心である。心が集起綵画し主となす根本によるから、経に唯心という。分別了達の根本

であるから論に唯識という。あるいは経は、義が因果に通じ、総じて唯心という。論は、ただ因

にありと説くから、ただ唯識と呼ぶのである。識は了別の義であり、因位の中にあっては識の

働きが強いから識と説き、唯と限定しているのである。意味的には二つのものではない。『二

十論』には、心・意・識・了の名はこれ差別なり、と説く。

 識者心也。由心集起。綵畫為主之根本故經曰唯心。分別了達之根本故。論稱唯識或經義

通因果總言唯心。論 唯在因但稱唯識。識了別義。在因位中識用強故。 識為唯。其義無說 說

二。二十論云。心意識了。名之差別

— 慈恩大師大乘法苑義林章第一卷



その心の動きを「識  の転変 」と言う。その転変には三種類あり、それは

1.異熟（いじゅく） - 行為の成熟

2.思量（しりょう） - 思考と呼ばれるもの
3.了別（りょうべつ） - 対象の識別

の 3である。識の転変は構想である。それによって構想されるところのものは実在ではない。し

たがってこの世界全体はただ識別のみにすぎない。

[第一能変]

異熟というのは、阿頼耶識（根源的と呼ばれる識知）のことであり、あらゆる種子 を内蔵してい

る。感触・注意・感受・想念・意志をつねに随伴する。感受は不偏であり、かつそれは障害の

ない中性である。感触その他もまた、同様である。そして、根源的識知は激流のごとく活動し

ている。「暴流の如し」

[第二能変]
末那識は、阿頼耶識にもとづいて活動し、阿頼耶識を対象として、思考作用を本質とする。末

那識には、障害のある中性的な四個の煩悩がつねに随伴する。我見（個人我についての妄

信）、我痴（個人我についての迷い）、我慢（個人我についての慢心）、我愛（個人我への愛

着）と呼ばれる。なかでもとくに、当人が生まれているその同じ世界や地位に属するもののみ

を随伴する。さらにその他に感触などを随伴する。

この末那識は自我意識と呼んでもよい。つねに煩悩が随伴するので「汚れた意（マナス）」とも

呼ばれる。

この末那識と意識によって、思量があり、その意業の残滓はやはり種子として阿頼耶識に薫

習される。

[第三能変]
了別とは、第三の転変であり、六種の対象を知覚することである。

六識は、それぞれ眼識が色（しき）を、耳識が声を、鼻識が香を、舌識が味を、身識が触（触れ

られるもの）を、意識が法（考えられる対象、概念）を識知・識別する。そしてこの六識もまた阿

頼耶識から生じたものである。そして末那識とこの六識とが「現勢的な識」であり、我々が意識

の分野としているもので、阿頼耶識は無意識としているものである。

これまでの説明は、阿頼耶識から末那識および六識の生ずる流れ（種子生現行）だが、同時

に後二者の活動の余習が阿頼耶識に還元されるという方向（現行薫種子）もある。それがアー

ラヤ（=蔵）という意味であり、相互に循環している。

識を含むどのような行為（業）も一刹那だけ現在して、過去に過ぎて行く。その際に、阿頼耶

識に余習を残す。それが種子として阿頼耶識のなかに蓄積され、それが成熟して、「識の転

変」を経て、再び諸識が生じ、再び行為が起ってくる。



[三性]
このような識の転変によって、存在の様態をどのように見ているかに、3つあるとする。
1.遍計所執性（へんげしょしゅうしょう）　構想された存在　凡夫の日常の認識。

2.依他起性（えたきしょう）　　相対的存在、他に依存する存在

3.円成実性（えんじょうじっしょう）　　絶対的存在、完成された存在

このような見方は唯識を待つまでもなく大乗仏教の基本であり、その原型が既に般若経に説

かれている。

遍計所執性とは、阿頼耶識・末那識・六識によってつくり出された対象に相当して、存在せず、

空である。

舎利弗、仏に言（ことば）を白（もう）せり。

 「世尊。諸法の実相、云何（いかん）が有なるや」

 仏言わく。

 「諸法は有る所無し。是の如く有り、是の如く有る所無し。是の事を知らざるを名づけて無明と

為す」

— 摩訶般若波羅蜜経相行品第十

依他起性とは相対的存在であり、構想ではあるが、物事はさまざまな機縁が集合して生起し

たもの（縁起）であるととらえることである。阿頼耶識をふくむ全ての識の構想ではあるけれども、

すでにその識の対象が無であることが明らかとなれば、識が対象と依存関係にあるこの存在も

また空である。

名字は是れ因縁和合の作れる法なり。但だ分別憶想、仮名を説く。

 是の故に菩薩摩訶薩、般若波羅蜜を行ずる時、一切の名字を見ず。

 見ざるが故に著せず。

— 摩訶般若波羅蜜経奉鉢品第二

円成実性は、仏の構想であり、絶対的存在とも呼べるものである。これは依他起性と別なもの

でもなく、別なものでもないのでもない。依他起性から、その前の遍計所執性をまったく消去し

てしまった状態が円成実性である。

復た次に舎利弗。菩薩摩訶薩、諸法の如・法性・実際を知らんと欲さば、当に般若波羅蜜を

学すべし。

— 摩訶般若波羅蜜経序品第一

以上の如く、般若経の段階では三性としてまとめて整理記述しているわけではない。時代を

下って『解深密経』（玄奘訳）を待って初めて、諸法に三種の相があると説く。これは法が三種

類あるということではなく、法は見る人の境地によって三通りの姿かたちが顕れているということ

である。



謂く、諸法の相に略して三種有り。

 何等か三と為すや。

 一者は遍計所執相、二者は依他起相、三者は円成実相なり。

 云何が諸法の遍計所執相なるや。

 謂く、一切法の名、仮安立の自性差別なり、乃至言説を随起せ令むるが為なり。

 云何が諸法の依他起相なるや。

 謂く、一切法の縁の生ずる自性なり。則ち此れ有るが故に彼れ有り。此れ生ずる故に彼れ生

ず。

 謂く、無明は行に縁たり、乃至純大の苦蘊を招集す。

 云何が諸法の円成実相なるや。

 謂く、一切法平等の真如なり。此の真如に於て諸の菩薩衆、勇猛・精進を因縁と為すが故に、

如理の作意・無倒の思惟を因縁と為すが故に、乃ち能く通達す。此の通達に於て漸漸に修

集し、乃至無上正等菩提を方（ま）さに証すること円満なり

— 一切法相品第四

相は性による、という間接的な表現となっているが、唯識の論書では、遍計所執性、依他起性、

円成実性の三性という表現になり、精緻な論が展開されるようになる。

三性のなかで、第一の遍計所執性はその性格からみて、すでに無存在である。つぎに依他

起性は、自立的存在性を欠くから、やはり空である。また、同じ依他起性は存在要素の絶対

性としては、第三の円成実性である。そして、どういう境地においても、真実そのままの姿であ

るから真如と呼ばれる。その真如は、とりもなおさず「ただ識別のみ」という真理である。これを

自覚することが、迷いの世界からさとりの世界への転換にほかならない。

しかし、実践の段階において、「ただ識別のみ」ということにこだわってはならない。認識活動

が現象をまったく感知しないようになれば、「ただ識別のみ」という真理のなかに安定する。な

ぜなら、もし認識対象が存在しなければ、それを認識することも、またないからである。それは

心が無となり、感知が無となったのである。それは、世間を超越した認識であり、煩悩障（自己

に対する執着）・所知障（外界のものに対する執着）の二種の障害を根絶することによって、阿

頼耶識が変化を起こす（転識得智＝てんじきとくち）。これがすなわち、汚れを離れた領域で

あり、思考を超越し、善であり、永続的であり、歓喜に満ちている。それを得たものは解脱身で

あり、仏陀の法と呼ばれるものである（大円鏡智＝だいえんきょうち）。

[修行の階梯]
唯識では成仏に三大阿僧祇劫（さんだいあそうぎこう）と呼ばれるとてつもなく長い時間の修

行が必要だとされる。その階梯は、資糧位（しりょうい）、加行位（けぎょうい）、通達位（つうだ

つい）、修習位（しゅうじゅうい）、究竟位（くきょうい）の五段階である。



[転識得智]
修行の結果悟りを開き仏になると、8つの「識」は「智」に転ずる。これを転識得智（てんじきとく

ち）という。

1.前五識は成所作智（じょうしょさち）に

2.意識は妙観察智（みょうかんざつち）に

3.末那識は平等性智（びょうどうしょうち）に

4.阿頼耶識は大円鏡智（だいえんきょうち）に転ずるとされている。

転識得智の考え方は天台宗や真言宗にも受け継がれている。

[唯心と唯識]
「華厳経」では「唯心」という。また「唯識論」では「唯識」という言い方をする。その違いは何で

あろうか。

『華厳経』では、「集起の義」について唯心という。『華厳経』は、覚った仏の側から述べている

ので、すべての存在現象が、そのままみずからの心のうちに取り込まれて、全世界・全宇宙が

心の中にあると言うのである。そこで、すべての縁起を集めているから「集起の義」について唯

心と言うのである。

唯識論では、「了別の義」について唯識という。唯識では凡夫（われわれ普通の人間）の側か

ら述べているので、人間のものの考え方について見ていこうとしている。すべての存在現象は

人間が認識することによって、みずからが認識推論することのできる存在現象となりえている

のであるから、みずからが了承し分別しているのである。そこで「了別の義」について唯識とい

うのである。心ではなく、識としているのは、それぞれの了別する働きの体について「識」として

いるのであって、器官ではない。器官は存在現象しているものであるからである。

しかし、唯心といっても、唯識と言っても、その本質は一つである。詳しく分けて論ずれば、「唯

心」の語は、修行する段階（因位）にも悟って仏になった段階（果位）にも通じるが、「唯識」と

称するときには、人間がどのように認識推論するかによるので、悟りを開く前の修行中の段階

（因位）のみに通用する。「唯」とは簡別の意味で、識以外に法（存在）がないことを簡別して

「唯」という。「識」とは了別の意味である。了別の心に略して 3種（初能変、第二能変、第三能

変）、広義には 8種（八識）ある。これをまとめて「識」といっている。



[識と存在]
唯識といって、以上のように唯八識のみであるというのは、一切の物事がこの八識を離れない

ということである。八識のほかに存在（諸法）がないということではない。おおよそ区分して五法

（五種類の存在）としている。(1)心、(2)心所、(3)色、(4)不相応、(5)無為である。この前の四つ

を「事」として、最後を「理」として、五法事理という。

1.心（心王） - 識それ自体。心の中心体で「八識心王」ともいわれる。

2.心所 - 識のはたらき。心王に付随して働く細かい心の作用で、さらに 6種類に分類し、遍

行・別境・善・煩悩・随煩悩・不定（ふじょう）とし、さらに細かく 51の心所に分ける。正式には心

所有法という。

3.色 - 肉体や事物などのいわゆる物質的なものとして認識される、心と心所の現じたもの。

4.不相応 - 心と心所と色の分位の差別。心でも物質でもなく、しかも現象を現象たらしめる原

理となるもの。

5.無為 - 前四法の実性。現象の本質ともいうべき真如。

さらに心を 8、心所を 51、色を 11、不相応行を 24、無為を 6に分けて別々に想定し、全部で

百種に分けることから、五位百法と呼ばれる。なお倶舎論では「五位七十五法」を説いており、

それを発展させたものと考えられる。

[三島由紀夫と唯識]
三島由紀夫の最後の作品となった『豊饒の海』四部作は唯識をモチーフの一つに取り入れて

いる。 第四部「天人五衰」の最終回入稿日に、三島は陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自決

（三島事件）した。作品概要は『豊饒の海』の項を参照。

澁澤龍彦は、三島が唯識論に熱中していたことを『三島由紀夫をめぐる断章』で触れ、唯識論

とは何かを三島に問われた宗教学者の松山俊太郎が「あれは気違いにならなければわから

ない、正気の人にわかるわけがない。唯識説のよくできているところは、ちょうど水のなかに下

りていく階段があって、知らない間に足まで水がきて、知らない間に溺れているというふうにで

きている。それは大きな哲学の論理構造であり、思想というものだ」と言った話、それを聞いた

梅原猛が「感心している三島も三島だが、こんな馬鹿げた説を得々として開陳している仏教学

者もないものだ」と批判した話に触れている。また、澁澤宅を訪ねた三島が、皿を一枚水平に

し、もう一枚をその上に垂直に立てて、「要するに阿頼耶識というのはね、時間軸と空間軸とが、

こんなふうにぶっちがいに交叉している原点なのではないかね」と言うので、「三島さん、そ

りゃアラヤシキではなくて、サラヤシキ（皿屋敷）でしょう」とからかった話も紹介している。



中観派



中観派（ちゅうがんは、マーディヤミカ）は、インド大乗仏教哲学において、瑜伽行派（唯識派）

と並ぶ 2大潮流であり、龍樹（りゅうじゅ, ナーガールジュナ）『中論』の著作によって創始され

た、「中観」（マディヤマカ）という立場を奉じる学派のこと。

[教理]
新しい「縁起」と「中観」

中観派の教理は、般若経の影響を受けたものであり、その根幹は、「縁起」「無自性（空）」であ

る。

（ちなみに、こうした関係主義的な「縁起」の発想は、当人達も強調しているように、（「これがあ

るとき、かれがある」といった発想として）釈迦の時代の初期仏教から説かれているものであり、

これらが特段、彼らの独創というわけではないという点は、誤解の無いように注意してもらいた

い。彼らの業績の意義は、専らこうした発想を、他派に対して固守したこと、あるいは強調・拡

張・深化したことにあるのであって、その独創性にあるわけではない。）

ただし、注意が必要なのは、ナーガールジュナの『中論』に始まる中観派が専ら主張している

「縁起」は、初期仏教の「十二支縁起」（十二因縁）のような此縁性縁起や、「全ての事物（有

為）は因（原因）と縁（条件）によって生起する」といった時間的生起関係（無常）を表す一般的

な意味での縁起（有為法・因縁生起）等とは、いくらかニュアンス・切り口が異なり （あるいは、

そうした発想が成立する根本・根底部分を、表層的・通俗的な曲解・逸脱から護るべく、そのま

ま開示したものであり）、「長があるとき、短がある」といった表現に象徴されるような、事象・概

念的な「相互依存性（相依性）・相互限定性・相対性」を指しているという点である。

この世のすべての事象・概念は、「陰と陽」「冷と温」「遅と速」「短と長」「軽と重」「止と動」「無と

有」「従と主」「因と果」「客体と主体」「機能・性質と実体・本体」のごとく、互いに対・差異となる

事象・概念に依存し、相互に限定し合う格好で相対的・差異的に成り立っており、どちらか一

方が欠けると、もう一方も成り立たなくなる。このように、あらゆる事象・概念は、それ自体として

自立的・実体的・固定的に存在・成立しているわけではなく、全ては「無自性」（無我・空）であ

り、「仮名（けみょう）」「仮説・仮設（けせつ）」に過ぎない。こうした事象的・概念的な「相互依存

性（相依性）・相互限定性・相対性」に焦点を当てた発想が、ナーガールジュナに始まる中観

派が専ら主張するところの「縁起」である。

こうした理解によって初めて、『中論』の冒頭で掲げられる「八不」（不生不滅・不常不断・不一

不異・不来不去）の意味も、難解とされる『中論』の内容も （そしてまた、それを継承しつつ成

立した『善勇猛般若経』のような後期般若経典や、大乗仏教全体に広まった「無分別」の概念

なども）、適切に理解できるようになる。

（逆に言えば、ただの時間的生起関係・因果関係を意味するような、通常的・通俗的な「縁起」

観で以てこれを理解しようとすると、例えば化学的変化を考える際に原子を絶対的・固定的実

体と見做して前提してしまいがちになるのと同じように、あるいは、「神が世界を創った」といっ

た発想が典型なように、「変化するもの」（因果律）の背後に、その「前提・土台・基礎・始原」と

なる「変化しないもの・自立的なもの」（特異点）を想定してしまうようになるので （ちょうどナー

ガールジュナがこの書で論破しようとしている論敵（部派）と同じように）矛盾に陥ったり、『中

論』の内容が理解不能になって頓挫することになる。）



上記したように、二項対立する現象・概念は、相互に依存・限定し合うことで、支え合うことで、

相対的に成立しているだけの、「幻影」のごときものに過ぎず、自立的なものではないので、そ

のどちらか一方を信じ込み、それに執着・傾斜してしまうと、必ず誤謬に陥ってしまうことになる。

そのことを示しつつ、上記の「八不」のごとき、（常見・断見のような）両極の偏った見解（二辺）

のいずれか一方に陥らず、「中」（中道・中観、マディヤマカ）の立場を獲得・護持することを賞

揚するのが、『中論』及び中観派の本義である。

この「無自性（空）」の教えは、これ以後大乗仏教の中心的課題となり、禅宗やチベット仏教な

どにも大きな影響を与えた。

（ただし、後で下述するように、中国仏教・日本仏教のような漢字文化圏においては、翻訳上

の問題や、「空」という字義の強さゆえに、『中論』の本来の意味からはややズレた、必要以上

に複雑な解釈が、歴史的に流通してきた面があることも、併せて踏まえておく必要がある。）

[成立経緯]
こうしたナーガールジュナの『中論』に提示される、新しい「縁起」観は、説一切有部を中心とし

た部派に対する論駁を発端とする。

部派仏教の時代、釈迦の説いた縁起説が発展・変質し、その解説のための論書（アビダル

マ）が様々に著されていくことになるが、当時の最大勢力であった説一切有部などでは、生成

変化する事象の背後に、それを成立せしめるための諸要素として、変化・変質しない独自・固

有の相を持った、イデアのごとき形而上的・独立的・自立的な基体・実体・性質・機能としての

「法」（ダルマ,）が、様々に想定され、説明されていくようになった（五位七十五法、三世実有・

法体恒有）。こうした動きに対して、それが「常見」的執着・堕落に陥る危険性を危惧し、（『成

実論』等にその思想が表されている経量部などと共に） 批判を加えたのが、ナーガールジュ

ナである。

（こうした「独立した形而上的実体を想定する側」と「それを批判する側」としての、説一切有部

と、ナーガールジュナ・中観派の関係は、プラトンとアリストテレス、あるいは、キリスト教スコラ

学の普遍論争における「実念論」と「唯名論」の関係に、例えられたりもする。）

『中論』は論駁の書であり、説一切有部らが説く、様々な形而上的基体・実体・性質・機能であ

る「法」（ダルマ）の自立性・独立性、すなわち「有自性」「法有」に対して、そうしたものを想定

すると、矛盾に陥ることを帰謬論証（背理法、プラサンガ）で以て 1つ 1つ示していき、「法」

（ダルマ）なるものも自立的・独立的には成立しえず、相互依存的にしか成立し得ないこと、す

なわち「無自性」「法空」を説く。

こうして、（『ギリシア哲学者列伝』にもその名を残し、極端な相対主義者・懐疑論者として知ら

れるピュロン等にも例えられるように、）形而上的基体・実体・性質・機能としての「法」（ダルマ）

すらも含む、ありとあらゆるものの徹底した相互依存性・相対性をとなえる、新たな独特の「縁

起」観、そして、それに則る「中観」という発想が、成立することになる。



[究極的真理としての「真諦」（第一義諦・勝義諦）]
しかし一方で、こうした徹底した相互依存性・相対性に則ると、当然の帰結として、（『中論』24
章の冒頭でも論敵による批判として触れられているように） 釈迦自身がとなえた教え（四諦・涅

槃・四向四果（四沙門果）等）すらもまた、相対化してしまうことになる。

こうした問題は、『中論』24章冒頭にそれが取り上げられていることからも分かるように、ナー

ガールジュナ自身にも強く意識されていた。そこで、『中論』24章にも書かれているように、
ナーガールジュナはここで、「二諦」という発想を持ち込み、「諦」（真理）は、

世俗の立場での真理 --- 「俗諦」（世俗諦）: 分別智（ジュニャーナ）

究極の立場から見た真理 --- 「真諦」（第一義諦・勝義諦）: 無分別智（プラジュニャー）の 2つ
があり、釈迦が悟った本当の真理の内容は、後者、すなわち自分達が述べているような、徹底

した相互依存性・相対性の感得の果てにある（概念・言語表現を超えた）「中観」（「無分別」）

の境地に他ならないが、世俗の言葉・表現では容易にはそれを言い表し得ず、不完全に理解

されて凡夫を害してしまうことを恐れた釈迦は、あえてそれを説かずに、前者、すなわち従来

の仏教で説かれてきたような、凡夫でも理解出来る、レベルを落とした平易な内容・修行法を、

（方便として）説いてきた（が、釈迦の説を、矛盾の無いように、よくよく精査・吟味していけば、

我々の考えこそが正しいことが分かる）のだという論を展開した。

以上のごとく、般若経など独自の大乗経典に加え、この『中論』などで説かれる教理が付加さ

れながら、従来的な仏教（いわゆる「上座部仏教・小乗仏教・声聞乗」としての説一切有部等）

と完全に袂を分かった、全く新しい形の仏教（大乗仏教）の流れが、確立していくことになる。

[天台宗の「三諦偈」「一心三観」「円融三諦」]
なお、天台宗の教理を通して、中観思想を理解しようとする際には、注意が必要である。

慧文禅師に始まる天台宗では、クマーラジーヴァ（鳩摩羅什）による漢訳『中論』の、第 24章
18詩である、

「衆因縁生（因縁所生）の法、我即ち是れ無（空）なりと説く。亦た是れ仮名と為す。亦是れ中

道の義なり。」

 （どんな縁起でも、それを我々は空と説く。それは仮に設けられたものであって、それはすな

わち中道である。）

における「空」「仮」「中」を、それぞれ別々の真理（諦）と捉え（「空諦」「仮諦」「中諦」）、この文

を、その「三諦」を説いているものとして「三諦偈」と呼ぶ。

ここでは、「空」と「仮」が、「無」（断見）と「有」（常見）の「二辺」として捉えられてしまっており、

その「空観」と「仮観」の対立から、「中観」（「非有非空の中道」）を見出すこと、あるいは、これ

ら「三諦」を一体的なものとして観ずること（「一心三観」「円融三諦（三諦円融）」）などが、説か

れる。



しかしながら、上述したように、『中論』の原義から言えば、「空」（空性）も、「仮」（仮名・仮説・

仮設）も、「中」（中道・中観）も、全て、「縁起」「無自性」の言い換えであり、同じ内容を違う言

葉・表現で言い表してるだけ、ただの「同義語」として使用しているだけに過ぎず、対置・対立

させるような関係にはそもそもないのであり、ましてや、「空」や「仮」を、「無」（断見）や「有」（常

見）の「二辺」と混同してしまうような、上記の捉え方は、端的に言って、解釈としては、明確に

誤りである。

（ちなみに、三論宗の宗祖である嘉祥大師吉蔵もまた、（全面的ではないにしろ）こうした「三

諦」の解釈を承認していた。）

こうした天台宗・中国仏教的な「誤解」を、前向き・好意的に捉えることもできなくはない（実際、

「空」に「仮」を対置させて「中」を引き出そうとするといった、語彙・概念にまつわる誤解は混

じっているものの、「空」（あるいは、「無分別」）という概念もまた「非空」なる諸々の概念（あるい

は、「分別」）と相互依存的に成り立っているとも見ることができるし、「空」（あるいは、「無分

別」）概念の実体視や、そこへの執着・依存を避けるためには、「空」（あるいは、「無分別」）概

念もまた、「非空」なる諸々の概念（あるいは、「分別」）と相互に限定・相対化されるべき対象

になるわけで、そういった点では発想としては間違っていないし、冗長ではあるものの、丁寧

にもう一歩踏み進んだ「中観」へと到達しているものだとも言える）が、少なくとも、『中論』自体

の正確な理解や、その主旨である「縁起」「無自性」の正確な読み取りを考える上では、確実

に妨げになるということだけは、踏まえておいてもらいたい。

[歴史]
初期中観派

龍樹に続いて、その弟子の提婆（だいば、聖提婆・聖天、(sanskrit) aaryadeva、170 年 - 270
年頃）が『百論』『広百論』の著作によって教えを体系化した。

[中期中観派]
その後、仏護（ぶつご)、清弁（しょうべん）、月称（げっしょう）などの学者が輩出し、空性を体

得する方法論で議論を深めた。

ことに清弁は、唯識派の陳那（じんな）の認識論・論理学を自己の学説に導入して方法論を構

築したが、この態度を月称を代表とするグループによって批判された。

清弁系を、自立論証派 と呼び、月称系統は、仏護なども含めて帰謬論証派（きびゅう-）と呼ん
でいる。

[後期中観派]
8世紀には、清弁系統を継いで、7世紀の唯識学派の法称（ほっしょう）の論理学や認識論を

中観の立場から解釈した、ジュニャーナガルバ、寂護（じゃくご、725 年 - 784 年頃）、蓮華戒

（れんげかい、740 年 - 794 年頃）、ハリバドラらが活躍した。彼らは、中観の学説の下に瑜伽

行唯識学派の学説を配置することによって両学説の統合を図った。こうした折衷的立場は、そ

れぞれの名から瑜伽行中観派とも呼ばれる。



ところが、11世紀以降には、ふたたび月称系統の流れが盛んとなり、アティーシャやプラジュ

ニャーカラマティなどの学者が輩出する。さらに、チベットにも中観派の教えが伝えられツォン

カパ（1357 年 - 1419 年）などに継承されている。

[影響・伝播]
中国・日本

中国・日本に伝えられた中観派の教えは、初期の龍樹・提婆のものが伝えられ、それ以降の

論書はほとんど当時は伝わらなかった。彼らの『中論』『百論』『十二門論』の教えを中心とする

ので、三論宗と呼ばれた。

また、天台宗の始祖である慧文禅師も、龍樹の『中論』に影響を受けて中諦・三諦を説いたの

で、ある面では中観思想を継承していると言える。

チベット

チベット仏教と中観派のつながりは、思想面に限らず様々な面でとても深い。というのも、地理

的・歴史的条件ゆえに、チベットの王が国家規模で仏教指導を請う先は、ナーランダー大僧

院やヴィクラマシーラ大僧院等にならざるを得ず、そこから派遣され、チベット仏教を形作って

いったインド僧は、この中観派に属する者（中観思想を信奉する者）が多かったからである。

まず、吐蕃のティソン・デツェン王に招請されたナーランダー大僧院のシャーンタラクシタ（寂

護）は、チベット初の仏教僧院サムイェー寺を建立し、密教僧パドマサンバヴァと共に、チベッ

ト仏教の始祖となった。更に、その弟子であるカマラシーラ（蓮華戒）は、中国禅僧である摩訶

衍との論争に勝利し、チベット仏教の方向性を決定づけた（サムイェー宗論）。

その後、吐蕃の滅亡に伴い、チベット仏教界は打撃を受けるが、グゲ王国の保護によって復

興が始まる。その際、グゲの王がヴィクラマシーラ大僧院から招請したのが、アティーシャで

あった。彼は中観思想と無上瑜伽タントラを信奉する、顕密統合志向の僧であったが、これが

現在のチベット仏教の雛形となった。これは後に、最大宗派ゲルク派の祖となるツォンカパに

よって、確固たるものになる。

ツォンカパは、ブッダパーリタ（仏護）の『中論註』によって、帰謬論証派（プラーサンギカ派）的

な中論理解に確信を抱き、アティーシャの『菩提道灯論』を参考にしつつ、『秘密集会タント

ラ』を中心とする密教との顕密統合の手がかりとした。

このように、チベット仏教と中観派は、思想的にも人的にも、とてもつながりが深い。そして、総

合仏教たるチベット仏教の、密教面の柱が無上瑜伽タントラだとするならば、顕教面の柱はこ

の中観派の著作・思想と言っても過言ではない。

[近現代の解釈・評価]
神秘主義・否定神学

ナーガールジュナや中観派（帰謬論証派）は、帰謬論証（背理法）に頼ったその態度や、「八

不」（不生不滅・不常不断・不一不異・不来不去）に象徴されるような、直感的に分かりづらく、

一見矛盾・支離滅裂とすら感じられるような側面に焦点を当てれば、神秘主義・否定神学との

近似性が見出される。



仏教学者中村元は、「縁起」「空」を中心とした中観派の思想を、欧州や中国など、同時代の

他地域の思想と比較し、神秘主義の１つである新プラトン主義（ネオプラトニズム）、とりわけ偽

ディオニシウス・アレオパギタらの「否定神学」（神秘神学）を、比較的近しいものとして挙げて

いる。絶対者は否定的にのみ把捉されうるという発想は、インドにおいてはリグ・ヴェーダ、ウ

パニシャッド哲学（つまりは、ヤージュニャヴァルキヤらの「真我（アートマン）」思想）以来の流

れがあり、（釈迦による「無我」「縁起」への深化、および般若経と龍樹によるそれらの継承・焦

点化・拡張を経て）この中観派において、それが（徹底した否定（肯定的論証における帰謬/背
理の暴き出し）・相対化・関係化として）極致に至りつつ、ついにインド思想（ひいては東洋思

想）の主流の一角を占めるまでになるが、それに対して、西洋においてはアリストテレス的

（『形而上学』的）実体論（を背景とした『オルガノン』的肯定論証）から抜け出せず、こういった

発想はせいぜい神秘主義の中で細々と継承される傍流に過ぎなかったという。

（とはいえ、西洋においても、生成変化する諸現象の背後に変化しない絶対者を想定し、感

覚認識を虚偽のものとして否定するエレア派の存在論、「万物流転」を説くヘラクレイトス、抽

象概念を論理的に突き詰めると背理に陥ることを明かしたソクラテスの帰謬論証（背理法）など、

仏教あるいはその前段階の思想と、ある程度の近似性を見せる水準の発想は、古代ギリシャ

のわりと早い時期に成立・普及していたこともまた、ちゃんと踏まえておく必要がある。）

なお、この「空」は、中国の道教における無（虚無）と混同されやすいけれども、異なるものであ

ることも指摘している。（「有」や「無」といった見解（常見・断見）も、『中論』において明確に否

定されている。「空」（シューニャター）というのは、「nihil, nothing」(無、虚無) ではなく、
「empty」(空っぽ) ということであり、森羅万象が、それ自体として自立的な実体を持っているわ

けではないということを表している。）

また、「空」を基底とした発想は、単なるニヒリズム（虚無主義）であると誤解され、批判を受けや

すいが、しかし一方で、こうした排斥も対立も無い真の基底の獲得は、生きとし生けるものへの

肯定・慈悲へとつながり、実践を基礎づける効果をもたらす。これは神概念が包括性・完全性

を担保し、基底となることで、他者への慈悲・愛へとつなげるキリスト教と（その深度こそ違え）

構成的には類似しているという。

[言語哲学]
一方で、仏教思想は概ね、ただの認識対象にまつわる素朴な実体論に留まらず、認識主体

や言語との関係性としての認識論や言語論を内包しているので、西洋の哲学・思想・学問と

関連付けて論じられる際にも、そうした切り口（例えば、ハイデガーの現象学的存在論との共

通性、デリダの脱構築との共通性、ポストモダニズムとの類似性など）から論じられることが多

いが、そんな仏教思想の中でもとりわけ、ナーガールジュナ・中観派の思想は、「言葉・概念

の相対性・恣意性」にまつわる考察・主張が際立っているので、20世紀以降の西洋における

言語哲学、例えば

フェルディナン・ド・ソシュールの「シニフィアンとシニフィエ」（構造主義言語学）

バートランド・ラッセルの記述理論

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム論」

等と絡めて論じられることが多い。



中村元は、長年アリストテレス的実体論に支配されてきた西洋が、近代以降、とりわけ 20世紀

以降、徐々にその影響下から逃れることで、ナーガールジュナ・中観派に対応する発想が出

てくるようになったとするが、その中でも注目すべきものとして、（ノーベル賞も受賞した論理学

者かつ数学者かつ哲学者である）バートランド・ラッセルの『西洋哲学史』における実体論批

判を引用している。その引用を一部以下に抜粋する。

『実体』という概念は、真面目に考えれば、さまざまな難点から自由ではあり得ない概念であ

る。・・・諸性質を取り去ってみて、実体そのものを想像しようと試みると、われわれはそこに何

も残っていないことを見出すのである。・・・実際には『実体』とは、さまざまな出来事を束にして

集める便宜的な方法に過ぎない。・・・それは諸生起がひっかかっているはずの単なる空想上

の「吊りかぎ」に過ぎない。・・・それは、多数の出来事に対する一つの集合的な名称なのであ

る。・・・一言にしていえば、『実体』という概念は形而上学的な誤謬であり・・・

（『西洋哲学史』　市井三郎訳、上巻、205ページ）



空



仏教における空（くう）とは、固定的実体もしくは「我」のないことや、実体性を欠いていることを

意味する。空は時代や学派によっていくつかの概念にまとめられるが、その根本的な部分で

はほぼ変わらず、いずれも「縁起を成立せしめるための基礎状態」を指している。

ただし、下述するように、この概念は初期仏教以来用いられてきたものではあるものの、とりわ

け大乗仏教初期の『般若経』やナーガールジュナ（龍樹）の『中論』及びその後継である中観

派によって、特に強調・称揚・発展されてきた概念であり、そこに端を発する中国仏教宗派の

三論宗を「空宗」と別称することからも分かるように、一般的にはその文脈との関連で用いられ

ることが多い。

原語はサンスクリットの形容詞「シューニャ」、名詞形は「シューニャター」でしばしば「空性」と

漢訳される。

[インドでの基本概念]
シューニャは、śū (成長・繁栄を意味する動詞）からつくられた śūna から発展し、「…を欠いて

いること」という意味である。また、「膨れ上がった」、「うつろな」を意味する。転じて、膨れ上

がったものは中空であるの意味もあり、初期の仏典にもその意味で登場することがある。

シューニャはインドの数学における「 0 （ゼロ）」の名称でもある。

[歴史]
初期仏教

「常に気をつけて、世界を空であると観ぜよ」 -- 『スッタニパータ』1119偈
「この講堂には牛はいない、牛についていえば空（欠如）である。しかし比丘がおり、比丘につ

いていえば空（欠如）ではない」 -- 『小空性経』（中部経典、中阿含経）

欠如と残るものとの両者が、空の語の使用と重なり説かれている。これから空を観ずる修行法

が導かれ、空三昧（ざんまい）は無相三昧と無願（無作）三昧とを伴い、この三三昧を三解脱

門（さんげだつもん）とも言う。 また、この用例は特に中期以降の大乗仏教において復活され、

その主張を根拠づけた。 また、『大空性経』(中部経典、中阿含経)は空の種々相（例えば、内

空と外空と内外空との三空）を示す。さらには、空と縁起思想との関係を示唆する資料もある

（相応部経典、雑阿含経）。部派仏教における空の用例も初期仏教とほぼ同じで、上記の段

階では、空が仏教の中心思想にまでは達していない。

[大乗仏教]
般若経の空

『般若経』が説かれて初めて大乗仏教の根幹をなす教えが完成した。その中で空が繰り返し

主張されている（ただし、『金剛般若経』のような最初期のものと見られる般若経典には、「空」

の語彙は出て来ない）。その原因の一つは、この経典を編纂した教団が批判の対象とした説

一切有部の教えが、存在を現に存在するものとして固定化して観ずることに対して厳しい否

定を表し、一切の固定を排除し尽くすためのことであろうと考えられる。『般若経』の空は、この

ように全ての固定的観念を否定することを主目的としている。



『大品般若経』では「空」を「諸法は幻の如く、焔（陽炎）の如く、水中の月の如く、虚空の如く、

響の如く、ガンダルヴァの城の如く、夢の如く、影の如く、鏡中の像の如く、化（変化）の如し」

と十喩を列挙して説明している。 さらに空を分類して、内空・外空・内外空・空空・大空・第一

義空・有為空・無為空・畢竟空・無始空・散空・性空・自相空・諸法空・不可得空・無法空・有

法空・無法有法空の十八空（経典によっては二十空）を挙げ詳説している。

[龍樹の空観]
この空の理論の大成は、龍樹の『中論』などの著作によって果たされた。 龍樹は、存在という

現象も含めて、あらゆる現象はそれぞれの関係性の上に成り立っていることを論証している。

この関係性を釈迦は「縁起」として説明しているが、龍樹は説一切有部に対する反論というス

タンスを通して、より深く一般化して説き、関係性に相互矛盾や相互否定も含みながらも、相

互に依存しあっていることを明らかにした。これを空もしくは「空性」と呼んでいる。

さらに、関係性によって現象が現れているのであるから、それ自身で存在するという「ユニーク

な実体」（＝自性）はないことを明かしている（最高の仏である如来だけがしかし、「自性輪身」

〔三輪身の一つ〕）と呼ばれ、自性であるとされている）。これを以て、縁起により全ての存在は

無自性であり、それによって空であると論証しているのである。龍樹の空は、これにより「無自

性空」とも呼ばれる。

しかし、これらの関連性は、現象面を人間がどのように認識するかということとは無関係のもの

である。これを人間がどう認識し理解して考えるかについては、直接的に認識するということだ

けではなく、人間独自の概念化や言語を使用することが考えられる。龍樹は、人間が外界を

認識する際に使う「言葉」に関しても、仮に施設したものであるとする。

『大品般若経』の中に以上の内容が含まれているため、龍樹自身がこの経典編纂に携わって

いたのではないかという説もある。

『中論』は、俗諦（世俗諦）と真諦（勝義諦）いう 2種の真実があるとする二諦説を述べる。前者

は言語によって概念的に認識された相対的な世界であり、後者は直接認識された非相対的

な世界である。言葉では表現できない釈迦の「さとり」は真諦であり、言葉で表現された釈迦の

言葉を集めた経典などは俗諦であるとされる。

さらに、龍樹は「無自性空」から「中」もしくは「中道」もほぼ同義語として扱い、釈迦の中道へ

の回帰を説いている。

[空とは何か]
空とは、仏教の因果論の究極形であり、因果および因縁の複雑な連関である（したがって、空

を理解するにはまず因果および因縁を理解する必要がある）。この世のすべての物事（色）は

相互に因縁によって結びつき、ある現象を構成している。この因縁の関係性こそが「空」だとい

う考えである。

例えば、そこらの草木を建材として庵を結ぶ場合、庵は草木から作られ、さらに草木も微細に

分解していくことができ、どこにも庵という現象は成立していないことになる。つまり、庵は「存

在している」とも言えず、「存在していない」とも言えない。このような「有る」と「無い」の二つの

極端を離れたあり方を空という。



[類似の発想の西洋での芽生え]
仏教に遅れること千数百年以上になるが、20世紀に登場したソシュールの言語学に顕われ

た記号の捉え方が、仏教の「無自性空」にいくらか類似すると指摘する者もいる。それは、両

者ともに存在論から離れていることによる。ソシュールは、記号の意味が差異の関係性のみに

よって成り立つとし、これを「虚定的」と呼んだ。この発想は評論家たちの考え方にそれなりの

影響を与えた。縁起的成立にある無自性と虚定的対立にある無自性の間には、存在論から

の乖離という共通性を上記のように見ると同時に、前者の無自性が無競合的であり、後者のそ

れが競合的であり且つ自性へ向かう動きにある、という相違性を見ておくのが妥当である。

また哲学者の黒崎宏は、ウィトゲンシュタインが『哲学探究』において提唱した、「言葉の意味

はその言葉が使用される“言語ゲーム”のルールによって規定されるのであり、同じ単語でも

ルールが異なれば全く別の意味を持つ」という「言語ゲーム」論と「無自性空」との類似を指摘

し、『般若心経』、『中論』、『正法眼蔵』等の仏教典籍とウィトゲンシュタインの思想を比較研究

する著作を発表している。



般若



般若（はんにゃ、プラジュニャー,パンニャー）は、一般には智慧といい、仏教におけるいろいろ

の修行の結果として得られた「さとり」の智慧をいう。ことに、大乗仏教が起こってからは、般若

は大乗仏教の特質を示す意味で用いられ、分別的な「智」としての「若那」（ジュニャーナ）と対

照される形で、諸法の実相である空と相応する無分別の「慧」として強調されてきた。

同じ悟りの智慧をあらわす遍智（へんち）と区別される。遍智とは文字通り「あまねく知る」こと

で、四諦の道理を無漏の智によって知ることである。この遍智を小乗のさとりを表すものとして、

大乗の般若と区別するのも、般若を存在の当相をそのままに自覚する実践智と考えるからで

ある。

この般若の意味は、識（しき、ヴィジュニャーナ）とも区別される。識とは、いわゆる知識であり、

客観的に物の何であるかを分析して知る分析智である。このような知識を克服して、それを実

践智に深め、物の真相に体達すること、そのような智をことに般若というのである。たとえば、

「生活の智慧」というが生活の知識といわず、「科学の知識」といって科学の智慧といわないよ

うなものである。

「般若波羅蜜」

般若を諸法の実相を体得した実践智として、常に悟りへつづく実践の根底に働くものとみる時、

この般若の智慧こそ、仏教のさとりの本質である「自利利他二利円満」を完成するものとして、

「仏母」とよばれるものである。『大智度論』 に次のように説明される。

般若とは秦に智慧という。一切のもろもろの智慧の中で、最も第一たり、無上、無比、無等なる

ものにして、さらに勝るものなし。

この意味で、般若は六波羅蜜中の般若波羅蜜である。布施・持戒・忍辱・精進・禅定などの五

波羅蜜の修行によって達せられるのが般若波羅蜜であり、般若波羅蜜の調御により五波羅蜜

が達成される。

[智と慧の漢訳]
一般に般若は「智慧」と訳されるが、厳密には中国に翻訳される場合、それは「慧」と訳され、

「智」とは区別されていた。

道倫（どうりん）の『瑜伽師地論記』 に「梵にいう般若とは、これに名けて慧となす。当に知るべ

し、第六度なり。梵にいう若那とは、これに名けて智となす。当に知るべし、第十度なり」とあっ

て、般若を慧、闍那（若那）を智と、それぞれ訳出して、その意味の区別を考えていたことがわ

かる。

このことは慧琳（えりん）の『音義』 に「般羅若、正しく鉢羅枳嬢（はっらきじょう）という。唐に慧

といい、或は智慧という」といっている点からも明らかであり、般若は慧と訳され、十波羅蜜の

第六波羅蜜、智は闍那で第十波羅蜜を、それぞれ示していた。

[智と慧の区別]
この慧と智の区別について、慧遠は『大乗義章』の中で、「智」を照見、「慧」を解了とし、「智」

は一般に世間で真理といわれるものを知ること、「慧」は出世間的な最も高く勝れた第一義の

事実を照見し、それに体達するものであるとする。



さらに『華厳経』の註釈である『華厳経探玄記』を書いた賢首（げんじゅ）大師法蔵（643 年 - 
712 年）によれば、智を第十度、慧を第六度にあてて、この中の「智」は因果、順逆、染浄など

の差別を決断する作用であるといって「智」を決断作用とし、「慧」は諸法の仮実、体性の有無

などを照達することであるとして、それを疑心を断じ、しかも事物そのものを体験的に知ること

であるとしている。

このように智 と慧を区別することは、仏教のインドにおける教えの中に、すでに説かれていた

ことでもあった。たとえば、仏教教学の基礎であるといわれているアビダルマでは「慧」 を心の

作用として、それは見られる対象を分別し、それが何であるかを決定し、疑心を断じて、そのも

のを本当に理解する心の働きであるとして、それを「簡択」（けんちゃく）の作用をもつ心のはた

らきとする。この慧によって決断することを「智」 という。

[聞思修]
この慧の働いてゆく姿を三段にわけて聞慧・思慧・修慧といい、その慧の生じ方によって聞

慧・思慧・修慧という。前者は、まず聞き次に考えさらに実際に修行する三段で本当の智慧は

完成するから、聞思修の慧という。後者は、慧を得る方法に区別があるので、聞所成慧、思所

成慧、修所成慧 といわれる。

[実践智としての般若]
このように、仏教が般若の智慧を真実の智慧として、それを悟りの実践智と説くことに注意が

必要である。親鸞が「信心の智慧」「智慧の念仏」といったことの意味を考えるべきである。仏

教の般若・智慧は、この意味で具体的生活の上に生きて働く智慧であり、信心の働いてゆく

姿である。しかも、知識ではなく智慧であるから、自らの分別を離れ、自他対立や差別を超克

したものである。

現実世界では、対話が独言的主張や、雑談や、説得になっているのは、知識の世界にとど

まっているだけであり、却って対立を起こし深めている。本当の意味の対話は問題意識を同じ

くするもの同志がお互いに聞き合うことから始まる智慧の世界であり、そこにこそ本当の問題

解決が得られると言えるだろう。



波羅蜜



波羅蜜（はらみつ）、あるいは、玄奘以降の新訳では波羅蜜多（はらみた、はらみった） （パー

ラミー, パーラミター）。仏教で最も深奥の修行（彼岸行）とされる。

『般若経』では般若波羅蜜（般若波羅蜜多）ほか全 6種（六波羅蜜）を、あるいは『華厳経』な

どではこれに 4種を加え 10種（十波羅蜜）を数える。『摩訶般若波羅蜜経』は九十一波羅蜜

を列挙するが、全体としての徳目は六波羅蜜である。

[語源]
中国や日本の仏教界の伝統的な解釈では、これを "pāram"（彼岸に）＋ "ita"（到った）という
過去分詞の女性形と読み、此岸（迷い）から彼岸（覚り）に到る行と解するのが通例である。

「度（ど）」「到（とう）彼岸」などの訳語や、チベット語訳の pha rol tu phyin pa（彼岸に到った）も
またこの解釈からきている。

一方、言語学的に支持されているのは、Pāramitā を、"pārami"（＜parama 最高の）＋ "tā"（状
態）と分解する説で、「究極最高であること」「完成態」と解釈すべきとしている。

[意義の変遷]
部派仏教時代には、「完成」という言葉は、努力に努力を重ね、階梯的に高みへと上り到達す

るというような意味で使われていた。

しかし、大乗仏教においては一般にそうではない。極端な言い方をすれば、人智を超えた境

地、二項対立的判断を超越した彼岸に到達することである。此岸・彼岸という言葉自体も二項

対立的概念であるが、そういう概念自体を超克することをいうのである。言葉（ロゴス）は二項

対立的にできているわけだから、波羅蜜を言葉で説明することは不可能である。しかし『般若

経』における仏陀は、言葉で伝える以外ないのだとして繰り返し繰り返し、饒舌と言ってよいく

らいこれを説いている。

また宋代に施護によって訳された『仏説五十頌聖般若波羅蜜経』においては、般若波羅蜜と

八正道等の実践がひとつだと説かれ、簡潔に仏教の実践項目や倫理が説かれている。

[諸説]
六波羅蜜とは、甚深法界の六つの彼岸行のこと。「六度（ろくど）彼岸」とも呼ばれる。

1.布施波羅蜜 – 檀那（だんな、ダーナ）は、分け与えること。dānaという単語は英語の

donation、givingに相当する。具体的には、財施（喜捨を行なう）・無畏施・法施（仏法につい

て教える）などの布施である。檀と略す場合もある。

2.持戒波羅蜜 – 尸羅（しら、シーラ）は、戒律を守ること。尸は屍に通じる。在家の場合は五戒

（もしくは八戒）を、出家の場合は律に規定された禁戒を守ることを指す。

3.忍辱波羅蜜 – 羼提（せんだい、クシャーンティ）は、耐え忍ぶこと。

4.精進波羅蜜 - 毘梨耶（びりや、ヴィーリヤ）は、努力すること。

5.禅定波羅蜜 - 禅那（ぜんな、ディヤーナ）は、特定の対象に心を集中して、散乱する心を安

定させること。

6.智慧波羅蜜 - 般若（はんにゃ、プラジュニャー）は、諸法に通達する智と断惑証理する慧。

前五波羅蜜は、この般若波羅蜜を成就するための手段であるとともに、般若波羅蜜による調

御によって成就される。



龍樹は『宝行王正論』においてこの６項目を

布施・持戒 -「利他」
忍辱・精進 -「自利」
禅定・智慧 -「解脱」

というカテゴリーに分けて解説している。龍樹によれば、釈迦の教えとは要約すれば「自利・利

他・解脱」の三つに尽きるため、阿含経に根拠を持たない大乗独自の「六波羅蜜」も仏説であ

るという。

[十波羅蜜]
十波羅蜜（じっぱらみつ）は、六波羅蜜に、方便・願・力・智の四波羅蜜（六波羅蜜の般若波

羅蜜より派生した 4つの波羅蜜）を加えたもの。唯識論ではこの十波羅蜜を立てて十勝行と

称す。華厳教学などでは、菩薩の五十二位の中の十行のことともいわれる。また菩薩は十地

において正しくこの十波羅蜜を順次に習得するという。

1.方便波羅蜜 – 烏波野（ウパーヤ、うはや、日本語訳：方便）は、巧みな手段で衆生を教導し、

益すること。六波羅蜜の行によって集めたる善根を有情に廻向せしめて彼と共に無上菩提を

求むる廻向方便善巧、一切有情を済度する抜済方便善巧の 2種類を修行する。

2.願波羅蜜 – 波羅尼陀那（プラニダーナ、はらにだな、日本語訳：願）は、（彼岸すなわち仏

の理想世界に到達せんと立願すること。今日ではこれらすべての修行を完成せんと願う希望

をいう。求菩提願・利他楽顔の 2つを修行する。

3.力波羅蜜 – 波羅（バラ、はら、日本語訳：力）は、二義あり、一義に一切の異論及び諸魔衆

の壊すことなきをいい、また一義に十力の行のうち、思擇力・修習力の 2つを修行する。

4.智波羅蜜 - 智（ジュニャーナ、日本語訳：智）は、万法の実相を如実に了知する智慧は生死

の此岸を渡りて、涅槃の彼岸に到る船筏の如く、受用法楽智・成熟有情智の 2つを修行する。



即身成仏



即身成仏（そくしんじょうぶつ）は、仏教で人間がこの肉身のままで究極の悟りを開き、仏にな

ることである。即身成仏の思想は、主に真言密教の教義であり、真言宗において説かれる。空

海の『即身成仏義』により確立される。また、天台宗・日蓮宗においても『法華経』に基づき説

かれる。

即身仏（修行者が瞑想を続けて絶命し、そのままミイラになること）と混同されがちであるが、即

身仏と即身成仏は全く別物である。違いは「成仏」が生きている状態で悟ること。

[厳しい修行]
即身成仏を開くためには、日常生活の枠から逸する必要があり一定以上の修行が必要とされ

る。時には比叡山の千日回峰行のように限りなく死に近接することもある。これらの修行の面を

重視したのが天台・真言など密教や山岳信仰の流れを汲む修験道である。修験道では修験

者（山伏）が白装束（古来の日本では死装束でもあった）を纏って修行するなど死を前提とし

た点での即身仏と混同されやすい由縁もある。背景には擬死再生の思想があり、山伏の籠も

る深山は山中他界と観念されていたのである。山伏は一種の他界から帰還する（＝蘇る）こと

によって超人的な力（法力）を獲得すると考えられ、平地民の間では天狗のイメージのように

畏怖の対象ともなっていた。

禅宗の間でも只管打坐という修行が知られている。

[即身成仏の別の解釈]
仏教は、菩薩となること、すなわち成仏を最終目標とし、修行を重ね、さまざまな事象に関する

悟りを開くことによって、菩薩への道を歩み続けて行く求道の宗教である。 精神の高揚を求め

て荒行をする宗派もあるが、荒行は悟りを開く為の方法として、それぞれの宗派で考え出され

た修行法の一種で、必ずしも必要な行というわけではなく、それをやったからと言って必ず悟

りを開けるというものでもない。

修行をするにあたっては、通常、出家して修行に専念する。それは、通常の日常生活の中で

は、さまざまな邪念が存在したり、雑多なことに時間を取られたり、気に掛けなればならないこ

とができたりする為、修行の妨げになるからである。しかし、たまに、高度な精神的志向性を持

ち、日常の生活をしながら修行を積んでいる効果があって、それにより悟りを開き、そういった

ことを積み重ねているうちに、菩薩のレベルに達する人がいる。そういった、出家しないで普

通の社会生活をしている中に居ながら、菩薩となったケースを「そのままの生活をしながらの

成仏」、つまり即身成仏と表現する、という説もある。



曼荼羅



曼荼羅（まんだら）は仏教（特に密教）において聖域、仏の悟りの境地、世界観などを仏像、シ

ンボル、文字、神々などを用いて視覚的・象徴的に表したもの。「曼陀羅」と表記することもあ

る。

古代インドに起源をもち、中央アジア、中国、朝鮮半島、日本へと伝わった。21世紀に至って

も、チベット、日本などでは盛んに制作されている。なお、日本語では、重要文化財等の指定

名称は「曼荼羅」に統一されており、ここでも「曼荼羅」と表記することとする。

[語源]

「曼荼羅」ないし「曼陀羅」は、サンスクリット語मण्डलの音を漢字で表したもの（音訳）で、漢字自体�लの音を漢字で表したもの（音訳）で、漢字
自体には意味はない（なお「荼」（だ）は「茶」（ちゃ）とは別字である）。なお、मण्डलの音を漢字で表したもの（音訳）で、漢字自体�लには形容
詞で「丸い」という意味があり、円は完全・円満などの意味があることから、これが語源とされる。

中国では円満具足とも言われる事がある。

インドでは諸神を招く時、土壇上に円形または方形の魔方陣、マンダラを色砂で描いて秘術

を行う。色砂で土壇上に描くため、古い物は残っていないが、チベット仏教などでは今でも修

行の一環として儀式、祭礼を行う時に描かれる。

[意味]
「マンダラ」という語は、英語ではヒンドゥー教やその他の宗教のコスモロジー（宇宙観）も含め、

かなり広義に解釈されているが、日本語では通常、仏教の世界観を表現した絵画等のことを

指す。「曼荼羅」はもっとも狭義には密教曼荼羅を指すが、日本においては、阿弥陀如来の

いる西方極楽浄土の様子を表した「浄土曼荼羅」、神道系の「垂迹（すいじゃく）曼荼羅」など、

密教以外にも「曼荼羅」と称される作品がきわめて多く、内容や表現形式も多岐にわたり、何

をもって「曼荼羅」と見なすか、一言で定義することは困難である。密教の曼荼羅は幾何学的

な構成をもち、すべての像は正面向きに表され、三次元的な風景や遠近感を表したものでは

ない。しかし、全ての曼荼羅がそのような抽象的な空間を表しているのではなく、浄土曼荼羅

には三次元的な空間が表現されているし、神道系の曼荼羅には、現実の神社境内の風景を

表現したものも多い。 また、日蓮宗系の各宗派でも、「南無妙法蓮華経」の題目を主題として

中央部に書き、その周辺全体に諸仏・諸菩薩などの名前を書いた曼荼羅を本尊として用いる

ことが多い（日蓮正宗では、主題に「南無妙法蓮華経　日蓮」と書かれた十界互具の曼荼羅

本尊のみを曼荼羅として用いる）。

全ての曼荼羅に共通する点としては、(1)複数の要素（尊像など）から成り立っていること、(2)
複数の要素が単に並列されているのではなく、ある法則や意味にしたがって配置されている、

ということがあげられる。密教系の絵画でも、仏像 1体だけを表したものは「曼荼羅」とは呼ば
ない。「曼荼羅」とは、複数の要素がある秩序のもとに組み合わされ、全体として何らかの宗教

的世界観を表したものと要約できるであろう。



[種類（形態）]
曼荼羅はその形態、用途などによってさまざまな分類がある。密教では曼荼羅をその形態（外

観）から次の 4種に分けている。

大曼荼羅 － 大日如来をはじめとする諸仏の像を絵画として表現したもの。一般的に「曼荼

羅」と言ったときにイメージするものである。

三昧耶曼荼羅（さまやまんだら、さんまや－） － 諸仏の姿を直接描く代わりに、各尊を表す象

徴物（シンボル）で表したもの。諸仏の代わりに、金剛杵（煩悩を打ち砕く武器）、蓮華、剣、鈴

などの器物が描かれている。これらの器物を「三昧耶形」（さまやぎょう）と言い、各尊の悟りや

働きを示すシンボルである。

法曼荼羅 － 諸仏の姿を直接描く代わりに、1つの仏を 1つの文字（サンスクリット文字、梵

字）で象徴的に表したもの。仏を表す文字を仏教では種子（しゅじ、あるいは「種字」とも）と言

うことから、「種子曼荼羅」とも言う。

羯磨曼荼羅（かつままんだら） － 「羯磨」とはサンスクリット語で「働き、作用」という意味である。

羯磨曼荼羅とは、曼荼羅を平面的な絵画やシンボルではなく、立体的な像（彫刻）として表し

たものである。京都・東寺講堂に安置される、大日如来を中心としたの 21体の群像は、空海

の構想によるもので、羯磨曼荼羅の一種と見なされている。

[種類（内容）]
次に、曼荼羅の内容から区分すると、密教系では、根本となる両界曼荼羅の他に別尊曼荼羅

があり、密教以外では浄土曼荼羅、垂迹曼荼羅、宮曼荼羅などがある。

両界曼荼羅 － 「両部曼荼羅」とも言い、「金剛界曼荼羅」「大悲胎蔵曼荼羅」という 2種類の

曼荼羅から成る。「金剛界曼荼羅」は「金剛頂経」、「大悲胎蔵曼荼羅」は「大日経」という、密

教の根本経典に基づいて造形されたもので、2つの曼荼羅とも、日本密教の根本尊である大
日如来を中心に、多くの尊像を一定の秩序のもとに配置している。密教の世界観を象徴的に

表したものである。なお、詳細は「両界曼荼羅」の項を参照。

別尊曼荼羅 － 両界曼荼羅とは異なり、大日如来以外の尊像が中心になった曼荼羅で、国

家鎮護、病気平癒など、特定の目的のための修法の本尊として用いられるものである。修法

の目的は通常、増益（ぞうやく）、息災、敬愛（けいあい、きょうあい）、調伏の 4種に分けられる。
増益は長寿、健康など、良いことが続くことを祈るもの、息災は、病気、天災などの災いを除き

しずめるように祈るもの、敬愛は、夫婦和合などを祈るもの、調伏は怨敵撃退などを祈るもの

である。仏眼曼荼羅、一字金輪曼荼羅、尊勝曼荼羅、法華曼荼羅、宝楼閣曼荼羅、仁王経

曼荼羅などがある。



浄土曼荼羅 － 浄土（清らかな国土）とは、それぞれの仏が住している聖域、理想的な国土の

ことで、弥勒仏の浄土、薬師如来の浄土などがあるが、単に「浄土」と言った場合は、阿弥陀

如来の西方極楽浄土を指すことが多い。浄土曼荼羅とは、「観無量寿経」などの経典に説く

阿弥陀浄土のイメージを具体的に表現したものである。この種の作品を中国では「浄土変相

図」と称するのに対し、日本では曼荼羅と称している。日本の浄土曼荼羅には図柄、内容など

から大きく分けて智光曼荼羅、当麻曼荼羅、清海曼荼羅の 3種があり、これらを浄土三曼荼
羅と称している。

垂迹曼荼羅 － 日本の神道の神々は、仏教の諸仏が「仮に姿を変えて現れたもの」だとする

思想を本地垂迹説という。この場合、神の本体である仏のことを「本地仏」と言い、本地仏が神

の姿で現れたものを「垂迹神」と言う。特定の神社の祭神を本地仏または垂迹神として曼荼羅

風に表現したものを垂迹曼荼羅と言う。これにも多くの種類があり、本地仏のみを表現したも

の、垂迹神のみを表現したもの、両者がともに登場するものなどがある。代表的なものに熊野

曼荼羅、春日曼荼羅、日吉山王曼荼羅などがある。それぞれ、和歌山県の熊野三山、奈良

の春日大社、比叡山の鎮守の日吉大社の祭神を並べて描いたものである。

宮曼荼羅 － 本地仏や垂迹神を描かず、神社境内の風景を俯瞰的に描いた作品にも「曼荼

羅」と呼ばれているものがある。これは神社の境内を聖域、浄土として表したものと考えられる。

この他、仏教系、神道系を問わず、「曼荼羅」と称される絵画作品には多くの種類がある。

文字曼荼羅（法華曼荼羅）- 日蓮の発案したもので、絵画ではなく題目や諸尊を文字(漢字)
で書き表している。また中央の題字から長く延びた線が引かれる特徴から髭曼荼羅とも呼ば

れる。日蓮宗、日蓮正宗、及び、法華宗、霊友会・立正佼成会・創価学会系法華経団体系の

本尊としている。

チベット曼荼羅 － チベット仏教の曼荼羅。諸仏、六道輪廻、他など多くの種類があり、色砂

で創られる砂曼荼羅も有名である。



護摩



護摩（ごま）とは、「焚く」「焼く」を意味するサンスクリットのホーマ（homa）を音訳して書き写した
語である。

[バラモン教]
インドで紀元前 2000 年ごろにできたヴェーダ聖典に出ているバラモン教の儀礼である。

[仏教]
仏教には釈尊入滅から約 500 年後に発生した大乗仏教の成立の過程でバラモン教から取り

入れられた、と考えられている。そのため、護摩は密教（大乗仏教の一派）にのみ存在する修

法であり、釈尊の直説に近いとされる上座部仏教には存在しない。おもに天台宗、真言宗で

行われる。なお、専ら護摩を修するための堂を「護摩堂」（ごまどう）と称する。

[護摩の実際]
護摩の炉に細長く切った薪木を入れて燃やし、炉中に種々の供物を投げ入れ（護摩焚き）、

火の神が煙とともに供物を天上に運び、天の恩寵にあずかろうとする素朴な信仰から生まれ

たものである。火の中を清浄の場として仏を観想する。

[護摩の種類]
(1) 護摩壇に火を点じ、火中に供物を投じ、ついで護摩木を投じて祈願する外護摩と、(2) 自
分自身を壇にみたて、仏の智慧の火で自分の心の中にある煩悩や業に火をつけ焼き払う内

護摩とがある。

また、その個別の目的によって一般的には次の五種に分類される。

1.息災法（そくさいほう）…災害のないことを祈るもので、旱魃、強風、洪水、地震、火事をはじ

め、個人的な苦難、煩悩も対象。

2.増益法（そうやくほう）…単に災害を除くだけではなく、積極的に幸福を倍増させる。福徳繁

栄を目的とする修法。長寿延命、縁結びもその対象。

3.調伏法（ちょうぶくほう）…怨敵、魔障を除去する修法。悪行をおさえることが目的であるから、

他の修法よりすぐれた阿闍梨がこれを行う。

4.敬愛法（けいあいほう）…調伏とは逆に、他を敬い愛する平和円満を祈る法。

5.鉤召法（こうちょうほう）…諸尊・善神・自分の愛する者を召し集めるための修法。

[野外の護摩法要]
修験道で野外において修される伝統的な護摩法要を、柴燈・採燈（灯）（さいとう）護摩という。

日本の伝統的な二大修験道流派である真言系当山派では、山中で正式な密具の荘厳もまま

ならず、柴や薪で檀を築いたために「柴燈」と称する一方、同じく伝統流派である天台系本山

派では、真言系当山派の柴燈から採火して護摩を修するようになったため「採燈」と称する。

近年では、伝統的な本山派・当山派の流派には属さない寺社、また、分派、独立した宗団や

密教系新宗教などでも、独自の方法と解釈により「斉燈護摩」（真如苑真澄寺）や「大柴燈護

摩供」（阿含宗）、「お火焚き」「火祭り」などの別称を用いて実施されている。



[神道]
護摩は本来は仏教の密教の修法であるので、密教や修験道で行われるが、神道の神社の一

部でも護摩が実施される。もともと神仏習合だった権現社や宮が、明治維新の神仏分離（神

仏判然令）で強制的に当時の国家神道の神社に改組された事例は多く、現在は神道の神社

となっていても神職や山伏による護摩祭が続いていることがある。

愛宕神社（京都府京都市）の千日詣の夕御饌祭

安井金比羅宮（京都府京都市）の春季金比羅大祭、秋季火焚祭

八菅神社（神奈川県愛川町）の例大祭の護摩供養火生三昧の修法



阿闍梨



阿闍梨（あじゃり、アーチャーリヤ）とは、サンスクリットで「軌範」を意味し、漢語では師範・軌師

範・正行とも表記するが、その意味は本来、正しく諸戒律を守り、弟子たちの規範となり、法を

教授する師匠や僧侶のことである。

[概要]
ヴェーダの宗教ではヴェーダにおける規範を伝授する指導者を意味していて、これが仏教に

おいても転用されるようになった。部派仏教においては修行僧たちの規律を指導し教義を伝

授する高僧を阿闍梨といい、教団によって種類は異なるが、指導内容ごとに複数の阿闍梨が

いた。四分律には、出家・受戒・教授・受経・依止の五種類の阿闍梨が説かれている。

ただし、現在の日本密教では阿闍梨は職業上の「習得資格」の名称であり、伝統的な仏教上

の名称と「四度加行」という行道を一応は踏襲してはいるが、実質的な内容を伴うものではなく、

例えば、高野山真言宗では一般の僧侶が持つべき最低限の資格ともされている。いわゆる日

本で事相面での教師としての阿闍梨となると、伝法灌頂を終えて各本山に 3 年ほど残り、その

期間を含めて流派や人によるが、最短で約 10 年ほどで「一流伝授」の資格を得て初めて、弟

子にものを教えることのできる伝灯の阿闍梨ということが出来る。

また、伝統における共通の認識として知っておきたいことは、日本密教・中国密教・チベット密

教において、基本的に戒律を守ることも出来ず、あるいは各宗派において得度もせず、長期

にわたる正式な「加行」（四度加行や閉関修行）を終了することも出来ないような在家の人が、

各伝統が定める正規の阿闍梨になることはあり得ない。

[密教]
初期の天台密教においては大日如来等の諸仏を指すことがあるが、南伝の上座部仏教や、

北伝の大乗仏教をはじめ、中世の日本密教や、現在の中国密教・チベット密教では衆僧の模

範となるべき特別な資格を有する高位の僧侶の称号であり、日本では主に天台宗と真言宗に

おいて、歴史上では天皇の関わる儀式において修法を行う僧に特に与えられた職位であっ

た。

ただし、現代では一定期間の修行を経て「伝法灌頂」を授かった、宗派の認定する資格を有

する職業としての僧侶を意味する。従って、現在の真言宗や天台宗では、阿闍梨は普通に密

教を学んだ僧侶一般を指し、特別な高僧の称号ではない。

本来、阿闍梨の称号を得るためには「阿闍梨の五明」といわれる教養と学問と、実技や修行と

を身に付けなければならないため、現在でも、中国密教やチベット密教では厳しい基準や、

三昧耶戒の「阿闍梨戒」があり、衆僧や一般信者の尊敬を一身に受ける立場となる。また、中

国密教の唐密（タンミィ）や西密（シーミィ）、チベット密教においては、密教の阿闍梨を金剛乗

の阿闍梨という意味で、「金剛阿闍梨」（チベット語；ドルジェ・ロプン）ともいう。

なお、例外としてチベット密教でも亡命の状態によるチベット文化の理解と普及を含め、大檀

家獲得と資金調達を目的として、阿闍梨灌頂の儀式のみを一般の在家に対しても行なうこと

がある、これは柔道や空手等のスポーツ振興において「名誉何段」というのと同様で、灌頂の

儀式を授ける側も参加する側も、あくまでも「参加することが名誉」であって実質的な内容を伴

うものではない事を知った上で行なうものである。他方、日本においても各寺院ごと等では、

宣伝を兼ねて阿闍梨の称号を大檀家や有名人に対して授けることがある。



[阿闍梨の種類]
歴史上、日本で阿闍梨と称される僧には以下のような者がいる。

教授阿闍梨

法を教授する。

伝法阿闍梨（でんぽうあじゃり）

伝法（術・経文など維持発展に必要な総ての要素）の灌頂を受けた者がなる。

七高山阿闍梨（しちこうざんあじゃり）

比叡山・伊吹山・愛宕山など特に朝廷から指定を受けて五穀豊穣を祈る儀式を行う寺院にお

いて祈願の勅命を与えられて導師を務める者がなる。

一身阿闍梨（いっしんあじゃり）

皇族や摂関家の子弟から仏門に入り、貴種のゆえをもって若いうちに阿闍梨の称号を許され

た者がなる。また、伝法阿闍梨のうち特に徳の高いものを「大阿闍梨」（だいあじゃり）といった。

[阿闍梨の五明]
密教の阿闍梨になるための学問である「阿闍梨の五明」について、中国密教とチベット密教で

は差異があるが、その簡単な内容は以下のようになる。

1.声明（しょうみょう）：真言学（マントラの発音と表記の特殊理論、音響法）、梵語（サンスクリッ

ト）の真言表記、発声学、声明（節付きのお経・梵語の讃嘆文や、真言の詠い方）。

2.工巧明（くぎょうみょう）：図像学、数学、仏教天文学、暦学、実星による密教占星術、工芸、

冶金学、仏教彫刻、建築学。

3.医方明（いほうみょう）：医学、薬学、錬金術、呪術、密教生理学、各タントラ経典等を含む密

教ヨーガ（瑜伽）の技法大系。

4.因明（いんみょう）：仏教論理学、論蔵、国語学（日本語・中国語・チベット語等）、梵語学、訓

詁学（くんこがく）。

5.内明（ないみょう）：仏教学、律蔵、経蔵、典籍学、儀軌を含む密教学、事相、法舞（チャム）、

吹奏楽（儀式用の楽器演奏）。

チベット密教では阿闍梨一人は図書館一つに匹敵するといわれ、古い世代のラマや伝統教

育の恩恵を受けているトゥルク（転生者）たちには、「阿闍梨の五明」の伝統が今も生きている。

ただし、今日的な様々な理由によってチベット密教の伝統も変化しつつあり、1959 年のチベッ

ト動乱以降にチベット自治区や海外に設立された、西洋式のプログラムに基づく仏教大学の

密教学部を卒業することで阿闍梨の資格を得た若い世代の一般のチベット僧は、阿闍梨の

資格はあっても亡命先などの特殊な事情や時間的な制約もあって、「阿闍梨の五明」を完全

には学んではいない。また、チベット密教で通過儀礼となった約 3 年の閉関修行に基づく阿

闍梨も同様である。一方、日本密教では、元暦２年に京都を中心とする一帯を襲った文治地

震によって首都機能が完全に麻痺し、時の貴族政権が倒れただけでなく、国家仏教でもあっ

た真言宗と天台宗は共に施設や人材に甚大な被害を受けて平安密教の終焉を迎えた。それ



故、上記の学問である「阿闍梨の五明」のほとんどは鎌倉時代に失伝してしまった。

現在、日本密教で伝承されていると言えるものは、鎌倉時代に復興された詠いに基づく声明

と、梵字の書道。更には、江戸時代に復興し大成された内容を主とする事相や内明の一部で

ある。律蔵や因明については、近代の仏教学に基づく文献上の学問だけで、実際の戒律に

ついての伝承は『出家戒』や『三昧耶戒』を含め、廃仏毀釈と世界大戦以降は失われてしまっ

ている。

[阿闍梨戒]
ここでいう『阿闍梨戒』は、文字通り阿闍梨灌頂の際に授かる、密教を伝授する資格を伴う戒

律のことを指す。『大日経』の第二巻・具縁品には、灌頂の導師である阿闍梨は次の「十三種

類の徳」を具えていなければならないと説かれている。

1.菩提心を発し、

2.妙慧と慈悲とがあり、

3.諸芸（阿闍梨の五明）を兼ねて統べている。

4.善巧に般若波羅蜜を実修し、

5.三乗に通達し、

6.よく真言（マントラ）の実義を理解し、

7.衆生の心を知り、

8.諸仏・菩薩を信じ、

9.伝法灌頂を得ていて、妙に（自ら興味をもって）曼荼羅の図像を理解し、

10.その性格は、調柔（柔和）にして、我執を離れ、

11.真言行において善く決定することを得て、

12.瑜伽（密教ヨーガ）を究習して、

13.勇健（勇猛で健全）の（勝義）菩提心に安住すること。

『阿闍梨戒』は、日本密教では今は伝承されていないが、現在の中国密教では、段階的に

「準阿闍梨灌頂」と「阿闍梨灌頂」とがあり、後者の「阿闍梨灌頂」において授かる。チベット密

教では別尊の大法や、『大幻化網タントラ』をはじめとする主要なタントラの灌頂の際に、「瓶

灌頂」等の後に「阿闍梨灌頂」を挟み、その際に授かる戒律である。また、中国密教では別名

を『随従阿闍梨戒』ともいい、チベット密教では、これ以前に必ず「四帰依」の『上師戒』の解説

や、『師事法五十頌』を授かることになっている。

『阿闍梨戒』 

金剛乗（密教）の諸戒律に違反することがあってはならない。

身口意の三業をもって、師僧（根本ラマ）に供養せよ。

密教における「法」の伝統を軽視することがあってはならない。

伝法と真言の伝授には、必ず師僧の許可を得ること。

師僧が当地を離れた時は、力の限り道場（寺）を守ること。

伝法に際しては敬虔であり、名利を求めてはならない。

なお、以上の条項に大きく違反した場合には、密教における阿闍梨の資格を失うことにもなる。



一来



一来（いちらい、旧訳音写：斯陀含〈しだごん〉）は、一度 天界に生れ再び人間界に戻ってさと

りに入る者のことで、四向四果の一。

原始仏教では、有身見（うしんけん）・戒禁取見（かいごんじゅけん）・疑の三結を断ち、貪（と

ん）・瞋（じん）・癡（ち）の三毒が薄くなった者。

『倶舎論』では、一来向は欲界の修惑（しゅわく、情的煩悩）の前三品または四品を断じた者と

し、人界の家と天界の家とを往復するから「家家」（けけ）と呼ぶ。

一来果は欲界の前六品を断じた位である。



印可



印可（いんか）とは、師がその道に熟達した弟子に与える許可のこと。

その証として作成される書面は印可状と呼ばれる。いわゆる“お墨付き”のこと。

禅宗では、悟りを開いたと認められた弟子の僧侶が、師の肖像を絵師に描いてもらい、師は

その肖像の上に「偈文」という漢詩の形を取った説法をしたため、これを一種の卒業証書とし

た。これに倣い武術（剣術、槍術、柔術など）、茶道、あるいは軍学や算術などにおいても印

可が与えられる。

現在古文書として残されている印可状の中には国宝や文化財とされている物もある。



因果



因果（いんが）は、もとは仏教用語であった。

[ヴェーダやバラモン教における説明]
因中有果（いんちゅううか）

正統バラモン教の一派に、この世のすべての事象は、原因の中にすでに結果が包含されて

いる、とするものがある。

[仏教における説明]
釈迦は、原因だけでは結果は生じないとし、直接的要因（因)と間接的要因（縁）の両方がそ

ろった（因縁和合）ときに結果はもたらされるとする（因縁果）。そこで、縁起と呼ぶ法によって

すべての事象が生じており、「結果」も「原因」も、そのまま別の縁となって、現実はすべての事

象が相依相関して成立しているとする。

釈迦が悟った上記のような内容を縁起という。その教えを学問上「縁起説」と呼ぶこともある。

仏教において因果は次のように説かれる。

善因善果（ぜんいんぜんか）…善を行うことが新たな善を促す

悪因悪果（あくいんあっか）…悪を行うことが新たな悪を促す

善因楽果（ぜんいんらっか）…善を行うことが自分にとって望ましい結果を招く

悪因苦果（あくいんくか）…悪を行うことが自分にとって望ましくない結果を招く

例えば最初は嫌々ながら行なっていた人助けでも、何度か繰り返すうちにそれが習慣となっ

たり、それが褒められることで自ら進んで行うようになる。 逆に最初は躊躇していた犯罪が一

度成功すると、また罪を犯すことに抵抗を感じなくなったり、一度嘘をつくとその嘘を隠すため

に更なる嘘を重ねる様になる。 これが「善因善果」「悪因悪果」の具体例であり、両者は原因と

結果の性質が同じであるため、同類因・等流果と呼ぶ。

一方、善いことを行えばそのことで満足感・達成感が得られるのに対して、悪いことを行うと良

心の呵責や罪が露見することへの恐怖が起こる。 これが「善因楽果」「悪因苦果」の具体例で

ある。 「善因善果」「悪因悪果」とは異なり、この場合の結果は一概に善か悪かを判断できな

い。 例えば、善い事を行った自分を誇って他人を軽蔑したり、一度の善行に満足して善行を

止めることがあれば、それは善行が悪い結果を招いたことになる。 逆に悪を行った事による心

の苦しみが、その人を反省・更生へと導くならば、それは悪行が良い結果を招いたことになる。

 両者は原因と結果の性質が異なるため、異熟因・異熟果と呼ぶ。

「善因善果・悪因悪果」について“善いことをすれば良いことが起こり、悪いことをすれば悪い

ことが起こる”と解説される場合があるが、これは「善因善果・悪因悪果」と「善因楽果・悪因苦

果」の混同を招きかねない不正確な説明である。



[過去現在因果経]
因果応報

因果応報とは、「善い行いが幸福をもたらし、悪い行いが不幸をもたらす」とする考え方、信仰

である。

「善い行いが幸福をもたらし、悪い行いが不幸をもたらす」といった考え方自体は、仏教に

限ったものではなく、世界に広く見られる。ただし、仏教では、過去生や来世（未来生）で起き

たこと、起きることも視野に入れつつこのような表現を用いているところに特徴がある。

もともとインドにおいては、バラモン教などさまざまな考え方において広く、業と輪廻という考え

方をしていた。つまり、過去生での行為によって現世の境遇が決まり、現世での行為によって

来世の境遇が決まり、それが永遠に繰り返されている、という世界観、生命観である。

仏教においても、この「業と輪廻」という考え方は継承されており、業によって衆生は、「地獄、

餓鬼、畜生、修羅、人、天」の六道（あるいはそこから修羅を除いた五道）をぐるぐると輪廻して

いる、とするようになった。

仏教が目指す仏の境地、悟りの世界というのは、この因果応報、六道輪廻の領域を超えたと

ころに開かれるものだと考えられた。

修行によって悟ることができない人の場合は、（次に仏界に行けないにしても）善行を積むこと

で天界に生まれる（=生天）のがよいとされた。

[因果応報説の受容]
インドではもともと業と輪廻の思想が広くゆきわたっていたので、仏教の因果応報の考え方は

最初から何ら違和感なく受容されていたが、それが他の地域においてもすんなりと受容された

かと言うと、必ずしもそうではない。

中国ではもともと『易経』などで、家単位で、良い行いが家族に返ってくる、といった思想は

あった。だが、これは現世の話であり、家族・親族の間でそのような影響がある、という考え方

である。輪廻という考え方をしていたわけではないので、個人の善悪が現世を超えて来世にも

影響するという考え方には違和感を覚える人たちが多数いた。中国の伝統的な思想と仏教思

想との間でせめぎあいが生じ、六朝期には仏教の因果応報説と輪廻をめぐる論争（神滅・不

滅論争）が起きたという。

とはいうものの、因果応報説はやがて、六朝の時代や唐代に小説のテーマとして扱われるよう

になり、さらには中国の土着の宗教の道教の中にもその考え方が導入されるようになり、人々

に広まっていった。

日本では、平安時代に『日本霊異記』で因果応報の考え方が表現されるなどし、仏教と因果

応報という考え方は強く結びついたかたちで民衆に広がっていった。現在、日本の日常的な

ことわざとしての用法では、後半が強調され「悪行は必ず裁かれる」という意味で使われること

が多い。ただ、ここにおいての因果応報という考えも輪廻との関わりよりも、現実での利益を強

調しているという事実も見逃すことはできない。



因縁



因縁（いんねん）

1.きっかけ・動機・契機などの意味。2.由来や来歴の意味。縁起と同様に用いる。3.関係、ゆか

りのこと。

[仏教の解釈]
因と縁のこと。因とは、結果を生ぜしめる内的な直接原因のこと。縁とは外から因を助ける間接

原因（条件）のこと。一切のものは、因縁によって生滅するとされる。

初期の仏教では因（hetu）も縁（pratyaya）も、ともに原因を意味する言葉であり、後に区分が生

じて因を原因、縁を条件、とみなした。

仏教では、修行による成仏を前提としており、

宿作因説 - 因や果を固定したり、創造神の力を因としたり、外在的・宿命的な力を因とする説

無因有果説 - 因なく最初から果があったとする宿命論的な主張

無因縁説 - 原因は有り得ないという説
に対してきびしい批判を行った。 ことに龍樹は、『中論』観因縁品で、無自性空の立場からこ

れらの外部の説と、説一切有部の四縁六因説を批判し、四諦品で因縁によって生じる諸法は

空であり、条件が変われば、変化すると説いている。

因縁とは存在の相依性をいう。すべての事象はそれ自体、孤立して存在するのではなく、相

互に依存して存在しているということである。

釈迦の教説の根本であるところの「四諦の法門」を一言でいうと「因縁」となる。

これありてこれあり

これ生じるがゆえにこれ生じ

これなければこれなく

これ滅すればこれ滅す

という存在理論であり、「苦諦・集諦・滅諦・道諦」（略して苦集滅道の四諦）という。

またこれは、違う表現をすれば『法華経』方便品に説かれる諸法実相、つまり相・性・体・力・

作・因・縁・果・報・本末究竟等という、十如是になるとも説かれる。 これは存在をあらわし、

1.どのようなものでも存在するかぎり、相（形）がある

2.相には、性（本質）がある

3.相・性には、体（体質）がある

4.相・性・体には、力（能力）がある

5.相・性・体・力には、作（作用）がある

6.相・性・体・力・作には、因（直接的な原因）がある

7.相・性・体・力・作には、縁（間接的な原因）もある

8.相・性・体・力・作・因には、果（因に対する結果）がある

9.相・性・体・力・作・縁には、報（縁に対する結果）がある

10.相・性・体・力・作・因・縁・果・報には、本末究竟等（本の相から末の報までが究極的に無

差別で等しく関連している）がある

なお、十如是は鳩摩羅什訳出の漢文『法華経』のみで、サンスクリット語原典や竺法護訳『正

法華経』、闍那崛多・達磨笈多共訳『添品妙法蓮華経』にはない。



有



有（う）とは、何かが有る状態。対義語は無。

※「う」と読むのは、「呉音」(ごおん)読みから。仏教では通常、漢字を呉音読みする。

[三有]
(さんう)(しばしば「さんぬ」と連音される)
生きものの生存状態、生存領域。十二因縁では第 10番目の、欲界・色界・無色界の三界を

衆生が輪廻していく状態を指す。

[四有]
(しう)
衆生が輪廻転生する過程の、一サイクルを 4つに分けて説明するもの。倶舎論 などに説か

れている。

1.死んでから次の生を受けるまでの期間である中有(ちゅうう)
2.それぞれの世界に生を受ける瞬間を意味する生有(しょうう)
3.生を受けてから死ぬまでの一生の期間である本有(ほんぬ)
4.死ぬ瞬間を意味する死有(しう)

[存在]
存在するもの、ものが存在する状態、存在すること、存在、存在性。

有についての仏教の考えは多様で、実体として存在する実有、車や林のように部分の集合体

として存在する仮有(けう)・施設有(せせつう)、真俗二諦の考えを背景とした「世俗有」「勝義

有」などがある。



三界



三界（さんがい）は、欲界・色界・無色界の三つの総称。三有ともいう。凡夫が生死を繰り返し

ながら輪廻する世界を 3つに分けたもの。なお、仏陀はこの三界での輪廻から解脱している。

欲界

淫欲と食欲の 2つの欲望にとらわれた有情の住む処。六欲天から人間界を含み、無間地獄

までの世界をいう。

色界

欲界の 2つの欲望は超越したが、物質的条件（色）にとらわれた有情が住む処。この色界は

禅定の段階によって、4つ（四禅天）に分けられ、またそれを細かく 18天に分ける。

無色界

欲望も物質的条件も超越し、ただ精神作用にのみ住む世界であり、禅定に住している世界。

[用法]
『法華経』譬喩品に「三界は安きことなく、なお、火宅のごとし」というのは、迷いと苦しみのこの

世界を、燃えさかる家にたとえたもの。

「三界に家なし」とは、この世界が安住の地でないことを意味し、後には女性の不安定な地位

を表す諺になった。



応身



応身 (おうじん)は仏教用語であり、法身・報身・応身の三身の 1つ。

「応現した身体」という意味から応身と言い、サンスクリット語の「ニルマーナ」の「化成」という意

味から、化身と同じ意味であり、これから「応化身」と呼ばれた。仏が衆生を済度するため、

様々な形態で出現する際の姿。このような仏身についての考え方は、仏が単なる「法」や「理」

ではなく、人間という一定の形をとるのでもなく、恒に衆生に向かって働きかけているものと考

えられていることを示している。

チベット仏教では、すぐれた宗教者を化身と考え、その宗教者の没後に「生まれ変わり」を探

し、同一人格の持ち主として扱い、その宗教者の地位を継承させる化身ラマ（いわゆる転生活

仏）制度が 14世紀から 15世紀にかけて広く普及、定着した。

後世、日本では、訳語の応身と化身に意味上の区別が発生し、応身は衆生教化の対象に応

じて現れた仏であり、化身は人間以外のほかの衆生への応現化成と考える用法が出現した。



帰依



帰依（きえ）とは、仏教用語において、拠り所にするという意味。「三宝」に「帰依」、つまり仏教

徒になるという意味で最も多く使われる。

[概略]
一般的に、仏教に帰依をする際には「三帰五戒」（さんきごかい）を授かることになり、三宝に

礼拝するとともに五戒を授かる。 サンスクリットの「zaraNa शरण」パーリの「saraNa」は、保護所・

避難所という意味である。中国語には「依帰」という言葉が『書経 』に出てくる。これは「頼りに

する」という程度の意味である。

大乗仏教の一部の宗派では、帰依とは勝れたものに対して自己の身心を帰投して「依伏信

奉」することをいう。

「自帰依自灯明、法帰依法灯明」という場合の「帰依」は、「この世で自らを島（洲）とし自らを拠

り所にして他人を頼りとせず、法を島（洲）とし法を拠り所として他を拠り所とせずにあれ。」とい

う意味である。

仏法僧の「三宝」に帰依することを、先の様に三帰依というが、この三帰依の文章は仏道に入

る儀式である『受戒会』や『得度』にも用いられ、しばしば音楽法要にも使われる。

[信]
八宗の祖と仰がれる龍樹菩薩は、「仏法の大海は信の一字をもって入る」と『大智度論』の中

で述べていて、また、弘法大師・空海は「仏法の殊妙を聞かば、必ずよく帰依し信受すべし」と

『十住心論 』に述べている。

[三帰依文]
三宝に帰依した後は以下の文章を毎日３回唱えて仏法僧への誓いを新たにし、御仏や諸尊、

加えて御先祖様の加護を祈るようにする。

南無帰依仏

南無帰依法

南無帰依僧

また、『華厳経』浄行品第 7にある、以下の経文を「三帰礼拝文」とし、日本の伝統宗派では唱

えながら礼拝する場合もある。

自帰於仏　当願衆生　体解大道　発無上意

自帰於法　当願衆生　深入経蔵　智慧如海

自帰於僧　当願衆生　統理大衆　一切無碍

真宗大谷派では、開経偈と併せて以下のように唱える。

人身受け難し、今すでに受く。仏法聞き難し、いますでに聞く。この身今生において度せずん

ば、さらにいづれの生においてかこの身を度せん。大衆もろともに、至心に三宝に帰依し奉る

べし。自ら仏に帰依したてまつる。まさに願わくは衆生とともに、大道を体解して、無上意を発

さん。自ら法に帰依したてまつる。まさに願わくは衆生とともに、深く経蔵に入りて、智慧海の

ごとくならん。自から僧に帰依したてまつる。まさに願わくは衆生とともに、大衆を統理して、一

切無碍ならん。無上甚深微妙の法は、百千万劫にも遭遇うこと難し。我いま見聞し受持するこ

とを得たり。願わくは如来の真実義を解したてまつらん。



なお、南方仏教ではパーリ語で仏法僧の三宝への文章を、以下のように３度繰り返して帰依

を表す。

１度目の帰依

（ブッダン・サラナン・ガッチャーミ）

（ダンマン・サラナン・ガッチャーミ）

（サンカン・サラナン・ガッチャーミ）

２度目の帰依

（ドゥティヤンピ・ブッダン・サラナン・ガッチャーミ）

（ドゥティヤンピ・ダンマン・サラナン・ガッチャーミ）

（ドゥティヤンピ・サンカン・サラナン・ガッチャーミ）

３度目の帰依

（タティヤンピ・ブッダン・サラナン・ガッチャーミ）

（タティヤンピ・ダンマン・サラナン・ガッチャーミ）

（タティヤンピ・サンカン・サラナン・ガッチャーミ）



苦



仏教における苦とは、サンスクリット語の「ドウクハ」に由来する。「ドウクハ」は「豆法」と音写さ

れ、苦と訳された。

「ドウクハ」の「ドウ」(duḥ = dus)は、「悪い」という意味、「クハ」(kha) は「運命」「状態」の意味で
あるから、苦とは、もともと悪い状態、悪い運命というような意味をもっていたが、一般に身心を

逼悩することをいうとされる。すなわち、精神と肉体とが悩みに逼迫されている状態である。こ

のうち、精神の苦について、憂・愁・嫉妬などをあげている。また、肉体的な苦は種々の病など

であるという。

[二苦]
このような精神的な苦と肉体的な苦とは、人間自身の内的な苦であるから、これを内苦といい、

他人から迫害されたり、自然の力によって悩まされたりする風雨寒熱などの苦を外苦とよぶ場

合もある。しかし、仏教では中心は、人間自身の苦として、たとえ外からうけるものであっても、

それを内に感じてゆくところに、その立場をとるというべきであろう。

[苦諦]
このように一切は苦なりという仏教の根本的立場が確立され、苦諦（くたい）とよばれる。苦諦と

は「苦が諦である」ということで、それは苦であることが真理（サトヤ）であり、人間の生存そのも

のが苦であるという。その意味では、苦とは哲学的意味をもった苦である。

しかし、四苦といわれる生・老・病・死、加えて八苦といわれる愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・

五蘊盛苦をみても、実際には具体的な現実苦を示すことは注意すべきである。

[三苦]
これは一般に後世、苦を説明する時にいわれる三苦にもよく示される。三苦とは、苦苦、壊苦

（えく）、行苦の三つである。

[苦苦]
苦苦（くく) とは、「苦痛を苦とする状態」を意味する。「苦事の成るによって成立する苦」などと
説明され、「寒熱飢渇によって生ずる苦」といわれるから、外的な、感覚的な苦である。このよう

な苦が人間にとって第一段階の苦で、自然的、基礎的なものである。

[壊苦]
壊苦（えく) とは「壊滅の苦の状態」である。「ヴィパリナーマ」とは「悪い方へ変化する」という意

味であるから、好もしくない状態をあらわすのである。「楽事の去るによって成ずる苦」とも説明

される。「壊滅」とは、その点で「楽境壊滅」（らくきょうえめつ）の意味であるという。すなわち、

人間にとって好もしいと感ずる対象が、次々とこわされてゆく時に感ずる苦である。この第二の

苦の中に、人間が一般に感ずる苦は含まれる。

壊苦は「心の変化に応じて生ずる苦しみ」の事を指している、と考えられる。



[行苦]
行苦（ぎょうく) とは「生起の苦の状態」といわれる。「行」の意味は、「作られたもの」ということで、

生存していること自体を指しているから、一切の存在が無常であることによって遷り流れてゆく

ところに感じとられる苦である。とくに、人間生存の無常という事実の中に感ずる苦であるから、

生存苦、生きること自身が苦であることを示した。

したがって、苦苦も壊苦も、この行苦を根本として起ってくるといえる。その意味で、行苦や五

陰盛苦は、人間の根本的な苦を示す。仏教は、根本的には生きていること自体が苦であると

いう形而上学的な考え方をもととして、人間の「自分が」という我執こそ苦の根本であると言う。



熏習



熏習（くんじゅう）とは、身口に現れる善悪の行法もしくは意に現れる善悪の思想が、起こるに

随ってその気分を真如あるいは阿頼耶識に留めること。俗にいう「移り香」、香りが衣に染み付

いて残存するようなことを言う。

薫習が身口意に現れたのを「現行法(げんぎょうほう)」といい、真如あるいは阿頼耶識に気分

が留まったものを「種子(しゅうじ)」あるいは「習気(じっけ)」という。このように現行法が真如ある

いは阿頼耶識にその種子もしくは習気を留める作用を薫習という。

「薫習の義とは、世間の衣服に実に香なし、もし人、香をもって熏習するに、すなわち香気ある

が如し」大乗起信論「熏とは撃発の意味。習とは数々の意味。数々の熏発によってこの種(子)
があるから。」唯識述記 一本

[四薫習]
「しくんじゅう」と読む。真妄たがいに薫習し、それによって染浄の二つの法が相続して断続す

ることがないことを説明する。

この四薫習は、アシュバゴーシャに仮託される大乗起信論の所説で、根本煩悩である無明が、

本来平等一味の世界に対して分別の妄想を生起して、人間に差別的執着を起こさせ、それ

が世間に差別を生ぜしめ、そこに起こる対立観に人間は苦しめられるのであると染法の重荷

を説いて迷いの事実を明らかにする。

また、悟りについては、本来的に一味平等であり、自他一如であるという事実認識が、常に自

他対立に迷う人間生存へ影響し作用することによって、人間は迷いを克服し悟りを実現するこ

とができると浄法の熏習を説く。このように、流転と還滅(げんめつ)を染浄互熏ということから明

らかにする。このような熏習による迷悟の理解は、ひいては人間性の開発(かいほつ)や確立

について、また人間形成の問題を考える時、大切な暗示を与える。

[無明薫習]
衆生は無始からの無明を持っている。真如に薫習し、その薫習によって妄心を生ずるのであ

る。妄心とは業識である。

[妄心薫習]
この妄心が還って無明に熏じて不了の念を増やすことになるから、さらに妄境界を現行するこ

ととなる。妄境界とは、転識および現識のことである。

[妄境界薫習]
この妄境界は還って妄心を熏動して諸々の浪を起して、種々の業を造って身心の苦を受ける。

分別事識がこれである。以上の三薫習の意味によって染法が相続するのである。



[浄法薫習]

これに二つある。真如薫習と妄心薫習である。

真如薫習とは、衆生が真如の法を具備しているので、無明に冥熏することができる。冥熏の因

縁によって、妄心に、生死の苦を厭い涅槃を楽求させるのである。これを真如薫習という。妄

心薫習とは、この厭求の妄心が還って真如に薫習することによりその勢力を増し、種々の方便

随順の行を起して無明を滅する。無明が滅するから心相みなことごとく涅槃を得て自然の浄

業を成就する。この薫習によって浄法が不断となる。

ただし、染法は自性差別するので三種に分けて、浄法は体と用が一つであるから一種で説明

している。

[三種薫習]
1.名言薫習（みょうごんくんじゅう）：名は名字、言は言説。名字言説の識を分別する。つまり、

第六意識が、第七識第八種子識に伝送薫習して、染分の相を成就するから。

2.色識薫習：色は眼根に対する諸色である。この諸色によって眼根を引生するのを色識という。

この場合、分別すなわち第六意識また第七識第八種子の識に伝送薫習して、染分の相が成

就するから。

3.煩悩薫習：貪瞋邪険などの煩悩。この煩悩は第六意識が起すものであり、また第七識が第

八種子識に伝送薫習して染分の相を成就するから。

以上が唯識の薫習説のあらましである。このような熏習が可能であるためには所熏と能熏とに、

それぞれ一定の条件がなければならないので、それぞれ四つの条件をあげる。すなわち所熏

の四義と能熏の四義である。

[所熏の四義]
所熏の四義とは 1.堅住性、2.無記性、3.可熏性、4.能所和合性である。

1.堅住性とは熏習をうけるものは、永続的に同一性を保持できるものでなければならないとい

うことである。途中で間断したり、変化したりしてしまっては、保持している種子も間断し変化し

てしまうことになってしまうであろうからである。

2.無記性とは善悪の種子を熏じつけられるものとしての所熏の識は、それ自身が善であったり

悪であったりでは、どうにもならないから、善とも悪とも決定しない無記の性質のものでなけれ

ばならないというのである。

3.可熏性とは、それが他に支配されるようなものでなく、自主性をもったものでなければならな

いことと、常恒不変であるというようなものでは熏習する余裕がないから、熏習可能の余裕のあ

るものでなければならないという。

4.能所和合性とは、能熏と和合して離れないものでなければならないというのである。すなわ

ち、能熏と所熏とが同時同所にして、二者和合して離れないということが条件であるというので、

これは他身においてと前後異時におけるものを斥けるものである。そうでないと因果関係が全

くこわれてしまうからである。



[能熏の四義]
能熏の四義については 1.有生滅、2.有勝用、3.有増減、4.能所和合転の四義をあげている。

一切のものが何でも所熏の阿頼耶識にむかって種子を熏じつけることができるかというと、そう

はゆかない。それには四種の条件があるというのである。

1.有生滅、これは作用のあるものという意味をふくんでいる。すなわち、影響力を与えるものと

いうのは、当然、働きのあるものでなければならない。作用があるということは変化するもので

あるということである。変化のない常住のものは何らの作用はない。いやしくも熏習するものは、

第一に自ら変化するものであり、生滅にわたるものでなければならないというのである。次に、

このように変化するものとして作用をもつものであっても、その作用の劣弱なるものではどうに

もならないから、

2.有勝用という条件がとかれるのである。たとえば無記心のようなものは力が弱いから問題に

ならないから、それは善であるとか悪であるとかという強勝な思慮作用でなければならないとい

うのである。また、ただぶらぶら散歩しておるようなものでは何もならないように、強勢なる行動

力をともなうものでなければならないのである。

3.有増減とは、何らの増減のない完全円満なものでは能熏の役を果たしえないのである。不

完全であるから完全へと増長の役を果たすことができるが、究極に達すれば、もはや種子薫

習の余地はないからである。したがって、これは薫習が不完全位のものであることを示してい

るのである。

4.能所和合転とは所熏と和合して転ずるものということである。それは薫習をうけるものと同一

人であり、同時同処でなければならないというのである。

以上のような能熏と所熏のそれぞれの条件をもって熏習ということが説かれるが、このような条

件を満足するものは識より他にないといわねばならない。

このように熏習という概念は、われわれの意識作用の中で語られ、そこに迷いと悟りがなんで

あるかが語られているのである。



解脱



解脱（げだつ、ヴィモークシャ）は、

1.仏教においては、煩悩による繋縛から解き放たれて、全ての執着を離れることで、迷いの苦

悩の世界から悟りの涅槃の世界へと脱出することを指す。

2.ヒンドゥー教において用いられている究極的な意味合いにおいては、サマーディ（仏教の漢

訳三昧）に入定し、サンサーラ（saMsAra　仏教の漢訳輪廻）の迷いの境界から脱することを指
す。

3.ジャイナ教においては、 モクシャ (ジャイナ教)という。

解脱を果たしたものを解脱者と呼ぶことがある。

このヴィモークシャという言葉はけっして仏教のみの術語ではなく、ニルヴァーナ（仏教の漢訳

涅槃）と共に古くからインドで用いられ、人間の究極の目標や理想を示す言葉として用いられ

てきた。

[語義]

梵: विमु�मक्तिも梵: ��も梵: विमु�म�कも、共に梵: मच �を語根とする。これは「開放する」「放棄する」などの意

味である。両者とも、全ての束縛から離れることであり、繋縛を離れて自在を得るという意味で

ある。その意味で、古来「自在」と解釈されてきた。それは、外からの束縛の解放や自由より、

内から自らを解放することや自由を獲得することを重要視する。

[仏教における解脱]
仏教では、この解脱に慧解脱（えげだつ）と倶解脱（くげだつ）の別を説く。

慧解脱 - 「智慧」の障りを離れていることで、正しい智慧を得ていることをいう。

倶解脱 - 慧の障りを離れるだけでなく「定」の障りをも脱していることをいう。

また、心解脱と慧解脱を説く。

心解脱 - 心に貪著を離れること。

慧解脱 - 無明を離れていること。

あるいは心解脱と身解脱という。

心解脱 - 精神的には既に解脱していても、肉体的にはどうにもならない束縛を持っている場

合をいう。例えば釈尊の成道後の伝道生活の如きである。

身解脱 - 完全に肉体的な束縛を離れているのをいう。

自分の心や自分の身体は、自分のものでありながら、自分自身で制御することは難しい。これ

こそ、もっとも根本的な束縛といえるであろう。このような根本的な束縛を解き放した状態、そ

れを「解脱」という。

[諸宗教・宗派間の解釈の違い]
仏教以外のインド一般の教えでは、輪廻からの離脱であるからむしろ空相的世界の意味が強

く、仏教の場合も、部派仏教では無余涅槃を究極の目的としており、身心都滅（しんしんとめ

つ）にして初めて解脱であるから、空相的な意味が強い。しかし、後の大乗仏教では解脱と

いっても、無住処涅槃の理想からいえば、生死にも涅槃にも囚われないまったくの無執着、逆

にいえば任運自在の境地をいうとみてよいから、実相的な意味あいである。



業



業（ごう）とは、仏教の基本的概念である梵: कम�न � (karman) を意訳したもの。サンスクリットの

動詞の「クリ」（kR）の現在分詞である「カルマット」（karmat）より転じカルマンとなった名詞で、

「行為」を意味する。

業はその善悪に応じて果報を生じ、死によっても失われず、輪廻転生に伴って、アートマンに

代々伝えられると考えられた。アートマンを認めない無我の立場をとる思想では、心の流れ

（心相続）に付随するものとされた。中国、日本の思想にも影響を与える。「ウパニシャッド」に

もその思想は現れ、のちに一種の運命論となった。

現在日常的にこの語を使う場合は、行為で生じる罪悪を意味したり（例えば「業が深い」）、不

合理だと思ってもやってしまう宿命的な行為という意味で使ったりすることが多い。

[釈迦以前の業]
釈迦が成道する以前から、従来のバラモン教に所属しない、様々な自由思想家たちがあらわ

れていた。かれらは高度な瞑想技術を持っており、瞑想によって得られた体験から、様々な思

想哲学を生み出し、業、輪廻、宿命、解脱、認識論などの思想が体系化されていった。

この中に業の思想も含まれていたのである。

[バラモン教の業]
業はインドにおいて、古い時代から重要視された。ヴェーダ時代からウパニシャッド時代にか

けて輪廻思想と結びついて展開し、紀元前 10世紀から 4世紀位までの間にしだいに固定化

してきた。

善をなすものは善生をうけ、悪をなすものは悪生をうくべし。浄行によって浄たるべく。汚れた

る行によって、汚れをうくべし

善人は天国に至って妙楽をうくれども、悪人は奈落に到って諸の苦患をうく。死後、霊魂は秤

にかけられ、善悪の業をはかられ、それに応じて賞罰せられる

— 『百道梵書』

このような倫理的な力として理解されてきた業がやがて何か業というものとして実体視されるよ

うになる。

あたかも金細工人が一つの黄金の小部分を資料とし、さらに新しくかつ美しい他の形像を造

るように、この我も身体と無明とを脱して、新しく美しい他の形像を造る。それは、あるいは祖

先であり、あるいは乾闥婆（けんだつば）であり、あるいは諸神であり、生生であり、梵天であり、

もしくは他の有情である。……人は言動するによって、いろいろの地位をうる。そのように言動

によって未来の生をうる。まことに善業の人は善となり、悪業の人は悪となり、福業によって福

人となり、罪業によって罪人となる。故に、世の人はいう。人は欲よりなる。欲にしたがって意志

を形成し、意志の向かうところにしたがって業を実現する。その業にしたがって、その相応する

結果がある

— 『ブリハド・アーラヌヤカ・ウパニシャッド』



インドでは業は輪廻転生の思想とセットとして展開する。この輪廻と密着する業の思想は、因

果論として決定論や宿命論のような立場で理解される。それによって人々は強く業説に反発

し、決定的な厭世の圧力からのがれようとした。それが釈迦と同時代の哲学者として知られた

六師外道と仏教側に呼ばれる人々であった。

ある人は、霊魂と肉体とを相即するものと考え、肉体の滅びる事実から、霊魂もまた滅びるとし

て無因無業の主張をなし、また他の人は霊魂と肉体とを別であるとし、しかも両者ともに永遠

不滅の実在と考え、そのような立場から、造るものも、造られるものもないと、全く業を認めない

と主張した。

なおバラモン教における輪廻思想の発生を、従来考えられているよりも後の時代であるとする

見解もある。例えば上座仏教では、釈迦在世時に存在したバラモン経典を、三つのヴェーダ

までしか認めておらず、釈迦以前のバラモン教に輪廻思想は存在しなかったとする。もちろん、

当時の自由思想家たちが輪廻思想を説いていたことは明白であるが、彼らはバラモン教徒で

はなかったことに注意すべきである。

[仏教における業]
釈迦は自ら「比丘たちよ。あらゆる過去ないし未来ないし現在の応供等正覚者は、業論者、業

果論者、精進論者であった」と言ったといわれるように、カルマ（業）論の主張者であった。しか

し、業を物質的なものであると考えたニガンタ・ナータプッタとは異なり、心のエネルギーとして、

物質的形態をとらないものとして考えた。

比丘たちよ、意思が業である、と私は説く。

— 『増支部経典』 

[思業と思已業]
仏教では心を造作せしめる働きとして、思考する行為が先に来ると考え、これをまず思業と名

づけ、後に起こる身口の所作を思已業と名づける。

[三業]
身業（しんごう） - 身体の上に現る総ての動作・所作のこと。悪業では偸盗・邪淫・殺生（ちゅう

とう・じゃいん・せっしょう）など。

口業（くごう） - 語業ともいう。口の作業、すなわち言語をいう。悪業では妄語・両舌・悪口・綺

語（もうご・りょうぜつ＝二枚舌・あっく・きご＝飾った言葉）など。

意業（いごう） - 意識・心のはたらきで起こすこと。悪業では貪欲・瞋恚・邪見（とんよく・しんい・

じゃけん）など。

業は意志・形成作用（行、サンカーラ）とも同一視され、良き意志・良き行為を持つことが勧め

られる。そして、より究極的には、煩悩を滅し、善悪を乗り越えることで、一切の業を作らないこ

とが理想とされる。



[三時業]
業によって果報（むくい）を受ける時期に異なりがある。

順現法受業（じゅんげんぽうじゅごう） - 現世において受くべき業。

順次生受業（じゅんじしょうじゅごう） - 次の生で受くべき業。

順後次受業（じゅんごじじゅごう） - 三回目以降の生において受くべき業。

これらは報いを受ける時期が定まっているので定業という。また、報いを受ける時期が定まっ

ていないものを順不定業（じゅんふじょうごう）といい、この不定業を加えて四業という。

[北伝部派仏教における業思想]
五業

意業は心の働いてゆくすがたであるから、他にむかってこれを表示することはできないが、身

業と語業は具体的な表現となって現われる。この具体的に表現されて働く身業を身表業（しん

ひょうごう）といい、語業を語表業という。

このように具体的に表面に現われた身語の二業は、刹那的なものでなく、余勢を残すから、身

語二業の表業が残す余勢で、後に果をひく原因となるようなもの、それを身無表業（しんむ

ひょうごう）・語無表業という。このようにして、初めの意業と身語二業の表無表の四業とで五業

説を形成する。

いま、これらの業の分類を通して、仏教の業説の意図するところを考える時、そこには仏教の

基本的な考えかたが示されている。すなわち人間の生活が厳然たる因果応報という姿に営ま

れること、したがって人間の行為は現在刹那に終結してしまうものでなく、常に因縁果と相続し

てゆくものであり、すべてが全く自己責任の中に果たされねばならないことである。釈迦が、

人間は生まれによって尊いのでも賤しいのでもない。その人の行為によって尊くも賤しくもなる

というのも、この業説のうえに立っていわれたのである。さらに、このような人間の行為につい

ての因果論的立場は、単に現実の身体的行動や言語活動の上にいわれるものでなく、その

根本を人間の精神に位置づけるのが仏教であり、道徳的には結果論でなく、動機論の立場を

とるものであることを示している。

ところで、この厳格な因果関係について、仏教は三時業ということを説いて、因果の連鎖を三

世、あるいはそれ以上の世代にまで及ぼし、業の永遠性を説いている点に注意しなければな

らない。このことは因が結果となることは必ず条件（縁）によるものであることを示すとともに、因

であること自体、実は結果である現実に立ってこそ因といわれることを示している。より具体的

には果となった時、因が因として働きを完了するのであるから、果とならなければ因とはいえな

いはずである。たとえば、たとえ種子を大地におろしたとしても、条件次第で種子は敗種となっ

てしまう。この点、因果応報は明らかであっても、その応報は因の働きをなさしめる条件次第で

あるといわねばならない。仏教はこのように縁を強調することによって、人間の現実を生きる姿

勢を正すべきことを教えるものである。良因・良縁のととのった時に良果がえられるので、良因

のみで良縁がないならば、良因もその働きを完了することができなく、ついに敗種となる。と

いっても悪因はたとい条件がよくても、良果とはならないのはいうまでもないが、悪因も良因と

ともに条件次第で、それを敗種たらしめることが可能であることは注意すべきである。



[業道]
業とは心の造作であるから、その造作が具体的に働いてゆくところを業道という。すなわち、思

という心の造作は貪欲とか瞋恚（しんい）とかいうものによって、具体的に働くから、このような

思を具体的に働かしめるものを業の道、業道というのである。その業道について十不善業道、

十善業道を説いている。この中、十不善業道とは殺生・偸盗・邪淫の身体的なもの、妄語・綺

語・悪口・両舌の言語的なもの、貪欲・瞋恚・邪見の心的なものの十種の不善をいうのである。

思はこのような十種の不善を業道として働くわけである。十善業道については、十不善業道か

ら反顕してしるべきである。

[物質としての業]
善悪等の人間の行為と苦や楽の果報とに関して、業が問題となる。業の善・悪・無記の三性の

ように道徳的な立場で問題とされ、善因楽果・悪因苦果と人間の生活の中での因果応報との

結びつきが説かれる。業因業果と業の働きの相続を説く場合、その業力はどうして相続するか。

この点が明らかにならねばならないので、業力を何らか把握しうるものとして考えようとするもの

がでた。

説一切有部では、その業の体性（ものがら）を、業が具体的には身体の動作や言語のための

口や舌の働きによるものであるから、何か物質的なものと考えた。すなわち堅湿煙動などの性

格を示す地水火風のような要素の結合による物質的な何ものか（色法）と考えた。その点で表

業も無表業も実体と考えていた。経量部は、大乗仏教と同じように思の心所の働く姿について

身業語業意業などの区別を立てたので、実体的なものがないとして、その思に審慮思（しん

りょし）・決定思（けつじょうし）・動発勝思（どうはっしょうし）の三種を立てて説明している。

審慮思 - 身語の二業を起そうとするとき、審慮するもの

決定思 - 決定心をおこして、まさになさんとする

動発勝思 - 身語の二業において動作する

このような思の三種からして、意業は審慮と決定をその自体とし、身語の表業は動発する善不

善の思を自体とし、無表業は思の種子のうえにある不善あるいは善を防ぐ功能（はたらき、可

能性）を自体とすると説かれる。

[引業・満業]
このように業論は仏教において非常に重要な思想であり、人間生活におけるすべての現象の

説明がこの業説に集約されて考えられる。

人間の現実生活において、人間としての果報を生ずる力を引業（いんごう、aakSepa karma）と
いい、その人間の果報上にある種々の要件すなわち支体・諸根・形量等の差異を結果せしめ

るものを満業（まんごう、paripuurak karma）という。

[共業]
集団に共通するような、ある結果を生み出す力を共業（ぐうごう）といい、自己のみ特別にして

他に共通しない状態の果報をひきおこす力を不共業とよぶ。これは物質世界（器世間）に影

響を与えるものであって、個人（衆生世間）に影響を与えるものは「個別的（不共）」であるので、

共業とは呼ばない。無着「大乗阿毘達磨集論」においては、共業による影響は、これを結果に

対する増上縁と考え、直接的な結果、すなわち異熟とは考えない。



[密教における業]
また密教では、身密・口密・意密の三密により仏の微妙（みみょう）なる働きを思惟し修行する。



極楽



極楽（ごくらく）とは、阿弥陀仏の浄土であり、サンスクリット語「スカーヴァティー」は「スカー」に

「ヴァティー」を加えたもので「幸福のあるところ」「幸福にみちみちてあるところ」の意味。須呵

摩提（しゅかまだい）、蘇珂嚩帝（そかばってい）、須摩提（しゅまだい）、須摩題などと音表され、

安楽、極楽、妙楽などと訳出された。

『阿弥陀経』には「衆苦あることなく、ただ諸楽を受くるが故に極楽と名づく」というが、梵蔵文

では、衆苦を身心の諸々の苦といい、諸楽を楽の材料というから、極楽とは身心が共に苦を

離れていて、幸福の材料だけがあるところの意味。

親鸞は『唯信砂文意 』に「極楽無為涅槃界」を下記のように釈している。

“ 「極楽」と申すはかの安楽浄土なり、よろづのたのしみつねにして、くるしみまじはらざるなり。

かのくにをば安養といへり、曇鸞和尚は、「ほめたてまつりて安養と申す」とこそのたまへり。ま

た『論』（浄土論）には「蓮華蔵世界」ともいへり、「無為」ともいへり。「涅槃界」といふは無明の

まどひをひるがへして、無上涅槃のさとりをひらくなり。「界」はさかひといふ、さとりをひらくさか

ひなり。 ” 

つまり極楽とは、相対の立場では四苦や八苦のような現実苦と相対する 身心共に楽な世界と

いうこと。絶対の立場では、不苦不楽の世界 であり、無為涅槃界である。

[異名]
極楽とは「幸福にみちみちている世界」といえる。そこで、古来、これをさまざまに呼んだ。一般

的に呼ばれる異名を列記する。

1.浄土
2.極楽湛蕨国
3.安養
4.無為
5.安楽
6.無量光明土

7.諸智土

8.清浄処
9.厳浄国
10.蓮華蔵世界
11.大乗善根界
12.一乗清浄無量寿世界
13.涅槃城

14.真如門

15.報土

[極楽の様相]
極楽を詳説するのは「浄土三部経」。中でも極楽の模様は『仏説阿弥陀経』に詳しく説かれて

いるので、この経に依り概要を説明する。

いまをさること十劫の昔、阿弥陀仏は成道して西方十万億の仏土をすぎた彼方に浄土を構え

られた。そして、現在でも、この極楽で人々のために説法している。



この極楽という仏土は広々としていて、辺際のない世界であり、地下や地上や虚空の荘厳は

微をきわめ、妙をきわめている。この浄土にある華池や宝楼、宝閣などの建物もまた浄土の宝

樹も、みな金銀珠玉をちりばめ、七宝乃至は百千万の宝をもって厳飾されている。しかも、そ

れらは実に清浄であり、光明赫灼と輝いている。衣服や飯食は人々の意のままに得ることがで

き、寒からず暑からず、気候は調和し、本当に住み心地のよいところである。また、聞こえてく

る音声は、常に妙法を説くがごとく、水鳥樹林も仏の妙説と共に法音をのべる。したがって、こ

の浄土には一切の苦はなく、ただ楽のみがある。

[極楽の住人]
この世界では仏の無量寿、無量光と同じく、一切の人々もまた無量寿、無量光であり、智慧と

慈悲とにきわまりがない。常に法楽をうけ、諸仏を供養し、出でては苦の衆生を救済し、化益

することができるのである。しかも、この国土は法性の理に応ずる無為涅槃界であり、一切の

衆生を導き救うために仏によって構えられた世界であると説かれている。

阿弥陀如来が法蔵菩薩であった時に立てた四十八願の一つ「女人往生の願」により、極楽浄

土に女性が生まれることはない。ただし天女（アプサラス）はいる。『法華経』サンスクリット本の

観世音菩薩普門品によると、極楽浄土では性交が行われない代わりに、蓮華の胎に子供が

宿って誕生するという。



阿羅漢



阿羅漢 (あらかん、アルハット)は、仏教において、尊敬や施しを受けるに相応しい聖者のこと。

サンスクリット語"arhat"の主格 "arhan" の音写語。略称して羅漢（らかん）ともいう。漢訳には応

供（おうぐ）という意訳もある。もとは釈迦の尊称の一つであった。

[呼称]
元々、インドの宗教一般で「尊敬されるべき修行者」をこのように呼んだ。初期仏教では、修行

者の到達し得る最高位をこのように呼ぶ。学道を完成し、これ以上に学ぶ要がないので阿羅

漢果を「無学位むがくい」という。それ以下は、不還果ふげんか・一来果いちらいか・預流果よ

るかを「有学うがく」という。（四向四果）

arhat（arhan） の原意は「（応供の）資格を有する（者）」という意味で、仏教成立以前から存在し

た述語であることはほぼ間違いない。しかし、仏教成立以前からインドの諸教で用いられてい

たかどうかについては、未だ定説と呼べるものはない。

語源として、煩悩の賊(ari)を殺す（han）から殺賊（せつぞく）と言われたり、涅槃に入って迷い

の世界（三界）に生れない（a（不）＋ruh（生ずる））から不生（ふしょう）と言われたりするが、こ

れはいずれも通俗語源解釈である。本来は「価値ある」「立派な」などの意味を持つ語根

〈arh-〉の派生語である。

阿羅漢はそれ自体が修行過程の果得を示す用語であるとともに、応供の資格を表す尊称で

もあるため、経典には「偉大なる阿羅漢にして仏(如来)」などと言った表現が出現する。声聞
や縁覚(独覚どくかく/辟支びゃくし)や菩薩も阿羅漢であることに変わりはない。

[扱い]
応供の資格でもあるため、阿羅漢を自称または詐称する修行者は常に存在し得たと考えられ

る。これに対して仏教では、阿羅漢でない者が阿羅漢を名乗ることを故意・過失を問わず「大

妄語」とし、最も重い四波羅夷罪を科して僧団追放の対象とした。大乗仏教の漢訳圏では、経

典内の阿羅漢の用法がよく理解されず、声聞と阿羅漢とを同一視し、菩薩や仏と対置して批

判的にみる俗説が通流した。

その一方、中国・日本では仏法を護持することを誓った 16人の弟子を十六羅漢、第 1回の仏
典編集（結集けちじゅう）に集まった 500人の弟子を五百羅漢と称して図像化することも盛ん

であった。ことに禅宗では阿羅漢である摩訶迦葉に釈迦の正法が直伝されたことを重視して、 

釈迦の弟子たちの修行の姿が理想化され、五百羅漢図や羅漢像が作られ、正法護持の祈願

の対象となった。



仏教における懺悔



仏教において懺悔（さんげ）とは、自分の過去の罪悪を仏、菩薩、師の御前にて告白し、悔い

改めること。本来はサンスクリット語で「忍」の意味を持つ。半月ごとに行われる布薩では地域

の僧侶が犯した罪を告白し懺悔するほか、自恣という僧侶同士が互いに罪を告白しあう行事

もあった。 また、懺悔文という偈文があるほか、山岳修験では登山の際に「懺悔、懺悔、六根

清浄」と唱える。

[天台宗懺法]
天台宗の法要儀式には懺法（せんぼう）と言うものがある。懺法とは、自ら知らず知らずの内に

作った諸悪の行いを懺悔（さんげ）して、お互いの心の中にある「むさぼり・怒り・愚痴」の三毒

を取り除き、自分の心をさらに静め清らかにする儀式である。12世紀中頃には宮中行事の一

つでもあった。

『吾妻鑑』の記述には、12世紀終わりの正治 2 年（1200 年）2月 2日条に、頼朝没後、将軍家

北条政子が法華堂において法華懺法を始行せられる、という記事が見られる。武家の政道が

始まり、約 15 年後には懺法が行われていた事になる。

法華懺法 - 法華経を読み儀式を行う。天台宗懺法もこの分類に入る。

観音懺法 - 観世音菩薩を本尊として儀式を行う。
阿弥陀懺法

吉祥懺法

また、懺法と同様に、懺悔する儀式に悔過（けか）がある。記述例として、『日本書紀』皇極天

皇元年（642 年）6月 25日条に悔過を行った記録があるが、その理由は、雨乞いのために牛

馬を生贄に出したが効き目がなかったので、仏の教えに従って悔過をして雨乞いしたというも

のである（道教的儀礼から仏教的儀礼を採用した形である）。

[修験道]
仏教の影響を多分に受けた修験道においても懺悔は行われ、山祇（山神）の好む秘密告白と

祓えとの一分岐である。懺悔をする対象が直接的であり、修行の一環でもある（この点におい

て、仏教ともキリスト教とも異なる）。



三十七道品



三十七道品（さんじゅうしちどうぽん）とは，大般涅槃経、中阿含経などに説かれた、仏教で、

悟りに至るための三十七の修行法のこと。

四念住・四正断・四神足・五根・五力・七覚支・八正道の七科に分かれるので、七科三十七道

品とも言う。三十七菩提分法とも。

[概要]
三十七道品とは言うものの、各々別々に説かれた内容（七科）をひとまとめにし、その各項目

を合計して総称しただけのものなので、内容的には重複している部分も多く、特に後の五科

は概ね同じ内容を表している。

しかし、例えばパーリ語経典長部の『大般涅槃経』では、死期が迫っていることをアーナンダ

に告げた釈迦が、ヴェーサーリー周辺の修行僧たちを講堂に集めさせ、「清浄な行いが長く

続くため、多くの人々の利益・幸福のため、多くの人々を憐れむため、人々と神々の幸福・利

益のため」に、自分が知って説示してきた、そして、今後もよく保ち、実践・実修すべき「法」と

して、この七科三十七道品を（いわば遺言として）挙げた。

[内容]
四念住（四念処）四種の観想 

身念住（体をあるがままに観察する）

受念住（受をあるがままに観察する）

心念住（心をあるがままに観察する）

法念住（法をあるがままに観察する）

四正断（四正勤）四つの努力 

已生悪断（すでに生じた悪は除くように）

未生悪令不生（いまだ生じてない悪は生じないように）

未生善令生（いまだ生じていない善は生ずるように）

已生善令増長（すでに生じた善は増すように）

四神足（四如意足）四つの自在力 

欲（すぐれた瞑想を得ようと願う）

精進（すぐれた瞑想を得ようと努力する）

念（すぐれた瞑想を得ようと心を集中する）

思惟（すぐれた瞑想を得ようと智慧をもって思惟観察する）

五根、五つの能力 

信根

精進根

念根

定根

慧根



五力、五つの行動力 

信力

精進力

念力

定力

慧力

七覚支、七つの悟りを構成するもの 

念（身・受・心・法の状態を観察、気をつけていること）

択法（法を調べること）

精進（努力）

喜（修行を実践することで生まれる喜び）

軽安（心身の軽やかさ）

定（心を集中して乱さない）

捨（対象への執着がない状態）

八正道 

正見（正しい見解）

正思惟（正しい考え）

正語（正しい言葉）

正業（正しい行為）

正命（正しい生業）

正精進（正しい努力）

正念（正しい念慮、気づき）

正定（正しい集中）



三途川



三途川（さんずのかわ、さんずがわ）は、伝説上の川である。

[三途川（冥界）]
起源

三途川の出典は『金光明経』1の「この経、よく地獄餓鬼畜生の諸河をして焦乾枯渇せしむ」

である。この地獄・餓鬼・畜生を三途（三悪道）といい、これが広く三悪道を指して三途川と称

する典拠であるといわれる。しかしながら俗に言うところは『地蔵菩薩発心因縁十王経』（略

称：地蔵十王経）の「葬頭河曲。於初江辺官聴相連承所渡。前大河。即是葬頭。見渡亡人名

奈河津。所渡有三。一山水瀬。二江深淵。三有橋渡」に基づいて行われた十王信仰（閻魔大

王は十王のうちの 1人）による。

この十王経は中国で成立した経典であり、この経典の日本への渡来は飛鳥時代と思われるが、

信仰として広まったのは平安時代末期とされる。正式には「葬頭河」といい、また「三途の川」・

「三途河」（しょうずか、正塚）・「三瀬川」・「渡り川」などとも呼ばれる。

一説には、俗に三途川の名の由来は、初期には「渡河方法に三種類あったため」であるとも

いわれる。これは善人は金銀七宝で作られた橋を渡り、軽い罪人は山水瀬と呼ばれる浅瀬を

渡り、重い罪人は強深瀬あるいは江深淵と呼ばれる難所を渡る、とされていた。

しかしながら、平安時代の末期に、「橋を渡る（場合がある）」という考え方が消え、その後は全

員が渡舟によって渡河するという考え方に変形する。渡船の料金は六文と定められており、仏

教様式の葬儀の際には六文銭を持たせるという習俗が以来ずっと続いており、現在では「文」

という貨幣単位がないことや火葬における副葬品制限が強まっていることから、紙に印刷した

六文銭（→冥銭）が使われることが多いようである。

また、三途川には十王の配下に位置づけられる懸衣翁・奪衣婆という老夫婦の係員がおり、

六文銭を持たない死者が来た場合に渡し賃のかわりに衣類を剥ぎ取ることになっていた。こ

の二人の係員のうち奪衣婆は江戸時代末期に民衆信仰の対象となり、盛んに信仰された。

[賽の河原]
三途川の河原は「賽の河原」（さいのかわら）と呼ばれる（「賽の河原」と呼ばれる場所も、後述

の恐山のものをはじめとして、日本各地に存在する）。賽の河原は、親に先立って死亡した子

供がその親不孝の報いで苦を受ける場とされる。そのような子供たちが賽の河原で、親の供

養のために積み石（ケアン）による塔を完成させると供養になると言うが、完成する前に鬼が来

て塔を破壊し、再度や再々度塔を築いてもその繰り返しになってしまうという俗信がある。この

ことから「賽の河原」の語は、「報われない努力」「徒労」の意でも使用される。しかしその子供

たちは、最終的には地蔵菩薩によって救済されるとされる。ただし、いずれにしても民間信仰

による俗信であり、仏教とは本来関係がない。

賽の河原は、京都の鴨川と桂川の合流する地点にある佐比の河原に由来し、地蔵の小仏や

小石塔が立てられた庶民葬送が行われた場所を起源とする説もあるが、仏教の地蔵信仰と民

俗的な道祖神である賽（さえ）の神が習合したものであるというのが通説である。



[類似の伝説]
なお、「この世」と「あの世」を分ける川があるという考えはある程度には普遍的なもので、仏教

概念として三途川思想が渡来する以前より、日本には「境界としての川」のイメージがあったと

いう説もある。また、ギリシア神話でも、この世とあの世を分けるステュクス・アケロン(アケロー

ン)という川が想定されており、そこにはカローンという渡し守がいることになっている。



三毒



三毒（さんどく）とは、仏教において克服すべきものとされる最も根本的な三つの煩悩、すなわ

ち貪・瞋・癡（とん・じん・ち）を指し、煩悩を毒に例えたものである。

[概要]
三毒は人間の諸悪・苦しみの根源とされている。 ブッダの説いた根本仏教、大乗仏教を通じ

て広く知られている概念である。 例えば、最古の経典と推定される南伝パーリ語のスッタニ

パータに、貪・瞋・癡を克服すべきことが述べられている。更に中部経典（マッジマニカーヤ）

においては「三不善根」として記され、3つがまとめて論じられている。三毒（三不善根）は悪の

根源であり、それが展開されて十悪となる。

大乗仏教でも妙法蓮華経譬喩品第三の、いわゆる「三車火宅のたとえ」に「ブッダは、衆生の

生老病死、憂い、悲しみ、苦悩、無知、混乱や三毒から開放する為に三界に姿を現したのだ」

と説かれ、三毒などの煩悩を家についた火に喩えている他、般若経・華厳経にも記載がある。

存覚が「貪欲を生じ瞋恚をおこすことも、そのみなもとをいえば、みな愚痴よりいでたり。」と述

べるように、三毒の根源は癡であるとされる。

なお、別に三惑ともいうが、後世の天台宗学における三惑（無明惑・見思惑・塵沙惑）を指して

呼称するようになったので、現在は三毒と呼称するのが常となっている。

『大乗義章』五に「三毒通じて三界の一切煩悩を摂し、一切煩悩は能よく衆生を毒すること、

それ毒蛇の如く、また毒龍の如し（三毒は三界の一切の煩悩を包んでいる。一切の煩悩が

人々を毒するのは、毒ヘビや毒龍のようなものだ）」とある。また『法界次第初門』巻上には「毒

は鴆毒を以て義とす。（中略）出世の善心を壊すを以ての故に（三毒の毒とは鴆毒すなわち

毒薬の意味である。解脱しようとする善の心を壊してしまうからだ）」とある。

[三毒を構成する煩悩]
貪 とん 

貪欲（とんよく）ともいう。むさぼり（必要以上に）求める心。和文では「欲」・「おしい」・「むさぼ

り」と表現する。 

瞋 しん 

瞋恚（しんに）ともいう。怒りの心。「いかり」・「にくい」と表現する。 

癡 ち

愚癡（ぐち）ともいう。真理に対する無知の心。「おろか」と表現する。 

三毒を懺悔する経文として懺悔偈があり、真言宗・禅宗などでは読経の前に、浄土宗では読

経の中で必ず唱えることになっている。



十界（じっかい）とは、天台宗の教義において、人間の心の全ての境地を十種に分類したもの

で、六道に声聞・縁覚・菩薩・仏の四を付加したものである。十界論、十方界あるいは十法界

（じっぽうかい）とも言われる。天台教学の伝統を表した『仏祖統紀』巻 50に出る。

地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人界・天界・声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界に分類され、こ

れらの総称が十界である。

[六道（ろくどう）]
六道とは、主に人間の内面において繰り返される（輪廻）世界を指す。

地獄界

あらゆる恐怖に苛まれた状態。

餓鬼界

眼前の事象に固執する餓鬼の状態。

畜生界

動物的本能のままに行動する状態。食欲、睡眠欲、性欲、物欲、支配欲など、欲望のままに

行動する状態を指す。

修羅界

会話を持たず「武力」をもって解決を目指す状態。日常的な喧嘩から国家間の戦争に至るま

での全般を指す。

人界

平常心である状態。だが、人間的な疑心暗鬼を指すともされる。天界諸々の「喜び」を感じる

状態。主に瞬間的な喜びを指す。

また、

人間の忌むべき部分、地獄界・餓鬼界・畜生界の三種をもって三悪趣（三悪道とも）と括られ

る場合がある。

三悪趣に「修羅界」を加え四悪趣（しあくしゅ）とされる場合もある。

三悪道に対し、修羅界・人間界・天上界の三種を三善道ともいわれる。

四聖（後述）を悟界というのに対し、六道を迷界ともいう。



[四聖（ししょう）]
四聖とは、天台宗において六道に付加された 4つの世界を指す。寓画的な世界よりも、むし
ろ人間の精神状態といった意味合いが強い。この四聖を悟界（ごかい）という。

声聞界

仏法を学んでいる状態。仏法に限らず、哲学・文学・物理学、さらには大衆娯楽や子供の戯

言に至るまで「学ぶ」状態を指す。

縁覚界

仏道に縁することで、自己の内面において自意識的な悟りに至った状態。仏界における「悟

り」とは根本的に異なる。菩薩界仏の使いとして行動する状態。自己の意思はともかく「行動」

そのものを指すとされる。仏界悟りを開いた状態。



七仏通誡偈



七仏通誡偈（しちぶつ つうかいげ）は、仏教で釈迦以前に存在したとされる 6人の仏と、釈迦
を含む 7人の仏（過去七仏）が共通して説いた教えを一つにまとめたとされている偈であり、

『法句経』などに収録されている。 上座部仏教及び禅宗に於いて特に重んぜられ、禅宗では

日常の読経にも取り入れられている。一休宗純による「諸悪莫作・衆善奉行」と大書した掛け

軸が有名である他、道元は「正法眼蔵」で「諸悪莫作」の巻を設けてこの教えについて詳細に

述べている。

[内容]
諸悪莫作（しょあくまくさ） ― （サッバ　パーパッサ　アカラナン）「一切の罪を犯さぬこと」

衆善奉行（しゅうぜんぶぎょう） ― （クサラッサ　ウパサンパダー）「善に至ること」

自浄其意（じじょうごい） ― （サチッタ　パリヨーダパナン）「心を浄化すること」

是諸仏教（ぜしょぶつきょう） ― （エータン ブッダーナ サーサナン）「これがブッダたちの教え

である」

（「衆善奉行」は漢語訳によっては「諸善奉行」とすることもある。）

[逸話]

中国唐の詩人・白居易は禅を好み、禅僧・鳥窠道林（鳥窠和尚）に「仏教の真髄とは何か」と

問うたところ、この偈の前半を示された。白居易は「こんなことは 3歳の子供でもわかるではな
いか」といったが、道林に「3歳の子供でもわかるが、80歳の老人でもできないだろう」とたしな

められたため、謝ったという。

これは史実ではないが、道元もこの逸話について論じており、「わかる」と「できる」とは全く異

なるということを示した逸話として有名である。



慈悲



慈悲（じひ）とは、仏教用語で、他の生命に対して自他怨親のない平等な気持ちを持つことを

いう。一般的な日本語としては、目下の相手に対する「あわれみ、憐憫」の気持ちを表現する

場合に用いられる。

慈悲と二文字並べて使用されるが、本来は慈（いつくしみ）、悲（あわれみ）と、別々の単語で

ある。「慈悲」は（仏教用語として）一般に、「慈しみ」と「憐れみ」を区別せずに両方を含んだ意

味で使われ、あまり厳密ではない。

四無量心、四梵住とも呼ばれる。

慈 - 「慈しみ」、相手の幸福を望む心。

悲 - 「憐れみ」、苦しみを除いてあげたいと思う心。

喜- 「喜び」、相手の幸福や成功を共に喜ぶ心。

捨- 「落ち着き」、相手に対する平静で落ち着いた心。

[慈しみ（慈）と憐れみ（悲）]
本来は「友情」「友人」の意味である。しかも、ある特定の人に対し友情をもつのではなく、あら

ゆる人々に平等に友情をもつことをいう。

大乗仏教においては、この他者の苦しみを救いたいと願う「悲」の心を特に重視し、「大悲」と

称する。

これは、キリスト教などのいう、人々への憐憫の思いではない。仏教においては一切の生命は

平等である。それゆえ、怨親なく相手の幸福を願う心こそが、人間の目指すべき理想であると

いうのが仏教の思想である。

[漢訳仏教圏における慈悲の思想的発展]
漢訳大乗経典を用いる仏教では、慈悲心を三種に説く。「衆生縁」「法縁」「無縁」の三縁慈悲

である。いわば慈悲心の生起する理由とその在りかたをいう。

1.衆生縁とは衆生（しゅじょう）の苦しむ姿を見て、それを救うために、その衆生を縁として起こ

した慈悲の心。すなわち、衆生の苦を抜き、楽を与えようとする心である。

2.法縁（ほうえん）とは、すでに煩悩を断じた聖人が、人々が法は空なりという理を知らずに、た

だ苦を逃れ楽を得ようとあがくのをみて、抜苦与楽せんと思う心をいう。

3.無縁とは慈悲心の自然（じねん）の働きをいうものであり、それは仏にしかない心であるという。

この三縁の慈悲とは、第一は一般衆生の慈悲、あわれみの心をいい、第二は聖人、つまり阿

羅漢や菩薩の位にあるものの起こす心、第三は仏の哀愍の心であると言える。この中で第三

の無縁の慈悲心のみが本当の大悲（だいひ）と言える。

昔の人が俗世間的に慈悲の字を「茲心非心（じしんひしん）」と割って「この心、心に非ず」とい

い、自分の心を中心とするのでなく、相手の心を心として生きる。いっさいの衆生と平等である

という自覚に生きることが慈悲であると説明するのは、このことである。



十号



仏教における十号（じゅうごう）とは、仏陀の 10種の称号を意味する。如来十号とも言う。

如来（にょらい）

真実のままに現れて真実を人々に示す者、真実の世界に至り、また真実の世界から来られし

者を如去如来という。如来は向下利他の意となり、この二語にて仏の無住涅槃（涅槃に止まざ

る）を顕す。しかして如去如来は、如来と略称された。

応供（おうぐ）

阿羅漢とも訳される。煩悩の尽きた者。応受供養の意で、人間･天上の者々から供養を受くる

に足る有徳の士をいう。

正遍知（しょうへんち）

一切智を具し一切法を了知する者。宇宙のあまねく物事、現象について正しく知る者をいう。

明行足（みょうぎょうそく）

『大智度論』に依れば、明とは宿命・天眼・漏尽の過去現在未来の三明、行とは身口意の三

業、足とは本願と修行を円満具足することで、したがって三明と三業を具足する者をいう。『涅

槃経』に依れば、明とは無上正遍知（悟り）、行足とは脚足の意で、戒定慧の三学を指す。仏

は三学の脚足によって悟りを得るから明行足という。

善逝（ぜんぜい）

智慧によって迷妄を断じ世間を出た者。好去、妙住ともいう。善く因より果に逝きて還らぬとい

う意味で、無量の智慧で諸の煩悩を断尽し世間を脱出した者をいう。

世間解（せけんげ）

世間・出世間における因果の理を解了する者。仏は世間の有情をよく了解することからいう。

無上士（むじょうし）

惑業が断じつくされて世界の第一人者となれる者。仏は衆生の中において最も尊き無上の大

士なる意であるからいう。『涅槃経』では「仏は無上士とも名付け、三宝中においては仏こそ最

も尊上となす」と説く。

調御丈夫（じょうごじょうぶ）

御者が馬を調御するように、衆生を調伏制御して悟りに至らせる者。仏は大慈大悲を以て衆

生に対し、あるいは軟語、あるいは苦切語・雑語を用いて調御し、時に応じて機根気類を見て

与え、正道を失わしめない者であるという意。

天人師（てんにんし、舍諵、舍多提婆魔）

天人の師となる者。仏は正法を以て人間・天上の者を教導するから天人教師、すなわち天人

師という。

仏世尊（ぶつせそん）

煩悩を滅し、無明を断尽し、自ら悟り、他者を悟らせる者。真実なる幸福者。仏は仏陀の略で

智者・覚者の意、世尊とはあらゆる功徳を円満に具備して、よく世間を利益し、世に尊重せら

るるとの意で、世において最も尊いから仏世尊という。



このうち、如来・応供・正遍知は一般に悟った人に対する尊称として使われ、それ以降の 6つ
の称号は仏教の釈迦の尊称としてのみ使われる。

また、分け方には異説もある。

仏世尊を仏と世尊に分ければ 11号となる。
無上士を外し、仏世尊を「仏」と「世尊」に分けたものを十号と称す場合もある。

如来十号と称して、如来を総名とし、応供より世尊までを 10号とする場合もある。
経典によっては、世間解と無上士を合する説、無上士と調御丈夫を合する説、世尊を加えな

い説など、異説も多い。

このように仏をさす称号は 10種だけではない。



修験道



修験道（しゅげんどう）は、山へ籠もって厳しい修行を行うことにより、悟りを得ることを目的とす

る日本古来の山岳信仰が仏教に取り入れられた日本独特の混淆宗教である。修験道の実践

者を修験者または山伏という。

[概要]
古神道は、森羅万象に命や神霊が宿るとして、神奈備（かむなび）や磐座（いわくら）を信仰の

対象としたが、それらを包括する山岳信仰と仏教が習合し、さらには密教などの要素も加味さ

れて確立した日本独特の宗教が、修験道である。

修験道は、日本各地の霊山を修行の場とし、深山幽谷に分け入り厳しい修行を行うことによっ

て超自然的な能力「験力」を得て、衆生の救済を目指す実践的な宗教でもある。この山岳修

行者のことを「修行して迷妄を払い験徳を得る」ことから修験者、または山に伏して修行する姿

から山伏と呼ぶ。

修験道は、奈良時代に役小角（役行者）が創始したとされるが、役小角は伝説的な人物なの

で開祖に関する史実は不詳である。役小角は終生を在家のまま通したとの伝承から、開祖の

遺風に拠って在家主義を貫いている。

修験道は、平安時代ごろから盛んに信仰されるようになった。平安初期に伝来した密教との

結びつきが強く、鎌倉時代後期から南北朝時代には独自の立場を確立した。修験道は、密

教との関係が強かったことから、仏教の一派とされることもある。

江戸幕府は、慶長 18 年（1613 年）に修験道法度を定め、真言宗系の当山派と、天台宗系の

本山派のどちらかに属さねばならないことにした。

明治元年（1868 年）の神仏分離令に続き、明治 5 年、修験禁止令が出され、修験道は禁止さ

れた。里山伏（末派修験）は強制的に還俗させられた。また廃仏毀釈により、修験道の信仰に

関するものが破壊された。修験系の講団体のなかには、明治以降、仏教色を薄めて教派神

道となったものもある。御嶽教、扶桑教、実行教、丸山教などが主で、教派神道にもかかわら

ず不動尊の真言や般若心経の読誦など神仏習合時代の名残も見られる。

[信仰対象]
修験道は神仏習合の信仰であり、日本の神と仏教の仏（如来・菩薩・明王）がともに祀られる。

表現形態として、権現（神仏が仮の姿で現れた神）などの神格や王子（参詣途上で儀礼を行う

場所）がある。

だが、実際には神道としての側面は希薄で、神仏習合といっても、仏教としての側面が極めて

強い宗派である。例として、神道で用いられる祭祀や祝詞（大祓詞など）を用いておらず、経

典で示されるものや真言を唱えるものばかりである。要するに修験道の大半は、神仏習合の

権現や明神を主神としており、本地垂迹の仏教の仏を祭祀している。

熊野信仰においては、三所権現・五所王子・四所宮の祭神が重要な位置を占めており、これ

を勧請した九十九王子が有名である。山伏と関連するため、山に関連した神格が存在するこ

ともある。



[有名な修験道独自の神]
蔵王権現（ざおうごんげん）

愛宕権現（あたごごんげん）

若一王子（にゃくいちおうじ）

九十九王子（くじゅうくおうじ）

前鬼・後鬼（ぜんき・ごき）

一言主（ひとことぬし）

天狗（てんぐ）

[経典]
修験道は天地自然に神仏の姿を認めているので、特定の経典を定めてはいない。

[宗派]
修験道の法流は、大きく分けて真言宗系の当山派と、天台宗系の本山派に分類される。当山

派は醍醐寺三宝院を開いた聖宝理源大師に端を発し、本山派は園城寺の増誉が聖護院を

建立して熊野三所権現を祭ってから一派として形成されていった。真言宗や天台宗は皇族・

貴族との結びつきが強いが、修験道は一般民衆との関わりを持つものであり、その意味にお

いて、修験者（山伏）の役割は重要であった。

現代では、奈良県吉野山の金峯山寺（金峰山修験本宗）、京都市左京区の聖護院（本山修

験宗）、同伏見区の醍醐寺三宝院（真言宗醍醐派）などを拠点に信仰が行われている。また、

日光修験や羽黒修験のように各地の霊山を拠点とする国峰修験の流れもある。

[主な霊山・社寺等]
恐山（青森県）

出羽三山（山形県） 月山

羽黒山 - 羽黒修験

湯殿山

荒澤寺（山形県） - 羽黒山修験本宗／羽黒修験

鳥海山（山形県） 鳥海山大物忌神社 - 鳥海修験

蔵王山（宮城県・山形県）

迦葉山（群馬県）

三峰山（埼玉県）

御嶽山（東京都）

高尾山（東京都）

大山 (神奈川県)
大雄山 (神奈川県)
箱根山（神奈川県）

戸隠山・飯縄山（長野県）

御嶽山（岐阜県・長野県）

白山（石川県） 旧加賀国白山寺白山本宮（神仏分離令で廃寺）

旧越前国霊応山平泉寺（神仏分離令で廃寺）

旧美濃国白山中宮長滝寺（現在は天台宗の白山長瀧寺）



立山（富山県） 旧加賀藩芦峅寺（神仏分離令で廃寺）

旧加賀藩岩峅寺（神仏分離令で廃寺）

石動山（石川県・富山県） - 石動修験

富士山（静岡県） - 村山修験

秋葉山（静岡県）

伊吹山（岐阜県・滋賀県） - 伊吹修験

園城寺／三井寺（滋賀県） - 天台寺門宗

醍醐寺／上醍醐（京都府） - 真言宗醍醐派／当山派

聖護院（京都府） - 本山修験宗／本山派

鷲峯山金胎寺（京都府）

根本山神峯山寺（大阪府高槻市）

犬鳴山（大阪府） 七宝滝寺 - 真言宗犬鳴派／犬鳴山修験道

瀧安寺（大阪府） - 本山修験宗／本山派

金剛山（大阪府・奈良県） 転法輪寺 - 真言宗醍醐派／葛城修験道

金峰山・大峰山（奈良県） 金峯山寺（吉野山） - 金峯山修験本宗

大峯山寺（山上ヶ岳）

薬師寺（奈良県） - 南都修験

熊野三山（和歌山県） - 熊野修験 熊野本宮大社

熊野速玉大社

熊野那智大社

布引の滝（兵庫県） 旧摂津国瀧勝寺（現在は臨済宗天龍寺派大円山徳光院）

伽耶院（兵庫県）

雪彦山（兵庫県）

後山（兵庫県） 道仙寺

五流尊瀧院（岡山県） - 五流修験

伯耆大山（鳥取県） 大山寺

石鎚山（愛媛県） 石鎚本教総本宮石鎚神社

剣山（徳島県）

英彦山（福岡県） 霊泉寺 - 英彦山修験道

求菩提山（福岡県）

阿蘇山（熊本県） 西巌殿寺



種子



種子（しゅうじ、しゅじ）は、仏教用語としては唯識の用語で、植物の種子のように、いろいろの

現象を起こさせる可能性であり、可能力のことをいう。それは、もともと、ある現象が影響して自

らに習慣的な刺激によって植えつけた印象であるところから、熏習（くんじゅう）の気分という点

で習気（じっけ）という。このように種子を熏習し、その種子が因となって種々の現象が顕現す

る（あらわれる）のであるという点を明らかにしたのが種子熏習説である。

このような種子熏習説を述べる人々には、部派仏教の中、大衆部、化地部、経量部などがあ

るが、これらをうけてほんとうに学問的な基準をもって説いたのが、唯識学派法相宗である。

[本有種子・新熏種子]
一切の現実は、種子から現象が顕現（種子生現行（しゅうじしょうげんぎょう））し、その顕現し

た現象が種子をまた熏習（現行熏種子（げんぎょうくんしゅうじ））するという繰り返しの中に成

立する。このような立場で、迷悟の問題を考える時、迷界から俗界へという立場では、一度も

俗界が顕現したことはないから、そのような悟りの種子はない。

その点で、本来的にそのような悟りの種子がなければならないというので、それに先天的にあ

るという意味の本有（ほんぬ）の種子を説く、その本有種子に対して、いろいろな現象によって

常に印象づけられ、植えつけられたものを新熏種子とよぶのである。

[名言種子・業種子]
この種子には悟りの種子も迷いの種子もあり、これを無漏種子、有漏種子とわける。実際に現

象の原因となるものと、それを条件づけるものとに分けて名言種子（みょうごんしゅうじ）、業種

子（ごっしゅうじ）などとも呼んでいる。



執着



執着（しゅうじゃく）とは、仏教において、事物に固執し、とらわれること。主に悪い意味で用い

られ、修行の障害になる心の働きとする。

執「著」と書くこともある。仏教用語というより、一般的な用語であり、現代語の執着によく似た

意味で、煩悩の用語としての rāga（愛）あるいは lobha（貪）に近い。

サンスクリット原語は、abhinivezaの他に、sakti、āsakti（没頭する事）、parigraha（摂取、所有）

などよ良い味でも使われる語が同時に執着の意味を持ち、grāha（にぎる、理解）、

adhyavasāya（決知、判断）など認識にも関わる語が執着の意味で用いられる。

キリスト教では愛（アガペー）を説くが、上記の見解から、仏教では愛ではなく慈悲を説く。



解脱的逆流



[解脱的逆流]
仏教では、苦悩しながら生死・流転を繰り返す輪廻の迷いに順ずる意味の順流（じゅんる）に

対して、これに逆らって悟りへと向かうこと、悟りへの道を進むことを指して、逆流（ぎゃくる）と

言う。逆流なくして解脱はない。



十二因縁



十二因縁 (じゅうにいんねん)は、仏教用語の一つ。苦しみの原因は無明より始まり、老死で

終わるとされる、それぞれが順序として相互に関連する 12の因果の理法をいう。この因果関

係を端的に表現したのが「此縁性」である。

鳩摩羅什訳（旧訳）では十二因縁とし、玄奘訳（新訳）では十二縁起と訳す。他にも十二支縁

起、十二支因縁などと表記する場合がある。

[概要]
『阿含経』では釈迦が悟った直後、自らの苦を解決する道が正しかったかどうか、この十二支

によって確認したとあり、人間が「苦」を感ずる原因を順に分析したものであることを説いている。

古い経典では釈迦の成道は、十二因縁の順観と逆観によると説いているが、これは迷いの事

実がどのようなものであるかを正しく知ることが、とりもなおさず悟りであり、この十二因縁が迷

の事実を示している。

[十二支縁起の要素]
1.無明（むみょう） - 過去世の無始の煩悩。煩悩の根本が無明なので代表名とした。明るくな

いこと。迷いの中にいること。

2.行（ぎょう） - 志向作用。物事がそのようになる力＝業

3.識（しき） - 識別作用＝好き嫌い、選別、差別の元

4.名色（みょうしき） - 物質現象(肉体)と精神現象(心)。実際の形と、その名前

5.六処（ろくしょ） - 六つの感覚器官。眼耳鼻舌身意

6.触（そく） - 六つの感覚器官に、それぞれの感受対象が触れること。外界との接触。

7.受（じゅ） - 感受作用。六処、触による感受。

8.愛（あい） - 渇愛。

9.取（しゅ） - 執着。

10.有（う） - 存在。生存。
11.生（しょう） - 生まれること。
12.老死（ろうし） - 老いと死。

[十二因縁の展開]
老死とは、老いて死んでゆく人間にとっての厳粛な事実であり、生もまた生まれることである。

しかし、これは単なる生命現象としてではなく、老死によって無常苦が語られ、また生におい

ても苦が語られている。そうでなければ、釈迦の成道に何らの関係もない。したがって、老や

死は苦悩の具体的事実である。これは無常苦の中を行き続ける自己を見つめることで、喜と

楽による幸福の儚（はかな）さを物語るものであり、人間生存自身の無常苦を意味する。この

点で、生も単なる生命現象としてではなく、無常苦の起因、根本として求められたものとされる。

「老死がなぜあるか、それは生まれてきたから」では無常苦の解決にはならない。生も苦、老

死も苦、人生そのものが苦と、ここに語られる。生老死がなぜ苦なのか、毎日の生活が生老死

に苦を感ぜずにはおれないような生活だからである。その生活こそ生老死を苦とする根本で

あり、それを有という。生活の行為が生老死を苦と感じさせるのはなぜかというと、常に執着を

もった生活をしているからである。とくに、自分自身と自分の所有へのとらわれが、その理由で

あり、取による有といわれる。その取こそ愛によるのである。



経典は、この愛について三を説いている。

有愛 - 存在欲。生きることを渇望する心。

非有愛 - 非存在欲。有愛がはばまれる時に起こる、死を求める心。

欲愛 - 刺激欲。感覚器官からの刺激を求める心。思考やイメージなど、自分の心（意根）で生

み出す刺激も含む。

[後代の縁起論との相違]
仏教においては、部派仏教・大乗仏教の時代になると、釈迦の縁起説の解釈が拡大・多様

化・複雑化して行き、縁起を原因である「因」と条件である「縁」に分けて複線的または非線形

的な「因縁生起」として理解したり、中観派に見られるような双方向的（相補的・相対的）な「相

依性」（そうえしょう）として理解する縁起観が生まれた。それらの説は専ら「主客」設定の方法

論の相違に起因する世界観の違いと捉えられるが、この十二因縁のような初期の縁起説は、

あくまでも「煩悩」と「苦」をつなぐ、原因と結果の連なりによる直線的かつ主体的な因果関係

であることに注意が必要である。



十二部経



十二部経 (じゅうにぶきょう)とは、仏(ぶつ)所説・如来(によらい)所説の教法を内容・形式に

よって分類したもの。伝承により多少の異同がある。十二分教(じゅうにぶんきょう)、十二分聖

教(じゅうにぶんしょうぎょう)とも。

[一覧]
1.修多羅(しゅたら) ：教説を直接散文で述べたもの

2.祇夜(ぎや)： 散文の教説の内容を韻文で重説したもの

3.記別(きべつ)： 仏弟子の未来について証言を述べたもの

4.伽陀(かだ)： 最初から独立して韻文で述べたもの

5.優陀那(うだな)： 質問なしに仏がみずから進んで教説を述べたもの

6.如是語(にょぜご、または本事(ほんじ))： 仏弟子の過去世の行為を述べたもの

7.本生(ほんじょう)： 仏の過去世の修行を述べたもの

8.方広(ほうこう、vaipulya、本来は vedalla(pali))： 広く深い意味を述べたもの

9.未曾有法(みぞうほう)： 仏の神秘的なことや功徳を嘆じたもの

10.尼陀那(にだな、因縁)： 経や律の由来を述べたもの

11.阿婆陀那(あばだな、譬喩(ひゆ))： 教説を譬喩で述べたもの

12.優婆提舎(うばだいしゃ、論議)： 教説を解説したもの

1.修多羅から 5.優陀那の五分が古く、6.から 9.にいたる四分を加えて九部経と呼ばれるように

なった。さらに後の三つが加わって十二部経となったと考えられ、仏教でもっとも古い聖典の

カテゴリーを示したものである。仏典によって、九部経を伝えるものと十二部経を伝えるものが

ある。

『本事経』(巻 5)、『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』(巻 1)やパーリ聖典は九分教を伝え、『長阿
含』(じょうあごん)(巻 3)、『中阿含』(巻 1)、『雑(ぞう)阿含』(巻 41)、『四分律』(巻 1、『五分律』
(巻 1)、『大智度論』(巻 25)その他の大乗の諸経論には十二部経の名を伝えるものが多い。

パーリ聖典の優陀那(Udaana)や漢訳の『本事経』(如是語)のように一つの聖典にまとまってい
るものもあるが、文学的ジャンルを示すと言える。



在家



在家（ざいけ[）は、仏教において、出家せずに、家庭にあって世俗・在俗の生活を営みながら

仏道に帰依する者のこと。出家に対する語で、仏教用語の 1つ。

仏教徒のなかで、在家の信者は、男性は優婆塞(うばそく、upāsaka)、女性は優婆夷(うばい、
upāsikā)と呼ばれる。「upāsaka」という語には、仕える、敬う、礼拝するという意味があり、一般に

在家信者は出家者に布施を行うことによって功徳を積む。また、出家者からは教えを受けて

(法施)、生活の指針とする。

在家の仏教徒は、出家者と同じく仏・法・僧の三宝に帰依するが、戒律の種類は出家者ほど

多くなく、五つの生活規則、即ち五戒と、さらに進んで八斎戒を守り、戒律を維持するための

「布薩会」（懺法）に参加することが前提とされる。



五戒



五戒（ごかい）とは、仏教において在家の信者が守るべきとされる基本的な五つの戒のことで、

より一般的には「在家の五戒」などと呼ばれる。

不殺生戒（ふせっしょうかい） - 生き物を殺してはいけない。
不偸盗戒（ふちゅうとうかい） - 他人のものを盗んではいけない。
不邪淫戒（ふじゃいんかい） - 不道徳な性行為を行ってはならない。これは、特に強姦や不倫

を指すが、他にも性行為に溺れるなどの行為も含む。

不妄語戒（ふもうごかい） - 嘘をついてはいけない。
不飲酒戒（ふおんじゅかい） - 酒を飲んではいけない。



十戒



十戒（じっかい）とは、仏教において沙弥および沙弥尼（見習いの僧侶・小僧）が守るべきとさ

れる 10ヶ条の戒律をいう。いわゆる五戒に、八斎戒等から別の五項目を加え、「不邪淫戒」を

「不淫戒」にした、日常に守るべき戒律である。

[一覧]
沙弥の十戒

1.不殺生（ふせっしょう）：生き物を殺してはならない。

2.不偸盗（ふちゅうとう）：盗んではならない。

3.不淫（ふいん）：性行為をしてはならない。

4.不妄語（ふもうご）：嘘をついてはならない。

5.不飲酒（ふおんじゅ）：酒を飲んではならない。

6.不塗飾香鬘（ふずじきこうまん）：世俗の香水や装飾（貴金属）類を身に付けてはならない。

7.不歌舞観聴（ふかぶかんちょう）：歌や音楽、踊りや映画等を鑑賞してはならない。（ミュージ

カルやコンサート、スポーツ観戦も含む）

8.不坐高広大牀（ふざこうこうだいしょう）：膝よりも高い寝具や、装飾を伴うベッドに寝てはいけ

ない。

9.不非時食（ふひじじき）：食事は一日二回で、それ以外に間食をしてはいけない。

10.不蓄金銀宝（ふちくこんごんほう）：お金や金銀・宝石類を含めて、個人の資産となる物を

所有してはならない。



八斎戒



八斎戒（はっさいかい）とは、仏教の戒律の 1つで、六斎日に在家信徒が守るべき 8つの生
活規則のことである。

[構成]
仏教の在家信者の守るべき基本的な五戒に後述の 3つの戒を加えたもので、五戒の内「不
邪淫戒」の代わりに

あらゆる性行為を行わない（不淫戒）を守り、さらに

正午以降は食事をしない

歌舞音曲を見たり聞いたりせず、装飾品、化粧・香水など身を飾るものを使用しない

天蓋付きで足の高いベッドに寝ない

の 3つの戒を守る。

通常は寺院に詣でて法話を聞いたり、布施等を行う日で、『上座部仏教』と『大乗仏教』では

月に 6日間（6回）の六斎日を、また、『密教』では月に 10日間（10回：日本では観音の縁日）

の十斎日に守れば良いとされた。



十善戒



[十善戒（十の善き戒め）]
十地経（華厳経十地品）第二「菩薩住離垢地」で勧められる、菩薩としてなすべき十の良いこ

とをすることの戒め。

不殺生(ふせっしょう)　故意に生き物を殺さない。
不偸盗(ふちゅうとう)　与えられていないものを自分のものとしない。
不邪淫(ふじゃいん)　不倫をしない。

不妄語(ふもうご)　嘘をつかない。
不綺語(ふきご)　中身の無い言葉を話さない。

不悪口(ふあっく)　乱暴な言葉を使わない。

不両舌(ふりょうぜつ)　他人を仲違いさせるようなことを言わない。

不慳貪(ふけんどん)　異常な欲を持たない。

不瞋恚(ふしんに)　異常な怒りを持たない。

不邪見(ふじゃけん)　（善悪業報、輪廻等を否定する）誤った見解を持たない。

[十不善業道（dasa akusala kamma-patha）]
殺生

不与取

邪淫

妄語

綺語

粗悪語

離間語

貪欲

瞋恚

邪見

[十善業道]
殺生から離れること

不与取から離れること

邪淫から離れること

妄語から離れること

綺語から離れること

粗悪語から離れること

離間語から離れること

無貪欲

無瞋恚

正見



禁葷食



禁葷食(きんくんしょく)は、仏教の思想に基づく菜食の一種をいう。精進料理に近いが、「五

葷」と呼ぶ食べてはならない植物がある点で異なる。

[概要]
大乗仏教や道教においては、殺生を禁ずる目的から、動物性の食品を食べることを禁じられ

た他、「葷」（くん）と呼ばれる臭いの強い野菜類を食べることもさけられた。

多くの場合、陰陽思想に基づく「五葷」（主にネギ科ネギ属の植物であるネギ、ラッキョウ、ニン

ニク、たまねぎ、ニラ）を避けるのが特徴である。ネギ科ネギ属の植物は、硫化アリルを成分と

して多く持っており、これが臭いの元となっている。『説文解字』は「葷」を「臭菜也。从艸軍聲」

（臭い野菜。部首は草冠で音は軍）と説明している通り、本来はネギ属の植物を指していたが、

なまぐさと訓読みするように、現在の中国語では主に「素」（そ）の対義語として、動物性の食

品を指すように意味が変化している。

禅宗などの寺院に行くと、「不許葷酒入山門」あるいは「不許葷肉入山門」などと刻んだ石碑

が建っていることが多い。これは「葷酒（葷肉）の山門に入るを許さず」と読み、肉や生臭い野

菜を食べたり酒を飲んだものは、修行の場に相応しくないので立ち入りを禁ずるという意味で

ある。

[仏教]
禁葷食に含められる植物は、ニンニク、タマネギ、ネギ、ニラ、ラッキョウ、楞厳経では「大蒜

（ニンニク）、小蒜（ラッキョウ）、興渠（アギ）、慈蔥（エシャロット）、茖蔥（ギョウジャニンニク）」の

五種が挙げられており、梵網経では「五辛」と称して「蔥（ネギ）、薤（ラッキョウ）、韮（ニラ）、蒜

（ニンニク）、興渠（アギ）」の 5種が、楞伽経でも「五辛」と称して「大蒜（ニンニク）、茖蔥（ギョウ

ジャニンニク）、慈蔥（エシャロット）、蘭蔥（ニラ）、興渠（アギ）」を挙げている。これらの内、アギ

のみがセリ科の植物で、他は全てネギ科ネギ属の植物である。

[道教]
仏教における禁葷食は、中国固有の宗教である道教の儀礼（「道門科儀」と称する）にも取り

入れられた。道教儀礼の具体方法を記したもののひとつ『朝真儀』にはネギ、ラッキョウ、ニラ、

ニンニク、チーズ等を食べてはならないと記されている。本草綱目には道家の一派である錬

形家が「小蒜（ラッキョウ）、大蒜（ニンニク）、韭（ニラ）、蕓薹（アブラナ類）、胡荽（コリアン

ダー）」を「五葷」とするとの記述がある。「蕓薹」はアブラナ科、「胡荽」はセリ科の植物である。

清浄な物だけを食べる「食斎」と、粗食、節食によって、体内の「五臓清虚」が保てると考えら

れている。



出家



出家（しゅっけ） とは、師僧から正しい戒律を授かって世俗を離れ、家庭生活を捨てて仏門に

入ることである。落飾（らくしょく）ともいう。対義語は還俗（げんぞく、“俗界に還る”の意）。

在家（ざいけ）と対比される。インドでは、紀元前 5世紀頃、バラモン教の伝統的権威を認めな

い沙門（しゃもん）と呼ばれる修行者が現れ、解脱（げだつ）への道を求めて禅定や苦行など

の修行にいそしんだ。有力な沙門の下には多くの弟子が集まり、出家者集団を形成したが、

釈迦もその沙門の 1人であった。仏教における出家の伝統はこれに由来する。仏教教団にお

いて剃髪（ていはつ）して袈裟を被い、受戒（じゅかい）し、沙弥・沙弥尼となることを言うが、具

足戒を受けた比丘・比丘尼を呼ぶ場合にも使う。

[概要]
仏教徒は、在家・出家に大別できる。

在家者（優婆塞・優婆夷）には、三宝に帰依する「三帰依戒」と、

「五戒」（六斎日には「八斎戒」）

が授けられる。

それに対し出家者の場合、見習い僧（沙弥・沙弥尼）の段階では、「三帰依戒」と、「沙弥戒」・

「沙弥尼戒」としての

「十戒」

等を授かって出家する。（沙弥尼の場合、その後、式叉摩那（正学女）という六法戒が課され

た二年の期間が設けられる。）

そして、20才を越えてから、

「具足戒」（波羅提木叉）

が授けられ、この具足戒を授かることにより、正式な僧伽（僧団）の一員としての出家修行者

（比丘・比丘尼）となる。

具足戒の条項は数が多くかつ具体的であり、『四分律』では比丘は約 250戒、比丘尼は約
350戒にものぼる。釈迦を師とし出家修行を行うことはすなわちこの戒を守った修行スタイルを

維持することに他ならない。また、戒を授かった修行者には目に見えない力である戒体が備

わるとされる。

具足戒や僧伽の運営方法は、仏典の律蔵に収められており、釈尊が制定したこれらは弟子

が勝手に変更することはできない。



[地域別]
上座部仏教（南伝仏教）

上記した出家の雛形は、初期仏教、部派仏教の時代を通じて継承され、現在でも上座部仏

教では基本的に維持されている。

[中国・日本（北伝仏教）]
大乗仏教や密教が段階的に伝播してきた中国仏教では、律宗を除いては、全般的に部派仏

教時代の具足戒が重視されることはなかった。加えて、『梵網経』に基づく菩薩戒なども作ら

れ、日本仏教にも大きな影響を与えることになった。

日本には奈良時代に律宗の鑑真が『四分律』を伝え、具足戒に則った伝統的な僧伽・出家の

制度が確立された。

しかし、中国から天台宗を伝えた最澄は、具足戒を小乗の戒として軽視し、『梵網経』の菩薩

戒に基づく独自の大乗戒壇を比叡山に創設した。日本の天台宗や、そこから派生した日蓮宗

などの宗派は、当初から他国のような僧伽（基本は 20人以上の出家の僧侶からなる僧団）と

しての伝統をもたない。また、天台宗より派生した他の宗派や禅宗では、具足戒は概して重視

されず、鎌倉時代には、叡尊に始まる真言律宗など一部を除き、正式な具足戒、及び伝統的

な僧伽・出家制度は衰退・消滅した。

江戸時代には真言宗では「正法律」を唱えた慈雲尊者、天台宗では天皇から師として仰がれ

た豪潮律師らの活躍により日本でも一時期、正式な出家の戒律と僧伽がごく一部では復活し

たが、広まりはなかった。

明治時代になると、明治 5 年 4月 25日公布の太政官布告第 133号「僧侶肉食妻帯蓄髪等
差許ノ事」にて、僧侶の妻帯・肉食等を公的に許可し、それが近代の文明開化の一環として

好意的に受容されたことで、ますます在家と出家の区別は有名無実化した。

なお、現在の日本では 2度に亘る世界大戦の影響によって、それ以降は破戒僧という言葉も

死語となり、「仏教としての僧侶」における立場よりも、釈尊の教えや仏教の戒律からは逸脱し

た葬式仏教に由来する、個人の信仰によらない「職業としての僧侶」が定着した。一応は剃髪

した僧侶が多いとされるが、浄土真宗を先例として中には剃髪せず、ごく一般的な髪型をして

いる者も数多く存在する。また、仏教では本来、出家者は在家者を教え導き、在家者は出家

者を経済的に資助する者とされて、出家の精神的優位が説かれたが、紀元前 1世紀頃に始

まった大乗仏教においては、菩薩（ぼさつ）による衆生済度（しゅじょうさいど）の観点から、在

家の意義も積極的に認めた。

[チベット仏教]
チベット仏教では、大乗仏教・密教が混合しているとはいえ、アティーシャによって戒律復興

運動な成された結果、具足戒を経る僧伽・出家制度は、現在も多くの宗派で維持されている。



スッタニパータ



『スッタニパータ』（Sutta Nipata）は、セイロン（スリランカ）に伝えられた、いわゆる南伝仏教の

パーリ語経典の一部である（経蔵の小部に収録）。

スッタは縦糸を意味し、漢訳では経と表現される。中国における経も縦糸という意味である。ニ

パータは、集り。あわせて『経集』となる。

[日本への伝来]
スッタニパータは、日本に漢訳仏典として伝来することはなかった。スッタニパータは中村元に

邦訳されて岩波文庫から『ブッダのことば』として出版された。また同じく原始仏典のダンマパ

ダは中村により『真理のことば』として訳された。（なお、ダンマパダは漢訳仏典『法句経』として

伝来している。）

[内容]
『ダンマパダ』は初学者が学ぶ入門用テキストであるのに対し、『スッタニパータ』はかなり高度

な内容を含んでいるため、必ずしも一般向けではない。

有名な「犀の角のようにただ独り歩め」というフレーズは、かなりの程度、修行の進んだ者に向

けて語られたものである。

南方の上座部仏教圏では、この経典のなかに含まれる「慈経」、「宝経」、「勝利の経」などが、

日常的に読誦されるお経として、一般にも親しまれている。

[成立]
最初期に編纂された最古の仏典のひとつとされ、対応する漢訳は一部を除いて存在しない。

（第 4章『八つの詩句』／支謙訳：仏説義足経）現代では日本語訳として『南伝大蔵経』の中

におさめられている。ただし、『スッタニパータ』の中にも、新旧の編纂のあとが見られ、パーリ

語の文法に対応しない東部マガダ語とみられる用語が含まれていることから仏典の中でも最

古層に位置づけられている。

また『スッタニパータ』の注釈書として『ニッデーサ』（義釈）が伝えられている。『スッタニパー

タ』の第 4章と第 5章のそれぞれに大義釈と小義釈が存在することから、この部分がもっとも
古く、元は独立した経典だったと考えられている。

『ニッデーサ』は文献学的に『スッタニパータ』と同時代に成立したと考えられている。



上座部仏教



上座部仏教（じょうざぶぶっきょう、テーラヴァーダ）は、仏教の分類のひとつ。上座仏教、テー

ラワーダ仏教、テーラヴァーダ仏教、南伝仏教、小乗仏教とも呼ばれる。

[概要]
仏教を二つに大別すると、スリランカやタイ、ミャンマー等の地域に伝わった南伝の上座部仏

教と、中国やチベット、日本等の地域に伝わった北伝の大乗仏教に分類される。初期仏教教

団の根本分裂によって生じた上座部と大衆部のうち、上座部系の分別説部の流れを汲んで

いると言われるものが、現在の上座部仏教である。ただし分別説部は分岐に諸説あって、上

座部の異端として扱われたり、そもそも上座部系では無いと言う指摘もある。また代表的な部

派仏教とされる北伝 20部派や南伝 18部派には含まれない。

[歴史]
釈迦生前の仏教においては、出家者に対する戒律は多岐にわたって定められていたが、釈

迦の死後、仏教が伝播すると当初の戒律を守ることが難しい地域などが発生した。仏教がイ

ンド北部に伝播すると、食慣習の違いから、正午以前に托鉢を済ませることが困難であった。

午前中に托鉢・食事を済ませることは戒律の一つであったが、正午以降に昼食を取るものや、

金銭を受け取って食べ物を買い正午までに昼食を済ませる出家者が現れた。戒律の変更に

関して、釈迦は生前、重要でない戒律はサンガの同意によって改めることを許していたが、ど

の戒律を変更可能な戒律として認定するかという点や、戒律の解釈について意見が分かれた。

また、その他幾つかの戒律についても、変更を支持する者と反対する者にわかれた。この問

題を収拾するために、会議（結集、第二結集）が持たれ、この時点では議題に上った問題に

関して戒律の変更を認めない（金銭の授受等の議題に上った案件は戒律違反との）決定がな

されたが、あくまで戒律の修正を支持するグループによって大衆部（現在の大乗仏教を含む）

が発生した。大衆部と、戒律遵守の上座部との根本分裂を経て枝葉分裂が起こり、部派仏教

の時代に入ることとなった。厳密ではないが、おおよそ戒律遵守を支持したグループが現在

の上座部仏教に相当する。

その後、部派仏教の時代には、上座部からさらに分派した説一切有部が大きな勢力を誇った。

新興の大乗仏教が主な論敵としたのはこの説一切有部である。大乗仏教側は説一切有部を

論難するに際して、（自己の修行により自己一人のみが救われる）小乗（ヒーナヤーナ）仏教

（しょうじょうぶっきょう）と呼んだとされる。大乗仏教は北インドから東アジアに広がった。

上座部仏教はマウリア朝アショーカ王の時代にインドから主に南方のスリランカ（セイロン島）、

ビルマ、タイなど東南アジア方面に伝播した。南伝仏教という呼称はこの背景に由来する。現

在では、スリランカ、タイ、ミャンマー（ビルマ）、ラオス、カンボジアの各国で多数宗教を占める。

またベトナム南部に多くの信徒を抱え、インド、バングラデシュ、マレーシア、インドネシアにも

少数派のコミュニティが存在する。

アジアの上座部仏教圏のほとんどは西欧列強の植民地支配を受けた。宗主国で、支配地の

文化研究が植民地政策の補助として奨励されたため、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教の経典・

教典の文献学的研究はイギリス（スリランカとミャンマーの旧宗主国）を中心に欧州で早くから

進んだ。ロンドンのパーリ・テキスト協会から刊行されたパーリ三蔵（PTS版）は過去の仏教研

究者のもっとも重要な地位を占めた。その後イギリスは植民地の宗主国としての地位を喪失し、

大学でも日本のようなインド哲学科が設置されることはなく、サンスクリット語研究はオックス

フォード大学で細々と行われている。一方で欧米人の中から上座部仏教の比丘になる者や、



またスリランカでは大学を卒業し英語の堪能なスリランカ出身の比丘が中心となり（公用語は

シンハラ語とタミル語。連結語として英語も憲法上認められている）、大学という枠組みの外で

パーリ三蔵の翻訳が活発である。

一方で、イギリスの旧植民地のスリランカやビルマ、タイから移民や難民がアングロサクソン系

のイギリス、カナダ、アメリカ、オーストラリアに大規模に流入した関係で、欧米への布教伝道も

旺盛に行われている。欧米にはチベット密教系や東アジアの禅宗系と並んで、あるいはそれ

以上に数多くの、上座部仏教の寺院や団体がある。

[特徴]
上座部仏教では具足戒（出家者の戒律）を守る比丘サンガと彼らを支える在家信徒の努力に

よって初期仏教教団、つまり釈迦の教えを純粋な形で保存してきたとされる。しかし、各部派

の異同を等価に捉え、漢訳・チベット語訳三蔵に収録された部派仏教の教えや、さらに近年

パキスタンで発見された部派仏教系の教典と上座部のパーリ教典を比較研究する仏教学者

の立場からは、上座部は部派仏教時代の教義と実践を現在に伝える唯一の宗派であると評

価されるに留まる。

教義では、次のようにされている。限りない輪廻を繰り返す生は「苦しみ」である。この苦しみの

原因は、こころの執着（貪瞋癡）である。そして、こころの執着を断ち輪廻を解脱するための最

も効果的な方法は、経典の学習、戒律の厳守、瞑想の修行であるとする。大乗仏教では部派

仏教の形式主義を批判し、釈尊の真精神を発揮するとの立場から、数あまたの如来・諸菩薩

が活躍する大乗経典を生み出し、中観・唯識に代表される思想的展開が図られていった。そ

れに対して上座部仏教では、釈迦によって定められた戒律と教え、悟りへ至る智慧と慈悲の

実践を純粋に守り伝える姿勢を根幹に据えてきた。古代インドの俗語起源のパーリ語で記録

された共通の三蔵に依拠し、教義面でもスリランカ大寺派の系統に統一されている点など、大

乗仏教の多様性と比して特徴的なことは確かである。

また、上座部においては古代スリランカにおける戦乱の時代に比丘と比丘尼（尼僧）サンガが

両方とも滅亡した。比丘のサンガはビルマに伝播していたために復興がかなったが、比丘尼

のサンガはこれによって消滅となった。チベットにはインドから比丘尼のサンガが伝播せず、そ

の後にインド仏教が滅んだため、仏教で比丘尼のサンガが存在するのは中国系の仏教だけと

いう状態であった。上座部で尼僧というと、比丘でも戒律を授けることができる見習比丘尼をさ

す。正式な比丘尼の戒律を授けるには複数の比丘尼が必要となるからである。だが近年、台

湾に残存する、中国仏教の比丘尼の系統を使って上座部の比丘尼のサンガの復興がはから

れているが、その地位は、上座部が大乗を異端とみなしているということもあいまって教義的

に問題視されている。タイではメーチー 、ミャンマーではティラシンと呼ばれている正式な僧と

は言えないものの、ほぼ尼僧に近いような生活をしている女性たちがいる。

[日本との関係]
中国仏教では部派仏教全体を指して小乗仏教と呼び、日本もそれを受け継いだが、「小乗」

とは「大乗」に対して「劣った教え」という意味でつけられた蔑称であり、上座部仏教側が自称

することはない。世界仏教徒の交流が深まった近代以降には相互尊重の立場から批判が強

まり、徐々に使われなくなった。1950 年 6月、世界仏教徒連盟の主催する第一回世界仏教徒

会議がコロンボで開催された際、小乗仏教という呼称は使わないことが決議されている。



仏教伝来以来、長く大乗相応の地とされてきた日本では、明治時代にスリランカに留学した日

本人僧である釈興然（グナラタナ）によって、上座部仏教の移植が試みられた。また日本は明

治以降欧米に留学した仏教学者によって、北伝仏教の国としてはもっとも早く「南伝大蔵経」

の翻訳と研究が進められた国である。しかし伝統的な仏教勢力が大勢を占めるなかで、上座

部仏教の社会的認知度は低かった。

上座部仏教に由来する瞑想法である現代ヴィパッサナー瞑想が 1970 年代頃から世界的に

広まったが、この時期には日本では普及しなかった。1990 年代からアルボムッレ・スマナサー

ラの布教活動を中心にして上座部仏教は、ヴィパッサナー瞑想とともに日本に浸透しつつあ

る。現在はタイ、ミャンマー、スリランカ出身の僧侶を中心とした複数の寺院や団体を通じて布

教伝道活動がなされているほか、戒壇が作られたこともあって日本人出家者（比丘）も誕生し

ている。



成仏



成仏（じょうぶつ）は、仏教用語で、悟りを開いて仏陀になることを指す。成仏への捉え方は宗

派によって異なる。

[初期仏教]
仏教の開祖釈迦は、仏陀すなわち「覚（さと）れる者」となった。このことを指して、悟りをさまた

げる煩悩を断って輪廻の苦から解き放たれる意味で解脱といい、仏陀（覚れる者）に成るとい

う意味で成仏という。

釈迦の弟子たちは、釈迦と同様の解脱を得るため釈迦より指導を受け、あるいは釈迦の死後

はその教えに随い、釈迦の説いた教義を学び、教団の戒律を守り、三昧や禅定とよばれる瞑

想を行なう、いわゆる戒・定・慧（三学）の修行に勤めた。その結果として釈迦と同様に輪廻か

ら解脱できる境地（＝涅槃）に達した人物を阿羅漢と呼ぶ。これも広い意味では成仏であるが、

教祖である釈迦に対する尊崇の念から阿羅漢に成ることを成仏するとは通常言わず、あくま

で仏陀は無師独悟した偉大なる釈迦ただ一人であるとする。つまり、オリジナルな悟りに達し

たのは釈迦のみで、阿羅漢に達した弟子はそのコピーにすぎないと考えるのである。

[上座部仏教]
スリランカ・ミャンマー・タイなどに伝わる南方の上座部仏教では、涅槃（般涅槃）を求め、阿羅

漢として解脱することを最終目標とする。しかし、釈迦の教えは仏教徒にとっては普遍的な宇

宙の真理でもあるとされる。

[大乗仏教]
初期大乗仏教が成立すると、現世で直接に阿羅漢果を得ることが難しい在家信者であっても、

輪廻を繰り返す中でいつかは釈迦と同様にオリジナルなさとりに到達できる（＝成仏できる）の

ではないかと考えられ始めた。

成仏をめざして修行する者を菩薩とよぶが、釈迦が前世に菩薩であった時のようにたゆまぬ

利他行に努めることで、自分もはるかに遠い未来に必ず成仏できる。そう信じて菩薩の修行で

ある六波羅蜜を日々行じていくのが、初期の大乗仏教の教えであった。

さらに後期大乗仏教になると、それらの修行の階程をふむことすら歴劫修行と考えられるよう

になり、一切衆生は本来成仏していると考える思想（如来蔵・本覚）や、信によって本尊に加

持することで煩悩に結縛された状態から、ただちに涅槃に到達できるとする密教の即身成仏

などの思想も生まれた。

[日本文化のなかでの「成仏」]
日本語の日常会話や文学作品などでしばしば用いられている「成仏」という表現は、「さとりを

開いて仏陀になること」ではなく、死後に極楽あるいは天国といった安楽な世界に生まれ変わ

ることを指し、「成仏」ができない、ということは、死後もその人の霊魂が現世をさまよっているこ

とを指していることがある。

こうした表現は、日本古来の死生観が仏教に入り込みできあがった、仏教者が死を迎えての

ちに仏のいのちに帰ると考えられた信仰を背景として、この国土である娑婆世界から阿弥陀

如来が在す西方国土の極楽浄土へ転生する浄土信仰とも相まって生まれたものである。日

本の仏教が、本来の仏教から変化・変形している事は、知られている。



太平洋戦争当時のアメリカの著名な文化人類学者ルース・ベネディクトは、彼女の有名な日

本文化についての著作「菊と刀」の中で、「～彼ら（日本人）は、死後に生前の行いに従って、

極楽と地獄に行き先が分けられる、という（本来の）仏教のアイデア（因果応報）を拒絶したの

だ。どんな人間でも、死んだらブッダに成る、というのだ。～他の仏教の国で、そんな事を言う

所はない。～」と述べている。



禅



禅（ぜん）は、大乗仏教の一派。南インド出身の達磨が中国に入り教えを伝えて成立したとさ

れている。

中国禅は唐から宋にかけて発展したが、明の時代に入ると衰退していった。日本に純粋な禅

宗が伝えられたのは鎌倉時代であり、室町時代に幕府の庇護の下で発展した。明治維新以

降は、日本の禅が世界に伝えられた。

[概要]
単に「禅」という場合は一般に「禅宗」を指すが、文脈や場合によって「禅那」（ジャーナ、禅

定）を指す。

不立文字を原則とするため中心的経典を立てず、教外別伝を原則とするため師資相承を重

視し、そのための臨機応変な以心伝心の方便など、種々の特徴をもつ宗派である。

坐禅を基本的な修行形態とするが、坐禅そのものは古くから仏教の基本的実践の重要な徳

目であり、坐禅を中心に行う仏教集団が「禅宗」と呼称され始めたのは中国の唐代末期からで

ある。後に、「禅宗」の発祥に伴ってその起源を求める声が高まり、さかのぼって初祖とされた

のが達磨であり、それ故、歴史上の達磨による直接的な著作は存在が認められていない。伝

承上の達磨のもたらしたとする禅は部派仏教における禅とは異なり、了義大乗の禅である。

[言葉の由来]
サンスクリットの「ディヤーナ」が中国で音写され「禅那」（ゼンナ）、更に略され「禅」（ゼン）に

なった。現代北京語の発音はチャンである（禅譲の「禅」とは意味と発音が異なる）。

漢訳仏典には駄衍那（だえんな）・持阿那（じあな）と音写している例もある。

他の訳に、思惟修（しゆいしゅう）・静慮（じょうりょ）・棄悪・功徳叢林・念修。

『禅』の字義は天・山川を祀る、譲り与える、開くといったものであった。これに「心の働きを集

中させる」という語釈を与えて禅となし、「心を静かにして動揺させない」という語釈を与えて定

とし、禅定とする語義が作られた。

圭峰宗密の著書禅源諸詮集都序には、禅の根元は仏性にあるとし、仏性を悟るのが智慧で

あり、智慧を修するのが定であり、禅那はこれを併せていうとある。また、達磨が伝えた宗旨の

みが真実の禅那に相応するから禅宗と名付けた、ともある。

中国では禅定が同義語。類似の概念として三昧がある。「禅」あるいは「定」という概念は、イン

ドにその起源を持ち、それが指す瞑想体験は、仏教が成立した時から重要な意義が与えられ

ていた。ゴータマ・シッダッタも禅定によって悟りを開いたとされ、部派仏教においては「三学」

（戒・定・慧）の一つとして、また、大乗仏教においては「六波羅蜜」（布施・持戒・忍辱・精進・

禅定・智慧）の一つとして、仏道修行に欠かせないものと考えられてきた。

ディヤーナを現代語で和訳すると瞑想となる。ちなみにヨーガも意訳すれば瞑想とされる（音

訳は瑜伽）が、本来は心を調御して統一に導くことをいう。瞑想は動作を言葉で説明する事が

できるが、禅は不立文字を強調するため、瞑想と禅は異なる物として区別される。



[伝説時代から達磨大師までの禅の歴史]
禅宗では釈迦の法嗣を次のように伝えている。

釈迦－摩訶迦葉－阿難陀－商那和修－優婆毬多－提多迦－彌遮迦－婆須密多－仏陀難

提－伏駄密多－波栗濕縛－富那夜奢－阿那菩底－迦毘摩羅－那伽閼刺樹那－伽那提婆

－羅睺羅多－僧伽難提－伽耶舎多－鳩摩羅多－闍夜多－婆修盤頭－摩拏羅－鶴勒那－

獅子菩提－婆舎斯多－不如密多－般若多羅－菩提達磨

マハーカーシャパ（摩訶迦葉）はバラモン階級出身の弟子で、釈迦の法嗣とされる（法の継承

者）。拈華微笑といわれている伝説が宋代の禅籍『無門関』に伝わる。

世尊、昔霊山（霊鷲山、グリドラクータ）会上に在りて、花を拈（ひね）りて衆に示す。是の時衆

皆な黙然として、惟だ迦葉尊者のみ破顔して微笑す。

 世尊云「吾に、正しき法眼の蔵にして涅槃の妙心（正法眼蔵・涅槃妙心）、実相・無相・微妙

の法門有り。文字を立てず教外に別伝し（不立文字・教外別伝）、摩訶迦葉に付嘱す」と。

— 『無門関』第一巻（世尊拈華）

二十八祖ボーディダルマ（菩提達磨）（南インド出身）が中国に入り、禅の教えを伝えたとされ

る。 達磨は中国禅の始祖となった。

[中国の禅の歴史]
最初期

中国禅の歴史は『景德傳燈錄』等の文献に記述されている。

中国禅の初期の法統は次のように伝えられたとされる。

菩提達磨－神光慧可－鑑智僧璨－大醫道信－大満弘忍 （－大鑑慧能）

禅が中国で実際に禅宗として確立したのは、東山法門と呼ばれた四祖道信（580 年 - 651 年）、

五祖弘忍（601 年 - 674 年）以降である。

[北宗と南宗]
五祖・弘忍には、筆頭弟子で「漸悟禅」を旨とする北宗禅の祖となる神秀と、その弟弟子で「頓

悟禅」を旨とする南宗禅の祖となる慧能という 2人の優れた弟子がいた。神秀の北宗と、それ

に対立した慧能の弟子・荷沢神会の南宗派（荷沢宗）は、唐代の長安・洛陽を中心に大いに

隆盛したが、会昌の廃仏によって命脈を絶たれることになった。（なお、北宗は、神秀の弟子

である普寂の弟子道璿によって、日本へも伝えられている。また、チベット（吐蕃）で行われた

インド仏教と中国仏教の宗論であるサムイェー宗論において、カマラシーラ（蓮華戎）等と対

峙した中国禅僧・摩訶衍は、北宗の者であったと言われている。）

こうして、唐末以降の後世には、慧能の南宗のみが残ることとなり、今日現存している全ての

禅宗はここから派生したため、それらは皆、中国禅宗の第六祖を、神秀ではなく慧能としてい

る。



[慧能以降の発展]
六祖慧能（638 年 - 713 年）の名を使用し、弟子の荷沢神会が編纂したと考えられている『六

祖大師法宝壇経（六祖壇経）』に新しい坐禅と禅定の定義が宣揚されたのを契機として、後の

中国禅宗は確立・発展したものと考えられる。

師衆に示して云く、

 「善知識よ、何をか名づけて坐禅とするや。

 此の法門中は、無障無礙なり。外に一切の善悪の境界に於て、心念が起こらざるを名づけて

坐と為し、内に自性を見て動ぜざるを名づけて禅と為す。

 善知識よ、何をか名づけて禅定とするや。

 外に相を離るるを禅と為し、内に乱れざるを定と為す。外に若し相著れれば、内に心即ち乱

れ、外に若し相を離れれば、心即ち乱れず、本性は自浄・自定なり。

 只だ境を見、境を思えば即ち乱るると為す。若し諸境を見て心乱れざれば、是れ真の定なり。

 善知識よ、外に相を離るる即ち禅、内に乱れざる即ち定なり。外に禅、内に定なり。是れ禅定

と為す。

 菩薩戒経に云く『我れ本元自性清浄なり』

 善知識よ、念ずるとき念中に、自ら本性清浄なるを見、自ら修し、自ら行じ、自ら成ずるが仏

道なり。

— 『六祖壇経』坐禅第五

さらに『景德傳燈錄』に載せる、慧能の弟子の南岳懐譲（677 年 - 744 年）とさらにその弟子の

馬祖道一（709 年 - 788 年）の逸話によって坐禅に対する禅宗の姿勢が明らかとなる。

開元中に沙門道一有りて伝法院に住し常日坐禅す。

 師是れ法器なるを知り、往きて問う、曰く「大徳、坐禅して什麼（いんも、何）をか図る」

 一（道一）曰く「仏と作るを図る」

 師乃ち一磚（かわら）を取りて彼の庵前の石上に於て磨く。

 一曰く「師、什麼をか作す」

 師曰く「磨きて鏡と作す」

 一曰く「磚を磨きて豈（あに）鏡と成るを得んや」

 「坐禅して豈仏と成るを得んや」

 一曰く「如何が即ち是れなる」

 師曰く「人の駕車行かざる（とき）の如し。車を打つ即ち是れ、牛を打つ即ち是れ」

 一、対無し。

 師又曰く「汝坐禅を学ぶは、坐仏を学ぶを為すや。若しは坐禅を学べば、禅は坐臥に非ず。

若しは坐仏を学べば、仏は定相に非ず。無住の法に於て、取捨に応ぜず。汝若しは坐仏、即

ち是れ仏を殺し、若しは坐相に執さば、其の理に達するに非ず」

 一、示誨（じかい、教え）を聞きて、醍醐を飲む如し。

— 『景德傳燈錄』巻第五

この部分に中国禅宗の要諦が尽されているが、伝統的な仏教の瞑想から大きく飛躍している

ことがわかる。また一方に、禅宗は釈迦一代の教説を誹謗するものだ、と非難するものがいる

のも無理ないことである。しかし、これはあくまでも般若波羅蜜の実践を思想以前の根本から



追究した真摯な仏教であり、唐代から宋代にかけて禅宗が興隆を極めたのも事実である。

般若波羅蜜は、此岸―彼岸といった二項対立的な智を超越することを意味するが、瞑想によ

る超越ということでなく、中国禅の祖師たちは、心念の起こらぬところ、即ち概念の分節以前の

ところに帰ることを目指したのである。だからその活動の中での対話の記録―禅語録―は、日

常のロゴスの立場で読むと意味が通らないのである。

中国では老子を開祖とする道教との交流が多かったと思われ、老子の教えと中国禅の共通点

は多い。知識を中心としたそれまでの中国の仏教に対して、知識と瞑想による漸悟でなく、頓

悟を目標とした仏教として禅は中国で大きな発展を見た。また、禅宗では悟りの伝達である

「伝灯」が重んじられ、師匠から弟子へと法が嗣がれて行った。

やがて、北宋代になると、法眼文益が提唱した「五家」観念が一般化して「五家」（五宗）が成

立した。さらに、臨済宗中から、黄龍派と楊岐派の勢力が伸長し、「五家」と肩を並べるまでに

なり、この二派を含めて「五家七宗」（ごけしちしゅう）という概念が生まれた。

さらに禅は、もはや禅僧のみの占有物ではなかった。禅本来のもつ能動性により、社会との交

渉を積極的にはたらきかけた。よって、教団の枠組みを超え、朱子学・陽明学といった儒教哲

学や、漢詩などの文学、水墨による山水画や庭園造立などの美術などの、様々な文化的な事

象に広範な影響を与えた。

[慧能以降の法嗣]
慧能以降の主な法嗣の系統は、以下の通り。

慧能（曹渓山宝林寺・南宗） 青原行思 - 石頭希遷（石頭宗） 薬山惟儼 - 雲巌曇晟 - 洞山良
价（曹洞宗）

天皇道悟 - 龍潭崇信 - 徳山宣鑑 - 雪峰義存 玄沙師備 - 羅漢桂琛 - 清涼文益（法眼宗）

雲門文偃（雲門宗）

南岳懐譲 - 馬祖道一（洪州宗） 百丈懐海 黄檗希運 - 臨済義玄（臨済宗）

潙山霊祐・仰山慧寂（潙仰宗）

南泉普願 - 趙州従諗

荷沢神会（荷沢宗）

[五家七宗]
臨済宗

晩唐の臨済義玄を宗祖とするが、唐末五代においては、華北に地盤を置いた臨済宗は、義

玄の門弟三聖慧然、興化存奨以後、その宗風はさほど振るわなかった。存奨系統の南院慧

顒、風穴延沼らが一部でその法統を継承するに過ぎなかった。

北宋代になって、延沼の弟子の首山省念門下の汾陽善昭、広慧元漣、石門蘊聡といった禅

匠が輩出して、一気に宗風が振るうようになった。善昭門下に石霜楚円、瑯琊慧覚が出、楚

円門下からは楊岐派の楊岐方会、黄龍派の黄龍慧南が出て、その一門が中国全土を制覇

することとなった。



元の高峰原妙は、その宗風を、「痛快」という言葉で表現している。

[黄龍派]
宋代の中期以降に、慧南の系統が勢力を伸長し、楊岐派と共に、五家と肩を並べるまでに

なった。慧南の門下から晦堂祖心、東林常聡、真浄克文が輩出し、祖心の弟子の死心悟新、

霊源惟清が、克文の下からは兜率従悦、覚範慧洪らが出て活躍し、当初は、より盛んであっ

た楊岐派よりも優勢になった。

[楊岐派]
黄龍派と同様に方会の系統が勢力を伸ばし、七宗の一に数えられるまでになった。白雲守端

の門下に五祖法演が出て、その門弟より、圜悟克勤、仏鑑慧懃、仏眼清遠という、「三仏」と称

される禅匠が現われた。南宋になっても、その勢いはとどまらず、克勤の門弟子、大慧宗杲は

多数の門弟を集め、大慧派を形成した。その他、虎丘紹隆の虎丘派、虚堂智愚を出した松源

派、無準師範を出した破庵派なども活躍した。

[潙仰宗]
潙山霊祐・仰山慧寂を祖とする。この系統も十国の荊南や南唐を中心として教勢を張ったが、

その後は次第に衰退し、宋代にまで伝わることがなかった。

元の高峰原妙は、その宗風を「謹厳」という言葉で表現している。

[雲門宗]
雲門文偃を祖とする。文偃門下の香林澄遠・洞山守初・徳山縁密など多くの俊哲が出て唐末

に一大勢力を形成し、五代末より北宋にかけて、隆盛を極めた。宋代には、澄遠の系統から

現われた雪竇重顕、文殊応真系統の仏日契嵩が活躍した。重顕門下には、天衣義懐が出た。

その後も、仏印了元や大梅法英らの禅匠を輩出し、臨済宗とともにもっとも隆昌を極めたが、

南宋以後は次第に衰え、元代にはその法系が絶え、二百余年で滅びることとなった。

元の高峰原妙は、その宗風を「高古」という言葉で表現している。

[曹洞宗]
晩唐の洞山良价を祖とする。良价、曹山本寂の系統は、五代十国の荊南や南唐に宗勢を

張ったが、全体的には余り宗勢は振るわなかった。本寂門下の曹山慧霞、雲居道膺門下の

同安道丕、疎山匡仁門下の護国守澄、青林師虔門下の石門献蘊らの活躍が見られる程であ

る。

北宋代になっても、余り宗勢は振るわなかったが、投子義青が出て中興を果たした。その宗

風は、芙蓉道楷、丹霞子淳に継承された。道楷は、徽宗皇帝からの紫衣と師号の下賜を拒絶

して、淄州（山東省）に流罪となり、災い転じて福となり、それが華北に曹洞宗が拡大する契機

となった。

南宋代には、子淳の下から宏智正覚、真歇清了が出て、「黙照禅」と呼ばれる宗風を維持し

たが、その宗勢は、臨済宗には遠く及ばなかった。なお、清了門下の天童如浄が、入宋した

道元の師である。正覚の門下からは、『六牛図』を著した自得慧暉が出た。慧暉の系統が、そ

の後の曹洞宗を支えることとなった。



河北に教勢を張った鹿門自覚の系統からは、金代になって、万松行秀が出現し、大いに教

化を振るうこととなる。行秀は、林泉従倫や雪庭福裕、耶律楚材らの多くの優れた門弟子を育

て、章宗の尊崇を受けた。福裕は、元朝において、道教の全真教の道士、李志常と論争して

勝利を収め、嵩山少林寺に住して教勢を張った。以後、少林寺は、華北における曹洞宗の本

拠となり、明の後半には、「曹洞正宗」を名乗ることとなった。

元の高峰原妙は、その特色を、「細密」という言葉で表現している。

[法眼宗]
「五家」観念の初源となった『宗門十規論』を著した法眼文益を祖とする。五代十国では、呉

越国王の銭氏一族が、永明道潜、天台徳韶、永明延寿らの法眼宗に属する僧らを保護した

ため、江南地方において、その宗勢が振るった。

宋代になると、徳韶、延寿の系統は衰退した。代わって、清涼泰欽や帰宗義柔の系統が、そ

の主となった。泰欽門下からは、雲居道斉、霊隠文勝の師弟が出て活躍したが、次第に衰退

に向かい、ついに北宋末には、その系統は断絶してしまった。

元の高峰原妙は、その宗風を、「詳明」という言葉で表現している。

[日本の禅の歴史]
日本には、公式には 13世紀（鎌倉時代）に伝えられたとされている。だが、9世紀（平安時代

前期）に皇太后橘嘉智子に招かれて唐の禅僧・義空が来日して檀林寺で禅の講義が行われ

たものの、当時の日本における禅への関心の低さに失望して数年で唐へ帰国したとする記録

が残っている。また、日本天台宗の宗祖最澄の師で近江国分寺の行表は中国北宗の流れを

汲んでいる。臨済禅の流れは中国の南宋に渡った栄西が日本に請来したことから始まる。曹

洞禅も道元が中国に渡り中国で印可を得て日本に帰国することから始まるが、それ以前に大

日房能忍が多武峰で日本達磨宗を開いていた事が知られ、曹洞宗の懐鑑、義介らは元日本

達磨宗の僧侶であったことが知られている。

鎌倉時代以後、武士や庶民などを中心に広まり、各地に禅寺（禅宗寺院・禅林）が建てられる

ようになった。また、五山文学や水墨画のように禅僧による文化芸術活動が盛んに行われた。

中国から日本に伝わる禅の宗派に 24の流れがあり、臨済宗から独立した黄檗宗を含めると

46 流になるとされる。

日本禅宗 24 流

曹洞宗 道元派 入宋僧 永平道元 1223 年入宋し天童如浄の禅を伝灯

東明派 来日僧 東明慧日 1309 年来日し直翁徳挙の禅を伝灯

東陵派 来日僧 東陵永璵 1351 年来日

臨済宗 黄龍派 千光派 入宋僧 明庵栄西 1187 年入宋し虚庵懐敞の禅を伝灯

楊岐派 聖一派 入宋僧 円爾 1235 年入宋し無準師範の禅を伝灯

大覚派 来日僧 蘭渓道隆 1246 年来日し無明慧性の禅を伝灯

法澄派 入宋僧 心地覚心 1249 年入宋し無門慧開の禅を伝灯



法海派 入宋僧 無象静照 1252 年入宋し石溪心月の禅を伝灯

大応派 入宋僧 南浦紹明 1259 年入宋し虚堂智愚の禅を伝灯

兀庵派 来日僧 兀庵普寧 1260 年来日し無準師範の禅を伝灯

大休派 来日僧 大休正念 1269 年来日し石溪心月の禅を伝灯

西礀派 来日僧 西礀子曇 1271 年来日し石帆唯衍の禅を伝灯

無学派 来日僧 無学祖元 1279 年来日し無準師範の禅を伝灯

鏡堂派 来日僧 鏡堂覚円 1279 年来日し環溪唯一の禅を伝灯

一山派 来日僧 一山一寧 1299 年来日し頑極行弥の禅を伝灯

古先派 入元僧 古先印元 1318 年入元し中峰明本の禅を伝灯

仏慧派 来日僧 霊山道隠 1319 年来日し雪厳祖欽の禅を伝灯

中厳派 入元僧 中巌円月 1325 年入元し東陽徳輝の禅を伝灯

清拙派 来日僧 清拙正澄 1326 年来日し愚極智慧の禅を伝灯

明極派 来日僧 明極楚俊 1329 年来日し虎岩浄伏の禅を伝灯

竺仙派 来日僧 竺仙梵僊 1329 年来日し古林清茂の禅を伝灯

愚中派 入元僧 愚中周及 1341 年入元し即休契了の禅を伝灯

大拙派 入元僧 大拙祖能 1344 年入元し千厳元長の禅を伝灯

別伝派 来日僧 別伝明胤 来日し虚谷希陵の禅を伝灯

[臨済宗]
唐の臨済義玄を宗祖とする。日本では中国から臨済禅を伝えた栄西に始まり、その後何人か

の祖師たちが中国からそれぞれの時代の清規を日本に伝えたため分派は多い。現在の日本

の臨済宗は公案禅といわれ、江戸時代に白隠がまとめたスタイルである。公案とは、裁判の公

判記録のことであるが、転じて禅語録として伝えられる祖師たちの対話をいうようになった。そ

れぞれの判例を一則、二則と数える。その対話を知ることにより悟りを知ろうとする。公案は論

理的な思考によって理解する事ができない内容が多い。

臨済宗のなかでは、妙心寺派が最大である。江戸時代、宗学が発達し、無著道忠（1653 年 - 
1744 年）が現われ、諸本を校訂し、綿密を究めた手法を確立し、膨大な著述を残した。その

著書は、近現代においても研究上の価値を失わない水準を有しており、影印版が実用書とし

て出版されている。

[曹洞宗]
以下は曹洞宗の法系の一例である。

釈迦－（中略）－大鑑慧能－青原行思－石頭希遷－薬山惟儼－雲巌曇晟－洞山良价－雲

居道膺－同安道丕－同安観志－梁山縁観－大陽警玄－投子義青－芙蓉道楷－丹霞子淳

－真歇清了－天童宗珏－雪竇智鑑－天童如浄－永平道元－孤雲懐奘－徹通義介－瑩山

紹瑾－...

六祖曹渓慧能と洞山良价から曹洞宗とした。日本では中国に渡り印可を得て 1226 年に帰国

した道元から始まる。帰国の翌年には普勧坐禅儀を著し、只管打坐を専らとする宗風を鼓舞

した。その修行内容は「永平清規」を厳しく守り、一時的な見性に満足してしまうことや坐禅の

他に悟りを求めることを良しとせず、只管に坐禅を勤めることに特色がある。



道元は自分の教えは「正伝の仏法」であるとして党派性を否定し、禅宗と呼ばれることも嫌っ

た。

初期は在家への布教にも熱心であったが晩年は出家第一主義の立場を取った（正法眼蔵十

二巻本参照）。その後総持寺開山瑩山の時代に、坐禅だけではなく、徐々に儀式や密教の

考え方も取り入れられ一般民衆に対し全国的に急速に拡大した。

曹洞宗の坐禅は公案に拠らず、ただ、ひたすら坐る（只管打坐）ことがそのまま本来の自己を

現じている（修証不二）としているが公案そのものを否定しているわけではなく、また、法系に

よっては公案を用いる流れも存在する。

[普化宗]
9世紀に臨済録に登場する普化に因み始まる。普化についての記録はほとんどない。虚托

（尺八）を吹きながら旅をする虚無僧で有名。日本から中国に渡った法燈国師が、中国普化

宗 16代目孫張参に弟子入りし、1254 年に帰国することで、日本に伝わった。本山は一月寺

（現在の千葉県松戸市）に置かれていた。

江戸時代に幕府により組織化されたが、江戸幕府との繋がりが強かったため、明治になって

1871 年に明治政府により解体された。宗派としては失われ、臨済宗に編入された（ちなみに

一月寺は現在日蓮正宗に属する）。しかし、尺八や虚托の師匠としてその質を伝える流れが

現在も伝わっている。

[黄檗宗]
1654 年（江戸時代）に、明から招かれた中国臨済宗の隠元隆琦禅師により始まる。当初「臨

済真宗」を標榜しようとしたが幕府の許可が得られず、臨済の師黄檗希運の名を取り臨済宗

黄檗派と称した。明朝風の禅と念仏が一体化した念仏禅を特徴とし、読経が楽器を伴う明風

の梵唄であることで知られる。また、1663 年に萬福寺に設けられた戒壇をはじめ、各地で授戒

会を開いたことで、江戸時代の戒律復興運動に影響を与えた。江戸時代を通じて一宗として

見做されることなく、臨済宗の一派で終始した。黄檗宗を名乗り、臨済宗から独立を果たした

のは、明治維新後の 1876 年のことであり、明治以後に禅宗中の一宗となった。

[日本の禅の教義]
中国で成立した禅宗は、本質的に教義を否定する傾向があったが、比叡山の影響の大きい

日本の多くの禅の宗派は教義を展開する。この節では現代日本に於ける禅宗の姿を鳥瞰す

る。

全ての人が例外なく自分自身の内面に本来そなえている仏性を再発見するために、坐禅と

呼ぶ禅定の修行を継続するなかで、仏教的真理に直に接する体験を経ることを手段とし、そ

の経験に基づいて新たな価値観を開拓することを目指す。そうして得た悟りから連想される智

慧を以て生滅の因縁を明らかにし、次いで因縁を滅ぼして苦しみの六道を解脱して涅槃に至

り、その後に一切の衆生を導くことを目的とする。そのため師家が修行者に面と向かって臨機

応変に指導する以外には、言葉を使わずに直に本性を指し示す道であるとされる。

主な修行形態として坐禅を採用するのは、達磨大師が坐禅の法を伝えたとする以外にも、古

来より多くの諸仏が坐禅によって悟りを開いてきたからであるとされる。最近は、坐禅によって



セロトニン神経が活性化され鍛えられることや、通常とは異なる独特なアルファ波が発生する

ことが、精神的安定や心身の健康の一因であるという生理学教授もいる。ただし、自分も根本

的には仏祖と同一であるという境地に到達した者には、一切の行動にことごとく仏道が含まれ

ているという価値観が生じるため、坐禅に限らず念仏や読経も行うようになる。

禅宗においては、そもそも禅宗とはなにかといったメタな問いかけを嫌う傾向にある。そのよう

な疑問の答えは、坐禅修行によって得た悟りを通して各々が自覚する事が最上であるとされ、

もし人からこういうものだと教わりうる性質のものであるならば、それは既に意識が自身の内奥

ではなく外へ向かっているため、内面の本性に立ち返るという禅宗の本意に反するとされるか

らである。もう一つの理由として、概念の固定化や分別を、わがままな解釈に基づく「とらわれ」

「妄想」であるとして避けるためであり、坐禅修行によってとらわれを離れた自由な境地に達し

てのちに、そこから改めて分別することをとらわれなき分別として奨励するからである。

文字や言葉で教えることを避けて坐禅を勧める理由として、世尊拈華、迦葉微笑における以

心伝心の故事を深く信奉しているという以外にも、自分の内奥が仏であることを忘れて経典や

他人の中に仏を捜しまわることがかえって仏道成就の妨げになるからであると説く。沢庵和尚

がたとえて言うには、「水のことを説明しても実際には濡れないし、火をうまく説明しても実際に

は熱くならない。本当の水、本物の火に直に触ってみなければはっきりと悟ることができない

のと同様。食べ物を説明しても空腹がなおらないのと同様」で、実際に自身の内なる仏に覚醒

する体験の重要性を説明し、その体験は言葉や文字を理解することでは得られない次元にあ

ると説き、その次元には坐禅によって禅定の境地を高めていくことで到達できるとする。

[禅宗の坐禅における禅定の種類]
禅宗における坐禅は四種類ある。

愚夫所行禅

凡夫・外道が、単に心をカラにして分別を生じないのを禅定だと思っている境地。達磨大師は、

内心に悶えることなく外に求めることもないこの境地が壁のように動かなくなれば、そこではじ

めて仏道に入ることができると説く。

観察相義禅

小乗・三賢の菩薩が、教わった仏法を観察し思惟する境地。しかし、いまだ仏法・涅槃を求め

る強い欲心があるがために悟りを開けないでいる。人々がいつまでも苦しみの輪廻を逃れら

れないのは、このように我が身にとらわれて自分さえよければと欲求することが、結果的に罪

業を作る結果となるからである。夢窓国師は、もし自分を忘れ一切の欲を投げ捨てて利他心

を起こせば、すぐさま仏性が発揮されて生き仏になることができると説く。攀縁如実禅大乗の

菩薩が、中道を覚って三業を忘れ、有るでもなし空でもなしと達観する境地。生きとし生けるも

のすべての生滅の苦しみに同情し、苦しみを抜いて楽を与えるべく苦慮しており、その姿勢に

はもはや自他の区別がない。しかし衆生を救う願があるがために如来清浄禅に入ることができ

ない。如来清浄禅如来と同じ境地に入り、みずから覚って聖なる智慧が現れたすがた。禅宗

で、坐禅によって本分の田地、本来の仏性に知らず知らずに立ち返るというのは、前記の二

禅を飛び越え、愚夫所行禅から直にこの位に達することを意味する。それゆえ如来十号も菩

薩五十二位も枝葉末節であるとされる。

これらの上にさらに五つめの段階を設けて、如来清浄禅に安住せずに人々を教え導こうとす

る祖師禅があるといった古人もいる。



また、愚夫所行禅から如来清浄禅に至るまでの上達の様子については『鉄眼禅師仮字法語』

に詳しい。

[方便]
方便法輪。日本の禅では、仏祖・禅師の本意ではないものの、本意を伝える手段となりうると

いう意味で方便という。またいかにすれば仏性を発現できるかを模索する柔軟な心構えをいう。

教宗の学、真言宗の三密、律宗の戒律のようなものである。

只管打坐（しかんたざ）

ただひたすらに坐禅を実践せよの意味。ひたすらとは禅定の深さを表現した言葉である。意

識を捨てて無意識下において坐禅する、坐禅そのものになりきることを意味する。いま坐禅し

ている自分がいる、という自覚すら忘れてしまうほどに、坐禅という行為そのものに没頭する。

この手法によって初心者でもより深い禅定の境地を容易に体験可能であるとされる。ただ、禅

宗は臨機応変であり、大乗仏教はあらゆる道に仏道が含まれていると考えるので、坐禅以外

のことはしてはならないということはないが、このようなことは初心者には理解が及ばず、その

ために初心者向けの方便として只管打坐・修証一如こそが禅宗の極意であるということが言わ

れる。坐禅の境地には上下なく、坐禅すれば等しく仏であるという喝も、只管打坐を奨励する

一種の暗喩的方便である。ただし今世で悟りを開けずとも、坐禅の功徳によって来世では悟り

を開く事ができるとされるため、坐禅をすればそのままただちに仏である（坐禅しなければい

つまでも仏にはなれない）という意味通りの解釈も間違いではない。仏道成就の早い遅いに

ついて達磨いわく、心がすでに道である者は早く、志を発して順々に修行を重ねる人は遅く、

両者には百千万劫もの時間差があるという。深く正しく坐禅する者は早く、しなければ遅いと

いう意味の一連の喝は、学習よりも坐禅の実践を強調する表現手法である。

公案禅（こうあんぜん）

達磨大師が西から旅をして来た理由は、国外の仏教の衰えを憂えて、悟るために重要なもの

が坐禅の実践であり、経典の学習ではないことを宣教するためであるとされる。しかし、ひとま

ず思考・議論・学習を止めよと教えても、なぜ止めねばならないかについて思考・議論・学習

を始めてしまうような思考癖のある修行者にとって、只管打坐は至難の方法となる。そのような

修行者は、いかなる経典を学ぶとも、悟りというものの共感が得られないために、想像をふくら

ませて解釈しようとする。無理な想像は妄想となって理解に歪みを生じ、自ら生み出した曲解

に妨げられてますます悟りから遠のくという事態は、昔から多くの師家を悩ませてきた。経典を

学ぶにしても、学び手に必要なものはまず悟りの体験である。悟りというものは自分の心で自

分の心を確認し、自分の心で自分の心を理解するものである。他人に頼って何かを明らかに

するとか、自分以外の何かを利用して体得するようなものではない。従って、悟るためには何

よりもまず坐禅の実践によって自分自身と向き合うことが肝要である。こうした問題意識から、

思考癖のある聡い修行者に坐禅を実践させるために、禅師たちが考え出した方法が公案禅

である。修行者に公案を与え、行住坐臥つねに公案の答えを考えさせるのである。公案公案

は直に悟りの境地を指し示したものであり、ひらめきと一体化した言い表せない感情的なもの

である。心がけがよくなく、このままではまちがった方向に進むおそれのある修行者に対して、

師家が薬のような意味合いで修行者に授ける。内容は、昔の高僧の言葉を使うこともあれば、

即興で作られることもある。公案を与えられた修行者は、その言葉がどのような本意から創造

されたかを正しく悟って、師家の前で心を以て回答することを要求される。公案の多くが自己

矛盾的文体を為しており、そのまま意味を理解しようとしても論理的に破綻する場合が多い。

公案の答えは常識的な思考の届かないところにあり、自己を消し去ることで矛盾を解消したり、



矛盾を止揚して高次の段階で統一したものである場合が多い。そういった答えに至る過程に

禅の極意が含まれているとし、修行者を正しい悟りに導くための工夫の一つとされる。ただし、

このような学習を捨てて坐禅させるという方法は、師家の善良な監督下にあって庇護を受ける

ことができる出家の僧侶に向けたものであり、在家の信者は坐禅と学習の両方を行う必要があ

るとされる。内観禅の修行が厳しく、師家のほうでも敢えて禅人を苦しめるのは、富貴で安穏

であれば仏道を求めることが困難だからである。釈迦が王位に就いて姫と歓楽に耽り、国中の

財産を集めた贅沢三昧の生活を自ら捨てて出家して六年間の苦行をしたのも、このような理

由であるとされる。不意に病にかかり、気を失って死んだ方がましだと思うような病苦の中にあ

るときこそ必死に坐禅すれば、またとない大悟の機会となる。たとえ大悟を得られなくとも、そ

の時の苦しみを思い返せば多少の生活の苦しみは取るに足りなくなる。また、無始無終の生

死の迷いを打破し、如来の悟りに徹底するようなめでたい事は、少しばかりの艱難辛苦なしに

は得られるものではないという覚悟が必要であるとされる。とはいえ参禅が限度を超えて神経

衰弱の苦しみにある修行者を見かねた白隠禅師が、その治療方法としての内観の秘法を伝

授した。神経衰弱から来る禅病を直すための心身の休養方法であり、心身がもとより空虚なも

のであることを体験するために、24時間の睡眠と禅宗的なイメージトレーニングと数息観と丹

田呼吸を行う。二入四行達磨が伝えたとされる二つの真理への至り方と、四つの実践方法。

悟りに至る方法は数多くあるが、それらはすべてこの二つに要約されるとする。

[霊魂（精神の永遠性、小我）の否定]
禅宗（特には臨済宗）では肉体と精神とは同一のものと考え、区別をしない。肉体があるから

精神もありうるのであり、精神があるというならばそこには発生原因として肉体がなければなら

ない。そのような意味で、肉体がそのまま精神であり、精神は肉体である。もし死体を見て、肉

体は滅んだが精神はどこかへ移動して不滅のまま残っていると考えるならば、これは大乗仏

教ではない。霊魂の存在を認めると生と死に関する深い執着が発生するため、仏道成就を阻

害するとされる。

禅宗では、心というものは刻一刻と変化しており、これこそ我が心であるといえるような一定の

形態を持たないと考える。したがってこの心は実は幻の心である。この点では肉体についても

同様のことが言え、肉体だと思っているものは実は物質が縁によって和合して仮に人間のす

がたが現れたものにすぎず、縁が滅ぶ時には元通りバラバラになるためまったく実体がない。

したがって心身はもとより一つの幻である。幻だから、生きたり死んだりするものではない。生き

たり死んだりしないから、常住不滅である。

もし悟った禅僧が、心身は一如であり肉体も精神も不滅であるというならば、これは仏性を直

指した奥の深い説法であるといえる。

[日中の禅宗比較]
中村元は『日本人の思惟方法』において、民族性からくる思惟傾向に応じた日本と中国の仏

教の性質の相違について考察し、禅宗においても日本と中国とでは教義が同一でなく、部分

的には正反対の解釈を行うとした。中村は日本人の思惟の特徴に寛容性があるとして、これ

を反映して日本の禅宗は宥和的・慈悲的なものへと変化しており、日本人は国内においても

それはそれでゆゆしき宗派であるとして敬意を払いながらも、ただ自分は別の道を行くという

だけであって、キリスト教でいうプロテスタントのように論理的に争おうとはしなかった、と主張し

た。



日本の仏教は諸宗派がそれぞれの特徴を保持したまま今日まで維持発展している。一方、後

の中国では禅宗（とりわけ臨済宗）を称するものが多数派、内容的には念仏禅が主流となり、

文革の宗教弾圧後の復興を経た現在の中国大陸においては、清代の史跡を中心とするチ

ベット仏教の寺院が都心部などで散見されるほかは、浄土教的要素が混淆した禅宗が一様

化して残るのみとなった。結果として（二種類の中国禅や日本禅の古法の一部を継承する台

湾や香港、華厳禅の韓国を除けば）今日の中国大陸では日本にあるようなセクト主義的な諸

宗派の伝統はほぼ消失している。

[世界の禅]
禅者でもある仏教学者の鈴木大拙によって 20世紀に日本からアメリカ、ヨーロッパへと禅が

紹介され、日本語の「Zen」（禅）が世界的に広まった。その後、曹洞宗の弟子丸泰仙によって

ヨーロッパで布教され、21世紀の現在では、臨済宗、曹洞宗共にアメリカやヨーロッパに寺院

を構えている。カトリックでも習慣で元々瞑想が存在していたため、一部で取り入れられている。

[近年において]
現在、ベルギーでは政府文書により禅がカルトとして分類されている。その経緯は、1997 年に

フランス、ドイツ、オーストリアに続き、カルトに対する政策を作るためベルギー代議院の社会

正義委員会で審理委員会が設けられた。同委員会は 670ページにわたる報告書を作り上げ

たが、そこで採り上げられた 189の運動の中に禅も含まれている。ただし、「ある運動がこのリ

ストに載っている事実は、公訴の調査中であったとしても、当委員会がその運動をカルトと見

做しているとは意味しない」とも記されている。



善知識



善知識（ぜんちしき）は、「善き友」「真の友人」、仏教の正しい道理を教え、利益を与えて導い

てくれる人を指していう。「善友」とも漢訳される。原語の kalyaaNa は、「美しい」「善い」の意味
の形容詞、中性名詞として「善」「徳」の意味。mitraは「友人」。

この意味から、禅宗では参禅の者が師家をこう呼ぶ。

浄土真宗では念仏の教えを勧める人、特に門徒が正しい法の継承者として門主をこう呼ぶ。

日蓮宗系では「善知識」「悪知識」と呼び習わし、同じ知識でも捉え方によって善くも悪くもなる

ため、何ごとも「善知識」に捉えるようにと教えている。



僧



僧（そう）は三宝の 1つで、本来は「仏教の戒律を守る、男性の出家者である比丘、女性の出

家者である比丘尼（びくに）の集団」である、「僧伽」（そうぎゃ、サンガ）のこと。今日では、「僧

伽に属する人々」の意である「僧侶」が転じて、個人を「僧」と呼ぶことが多いが、原義として、

僧とは具足戒（波羅提木叉）を授けられ、これを守る出家修行者たちの集団そのものを、集合

的に指す。

古代インドでは、仏教に限らず、婆羅門以外の出家者・遊行者のことを、一般に「沙門」と呼ぶ

が、その中でもこの仏教の「僧伽」の正式な構成員は、男性であれば「比丘」（びく、「乞食」の

意）、女性であれば「比丘尼」（びくに）と呼び表される。

[サンガ（僧伽）とは]
僧伽（サンガ）は、一般に「僧団」と言いかえることもできるが、釈迦当時の時代はもちろん、現

代においても上座部仏教、大乗仏教を問わず、在家信者を含まない純粋な、出家者たちの

共同体である。しかしながら、日本仏教の各宗派の教団は、実態に於いても、教義上からも、

具足戒を保つ複数の出家者が存在しないため、定義上、僧伽（サンガ）ではない。

[比丘・比丘尼]
比丘・比丘尼は、出家者における男女の区別によるが、いずれも具足戒をうけた出家修行者

を指す。その元の言葉は「乞食」を意味している。出家者として全く生産に従事しない比丘・比

丘尼は、他者から布施されるものによって、生活を維持している。衣は糞掃衣を着し、食は托

鉢によって得たものを食し、住は森林や園林に生活したのが、これら出家者であり、現在でも

比較的これらに近い生活形態は、東南アジアの上座部仏教圏で見られる。

[沙弥・沙弥尼]
僧伽に属してはいるが、具足戒（波羅提木叉）をまだ授けられておらず、僧伽の正式なメン

バーとなっていない「見習い僧・小僧」は、男性（少年）であれば「沙弥」（しゃみ）、女性（少女）

であれば「沙弥尼」（しゃみに）と呼ばれる。

仏教の在家信徒は、「五戒」を守ることが求められるが、この沙弥・沙弥尼には、代わりに「十

戒」が授けられる。彼らは通常、20歳になって、具足戒（波羅提木叉）を授けられることで、正

式な僧伽のメンバー（比丘・比丘尼）となる。

[歴史]
初期仏教

釈迦の布教によって彼の教えに帰依する出家修行者は増加していき、それぞれ 5人から 20
人程度の小単位に分かれて活動を行うようになった。このような集団を現前僧伽と呼ぶ。とこ

ろが、現前僧伽の活動が活発になると、僧伽自身の統制、さらに相互の連絡等の必要が生じ、

やがて四方僧伽と呼ばれるような僧伽全体の組織が必要となってきた。これが今日の一般的

な意味における僧伽である。

[部派仏教]
釈迦の死から 100 年後の第二回結集における根本分裂以降、それぞれの考えの違いから僧

伽は分裂して行き、部派仏教の時代に入る。各部派はそれぞれに独自のアビダルマ（論書）

を著して教義を明確化して行き、最終的に約 20 程度の部派が成立することになった。



[大乗仏教]
紀元前後から、独自の経典を持った大乗仏教が成立すると、彼らは在来の僧を「声聞僧伽」

（しょうもんそうぎゃ）と呼び、大乗の僧を「菩薩僧伽」と呼ぶようになった。悟った聖者の集団を

「聖者僧伽」と呼び、三宝の一つとしての僧はこの聖者僧伽であるともなされ、一般の僧を「凡

夫僧伽」「世俗僧伽」ともいう。

後世、大乗仏教には、仏・法・僧の三宝を一体と見る一体三宝（同体三宝）の見方が現れ、そ

れまでの別体三宝観と別の見方が主張された。

後世、中国や日本では僧団に属する個々の出家者を「僧」と言うようになった。

[日本仏教における僧伽]
古代・中世

日本の仏教においては、奈良時代に至り、唐から律宗の鑑真によってもたらされた法蔵部の

『四分律』と、それに基づく戒壇・授戒制度により、正式な僧伽が成立した。朝廷も租税・軍役

逃れの私度僧を取り締まるために、それを積極的に活用した。

しかし、平安時代に至り、中国から天台宗を移植した日本天台宗の開祖最澄が、比叡山に旧

来の戒律（具足戒・波羅提木叉）を無視した「菩薩戒」に基づく大乗戒壇を創設、授戒を行うよ

うになり、朝廷もそれを追認したため、日本に具足戒を持たず、正式な僧を持たない宗派が生

まれた。

鎌倉時代に至ると、天台宗から派生した各宗派、鎌倉新仏教が普及するに従って、これらの

宗派は更に拡大し、中には末法無戒を主張し、戒律を全く無視しても僧侶たりうるとする浄土

真宗のような宗派もあらわれた。また、具足戒を守るはずの宗派も、戒律の形骸化が著しく、

男色を行い、妻帯する僧侶が数多くいた。その一方で、真言律宗のように、戒律（具足戒・波

羅提木叉）を復興する動きも一部ではあったが、流れを変えるまでには至らなかった。

こうして具足戒を授けられず、また授けられても容易に破戒しながら僧職を営む祭祀者が大

多数を占めるようになったので、慣習として彼らのことも一般に僧侶と呼ぶことになるが、上述

した比丘・比丘尼の定義からすれば、彼らを僧侶と呼ぶのは誤りである。

[江戸時代]
江戸時代に至ると、統制が厳しい江戸幕府の下、僧職者の肉食・妻帯が一般的には禁じられ、

最低限の規律は守られるようになったが、本来の戒律（具足戒・波羅提木叉）・僧伽を復興す

るまでには至らなかったとの評価もある。

この時代に戒律復興運動をした人物としては、禅宗では黄檗宗の開祖であり、当時の皇帝の

師でありながら日本に渡来して、「禅密双修」の中国禅に加えて出家戒を伝えた隠元禅師、ま

た、真言宗では『正法律』を提唱した慈雲尊者や、『如法真言律』を提唱し、生涯において三

十数万人に正しい灌頂と戒律を授けた浄厳覚彦、天台宗では当時の中国密教とその体系的

な戒律を天台宗に初めて伝え、授戒の本尊となる「准提仏母法」（准胝観音法）を尾張や江戸

で広めた豪潮律師などが知られる。



[近現代]
近代（明治時代）に至り、日本では明治政府が明治 5 年 4月 25日公布の太政官布告第 133
号「僧侶肉食妻帯蓄髪等差許ノ事」を布告、僧侶の妻帯・肉食等を公的に許可した。こうして

僧職者に対する一切の縛りが無くなり、本来の得度の意義や制度も失われて形骸化した儀式

のみが残り、僧伽の原義とは全く反対の意味をもつ職業化したり世襲化した者が僧侶として公

然と存在することができるようになった。そして、かれらが宗団を運営しているのが現状である。

なお、戦前に戒律・僧伽復興運動をした人物としては、真言宗の釈雲照、及び、その甥でスリ

ランカに留学し、日本人初の上座部仏教徒となって日本で「釈尊正風会」を組織した釈興然

がいる。また、持戒に厳しかったことで知られ、日本人初のチベット探検者でもあった黄檗宗

の河口慧海は、国内外の僧伽の形骸化を批判し、僧籍を返還して「在家仏教」（ウパーサカ仏

教）を提唱するに至った。

また、戦後の近年では、日本テーラワーダ仏教協会のように、上座部仏教が輸入・移植され、

上座部仏教徒として具足戒を授けられ、その僧伽の一員（比丘・比丘尼）となる日本人も、少

数ながら出てきている。また、龍蔵院デプン・ゴマン学堂日本別院のように、チベット仏教僧院

も築かれ、その僧伽の構成員（比丘・比丘尼）も日本に滞在している。

こうして日本仏教においては、平安時代の最澄以降、戒律（具足戒・波羅提木叉）の戒脈や、

それを基にした僧伽の伝統は、基本的に途絶えており、具足戒を受持する出家者・修行者は

（他国の僧伽で受戒したごく少数者を除き）現代日本仏教各宗派では存在しない。それゆえ

日本の伝統宗派に僧伽（サンガ）は存在しない。しかしながら、新しい解釈によって、これらの

僧職者と檀家のみで構成される在家教団をサンガと見做すべきであるという意見もある。

[四分律]
中国、日本、台湾、韓国等の仏教において、歴史的に広く用いられてきた律である。比丘は

二百五十戒を遵守する。現状において、日本では完全に僧伽が消滅しているため、律宗など

で儀式上の必要から、形式的に受戒する場合、既に中国大陸では僧侶はいるが文化大革命

によって正しい戒脈が途絶えてしまったため、『護戒牒』に見られるように戒脈の残る台湾等か

ら戒師を招来する必要がある。

戒律の条項は以下の通りである。

波羅夷法[四ヶ条]
 (これを犯した場合、僧伽を追放されるもの；「波羅夷罪」ともいう) 
1.婬戒 : いかなる性行為も行なわない。

2.盗戒 : 盗心をもって与えられていないものを取らない

3.殺人戒 : 殺人を犯さない。
4.大妄語戒 : 未だその境地を得ていないのに悟りを得たなどと嘘をつかない。ただし自信過
剰による思い上がりの場合は除く。



僧残法 [十三ヶ条]
不定法 [二ヶ条]
尼薩耆波逸提法 [三十ヶ条]
波逸提法 [九十ヶ条]
波羅提提舎尼法 [四ヶ条]
衆学法 [百ヶ条]
滅諍法 [七ヶ条]

[剃髪]
僧侶の規律として剃髪がある。頭を丸め（丸刈り）て悟りの境地へ達する"解脱"への第一歩と
される。剃髪の由来は、釈迦に倣ったものである。古代インドでは、頭髪を剃るのは最大の恥

辱とされ、重罪を犯した者に対する一種の刑罰であったが、釈迦は自らの解脱のため進んで

剃髪した。それに弟子たちも従ったものである。

なお、罪人の髪を剃る刑罰は、中国の髠刑や日本の天つ罪に対する禊など広く見られるもの

であった。

剃髪した僧侶が、還俗して髪を伸ばすことは蓄髪（ちくはつ）という。

近年、浄土真宗をはじめとして、お寺以外に仕事を持っているなどで有髪の僧侶も見受けら

れるが、現代日本の伝統教団には一部を除き、平安時代以降は、教義上、具足戒を受ける

習慣がなく、彼らは厳密には僧侶（比丘）ではないので問題はないとも言える。

大衆部の律には、釈尊は「四カ月に一度剃髪をされた」という伝承がある。



チベット仏教



チベット仏教（チベットぶっきょう）は、チベットを中心に発展した仏教の一派。

[概要]
チベット仏教は、根本説一切有部の厳格な戒律に基づく出家制度から、大乗顕教の諸哲学

や、金剛乗の密教までをも広く包含する総合仏教である。

また、独自のチベット語訳の大蔵経を所依とする教義体系を持ち、漢訳経典に依拠する北伝

仏教と並んで、現存する大乗仏教の二大系統をなす。

特に密教については、主に漢訳経典圏には前期密教〜後期密教が伝わっているのに対し、

チベット仏教は国家仏教として 8世紀-12世紀にかけて後期密教（無上瑜伽タントラ等）の教

えを中心としたインド密教を広範に受け入れ、独自に消化した点にも大きな特徴がある。また、

密教に限らず、中期・後期中観派の著作・思想なども含め、総じて 8世紀以降の、イスラーム

勢力の台頭によって中国にまで伝達されにくくなった（そしてやがて滅ぼされることになる）イ

ンド大乗仏教の系譜を、ヒマラヤ山脈を挟んで目と鼻の先という地の利を活かし、事実上世界

で唯一継承・保全してきた極めて貴重な存在だと言える。

ラマと呼ばれる高僧、特に化身ラマを尊崇することから、かつては一般に「ラマ教」（喇嘛教、

Lamaism）と呼ばれ、ややもすると、仏教とは異質な宗教と見なす向きもあったが、その実態が

一般の認識を得るにつれ、ラマ教という呼称は不適切だとして、現在では使用されなくなって

いる。

チベットでは、7世紀から 14世紀にかけてインドから直接に仏教を取り入れた。そのため、イ

ンド仏教の伝統が途絶える寸前の時代に伝来した後期密教が保存されていることが特徴であ

る。中国や中央アジアの北伝仏教との相互影響は、その地理的な隣接に比して、比較的弱い

といえる。一方、特に旧教であるニンマ派や民間信仰のレベルではボン教との習合などチ

ベット独自の要素も見られるが、チベット仏教の特徴と見なされる要素の大部分は、後期イン

ド仏教の特徴である。チベットでは仏教を取り入れるにあたって、サンスクリット語の原典から

チベット語へ、原文をできるだけ意訳せず、そのままチベット語に置き換える形の逐語訳で経

典を翻訳したため、チベット語の経典は仏教研究において非常に重要な位置を占める。

[教義]
基盤となる顕教の教え

どの宗派においても、一切有情が本来持っている仏性を「基」とし、智慧(空性を正しく理解す

ること）と方便（信解・菩提心・大慈悲などの実践）の二側面を重視し、有情が大乗の菩薩とな

り六波羅蜜を「道」として五道十地の階梯を進み、「果」として最終的に仏陀の境地を達成する

ことを説く。哲学的には龍樹の説いた中観派の見解を採用しており、僧院教育の現場におい

ては、存在・認識についての教学・論争による論理的思考能力と正確な概念知の獲得を重視

している。その思想の骨格となる重要な論書としては、シャーンティデーヴァの著した『入菩薩

行論』 、マイトレーヤの著した『究竟一乗宝性論』『現観荘厳論』などがあるほか、アティーシャ

らが説いたロジョン（和訳：心の修行）の教えが重視され、全宗派で修習されている。



[密教的実践]
また、仏陀の境地を速やかに達成するための特別な方便として、各宗派においてインド後期

密教の流れを汲む無上ヨーガ・タントラの実践が行われている。一般的に新訳派では無上

ヨーガ・タントラを、本尊の観想を中心とした生起次第を重視する父タントラ、身体修練によっ

て空性大楽の獲得を目指す究竟次第を重視する母タントラ、それらを不可分に実践する不ニ

タントラの三段階に分類する。密教の最奥義に相当するものにはニンマ派のゾクチェン、サ

キャ派のラムデ、カギュ派のマハームドラーなどがあり、各派に思想的特徴が見られる。 これ

ら顕密併習の修道論として、最大宗派のゲルク派にはツォンカパの著した『菩提道次第（ラム

リム）』と『秘密道次第論（ンガクリム）』があるが、各宗派においてもそれらとほぼ同種の修道論

が多数著されている。

無上ヨーガ・タントラの実践においては、タントラ文献の記述や後述の歓喜仏のイメージなどか

ら、一部でセックスを修行に取り入れているという道徳的観点からの批判もあるが、これは在家

密教修行者集団内でのことである。中世にはカダム派を中心とした出家者集団の復興が行わ

れて以降、性的実践を行なわずに密教を修行する傾向が強まった（後述）。その影響が各派

に及び、現在の出家僧団においてはあくまで観念上の教義として昇華され、なおかつ一般の

修行と教学を修得した者のみに開示される秘法とされた。このような呪術的、性的な要素につ

いては、出家僧団内においては実際的な行法としては禁止されたものの、その背景にある深

遠な哲学自体は認められたため、教学および象徴的造形としては残されたということに留意

すべきである。現在では顕教を重視するゲルク派が最大宗派となっていることからも、全体とし

て密教的な修行法よりも、「教理問答」のような言語的コミュニケーションと、仏教教学の厳密

な履修が重要視される傾向が高まっているといえる。

[信仰形態]
現在、大きく分けて 4宗派が存在するが、いずれも顕教と密教の併修を柱とする点では共通

し、宗派間の影響を及ぼしあって発展してきたこともあって、各宗派の信仰形態に極端な差異

は無くなっている。

恐ろしい形相を表す忿怒尊（明王）や、男女の抱擁する姿を表す歓喜仏が特徴的であり、こ

れらがことさらクローズアップされがちであるが、他にも阿弥陀如来や十一面観音、文殊菩薩

といった、大乗仏教圏では一般的な如来、菩薩も盛んに信仰されている。禅を中心に独自の

発展を遂げた中国の仏教では廃れてしまった仏が、日本（特に奈良・平安系仏教）とチベット

では共通して信仰され続けているケースも多い。一方、最高位の仏としてチベットでは釈迦如

来や大日如来よりも、後期密教の特徴である本初仏を主尊とする点が独特である。ターラー

菩薩やパルデン・ラモ（忿怒形吉祥天）といった女神が盛んに信仰されることも特徴的である。

文化面では、タンカと呼ばれる仏画の掛軸や砂曼荼羅、楽器を用いた読経などが有名である。

民間の信仰形態として特徴的なものは、マニ車、タルチョー（経旗）、鳥葬などが挙げられる。

また、観音菩薩の真言である六字大明呪が盛んに唱えられる。

[諸国への伝播]
チベット仏教はチベット本国だけでなく、チベットからの布教により仏教を受け入れた諸民族

の間で広く信仰される。チベット系民族では国連加盟国のブータンの他、インドのシッキム州、

ラダック地方、アルナーチャル・プラデーシュ州のメンパ族、ネパール北部ヒマラヤ地帯のムス

タン、ドルポやシェルパ族、タマン族など、またチベット系以外ではモンゴル国と中国領南モン



ゴル（内モンゴル自治区）のモンゴル人、ロシア連邦内のブリヤート人（モンゴル系）やカルム

イク人（同）、トゥバ人（モンゴルの影響が強いテュルク系）といったモンゴル文化圏でも支配的

な宗教であった。他に満州族、ナシ族、羌族などが伝統的にチベット仏教を信仰してきた。満

州族から出た清朝の影響で、北京や五台山、東北部（満州）など中国北方にもチベット仏教

寺院がある。

モンゴルは伝統的にチベット仏教第二の中心地であるが、チベット仏教の直輸入的なもので

あって、地域的な特色はあっても「モンゴル仏教」として区別するほど独立的な要素は強くな

い。チベットにおける宗派がそのままモンゴルにも存在し、近代化以前はモンゴルからチベッ

トへの留学が盛んに行われていた。他方、ネパールでは北部のチベット系民族にチベット仏

教が信仰され、さらに近年では中央部でもチベット仏教の進出が見られるが、元来中央部の

ネワール族などの間にはチベット仏教とは異なる独自の大乗仏教の系譜が伝えられている。

[歴史]
吐蕃と仏教伝来

7世紀前半、吐蕃のソンツェン・ガンポ王（在位：581 年 - 649 年）がチベット統一を果たすと共

に、唐とネパールから嫁いだ 2王妃、文成公主とチツンの勧めで仏教に帰依した。吐蕃の首

都ラサにはトゥルナン寺（ジョカン、大昭寺）が建立された。

ティソン・デツェン王（在位：742 年 - 797 年）の代には仏教が国教と定められ、国立大僧院サ

ムイェー寺が建設されて、インドのナーランダー大僧院（那爛陀寺）の長老シャーンタラクシタ

が招聘された。また、パドマサンバヴァが密教を伝えた。さらに、786 年には敦煌から禅僧摩

訶衍（まかえん）がチベットに招かれたが、シャーンタラクシタの弟子カマラシーラと摩訶衍の

禅宗との間で論争（サムイェー宗論）が行われた結果、カマラシーラのインド系仏教が正統とさ

れた。以来、サンスクリット語経典をチベット語へ翻訳する事業が始められ、824 年頃までかけ

て膨大なチベット大蔵経が作られた。

吐蕃末期には、国家仏教の支配体制に揺らぎが生じた。最後の王ラン・ダルマは仏教勢力の

排除を目論んで廃仏を行い 842 年に暗殺されたという伝説が伝えられている。王家が地方に

四散した後は、チベットは長い分裂時代を迎えた。

[分裂時代と仏教復興]
王朝が滅亡して統制がなくなると、チベット仏教も一時退廃を見せた。僧伽の活動は衰退し、

当時インドで流行していた性瑜伽（性的修行法）や呪術的修法を説く在家密教、すなわち、タ

ントラ主義が横行した。吐蕃王家の亡命政権の 1つである西チベットのグゲ王国は、王朝時
代の伝統保存と仏教復興の担い手となった。

11世紀になると、インドから入国して仏教界を指導したアティーシャ（在位：982 年 - 1054 年）

とその弟子のドムトンらによって戒律復興運動が起こり、出家教団が再興された。般若経の解

釈学、唯識や如来蔵思想の研究、中観思想の二派の論争など、顕教の哲学研究が盛んに

なった。

他方、マルパ訳経師とミラレパらによって新たにインドのナローパやマイトリーパ直伝の後期密

教（ナローパの六法がもたらされた（カギュ派）。アティーシャも、戒律に違犯した行法は禁止し

たが、密教を学ぶことは容認したため、密教化した大乗仏教が排除されて、初期仏教の本流



に近い上座部仏教が徹底されたスリランカや東南アジアとは異なり、チベットでは相互に矛盾

する見解を持つような、あらゆる学派の顕教や、密教が総合的に学習される傾向が生じた。

[サキャ派政権とモンゴル帝国]
1240 年、チベットはモンゴル帝国の侵攻を受けたが、当時ツァン地方を中心に一大勢力を

持っていたサキャ派はモンゴルの懐柔を得ることに成功し、チベットの自治支配権を得た。さ

らに、クビライが即位すると、座主サキャ・パンディタの甥パクパは元朝の帝師として篤く遇され

たが、その弟子のヨウレン・シンカがその威光を背景に滅亡した南宋の墓を暴いたため、漢族

から反感を買った。この時代に、チベット仏教はモンゴル諸部族に広く浸透した。

1368 年の元朝崩壊後はサキャ派に替わってカギュ派系のパクモドゥ派が中央チベットに政権

を確立した。パクモドゥ派政権の衰退後は、同じくカギュ派系のカルマ派と、新興のゲルク派

が覇権を争った。サキャ派やパクモドゥ派は、宗教貴族と化した一族が座主や高僧を半世襲

的に輩出する氏族教団であったが、対してカルマ・カギュ派は化身ラマ（転生ラマ）制度を導

入した。ゲルク派ものちに化身ラマ制度を取り入れ、ダライ・ラマ、パンチェン・ラマの二大活仏

を中心として勢力を伸ばした。この時代の有力宗派は、モンゴル諸部族や明朝と代わる代わ

る同盟関係を結んだ。特にモンゴルの諸ハーンは、元朝の後継者としてチベット仏教の保護

者となることで権威付けを図った。

[ゲルク派の宗教改革とダライ・ラマ政権]
ゲルク派（「浄行（厳律）派」の意。「黄教」「黄帽派」とも）は、アティーシャのカダム派の流れを

くむツォンカパが 1400 年頃に立宗した。ツォンカパは、従前の中観派を斥けて顕教を中心に

独自の中観帰謬（きびゅう）論証派の教義を据えるとともに、過度のタントラ主義を否定して無

上ヨーガ（性的ヨガ）の頽廃を禁じ、密教を中観の「無自性」を深く観ずるための禅定体系と位

置づけた。また、従来の在家密教行者や氏族中心の宗派に対して、厳格な戒律に基づく出

家修行を重視し、僧院を基盤とする教団を組織した。声聞乗（説一切有部・経量部）・菩薩乗

（顕教）・真言乗（密教）を統合した修道体系は、後期インド仏教が目ざした方向性を実現した

とも言える。

1642 年までにオイラト・モンゴルのグーシ・ハーン（グシ・ハン）がチベットの大部分を征服して

グシ・ハン王朝を樹立し、ダライ・ラマ 5世を擁立して宗派を越えたチベットの政治・宗教の最

高権威に据えた。以来、ダライ・ラマを法王として戴くチベット中央政府、即ちガンデンポタン

が確立された。これにともない、ダライ・ラマが元来所属していたゲルク派は、グシ・ハン王朝

のみならず、隣接するハルハ、オイラトなどの諸国からもチベット仏教の正統として遇され、大

いに隆盛となる。一方、覇権争いに敗れた他宗派勢力は辺境に勢力を確保し、ブータンにカ

ギュ派系のドゥク派政権、シッキムにニンマ派政権が成立した。

モンゴルと交流のあった女真族（満州族）から出た清朝は、モンゴルの諸ハーン王朝の後継

者としてチベット仏教の保護者を以て任じ、雍正帝によるグシ・ハン王朝滅亡後は、ダライ・ラ

マ政権の直接的バックボーンとなった。一方で、チベットの内外政の他、法王位の継承なども

清朝の干渉を受けるようになった。しかし清皇族をはじめとする満州族にはチベット仏教に篤

く帰依する者も多く、宗教活動自体は保護を受ける面が強かった。



[近現代の情勢と動向]
17世紀頃から、カトリックの宣教師がインドや中国方面からチベット探検を試み、チベット仏教

に関する報告がヨーロッパにもたらされた。チベット仏教を信仰するモンゴル系の少数民族を

領内に抱えるロシアは、帝政時代の 19世紀後半頃から、それらの民族を利用してチベットと

の交渉を図り、ロシア各地にダツァンと呼ばれるチベット寺院も政策的に建立された。20世紀

になると、隣接するインドを領有していたイギリスがチベットに勢力を伸ばし、チベット仏教研

究も進展した。ドイツではカール・ハウスホーファーらがアジア神秘主義を研究し、ナチスに影

響を与えた。

1959 年のチベット蜂起にともない、チベットの国家元首であるとともにチベット仏教の最高権

威であるダライ・ラマ 14世がインドに亡命した。それ以降、インドやネパールに大量のチベット

人が亡命、その中にはチベット仏教の伝統を体現した高僧が多く含まれていた。中国領チ

ベットで破壊あるいは活動休止された僧院が亡命地に復興され、新たな活動拠点となってい

る。現代の国際的な布教活動は、これら亡命チベット教団の活動によるところが大きい。チ

ベット仏教に造詣深い現代の外国人としては、ロバート・サーマン、リチャード・ギア、日本では

中沢新一などが知られる。また、キアヌ・リーブスは、高位ラマの転生者の子どもをテーマにし

た映画『リトル・ブッダ』にシッダールタ役として出演している（キアヌ自身も仏教徒である）。

一方、中国の支配下に置かれたチベット本土では、チベット動乱に続く時期(1955-61)や文化

大革命の時期にチベット仏教の寺院が徹底的な破壊を受けた。その後も形式的には信仰の

自由が標榜されていたが、実際にはチベット仏教は中国政府と中国共産党の徹底的な支配

下に置かれるとともに、過酷な弾圧が加えられ続けている。特に、ダライ・ラマに対する敬慕の

念を口にすることは犯罪行為とみなされ、弾圧の対象となる。チベット本土でも一部の寺院は

復興が認められたが、その規模は往事とは比較にならず、中国共産党の指導下で寺院の自

主性は損なわれている。また、高僧の多くが亡命したため、チベット本土におけるチベット仏

教の伝統の継続に大きな支障がでている。亡命した高僧の中には、ゲルク派の首座であるガ

ンデン・ティパの第 95代であるタシー・トントゥン、カルマ・カギュ派の教主であるカルマパ 17
世ウゲン・ティンレー・ドルジェ、ディクン・カギュ派の教主であるディクン・チェ=ツァン・リンポ

チェなど、チベット仏教の各支派の教主クラスも多い。

2007 年 8月 4日のAFP BB News（中国国営新華社通信の報道を引用）によると、中国政府

は、国内の化身ラマが転生する際、政府の許可なしの転生は認めないことを決定した。高僧

を管理下に置くための措置と見られている。

ロシア連邦の自治共和国の一つであるカルムイク共和国にはチベット仏教を信仰する住民が

多く、事実上の『国教』として扱われているとされる。住民の中には『欧州唯一の仏教国』を標

榜するものもいると伝えられ、ソビエト連邦崩壊後、宗教の自由化が行われると、同国のイリュ

ムジノフ大統領はダライラマ十四世を同国の仏教センター所長として招聘しようと試みた。

[日本との関係]
北伝仏教の系譜を汲む日本の仏教は、チベット仏教と直接の繋がりは無いものの、同じく大

乗仏教であり、特に中国などでは廃絶した密教を保持するという点で共通する。また、中国で

の受容を介さないインド直伝の大乗仏教であり、前述の通りサンスクリット原典に近いチベット

大蔵経は、仏教学の上で貴重な資料となる。このことが明治時代には能海寛ら仏教学者に注

目され、日本人初のチベット探検者河口慧海に続いて、1900 年代から大正時代にかけて多



田等観、青木文教、寺本婉雅ら日本の僧侶、仏教学者がチベットへ赴き、チベット仏教を研

究した。

[現代日本のチベット仏教]
戦後は、欧米経由のニューエイジやサブカルチャーの領域において注目されるようになり、エ

キゾチックな仏教美術をドラッグの幻覚を連想させる表現で引用したり、転生ラマ（トゥルク）の

システムや一部の仏典のみを参照して呪術的な側面を特に強調して紹介されることが多かっ

た。また、オウム真理教などの、仏教系新宗教から多額の寄付を受けとっていた事などから、

チベット仏教に対する悪いイメージが広まった。チベット亡命政府樹立以降は、積極的なチ

ベット仏教側の情報開示、学者や伝統的な僧侶による一般向けの講習会開催など、理解を

深めるための活動が行なわれている。日本においてはとりわけ、ダライ・ラマ法王日本代表部

事務所勤務者たちによって、1998 年に設立された「チベット仏教普及協会」（ポタラ・カレッジ）

などが、その役割を果たしている。

また、教派的に近い関係にある日本の真言宗との関係は、以下に示すように緊密であり、盛

んな交流がなされている。（上記の「チベット仏教普及協会」（ポタラ・カレッジ）も、真言宗智山

派や大正大学などと縁がある。）

2004 年 7月、広島県にある高野山真言宗牛田山龍蔵院（聖天山歓喜寺龍蔵院）内に、日本

初のチベット仏教僧院である「龍蔵院デプン・ゴマン学堂日本別院」が創設され、その窓口で

ある「デプン大僧院・ゴマン学堂日本事務局」と共に、一般社団法人「文殊師利大乗仏教会」

によって、運営・支援されている。

真言宗御室派の大本山である広島・大聖院では、「チベット仏教ゲルク派デプン大僧院ゴマ

ン学堂」と継続的に交流活動が行われており、2006 年 11月 3日には、空海による弥山の開

創 1200 年を記念して、ラサのデプン大僧院に由来する弥勒菩薩の開眼法要がダライ・ラマ

14世によって行われ、その仏像建立儀式が 11月 8日に完了したことを由縁として、毎月 8日
には「龍蔵院デプン・ゴマン学堂日本別院」のチベット僧達によって「大聖院弥勒仏兜率浄土

祈願（デプン・ジャンパ法要）」が月例行事として行われている。

真言宗豊山派の大本山である東京・護国寺では、度々チベット仏教にまつわる供養・勤行が

行われ、2011 年 4月 29日には、東日本大震災のためのダライ・ラマ 14世による四十九日法

要が行われた。

2011 年 11月 1日-2日、高野山大学 125周年記念として、ダライ・ラマ 14世が高野山を訪れ、
講演や灌頂を行った。

2008 年、チベット仏教カギュ派の分派であるディクン・カギュ派（直貢噶舉教派）は、京都に

「チベット仏教直貢噶舉教派寶吉祥仏法センター」を設立した。これは、同派の僧侶のリン

チェン・ドルジェ・リンポチェが台湾において主宰する「寶吉祥仏法センター（社団法人中華民

国市寶吉祥仏教文化交流協会）」の日本における拠点として設立されたものである。

[チベット仏教の宗派]
四大宗派

ニンマ派、カギュ派、サキャ派、ゲルク派を、チベット仏教の四大宗派と呼ぶ。



ニンマ派 

「古翻訳派」の意。パドマサンバヴァを宗祖とし、古代王朝時代に導入されたタントラ群（ニン

マ・カマ）と埋蔵教典（テルマ）に依拠する。

カギュ派 

マルパ、ミラレパを宗祖とする。カギュ・カルマ派、ツェルパ・カギュ派、ディクン・カギュ派、ドゥ

ク派、パクモドゥ派などの多数の支派に分かれている。

サキャ派 

元朝の時代にはチベットに政権を確立し、サキャ・パンディタやフビライ・ハーンの帝師パクパ

が出た。

ゲルク派

ツォンカパを宗祖とし、秘密集会タントラを重視している。ダライ・ラマ、パンチェン・ラマが属す

る。近世以降の最主流派。 カダム派 - アティーシャを中心とする運動。ゲルク派は、この宗派

の後継者を自認する。（四大宗派のすべてに影響を与えた後、ゲルク派が新カダム派、ガン

デン流として教団組織化した。現在この宗派は存在していない。）

[その他]
上記以外にも、シャンパ・カギュ派、シチェ派、チュウ派などの現在は独立した宗派としての組

織を持たない伝統や、近年復興運動が起こっているチョナン派などが存在する。

また、ゲルク派の保守勢力の間で護法尊または怨霊とされるシュクデンの崇拝が行われてお

り、彼らをさしてシュクデン派と呼ぶことがある。現在、シュクデン信仰はダライ・ラマ 14世に
よって禁じられており、それによってシュクデン派はチベット仏教の主流派からは異端とみなさ

れている。一方、シュクデン派はニュー・カダンパ・トラディション（国際カダム派仏教連合）ウエ

スタン・シュクデン・ソサエティーといった団体を結成し、チベット仏教主流派に対抗する活動

を行っている。



入滅



入滅（にゅうめつ）とは、仏教用語で、滅度（めつど）・寂滅（じゃくめつ）ともいい、サンスクリット

のニルヴァーナ）の訳、煩悩の炎が吹き消えた状態、宗教的解放を意味する解脱のことである。

「涅槃」「泥洹（ないおん）」などとも音写される。また、老荘思想の重要概念語「無為」と訳され

ることもある。よって、「入滅」とは、そのような境地に入ることをいう。

ただし、完全な解脱は肉体の完全な消滅、つまり「死」によって完結するから、「入滅」とは、宗

教的に目覚めた人が死ぬことをも意味する。

一般に仏の死去は入滅といい、高僧の死去は遷化というが、特に宗祖の遷化を入滅と表現す

ることもある。



涅槃



涅槃 （ねはん、プラークリット）は、仏教の主要な概念の一つである。

[訳]
この語のほか、泥曰（ないわつ）、泥洹（ないおん）、涅槃那（ねはんな）などとも音写される。漢

訳では、滅、滅度、寂滅、寂静、不生不滅などと訳した。また、サンスクリットでは「廻って」とい

う意味の接頭辞 pari- を冠してパリニルヴァーナ(parinirvāṇa) 、更に「偉大な」という意味の 

mahā- を付してマハーパリニルヴァーナ(mahāparinirvāṇa)ともいわれるところから円寂、大円

寂などと訳された。ただし、南伝のパーリ語教典を訳した中村元はダンマパダ、第十章、「暴

力」、百三十四節の訳注において「安らぎ - Nibbāna（= Nirvāṇa 涅槃）声を荒らげないだけで、

ニルヴァーナに達しえるのであるから、ここでいうニルヴァーナは後代の教義学者たちの言う

ようなうるさいものではなくて、心の安らぎ、心の平和によって得られる楽しい境地というほどの

意味であろう。」としている。

[概説]
涅槃は、「さとり」〔証、悟、覚〕と同じ意味であるとされる。しかし、ニルヴァーナの字義は「吹き

消すこと」「吹き消した状態」であり、すなわち煩悩（ぼんのう）の火を吹き消した状態を指すの

が本義である。その意味で、滅とか寂滅とか寂静と訳された。また、涅槃は如来の死そのもの

を指す。涅槃仏などはまさに、死を描写したものである。「人間の本能から起こる精神の迷い

がなくなった状態」という意味で涅槃寂静といわれる。

釈迦が入滅（死去）してからは、涅槃の語にさまざまな意味づけがおこなわれた。

1.有余涅槃・無余涅槃とわけるもの

2.灰身滅智、身心都滅とするもの

3.善や浄の極致とするもの

4.苦がなくなった状態とするもの

などである。

涅槃を有余と無余との二種に区別する際の有余涅槃は、釈迦が三十五歳で成道して八十歳

で入滅するまでの間の「さとり」の姿を言う。無余涅槃は八十歳で入滅した後の「さとり」の姿と

みるのである。この場合の、「余」とは「身体」のこととみて、身体のある間の「さとり」、身体のな

くなった「さとり」とわける。

有余涅槃・無余涅槃は、パーリ語の sa-upādisesa-nibbāna, anupādisesa-nibbāna で、このうち、

「余」にあたるウパーディセーサ(upādisesa)は、「生命として燃えるべき薪」「存在としてよりかか
るべきもの」を意味する。仏弟子たちは有余無余を、釈迦の生涯の上に見た。釈迦の入滅こ

そ、輪廻転生の苦からの完全な解脱であると、仏弟子たちは見たのである。

このような「さとり」が灰身滅智、身心都滅である。灰身滅智（けしんめっち）とは、身は焼かれ

て灰となり、智の滅した状態をいう。身心都滅（しんしんとめつ）とは、肉体も精神も一切が無に

帰したすがたをいう。このことから、これらは一種の虚無の状態であると考える事ができるため、

初期の仏教が、正統バラモンから他の新思想と共に虚無主義者（ナースティカ、nāstika）と呼
ばれたのは、この辺りに原因が考えられる。



ナースティカとは呼ばれたが、釈迦が一切を無常・苦・無我であると説いたのは、単に現実を

否定したのではなく、かえって現実の中に解決の道があることを自覚したからである。

この立場で、のちに無住処涅槃という。「さとり」の世界では、無明を滅して智慧を得て、あらゆ

る束縛を離れて完全な自在を得る。そこでは、涅槃を一定の世界として留まることなく、生死と

言っても生や死にとらわれて喜んだり悲しんだりするのではなく、全てに思いのままに活動し

て衆生を仏道に導く。

このような涅槃は、単に煩悩の火が吹き消えたというような消極的な世界ではなく、煩悩が転

化され、慈悲となって働く積極的な世界である。その転化の根本は智慧の完成である。ゆえに

「さとり」が智慧なのである。

この点から菩提と涅槃を「二転依の妙果」という。涅槃は以上のように、煩悩が煩悩として働か

なくなり、煩悩の障りが涅槃の境地に転じ、智慧の障害であったものが転じて慈悲として働く。

それを菩提（ぼだい）という。

以上のように「さとり」は、涅槃の寂静と菩提の智慧の活動とを内容とする。そこで涅槃の徳を

常楽我浄の四徳と説く。「さとり」は常住不変で、一切の苦を滅しているので楽、自在で拘束さ

れないから我、煩悩がつきて汚れがないから浄といわれる。



涅槃寂静



涅槃寂静（ねはんじゃくじょう）は、仏教用語で、煩悩の炎の吹き消された悟りの世界（涅槃）

は、静やかな安らぎの境地（寂静）であるということを指す。涅槃寂静は三法印・四法印の一つ

として、仏教が他の教えと根本的に違うことを示す。

この言葉は、『雑阿含経』などには、涅槃寂滅、『大智度論』には涅槃実法印などと出てくる。

「涅槃寂静」と言う用語が登場するのは、『瑜伽師地論』である。

なお、漢字文化圏では 10-24を示す数の単位としても用いられる（単位としての涅槃寂静を参

照）。

[概説]
諸行無常・諸法無我の事実を自覚することが、この涅槃寂静のすがたである。

無常と無我とを自覚してそれによる生活を行うことこそ、煩悩をまったく寂滅することのできた

安住の境地であるとする。『大般涅槃経』においては、この娑婆世界の無常・無我を離れたと

ころに、真の「常楽我浄」があるとする。

無常の真実に目覚めないもの、無我の事実をしらないで自己をつかまえているものの刹那を

追い求めている生活も、無常や無我を身にしみて知りながら、それを知ることによってかえっ

てよりどころを失って、よりどころとしての常住や自我を追い求めて苦悩している生活も、いず

れも煩悩による苦の生活である。それを克服して、いっさいの差別（しゃべつ）と対立の底に、

いっさいが本来平等である事実を自覚することのできる境地、それこそ悟りであるというのが、

涅槃寂静印の示すものである。

仏教本来の意味からすると、涅槃とはいっさいのとらわれ、しかも、いわれなきとらわれ（辺見）

から解放された絶対自由の境地である。これは、縁起の法に生かされて生きている私たちが、

互いに相依相関の関係にあることの自覚であり、積極的な利他活動として転回されなくてはな

らない。この意味で、この涅槃寂静は仏教が他の教えと異なるものとして法印といわれるので

ある。

[単位としての涅槃寂静]
漢字文化圏では数の単位（命数）としても用いられ、名前のついている数では最小の単位と

なっている。それが差し示す位は、10-24、10-26など時代や地域、また書物により異同がある

（一般には 10-24とされる）。小数の単位としては唯一、漢字四字で表記される。SI 接頭辞で

はヨクトに当たる。



念仏



念仏（ねんぶつ）とは、仏教における行のひとつで、仏の姿や功徳を思い描いたり、その名号

を口に出して呼ぶこと。サンスクリット語では"buddha-anusmRti"で、仏陀に対する帰敬、礼拝、
讃嘆、憶念などの意。日本では一般的には、浄土教系の宗派において合掌礼拝時に「南無

阿弥陀仏」と称える「称名念仏」を指すことが多い。



八部衆



八部衆（はちぶしゅう）または天龍八部衆（てんりゅうはちぶしゅう）は、仏法を守護する 8神。
仏教が流布する以前の古代インドの鬼神、戦闘神、音楽神、動物神などが仏教に帰依し、護

法善神となったものである。十大弟子と共に釈迦如来の眷属を務める。

[概要]
八部衆とは 8つの種族という意味である。これにはいくつかの説がある。通常に用いられるの

は「舎利弗問経」を基本に、「法華経」や「金光明最勝王経」などの説により、天衆、龍衆、夜

叉衆、乾闥婆衆、阿修羅衆、迦楼羅衆、緊那羅衆、摩睺羅伽衆の 8つを指す。

ただし、奈良・興福寺の著名な八部衆像の各像の名称は上述のものと異なり、寺伝では五部

浄、沙羯羅（さから、しゃがら）、鳩槃荼（くはんだ）、乾闥婆、阿修羅、迦楼羅、緊那羅、畢婆

迦羅（ひばから）と呼ばれている。

なお、四天王に仕える八部鬼衆は、これらの八部衆と名称も類似し一部重複するので間違わ

れやすいが基本的に異なる。ちなみに八部鬼衆は、乾闥婆・毘舎闍・鳩槃荼・薛茘多・那伽

（龍）・富單那・夜叉・羅刹の名を挙げる。

法華経の序品（じょぼん）には、聴衆として比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷（出家在家の男女）

などの「人」のほかに、この八部衆を「非人」として名が連ねられている。

天（Deva、てん）
梵天、帝釈天を初めとする、いわゆる「天部」の神格の総称。欲界の六天、色界の四禅天、無

色界の四空処天のこと。光明・自然・清浄・自在・最勝の義を有す。古代インドにおける諸天

の総称。天地万物の主宰者。

龍（Naga、りゅう）
「竜」、「竜王」などと称される種族の総称。 蛇を神格化したもので、水中に棲み、雲や雨をも

たらすとされる。また、釈尊の誕生の際、灌水したのも竜王であった。人面人形で冠上に龍形

を表す。

夜叉（Yaksa、やしゃ）
古代インドの悪鬼神の類を指すが、仏法に帰依して護法善神となったもの。空中を飛行する。

乾闥婆（Gandharva、けんだつば）
香を食べるとされ、神々の酒ソーマの守り神とも言う。 仏教では帝釈天の眷属の音楽神とされ

ている。インド神話におけるガンダルヴァであり、ギリシア神話におけるケンタウロスと同源であ

ると推定されることからインド・イラン共通時代よりもさらに印欧祖語時代に起源をさかのぼる。

阿修羅（Asura、あしゅら）
古代インドの戦闘神であるが、インド・イラン共通時代における中央アジア、イラン方面の太陽

神が起源とも言われる。通常、三面六臂に表す。迦楼羅（Garuda、かるら）ガルダを前身とする、

竜を好んで常食するという伝説上の鳥である。鷲の如き獰猛な鳥類の一類を神格化したもの。



緊那羅（Kimnara、きんなら）
音楽神であり、また半身半獣の人非人ともいう。人にも畜生にも鳥にも充当しない。仏教では

乾闥婆と同様に帝釈天の眷属とされ、美しい声で歌うという。

摩睺羅伽（Mahoraga、まこらが）
緊那羅とともに帝釈天の眷属の音楽神ともいう。または廟神ともいわれる。身体は人間である

が首は蛇である。龍種に属す。大蛇（ニシキヘビとも）を神格化したもの。



不還



不還 （ふげん、anaagaamin अन�गामिन्(sanskrit)）は、旧訳では�मिन्(sanskrit)）は、旧訳では音写してमन �(sanskrit)）は、旧訳では音写して「阿那含」（あなごん）

という。もはや人間界にもどることなく、天界以上の階位に上って悟りに至る者のこと。四向四

果の一つである。

部派仏教では五下分結（下位の世界に結びつける五つの煩悩）を断じた者が得る位であった

が、『倶舎論 』では、欲界の修惑（情的煩悩）をすべて断ち切ったため、もはや欲界に戻らず

に悟りに至るとする。不還向（ふげんこう）とは，前段の一来果を得た者が、次の不還果を得よ

うとして残余の修惑三品を断ちつつある位のこと。



布施



布施（ふせ）は、梵語では「檀那（旦那）（ダーナ）」といい、慈悲の心をもって、他人に財物など

を施すことで、六波羅蜜のひとつである。

[概要]
布施には「財施」「法施」「無畏施」の三種がある（大智度論）。布施をする人をダナパティとい

い、施主（せしゅ）、檀越（だんおつ、だんえつ）、檀徒（だんと）などと訳される。なお、菩提寺

にお布施をする家を檀家（だんか）という言葉も、檀那、檀越から来たものである。また、古くは

皇族などが自らの領地（荘園）などを寺院に寄せる（寄付する）ことを施入（せにゅう）（する）と

いうことがある。

[布施の種類]
大智度論など、伝統的には、次のような種類が挙げられている。

財施とは、金銭や衣服食料などの財を施すこと。

法施とは、仏の教えを説くこと。

無畏施とは、災難などに遭っている者を慰めてその恐怖心を除くこと。

その他に、

和顔施（わがんせ）：笑顔をひとに見せることが、それを見る人に幸福感を届け、一種の布施

を行っていることになる、という考え。

言辞施（げんじせ）：「和顔愛語」の愛語に相当。言葉で相手を傷つけないように気をつけるこ

と。



仏旗



仏旗（ぶっき）とは、仏教を象徴する旗。「六色仏旗」「六金色旗（ろっこんしょくき・ろっこんじき

き）」、「仏教旗」とも呼ばれる。

[旗の色]
左から青、黄、赤、白、橙、そして一番右の列には 5 色を上から順番に並べた縞模様となって

おり、それらの色にはそれぞれ意味が込められている。

青は仏陀の頭髪の色で、「定根」をあらわす。

黄は仏陀の身体の色で、「金剛」をあらわす。

赤は仏陀の血液の色で、「精進」をあらわす。

白は仏陀の歯の色で、「清浄」をあらわす。

樺（橙）は仏陀の袈裟の色で、「忍辱」をあらわす。

残りの 1 色は「輝き」をあらわし、旗の 6列目には独自の色は配されず、他の 5 色を上から順

に並べた縞模様で表現される。



仏性



仏性（ぶっしょう）とは、仏の性質・本性のことで、主に『涅槃経』で説かれる大乗仏教独特の教

理である。「覚性かくしょう」とも訳される。また『法華経』では、仏種ぶっしゅ「仏に成る種」、『勝

鬘経』では、如来蔵にょらいぞうなどと、さまざまな表現がされるが、基本的に仏性と同じ意義

である。

仏教では、この仏性を開発し自由自在に発揮することで、煩悩が残された状態であっても全

ての苦しみに煩わされることなく、また他の衆生の苦しみをも救っていける境涯を開くことがで

きるとされる。この仏性が顕現し有効に活用されている状態を成仏と呼び、仏法修行の究極の

目的とされている。

[宗派による見解の違い]
歴史的な流れ

仏教全体として「すべての衆生が仏性を持つ」という統一見解はなく、以下のように宗派により

見方は異なっている。

まず、原始仏教の時代には仏性という観念はまだなかった。 釈迦入滅後、根本分裂が起こり、

またAD100 年ごろには枝末分裂が起こり、両派あわせて 20前後の部派仏教が成立した。こ

の当時の部派仏教では、誰でもが悟れるのか、あるいは一部の人しか悟れないのか、などと

いう様々な議論が起こった。

上座部仏教（南伝仏教）では、この穢れた世界（娑婆世界、穢土）に生まれて苦しみを受ける

のは煩悩によるものであると捉え、出家して厳しい戒律を保つことによって煩悩を断ち切り阿

羅漢になることを目的とする。煩悩を断尽すると自然と身から火が出て消滅し二度と生じない

とされる。

これに対して、大乗仏教（北伝仏教）では、阿羅漢を小乗とみなして、その上の尊格に仏を立

てた。また大乗仏教の教理では、誰もが救われることを主眼に置き、出家はもちろん在家でも

救われると考えられ、誰もが仏になれる可能性があるとした。つまり衆生に仏性があるという考

え（如来蔵思想）が生まれた。

仏性について、特に積極的に説いたのは、初期大乗仏教の経典『法華経』である。それ以前

の経典では成仏できないとされていた部類の衆生にも二乗成仏・女人成仏・悪人成仏などが

説かれた。さらに、その後成立した『大般涅槃経』では、一切の衆生に仏性が等しく存在する

こと（一切衆生悉有仏性いっさいしゅじょうしつうぶっしょう）が説かれた。

しかしどの仏典でも同様に説かれたわけではなく、さらに時代を下った後期に成立した大乗

経典であり、法相宗が所依とした『解深密経』などでは、衆生には明らかに機根の差があるた

め誰もが成仏できるわけではない、『法華経』が一乗を説くのは能力のない衆生が意欲をなく

すのを防ぐための方便である、と説いた。

[宗派による違い]
上記のような各仏典の成立の前後関係が判明したのは、近代の科学的な史料批判の後であ

る。 それ以前においては、仏典の前後関係及び価値の軽重は、宗派的視点により決められ

た（教相判釈）。 特に有名なものは、天台宗の智顗による五時八教の教相判釈である。智顗

によれば『解深密経』は『法華経』や『涅槃経』より以前に説かれた方等部の経典で権大乗（仮

に説かれた方便の教え）であり、『法華経』に導く手前の教えとした。すなわち、より後に説か



れたとする『法華経』や『涅槃経』を優先し、一切衆生悉有仏性説こそ正しいとした。この点で

は、上記の現代における研究の結果である『解深密経』が『法華経』よりも遅い成立であるとす

る考えと一致していることになる。

さらに日本の天台宗では、仏性を衆生（人間）に限らず、山川草木や生類すべてに仏性があ

るとする考え（一切悉有仏性いっさいしつうぶっしょう）までが、後世に生まれた。

日本仏教では、奈良仏教（法相宗等）は全体として成仏への道程は人の機根に応じて違いが

あるするのに対して、平安仏教（天台宗・真言宗）では悉有仏性説しつうぶっしょうせつを説い

た。 時代が下り、鎌倉仏教（浄土宗・禅宗・日蓮宗）になるとことさらに女人も成仏できると主張

するように変化した。

このように、仏性や一切衆生悉有仏性は、仏教全体に共通する教義ではない。 しかし現在の

日本仏教では、法相宗などの一部の宗派を除き、仏性・一切悉有仏性・如来蔵を説く宗派が

多勢を占めている。

[三因仏性]
『大般涅槃経』獅子吼ししく菩薩品ぼさつほんに説かれるものを智顗が整合し確立した、成仏

のための 3つの要素を三因（さんいん）仏性という。

正因仏性しょういんぶっしょう - 本性としてもとから具わっている仏性のこと

了因仏性りょういんぶっしょう - 仏性を照らし出す智慧や、その智慧によって 発露した仏性の

こと

縁因仏性えんいんぶっしょう - 智慧として発露するための縁となる善なる行いのこと

三因仏性は通常は智顗の説を指す場合が多いが、世親の『摂大乗論』や『仏性論』には次の

3つを説き、これを三因仏性という場合もある。

自性住仏性じしょうじゅうぶっしょう - 本性としてもとから具わっている仏性のこと

引出仏性いんしゅつぶっしょう - 修行により引き出されて露見する仏性のこと

至得果仏性しとくかぶっしょう - 上記の 2つが仏果として完成し成仏して実った仏性のこと



仏身



仏身 (ぶっしん)とは、仏の姿をいう。

[成立]
釈迦の入滅という現実は、弟子たちの間にいろいろの問題を提起したが、その中でも、仏の

身体をどう考えるかということは、一つの大きな問題であった。すなわち、人格信仰の問題であ

る。

釈迦在世中は、現前に悟りを開いた仏が生身として存在しているから、人々はこの仏に聞きそ

れに対処できた。弟子達はこの生身(なまみ)の釈迦に頼って生きていた。このような人々に対
して、釈迦は在世中、しばしば「肉身をもった仏にたよってはならない」「仏は法をさとったもの

であるから、法こそ真実のよりどころである」と弟子たちをさとしていた。しかし、眼前に仏を見

ている人々にとっては、理屈ぬきにして、その仏に頼ることは仕方のないことである。釈迦の入

滅という事実は、大きな問題を弟子たちの間に惹きおこしたのである。

この入滅の事実を見て、弟子たちは在世中の釈迦の言葉「法をよりどころとせよ」を改めて考

えることとなった。そこで、釈迦の教えた「法」を通じて釈迦自身（仏）をみようとした。「法」を通

し、語られた教えの中に肉身の仏をみようとしたのである。そこでまずあらわれたのが、釈迦の

生きておられた現実の身生身(しょうじん)に対して不滅の身である法身(ほっしん)が求められ、
それが二身説としてあらわれた。この時、すでに「法身」が永遠不滅の身であり、現実の「生

身」は人々を救うために人間に応えて現われた「応身」であると考えられた。

この場合、法身は宇宙的一般者とでもいいうるような「法」そのものを意味し、後には「理法身」

といわれるようなもので、宇宙身としての道理そのもの、真理そのものであると考えられる。そ

のような法が具体的な活動態としてあらわれるのが応身であり、それは後に「化身」(けしん)と
もいわれ、また「応化身」ともいわれ、法が具体的な姿で人々を救い導くために働く姿である。

したがって、人間もしくは人間以外として、応化身の働きはは広い領域で考えられた。

[その後]
後世、法身はまったく「理」として考えられる場面もあるが、本来は釈迦自身を法の中にみよう

とした弟子たちによって見られた仏であるから、そこには具体的な、もっと人格的なものが考え

られた。それが後に「智法身」といわれるようになったと思われ、さらに単なる応化身ではなく、

法身に即した応化身、応化身に即した法身として、仏の理想像をえがき、これを礼拝の対象と

して具象化しようとする時、そこに報身(ほうじん)という考え方があらわれる。

この報身は、その意味で思想的には、なかなか一定しなかった。これは、法身や応身のサン

スクリット語は一定しているが、報身をあらわす原語が(niSyanda-buddha)(vipaaka-kaaya)
(saMbhoga-kaaya)などと一定していないことでも分かる。漢訳の報身は「因願酬報」のゆえにと

いわれ、真如本然の働きと修行の働きとの和合によって現われるからとも説明されるが、原語

「niSyanda-buddha」とは「かの如来は、福徳の因より出でたる結果なり」と説明されているから、

福徳の行が原因となって自然にあらわされた結果としての仏である。その点「因願酬報」と相

応すると思われる。

次に「vipaaka-kaaya」とは「成熟せる身」という意味であり、願行が完成して得られた身の意味

である。



また「saMbhoga-kaaya」とは「受用される身」という意味で、人々がこの仏の身体を受用して成

仏するという意味である。このような意味で報身という考えかたの中に、やがてそれを具体的

に彫刻し絵にしようとして、三十二相八十種好などの仏の相貌がととのえられてきたと思われ

る。

このように、二身説は三身説となった。さらに、法身に理、智を区別し、理智不二の法身と解釈

され、この法身を法そのものの意味で「自性身」(じしょうしん)と呼んだ。また「報身」に自受用、

他受用の二身を区別し、応身と化身を区別し、また応化身とするなど種々の説となり、四身

説・五身説・六身説が現れる。



仏典



仏典（ぶってん）とは、仏教典籍の略称で、仏教の聖典の総称である。その分類形態から「三

蔵」とも呼ばれる。

[分類]
仏典は、律・経・論に三分類され、ひとまとめにされたものが、それぞれ「律蔵」「経蔵」「論蔵」

と総称される。

律蔵（（ヴィナーヤ・ピタカ, ヴィナヤ・ピタカ）） - 律（（ヴィナーヤ, ヴィナヤ））の総称

: 出家修行者（比丘・比丘尼）が護るべき戒律（具足戒・波羅提木叉）、及び、僧伽（僧団）の運

営規則

経蔵（（スートラ・ピタカ）、（スッタ・ピタカ）） - 経（（スートラ）、（スッタ））の総称
: 釈迦の教説を伝えるための教えの集成

論蔵（（アビダルマ・ピタカ）、（アビダンマ・ピタカ）） - 論（（アビダルマ）、（アビダンマ））の総称

: 律や経に対する研究、解釈をまとめたもの

この三種を総称して「三蔵」（（トリピタカ）、（ティピタカ））と呼ぶ。

漢字文化圏では、大乗仏教経典や偽経の追加、段階的な伝播・翻訳過程によって、元々の

「三蔵」の枠組みが壊れてしまい、後に「一切経」「大蔵経」として仏典群を総集・再編し直した

ので、専らこれが仏典の総称として用いられる。

[歴史]
結集と作成

仏教の経典は、釈迦時代は釈迦が文書化を許さなかったため暗記によって保持されたと伝え

られる。この時代のインドでは、文字はすでに普及していたが、その使用は商用や法規の公

布などに限られ、世俗の用件に用いるものではなかった。ことに、書くことで自分を離れるから、

聖典に対する敬虔さを失うと考えられて、文字に記すのではなく、体で覚えたわけである。

仏典が組織的に編まれたのは、釈迦の入滅後間もない時期である。釈迦の入滅時に一人の

比丘が「もう師からとやかくいわれることもなくなった」と放言したことがきっかけで、これを聞い

た摩訶迦葉が、釈迦の教説（法と律）を正しく記録することの大切さを仲間の比丘たちに訴え、

聖典を編纂した。

この編纂会議を結集（けつじゅう）と呼ぶ。しかし、ここでは現在我々が目にする仏典の成立で

はなく、核とも言うべきものが作られた。この編纂会議は、第一結集と呼ばれている。

その後も、仏典はおよそ二百年間は暗記によって保持され、文字に写されなかった。

[増広と伝播]
インドの仏教史を見ると、釈迦を出発点とする原始仏教時代・部派仏教時代・大乗仏教時代

の三つの時代を通して、経典は作成され続けており、さらにインドから仏教が伝播していく過

程で、その渡来地の中国などで作られた経典（偽経）もある。



したがって、仏典を研究する場合には出自調査は難しい場合が多い。ことに経典は一般に釈

迦の説法の記録の形式をとり、著作者名が記されることはない。具体的に言うと、釈迦の死後

数百年を経過して書かれたことが明らかな経典であっても、釈迦の教説を正しく継承している

という立場を標榜し、「このように私は（仏から）聞いている」という出だしで始められており、経

典自身には、いつ、どこで著述されたかは、明記されていない（大乗非仏説）。

出自が不明な経典の一例としては、「浄土三部経」の『仏説観無量寿経』がある。これはいま

だにインドで作成されたものか、中央アジアあるいは中国で成立したものか諸説あり、決着し

ていない。梵文原典やチベット訳が見当たらず、漢訳とウイグル（中央アジア系民族）文の断

簡が存在するのみのため、その出自が判明していない。これはほんの一例に過ぎないが、慣

れ親しんだ経典でも出自が不明なものも少なくない。

[原典問題]
各国語に翻訳される以前の「原典」と呼ぶべき経典は、インドの言語による経典が中心になる。

釈迦の用いた言語は、古代マガダ語と推定されるので、最初期の仏典もこの言語を使用した

と考えられる。

現在残る経典で、最も古いのは、パーリ語の聖典であると言われている。しかしパーリ仏典は、

5世紀前半に大乗仏教と共通する内容を意図的に排除・改竄したものなので、釈迦の教えを

そのまま伝えているわけではなく、文献学的には大乗仏教よりも新しい経典である。

漢訳仏典のサンスクリット原典が残っていないものが多く、また存在しても漢訳より年代を遡る

ものは少ない。その理由としては、

中国、インドいずれでも王朝の交替や宗教、思想の変遷により新たな支配層にとって不都合

な記述のある原典が言論・思想統制で意図的に破棄された。

中国では漢訳仏典は写本により流布したが、サンスクリット原典は漢民族社会では需要がな

いため保存されなかった。

写本によらず、訳経僧が暗諳していた経典を漢訳したため、元から原本が存在しなかった

ケースの存在。

が考えられる。いずれにしても梵本は、中国では用いられなかった。



仏陀



仏陀（ぶつだ、ブッダ）は、仏ともいい、悟りの最高の位「仏の悟り」を開いた人を指す。buddha 
はサンスクリットで「目覚めた人」「体解した人」「悟った者」などの意味である。

[「佛」の字について]
「仏」（ぶつ）の字は、通常は中国、宋・元時代頃から民間で用いられた略字として知られるが、

唐の時代にはすでに多く使われており、日本の空海も最澄宛の『風信帖』（国宝）の中で使用

している。これを漢字作成時の地域による使用文字の違いと見る有力な説がある。

中国において buddha を「佛」という字を新たに作成して音写したのは、おそらく中国に 

buddha に当たる意味の語がなかったためであろう。この「佛」の語は、中央アジアの "but" もし
くは "bot" に近い発音を音写したもので、元北京大学の季羨林教授によれば、この語はトカラ

語からの音写であるとするが、根拠は不明である。

4世紀以後に仏典がサンスクリットで書かれて、それが漢文訳されるようになると、buddha は
「佛陀」と 2字で音写されるようになる。つまり、「佛陀」が省略されて「佛」表記されたのではな
く、それ以前に「佛」が buddha を意味していたことに注意すべきである。[1]

「佛」の発音については、「拂」「沸」の発音が *p‘iuet であるから、初期には「佛」も同じかそれ

に近かったと考えられる。この字は「人」+「弗」（音符）の形声文字であり、この「弗」は、「勿」

「忽」「没」「非」などと同系の言葉であって、局面的な否定を含んでおり、「……ではありながら、

そうではない・背くもの」という意味を持っている。その意味で、buddha が単に音だけで「佛」と
いう字が当てられたのではなく、「（もとは）人間ではあるが、今は非（超と捉える説もある）人的

存在」となっているものを意味したとも考えられる。なお、「仏」の右の旁（つくり）は、「私」の旁

である「ム」から来ていると見られている。

[仏陀の範囲]
基本的には仏教を開いた釈迦ただ一人を仏陀とする。しかし初期の経典でも燃燈仏や過去

七仏など仏陀の存在を説いたものもあり、またジャイナ教の文献にはマハーヴィーラを「ブッ

ダ」と呼んだ形跡があることなどから、古代インドの限られた地域社会の共通認識としては既に

仏陀が存在したことを示している。

しかして時代を経ると、その仏陀思想がさらに展開され大乗経典が創作されて盛り込まれた。

このため一切経（すべての経典）では、釈迦自身以外にも数多くの仏陀が大宇宙に存在して

いる事が説かれた。例を挙げると、初期経典では「根本説一切有部毘奈耶薬事」など、大乗

仏典では『阿弥陀経』や『法華経』などである。

また、

多くの仏教の宗派では、「ブッダ（仏陀）」は釈迦だけを指す場合が多く、悟りを得た人物を意

味する場合は阿羅漢など別の呼び名が使われる。

悟り（光明）を得た人物を「ブッダ」と呼ぶ場合があるが、これは仏教、ことに密教に由来するも

ので、ヴェーダの宗教の伝統としてあるわけではないと思われる。

一般には、釈迦と同じ意識のレベルに達した者や存在を「ブッダ」と呼ぶようになったり、

ヴェーダの宗教のアートマンのように、どんな存在にも内在する真我を「ブッダ」と呼んだり、

「仏性」とよんだりする。場合によれば宇宙の根本原理であるブラフマンもブッダの概念に含ま



れることもある。

近年になって仏教が欧米に広く受け入れられるようになって、禅やマニ教の影響を受けて

「ニューエイジ」と呼ばれる宗教的哲学的な運動が広まり、光明を得た存在を「ブッダ」と呼ぶ

伝統が一部に広まった。

[仏陀への信仰]
釈迦は自分の教説のなかで輪廻を超越する唯一神（主催神、絶対神）の存在を認めなかった。

その一方、経典のなかでは、従来は超越的な「神」（deva, 天部）としてインド民衆に崇拝され
てきた存在が仏陀の教えに帰依する守護神として描かれている。その傾向は時代を経ると加

速され、ヴェーダの宗教で「神」と呼ばれる多くの神々が護法善神として仏教神話の体系に組

み込まれていった。また仏滅 500 年前後に大乗仏教が興隆すると、人々は超越的な神に似

た観念を仏陀に投影するようにもなった。

なお、釈迦が出世した当時のインド社会では、バラモン教が主流で、バラモン教では祭祀を

中心とし神像を造らなかったとされる。当時のインドでは仏教以外にも六師外道などの諸教も

あったが、どれも尊像を造って祀るという習慣はなかった。したがって原始仏教もこの社会的

背景の影響下にあった。そのため当初はレリーフなどでは、法輪で仏の存在を示していた。し

かし、死後 300 年頃より彫像が作られはじめ、現在は歴史上もっとも多くの彫像をもつ実在の

人物となっている。とはいえ、死後 300 年を過ぎてから作られはじめたため実際の姿ではない。

仏陀の顔も身体つきも国や時代によって異なる。

[十号]
仏典では仏陀をさまざまな表現で呼んでおり、これを十号という。

1.如来（にょらい） - 多陀阿伽度と音写されている。真如より来現した人。

2.応供（おうぐ） - 阿羅訶、阿羅漢と音写されている。煩悩の尽きた者。

3.明行足（みょうぎょうそく） - 宿命・天眼・漏尽の三明の行の具足者。

4.善逝（ぜんぜい） - 智慧によって迷妄を断じ世間を出た者。

5.世間解（せけんげ） - 世間・出世間における因果の理を解了する者。

6.無上士（むじょうし） - 悟りの最高位である仏陀の悟りを開いた事から悟りに上が無いと言う

意味。

7.調御丈夫（じょうごじょうぶ） - 御者が馬を調御するように、衆生を調伏制御して悟りに至らせ

る者。

8.天人師（てんにんし） - 天人の師となる者。
9.仏（ぶつ） - 煩悩を滅し、無明を断尽し、自ら悟り、他者を悟らせる者。

10.世尊（せそん） - 人天の尊敬を受ける栄光ある者。真実なる幸福者。

[菩薩の五十二位]
仏陀の悟りの位については、菩薩が仏となる修行過程として 52の位が存在するともされてい
ることが理解の助けとなる。

十信（下位から 1 段目～10 段目の悟り）

十住（下位から 11 段目～20 段目の悟り）

十行（下位から 21 段目～30 段目の悟り）

十廻向（下位から 31 段目～40 段目の悟り）

十地（下位から 41 段目～50 段目の悟り） 



- 41 段目の初地の悟りを開いた人は、油断しても悟りの位が退転しない事から、特に「初歓喜

地」と言われる。

等覚（下位から 51 段目の悟り） - 仏の悟りの位に等しい事から等覚と言われる
妙覚（下位から 52 段目の悟り） - 仏、仏陀、正覚

[俗称・隠語としての「仏」]
日本では、俗に死者の遺体を指して隠語で「ホトケ」という場合がある。これは一般的には、死

後に成仏するという大乗仏教の考えから、ともいわれるが、それはあくまでも一部でしかなく正

解とは言いがたい。たとえば浄土教では、たしかに死後に極楽へ転生すると解釈する。しかし、

この娑婆世界こそが浄土であるという解釈を持つ宗派もある。

このため、死者を仏と呼ぶようになったのは、日本の中世以降、死者をまつる器として「瓫（ほ

とき、ほとぎ）」が用いられて、それが死者を呼ぶようになったという説もある。ただし、古来より

日本では人間そのものが神であり（人神＝ひとがみ）、仏教が伝来した当初は仏も神の一種と

見なされたこと（蕃神＝となりぐにのかみ）から推察して、人間そのものを仏と見立てて、ひいて

は先祖ないし死者をブッダの意味で「ほとけ」と呼んだとも考えられている。



仏塔



仏塔（ぶっとう、ストゥーパ、パゴダ）とは、インドの墓、あるいは仏教建築物である。塔婆あるい

は塔（とう）とも。

[概説]
もともとのインドでストゥーパは饅頭のような形に盛り上げられた墓である。

[起源]
ストゥーパはもともと、仏教の開祖の釈迦が荼毘に付された際に残された仏舎利を納めた塚で

ある。最初は釈迦を祀って、釈迦の誕生した涅槃の地に塔を建てた。その後、仏教が各地へ

広まると、仏教の盛んな地域にもストゥーパが建てられ仏舎利を祀るようになった。

その後、ストゥーパが増え仏舎利が不足すると、宝石、経文、高僧の遺骨などを、しかるべき

読経などをしたうえで仏舎利とみなすようになった。

古代インドでは、貴人の頭上に傘蓋（さんがい）をかざして歩いたことから、傘蓋は尊貴のシン

ボルとされ、やがてストゥーパに対する供養としての傘蓋は幾重にも重なり、楼閣・塔となって

いった。

塔の頂部につけられる相輪は、原初的な仏塔にある傘蓋の発展したものと言われる。

それが漢の時代に中国に伝わり、木造建築の影響を受けて形が変わった。中国ではストゥー

パに「塔」の字が当てられた。

その後、日本に伝播した。日本では五重塔・三重塔・多宝塔など、木材（檜など）を使って建て

られることが多い。なお、小型のもの（宝篋印塔や五輪塔など）は石造や金属製（青銅など）の

ものが多い。形は大きく変わったものの、本来のストゥーパのもつ意味は変わっていない。多く

は信者の寄進によって立てられる。

[ストゥーパとパゴダ]
英語で仏塔を表す語にはストゥーパ（stupa）とパゴダ（pagoda）がある。いずれも仏塔全般を表

しうる言葉であるが、ストゥーパはインド風のものパゴダは中国・日本風のものを意味することが

多い。しかしはっきりした区別はなく、パゴダがストゥーパの一種、あるいはストゥーパがパゴダ

の一種とされることもある。

ただしパゴダは少々意味が曖昧で、仏塔に限らず、層塔のような設計をした通常の寺院を指

すこともある。

日本ではしばしば、ミャンマーの仏塔をパゴダと呼ぶことがあるが、パゴダはミャンマーの仏塔

を特に意味するわけでも、ミャンマー語由来の語でもない。



[各地の仏塔]
インド

インドに現存する仏塔としては、紀元前 3世紀にアショーカ王によって建立されたサンチの塔

が有名である。

スリランカ

スリランカ北部のアヌラーダプラにはかつて首都が置かれ、またスリランカの仏教の中心として

大きな寺院がいくつもあった。その遺構としてアバヤギリ・ダーガバ（英語版）を始めとして規模

の大きなストゥーパが散在している。

中国

漢の時代に中国へ伝わったとき、中国本土の建築様式と結合し中国式の仏塔となった。中国

の仏塔の頂にある相輪はストゥーパの尖塔をかたどったものである。

ストゥーパはサンスクリット語で、漢訳仏典では卒塔婆と音写され、塔婆（とうば）とも略す。

元朝になると、仏教が再び盛んになり、卒塔婆は再び中国に広まった。この塔は覆鉢式塔（仏

舎利塔）と呼ばれる。

日本

日本中に仏塔はある。ストゥーパの音写の「卒塔婆（そとば）」もしくは「塔婆（とうば）」を略した

「塔（とう）」は、高層仏教建築物を指したわけであるが、それが転じて、細くて高い建築物全般

が「塔」と呼ばれるようになっていった。

層塔・多層塔

三重塔や五重塔や多宝塔などのように 2 階建て以上の仏塔のことを「層塔（そうとう）」や「多層

塔（たそうとう）」と呼ぶ。原則的には、奇数層となる。三重塔・五重塔などのように階層が低い

場合は木造建築のものが多いが、談山神社の十三重塔のように階層が高くなると石造のもの

が多い。（なお、三重塔や五重塔でも庭に置くような小さいものは石造のものもある。）



法



仏教における法（ほう、ダルマ（ダーマ）、プラークリット、ダンマ）とは、三宝のひとつで、本来

は「保持するもの」「支持するもの」の意で、それらの働いてゆくすがたを意味して「秩序」「掟」

「法則」「慣習」などを示す。仏教ではこの法の概念を重要視し、いろいろな使いかたや意味

づけがなされており、この法ということばで、法則・真理を示し、それから教法や説法も指し、存

在を意味し、具体的な存在を構成する要素的存在を意味する。仏教における法を内法と呼び、

それ以外の法を外法と呼ぶ。

ダルマは「たもつ」「支持する」などの意味をもつ動詞 (dhR) からつくられた名詞であり、漢訳

仏典では音写されて達磨（だつま）、達摩（だつま）、曇摩（どんま）、曇無（どんむ）などとなり、

通常は「法」と訳されている。

[インドにおける「法」]
「法」は、仏教の興起以前のインドで、長い間重要な意味を持っていた。

ヴェーダ時代には、「天則」・「理法」の意味をもつ「リタ」(Rita)、「法度」を意味する「ヴラタ」

(vrata) と併用されている。この「リタ」や「ヴラタ」は天地運行の支配者であり、四季の循環など

をも支配するもので、主に神意を表現する。これに対し「法」は人倫道徳を支配するもので、人

間生活を秩序づけると考えられた。そこで「法」が、社会の秩序や家庭の秩序をさし、さらに人

間の日課も「法」と言われた。

ウパニシャッド時代に入ると、「法」は最高の真理を意味する。ウパニシャッドではブラーフマン

〔＝梵〕やアートマン〔＝我〕などの形而上学的な概念が重要視されたので、この「法」はそれら

より低いものと見られた。

[仏教における「法」]
仏教の時代に入ると「法」は非常に高い位置をもつようになった。理由は仏教が形而上学的な

ものをさけ、現実の上にたって一切の真実を明かにしようとする立場にあるからであろう。「法」

は全仏教にとって非常に重要な言葉となり、思想となり、実践となった。

仏教において「法」が教えの中心となったのは、釈迦のさとりが「法」の自覚であったことと、そ

の伝道が「法」の伝達であったことに明らかである。「法」をよりどころとし、「法」を規範としての

生活こそ仏教者の生活であるという教法は、しばしば経典に見いだされる。

仏教信者にとり法は三宝のひとつとして尊ばれ、法を説いた仏や、法を拠り所として生活する

僧とともに重視される。この宝物無くして仏教はありえない。

上記にも述べたように、「法」の概念は仏教では多岐にわたる。ロシアの仏教学者ツェルバッ

キー（ロシア語版）（）は、「法」の語をほぼ二義にまとめている。

1.「真理」の意味を中心とする一群。仏教の「教義」「教法」「法則」などの意味がある。

2.「存在」の意味を中心とする一群。「存在するもの」という意味であり、存在の「性質」「徳性」、

さらには「具体的な存在」を構成している実体的要素なども含めて考えられる。



[真理を意味する「法」]
「真理」をあらわす「法」とは、古い経典に「法をみるものは我をみる。我をみるものは法をみる」

と説かれるように、仏のさとった法を指す。その意味で仏法であり、それが教説として説かれた

という意味で教法である。

釈迦のさとった法は、釈迦のドグマではない。「仏がこの世に出ても、出てこなくとも変わりのな

い法」と経典にあるように、「世間の実相」「世界の真理」であるというのが釈迦がみずからの所

信であり、仏教の主張である。この「法」(=真理) とは、縁起の理である。

この真理としての「法」を、具体的な釈迦の教えでいうと、諸行無常・諸法無我・涅槃寂静の三

法印といわれる法であり、無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死の十二縁起の

法である。このような「法」は中道をいい、仏陀の説かれた苦・集・滅・道の四諦の法でもある。

特に、釈尊の悟った真理の中の真理とも言えるものを、邪法ではないと言う意味で正法（妙

法）と言う。

後にこの教法が釈迦没後に結集の結果、経典になった。

[存在を意味する「法」]
存在としての「法」とは、具体的に「存在している個々のもの」を法という。この場合も、単にそこ

に現象として存在しているものではなく、「真理のままに」そこに現象として存在しているという

意味を考えるべきである。

勝義諦（しょうぎたい）とか真諦とかいわれるのは、「真理の立場からみた世界の真相」であり、

これらを出世間法という。覆障諦（ふくしょうたい）とか俗諦といわれる場合には、「いちおう世

間の人々がみとめているから真理である」という意味で、世間法といわれる。これらは真理から

みられた世間の真相、世俗の立場からみた世間の姿であり、存在をどのように認識するかによ

る。

この「存在現象」としての「法」について、古くは「能持自相軌生物解」と規定している。これを

広義に解釈すると、存在がそれぞれ「存在自身の特相」をもっていて、その特相が軌範となっ

てその存在が何であるかを人々に認識させる。これを「法」というから、我々の認識の対象とな

るのが「法」である。

古い経典では「いっさいとは五蘊（ごうん）である」と説かれ、五蘊の法といわれるものを「法」と

いう。これは無常変転して、常住ではない現象存在である無常法そのものではなく、存在を存

在あらしめている「色・受・想・行・識」の構成要素として、特性と特相をもっているものをいう。

また「いっさいとは十二処なり」ともいわれている。「十二処」とは、認識の根本となる眼耳鼻舌

身意などの感覚器官と、色声香味触法の認識の対境となるものを指す。「いっさいとは十二処

である」というのは、認識における「認識するもの」と「認識されるもの」のいっさいをいう。

このように「法」が存在を意味する場面がある。しかし、ただ現象的に存在しているということで

はなく、我々が認識したものとしての存在現象と考えられる。



後には、形而上的な思惟によって「法」を有為法と無為法とに分けて考えられる。「有為法」は

無常変転する存在として、それを色法、心法、不相応法などと説き、「無為法」として常住不変

の法を説く。部派仏教の説一切有部や、大乗仏教の瑜伽唯識学派などは、この存在としての

法を、五位七十五法とか五位百法とくわしく議論した。



五位



五位（ごい）とはあらゆる事象を 5つの位態に分類して、人間の精神を中心とした全ての現象

を説明した仏教用語。五法（ごほう）・五品（ごほん）などとも。

[概要]
五位とは、

（因縁変化を成立させる「有為法」内の）

「物質的なもの」を意味する「色法」

「心の主体となる識」を意味する「心法」

「心のはたらき」を意味する「心所法」

「それ以外」のものを意味する「不相応行法」

（因縁変化を成立させる「有為法」以外の）

「生滅変化なく、因縁によって動かないもの」を意味する「無為法」

の 5つに分類される諸法を総称したものである。

各分類の法の数は、説によって異なる。



方便



方便（ほうべん）には、次の意味がある。

1.仏教で、悟りへ近づく方法、あるいは悟りに近づかせる方法のこと。

2.仏教以外の物事について導く・説明するための手法のこと。真実でないが有益な説明等を

意味する場合もある。「嘘も方便」という慣用句ではこちらの意味で使用されている。

3.上記の意味がさらに転じて、都合のよいさまを悪く言う場合にも用いられる（「御方便なもの

だ」）。あるいは、「詭弁」とほぼ同じ意味で用いられることもある。

上記 1が原義であるが、現在では上記いずれも辞書に掲載される一般的な用法である。以下

では、1の意味について記載する。

[概要]
方便（ほうべん、ウパーヤ）は仏教用語であり、悟りへ近づく方法、あるいは悟りに近づかせる

方法のことである。方便の意味は仏教の歴史とともに分化・深化した。

[語源]
「方便」はサンスクリットの upāya ウパーヤの漢語訳であり、upāya は、upa～を語幹に持つ動

詞（＝「近づく」「到達する」）から派生した名詞である。すなわち、ウパーヤは「接近」「到達」

「手段」「方策」などが元々の意味である。仏教用語としてのウパーヤの「近づくべき目標」は、

最初の意味としては、仏あるいは悟りである。

[原始仏典に見られる逸話]
『クッダカニカーヤ』の「長老尼の譬喩」の第 22章「キサーゴータミーの譬喩」には、釈迦が、

我が子を亡くしたキサーゴータミーという女性に対して、「死者を出したことの無い家からカラ

シの種をもらってきたら、その子が生き返る薬を作ってあげよう」と言う場面がある。キサーゴー

タミーは家々を回り、どの家にも生老病死というものがあることを知って、釈迦の弟子となった。

『マッジマニカーヤ』の第 86経「アングリマーラ経」には、難産で苦しむ妊婦を勇気づけるため
に、釈迦が、出家以前は殺人鬼であった弟子アングリマーラに対して、「女人よ、私は、聖なる

生を得てからこのかた、故意に生きるものの生命を奪ったという覚えがない。その真実によっ

て、あなたに安らぎが、胎児に安らぎがあるように」と言うように命じる場面がある。妊婦はその

言葉を聞いて苦痛を和らげることができた。

上記の逸話から、釈迦が場合に応じて嘘も方便として用いていたことは明らかである。



謗法



謗法（ほうぼう、ぼうほう）は、誹謗正法（ひぼうしょうぼう）の略で、日本の仏教、あるいは一部

の宗派間で使われる用語である。

“誹謗正法”とは、仏教の正しい教え（正法）を軽んじる言動や物品の所持等の行為を指す。

誹・謗とは“そしる”、つまり貶（けな）す、腐（くさ）す、非難するなど、悪く罵（ののし）ることであ

る。

語の基本的意味としては仏教各宗派とも共通ではあるが、どの行為が「誹謗正法」に当たり、

どの行為があたらないかについては、宗派によって、また極端な場合には人によって異なる

解釈をしている。

自宗に対する積極的な批判や攻撃・弾圧などのみを謗法と呼んでいる宗派もあり、他宗の本

尊を拝むことを謗法としている宗派もあり、他宗に少しでも関連した物品の所持や儀礼行事へ

の参加まで何もかも謗法としている宗派もある。

釈迦仏の滅後、二千年以降の末法の時代に、釈迦の力が及ばなくなったとして、それらの寺

や神社のことを謗法と呼ぶ宗派もある。また、末法の時代に仏法の伝道師の命を背負ったと

する日蓮や、その仏法の教え自体を謗ることを謗法と呼ぶ見方が多い。

[十四誹謗（じゅうしひぼう）]
湛然の十四誹謗の説に依拠して、「わが宗のどんな高僧や大檀那と称される人でも凡夫であ

る以上完璧はありえず、日々、無数の謗法を犯しているのである。ましてや高僧でも大檀那で

もない自分ごとき者は、信仰に対する慢心や油断等を厳に慎んでいかねばならない」といった

内省的観点からこの言葉が説かれる場合もある。『法華文句記』巻 6に説く。

憍慢（きょうまん） - 増上慢と同義。慢心。おごり高ぶり仏法を侮ること。

懈怠（けたい） - 仏道修行を怠ること。
計我（けいが） - 我見と同義。人間我に執着し、自分考えで仏法を判断すること。

浅識（せんしき） - 自身の浅はかな知識によって正法を否定すること。

著欲（じゃくよく） - 欲望に執着して仏法に不信すること。

不解（ふげ） - 仏法を理解しようとせず自己満足すること。

不信（ふしん） - 仏法を信じないこと。

顰蹙（ひんじゅく） - 顔をしかめて仏法を非難すること。

疑惑（ぎわく） - 仏法を疑い惑うこと。

誹謗（ひぼう） - 仏法を謗（そし）り悪口を言うこと。

軽善（きょうぜん） - 仏法の善を信受する者を軽く見る・蔑視すること。

憎善（ぞうぜん） - 仏法の善を信受する者を憎むこと。

嫉善（しつぜん） - 仏法の善を信受する者に嫉妬すること。

恨善（こんぜん） - 仏法を信受する者に対して恨みを抱くこと。



菩薩



菩薩（ぼさつ、ボーディ・サットヴァ) の音写は、仏教において一般的に成仏を求める（如来に

成ろうとする）修行者のことを指す。菩提薩埵とも音写される。

後に菩薩は、修行中ではあるが、人々と共に歩み、教えに導くということで、庶民の信仰の対

象ともなっていった。

[概要]
梵名ボーディ・サットヴァの bodhiとは漢訳「菩提」であり、 sattvaとは「生きている者」の意味で
衆生や有情と意訳された。菩薩という用語が仏教成立以前から存在したか否かについての定

説はないが、仏教で初めて菩薩という用語が用いられたのは釈迦の前世譚（ジャータカ）であ

り、釈迦が前世で辿りついた境地の意味だったとする説が有力である。

やがて仏教では、仏教成立以前から存在したとされる声聞や縁覚とともに、修行段階を指し

示す名辞として用いられたが、その意味範疇は次第に多義化していった。その多義化はむし

ろ大乗仏教で盛んであり、華厳教学などは成仏を逃れた者も含めて、すべての修行者を菩薩

とした。これは華厳の蓮華蔵荘厳な無差別平等の世界観に基づくものと捉えられる。

一方で、菩薩ではなく菩薩摩訶薩と、摩訶薩（偉大な衆生）を付加して菩薩を差別化する経

典がみられる。また、玄奘訳の般若心経には前段に「菩薩」、後段に「菩提薩埵」と音写した 2
種の訳語が使い分けられている。大部の経典である『大般若波羅蜜多経』にも菩薩摩訶薩と

は別に、僅かだが菩提薩埵の訳語が 6箇所で見られる。

般若心経にこのような用語が使われているのは漢訳における語源学的解釈（訓釈、nirukti）で、
意図的に〈菩提＋薩埵〉と分割したという説が提起されているが定説ではない。

[菩薩五十二位]
菩薩の概念の広義化にともない、菩薩の階位が設けられた教学もある。これは大乗仏教の発

展とともに細分化、構造化されたが、経論によって所説が種々不同になった。『華厳経』及び

『菩薩瓔珞本業經』では、菩薩の境涯、あるいは修行の階位は、上から妙覚、等覚、十地、十

廻向、十行、十住、十信の 52の位にまで分けられ、この 52位を採用することが多い。

今日では、この菩薩五十二位説に触れる仏教の解説書が多いが、歴史的には「別教」とされ

るもので、大乗起信論などとともに通教的にはむしろ異端視されたことに注意を要する。また、

十地は経典編纂の際に編入されたとする説がある。

妙覚（みょうかく）

菩薩修行の階位である 52位の最後の位で、等覚位の菩薩が、さらに一品（いっぽん）の無明

を断じて、この位に入る。なお一切の煩悩を断じ尽くした位で、仏・如来と同一視される。

等覚（とうかく）

菩薩修行の階位である 52位の中、51位であり菩薩の極位で、その智徳が略万徳円満の仏、

妙覚と等しくなったという意味で等覚という。



十地（じっち、じゅうぢ）

菩薩修行の階位である 52位の中、第 41～50位まで。上から法雲・善想・不動・遠行・現前・

難勝・焔光・発光・離垢・歓喜の 10位。仏智を生成し、よく住持して動かず、あらゆる衆生を荷

負し教下利益することが、大地が万物を載せ、これを潤益するからに似ているから「地」と名づ

く。

十廻向（じゅうえこう）

菩薩修行の位階である 52位の中、第 31～40位まで。上から入法界無量廻向・無縛無著解

脱廻向・真如相廻向・等随順一切衆生廻向・随順一切堅固善根廻向・無尽功徳蔵廻向・至

一切処廻向・等一切諸仏廻向・不壊一切廻向・救護衆生離衆生相廻向の 10位。十行を終

わって更に今迄に修した自利・利他のあらゆる行を、一切衆生の為に廻施すると共に、この功

徳を以って仏果に振り向けて、悟境に到達せんとする位。

十行（じゅうぎょう）

菩薩修行の位階である 52位の中、第 21～30位まで。上から真実・善法・尊重・無著・善現・

離癡乱行・無尽・無瞋根・饒益・観喜の 10位。菩薩が、十住位の終に仏子たる印可を得た後、

更に進んで利他の修行を完うせん為に衆生を済度することに努める位。布施・持戒・忍辱・精

進・禅定・方便・願・力・智の十波羅密のこと。

十住（じゅうじゅう）

菩薩修行の位階である 52位の中、第 11～20位まで。上から灌頂・法王子・童真・不退・正

信・具足方便・生貴・修行・治地・発心の 10位。十信位を経て心が真諦（しんたい）の理に安

住する、という意味で「住」と名づく。あるいは菩薩の十地を十住という説もある。

十信（じゅうしん）

菩薩修行の位階である 52位の中、第 1～10位まで。上から願心・戒心・廻向心・不退心・定

心・慧心・精進心・念心・信心の 10位。仏の教法を信じて疑心のない位。

なお、十信を外凡、十住～十廻向までを内凡あるいは三賢と称し、十信～十廻向までを凡と

総称する。また十地と等覚を因、妙覚を果と称し、十地～妙覚までを聖と総称し、凡と相対す

る。

[前提概念]
大乗仏教運動が起こった背景にはさまざまな理由が考えられるが、声聞の修行をしていた部

派仏教（小乗仏教）の僧侶が誰も成仏できなかったことから起こった運動とも考えられる。

その大きな要因を二つ考え、欠けた者たちを次のように呼んでいた。

1.仏陀の教えを聞いて覚った声聞
2.独力で悟りながら他人に説かない縁覚、辟支仏

初期大乗仏教ではこれらを二乗と呼び、成仏できないとされた。



[修行者としての菩薩]
初期から、悟りを開く前の修行時代の仏陀のことを菩薩と呼んでいた。さらに釈迦の前生物語

である本生話（ジャータカ）では、釈迦の前生の姿も菩薩と呼んでいる。

この菩薩の代表として創造されたのが、次に成仏すると伝えられる弥勒菩薩である。弥勒菩薩

は 56億 7千万年の修行を経て、この世に弥勒仏として現れるとされる。後に阿弥陀仏となっ

た法蔵菩薩などもこの代表的事例である。

[現世で活動するための菩薩]
すでに悟りを得ているにもかかわらず、成仏を否定した菩薩も創造された。これは仏陀自身の

活動に制約があると考えられたためで、いわば仏陀の手足となって活動する者を菩薩と呼ぶ。

この代表者が、釈迦三尊の文殊菩薩と普賢菩薩である。彼らは、釈迦のはたらきを象徴する

たけでなく、はたらきそのものとして活動するのである。他にも、観世音菩薩、勢至菩薩なども、

自らの成仏とはかかわりなく、活動を続ける菩薩である。

[インドの大乗僧]
中国では、インドの有様が詳細に伝わったわけではないので、ことに初期大乗仏教の学僧た

ちを菩薩と尊称した。龍樹菩薩、世親菩薩などとするのがこれである。

注意が必要とされるのは、弥勒菩薩である。創造された一生補処（あと一回の生で仏を補う処

にある）の菩薩としての弥勒菩薩と瑜伽師地論を編纂したと伝えられる弥勒（仮託説もある）と

がいる。

[日本における菩薩]
日本では、仏教の教えそのものの象徴である如来とともに、身近な現世利益・救済信仰の対

象として菩薩が尊崇の対象とされてきた。日本で広く信仰される主な菩薩としては、母性的な

イメージが投影される観音菩薩、はるか未来で人々を救う弥勒菩薩、女人成仏を説く法華経

に登場し女性に篤く信仰されてきた普賢菩薩、知恵を司る文殊菩薩、子供を救うとされ、道端

にたたずみ最も庶民の身近にある地蔵菩薩などがある。北極星を神格化した妙見菩薩は、名

称に菩薩とあるが厳密には天部である。

また、神仏習合の一段階として、日本の神も人間と同様に罪業から逃れ自らも悟りをひらくこと

を望んでいるという思想が生まれた。それに基づき、仏道に入った日本の神の号として菩薩号

が用いられた。八幡大菩薩が代表的である。

さらに、高僧の称号として「菩薩」の名が朝廷より下されることがあった。例えば行基菩薩、興

正菩薩（叡尊）などである。

[菩薩の像容]
菩薩の像容は、出家前の釈迦の姿、すなわち、古代インドの王族のイメージが根底にある。髪

は結い上げられ、結い残した髪は垂髪（すいほつ）といって肩を覆う。額には如来と同じく白毫

がある。 下半身には裳（も）あるいは裙（くん）と呼ばれる巻きスカート状の衣を纏い、左肩と右

腰を巻くように条帛（じょうはく）と呼ばれるたすき状の飾り布を掛ける。 さらにその上に宝冠、

瓔珞（ようらく、貴金属や宝石をつないだ飾り）、臂釧（ひせん、 アームレット）、腕釧（わんせん、

 ブレスレット）、足釧（そくせん、 アンクレット）、耳璫（じとう、 イヤリング）、天衣（てんね、肩や



腕に掛ける細長い飾り布）といった装身具を身につける。 また、光り輝く身体を表現する光背

を背後に負う。

さらに菩薩は蓮華座というハスの花を象った台座の上に座り、または立つ。一部 禽獣座（きん

じゅうざ）といって動物の背に乗る場合もあるが（文殊菩薩の獅子や普賢菩薩の象など）、この

場合でも動物の背の上に蓮華を載せ、その上に座る。



お盆



お盆（おぼん）は、太陰太陽暦である和暦（天保暦など旧暦という）の 7月 15日を中心に日本
で行なわれる、祖先の霊を祀る一連の行事。

一般に仏教の行事と認識されているが、仏教の教義で説明できない部分も多い。古神道にお

ける先祖供養の儀式や神事を、江戸幕府が庶民に強いた檀家制度により仏教式で行う事も

強制し、仏教行事の「盂蘭盆」（うらぼん）が習合して現在の形が出来たとされる。

[由来]
仏教用語の「盂蘭盆」の省略形として「盆」（一般に「お盆」）と呼ばれる。盆とは文字どおり、本

来は霊に対する供物を置く容器を意味するため、供物を供え祀られる精霊の呼称となり、盂

蘭盆と混同されて習合したともいう説もある。現在でも精霊をボンサマと呼ぶ地域がある。

中華文化では道教を中心として旧暦の七月を「鬼月」とする慣習がある。旧暦の七月朔日に

地獄の蓋が開き、七月十五日の中元節には地獄の蓋が閉じるという考え方は道教の影響を

受けていると考えられる。台湾や香港、華南を中心に現在でも中元節は先祖崇拝の行事とし

て盛大に祝われている。

盆の明確な起源は分かっていないが、1 年に 2度、初春と初秋の満月の日に祖先の霊が子

孫のもとを訪れて交流する行事があった（1 年が前半年と後半年の 2 年になっていた名残との

説がある）が、初春のものが祖霊の年神として神格を強調されて正月の祭となり、初秋のもの

が盂蘭盆と習合して、仏教の行事として行なわれるようになったといわれている。日本では 8
世紀ごろには、夏に祖先供養を行うという風習が確立されたと考えられている。地方や、佛教

の宗派により行事の形態は異なる。

また、お盆時期の地蔵菩薩の法会は「地蔵盆」と呼ばれ、（天道）大日如来のお盆は大日盆と

いわれる。

お盆は成句（イディオム）して使われることもある。「盆暮れ（ぼんくれ）」などと時季を指す言葉

としての使用や、「盆と正月が一緒に来たよう」という"とても忙しいこと"または"喜ばしいことが
重なること"のたとえ（慣用句）としての使用がそれである。

[日付]
伝統的には旧暦 7月 15日にあたる中元節の日に祝われた。日本では明治 6 年（1873 年）1
月 1日のグレゴリオ暦（新暦）採用以降、以下のいずれかにお盆を行うことが多い。

1.旧暦 7月 15日（旧盆） - 沖縄・奄美地方など
2.新暦 7月 15日（もしくは前後の土日） - 東京・横浜・静岡旧市街地、函館、金沢旧市街地な

ど

3.新暦 8月 15日（月遅れの盆。2.の地方では旧盆とも） - ほぼ全国的
4.その他（8月 1日など）

現在では 3.の月遅れ開催がほとんどである。しかし、沖縄県では現在でも 1.の旧暦開催が主

流であるため、お盆の日程は毎年変わり、時には 9月にずれ込む。8月 1日開催の地域とし

て、東京都多摩地区の一部（小金井市・国分寺市・府中市・調布市など）や、岐阜県中津川

市付知町および加子母が知られる。



なお、旧暦での盆を旧盆というが、一部の地方を除いて通常、新暦での盆は新盆[11]とは言
わない。新盆（にいぼん）は別の意味となる。

[全国的な風習]
盆の概念は日本全国に広まっているため、その行事の内容や風習は地方それぞれにさまざ

まな様式がある。必ずしも定まったものでないが、全国に比較的広まっている風習として次の

様なものがある。

[釜蓋朔日]
1日を釜蓋朔日（かまぶたついたち）といい、地獄の釜の蓋が開く日であり一般的に 1日から
お盆である。この日を境に墓参などして、ご先祖様等をお迎えし始める。地域によっては山や

川より里へ通じる道の草刈りをするが、これは故人が山や川に居るという文化に則り、その彼

岸からお還りになる故人が通りやすいように行う。また、地域によっては言い伝えで『地獄の釜

の開く時期は、池や川などの水源にはむやみに近付いてはならない』というものもある。

[七夕、棚幡]
7日は七夕であるが、そもそも七夕は棚幡とも書き、故人をお迎えするための精霊棚とその棚

に安置する幡（ばん）を拵える日であり、その行為を 7日の夕方より勤めたために棚幡がいつ
しか七夕に転じたともいう。7日の夕刻から精霊棚や笹、幡などをご安置する。 なお、お盆期

間中、僧侶に読経してもらい報恩することを棚経（たなぎょう）参りというが、これは精霊棚で読

むお経が転じて棚経というようになった。

[迎え火]
13日夕刻の野火を迎え火（むかえび）と呼ぶ。以後、精霊棚の故人へ色々なお供え物をする。

 地方によっては、「留守参り」をするところもある。留守参りとは、故人がいない墓に行って掃

除などをすることをいう。御招霊など大がかりな迎え火も行われる。

[送り火]
16日の野火を送り火（おくりび）と呼ぶ。京都の五山送り火が有名である。 15日に送り火を行
うところも多い（奈良高円山大文字など）

また、川へ送る風習もあり灯籠流しが行われる。山や川へ送る点は、釜蓋朔日で記したとおり

故人が居るとされるのが文化的に山や川でありそのようになる。

なお、故人を送る期間であるが、16日から 24日までであり、お迎え同様に墓参などをして勤

める。

佛教では普通お盆は 1日から 24日を指す。 これは、地獄の王は閻魔王であるが、その王と

対になるのが地蔵菩薩であり、24日の地蔵菩薩の縁日までがお盆なのである。（因に（天道）

大日如来の大日盆はその縁日に則って 28日である。）



[盆踊り]
15日の盆の翌日、16日の晩に、寺社の境内に老若男女が集まって踊るのを盆踊りという。こ

れは地獄での受苦を免れた亡者たちが、喜んで踊る状態を模したといわれる。夏祭りのクライ

マックスである。旧暦 7月 15日は十五夜、翌 16日は十六夜（いざよい）すなわち、どちらかの

日に月は望（望月＝満月）になる。したがって、晴れていれば 16日の晩は月明かりで明るく、

夜どおし踊ることができた。

近年では、場所は「寺社の境内」とは限らなくなっており、また宗教性を帯びない行事として執

り行われることも多い。典型的なのは、駅前広場などの人が多く集まれる広場に櫓（やぐら）を

組み、露店などを招いて、地域の親睦などを主たる目的として行われるものである。盆の時期

に帰郷するひとも多くいることから、それぞれの場所の出身者が久しぶりに顔をあわせる機会

としても機能している。

なお、新しく行われるようになった盆踊りは、他の盆踊りとの競合を避けるために、時期を多少

ずらして行われることも多い。これは、新興住宅地などでは、「盆の最中は帰郷しており、参加

できない者が多数いる」などの事情も関係しているものと思われる。また、宗教性を避けて「盆

踊り」とは呼ばないこともある。しかしそれらが「盆踊り」の系譜に連なるものであることは否定し

がたい。 また、同様のものとして彼岸の時期に行なわれるものを「彼岸踊り」と呼称する地域

（関東 - 近畿一の一部）も存在する。

[初盆・新盆]
また、人が亡くなり 49日法要が終わってから次に迎える最初のお盆を特に初盆（はつぼん、う

いぼん）または新盆（しんぼん、にいぼん、あらぼん）と呼び、特に厚く供養する風習がある。こ

れも地方によって異なるが、初盆の家の人は門口や仏壇、お墓に白一色の盆提灯を立てたり、

初盆の家の人にそういった提灯を贈ったりして特別の儀礼を行ない、また初盆以外の時には、

模様のある盆提灯やお墓には白と赤の色が入った提灯を立てたりする。

[地方の風習]
以下は、全国にあまねく広がっているとはいえないがある程度の地域では一般的な風習であ

る。常識とされる地方もある反面、そういった風習が全くなかったり、時代とともに変容していっ

た地方もある。また、供えた供物を載せ川に流す風習のある地域において、近年は川を汚さ

ないように流さなくなった地区もある。

地方によっては、お盆の期間中には、故人の霊魂がこの世とあの世を行き来するための乗り

物として、「精霊馬」（しょうりょううま）と呼ばれるきゅうりやナスで作る動物を用意することがある。

4本の麻幹あるいはマッチ棒、折った割り箸などを足に見立てて差し込み、馬、牛として仏壇
まわりや精霊棚に供物とともに配する。きゅうりは足の速い馬に見立てられ、あの世から早く家

に戻ってくるように、また、ナスは歩みの遅い牛に見立てられ、この世からあの世に帰るのが少

しでも遅くなるように、また、供物を牛に乗せてあの世へ持ち帰ってもらうとの願いがそれぞれ

込められている。



地方によっては「施餓鬼」（きこん または せがき）と呼ばれ、餓鬼道に陥った亡者を救ったり、

餓鬼棚と呼ばれる棚を作り、道ばたに倒れた人の霊を慰めるなどの風習もこの頃に行われる。

また、盆提灯と呼ばれる特別な提灯を仏壇の前に飾ったり、木組に和紙を貼り付けた灯篭を

流す灯篭流しや、提灯を小船に乗せたようなものを川などに流す精霊流しを行う場合がある。

特に長崎県長崎市の精霊船を曳き、市内を練り歩くのが有名。 特殊な例として盛岡市では供

物を乗せた数m 程度の小舟に火をつけて流す「舟っこ流し」が行われる。

お供え物も地方によって違いがあり、甲信越や東海地方では仏前に安倍川餅、北信州では

おやきをお供えする風習がある。長野県や新潟県の一部地域では、送り火、迎え火の時に独

特の歌を口ずさむ習慣があるなど、受け継がれた地方独自の風習が見受けられる。

長崎県では、盆の墓参りや精霊流しの際に手持ち花火や爆竹を撃つ風習がある。今では廃

れた福建の風習の『清道』（元は盆と正月に行われていたが、いまでは正月(春節)のみ）が元

になっていると言われる。特に長崎市ではその風習により、シーズンになると花火問屋等花火

を扱う商店ではその需要の多さから沢山の花火を求める客で賑わう。

沖縄県では、現在（2008 年現在）も旧暦でお盆が行われている。13日をウンケー（お迎え）、
15日をウークイ（お送り）と称し、この間先祖の霊を歓待する。また独特の風習や行事が伝えら

れる。代表的なものに、沖縄本島のエイサーや八重山諸島のアンガマがある。



無明



無明（むみょう）とは、仏教用語で、迷いのこと。また真理に暗いこと、智慧の光に照らされてい

ない状態をいう。法性（ほっしょう）に対する言葉である。

[概要]
仏教では十二因縁の根源に無明をおく。すべての苦は、無明（迷い）を原因とする煩悩から

発生し、智慧によって無明を破ることにより消滅すると説く。我というものが存在するという見解

（我見）が無明である。無常であるものを常住と見るが、それが失われると苦しみを生じる。す

べての苦しみはこの無明を原因として発生すると説く。この苦しみを消滅する方法は、初期経

典には定型文句として四諦、八正道であると説かれている。この四諦、八正道を知らないこと

も無明である。

たとえば、闇（やみ）について、多くの人は「闇は存在する」と漠然と考えている。しかし、闇に

光が当たると、闇はたちまち消えうせる。闇がどこか別のところに移動したわけではない。つま

り、闇は始めから存在しなかったということである。闇は「光の欠如」ということであって、闇と呼

ばれる「なにか」が存在するわけではない。

精神的な「苦しみ」についても、同じようにとらえることができる。智慧の光によって、苦しみは

たちまち姿を消す。苦しみが、何か実体を伴って存在しているわけではない。

実際には無いものを有ると考えるのは無明である。



六道



六道（ろくどう、りくどう）とは、仏教において迷いあるものが輪廻するという、6種類の迷いある

世界のこと。

天道（てんどう、天上道、天界道とも）

人間道（にんげんどう）

修羅道（しゅらどう）

畜生道（ちくしょうどう）

餓鬼道（がきどう）

地獄道（じごくどう）

仏教では、輪廻を空間的事象、あるいは死後に趣（おもむ）く世界ではなく、心の状態として

捉える。たとえば、天道界に趣けば、心の状態が天道のような状態にあり、地獄界に趣けば、

心の状態が地獄のような状態である、と解釈される。

なお一部には、天狗など、この輪廻の道から外れたものを俗に外道（魔縁）という場合もある

（ただし、これは仏教全体の共通概念ではない）。

[六道一覧]
天道

天道は天人が住まう世界である。天人は人間よりも優れた存在とされ、寿命は非常に長く、ま

た苦しみも人間道に比べてほとんどないとされる。また、空を飛ぶことができ享楽のうちに生涯

を過ごすといわれる。しかしながら煩悩から解き放たれておらず、仏教に出会うこともないため

解脱も出来ない。天人が死を迎えるときは 5つの変化が現れる。これを五衰（天人五衰）と称

し、体が垢に塗れて悪臭を放ち、脇から汗が出て自分の居場所を好まなくなり、頭の上の花

が萎む。

人間道

人間道は人間が住む世界である。四苦八苦に悩まされる苦しみの大きい世界であるが、苦し

みが続くばかりではなく楽しみもあるとされる。また、唯一自力で仏教に出会える世界であり、

解脱し仏になりうるという救いもある。

修羅道

修羅道は阿修羅の住まう世界である。修羅は終始戦い、争うとされる。苦しみや怒りが絶えな

いが地獄のような場所ではなく、苦しみは自らに帰結するところが大きい世界である。

畜生道

畜生道は牛馬など畜生の世界である。ほとんど本能ばかりで生きており、使役されなされるが

ままという点からは自力で仏の教えを得ることの出来ない状態で救いの少ない世界とされる。

餓鬼道

餓鬼道は餓鬼の世界である。餓鬼は腹が膨れた姿の鬼で、食べ物を口に入れようとすると火

となってしまい餓えと渇きに悩まされる。他人を慮らなかったために餓鬼になった例がある。旧

暦 7月 15日の施餓鬼はこの餓鬼を救うために行われる。

地獄道

地獄道は罪を償わせるための世界である。



このうち、地獄から畜生までを三悪趣（三悪道、あるいは三悪、三途）と呼称し、これに対し修

羅から天上までを三善趣と呼称する場合がある。また地獄から修羅までを四悪趣と称すること

もある。

また六道から修羅を除いて五趣（五道）と称すこともある。初期仏教では、地獄・餓鬼・畜生・

人間・天上を五趣とし、修羅はなかった。つまり五趣の方が六道より古い概念とされる。これは

当初、修羅（阿修羅）が、天部に含まれていたもので、大乗仏教になってから天部から修羅が

派生して六道となった。したがって、これらを一括して五趣六道という。

[歴史]
仏教成立以前の古代インド思想を起源とし、原始仏教においてはさほど重大な意味を為さな

い。体系化が進行したのは後代と考えられる。

インド・中国起源ではないが、日本では 11世紀ころ、六道の各々に配当された六地蔵が各所

に祀られ、大いに庶民から信仰された。



六神通



六神通 (ろくじんずう)とは、仏教において仏・菩薩などが持っているとされる 6種の超人的な

能力。6種の神通力（じんずうりき）。六通ともよばれ、「止観」（瞑想）修行において、「止行」

（サマタ瞑想、禅那・禅定、四禅）による三昧の次に、「観行」（ヴィパッサナー瞑想）に移行した

際に得られる、自在な境地を表現したものである。

[内容]
具体的には以下の 6つを指す。

神足通（じんそくつう） - 機に応じて自在に身を現し、思うままに山海を飛行し得るなどの通力。

天耳通（てんにつう） - ふつう聞こえる事のない遠くの音を聞いたりする超人的な耳。

他心通（たしんつう） - 他人の心を知る力。

宿命通（しゅくみょうつう） - 自分の過去世（前世）を知る力。

天眼通（てんげんつう） - 他人の過去世（前世）を知る力

漏尽通（ろじんつう） - 自分の煩悩が尽きて、今生を最後に、生まれ変わることはなくなったと

知る力。

[他の呼び名]
最後の漏尽通を除く 5つを、五通と呼ぶこともある。

また、宿命通、天眼通、漏尽通の 3つをまとめて、三明と呼ぶこともある。

[経典の記述]
『沙門果経』

パーリ語経典長部の『沙門果経』においては、釈迦がマガタ国王に仏教の沙門（出家修行者、

比丘・比丘尼）の果報を問われ、まず戒律順守によって得られる果報、次に「止行」（サマタ瞑

想、禅那・禅定、四禅）によって得られる果報を次々と述べた後に、その先の「観行」（ヴィパッ

サナー瞑想、四念住（四念処））によって得られる果報を、以下のように述べている。

（四禅の次に）「自身の身体が、元素から成り、父母から生まれ、食物の集積に過ぎず、恒常

的でない衰退・消耗・分解・崩壊するものであり、意識もその身体に依存している」と悟れる （= 
「身念住」（身念処））

（その次に）「思考で成り立つ身体（意生身）を生み出す」ことができる

（その次に）「様々な神通（超能力）を体験する」ことができる （以下、神足通）

 「一から多に、多から一となれる」

「姿を現したり、隠したりできる」

「塀や、城壁や、山を通り抜けられる」

「大地に潜ったり、浮かび上がったりできる」

「鳥のように空を飛び歩ける」

「月や太陽をさわったりなでたりできる」

「梵天の世界にも到達できる」

（その次に）「神のような耳（天耳通）を獲得する」ことができる

 「神と人間の声を、遠近問わず聞くことができる」

（その次に）「他人の心を（自分の心として）洞察する力（他心通）を獲得する」ことができる

 「情欲に満ちた心であるか否かを知ることができる」

「憎しみをいだいた心であるか否かを知ることができる」



「迷いのある心であるか否かを知ることができる」

「集中した心であるか否かを知ることができる」

「寛大な心であるか否かを知ることができる」

「平凡な心であるか否かを知ることができる」

「安定した心であるか否かを知ることができる」

「解脱した心であるか否かを知ることができる」

（その次に）「自身の過去の生存の境涯を想起する知（宿住通（宿命通））を獲得する」ことがで

きる 「1つ、2つ・・・10・・・100・・・1000・・・10000の過去生を想起できる」

「それも、幾多の宇宙の生成（成刧）、壊滅（壊刧）を通して想起できる」

「それも、具体的・詳細な映像・内容と共に想起できる」

（その次に）「生命あるものの死と生に関する知（死生通（天眼通））を獲得する」ことができる 

「生命あるものがその行為（業）に応じて、優劣、美醜、幸不幸なものになることを知ることがで

きる」

「生命あるものが（身口意の）業の善悪により、善趣・天界や悪趣・地獄に生まれ変わることを

知ることができる」

（その次に）「汚れの滅尽に関する知（漏尽通）を獲得する」ことができる 「苦しみ（汚れ）、苦し

み（汚れ）の原因、苦しみ（汚れ）の消滅、苦しみ（汚れ）の消滅への道（以上、「四聖諦」）を、

ありのままに知ることができる」

「欲望・生存・無知の苦しみ（汚れ）から解放され、解脱が成され、再生の遮断、修行の完遂を、

知ることができる」



六根清浄



六根清浄（ろっこんしょうじょう）とは、人間に具わった六根を清らかにすること。

六根とは、五感と、それに加え第六感とも言える意識の根幹である

眼根（視覚）

耳根（聴覚）

鼻根（嗅覚）

舌根（味覚）

身根（触覚）

意根（意識）

のことである。

[概要]
六根は人間の認識の根幹である。それが我欲などの執着にまみれていては、正しい道（八正

道）を往くことはかなわない。そのため執着を断ち、魂を清らかな状態にすることを言う。その

ため不浄なものを見ない、聞かない、嗅がない、味わわない、触れない、感じないために俗世

との接触を絶つことが行なわれた（山ごもりなど）。

かつては登山の際に掛け声としても用いられ、落語の「大山詣り」などにもその様子が描写さ

れている。戦前までは富士山への登山の際にも掛け声として用いられたことが知られている。



インドの仏教



インドの仏教（インドのぶっきょう）は、仏教の開祖の釈迦牟尼（ガウタマ・シッダールタ）がネ

パールルンビニに生まれたことに始まるとされる。釈迦在世時代の仏教については、釈迦など

を参照。

[概要]
インドは仏教発祥の地であるが、現代では、ほとんど消滅してしまった。13世紀初頭にイスラ

ム教徒の軍がベンガル地方に侵攻し、仏教の拠点精舎を破壊・虐殺したことによって滅んだ

とも言われるが、その後も零細な集団としてインド仏教はかなりの期間にわたり存続しており、

イスラム勢力の侵攻により完全には滅んだ訳ではなかった。なお、カシミール、ネパール、東

ベンガルなどには、細々とながら現在まで存続している。近年には、スリランカから上座部仏

教が逆輸入されたり、チベットからの難民受入れによるチベット仏教や、日本山妙法寺による

布教、インドの大学に対して講師派遣など日本からの支援によって、2001 年の国勢調査では

仏教徒は 800万人前後となっている。

[インド仏教の特色]
インドにおける仏教の特色は、きわめて認識論的な行法を外しては考えられない。この特徴

は、他の地域に伝承され発展した仏教には見受けにくい。

さらに、修行によって得られた智慧が重要な問題として意識される。その流れは中観派や瑜

伽行唯識学派という大きな潮流を形成する。これはチベットにも伝播され、チベット仏教の基

礎教学が形成されている。

智慧を主題とする方法論的流れは、部派仏教から大乗仏教に通じるものであったと見られる。

そのため、相互の交流はほとんどないと思われるが、互いに補完しながら教学が形成されて

いるように見える。インドの仏教の最終形態として密教に至るが、これは仏教が西方に伝播さ

れる時に、その地域の考え方などから影響を受け、すべての事象を象徴化することによって

体系化していったものと考えられる。

また、インドにおける仏教は、学派ごとに活動していたことに特色がある。この動きは南伝仏教

などにも伝承されているようである。

しかし、中国や日本ではまったく異なった形態をとっている。中国では学派というよりは、寺院

ごとのまとまりが強く、いくつかの学派が一つの寺院に並存することがある。また、日本では個

人の思想や教えによってグループが形成されている。

[インド仏教の歴史]
13世紀に衰退するまでの間は、各国の王族の援助によって隆盛衰退を繰りかえす。大きく分

けると、

1.開教から教団分裂まで - 約 100 年間

2.部派仏教の成立 - 前 3世紀ごろ

3.大乗仏教運動の興隆 - 前 1世紀ごろ

4.密教の成立 - 7世紀ごろ

の 4つに分けられる。



しかし、大乗仏教が成立しても、部派の教団は存続し教理の展開がある。また、密教の萌芽

は大乗仏教に見られるし、中観派との密接な交渉は途切れることはない。つまり、それぞれは

重層的に共存していたと考えられる。

[最初期]
英語では最初期の仏教のことを primitive Buddhismと呼んでいる。日本では、原始仏教とか

根本仏教と呼ぶことが多い。このように呼ぶときは、シャーキャムニ・ブッダ（釈尊、いわゆる釈

迦）とその直弟子の時代を指すか、アショーカ王時代までを指す。釈尊やその弟子たちの活

動範囲は、インドの北東部、ガンジス河中流域であった。釈尊の晩年に、ようやく西方インドの

アヴァンティ国に発展した。釈迦自身が使った言語は、古代マガダ語もしくは古代東部インド

語であったとされ、痕跡はパーリ語聖典にも残っている。アショーカ王の時代には、西インドの

プラークリット語の一方言（いわゆるパーリ語）で聖典の一部が成立し、のちに聖典用語となっ

た。

釈尊が亡くなってほどない頃、ラージャグリハ（王舎城）郊外に 500人の比丘が集まり、最初の

結集（けちじゅう）が行われ、経典と律とがまとめられた。座長は摩訶迦葉（まかかしょう、マ

ハーカッサパ）、経は阿難（あなん、アーナンダ）、律は優波離（うぱり、ウパーリ）が担当したと

伝えられている。

仏教が急激に広まるのは、マウリヤ朝第 3代アショーカ王の時代である。彼は、仏教以外の宗

教も奨励したが、何より仏教を広めるのに尽力をした。この頃、戒律の解釈問題で教団内に対

立が起こり、分裂しそうになった。アショーカ王の仲裁もあったが、上座の長老たちが新しい見

解を否定して、ついに上座部と大衆部に根本分裂した。仏滅後約 100 年のことで、この戒律

の異議のため、毘舎離で七百人の比丘を集めて第二結集が行われた。さらに仏滅後 200 年

には、アショーカ王の時代に、パータリプトラで 1,000人の比丘を集めて、第三結集が行われ
た。

[部派仏教]
根本分裂以後も、仏教の布教活動は盛んであった。西方のガンダーラからアフガニスタンへ、

さらに中央アジアへと教線は広がっていった。前 3世紀中頃、スリランカのデーバーナンピ

ヤ・ティッサの時代に、マヒンダ比丘（伝、アショーカ王の王子）が仏教を伝え、都に大精舎が

建てられた。以後、ここを中心に上座部が栄え、社会や文化に大きな影響を与えた。

しかし、この後も教団の分裂は続く。仏滅後 300 年の初めに上座部は、説一切有部と雪山部

に分かれ、説一切有部から犢子部、犢子部から法上部、賢冑部、正量部、密林山部が分か

れる。仏滅後 300 年には説一切有部から飲光部が、さらに 400 年には、説一切有部から経量

部が別れる。これらの主な分裂を含めて、上座部系 11部、大衆部系 9部に分かれたと伝えら
れている。この分裂の中で、それぞれの部派は独自の聖典を持つにいたる。

[大乗仏教運動の興隆]
これらの比丘たちの教団とは別に、在家者の中にも仏教の信奉者は多く存在した。在家者は、

仏滅後に作られた遺骨などを納めた仏塔（ストゥーパ）に参拝していたようである。信徒たちは、

人格の息吹きが感じられる「仏法」を通して仏教を受け止めた。また、仏塔には欄楯があり、そ

こにレリーフで釈迦牟尼世尊の一代記が描かれていた。参拝者にその一代記を説明する僧

が登場し、仏塔の維持と仏教の布教活動を専業としていたようである。このような仏塔崇拝・仏



陀崇拝の動きは比丘たちの活動とは別に底辺に流れ続けていたと思われる。

さらに、釈迦が亡くなってから、その偉大さを考える上で、他の誰にもできなかった成仏がなぜ

なし得たのかという問題が生じた。そこで、前生から輪廻を繰り返しながら修行が続けられたの

だということで、本生譚、すなわち前生の話（ジャータカ）がまとめ上げられる。そこには、インド

各地に伝えられた伝説の主人公が、実は仏陀の前生であったとされたのである。その大半は

慈悲による利他行を平易に説いたものであった。

信者の仏陀崇拝は、単に釈迦だけでは留まらなかった。同じく悟りを得て（光を得て）仏陀と

なったであろう、別の仏陀もまた崇拝することとなった。（もともと「仏陀」とは「目覚めた者」の意

であった）最初期には、釈迦の伝説上の指導仏であった錠光仏であり、直近の未来に仏とな

る弥勒菩薩への崇拝である。この崇拝にも次第に理屈が付くようになる。それが信仰となって

くるのである。自らの罪を懺悔し、教化を請い（勧請）、仏を讃嘆し、自らの善行を仏にささげる

（回向）によって、自らも救済されるという新たな儀礼の登場となる。そこで、出家して比丘とな

らなくても、広く衆生を救いとるという大乗という概念が登場するのである。

このような信徒側の動きと同時に、僧侶側にも大きな動きがあった。それは最初期の経典が部

派ごとに伝えられたために、部派間の聖典の突合せ作業を行わざるを得なかった。それまで

の聖典は、ごく少数の人間を相手に釈迦が説く（対機説法）というものであった。そのバラバラ

な経典を主題ごとにまとめる作業が行われると、聖典に手を加えてはならないというタブーが

破られることになった。新たな聖典の可能性がこのころから芽生えたと考えてよい。

そのような時に、ことに智慧や縁起を説明する『般若経』が成立する。あたかもいくつかの聖典

を編集したという形ではあるが、そこには空という独自の視点で縁起を説明した教典であった。

さらにこの経典には、信徒たちが築いた参拝活動を是認する論理が書き加えられた。

このように信徒の運動と、あい呼応して大乗経典が編纂されていったのである。これらの大乗

経典は、ほぼ 3期に分けて見られる。
1.初期大乗経典…般若経、維摩経、法華経、無量寿経――3世紀には龍樹によって空の理

論が体系化され、中観派の基礎を作る。

2.中期大乗経典…勝鬘経、涅槃経、解深密経、大乗阿毘達磨経――5世紀には無着、世親

兄弟によって瑜伽行唯識学派が生まれる。

3.後期大乗経典…楞伽経、大乗密厳経――6世紀になると、大乗経典の中にも密教の萌芽

が見られる。

[密教の成立]
インド仏教が密教化したのは、周辺の宗教から影響を受けた結果である。バラモン教や非

アーリヤ文明を継承して、ヒンドゥー教と同じ基盤の上に大乗仏教の一環として成立した。こと

に呪術・儀礼を強調することで、当時はライバルであったヒンドゥー教に対抗できる大乗仏教と

して発展していった。この密教化は、周辺の土着文化や宗教を自らのものとして取り込み、各

地の民族宗教と一体化しながら展開されたので、大乗仏教の新しい領域を広げるという面で

は大きな力を発揮した。7世紀になると、大日経や金剛頂経が成立した。



また密教化の過程で、ヒンドゥー教やイスラム教の台頭に対抗するため、仏教保護と怨敵降伏

を祈願する憤怒相の護法尊が次々と誕生していった。さらには、ヒンドゥー教シャークタ派のタ

ントラやシャクティ（性力）信仰の影響も受けた。

しかし、ヒンドゥー教に倣ってマントラ（真言陀羅尼）を唱えたり、多数の新奇な仏尊が礼拝対

象となったり、さらには仏法の中心が大日如来や金剛薩埵、法身普賢となったり、タントラの影

響で性的な修行も取り入れたりした。また、後期インド仏教とヒンドゥー教との差別化が曖昧に

なるにつれて、後期インド仏教のヒンドゥー教に対する劣勢は確定的になった。

[インド社会との交流史]
ヴェーダとの交渉

アーリア人の発祥地は不明である。これはかなり怪しいが、現在のドイツ周辺部から東行して、

イランからインドに入ったという説もある。おそらくは、カスピ海周辺部の遊牧民族の一部が南

下東行して前 2000 年頃インドに入ったと考えられている。そのころにはインダス文明が栄えて

いたが、ほぼアーリア人に制圧された。前 1500 年頃にはパンジャーブ地方に進行し国の基

礎を築いたとされる。このころから数世紀にわたって作り上げられたのがヴェーダである。この

教典によって成立したのがヴェーダの宗教（バラモン教）であり、そこには支配者としてのアー

リア人によって作られた規範が盛り込まれている。前 1000 年頃になると、祭式をとりしきるバラ

モン（司祭）の力が増大し、カースト制度が成立したのもこの頃と思われる。

このバラモンの力があまりに強固になったので、祭式至上主義を批判する者たちからウパニ

シャッド哲学が起こってきた。この新たな運動は、バラモンが優位に立っていた政治的制度的

力を再検討し、本来のヴェーダに回帰しようとの動きでもあった。このような運動がおし進めら

れて、さらにはヴェーダそのものからも自由になろうとする沙門（シュラマナ、出家した行者）と

呼ばれる自由思想家たちが登場する（六師外道）。釈迦もその一人であった。当時の沙門た

ちの基本的な方法論は、瞑想などの修行によって、認識論的にすべての束縛からの解脱を

求めようとするものである。それは、ヴェーダやウパニシャッドからも解脱しようとするものであっ

た。

[興隆期]
マウリヤ朝のアショーカ王によりインドの国教として選ばれインド全体に広まった。アショーカ王

は最初から仏教徒であったわけではなく、インドを統一後に自分の行った殺戮を後悔して仏

教に改宗したといわれている。アショーカ王は仏教を保護し、仏教の布教を援助した。

また、当時はローマ帝国との東西交易によりインド経済が発展・繁栄し、ビジネスで成功した

富裕層（長者）が仏教に帰依・支援していたこともインド仏教の興隆の社会的要因の一つであ

る。

[没落期]
5世紀頃から 11世紀頃にかけてインドにおける仏教の弾圧があり、インドから仏教徒は一掃さ

れた。インド仏教への弾圧はマウリヤ朝の崩壊とともにはじまり、インド北部から南部へ、西部

から東部へと広まった。マウリヤ朝の崩壊とともに、新しく誕生したグプタ朝はヒンドゥー教を国

教とした。また、4世紀から 5世紀にかけてローマ帝国（西ローマ帝国）が衰退・崩壊すると、

当時ローマ帝国（西ローマ帝国）との東西交易で成功していた富裕層（長者）は仏教の有力な

支持層であったが社会的・経済的に没落していったため、それに替わってヒンドゥー教徒のバ



ラモンの勢力が社会的に影響力を増した。当時のヒンドゥー教は、バラモン教と土着の宗教と

の融合が進んで萌芽を迎えていた。ただし、まだこの時点では、仏教やジャイナ教、シーク教

などは包含されていない。

14世紀以降はインド亜大陸の政治的実権がイスラム教徒に移り、偶像崇拝を否定する名目

で仏像や仏教寺院の破壊や、非暴力主義の仏教の僧侶や尼僧に対する虐殺、あるいは仏

教徒のイスラム教への半強制的な改宗が行われた。また後期インド仏教はヒンドゥー教の影響

を受けてタントラ教化していたが、かえってヒンドゥー教との間での信徒獲得の競合に敗れ

去った。

さらにヒンドゥー教では、仏陀はヴィシュヌ神の化身の一つであり、仏教は悪神アスラ（阿修

羅）群から聖典ヴェーダを遠ざける方便とされ、仏陀は誤った教義である仏教を使ってアスラ

群を惑わし、それによって聖典ヴェーダをアスラ群から守護したと教えられ、ヒンドゥー教（ヴィ

シュヌ派）によって仏教はインチキ宗教かつ仏陀はインチキ教祖の役割として矮小化されて

バーガヴァタ・プラーナに描かれており、このことも大衆の間でインド仏教の人気凋落に拍車

をかけた。

インド仏教の崩壊後も、ミャンマーに近いベンガル地方では戒律を重視する上座部仏教の集

団が現代まで非常にわずかながらも存続しているが、後期インド仏教であるタントラ仏教や後

期密教はネパールやチベット地方に伝播してインドからは姿を消していった。

19世紀後半、イギリス人によって提婆達多の系列という森林修行者の集団が報告されている。

このことは結集に参加しなかったグループがおり、この時期まで存続していたということなのか

もしれない。現在は不明。

[インド仏教の再生と現在]
近代に入って、ダルマパーラら大菩提会（1891 年設立）の運動によるスリランカからの仏教再

移入があり、ダリット（カーストから排除された被抑圧民。いわゆる不可触民）の集団改宗が

あった。特にインド独立直後、ビームラーオ・ラームジー・アンベードカルの率いた社会運動に

よって、およそ 50万人のダリットの人々が仏教へと改宗したことで、インドにおいて仏教徒が
一定の社会的勢力として復活した（いわゆる新仏教運動）。インド政府の宗教統計によれば、

インドでの仏教徒の割合は 1961 年に 0.7%であったが 2001 年には 0.8%である。増加してい

るのはイスラム教徒で、同年を比較すると 10.7%から 13.4%で、ヒンドゥー教徒の割合は低下し
ており同年 83.4%から 80.5%である。キリスト教やシク教などは仏教と同じく横ばいである。一

方で、インド仏教徒の指導者である佐々井秀嶺らは、インドの仏教徒はすでに 1億人を超え

ていると主張している。他に信徒の実数を 2000万人とする推計もある。

ダリットを基盤として復活したインド仏教は、「アンベードカル仏教」と揶揄されるようにアンベー

ドカルの仏教理解に立脚しており、仏教の基本教理とされる輪廻による因果応報をカースト差

別との関連から拒否するなど、その合理主義的な教義が不可触民の解放運動の一環に過ぎ

ないと指摘される側面もある。ブッダをヴィシュヌ神の化身と位置づけるヒンドゥー教徒やカー

スト制度の恩恵を受ける上位カースト層から偏見や反発が生じている。加えてカーストと関係

のない布教活動を行う上座部との二極化も進んでいる。



イスラム教徒の弾圧でインドから仏教が消滅したため置き去りにされていた仏教の聖地や寺

院の多くは、その後ヴィシュヌ神（の化身の一つとしての釈迦）を祭る場としてヒンドゥー教徒が

管理するようになった。これらの聖地も、仏教徒への返還が進みつつある。



スリランカの仏教



スリランカの仏教では、スリランカにおける仏教について記す。

[概要]
南伝仏教とも呼ばれるスリランカの仏教は、分別説部（赤銅鍱部）の流れを汲み、パーリ語経

典を奉じる上座部仏教と称する仏教であり、シンハラ人を中心に信仰を集める。ミャンマー・タ

イなど東南アジアに広まった上座部仏教は、このスリランカの仏教が起源である。

比丘サンガのシステムが堅持されており、出家者は比丘の戒律（具足戒）を守り、瞑想修行を

通じて、涅槃への到達を目指す。北伝仏教の大乗仏教側からは、個人の覚りを優先する小乗

仏教と呼ばれることもあったが、この語は蔑称である。

7歳を過ぎれば誰でも出家ができるが、多くの者は 10歳前後に得度式を受けて剃髪し、十戒

を授かってサーマネラ（沙弥）という見習僧になり、指導僧について修行して 10 年ほどたつと、

ウパサンパダー（具足戒）を受けて正式な僧侶（比丘）になり、227戒の遵守が義務付けられる。

出家そのものは誰にでも可能だが、シャム派は教団への加入をゴイガマ（農民）カーストに限

定している。

一般の者（在家）は、不殺生（生き物を殺さない）、不窃盗（与えられないものをもらわない）、

不邪淫（みだらな行為をしない）、不妄語（嘘をつかない）、不飲酒（酒類を飲まない）の五戒

（パンチャ・シーラ）を守り、比丘サンガに帰依して、食事や日用品を寄進する布施（ダーナ）を

通して功徳（ピン）を積む。一般の人々は、功徳積み（ピンカマ）によって、来世でよりよい地位

に生まれ変わると信じている。

スリランカ憲法第 9 条には、仏教に「第一の地位」を与えると明記されてはいるが、仏教が公

的には国教ではないことは確かである。

[習慣]
仏教徒は月に 4回あるポヤ（上弦・満月・下弦・新月）の日には八戒を守って寺院（ヴィハー

ラ）に参詣し敬虔に過ごす。特に満月の日が重視され、寺院で僧侶の説教を聴いて功徳を積

む。

5月の満月はウェサックといい、仏陀の生誕・成道・涅槃が達成された日として盛大に祝う。6
月満月はポソンといい仏教の伝来を祝う。7月から 8月のエサラ月からニキニ月にかけては、

各地でペラヘラと呼ばれる祭りが行われ、特に旧王都の仏歯寺を中心に行なわれるキャン

ディ・エサラ・ペラヘラは盛大である。象の背中に、仏舎利やヒンドゥー教の神の象徴である武

器を載せて巡行し、雨を祈ったり収穫に感謝する。現在では仏歯に対する祭祀であるが、祭り

に仏歯が加わったのは 1775 年からで、以前はキャンディのヒンドゥー教の守護神であるナー

タ、ヴィシュヌ、カタラガマ、パッティニの神々を祀る祭祀であった。

現世利益はヴィシュヌ、カタラガマ、パッティニ、サマンなどの仏教寺院内に必ずあるヒン

ドゥー教の神々を祀る神殿（デーワーレ）で祈願するのである。また民家でも仏像とヒンドゥー

神を同時に祭っている事が一般的な事であり、信者は両方にお参りすることが習慣化してい

て、日本のかつての神仏習合に似ている。



雨安居（7月満月－10月満月）の終了後のカティナ（僧衣寄進）や、葬式に際しては、僧侶は

ピリットという護呪経典を唱える儀礼を行い、信者は現世での安穏を得たり、死者の功徳転送

を行う。

占星術が盛んであり、国の主要な行事や祝祭日の日時は占星術によって選定されるものも多

く、僧の得度式などの日取りなども占星術の判断で決められる。

国家あるいは政治と仏教のつながりが強く、最高位の僧であるマハーナーヤカの就任は大統

領が命じることになっている。新しい政権や国会議員は主要な仏教僧から祝福を受けることが

慣例となっている。軍にはスリランカ陸軍仏教協会があり、仏教僧たちはスリランカ軍を祝福す

る儀礼も行う。



日本の仏教



ここでは日本の仏教（にほんのぶっきょう）について解説する。

[概説]
日本は統計的にみて約 8470万人が仏教徒であり、全世界で 3億数千万人程度が仏教徒と

されていることを考慮しても、やはり一大仏教国である。約 7万 5000の寺院、30万体以上あ

るといわれる仏像は、他の仏教国と比べても桁違いに多い。世界最古の木造寺院法隆寺が

あり、最古の仏典古文書も日本にある。

現在の日本の仏教の概略について解説すると、文化庁が編纂している「宗教年鑑」などの統

計によると、現在の日本の仏教徒の大半はいわゆる鎌倉仏教に属している。浄土宗系（浄土

真宗）の宗派と日蓮宗系の宗派が特に大きな割合を占めており、大乗仏教が多いと言える。

[系譜・宗派]
日本各宗派の系統

日本の仏教には数多くの様々な宗派が存在する。1940 年の宗教団体法公布以前にはいわ

ゆる 13宗 56派が公認されていた。13宗とは華厳宗、法相宗、律宗、真言宗、天台宗、日蓮

宗、浄土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗、曹洞宗、臨済宗、黄檗宗である。同法公布後、こ

れら 13宗 56派は 28宗派に再編され、第二次大戦後はさらに分派独立したものが多いが、

伝統仏教の 13宗の系譜はいずれも現代に引き継がれている。ここではいわゆる伝統仏教 13
宗の宗祖と本山を記載する。

奈良仏教系（南都六宗系） 華厳宗　（日本における）開祖は審祥ら、本山は東大寺

法相宗　開祖は道昭（道照とも）、本山は興福寺・薬師寺

律宗　開祖は鑑真（鑑真和上）、本山は唐招提寺

平安仏教（平安二宗）系・密教系 真言宗（東密）　開祖は空海（弘法大師）、本山は東寺、高

野山金剛峯寺、智積院（智山派）、長谷寺（豊山派）、根来寺（新義真言宗）ほか

天台宗（台密）　法華円宗とも　開祖は最澄（伝教大師）、本山は比叡山延暦寺

法華系（鎌倉仏教法華系） 日蓮宗　開祖は日蓮（立正大師）、総本山（「祖山」という）は身延

山久遠寺

浄土系（鎌倉仏教浄土系） 浄土宗　開祖は法然（源空・円光大師・黒谷上人・吉水上人とも）、

浄土宗（鎮西流）総本山は知恩院。法然の弟子証空の門流は西山三派といわれ、本山は光

明寺（西山浄土宗）、禅林寺（西山禅林寺派）、誓願寺（西山深草派）。

浄土真宗　真宗・一向宗とも　開祖は親鸞、本山は本願寺（浄土真宗本願寺派・西本願寺）・

真宗本廟（真宗大谷派・東本願寺）ほか。

融通念仏宗　大念仏宗とも（平安仏教系との考えも）開祖は良忍（聖応大師）、本山は大念仏

寺

時宗　開祖は一遍（法諱は智真、証誠大師・円照大師とも）、本山は清浄光寺（遊行寺）

禅系（鎌倉仏教禅系）・禅宗系 曹洞宗　開祖は道元（承陽大師）、本山は永平寺・總持寺

臨済宗　（日本における）開祖は栄西（千光国師）ら、本山は建仁寺・円覚寺・妙心寺・東福寺

ほか

黄檗宗　旧臨済宗黄檗派　開祖は隠元（真空大師・華光大師）、本山は黄檗山萬福寺



[歴史]
飛鳥時代

『日本書紀』によると、仏教が伝来したのは飛鳥時代、552 年（欽明天皇 13 年）に百済の聖王

（聖明王）により釈迦仏の金銅像と経論他が献上された時だとされている。しかし、現在では

『上宮聖徳法王帝説』（聖徳太子の伝記）の「志癸島天皇御世 戊午年十月十二日」や『元興

寺伽藍縁起』（元興寺の成り立ち・変遷を記述したもの）の「天國案春岐廣庭天皇七年歳戊午

十二月」を根拠に 538 年（戊午年、宣化天皇 3 年）に仏教が伝えられたと考える人が多いよう

である。歴史の教科書にはこちらの年号が載っている。

仏教が伝来した際に、次のような騒ぎが起こったと『日本書紀』に書かれている。欽明天皇が、

仏教を信仰の可否について群臣に問うた時、物部尾輿と中臣鎌子ら（神道勢力）は仏教に反

対した。一方、蘇我稲目は、西の国々はみんな仏教を信じている。日本もどうして信じないで

おれようか（「西蕃諸國一皆禮之,豐秋日本豈獨背也」）として、仏教に帰依したいと言ったの

で、天皇は稲目に仏像と経論他を下げ与えた。稲目は私邸を寺として仏像を拝んだ。その後、

疫病が流行ると、尾輿らは、外国から来た神（仏）を拝んだので、国津神の怒りを買ったのだ

（「昔日不須臣計 致斯病死 今不遠而復 必當有慶 宜早投棄 懃求後福」）として、寺を焼き仏

像を難波の掘江に捨てた。その後、仏教の可否を巡る争いは物部尾輿・蘇我稲目の子供達

（物部守屋と蘇我馬子）の代にまで持ち越され、用明天皇の後継者を巡る争いで物部守屋が

滅亡されるまで続いた。この戦いでは厩戸皇子（後に聖徳太子と呼ばれる）が馬子側に参戦

していた。厩戸皇子は四天王に願をかけて戦に勝てるように祈り、その通りになった事から摂

津国に四天王寺（大阪市天王寺区）を建立した。馬子も諸天王・大神王たちに願をかけ、戦

勝の暁には、諸天王・大神王のために寺塔を建てて三宝を広めることを誓った。このため、馬

子は法興寺（別名飛鳥寺、奈良に移ってからは元興寺）を建立した。厩戸皇子は『法華経』・

『維摩経』・『勝鬘経』の三つの経の解説書（『三経義疏』）を書き、『十七条憲法』の第二条に、

「篤（あつく）く三宝を敬へ 三寶とは佛（ほとけ） 法（のり）僧（ほうし）なり」（「篤敬三寶 三寶者 

佛 法 僧也」）と書くなど、仏教の導入に積極的な役割を果たした。この後、仏教は国家鎮護

の道具となり、天皇家自ら寺を建てるようになった。

天武天皇は大官大寺（後の大安寺）を建て、持統天皇は薬師寺を建てた。このような動きは聖

武天皇の時に頂点に達した。

[奈良時代]
中国や日本では仏教の発展に伴い律令法の中に僧尼の統制（仏教そのものの統制ではな

い）を定めた法令（僧尼令）が導入された。だが、中国では、仏教の出家が「家」の秩序を破壊

するなど、儒教論理に合わないとされ迫害されたのに対し、日本では「鎮護国家」の発想の下、

「僧尼令」や僧綱・度牒制度が導入されて官僚組織の一員とまで化したのは興味深いことだと

言える（僧正・僧都などは律令制で定められた僧官）。もっともこうした統制について国家が建

立した官寺とそれ以外の貴族や民衆によって建てられた民間寺院（私寺）とでは温度差が

あったともされ、後者に対する統制がどこまで行われていたかについては意見が分かれてい

る。

こうした「南都六宗」と呼ばれた、三論宗、成実宗、法相宗、倶舎宗、律宗、華厳宗などが大勢

を極めた。また、聖武天皇は位を孝謙天皇に譲り、出家した。聖武は妻の光明皇后の影響か

ら信仰に厚く、国分寺、国分尼寺の建造を命じ、大和の国分寺である東大寺に大仏を建造し

た。出家した聖武上皇は「三宝の奴」とまで称した。仏教が定着するにつれて、実は日本の



神々も仏が化身として現れた「権現」であるという考えである本地垂迹説が起こり、様々の神の

本地（仏）が定められ、神像が僧侶の形で制作されることがあった。しかし、仏法が盛んになっ

てくると、今度は戒律などを無視する僧などが増えたりしたため、聖武天皇の時代に鑑真が招

かれた。鑑真は東大寺に戒壇を設け、僧侶に戒を授けた。聖武天皇も鑑真から戒を授かった。

鑑真は唐招提寺を建立し、そこに住んだ。

[平安時代]
その後これら寺院群は政治に口を出すようになった。桓武天皇は、彼らの影響力を弱めるた

めに平安京に遷都し、空海及び最澄を遣唐使とともに中国に送り出し、密教を学ばせた。新

しい仏教をもって、奈良の旧仏教に対抗させようとしたのである。最澄（天台宗）、空海（真言

宗）には、それぞれ比叡山と高野山を与えて寺を開かせ、密教を広めさせた。平安時代中期

は釈迦入滅の二千年後にあたる。正法の千年・像法の千年の後、仏教が滅びる暗黒時代、

すなわち末法の世が始まったと考えられた。末法の世にはどんなに努力しても誰も悟りを得る

ことができない。国が衰え人々の心も荒み、現世での幸福も期待できない。このような人々の

状況から、ひたすら来世の幸せを願う浄土信仰が流行した。貴族も阿弥陀仏にすがり、極楽

浄土に迎えられることを願って来迎図などを盛んに描かせ、その究極として宇治の地に平等

院を建立した。その鳳凰堂の姿形は、正に極楽の阿弥陀仏の宮殿（くうでん）を模したもので

ある。だが、平安時代末期に入ると社会不安が増大し、広大な所領の持ち主であり裕福で

あった大寺院は盗賊などに狙われる危険性が高くなった。そこでこうした外部からの侵入者か

ら防衛するために僧侶や信徒が武装したのが僧兵である。だが、次第に僧兵そのものが勢力

拡大のための武装集団と化し、対立宗派・寺院への攻撃や朝廷への強訴などの武力行使を

行う集団として社会の不安要素の 1つになっていった。また、寺院内に石垣や堀を巡らせる

等の一種の城塞化を進める寺院も現れた。

[鎌倉時代]
鎌倉時代に入ると、前時代末期からの動乱で仏教にも変革が起きた。それまでの仏教の主流

が「鎮護国家」を標榜した国家や貴族のための儀式や研究に置かれていたものが、次第に民

衆の救済のためのものとなっていったのである。主として叡山で学んだ僧侶によって仏教の民

衆化が図られ、新しい宗派が作られていった。これらの宗派では、それまでの宗派と違い、難

しい理論や厳しい修行ではなく、在家の信者が生活の合間に実践できるような易しい教え（易

行）が説かれている。これらの中には、「南無妙法蓮華経」と唱えることで救われるとする日蓮

宗、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱え続ける（称名念仏）事で救われるとする浄土宗、浄土宗から

さらに踏み込んで「善人なをもて往生を遂ぐ、いはんや悪人をや（『善人→「自力作善」の者＝

阿弥陀仏を頼りとせず、自分の力で善根功徳を積んでさとりを開こうとする者』でさえ往生でき

るのだから、悪人→我々のような煩悩を具足のように身にまとった者が往生できるのはいうま

でもないことだ）」という悪人正機の教えを説いた浄土真宗（一向宗）、踊りながら念仏を唱える

融通念仏や時宗があった。このように鎌倉時代には乱立ともいえるほど新しい宗派が誕生し

た。これらの宗派は、定着するまで例外なく既存の宗派に弾劾されたが、同時に旧宗派の革

新も引き起こした。弾劾の中でも日蓮宗の日蓮は過激なことで知られ、他宗を非難し御題目を

唱えなければ国が滅ぶと言い、幕府に強く弾圧された。しかし、民衆に浸透し一般化すると、

この弾圧も次第に沈静化していった。



鎌倉時代は、武士が貴族から権力を奪い、力を着々とつけていた時代でもあった。この時代

には臨済宗と曹洞宗という二つの禅宗が、相次いで中国からもたらされた。力をつけつつあっ

た武士に好まれた事から、鎌倉などに多くの禅寺が建てられ、大いに栄えた。この代表的なも

のを「鎌倉五山」という。また、虎関師錬が仏教史書である『元亨釈書』を著した。

更に従来の仏教の間でも現状を批判する動きが高まってきた。特に律宗やそこから派生した

真言律宗などでは社会事業などに乗り出しながら民衆の救済に加わるだけではなく、自ら国

家の指定した戒壇を拒否して独自の授戒儀式を開始するなど、新しい宗派よりも革新的な動

きすら見せた。

[南北朝・室町時代]
1333 年に鎌倉幕府が滅亡し、南北朝時代から室町時代には政治的中心地は京都に移る。

鎌倉幕府滅亡後に後醍醐天皇により建武の新政が開始されると、五山は鎌倉から京都本位

に改められ、京都五山が成立する。足利尊氏が京都に武家政権を成立させると、以前から武

士に人気のあった禅宗の五山が定められ、臨済宗は幕府に保護される。室町時代の初期に

は南禅寺などの禅宗と旧仏教勢力の延暦寺などの天台宗は対立し、初期の幕府において政

治問題にもなる。また、尊氏の天龍寺船の派遣に協力した夢窓疎石や弟子の春屋妙葩は政

治的にも影響力を持ち、彼らの弟子僧が 3代将軍の足利義満時代に中国の明朝と日明貿易

（勘合貿易）を開始する際には外交顧問にもなる。このような武家と仏教界の接近は貴族文化

及び武士文化に影響を及ぼし、義満の時代の鹿苑寺（金閣寺）など北山文化や足利義政時

代の慈照寺（銀閣寺）など東山文化に融合の跡を見ることができる。室町時代の文化には仏

教に影響された水墨画・書院造・茶の湯・生け花・枯山水の庭園など、後世に残る多くの作品

が生まれた。また、寺院の中には安定した収入を確保するために、所領からの収入や祠堂銭

（供養料）などを元手に金融業に進出するところもあった。また、当時城砦化が進んでいた寺

院に資産を預ける人々もおりその資産も元手となった。しかし、高利での貸付に耐え切れなく

なった人々が徳政一揆を引き起こし、寺院がその攻撃の対象となることもあった。

曹洞宗は地方や庶民の間で影響力を持った。京都の都市商工業者の間では日蓮宗が普及

した。ちなみに、この時代の布教者としては浄土真宗の蓮如や日蓮宗の日親などが有名であ

る。

[戦国時代]
応仁の乱後になると、治安の悪化とともに宗教勢力も武力を強めた。法華宗による山科本願

寺焼き討ち、天台宗による天文法華の乱など、過激派宗教団体による宗教戦争も起こった。

中でも加賀国一揆等の一向一揆は守護大名の冨樫氏を滅ぼし、約 80 年に渡って国を支配

した（主に徴税権と裁判権）。石山本願寺などは、さながら大名家のような強固な組織となり、

彼らの勢力は守護大名および戦国大名が国を統治する上で何らかの対応策をとることが必

須となるほど大きく、大名の多くは妥協の道をとった。

しかし尾張の戦国大名・織田信長は、「天下布武」という方針の下、実力対抗してくる宗教勢

力を徹底的に討伐した。延暦寺焼き討ち、長島一向一揆、石山合戦などが有名である。また、

信長は、日蓮宗の僧と浄土宗の僧との宗論を主催した（安土宗論）。結果、浄土宗が勝利した

ため、信長は法華宗に他宗派を非難しないよう約束させた。これも宗教勢力を抑えるための

策だったとされる。



[安土桃山時代]
信長が本能寺の変で死ぬと、彼の家臣の豊臣秀吉が実質的な後継者の座についた。秀吉は

概ね信長の路線を引き継ぎ、自身に敵対した根来寺や高野山を屈服させた。さらに有力寺

社を大坂城の城下町へ引っ越しさせたり、僧兵の影響力が大きかった大和に弟・豊臣秀長を

派遣したり、刀狩・惣無事令によって寺院の武装解除を大きく進めるなど、寺社への統制を強

めた。寺院の統制と武装解除は続く江戸幕府でも大きな問題として引き継がれていく。

[江戸時代]
豊臣秀吉の死後に権勢を掌握した徳川家康は、寺院諸法度を制定し、寺社奉行を置き、仏

教を取り締まった。さらに人々を必ずいずれかの寺院に登録させるようにし（寺請制度）、布教

活動を実質的に封じた。当時最大の仏教勢力であった浄土真宗の本願寺に対しては、お家

争いにつけ込んで東西に分裂させ、結果的に勢力を弱体化させることもした。

1654 年に来日した明の隠元隆琦は黄檗宗を布教している。

[明治時代]
江戸時代後半より本居宣長を祖とする国学の延長により明治維新が成し遂げられ、国学的な

明治政権が旧長州藩出身者により形成された。そのため、大政奉還により、天皇に政権が返

上されると、新政府の神道重視の政策の結果、全国で廃仏毀釈が行われ、寺院数が減少し

た。1871 年（明治 4 年）に明治政府は太政官達を出し虚無僧が在籍する普化宗を廃止した。

また、不受不施派やキリスト教の布教が解禁された。各宗派は仏教の近代化を推し進め、宗

門大学の設立等の教育活動、社会福祉活動に進出した。

[昭和前期]
近代の政府は、神仏判然令以降、太政官布達や断片的な法令、行政上の通達によって宗教

を管理してきたが、統一的な法典としては 1939 年（昭和 14 年）の宗教団体法が最初であった。

国家神道体制が確立する過程で神社は宗教ではないということで公法上の営造物法人として

扱われたが、仏教、教派神道、キリスト教の宗教団体は民法の公益法人を適用されないまま

であった。宗教に関する法律の必要性は政界においても認識されており、1899 年（明治 32
年）には第一次宗教法案が貴族院に提案されたが、否決された。1927 年（昭和 2 年）、1929
年（昭和 4 年）にも宗教法案が議会で提案されるが、審理未了に終わった。宗教団体法の制

定によって、一般の宗教団体は初めて法人となり、キリスト教も初めて法的地位を得たが、監

督・統制色が強い法律であった。

[昭和中後期から現代]
第二次世界大戦後、1945 年（昭和 20 年）12月 28日に宗教法人令が制定・施行され、宗教

団体への規制が撤廃された。1951 年に宗教法人令が撤廃され、認証制を導入した宗教法人

法が制定された。オウム真理教事件をきっかけにして 1995 年（平成 7 年）には宗教法人法が

一部改正された。



悟り



悟り（さとり）は知らなかったことを知ること、気がつくこと、感づくことを言い覚りとも書く。宗教上

の悟りは迷妄を去った真理やその取得を言う。

サンスクリットでは日本語の「理解」「気づき」「通達」などの意味に相当する単語はあるが、日

本の仏教用語として多用される動詞の「悟る」、もしくはその連用形である「悟り」に相応する単

語は存在しない。インドの仏教では時と場と機に応じて、主だった表現だけでも十種類以上の

＜さとり＞に相当する語が駆使された。そうした豊富な宗教用語に対しては、漢訳も対応しき

れなかったというのが実情である。

例えば、仏教伝来以前から中国にすでに存在していたと思われる「覚悟」という漢語は、サン

スクリット語やパーリ語の数種類以上の単語の訳として用いられている。その訳意は今日の

「覚悟」の意味と同じく、「理解」「通達」から「警告」「目覚め」までと幅広い。ちなみに、日本で

編纂された三蔵経である大正新脩大藏經には三万数千の「悟」という漢字表記がみられるが、

うち「覚悟」は二千数百を占めている。

釈迦の降魔成道に付随して表現される「悟りを開く」の元となった「開悟」という漢語について

みてみると、「開悟」は大正新脩大藏經に約千七百みられ、数種類のサンスクリットの訳として

当てられている。　その訳意は「覚悟」の場合と違って比較的狭量であり、いずれのサンスク

リットも「仏地を熱望する」もしくはその婉曲表現を組合せた原意を持つ複合語（熟語）である。

当該サンスクリット語が婉曲表現を採用したのは警鐘を含意したためと思われる。

「覚悟」や「開悟」の場合と同様、「悟」と表記された他の漢訳も底本のサンスクリット語が同一

種類であることはむしろ稀である。逆に一つの原語が複数種類以上の漢訳を持つケースも珍

しくない。大正新脩大藏經に出現する三万数千の「悟」という漢字は、多くは「覚悟」のように

二字熟語の一部として用いられており、日本の仏教で多用される「悟る」もしくはその連用形

「悟り」という、曖昧かつ自動詞的な意味で用いられていることはまずない。

「菩提」を悟りとするのも日本の仏教だけで、漢訳ではサンスクリットの「बोधि bodhi　ボーディ 」を「悟」と訳した例は知られていない。�धि bodhi　ボーディ 」を「悟」と訳した例は知られていない。bodh� bodhi　ボーディ

 」を「悟」と訳した例は知られていない。bodhi の漢訳はもっぱら「菩提」であって、新訳で「覚」

などと漢訳される場合がある程度である。では、日本の仏教では、何故「悟る」や「悟り」という

言葉が多用されるようになったのかと言う問題が生じるが、それは中国の禅宗が「悟」という用

語を多用したことが要因の一つとして推定されよう。

少なくとも、中国南宗禅の鼓吹派が喧伝した「頓悟」が誤解を交えながら日本にまで伝播し、

これが日本仏教の「悟り」や「悟る」という表現の混乱に拍車をかけたことは間違いない。中国

の禅宗は「悟」をもっぱら「廓然と大悟した」などの表現で用いるが、これは修道の証得を示す

ものである。中国禅の六祖とされる慧能も頓漸の別は修行の遅速の問題に過ぎないとしてい

ることから、慧能以降に禅風鼓吹の標語「（頓）悟」が混乱を引き起こしていったと考えられる。

日本の仏教に限らず漢訳仏教圏やその影響を受ける地域では、釈迦は悟りもしくは解脱を求

めて出家したとするのが通教的な教えとなっているが、阿含部の大般涅槃経（大パリニッバー

ナ経）には、釈迦は善なるものを求めて出家したと釈迦自らが語る形式で説かれている。



仏教の悟り （さとり、覚り）は、原語のサンスクリットでは、bodhiボーディ、बोधि bodhi　ボーディ 」を「悟」と訳した例は知られていない。�धि bodhi　ボーディ 」を「悟」と訳した例は知られていない。bodh� である。日本
語・漢語では「菩提（ぼだい）」「覚悟」「証（しょう）」「修証（しゅしょう）」「証得（しょうとく）」「証悟

（しょうご）」「道（どう）」などの別称もある。また、「開眼」「開悟」「成道（じょうどう:成仏得道の

略）」とも表現される。サンスクリットの「बोधि bodhi　ボーディ 」を「悟」と訳した例は知られていない。�धि bodhi　ボーディ 」を「悟」と訳した例は知られていない。bodh�सत्त्व bodhisattva ボーディ・サットヴァ 」の音写漢訳である「菩提薩埵（通常は菩薩と表記される）」であることを止揚した者を「buddha ブッダ」と呼び、漢字で音写し「仏陀」「仏」としたり、「覚者」と意訳したりする。��������������������Ƞ�����ă�このように悟りの意味の違いが宗教・宗派の違いであるということもできत्त्व bodhisattva ボーディ・サットヴァ 」の音写漢訳である「菩提薩埵（通常は菩薩と表記される）」であることを止揚した者を「buddha ブッダ」と呼び、漢字で音写し「仏陀」「仏」としたり、「覚者」と意訳したりする。��������������������Ƞ�����ă�このように悟りの意味の違いが宗教・宗派の違いであるということもでき� bodhisattva ボーディ・サットヴァ 」の音写漢

訳である「菩提薩埵（通常は菩薩と表記される）」であることを止揚した者を「buddha ブッダ」と
呼び、漢字で音写し「仏陀」「仏」としたり、「覚者」と意訳したりする。

このように悟りの意味の違いが宗教・宗派の違いであるということもできるが、般若経などでは、

「覚り」と「悟り」も別のものとして使い分けられている。大乗経典ではさらに、それ以前の教義と

峻別するために「覚り」を超えるものとして「阿耨多羅三藐三菩提（あのくたらさんみゃくさんぼ

だい）」「無上正等菩提（むじょうしょうとうぼだい）」を措定している。いずれも、現代日本の仏

教界（この記事を含む）では混乱して使われてしまっているが、真理（法）に目覚めること、迷

いの反対の意で用いられる傾向があるという点では、ある程度の共通性は見られる。

釈迦（しゃか）の辿った道筋から見てみると、釈迦は出家前にすでに阿羅漢果を得ていたとさ

れるが、出家後も含めて多くの哲学者や宗教家の教えを受け、苦行にも専念したが悟りを得

られなかった。　そこで今までの修行法をすてて、尼連禅河（にれんぜんが）で沐浴し身を清

め、村娘スジャータから乳粥（ちちがゆ）の供養（くよう）を受けて河を渡り、対岸のピッパラ樹の

下で坐禅をして禅定に入った。これを「降魔成道」と言う。釈迦は降魔成道の後、梵天勧請を

受けて鹿野苑（ろくやおん）で初転法輪を巡らした。

釈迦が降魔成道を遂げて悟りを開いたとされる蠟月(十二月)八日は、今日でも降魔成道会と

して仏教寺院の年中行事の一つとなっている。その禅定がしだいに深化し、三昧の中で「三

明」が顕れ、真理を悟ることができた。これによって釈迦は悟った者（覚者）、すなわち「ブッダ

（仏陀）」になったのである。但し、三明については諸説あって通説と呼べるものはなく、十二

縁起（十二因縁）とも関連する「縁起」に纏わるものであるとする説や、三明にさらに三智が加

わるとする三明三智（六通）説なども存在する。

部派仏教の旧訳（くやく）ではサンスクリット語「vitarka」を「覚り」と訳した。vitarkaは「尋」とも訳
し、対象を推しはかって分別する麁（あら）い心の働きをいう。一方、細かい心の働きを

「vicaara」（旧訳では観（かん）、新訳では伺（し））といい、両者は対になって用いられる。この

両者はともに定心（じようしん）を妨げるが、禅定の深まりによって消滅する。一方、大乗経典

では「bodhi」を「菩提」と音写訳せず、「覚り」と意訳する新訳がある。これは覚りの智慧を表す

ものである。古くは「道（どう）」「意」「覚意」などとも意訳された。

初期仏教から部派仏教あたりまでは、悟るためにさまざまな修行が説かれ実践された。仏教

の悟りは智慧を体としており、凡夫（ぼんぶ）が煩悩（ぼんのう）に左右されて迷いの生存を繰

り返し、輪廻（りんね）を続けているのは、それは何事にも分別（ふんべつ）の心をもってし、分

析的に納得しようとする結果であるとし、輪廻の迷いから智慧の力によって解脱（げだつ）しな

ければならない、その方法は事物を如実（にょじつ）に観察（かんざつ）することで実現する。こ

れが真理を悟ることであり、そこには思考がなく、言葉もない。



この悟りの境地を「涅槃（ねはん）」といい、それは「寂静（じゃくじょう）」であるとされる。煩悩が

制御されているので、とらわれのない心の静けさがあるということである。パーリ語本の大般涅

槃経（大パリニッバーナ経）には、釈迦は沙羅樹林で入滅し涅槃に入ったと説かれている。ま

た、悟りを求める心を菩提心という。悟りを求める点では部派仏教も大乗仏教も共通であるが、

自分のさとりを追求する部派仏教の場合、声聞（しょうもん）は四諦（したい）・八正道の教えを

聞いて修行し、縁覚（えんがく）は十二因縁を悟ってそれぞれ解脱するとする。

大乗仏教では自分の悟りは他人のさとりを前提に成立するという立場から、六波羅蜜（ろくは

らみつ）のうち利他行を実践する菩薩行（ぼさつぎょう）を強調する。悟りは固定した状態では

なく、悟りの行は、自利と利他の両面を願って行動し続けることであり、自らの悟りに安住する

ことなく、悟りを求める人々に実践を指導するために活動し続けた釈迦の姿が想定されており、

活動していくことに悟りの意味を求めているのが、大乗以降の仏教における菩薩の特徴であ

る。そして菩薩の悟りは声聞や縁覚と違い、究極最高のものであるとして「阿耨多羅三藐三菩

提」「無上正等菩提」、あるいは単に正覚と呼ばれる。

[中国仏教]
仏教の中国における大きな支流である禅には段階的な手順を得て起きる悟り（漸悟）を説く北

方禅と、瞬時に起きる突然の悟り（頓悟）を説く南方禅に分かれた時期があったが、北方禅は

先に廃れたため、日本に伝わったのは、突然の悟りを説く南方禅の流れを汲む宗派である。

しかし、日本に伝わったのは宋代で、禅が形骸化してきた時代でもあり、全盛期の唐代のもの

とは大きく違う。例えば現代日本の臨済宗、曹洞宗は、いずれも唐代の禅の悟りに対する宗

風をほとんど受け継いでいない。

もうひとつの中国仏教の大きな支流は浄土教であるが、この宗派は時代背景を反映して、阿

弥陀仏の浄土に往生することを欣求し、悟りは大きな目標とはしない。これは平安時代の日本

に伝わり、貴族の間に極楽往生を求める信仰が広まった。

一方、中国撰述とされる論書、『大乗起信論 』では、阿頼耶識（あらやしき）に不覚と覚の二義

があるとし、覚をさらに始覚（しかく）と本覚（ほんがく）とに分けて説明する。我々の心性（しん

しょう）は、現実には無明（むみょう）に覆われ、妄念にとらわれているから不覚であるが、この

無明が止滅して妄念を離れた状態が「覚」であるという。ところで、無明は無始以来のものであ

るから、それに依拠する不覚に対しては「始覚」といわれるが、われわれの心性の根源は本来

清浄な覚りそのもの（「本覚」）であって、それがたまたま無明に覆われているから、始覚といっ

てもそれは本覚と別のものではなく、始覚によって本覚に帰一するに過ぎない、と説明する。

つまり、誰にでも覚りに至る道は開けており、それに向かっての修行が必要なことを説いてい

るのである。さらに、覚りは清浄なものであることも説明されており、この論書の特長である。



密教



密教（みっきょう）とは「秘密の教え」を意味する。一般的には、大乗仏教の中の秘密教を指し、

「秘密仏教」の略称とも言われる。中国語圏では一般に「密宗」（ミイゾン）という。

[紹介]
かつての日本では、密教といえば空海を開祖とする真言宗のいわゆる東密や、密教を導入し

た天台宗での台密を指したが、20世紀に入るまで、日本ではあまり知られなかった、インドや

チベットにおける同種の仏教思想の存在が認知紹介されるに伴い、現代ではそれらも合わせ

て密教と総称するようになっている。そういった意味での広義の密教を、今日の仏教学では後

期大乗仏教に分類し、「後期大乗」と呼称する。仏教学者の文献学的な密教研究では、松長

有慶らを軸に、インド密教を発展段階に従って初期・中期・後期の三期に区分し、今日では日

本密教や中国密教、チベット密教もこの枠組みに絡めて系統づけようとする考え方が主流とさ

れている。江戸後期の日本で確立した分類である雑密・純密をそれぞれ大まかにインド密教

の前期・中期に対応させることが多い。

真言宗においては、伝統的には、「密教」とは顕教と対比されるところの教えであるとされる。

空海は『請来目録』や『弁顕密二教論』の中で、顕教と密教の二教を弁別し、「密蔵」の語を用

いて密教の概念を説明した。インドの後期大乗仏教の教学（顕教）と後期密教とを継承したチ

ベット仏教においても、大乗を波羅蜜乗（顕教）と真言乗（密教）とに分けるという形で顕密の

教えが説かれている。

密教の徒の用語としては金剛乗（ヴァジュラヤーナ）、真言乗（マントラヤーナ）、秘密真言金

剛乗などとも称される。「金剛乗」という呼称は本来、『金剛頂経』系の密教が自らを大乗 、小

乗 対比して第三の勝れた教えであることを称揚したものとされるが、拡大解釈により密教の総

称として扱われる場合があり、欧米などでも文献中に仏教用語として登場する。チベット僧は

顕教に対する自分たちの密教をチベット語でガクルグ（真言流）とかサンガク（秘密真言）と呼

称し、欧文脈ではその同義語としてサンスクリットの「ヴァジュラヤーナ」を用いることが多い。

英語では Esoteric buddhism とも呼ばれるが、欧米の研究者は密教全般、とりわけ 9世紀以

降の後期密教をタントラ仏教 と呼ぶことが多い。これは、8世紀以後に成立した密教経典が

スートラではなくタントラと名づけられていることによる。また、欧米系の東洋学や宗教学にお

いて、殊に 6世紀以降のインドの諸宗教に広く見られる特定の宗教文化・様式・傾向等をタン

トリズムとして括り、仏教の中の密教を「仏教のタントリズム」と捉えることにも関連している。

[概説]
一般の大乗仏教（顕教）が民衆に向かって広く教義を言葉や文字で説くのに対して、密教は

極めて神秘主義的・象徴主義的な教義を教団内部の師資相承によって伝持する。この点に

密教の特徴がある。 また別の面からは、密教とは言語では表現できない「仏の覚り」それ自体

を伝えるものであり、「仏の覚り」とその方法が凡夫の理解を超えているという点で「秘密の教

え」であるということが密教の密教たる所以だともいう。これらとは異なり、密教の「密」とは「顕」

に対する「密」ではなく、ソグド語で「日、太陽」を意味する言葉である「ミール」 (Mir) を漢字で
「密、蜜」と音訳したものとする説もある。



本来、密教は文字によらない教えであり、先に述べたように顕教では経典類の文字によって

全ての信者に教えが開かれているのに対して、密教は空海が『性霊集』に「それ曼荼羅の深

法、諸仏の秘印は、談説に時あり、流伝は機にとどまる。（恵果）大師が、伝授の（方）法を説き

たまえり。末葉に、伝うる者敢えて三昧耶（戒）に遺越（違反）してはならないと。与奪は我（空

海）が（意）志に非ず、（密教の教えを）得るか否かはきみの情（こころ）にかかれり。ただ、手を

握りて（印を結んで、誓いを立てて）契約し、口に伝えて、心に授けるのみ。」と述べているよう

に、「阿字観」等に代表される不生の三昧（瞑想）を重んじ、曼荼羅や法具類、灌頂の儀式を

伴う「印信」や「三昧耶形」等の象徴的な教えを旨とし、それを授かった者以外には示してはな

らないとされた。これは、灌頂が儀式の中で段階的に、行いを重視する「小乗戒」と、心のあり

方を重視する「大乗戒」と、中期密教に始まる、象徴を理解するための基礎の「三昧耶戒」と、

それに加えて無上瑜伽タントラでは、後期密教における仏智を主とする発展的な三昧耶戒で

ある「無上瑜伽戒」を与え、心地における覚醒を促し、密教に必要な諸々の戒律を参加者に

与えることにより、その対象を限定した上で、「秘密とされる灌頂の授者を生きたまま（即身）諸

仏の曼荼羅に生じせしめる」からである。

それゆえ弘法大師空海は、密教が顕教と異なる点を『弁顕密二教論』の中で「密教の三原則」

として以下のように挙げている。

1.法身説法（法身は、自ら説法している。）

2.果分可説（仏道の結果である覚りは、説くことができる。）

3.即身成仏（この身このままで、仏となることができる。）

いわゆるそれまでの小乗仏教（声聞・縁覚）が成仏を否定して阿羅漢の果を説き、さらには大

乗仏教が女人成仏を否定し、無限の時間（三阿僧祇劫）を費やすことによる成仏を説くのに

対して、密教は老若男女を問わず今世（この世）における成仏である「即身成仏」を説いたこと

によって、画期的な仏教の教えとして当時は驚きをもって迎え入れられた。この点での中期密

教と後期密教との差異はというと、中期密教は出家成仏を建前とするのに対して、後期密教

は仏智を得ることができれば出家や在家に関係なく成仏するとしている点である。

密教においては、師が弟子に対して教義を完全に相承したことを証する儀式を伝法灌頂とい

い、その教えが余すところなく伝えられたことを称して「瀉瓶（しゃびょう）の如し」といい、受者

である弟子に対して阿闍梨（教師）の称号と資格を与えるものである。いわゆるインド密教を継

承したチベット密教がかつて一般に「ラマ教」と称されたのは、チベット密教では師資相承に

おける個別の伝承である血脈を特に重んじ、自身の「根本ラマ」（師僧）に対して献身的に帰

依するという特徴を捉えたものである。

.[インド密教の歴史]
概略を説明すると、密教成立の背景には、インド仏教後期においてヒンドゥー教の隆盛によっ

て仏教が圧迫された社会情勢がある。ヒンドゥー教の要素を仏教に取り込むことでインド仏教

の再興を図ったのが密教である。しかし結果的には、インド仏教の密教化はヒンドゥー教の隆

盛とインド仏教の衰退を変えられなかった。

西アジアからのイスラーム勢力が北インドを席巻しつつあった時代にあって、やがてインド仏

教は、インド北部から侵攻してきたイスラーム教徒政権（デリー・スルターン朝）とインド南部の

ヒンドゥー教徒政権との政治・外交上の挟撃に遭うことになる。当時のイスラーム教徒から偶像

崇拝や呪術要素を理由として武力的な弾圧を受け、12世紀におけるインド密教の最後の砦



であったヴィクラマシーラ大僧院の炎上をもって、インドにおける密教は最終段階のインド仏

教として歴史的には消滅に追い込まれる結果になった。

[密教以前]
パーリ仏典の長部・『梵網経』には、迷信的な呪術や様々な世間的な知識を「無益徒労の明」

に挙げて否定する箇所があり、原始経典では比丘が呪術を行うことは禁じられていたが、律蔵

においては（世俗や外道で唱えられていた）「治歯呪」や「治毒呪」といった護身のための呪文

（護呪）は許容されていた。そうした特例のひとつに、比丘が遊行の折に毒蛇を避けるための

防蛇呪がある（これが大乗仏教において発展してできたのが初期密教の『孔雀王呪経』とされ

る）。これは律蔵の「小事犍度」のほか様々な経律の典籍にあらわれ、出家者の間で広く用い

られていたことが窺われる。本来は現世利益的な民間信仰の呪文とは目的を異にするもので、

蛇に咬まれないためには蛇に対する慈悲の心をもたねばらないという趣旨の偈頌のごときも

のであったとも考えられるが、社会における民衆への仏教の普及に伴って次第に呪術的な呪

文へと転じていったのでないか、と密教研究者の宮坂宥勝は考察している。

また意味の不明瞭な呪文ではなく、たとえば森で修行をするにあたって（木霊の妨害など）

様々な障害を防ぐために慈経を唱える、アングリマーラ経を唱えることで安産を願うなど、ブッ

ダによって説かれた経典を唱えることで真実語によって祝福するという習慣が存在する。 こう

した祝福や護身のために、あたかも呪文のように経典を読誦する行為は、パーリ仏教系統で

は「パリッタ（護経、護呪）」と称され、現代のスリランカや東南アジアの上座部仏教でも数々の

パリッタが読誦されている。

[初期密教]
呪術的な要素が仏教に取り入れられた段階で形成されていった初期密教（雑密）は、特に体

系化されたものではなく、祭祀宗教であるバラモン教のマントラに影響を受けて各仏尊の真

言・陀羅尼を唱えることで現世利益を心願成就するものであった。当初は「密教経典」なるもの

があったわけではなく、大乗経典に咒や陀羅尼が説かれていたのに始まる。大乗仏教の代表

的な宗派である禅宗では「大悲心陀羅尼」・「消災妙吉祥陀羅尼」等々、日本でも数多くの陀

羅尼を唱えることで知られているが、中でも最も長い陀羅尼として有名な「楞厳呪」（りょうごん

しゅ）は大乗仏典の『大仏頂首楞厳経』に説かれる陀羅尼であり、これが密教に伝わり陀羅尼

（ダーラニー）が女性名詞であるところから仏母となって「胎蔵界曼荼羅」にも描かれ、日本密

教では「白傘蓋仏頂」と呼ばれマイナーな存在ではあるが、チベット密教では多面多臂の恐ろ

しい憤怒相の仏母である「大白傘蓋仏母」として寺院の守護者として祀られるようになった。ち

なみに禅宗でもチベット密教でも、この陀羅尼を紙に書いてお守りとするが、中国禅では出家

僧の「女人避けのお守り」ともされている。

[中期密教]
新興のヒンドゥー教に対抗できるように、本格的な仏教として密教の理論体系化が試みられて

中期密教が確立した。中期密教では、世尊 (Bhagavān) としての釈尊が説法する形式をとる

大乗経典とは異なり、別名を大日如来という大毘盧遮那仏 が説法する形をとる密教経典が編

纂されていった。『大日経』、『初会金剛頂経』  やその註釈書が成立すると、多様な仏尊を擁

する密教の世界観を示す曼荼羅が誕生し、一切如来からあらゆる諸尊が生み出されるという

形で、密教における仏尊の階層化・体系化が進んでいった。



中期密教は僧侶向けに複雑化した仏教体系となった一方で、却ってインドの大衆層への普

及・浸透ができず、日常祭祀や民間信仰に重点を置いた大衆重視のヒンドゥー教の隆盛・拡

大という潮流を結果的には変えられなかった。そのため、インドでのヒンドゥー教の隆盛に対

抗するため、シヴァを倒す降三世明王やガネーシャを踏むマハーカーラ（大黒天）をはじめと

して、仏道修行の保護と怨敵降伏を祈願する憤怒尊や護法尊が登場した。

[後期密教]
中期密教ではヒンドゥー教の隆盛に対抗できなくなると、理論より実践を重視した無上瑜伽タ

ントラの経典類を中心とする後期密教が登場した。後期密教では仏性の原理の追求が図られ、

また、それに伴って法身普賢や金剛薩埵、金剛総持が最勝本初仏として最も尊崇されること

になった。

また、インドにおいてヒンドゥー教シャークタ派のタントラやシャクティ（性力）信仰から影響を受

けたとされる、男性原理（精神・理性・方便）と女性原理（肉体・感情・般若）との合一を目指す

無上瑜伽の行も無上瑜伽タントラと呼ばれる後期密教の特徴である。男性名詞であるため男

尊として表される方便と、女性名詞であるため女尊として表される智慧が交わることによって生

じる、密教における不二智を象徴的に表す「歓喜仏」も多数登場した。無上瑜伽タントラの理

解が分かれていた初期の段階では、修行者である瑜伽行者がしばしばタントラに書かれてい

ることを文字通りに解釈し、あるいは象徴的な意味を持つ諸尊の交合の姿から発想して、女

尊との性的瑜伽を実際の性行為として実行することがあったとされる。そうした性的実践が後

期密教にどの時期にいかなる経緯で導入されていったかについてはいくつかの説があるが、

仏教学者の津田真一は後期密教の性的要素の淵源として、性的儀礼を伴う「尸林の宗教」と

いう中世インドの土着宗教の存在を仮定した。後にチベットでジョルと呼ばれて非難されること

になる性的実践は主に在家の密教行者によって行われていたとも考えられているが、出家教

団においてはタントラの中の過激な文言や性的要素をそのまま受け容れることができないた

め、譬喩として穏当なものに解釈する必要が生じた。しかし、時には男性僧侶が在家女性信

者に我が身を捧げる無上の供養としてそれを強要する破戒行為にまで及ぶこともあったことか

ら、インドの仏教徒の間には後期密教を離れて戒律を重視する部派仏教（上座部仏教）や、

大乗仏教への回帰もみられた。それゆえ、僧侶の破戒に対する批判を受けて、無上瑜伽の実

践もまた実際の性行為ではなく、象徴を旨とする生理的瑜伽行のクンダリニー・ヨーガによる

瞑想へと正式に移行する動きも生じた。これらの諸問題はそのままチベット仏教へと引き継が

れ、後に解決をみることになった。

一方、瑜伽行は顕教ではすでに形骸化して名称のみであったが、密教においては内的瑜伽

や生理的な修道方法が探究され、既に中期密教で説かれた「五相成身観」や「阿字観」、「五

輪観」に始まり、更には脈管（梵：ナーディー、蔵：ツァ）や風（梵：プラーナ、蔵：ルン）といった

概念で構成される神秘的生理学説を前提とした、呼吸法やプラーナの制御を伴う瑜伽行の

諸技法が発達した。とりわけ母タントラ系の密教では、下半身に生じた楽を、身体の中央を貫

く中脈（梵：アヴァドゥーティー、蔵：ウマ）にて上昇させることによって歓喜を生じ、空性を大楽

として体験する瑜伽行が説かれるようになった。後期密教の生理的瑜伽の発展した形は、チ

ベット密教の「究竟次第」（蔵：ゾクリム）と呼ばれる修道階梯などにみることができる。



さらには、当時の政治社会情勢から、イスラム勢力の侵攻によるインド仏教の崩壊が予見され

ていたため、最後の密教経典である時輪タントラ（カーラチャクラ）の中でイスラムの隆盛とイン

ド仏教の崩壊、インド仏教復興までの期間（末法時代）は密教によってのみ往来が可能とされ

る秘密の仏教国土・理想郷シャンバラの概念、シャンバラの第 32代の王となるルドラ・チャクリ

ン（転輪聖王）、ルドラ・チャクリンによる侵略者（イスラム教徒）への反撃、ルドラ・チャクリンが

最終戦争で悪の王とその支持者を破壊する予言、そして未来におけるインド仏教の復興、地

上における秩序の回復、世界の調和と平和の到来、等が説かれた。

インド北部におけるイスラム勢力の侵攻・破壊活動によってインドでは密教を含む仏教は途絶

したが、さらに発展した後期密教の体系は今日もチベット密教の中に見ることができる。

[日本の密教]
密教の伝来

日本で密教が公の場において初めて紹介されたのは、唐から帰国した伝教大師最澄によるも

のであった。当時の皇族や貴族は、最澄が本格的に修学した天台教学よりも、むしろ現世利

益も重視する密教、あるいは来世での極楽浄土への生まれ変わりを約束する浄土教（念仏）

に関心を寄せた。しかし、天台教学が主であった最澄は密教を本格的に修学していたわけで

はなかった。

よって、本格的に日本で紹介されることになるのは、唐における密教の拠点であった青龍寺

において密教を本格的に修学した弘法大師空海が 806 年に日本に帰国してからであるとさ

れる。 あるいは、空海に後れをとるまいと唐に留学し密教を学んだ円行、円仁（慈覚大師）、

恵運、円珍（智証大師）、宗叡らの活躍も挙げられることがある。

日本に伝わったのは中期密教であり、唐代には儒教の影響も強かったので後期密教はタント

ラ教が性道徳に反するとして唐では受け入れられなかったという説があるが、「サンガク・ニン

マ」をチベットに初めて伝え、ニンマ派からチベット仏教の祖と仰がれるグル・パドマサンバ

ヴァは、真言宗の開祖である空海と同時代の人物であること。空海の師僧である恵果阿闍梨

の監修による『大悲胎蔵曼荼羅』には、既にニンマ派の「八大ヘールカ」に相当すると見られ

る尊挌が描かれている点や、後期密教の代表的な守護尊（イダム）の一つであるプルパ金剛

（ヴァジュラ・キラヤ、漢名；普巴金剛）の印相と真言とが寛平法皇の古次第である『小僧次第』

等に散見する点。宋代に伝わった臨済宗の『常用陀羅尼』の中には後期密教で有名なインド

の成就者サラハの真言が含まれている点など、チベット密教の解明と共に後期密教の伝播に

関する説は見直されてきている。

江戸時代には、日本の戒律復興運動に併せて、清代に行なわれていた中国密教の「四大

法」等が日本にもたらされた。禅密双修であった黄檗宗の開祖、隠元隆琦による「千手千眼観

音法」の伝来は、鉄眼版の大蔵経に実修用の大型図像を残し、黄檗宗・宝蔵院では今も当時

の図像や印信等を伝えている。天台宗の豪潮律師は長崎の出島で中国僧から直接、中国密

教と「出家戒」や、大系的な戒律である小乘戒・大乘戒・三昧耶戒を授かり、時の光格天皇の

師として尊敬を集めるとともに、南海の龍と呼ばれた尾張・大納言齊朝候の庇護を受け、尾張

と江戸で「準提法」（准胝観音法）を広めて多くの弟子を養成した。豪潮の残した資料の一つ

『準提懺摩法 全』は明代の中国の資料と内容が一致する。また、真言律宗も中国から直接

「出家戒」を伝えて、開祖である興正菩薩叡尊以来の悲願を果たして宗風を盛んにした。この

時期、戒律復興運動で有名な人物としては、「如法真言律」を提唱し、生涯において三十数



万人の僧俗に灌頂と授戒を行なった霊雲寺の浄厳覚彦と、「正法律」を唱えた禅密双修の慈

雲尊者が挙げられる。

[密教の宗派]
日本の伝統的な宗派としては、空海が唐の青龍寺恵果に受法して請来し、真言密教として体

系付けた真言宗（即身成仏と鎮護国家を二大テーゼとしている）と、最澄によって創始され、

円仁、円珍、安然らによって完成された日本天台宗の継承する密教が日本密教に分類される。

真言宗が密教専修であるのに対し、天台宗は天台・密教・戒律・禅の四宗相承である点が異

なっている。真言宗の密教は東密と呼ばれ、日本天台宗の密教は台密とも呼ばれる。東密と

は「東寺（教王護国寺）の密教」、台密は「天台宗の密教」の意味である。この体系的に請来さ

れて完成された東密、台密を純密（じゅんみつ）というのに対し、純密以前に断片的に請来さ

れ信仰された飛鳥時代の聖徳太子の遺品等や奈良時代に見る密教を雑密（ぞうみつ）、東大

寺の大仏開眼と戒壇建立に前後する、鑑真和上から入唐八家による請来までを古密教（こ

みっきょう）という。

日本の密教は霊山を神聖視する在来の山岳信仰とも結びつき、修験道など後の「神仏習合」

の主体ともなった。各地の寺院・権現に伝わる山岳曼荼羅には両方の要素や浄土信仰の影

響が認められる。

[チベットの密教]
チベット仏教は、「無上瑜伽タントラ」と呼ばれるインドの後期密教経典と、それに基づく行法

を継承している。

[中国の密教]
中国においては、南北朝時代から、数は限られているものの、初期の密教経典が翻訳され、

紹介されてはいた。早くも 3世紀に『華積陀羅尼神呪経』が翻訳されるなど、西域方面から伝

来した仏典の中に初期の密呪経典が含まれていた。東晋の時代には格義仏教が盛んであっ

たが、同時に降雨止雨経典などの呪術的な密典も伝訳された。これらは仏教に対し除災や治

病といった現世利益を求める民衆の期待と呼応していたとも考えられる。その後、唐代に入り、

インドから来朝した善無畏や中国人の弟子の一行が『大日経』の翻訳を行い、さらにインド僧

の金剛智と弟子の不空（諸説あるが西域出身のインド系帰化人であったと言われる）が『金剛

頂経』系密教を紹介することで、インドの代表的な純密経典が初めて伝えられた。こうして、天

台教学をはじめとした中国人による仏教思想が大成した時代背景において、それ以前の現

世利益的密教とは異なった、成仏を意図したインド中期密教が本格的にもたらされ、その基

礎の上に中国の密教が確立し受容されるに至った。仏教を護国思想と結びつけた不空は唐

の王室の帰依を得、さまざまな力を得たことで、中国密教の最盛期をもたらすことになった。そ

の後、密教は武宗が大規模に行った「会昌の廃仏」の打撃を被り、円仁らが中国に留学した

頃はまだそれなりに盛んであったと考えられるものの、唐朝の衰退とともに教勢も弱まっていっ

た。北宋になって密教も復興し、当時の訳経僧であった施護（中国語版）はいくつかの後期密

教経典も翻訳したが、見るべき発展はなかった。以後、唐密教の伝統は歴史の表舞台からほ

ぼ消失し、中国密教は次第に道教等と混淆しながら民間信仰化していったともみられる。その

一方で遼や西夏でも密教が行われた。殊に西夏では漢伝の密教とチベット仏教が混ざり合っ

ていたことが残された史料から窺われる。その後、モンゴル系の元の朝廷内ではチベット系の

密教が採用されることになり、支配者階級の間でチベット密教が流行した。漢民族王朝の明

においてもラマ僧厚遇の傾向があったが、満州民族王朝の清に至って、王室の帰依と保護に



よってチベット仏教は栄え、北京の雍和宮など多くのチベット仏教寺院が建立された。ただし、

漢地におけるチベット仏教の存在が当時の中国人社会にどの程度の影響力を持ったかにつ

いては十分な解明がなされていない。

密教研究者の頼富本宏は唐密教衰退後の中国密教を後期中国密教と呼び、以下の形態の

密教が存在したことを想定している。

1.宋代に漢訳された後期密教経典に基づく密教。この形態の密教が中国で実際に広く行わ

れた形跡はないとされる。

2.密教の民間信仰化。一例として台湾や東南アジアの華人社会に今も伝わる瑜伽焔口という

施餓鬼法要が挙げられる。

3.元朝や清朝において統治者が庇護・奨励し、主に上層階級に信仰されたチベット仏教にお

ける密教。

やがて明代になると、ヨーロッパ文化の流入により危機感を抱いた中国人らによって、各分野

でルネサンスに匹敵する大がかりな復古運動が中国に起こり、民間に残されていた唐代から

の密教が再編集され、中国密教の「四大法」と呼ばれる「准胝法」や、日本にも空海が請来し

た「穢跡金剛法」、最澄が請来した「千手千眼観音法」、仏母部の先駆けとなる「尊勝仏母法」

をはじめとする古法類が中国でも保存され、継承された。

「准胝法」を例に挙げると、明初に刊行された版本には以下のようなものがあり、明末の資料

である『准胝心要』は江戸時代の日本でも刊行されて研究された。また、中国密教（唐密）に

おける明・清代の資料の幾つかは、『卍蔵経』や『卍続蔵経』にも収められている。

『准胝懺願儀梵本』　　　呉門聖恩寺沙門弘壁

『准提集説』　　　瑞安林太史任増志

『准提簡易持誦法』　　　四明周邦台所輯

『准胝儀軌』　　　項謙

『大准提菩薩焚修悉地懺悔玄文』　　　夏道人

この時代に特筆すべき著作としては『顕密圓通成仏心要集』がある。この著作の影響によって

中国では、禅と密教を併せる「禅密双修」、浄土と密教を併せる「浄密双修」、禅と浄土を併せ

る「禅浄双修」が急速に広まり、行なわれるようになった。そして中国仏教に見られる「中華思

想」に彩られた仏教が民衆に受け入れられ、その後は世界大戦や文革による法難を経て現

在に至る。

中華人民共和国では、唐代に盛んであった中期密教を唐密宗（唐密：タンミィ）または漢伝密

教（漢密）、現代まで続くチベット仏教（蔵伝仏教）における密教を西蔵密宗（西密：シーミィ）と

呼んでいる。前者は清代以降の禅や浄土教の台頭、現世利益や呪術の面でライバルであっ

た道教に押されて中国では衰退・途絶した。文化大革命以後の中国大陸では、漢人の間で

もチベット密教（蔵密）が流行し、日本密教（東密）の逆輸入も行われた。上海市の静安寺に

みられるように日本の真言宗（東密）との交流を通じて唐密宗の復興を試みる新しい動きもあ

る。また、西蔵密宗はチベット動乱や、特に文革期に激烈であった中国共産党による宗教弾

圧を乗り越えて、チベット自治区やチベット人を中心に現在もチベット密教の信仰が続いてい

る。



[台湾の密教]
台湾に密教がはじめて伝えられたのは、日本統治時代のことである。1895 年に日本による台

湾統治が始まり、日本本土から仏教の宣教師が大量に渡来し、1945 年の統治終了間際には、

日本の 8宗 14派が渡来していた。密教系の宗派には、天台宗、真言宗高野派、真言宗醍醐

派、天台系の修験道（8宗 14派に属さない）が伝わった。

現在の台湾では、高野山真言宗、真如苑、チベット密教や清朝末期に創設された「西蔵学

会」が台湾に存在する。

[その他の国の密教]
密教は韓国や越南（ベトナム）など漢字文化圏の国々中心に広がっている。このほか、モンゴ

ルでは中世のモンゴル帝国でチベット仏教が国教であった流れから、現在もチベット密教の

信仰が続いている。 また、カンボジアのアンコール王朝にも密教は伝来しており、密教で用い

られる祭具や、特にヘーヴァジュラを象った銅像や祭具が出土している。

また、欧米での展開も起きている。 チベットにおける 1950-51 年のチベット侵攻 から 1959 年

のチベット動乱という大混乱の後は、ダライ・ラマ 14世をはじめとする多くのチベット僧がチ

ベット国外へと出て活動したことにより、ヨーロッパや米国で広範囲に布教がなされるようにな

り、欧米の思想界にもさまざまな影響を与えることになった。アメリカ合衆国ニューヨークでは、

ダライ・ラマ 14世と親交のあるロバート・サーマンにより 1987 年にチベットハウスが設立・運営

され、チベット密教も含めチベットの思想や文化が広報されている。現在は欧米諸国で 

Esoteric Buddhism と言う場合には、主にチベット密教のことを指している。

[インド錬金術に関する仮説]
インドの錬金術が密教となり、密教は錬金術そのものであったとの仮説があるが、一般的な見

解ではないし、また仏教学の研究でも検証されていない。

[「密教」のその他の用法]
密教という言葉を「秘密宗教」として広義に捉え、神秘的な宗教の総称として用いる場合もあ

る。たとえば、ユダヤ人の神智学的伝統であるカバラをユダヤの密教と表現する場合がある。

秘密の儀礼（密儀）を旨とする古代地中海地域の諸宗教（オルフェウス教、ミトラス教など）の

総称としては、一般に「密儀宗教」（みつぎしゅうきょう）が用いられる。



真言



真言（しんごん）、サンスクリット語:マントラ）とは、大日経などの密教経典に由来し、真実の言

葉という意。転じて仏の言葉をいう。真言は音が重要であることから、翻訳せず音写を用いる。

漢訳では咒、明咒と訳される。

[概要]
真言は密教成立以前から用いられており、古代インドから効能がある呪文として重視されてき

た。真言を唱えることで、発願を仏に直接働きかけることができるとされている。真言宗では、

心で仏を想い、手で印を結び、三返ないし七返声で唱える（三密）。

真言宗の「真言」はこれに由来するが、真言宗のみで使われるものではない。般若心経の最

後にある「羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶[gate gate pāragate pārasaṃgate 
bodhi svāhā]」も真言であり、浄土真宗などを除く多くの宗派で読まれている。法相宗では薬師

如来への発願で頻繁に唱えられる。禅宗においても、消災妙吉祥陀羅尼や大悲心陀羅尼な

どが日常的に唱えられる。 真言にはそれぞれ出典となる経が存在するが、同じ密教経典でも

成立の過程が異なる大日経 (胎蔵界) と金剛頂経 (金剛界) では、真言が異なる。例えば大

日如来の真言を唱える場合は、両界の真言を連続して唱える。

真言は漢字や梵字で書かれたものが伝わった。

[光明真言]
オン・アボキャ・ベイロシャノウ・マカボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバリタヤ・ウン

オーン。不空遍照尊よ、大印を有する尊よ、摩尼と蓮華の光明をさし伸べたまえ、フーン。



大毘盧遮那成仏神変加持経



『大毘盧遮那成仏神変加持経』、別名『毘盧遮那経』（びるしゃなきょう）、『大日経』（だいにち

きょう）は、7-8世紀頃成立したと考えられている密教経典である。

[概要]
インドから唐にやってきた善無畏（637-735）と唐の学僧たちによって 724 年に漢訳された。ま

た、812 年にはシーレンドラボーディとペーチェクによってチベット語に翻訳された。しかし、サ

ンスクリット原本は未だ発見されていない。チベット訳からサンスクリットタイトルを還梵すると、

（『大毘盧遮那成仏神変加持方等経の帝釈天と名付くる法門』）となる。

[内容]
内容は、真言宗のいわゆる事相と教相に相当する 2つの部分から成り立つが、前者である胎
蔵曼陀羅（の原形）の作法や真言、密教の儀式を説く事相の部分が非常に多い。また、この

部分の記述は具体的であるが、師匠からの直接の伝法がなければ、真実は理解できないとさ

れている。

教相に相当するのは「入真言門住心品」だけといってよい。構成は、毘盧遮那如来と金剛手

（秘密派の主たるもの）の対話によって真言門を説き明かしていくという、初期大乗経典のスタ

イルを踏襲している。

要諦は、下記の、毘盧遮那如来が如来の一切智智について説明する部分において、菩提心

とは何かを説くところにある。

金剛手言さく　是の如し、世尊、願楽（ねがわ）くは聞かんと欲す仏言さく菩提心を因と為し、

大悲を根本と為し、方便を究竟と為す秘密主、云何が菩提ならば、謂く実の如く自心を知るな

り秘密主、是の阿耨多羅三藐三菩提は、乃至彼の法として少分も得可きこと有ること無し何を

以ての故に。虚空の相は是れ菩提なり、知解の者も無く、亦た開暁（さとる者）も無し何を以て

の故に。菩提は無相なるが故に秘密主、諸法は無相なり、謂く虚空の相なり　 入真言門住心

品第一

初期大乗経典では、菩提心とは「菩提を求める心」であったのに対し、この経では「菩提とは

実の如く自心を知ること」と、その意義が大きく変わってきている点が重要である。



金剛頂経



『金剛頂経』（こんごうちょうきょう）は、『初会金剛頂経』:『一切如来の真実を集めたものと名付

ける大乗経典』略して『真実摂経』（しんじつしょうきょう）ともいう）を編纂したグループが次々と

生み出していった「金剛頂経」系テキストの総称である。「金剛頂」という名前の由来は、『金剛

頂タントラ』にあるといわれている。

[概要]
日本では、普通に「金剛頂経」と言う時は『初会金剛頂経』のことを指す。

『初会金剛頂経』は金剛界曼荼羅（こんごうかいまんだら）の典拠となる経典で、真言宗や天

台宗では密教の「即身成仏」の原理を明確に説いているとしている。

真言宗（東密）では特に根本経典（最も重要な経典）とされ、「金剛頂経」と『大日経』の 2つの
密教経典を「両部の大経」という。真言宗で唱えられている『理趣経』（: 『百五十頌般若』）は、

「金剛頂経」系テキストのうち『理趣広経』とよばれるものの略本である。

空海（774 年～835 年）は、唐の長安において青龍寺の恵果（746 年～805 年）の弟子となり、

密教の伝法潅頂を授かり、『初会金剛頂経』の教理と実践方法を伝授（大日如来―金剛薩埵

―龍猛―龍智―金剛智―不空―恵果―空海と付法）される。806 年に日本に初めて、『初会

金剛頂経』に基づく実践体系を伝えている。

「金剛頂経」は龍猛が南天竺の鉄塔のなかで感得したという伝説がある。この経典は大日如

来が 18の異なる場所で別々の機会に説いた 10万頌（じゅ）に及ぶ大部の経典の総称であり、
単一の経典ではない。

[漢訳経典]
金剛智三蔵（ヴァジュラボーディー/670 年頃～741 年）がサンスクリット語から漢訳した『金剛

頂瑜伽中略出念誦経（略出念誦経）』4巻、不空三蔵（ア－モガヴァジュラ/705 年～774 年）が

漢訳した『金剛頂一切如来真実摂大乗現証三昧大教王経（金剛頂大教王経）』3巻、施護
（せご）が漢訳した『一切如来真実摂経』30巻がある。

サンスクリット原典、チベット語訳も現存し、それらは漢訳では施護訳と対応する。7世紀中頃

から終わりにかけて、南インドでその基本形が成立し、次第に施護訳にみられるような完成形

態に移行したとされる。

[内容]
大日如来が一切義成就菩薩（いっさいぎじょうじゅぼさつ）（釈尊（しゃくそん））の問いに対し

て、自らの悟りの内容を明かし、それを得るための実践法が主となっている。その悟りの内容

を具体的に示したのが金剛界曼荼羅であり、その実践法の中心となるのが五相成身（ごそう

じょうじん）観である。五相成身観とは、行者の汚れた心を、瑜伽の観法を通じて見きわめ、そ

の清浄な姿がそのまま如来の智慧（ちえ）に他ならないことを知り、如来と行者が一体化して、

行者に本来そなわる如来の智慧を発見するための実践法である。



[注釈書]
8世紀の瑜伽部密教の三大学匠といわれるブッダグヒヤ、アーナンダガルバ、シャーキヤミトラ

などの注釈書がチベット訳として残る。

『金剛頂経（真実摂経）』のチベット語訳には注釈書が付随し、現存するものを挙げると、

ブッダグヒヤ撰　『タントラ義入』

シャーキャミトラ撰　『コーサラの荘厳という真実の集成に対する注釈』

アーナンダガルバ撰　『一切如来の真実の集成である大乗の現観と名づけるタントラの注・真

実の燈明』

プトゥン撰　『瑜伽タントラの海に入る船』

の四つがある。

また、ブッダグヒヤの『タントラ義入』にはパドマヴァジュラによる再注釈書『タントラ義入釈』があ

る。



理趣経



『理趣経』（りしゅきょう）は、「金剛頂経」の第 6 会にあたるとされる密教の経典である。主に真

言宗各派で読誦される。サンスクリット名は adhyardhaśatikā prajñāpāramitā（『百五十頌般若』）。

単に『理趣経』という場合は、「大楽金剛不空真実三摩耶経」（たいらきんこうふこうしんじさん

まやけい、大いなる楽は金剛のごとく不変で空しからずして真実なりとの仏の覚りの境地を説

く経）、あるいは「般若波羅蜜多理趣品（はんにゃはらみたりしゅぼん）」の略である。般若理趣

経と呼ぶこともある。日本の真言宗の常用教典である。

[沿革]
最もよく読誦されているものは、不空が 763 年から 771 年にかけて訳した訳本である。五種類

の異訳があり、玄奘訳の『大般若波羅蜜多経・第十会・般若理趣分（理趣分経）』も『理趣経』

の異訳と見なされており、玄奘訳の理趣分経が最古のテキストである[1]。不空訳の『理趣経』

は「般若経」系テキストを原流として、『真実摂経』を編纂したグループが密教経典として発達

させたものであると考えられている。

[概要]
この経典は『般若波羅蜜多理趣品』（原タイトルは『百五十頌般若』）とあることから、般若部の

経典とされているが、内容的に見れば方等部の密教経典群に位置するという見方もある。理

趣とは、道筋の意味であり、「般若の知恵に至るための道筋」の意味である。他の密教の教え

が全て修行を前提としている為、専門の僧侶でないと読んでもわからないのに対し、般若理

趣経は行法についてほとんど触れておらず、一般向けの密教の入門書という位置づけだと考

えられている。

真言宗では、18 会からなる「金剛頂経」系テキストの内、読誦の功徳を強調する『理趣経』を

毎日の勤行で唱えるのが習わしである。「大日経」や「金剛頂経」に含まれる他の教典には、

読誦の功徳の記述が無いので、常用経典として用いない。これは、他の教典は、ほとんどが

密教の行法の解説であるからであるとも松長有慶は考えている。真言宗では、伝法灌頂まで

の修行や教学にて「大日経」や「金剛頂経」の教義を習得する。

普通、経典は呉音で読まれるのが一般的であるが、真言宗では『理趣経』が日本に伝来した

時代の中国語の音から漢音で読誦する。例えば、経題の「大楽金剛不空真実三摩耶経」は

「たいらきんこうふこうしんじさんまやけい」と読む。俗に、内容が性的な境地も清浄であるとい

う誤解を招きやすい内容なので、分からないように漢音で読誦するともいわれていたが、松長

は漢音使用の政府の命令に従っただけであろうと考えている。

[構成]
『理趣経』は、最初の序説と最後の流通（るつう）を除くと、17の章節で構成されている。

1.大楽の法門 - 金剛薩埵の章
2.証悟の法門 - 大日如来の章

3.降伏の法門 - 釈迦牟尼如来の章

4.観照の法門 - 観自在菩薩の章
5.富の法門 - 虚空蔵菩薩の章

6.実働の法門 - 金剛拳菩薩の章
7.字輪の法門 - 文珠師利菩薩の章
8.入大輪の法門 - 纔発心転法輪菩薩の章



9.供養の法門 - 虚空庫菩薩の章

10.忿怒の法門 - 摧一切魔菩薩の章

11.普集の法門 - 普賢菩薩の章
12.有情加持の法門 - 外金剛部の諸天の章
13.諸母天の法門 - 七天母の章
14.三兄弟の法門 - 三高神の章
15.四姉妹の法門 - 四天女の章

16.各具の法門 - 四波羅蜜の大曼荼羅の章

17.深秘の法門 - 五種秘密三摩地の章

それぞれの章節には内容を端的に表した印契と真言があり、真言僧は必要に応じてこの印明

を修する。

[十七清浄句]
真言密教では、「自性清浄」という思想が根本にある。これは天台宗の本覚思想と対比、また

同一視されるが、そもそも人間は生まれつき汚れた存在ではないというものである。『理趣経』

は、この自性清浄に基づき人間の営みが本来は清浄なものであると述べているのが特徴であ

る。

特に最初の部分である大楽（たいらく）の法門においては、「十七清浄句」といわれる 17の句

偈が説かれている。

1.妙適淸淨句是菩薩位 - 男女交合の妙なる恍惚は、清浄なる菩薩の境地である
2.慾箭淸淨句是菩薩位 - 欲望が矢の飛ぶように速く激しく働くのも、清浄なる菩薩の境地で

ある

3.觸淸淨句是菩薩位 - 男女の触れ合いも、清浄なる菩薩の境地である

4.愛縛淸淨句是菩薩位 - 異性を愛し、かたく抱き合うのも、清浄なる菩薩の境地である

5.一切自在主淸淨句是菩薩位 - 男女が抱き合って満足し、すべてに自由、すべての主、天

にも登るような心持ちになるのも、清浄なる菩薩の境地である

6.見淸淨句是菩薩位 - 欲心を持って異性を見ることも、清浄なる菩薩の境地である

7.適悅淸淨句是菩薩位 - 男女交合して、悦なる快感を味わうことも、清浄なる菩薩の境地で

ある

8.愛淸淨句是菩薩位 - 男女の愛も、清浄なる菩薩の境地である

9.慢淸淨句是菩薩位 - 自慢する心も、清浄なる菩薩の境地である
10.莊嚴淸淨句是菩薩位 - ものを飾って喜ぶのも、清浄なる菩薩の境地である
11.意滋澤淸淨句是菩薩位 - 思うにまかせて、心が喜ぶことも、清浄なる菩薩の境地である

12.光明淸淨句是菩薩位 - 満ち足りて、心が輝くことも、清浄なる菩薩の境地である

13.身樂淸淨句是菩薩位 - 身体の楽も、清浄なる菩薩の境地である

14.色淸淨句是菩薩位 - 目の当たりにする色も、清浄なる菩薩の境地である

15.聲淸淨句是菩薩位 - 耳にするもの音も、清浄なる菩薩の境地である
16.香淸淨句是菩薩位 - この世の香りも、清浄なる菩薩の境地である
17.味淸淨句是菩薩位 - 口にする味も、清浄なる菩薩の境地である



このように、十七清浄句では男女の性行為や人間の行為を大胆に肯定している。

仏教において顕教では、男女の性行為はどちらかといえば否定される向きがある。これに対し

『理趣経』では上記のように欲望を完全否定していないことから、「男女の交歓を肯定する経

典」などと色眼鏡的な見方でこの経典を語られることもあるが、真言密教の自性清浄を端的に

表した句偈であり、人間の行動や考え、営み自体は本来は不浄なものではない。自我に囚わ

れた行動や考えが問題なのだ、小欲ではなく世の為人の為という大欲を持てと述べていること

がその肝要である。

十七清浄句は欲望の単なる肯定であると誤解されたり、また欲望肯定（或は男女性交）＝即

身成仏であると誤解されたりする向きも多い。 ちなみに、『理趣経』を使った『理趣経法』は、

四度加行を実践して前行をしてからでないと伝授してはならないという厳しい規則がある。ま

た『理趣経』の最後の十七段目は「百字の偈」と呼ばれ、一番中心となっている。人たるもの大

欲（たいよく）を持ち、衆生の為に生死を尽くすまで生きることが大切であると説き、清浄な気

持ちで汚泥に染まらず、大欲を持って衆生の利益を願うのが人の務めであると説かれている。

このような思想は両部の大法の一である『大日経』の「受方便学処品」にも見られる。

復次祕密主。菩薩持不邪婬戒。若他所攝。

自妻。自種族。標相所護。不發貪心。況復非道。

 二身交會。有餘方便。隨所應度。攝護眾生。

— 『大正蔵』第 18巻、39頁中段

[展開]
この十七清浄句が述べられていることによって、古来よりいろいろな解釈や研究が行われ、ま

た事件があった。

特に有名なのは、最澄の理趣釈経借経（経典を借りる）事件である。日本天台宗の開祖であ

る最澄は、当時はまだ無名で若輩の空海に辞を低くして弟子入りし、弘仁 3 年（812 年）11月
から 12月に密教の伝授を受け、灌頂も受けた。最澄と空海の仲は当初非常によく、二人の間

にやり取りした手紙は現在 23通現存している。しかし、最澄は天台教学の確立を目指し繁忙

だったという理由で、空海から借経を幾度となく繰り返していた。空海は快く応じていたが、弘

仁 4 年（813 年）11月 23日、この『理趣経』の解説本である、不空の『理趣釈経』を借りようとし

て空海から遂に丁重に断られた。これは、修法の会得をしようとせず、経典を写して文字の表

面上だけで密教を理解しようとする最澄に対して諌めたもので、空海は密教では経典だけで

はなく修行法や面授口伝を尊ぶこと、最澄が著書で不空の法は自分の奉じている法華経より

劣ると密教をけなしたこと、面授や修行なしにこの経文を理解することは師匠も弟子も無益で

地獄に落ちる振る舞いであることを理由に借経を断ったという。俗に、この『理趣経』の十七清

浄句が、男女の性交そのものが成仏への道であるなど間違った解釈がなされるのを懼れたた

めといわれているが、これは空海の上げた最後の理由を分かりやすく一般信者に伝えたもの

にすぎない。



空海は、その後東寺を完全に密教寺院として再編成し、真言密教以外の僧侶の出入りを禁じ

て、自分の選定した弟子にのみ、自ら選んだ経典や原典のみで修行させるという厳しい統制

をかけた。

また、鎌倉時代には、『理趣経』を根本とした真言密教の一派である立川流 (密教)が発生し、

後に淫祠邪教だとして弾圧された歴史もある。（ただし、立川流を弾圧した側の書物はたくさ

んあるが、肝心の立川流側の書籍は全く残っていないため、それが本当に邪宗視されるべき

もであったかどうかは議論される余地がある。）

[民間への普及と功徳]
『理趣経』は本文中で読誦の功徳（ご利益）を明確に謳っている珍しい教典である。

功徳の最たるものは悟りへの道筋が開けることであるが、もっと卑俗な所で、病気よけや収入

増加の利益があるとして民間で尊ばれてきた。ただし、上記のような禁忌があるため、戦前ま

では在家が経文の内容を理解することは厳しく戒められ、法事の時に和尚の読経に檀家が唱

和することも禁じられていた。漢音で読むのも内容を在家に分からせないためだといわれてい

たという。戦後は一般向け解説書も出版され、朝の読経や法事でよく読誦されている。真言宗

以外でも、天台宗・曹洞宗等で大般若経転読の時に「理趣分経」は読誦されている。この読

経の時の風にあたると、風邪を引かないとして信仰されている。

また、天台座主の山田恵諦は、比叡山で修行する小僧達に、「君たちはおこずかいがもらえる

かね？お小遣いが欲しいと思ったら、『理趣分経』を 1000回読みなさい」と薦めていた。『理趣

分経』は前述のとおり、理趣経の異本。



タントラ



タントラとは織物を意味するサンスクリットで、インドに古くから伝わる宗教の聖典（経典）のこと。

さらには実践行法に関する規則、神を祀る次第や具体的方法も含む。タントラの考えはヒン

ドゥー教、ボン教、仏教、ジャイナ教に共通して存在する。タントラはいろいろな形で南アジア、

チベット、モンゴル、中国、韓国、日本、カンボジア、ミャンマー、インドネシアに伝わった。

[インド密教]
8世紀、ブッダグヒヤは大日経の解説書である『大日経広釈』の中で、タントラを所作、行、ヨー

ガの 3種に分類している。また、10世紀に成立したと考えられる『智金剛集タントラ』において

は大ヨーガ、両、行、所作、儀軌の 5つに分類している。

また、11世紀には後にチベットに訪れたアティーシャが所作、行、儀軌、両、ヨーガ、大ヨーガ、

無上ヨーガの 7種に分類している。この分類はインドの経典においては最も一般的なもので

あるが、他にもさまざまな分類が乱立しており、学者の間で統一された分類というものはない。

[チベット密教]
チベット密教では、タントラを所作、行、ヨーガ、無上ヨーガの 4種に分けている。これは歴史

の中で少しずつ作られていったものであるので、なぜこの 4種なのか、という点に関しては宗

派により異なっている。

12世紀のサキャ派の学者ソナムツェモは、タントラを 4つに分類した理由の解説を試みている。

ソナムツェモは、インド宗教への信仰、顕教の教え、人の執着を満足させる方法のそれぞれが

4種に分類可能であり、タントラ 4種はそれぞれに対応するためにあるのだと説く。

13世紀、チベットの大学者プトゥンは、4種タントラが、断じるべき執着、インドの社会カースト、

断じるべき煩悩、修行者の能力、一時的な薫習、時代を考慮して分類されていると述べてい

る。

14世紀、ゲルク派の祖であるツォンカパは、『真言道次第大論』の中で顕教と密教を比較解

説し、ソナムツェモの解説に対する批判を試みている。ツォンカパは『サンプタ・タントラ』に「笑

う、見る、手と手を繋ぐ、抱く」の 4種の煩悩があるとされていることを根拠に、これらの煩悩を

菩提への道として転用するためにタントラが存在するのだと説く。



秘密集会タントラ



『秘密集会タントラ』（ひみつしゅうえ- ,, グヒヤサマージャ・タントラ）とは、仏教の後期密教経典

群、いわゆる無上瑜伽タントラに分類される経典の１つ。

[概要]
後期密教経典（無上瑜伽タントラ）群の中では、最も早期に成立した『幻化網タントラ』(マー
ヤ・ジャーラ)に次いで成立したものとされ、成立時期は 8世紀後半と推定されている。

多数のサンスクリット写本が現存しているが、チベット語訳は 11世紀初頭のリンチェンサンポと

シュラッダーカラヴァルマの共訳が「チベット大蔵経」に収録されている。漢訳は、11世紀初頭

の施護三蔵訳『一切如来金剛三業最上秘密大教王経』（大正蔵 885）があるが、世俗倫理に

反する記述を当時の風俗にあわせて積極的に省略・改変した箇所や、無上瑜伽タントラの理

解が浅いことによる誤訳も多く、そのため抄訳として扱われ今日では学術的にはあまり高く評

価されてはいない。

一方、チベット仏教の最大宗派でもあるゲルク派では、宗祖であるツォンカパ大師がチベット

において厳しい戒律を復興すると共に、この『秘密集会タントラ』を最高の密経典として評価し

たこともあって、とりわけ重視されている。 加えて、ネパールでは「九法宝典」（Nine Dharma 
Jewels）の一つに数えられている。

なお、現在の日本ではインド仏教やチベット仏教が「戒律仏教」であることがきちんと紹介され

ておらず、日本仏教には明治期の「廃仏毀釈」以来、正式な戒律を保つ僧侶も存在しないこ

とから、未だに「オウム事件」以来のチベット仏教と、無上瑜伽タントラに関する様々な誤解や

社会的問題を引きずっている。

とりわけ現時点では、学問的には未だ三昧耶戒として位置づけられる無上瑜伽タントラの

様々な戒律である「無上瑜伽戒」の翻訳や紹介と、無上瑜伽タントラの正しい実践法が全く理

解されないまま、単純にサンスクリットの原典やチベット語の原典を直訳し、直訳された原文か

ら修法の意味を類推するという、伝統的な密教の「事相」の面ではおよそあってはならない方

法がとられている。本来、日本にとって未知の部分が多いチベット密教の原典の翻訳には、い

わゆる顕教の「教相」の面は別としても、チベット密教の伝統を尊重し、その正しい灌頂（ワン）

と口唱（ルン）や講伝（ティ）の許しと、無上瑜伽タントラにおける金剛阿闍梨の資格とを必要と

するぐらいの最低限度の配慮が必要である。

また、実践面の記述についての翻訳は常に誤訳を伴うので、できるだけチベット語の原典と、

台湾等に見られる「新訳」も参考にすべきである。



[成立]
経緯

『秘密集会タントラ』は、その後、次々と生み出されていくことになる後期密教経典群（無上瑜

伽タントラ）の皮切りとなる経典（タントラ）であり、後期密教の始まりを告げる記念碑的な位置

付けを持つ。

その内容は、下述するようにそれまでの仏教の戒律をことごとく破棄するかのごとくであり、そ

のため非常に衝撃的なものであるかのような印象を伴い、その一部は反社会的ですらあると

みなされている。かってのチベットにおいても同様の問題がおこり、そのためツォンカパ大師

や当時の大成就者等は、後代に誤った訳に基づく安易な実践に進むことがないように、前段

階として戒律や顕教といった枷をはめたり、書かれていることをそのまま実際の行動に移さず、

あくまでも観想でのみ行うよう戒めるといった安全策を併用して、密教を学ぶために最低限必

要な三昧耶戒の厳守と、無上瑜伽タントラの正しい理解に基づく様々な制限を設ける必要が

生じた。

なお、現在の日本語訳に限っていえば、その内容にも反映されている通り『秘密集会タントラ』

（及びその後の後期密教経典群）は、（インド仏教内の対ヒンドゥー教改革（=習合+庶民化改

革）としての密教化の文脈の果てに）インド社会の底辺にいる人々（あるいは、脱社会的な

人々）を、仏教信者として取り込むべく、彼らが日常的に行なっていた生活習慣・儀礼・呪法を

摂取し、それらに仏教的意味づけを施す（そして、観想法として昇華させる）目的で編纂され

たと推察される。

ただし、その内容形成と編纂は、特定のグループによって一挙に体系的に行われたわけでは

なく、各種の瑜伽（ヨーガ）を実践していた様々な行者グループの観法が寄せ集められ、『秘

密集会タントラ』の名の下にまとめられたに過ぎない。そのため、いくつもの瑜伽観法や曼荼

羅が列挙されており、観法の統合に失敗して矛盾した内容になっていたり、重複・欠陥があっ

たり、曼荼羅の諸尊のどれかが欠落したり、配列の前後関係に齟齬があったりと、統一性・一

貫性を欠いた箇所が少なくない。

そのため、その解釈と実践に当たっては、下述するように、いくつかの流派が生じることになっ

た。

[以前の経典との関係]
『秘密集会タントラ』（及びその後の後期密教経典群）は、それ以前の経典の内容と大きく色彩

を異にするが、そこに通底するテーマである「欲望を否定しないことや、世俗の積極的な活

用」が、それ以前の仏教経典に全く見られなかったかと言えば、そういうわけでもない。

代表的なものとしてよく言及されるのが、『般若経』及び『真実摂経』（『金剛頂経初会』）の一

部としても知られる『理趣経』である。また、『維摩経』も、在家者の観点から、教条主義的な欲

望否定にこだわる戒律絶対主義者を嘲笑し、欲望を否定しないで涅槃を求める方向性を示

そうとしている。

このように、「欲望を否定しない」という側面は、大乗仏教の初期から（一部であれ）孕まれてお

り、『秘密集会タントラ』（及びその後の後期密教経典群）は、その発展形と位置付けることもで

きなくはない。



また、チベット仏教の高名な学僧であるプトゥンは、この『秘密集会タントラ』を、『真実摂経』

（『金剛頂経初会』）の「続タントラ」と位置づけたが、確かに、観法における五部族の組織、曼

荼羅の中核をなす五仏の構成（ただし、中心は大日如来から阿閦如来へと交代している）、

印契（ムドラー）が「大印」（マハームドラー:正しくは「大身印」。ここでは女性パートナーのこと）

に置き換えられるなどは、既に空海の師である恵果阿闍梨の監修による現図曼荼羅の『理趣

会』に描かれ、真言宗の伝統的な現図曼荼羅の解説にも述べられているように、『真実摂経』

と『秘密集会』の両経典は密接に関係し、後のインド後期密教における『金剛頂経』群におい

ては『秘密集会タントラ』が『真実摂経』（『金剛頂経初会』）の継承・発展的な位置にあることは

間違いない。

なお、8世紀中頃の不空訳『金剛頂経瑜伽十八会指帰』には、18種の瑜伽法や経典が挙げ

られており、その第十五会には「秘密集会瑜伽」に関する極めて簡単な記述があるが、これは

『秘密集会タントラ』で言えば、第五分の一部に相当する。無論、この時点ではまだ『秘密集会

タントラ』は未完成の段階だったと考えられるが、このようなところからも、両経典のつながりを

見出すことができる。

[構成]
18の分（章）から成る。

チベット語訳では、第一分から十七分までを「根本タントラ」、十八分を「続タントラ」として区別

する。また、ここに更に補足的な「釈タントラ」を付属させることも少なくない。

また、第一分から第十七分（「根本タントラ」）の部分は、内容・外形的に、第一分から第十二

分までの「前半部」と、第十三分から第十七分までの「後半部」に分けることができる。「前半

部」と「後半部」は内容的にかなり異質であり、「後半部」は記述量も数倍に増す。

なお、第十八分では、（第一分と第十八分を除く）諸分の分類は、

五、九、十三、十七 ：諸仏・諸菩薩の説く大成就

四、八、十二、十六：阿闍梨の事作法である、悉地の禁戒・律儀

ニ、六、十、十四：荒行・随貪としての近成就の律儀

三、七、十一、十五：悉地の場所・瑞相としての前成就の律儀

と説明される。

全 18分は以下の通り。

1.一切如来が三摩地に入り曼荼羅を加持する第一分

 （導入部。一切の如来が集会し、ほのめかされた「一切の如来の（菩提心の）秘密、金剛の真

実」を説くよう請問し、それを受けて、五仏・四明妃・四門護の十三尊が曼荼羅の所定の位置

に着く。）

2.菩提心についての第二分

 （請問の答えを、五仏がそれぞれに短い言葉で説く。）

3.金剛の荘厳と名づける三摩地についての第三分

 （「五欲徳」（色・声・香・味・触）に満ち、「五種供養」（人肉・牛肉・犬肉・象肉・馬肉）によって

飾られた「金剛の荘厳」と名づける三摩地の説明。五仏とその大印（女性パートナー）、その他

の曼荼羅の観想について。）



4.一切如来の心曼荼羅についての第四分

 （一切の如来に「無上の曼荼羅」を示すよう請問され、「心曼荼羅」の説明がなされる。「大印」

（女性パートナー：16歳の乙女）との「性ヨーガ」や、「五甘露」（糞、尿、人肉、精液、経血）に

よる諸尊の供養なども説かれる。）

5.普遍なる行の最上なるものについての第五分

 （最上の法の意義と行の特質についての説明。欲に溺れ、非倫理的もしくは底辺の人々こそ

が、それにふさわしいことを知らされ菩薩達が卒倒するも、すぐに蘇生し賛嘆する。）

6.身語心の加持についての第六分

 （五仏らによる身・語・心の加持などについての真言。及びその秘密（真髄）についての真言。

続いて次第（修行）に関する言及（身・語・心の一体化、微細ヨーガ、「五欲徳」、「五種供

養」）。）

7.最勝なる真言行についての第七分

 （欲の享受の推奨、五徳欲、六種の憶念、妃の供養など。）

8.心の三昧耶についての第八分

 （供養についての請問に対して、乙女・場所の選択、五部族の布置・観想、智慧海の観想、

花の供養、五徳欲、師に対する供養などについての回答。）

9.勝義諦である不二の真実義の三昧耶についての第九分

 （五部族それぞれの三昧耶が説かれ、その非倫理性を菩薩たちが問う。それに対して貪欲

行が菩薩行であることが説かれ、菩薩たちは賛嘆する。）

10.一切如来の真髄を勧発する第十分

 （身語心の三昧耶、金剛・蓮華部族の成就法、真言三昧耶の成就法、三昧耶曼荼羅、大印

の瑜伽（性的ヨーガ）などについての短い言及。）

11.一切如来の真言の三昧耶であり、真実でもある金剛明呪の最上丈夫についての第十一分

 （三文字（オーン、アーハ、フーン）とブルン字の観想、瑜伽行の場所・期間、三金剛の瑜伽、

諸文字の瑜伽、五仏の三摩地、場所の選定、五神通・五所・五金剛の観想、三文字の観想な

ど、重複・齟齬を孕んだ乱雑な内容。）

12.三昧耶を成就する最勝を説く第十二分

 （遊戯者の観想、場所の選定、五仏の三昧耶、三文字の斂観、五仏・忿怒尊の観想、金剛鉤

召法、五肉の供養、五甘露・三金剛の三摩地、三金剛の三昧耶の悉地、四成就法、親近の

悉地、三金剛の加持など。）
--------------------------------------
13.金剛三昧耶の荘厳である真実義を観想によって悟る第十三分

 （一切如来・諸菩薩の請問を受け、三金剛念誦、供養の儀礼、十種の念誦法、明妃・明王等

の成就法、五仏の三昧耶形と真言の観想、斂観と広観、四輪の観想、四金剛法、阿閦の教

令輪、毘盧遮那の教令輪、ヤマーンタカの教令輪、諸尊の教令輪、広観と斂観、水上歩行法、

制圧法、息災法、毘盧遮那と眷属、阿弥陀と眷属、諸如来、阿閦と眷属、三仏の像容、四明

妃の像容、十忿怒尊の像容、毘盧遮那の観想、阿閦の観想、阿弥陀の観想、四明妃の観想、

十忿怒尊の観想などが説かれる。）

14.身語心の不可思議なる真言を鉤召する奮迅王と名づける三摩地の第十四分

 （四明妃の讃呪、九忿怒尊の讃呪、鉤召法、女尊の鉤召、真言行者の特殊な儀則、怨敵の

殺害法、金剛橛の儀軌など。）



15.一切の心の三昧耶の精髄である金剛より出生したものと名づける第十五分

 （乙女との瑜伽、硬直法、五秘密の真実、五甘露の所作、隠身法、大印（女性パートナー）の

加持、五仏・忿怒尊の観想、招入法、恫喝法、粉砕法、呪殺法、解毒法、治病法、成就者の

夢、夢の考察、悉地の存在などについて。）

16.一切の悉地の曼荼羅である金剛を現等覚するものと名づける第十六分

 （身曼荼羅、語曼荼羅、身語心曼荼羅、五甘露供養、画線法、障碍除去法、護摩法、四字の

真言、大金剛のための灌頂、灌頂の請願、秘密の三昧耶、行者の食、出世の成就法、キンカ

ラの成就法、文殊金剛の観想法、諸天の観想法、明妃の禁戒など。）

17.一切如来の三昧耶と律儀である金剛の加持についての第十七分

 （五仏への賛嘆、持金剛の教説、三金剛の三昧耶、二乗の三昧耶、天部諸尊の三昧耶、身

語心に関する悉地の三昧耶、行者の律儀、その他の三昧耶、身語心金剛についての問答、

明の丈夫の観想、女尊の観想、入定した瑜伽者の行の特徴、五仏・四明妃の象徴、秘密集

会の灌頂を授けられた阿闍梨、大曼荼羅の説示、悪人を折伏する法、供養の法、律儀、除毒

法、怨敵折伏法、三秘密の文字、四明妃の愛欲供養の賛嘆、身語心金剛の秘密についての

問答など。）
--------------------------------------
18.一切の秘密の法門である金剛智の加持と名づける第十八分

 （菩薩たちによる内容についての 53の質問と、それに対する回答・解説。巻末のQ＆A。）

[内容]
概要

『秘密集会タントラ』は、文字通り、一切の如来・菩薩が会する場で「秘密にされてきた真理の

集成」が説かれるという体裁を採っている。なお、チベットではこの経典の内容を象徴し、具現

化したと見られる密集金剛（グヒヤサマージャ）という尊挌（歓喜仏）が、本尊として仏像や立体

曼荼羅、タンカ（仏画）等の仏教美術の題材とされることもあるが、この経典自体には、そのよう

な仏は現れない。

上述したように、『秘密集会タントラ』は、（『金剛頂経』を引き継ぐ原初的なテキストに基づく、

あるいはそうした原初的な集団から派生した）様々な類似グループの説・行法の寄せ集めで

あり、重複や齟齬、順序の混乱が散見され、丁寧に編纂されたとは言い難い。しかし、内容的

に全くバラバラというわけではなく、一応は一定のまとまりが維持されている。

第一分から第十二分の「前半部」では、比較的短い文で、観法・儀則の概要が述べられる。そ

れに対して、第十三分から第十七分の「後半部」では、文量が増え、記述が詳細になる一方、

儀軌類にありがちな呪術に関する記述が頻出するようになる。そして、最後の第十八分（続タ

ントラ）に至って、それらの乱雑な内容を補足すべく、疑問点の解消や解説の記述に徹するの

である。

[非倫理性・象徴性]
内容を特徴付ける主な言葉・概念を挙げると、以下のようなものがある。

「五欲徳」（色・声・香・味・触）

「五肉」（人肉・牛肉・犬肉・象肉・馬肉）

「五甘露」（糞・尿・精液・経血（・肉・油）など）

「大印」（女性パートナー）



こういった従来の顕教、あるいは世俗の社会倫理では忌避されてきたものを、真理の反映の

過程として取り上げ、三昧の上においてはむしろ徹底的に享受・摂取することが、（その優越

性・究極性を強調されつつ、）全面的に象徴化がなされ、それを肯定し推奨されて、現実の如

く具体的に観想することが必要とされる。

ちなみに、「大印」（女性パートナー）は、言うまでもなく、「愛欲」（性理的瑜伽、二根交会）の

象徴として文中に現れるが、その尊様の指定は、

十二歳の乙女（第七分、第十五分）

十六歳の乙女（第四分、第七分、第十六分）

二十五歳の乙女（第八分）

といった具合にバラつきがある。

これらの言葉・概念と、

貪瞋痴

身語心

真言

五仏・明妃・五部族・忿怒尊

曼荼羅

三摩地・悉地

自性清浄・虚空・不生・無我・平等性・無分別（離分別）

といった言葉・概念などが関連付けられつつ、観想法（成就法）・儀則が述べられていく。

 上記のような非倫理的ないしは非戒律的（破戒的）な振る舞いについての記述は、観想上で

行うものと解釈できる部分も少なくないが、例えば、第十二分の「五肉供養」のくだりでは、

あらゆる肉が手に入らねば、あらゆる肉を観想によって生ずべし。

と書かれており、このように、明らかに現実の実際的な振る舞いを求めているとしか捉えようの

ない部分もある 。そして、実際に中世のインドやチベットでは記述された内容を鵜呑みしてし

まい、「性的ヨーガ」等が現実に実践されてきた例もある。また、タントラの「後半部」には「呪殺

法」とも解釈され得る『調伏法』の様々な呪術の記述が頻出する点（古来から密教の儀軌類に

は普通に登場する記述）も併せて考えると、正しい理解と資格を伴った専門家が少ない創成

期においては、これらの記述が単なる観想上でのみに留まっていた蓋然性はそれほど高くな

いと考えられる。

[意図・姿勢]
『秘密集会タントラ』の意図・目的の一端が、あるいは瑜伽行者における体験を通じたその挑

発的・価値転倒的な姿勢が、瑜伽行の唯識や密教の「転識得智」(てんじきとくち)を基として
端的かつ象徴的に描かれている章が、第五分と第九分である。



第五分では、

貪・瞋・痴に満ちた行者は、無上なる最高の乗において、(「転識得智」によって三つの根本煩

悩さえも仏の智慧に変じて)最勝の悉地を成就する
旃陀羅・笛作り等や、殺生の利益をひたすら考えている者たちは、無上なる大乗の中でも、最

上の乗において成就をなしとげる

無間業（地獄に堕ちる悪行）、大罪を犯した者さえもまた、大乗の大海の中でも優れたこの仏

乗において成就する

殺生を生業とする人たち、好んで嘘を言う人たち、他人の財物に執着する人たち、常に愛欲

に溺れる人たちは、本当のところ、成就にふさわしい人たちである

母・妹・娘に愛欲をおこす行者は、大乗の中でも最上なる法の中で、広大な悉地を得る

といった文言が説かれ、それに反発した菩薩（摩訶薩）たちに対して、

これらは清浄な法性であり、諸仏の心髄中の心髄である法の義から生じたものであり、とりもな

おさず菩薩行の句である

とダメ押しの文言が告げられ、菩薩たちは恐れおののいて卒倒してしまう。（しかしすぐさま蘇

生され、一転して賛嘆の言葉を発し、章は終わる。）

この内容から、安易な理解によると『秘密集会タントラ』が、インド社会の底辺にいる人々や、

「虐げられた」人々を対象にし、彼らを中心に伝統的な仏教教義を反転・再編成することを意

図したものであると見てしまう。こうした意図に沿って理解すれば、背景としては庶民を糾合し

て台頭してきたヒンドゥー教に対して劣勢に立たされた仏教界が、対抗的にヒンドゥー教の要

素や様々な民間信仰・呪術を取り入れ、改革を行っていった「密教化」の流れの成れの果て、

といった説明がよくなされる。ただし一方で、俗語混じりのタントラの文章から、そもそもタントラ

を形作ってきた人々自身が、社会的にそれほど高くない層に属していたとも考えられる。

第九分では、

仏曼荼羅と阿閦金剛を観想し、一切の衆生を殺す

輪曼荼羅と毘盧遮那・一切諸仏を観想し、一切の財物を奪う

蓮華曼荼羅と無量光・一切諸仏を観想し、一切の妃を瑜伽（ニ根交会）で享受する

仏曼荼羅と不空金剛・一切諸仏を観想し、一切の勝者（の拠り所となるもの）を欺く

三昧耶曼荼羅と宝幢を観想し、粗暴な言葉を使う

ことなどが説かれ、これまた第六分の場合と同じように反発した菩薩（摩訶薩）たちに対して、

貪欲行というものは、なんでも菩薩行であり、最勝行である

虚空と存在物が一体なように、これら五仏の三昧耶は、欲界にも、色界にも、無色界にも、四

大種にも存在しない

虚空界という言葉の本源解釈によって、これら如来の三昧耶は理解されねばならない

といったことが説かれ、菩薩たちは驚きの目を見開く。（そして賛嘆の言葉を発し、章は終わ

る。）

この第九分においては、非倫理的な振る舞いの推奨が、仏教教義と明確に結び付けられ、合

理化されて説かれている。



この第九分ほど明確ではないものの、『秘密集会タントラ』では、ところどころに「自性清浄・虚

空・不生・無我・平等性・無分別（離分別）」といった類の似通った文言・主張・ほのめかしが散

りばめられている。

[流派]
『秘密集会タントラ』成立後のインドでは、その実践を巡って、いくつかの流派が生じた。

主なものは、以下の二流派である。

ジュニャーナパーダ流 - ジュニャーナパーダの著作に始まる。9世紀初頭に流行。

聖者流（しょうじゃりゅう） -密教の ナーガールジュナ（龍樹）や、アーリヤデーヴァ（提婆）と

いった人物を代表とする、大乗仏教の中観派の僧達を信奉しそれらの人物の名と混同されや

すい名前を持つ、後代の密教の人々の著作に始まる。9世紀以降に流行。

なお、ツォンカパを祖とするチベット仏教の最大宗派であるゲルク派は、後者の聖者流を採

用・継承している。

[実践]
以下、『秘密集会タントラ』に基づく修行実践の概要を、ゲルク派の聖者流を例に述べていく。

[概要]
まず、『秘密集会タントラ』を含む、各種のタントラに基づく後期密教の修行は、

1.生起次第（しょうきしだい）

2.究竟次第（くきょうしだい）

の 2 段階に分けられる。

1は文字通り、2に向けた導入・準備的な修行で、観想による曼荼羅の生成・操作によって心

身を修養するものであり、中期密教の観想と類似している。2は後期密教に特有な修行法で

あり、「チャクラ」理論的な身体観に基づき、身体に影響する呼吸コントロールを積極的に行う。

ハタ・ヨーガ、クンダリニー・ヨーガと近親関係にある。

両者は本来、全く別の経緯で成立したものであり、チベットにおいても元はどちらか一方のみ

が行われており、とりわけ 2に関心が集中しがちで、1は軽んじられる傾向にあったが、ツォン

カパによってひとめとめに体系化された。

なお、この修業、特に究竟次第を重ねていくと、光明を見る、身体浮遊の感覚にとらわれる、

超能力に目覚めるといった神秘体験を生ずることがあるらしいが、チベット仏教界では宗派を

問わず、そういった神秘体験はあくまでも修行の到達段階の指標となるに過ぎず、悟りとは関

係無いので、過大視しないよう諌める見解を採っているという。

ちなみに、下述するように、1や 2に進むためには、灌頂（かんじょう）による制限がかけられて

いる。灌頂についての説明は、タントラ内の第十八分においても成されている。



[灌頂]
チベット密教の灌頂（かんじょう）には、以下の 4つがある。
1.瓶灌頂（びょうかんじょう） - 日本の真言密教と類似のもの。守護尊を決める「投華得仏」と、

金剛杵・金剛鈴・金剛名授与など。

2.秘密灌頂（ひみつかんじょう）※ - 師に「大印」（女性パートナー（主に美しい十六歳の処

女））を捧げ、両者の「性的ヨーガ」によって生じた精液・愛液混合物を、自身（弟子）の口内に

「菩提心」として投入する。

3.般若智灌頂（はんにゃちかんじょう）※ - 自身（弟子）が「大印」（女性パートナー）と「性的

ヨーガ」を行う。（体内に投入された「菩提心」の放出と看做される）射精は禁じられ、「菩提心」

を身体の各チャクラに適宜とどめて、歓喜を味わう。

4.第四灌頂 - 詳細不明

（※「大印」（女性パートナー）については、インド及び初期のチベットにおいては実際に性行

為が行われていたらしいが、ツォンカパ以降のゲルク派では、「性欲を完全に克服できる段階

に達しているなら、実際の女性を相手に実践して構わないが、そうでないなら、あくまでも観想

でのみに留めるべきであり、その原則を侵すなら、堕地獄の苦行が待っている」という扱いだと

いう。）

なお、「生起次第」に進むには、1の灌頂が必須とされ、「究竟次第」に進んだり、密教指導者

になるためには、2~4の灌頂が必須とされる。

[生起次第]
プロセス

ツォンカパの『吉祥秘密集会成就法清浄瑜伽次第』には、生起次第の 49のプロセスが記され

ている。

なお、その 49次第と、観想法の段階的分類との対応は、以下のようになる。

初加行瑜伽三摩地 (1~33) 前行（準備） 1~11
ヨーガ（根本の観想） 12~14
アヌヨーガ（付随する観想） 15~17
アティヨーガ（深淵なる観想） 18~24
マハーヨーガ（大いなる観想） 25~30
マハーサーダナ（大いなる成就）31~33

マンダラ最勝王三摩地 34~40
羯摩最勝王三摩地 41~49



全 49次第の概要は以下の通り。

1.修行にふさわしい場所を選ぶ

2.修行者自身が阿閦金剛になり、大慈悲心を発する

3.修行者自身が怒れる阿閦金剛になる

4.十人の忿怒尊を生成する

5.十人の忿怒尊を駆使して修行を妨げる魔どもを聖なるくさびで打ちのめし、マンダラを築く

場を浄化する

6.マンダラを守るバリヤーを生成し、同時に修行者自身を真言で守る

7.マンダラが空性であると認識する

8.マンダラの基礎部分を生成する
9.マンダラ上の構造物（宮殿・楼閣）を生成する

10.マンダラを構成する三十二のホトケたちを観想する

11.ホトケたちを修行者の身体に摂取する
--------------------------------------
12.日輪・月輪・赤蓮華を生成する
13.月輪を生成する
14.マンダラを月輪上に生成し、その本質が風（生命エネルギー）だと認識する
--------------------------------------
15.種字から自在に操作する
16.ホトケたちの標識から自在に操作する

17.本初仏を生成する
--------------------------------------
18.修行者自身を変化身に変容させる

19.修行者の身体をマンダラ上の構造物として観想する

20.五蘊（心身）を五人の如来として観想する

21.四大（物質元素）を四人の明妃として観想する

22.五根（身体器官）を八人の菩薩として観想する

23.五境（五感の認識対象）を五人の金剛女として観想する

24.十支分（身体部分）を十人の忿怒尊として観想する
--------------------------------------
25.修行者の身体を加持（霊的高次化）する

26.修行者の言葉を加持する

27.修行者の精神を加持する

28.修行者の身体と言葉と精神を同時に加持する

29.ジュニャーナサットヴァを観想する

30.サマーディサットヴァを観想する
--------------------------------------
31.阿閦金剛として明妃と性的ヨーガを実践する

32.宝生如来として明妃と性的ヨーガを実践する

33.阿閦金剛として「大楽」（性の究極的快楽）をささげてホトケたちを供養する
--------------------------------------
34.性的ヨーガにより五人の如来を生み出す

35.性的ヨーガにより四人の明妃を生み出す



36.性的ヨーガにより金剛女を生み出す

37.性的ヨーガにより八人の菩薩を生み出す

38.性的ヨーガにより十人の忿怒尊を生み出す

39.性的ヨーガによりマンダラを自在に極大化・極小化できるようにする

40.性的ヨーガによりマンダラを自在に増殖できるようにする
--------------------------------------
41.修行者が変化身としての活動を修習する

42.真言の唱え方を修習する

43.本尊とその性的パートナーを光明の中に溶融し、涅槃（死）の本質を修習する

44.衆生救済の近いによって本尊を再び呼び戻し、マンダラを再生させる

45.ホトケたちにさまざまな供養をささげる

46.マンダラを収斂する
47.食事をとるときの観想法

48.身体を壮健にするための日常の過ごし方

49.以上を実践することによる高い境地の成就

[粗・微細瑜伽]
この生起次第では特に、次の究竟次第に向け、観想の能力を高めるべく、じっくりと曼荼羅と

諸仏を描き、次にそれを一挙に描けるようにし、次に微細な曼荼羅・諸仏も同じように一挙に

観想できるようにする、更に一歩進んで、修行者自身の鼻やリンガ（陰茎）の先端（もしくは尿

道）、ヘソや心臓に、微細なティクレ（精液）や文字を観想し、その中に曼荼羅・諸仏を生成す

るといった、粗・微細な瑜伽（ヨーガ）を習得することが重要とされる。これにより、高い集中力

を養うと同時に、通常の身体・環境に対する意識・感覚から抜け出せるようになり、究竟次第に

向けた準備を整えることができるようになる。

[究竟次第]
（※究竟次第は、身体（特に血流）に影響を与える観想（イメージ操作）や呼吸コントロールを

積極的に行い、仮死状態ないしは意識混濁状態・恍惚状態を生み出すものであり、興味本位

で真似するのは非常に危険なので、注意してもらいたい。）

[身体論]
究竟次第に関しては、まず、その前提となっている、インド古来のチャクラ理論をベースとした

身体論を理解しておく必要がある。

この身体論では、

我々の物質的身体の内外に霊的な身体がある

そこには 7万 2000本の脈管（ナーディ）が走っている
なかでも約 5mmの左右の脈管と、約 10mmの中央脈管、合わせて「三脈」が特別大きい

左右の脈管は中央脈管と数カ所でかたく絡んでいる

（これがいわゆる「輪」（チャクラ）であり、その数は 4~8と諸説分かれるが、秘密集会聖者流で

は性器・ヘソ・心臓・のど・頭頂の五箇所をチャクラとみなす。この脈管結合部としてのチャクラ

では、通常、左右の脈管から中央脈管に「風」（チベット語で「ルン」、インドで言うところの「プ

ラーナ」）が入り込むのが阻止されており、中央脈管は真空状態にある。）

なかでも心臓のチャクラの奥には、はるかな前世より相続した根源的意識が眠る「不壊の滴」



（ミシクペー・ティクレ、古代で言うところの「アートマン」に相当）と呼ばれる微細極まる粒子が

潜んでいる

（この根源的意識は、通常、死に際して初めて生じる。）

左右の脈管から「風」（ルン）を心臓のチャクラに導き入れ、留めると、この「不壊の滴」（ミシク

ペー・ティクレ）が溶融し、根源的意識が解放される

といった内容が想定される。

したがって、チャクラの脈管の結び目をゆるめ、「風」（ルン）を心臓のチャクラの奥にある「不壊

の滴」（ミシクペー・ティクレ）に送り込んで溶融できれば、通常は死んで初めて到達できる根

源的意識に、生きながらにして到達できるようになる。そうして様々な根源的境地・感覚を得る

こと、それこそがこの究竟次第において目指されるものである。

[プロセス]
究竟次第は、以下の段階に分類される。簡単な概要のみ併せて記す。

1.定寂身

 （曼荼羅を修行者の身体に展開し、リンガ（陰茎）の尿道に滴（ティクレ＝精液）を観想し、そこ

に意識を集中することで、風（ルン）と意識を重ね合わせ、操作できるようにし、その風を中央

脈管に導き入れ、留めることができるようにする。）

2.定寂口（金剛念誦）

 （鼻の先に光の滴を観想する微細ヨーガで心臓の上下の脈管をゆるめ、心臓の上端に滴な

いし真言の文字を観想し、「出し・入れ・とどめる」の 3 文字もしくは「フーム・ホー」の 2 文字を

唱える金剛念誦を行いながら、中央脈管に上下から風（ルン）を入れ、留め、心臓の脈管の結

び目を少しずつほどく。）

3.定寂心（心清浄）

 （心臓のチャクラの脈管を完全にほどき、「不壊の滴」に風を送り込み、溶融する等で、「顕

明」（空、ナンワ）、「増輝」（極空、チューパ）、「近得」（一切空、ニェルトプ）の「三空」（三歓喜）

と、「たとえの光明」（ペイ・ウーセル）といった死に際してのヴィジョン・感覚を得る。）

4.幻身（自加持）

 （「不壊の滴」に溶融した風を解放する。3とは逆順に 4つのヴィジョンが現れ、その「死からの

再生」の過程を経て「中有」（パルド）の状態としての「幻身」（霊体、幽体）を成就する。至難の

ため、あらかじめ、自分の意識を体外に離脱させる行法である「遷移」（ポワ）と、離脱させた意

識を他の動物に注入する行法である「入魂」（トンジュク）の修行により、修行者の身体を「粗大

な身体」（物質的身体）と「微細な身体」（霊的身体）に分けておくことが推奨される。次の段階

で「ほんとうの光明」を得るまでは、「幻身」は浄化されていない「不浄の幻身」と呼ばれる。）

5.光明（楽現覚）

 （「不壊の滴」に全ての風を送り込み、溶融させる。「顕明」「増輝」「近得」が 1つに溶け込み
「ほんとうの光明」（トゥンギ・ウーセル）が体得される。同時に最高の快楽である「大楽」が生じ

る。）

6.双入

 （「不壊の滴」に溶融した風を再度解放し、溶け込んでいた「近得」「増輝」「顕明」を展開し、

浄化された「清浄な幻身」を出現させ、「ほんとうの光明」と「清浄な幻身」を同時に成就する。

これが「双入」（スンジュク）であり、自他の区別が雲散霧消し、生きとし生けるものを至福の中

で救済する境地に至る。ただし、この段階ではまだ「有学の双入」と呼ばれ、仏から学ぶ余地

を残していると看做される。ここから更に、この境地を生きつつ、充分な功徳と智恵を集積する

ことで、仏から教えられる必要の無い「無学の双入」、すなわち「解脱」へと到達する。）



幻化網タントラ



『幻化網タントラ』（げんけもう-、 マーヤージャーラ・タントラ）とは、仏教の後期密教聖典のひと

つ。経典の諸本に説かれる「説会（せつえ）の曼荼羅」をはじめ、色々な曼荼羅やタンカがある

が、共に『大幻化金剛』を本尊として祀る点にも特色がある。

[新訳と旧訳]
チベットにおけるこのタントラのテキストには新訳と旧訳の二本があり、チベット大蔵経には新

訳の『幻化網タントラ』が収められている。チベット仏教では、サキャ派とカギュ派が新訳の『幻

化網タントラ』を主要な五タントラの一つに数え、ニンマ派では旧訳の『大幻化網タントラ』を主

要な五タントラの一つに数え、所依の経典としている。他方、ゲルク派では『幻化網タントラ』の

代わりに『ヴァジュラ・バイラヴァ』（大威徳金剛）のタントラのテキストを主要な五タントラに入れ

る。

なお、チベット密教において新訳と旧訳を伝承する先の三宗派が、共にインドの大成就者（英

語版）ククラージャ（英語版）（チベット名；ククリパ）に始まるとしている。それゆえ、ニンマ派で

は新訳や先行経典等を含めて、『サンワ・ニンポ』（大幻化網タントラ）を主本とする『ギュントゥ

ル・タワ』（幻化網）経典群とする。また、新訳の『幻化網タントラ』は金剛薩埵のヤブユムを主

尊とし「父タントラ」に分類され、旧訳の『大幻化網タントラ』は三面六臂の大日如来を主尊とし、

経中に如来の五智以前の『根本智』を説き、それを『黒憤怒空行母』（トゥマ・ナクモ）とするとこ

ろから「母タントラ」に分類される。

[新訳]
『幻化網タントラ』は無上瑜伽タントラに属し、父タントラに分類される。後期密教に特有の十忿

怒尊を描く最古層のタントラであり、「瑜伽タントラ」である『真実摂経』（初会金剛頂経）から、

「無上瑜伽タントラ」の嚆矢である『秘密集会タントラ』への、すなわち「中期密教」から「後期密

教」へと至る過程の、中間的・過渡的・橋渡し的なタントラとみなされている。

ただし、このタントラを「瑜伽タントラ」とするのか「無上瑜伽タントラ」とするのか、また成立時期

を『秘密集会タントラ』の前とするのか後とするのか、その位置付けを巡って異論・論争もある。

原典となる資料には、チベット訳と漢訳のテキストのみが存在し、サンスクリットの原本はまだ

発見されていない。チベット訳としては、チベット大蔵経にリンチェン・サンポ（英語版）訳『幻

化網なるタントラ王』（東北 466）が収録されている。漢訳には宋代の法賢による『仏説瑜伽大

教王経』（大正蔵 890）ないしは『仏説幻化網大瑜伽教十忿怒明王観想儀軌経』（大正蔵

891）がある。

[旧訳]
チベット仏教ニンマ派では、マハーヨーガの「タントラ部」として幻化網の『十八部大タントラ』と

いうタントラ経典群が伝承されている。この十八大部の中心となるのが『大幻化網タントラ』の

名で挙げられている『グヒヤガルバ・タントラ』、秘密蔵タントラ）、通称『サンワ・ニンポ』で、ヴィ

マラミトラとマ・リンチェン・チョクの翻訳と伝えられる。また、チベット大蔵経にも古タントラとして

『金剛薩埵幻化網一切秘密鏡と名づけるタントラ』（東北 833）等が収められている。

グヒヤガルバはニンマ派のタントラの分類でいうとマハーヨーガに属するが、アティヨーガ（ゾク

チェン）にも関連している。一部のチベット学者は、幻網タントラ群の本尊瑜伽や究竟次第系

の瞑想技法がゾクチェンの初期の源泉のひとつであった可能性について検討している。



[十八部大タントラ]
ニンマ派の伝統の呼び名は『十万品幻化網タントラ』。

「身」のタントラとして三つの経典。

 1.『仏相応タントラ』

2.『大象渡渉タントラ』
3.『大象昏迷タントラ』

「口」のタントラとして三つの経典。 

1.『月密明点タントラ』

2.『従一放射タントラ』

3.『従多放射タントラ』

「意」のタントラとして三つの経典。

 1.『秘密集タントラ』
2.『山王連綿タントラ』

3.『聚於一頂タントラ』

「功徳」のタントラとして三つの経典。 

1.『最勝吉祥タントラ』
2.『最勝甘露タントラ』
3.『如意宝タントラ』

「羯磨」のタントラとして三つの経典。 

1.『羯磨勒タントラ』
2.『燃燈タントラ』
3.『プルパ金剛十二字タントラ』

「総集」のタントラとして三つの経典。 

1.『大幻化網タントラ』

2.『三昧耶十万部荘厳タントラ』

3.『金剛方便羂索タントラ』

[幻変八部]
旧訳経典の幻化部にも『大幻化網タントラ』に関係する八部からなる経典が含まれており、こ

れらはニンマ派では『幻変八部』と呼ばれている。

1.『幻化根本タントラ秘密藏タントラ』

2.『天女幻化タントラ』

3.『八幻化タントラ』

4.『四十幻化タントラ』

5.『上師幻化タントラ』

6.『八十幻化タントラ』

7.『文殊幻化タントラ』

8.『支分幻化タントラ』



[グヒヤガルバ・タントラ]
『グヒヤガルバ・タントラ』（サンワィ・ニンポ）はニンマ派のマハーヨーガで最も重んじられるタン

トラであり、幻化網（ギュントゥルタワ）タントラ群の中心に位置づけられる。現代の翻訳としては、

談錫永の編纂による中国語訳『幻化網秘密藏續』や、ニンマ派ミパム・リンポチェ 1世（1846-
1912）による旧訳への注釈本『大幻化網タントラ釈』の中国語訳『幻化網秘密藏續釋』などが

ある。

また、このタントラに関する外国人への伝授も多数行なわれていて、1959 年 4月〜7月にかけ
て行われた、当時、チベット本土からインドへ亡命していたニンマ派の総帥ドゥジョム・リンポ

チェ 2世（1904-1987）による旧訳『大幻化網タントラ』の大灌頂と伝授（全伝）は有名である。こ

の内容は、弟子の劉鋭之（リュウ・ロェチ）によって記録され、1962 年に『大幻化網導引法』とし

て出版された。同時期にイギリスでも弟子の John Driver による英訳が出版されたが、こちらは

抄訳である。

11世紀以来の新訳派（カダム派、サキャ派、カギュ派）では、このタントラの原典に当たるもの

がインドに見られないとして、偽経である疑いが呈されてきた。ただし、チベット仏教と敦煌文

献の研究者であるサム・ヴァン・シャイクによれば、サキャ派の伝えるシャーキャシュリーバドラ

の伝記に、当時サムイェー寺にグヒヤガルバのサンスクリット写本があったという証言が記録さ

れている。また、新訳派以前の 10世紀頃の敦煌出土写本の中から、このタントラに関連する

ものが見つかっている。ペリオ蔵 849はチベット語とサンスクリット語でタントラの題名を列挙し

ているが、その中にギュー・サンワ・ニンポ / グイヤカルバ（ママ）・タントラの名が見える。スタイ

ン蔵 540と同 332には、グヒヤガルバ・タントラの抜書きと見られる部分や「寂静・憤怒百尊」に

関する儀軌がある。



ヘーヴァジュラ・タントラ



『ヘーヴァジュラ・タントラ』とは、仏教の後期密教経典、いわゆる無上瑜伽タントラの 1つ。母
タントラの代表的経典。チベット仏教においては、サキャ派が所依とする。

「へーヴァジュラ」とは、この教典に登場する尊格の名であり、一般的には「ヘー」は呼びかけ

の言葉、「ヴァジュラ」は「金剛」を意味すると解釈され、漢字では「呼金剛」「喜金剛」と訳され

る。したがって、この経典自体も『呼金剛タントラ』『喜金剛タントラ』等とも訳される。ただし、歴

史的経緯から言えば、この「ヘーヴァジュラ」は、「ヘールカ」という狭義にはシヴァ神を模した

尊格の 1つの発展形態であり、「ヘールカ・ヴァジュラ」の略称だと解釈するのが自然である。

サンスクリット原典、チベット語訳、漢訳いずれもが現存し、漢訳は宋代の法護によって 10世
紀後半に訳された『仏説大悲空智金剛大教王儀軌経』（大正蔵密教部第 18巻No.892）がそ
れに相当する。

[構成]
「三十二の儀軌から抜き出された二つの儀軌」という体裁を採っており、第一儀軌「金剛蔵の

現等覚」の 11章、第二儀軌「大いなるタントラ王の幻」の 12章、計二儀軌 23章から成る。

『秘密集会タントラ』等、他の後期密教経典と同じく、雑多な内容が未整理なまま詰め込まれ

ている。

[内容]
第一儀軌

第 1章は、導入部であり、経典中で最後に成立したと考えられる最も整理された内容となって

おり、世尊が聴衆の中の金剛蔵菩薩に対して、金剛薩埵とへーヴァジュラの名の由来、タント

ラを説く理由、32の脈管、4つのチャクラ、経典中の各種の主題が 4つの構成要素から成るこ

となどを述べる。

第 2章では、散文のマントラ集であり、「バリ」（精霊・餓鬼等を慰撫する施食など）の儀礼のマ

ントラ、五仏、へーヴァジュラ、ヨーギニーへのマントラ、結界、降伏、遮止、追放、離間、呪殺、

鉤召などの修法のマントラ、請雨法と止雨法の儀礼のマントラ、撃退法、焼殺法、吐瀉法、誘

惑法、日月支配法、紛失物発見法、動物解放法といった呪術の儀礼のマントラなどが、説か

れる。

第 3章は、へーヴァジュラとダーキニーの観想、及びそれとの合一の次第。

第 4章は、前章の内容を受けた、加持の次第。

第 6章は、歌舞・飲食の儀礼が説かれる。「ヘールカ」（へーヴァジュラの原型、シヴァ神的な

左道タントラの愛欲秘密仏）に扮し、夜、木が一本だけ立っている所、墓場、母の家、ひと気の

ない郊外などで、「金剛部」尊格の女尊にしつらえた若い女性パートナーを侍らせ、歌舞・飲

食を行う等。

第 7章は、死肉や、七生人（7回生まれ変わって十分に善根を積んだ者）の肉を食す等。

第 8章は、へーヴァジュラを主尊とする十五尊マンダラの次第。



第 10章は、秘密灌頂など。

第 11章は、クルクッラーという女尊の成就法。

[第二儀軌]
第 1章は、金剛蔵菩薩の質問に対して、世尊がプラティシュターという入魂法の儀礼の解説

を説く。護摩、マンダラ、供物など。

第 3章は、世尊が金剛蔵菩薩に対し、空・自性清浄の思想と共に、徹底した破戒を説く。殺

戮、嘘言、窃盗、姦通、肉食、等々。また、隠語の列挙。

第 4章は、前章を受け、「毒を以て毒を制す」かのごとく、破戒的実践によって無知・無明から

解放されることを説く。

第 5章は、集団儀礼を説く。マンダラの八方に配置した 12歳・16歳の女性を、抱擁・接吻で

供養、精液を口に含みマンダラ上に散布、女性にも飲ませる、酒・肉の摂取、女性達を裸にし

て女性器に何度も接吻、女性達は歌舞で返し、性的ヨーガを行う等。また、灌頂関連。

第 6章は、女尊（ヨーギニー）の問いに答える形でへーヴァジュラが密儀的な尊像絵画法を説

く。カパーラ（髑髏杯）を絵具容器、死体の毛髪を筆と画布に、ひと気の無いところで、新月前

夜、裸に人骨装飾具を着け、酒を飲み、女（ムドラー）を侍らせ、不浄物を食べながら描く等。

第 7章は、前章と同じく、密儀的な経典筆写法が説かれる。貝葉に蜜のインク、人骨のペンで

書く等。後半には、饗宴的集団儀礼の様子。へーヴァジュラの自身を中心に、八方にダーキ

ニーの女性行者を配置した九尊マンダラ等。



サンヴァラ・タントラ



『サンヴァラ・タントラ』とは、仏教の後期密教経典、いわゆる無上瑜伽タントラの中の一群の総

称。「サンヴァラ系タントラ」とも。

母タントラの先駆である『サマーヨーガ・タントラ』（通称「サンヴァラ」） を参照しつつ、その内容

を換骨奪胎しながら成立した。同じく母タントラに分類されるヘーヴァジュラ系統と双璧を成す。

9世紀後半の『チャクラサンヴァラ・タントラ』（『ラグサンヴァラ・タントラ』）を嚆矢として、それに

連なる様々なタントラが作られた。そのため、『サンヴァラ・タントラ』と言う場合、狭義にはこの

『チャクラサンヴァラ・タントラ』（『ラグサンヴァラ・タントラ』）を指すことが多い。

「サンヴァラ」の意味は、一般的には「至福」を意味すると解釈される。そのため漢字では、「勝

楽」「最勝楽」等と訳される。『サンヴァラ・タントラ』も、『勝楽タントラ』と訳される。また他方では、

「秘すること」「守ること」という意味に解釈されることもある。

[サンヴァラ系タントラ一覧]
サンヴァラ系タントラに分類される主な経典は以下の通り。

[第 1期]
『チャクラサンヴァラ・タントラ』

 （『ラグサンヴァラ・タントラ』）

[第 2期]
『アビダーノーッタラ・タントラ』

『サンプトードバヴァ・タントラ』

『ヘールカービュダヤ・タントラ』

『ヨーギニーサンチャーラ・タントラ』

『ヴァジュラダーカ・タントラ』

[第 3期]
『サンヴァローダヤ・タントラ』（最勝楽出現タントラ）

『ダーカールナヴァ・タントラ』

『ヴァーラーヒーカルパ・タントラ』

『ジュニャーノーダヤ・タントラ』

『ヨーギニージャーラ・タントラ』



時輪タントラ



時輪タントラ（じりんたんとら、, カーラチャクラ・タントラ）とは、インド仏教・後期密教の最後の教

典である。

[概要]
"Kala"は時間を意味し、"Cakra"は存在を意味する。「時輪」と漢訳している。釈尊の晩年の口

伝を編纂したとされる『時輪タントラ』は、インド仏教を壊滅させたイスラム勢力の脅威に対抗す

るものとして 11世紀に編纂された。無上瑜伽タントラの一つ。インド仏教、そして後期密教の

最後の教典としても著名である。修行法、暦学、天文学、インド仏教の衰退と復興の予言が説

かれている。

[修行法]
12種類の風（ルン、気）が説かれており、無上瑜伽の代表的な教典の一つである。六支瑜伽

と呼ばれる、六段階の修行法から成る。

1.抑制
2.禅定

3.止息
4.總持
5.憶念
6.三摩地

[末法時代の予言]
教典成立当時の政治社会情勢からイスラム勢力の侵攻によるインド仏教の崩壊が予見されて

いたため、イスラムの隆盛とインド仏教の崩壊、インド仏教復興迄の期間（末法時代）は密教

によってのみ往来が可能とされる秘密の仏教国土・理想郷シャンバラの概念、シャンバラの第

32代の王となるルドラ・チャクリン（転輪聖王）、ルドラ・チャクリンによる侵略者（イスラム教徒）

への反撃、ルドラ・チャクリンが最終戦争で悪の王とその支持者を破壊する予言、そして未来

におけるインド仏教の復興、地上における秩序の回復、世界の調和と平和の到来、等が説か

れた。

[暦法・天文学]
"Kala"は時間の意味であり、暦法や天文学も説かれている。チベット暦に影響を与えた。

[出自についての伝統説]
チベット仏教の信仰上の位置づけでは、シャンバラの王スチャンドラが、シャンバラ内の 96の
国々の民の利益のため、インドを訪れ、釈迦から授けられた教えとされる。時輪タントラの教え

は以降の 7人の王、22人のカルキ王を介して受け継がれてきたという。

ダライ・ラマ 14世によると、時輪タントラを含む四種のタントラは、カルマと感覚が純化され神

秘的な状態に達した人々に秘法という形で与えられたものであり、歴史上の釈迦が説いたか

どうかはさほど重要な問題ではないという。

ブッダによって開始された時輪タントラの根本タントラを受け取った後、スチャンドラは時輪タン

トラの最初の注釈を書き上げた。一代目のカルキ王マンジュシュリー・キールティは要約したタ

ントラを作り、彼の息子であり二代目カルキ王であるプンダリーカもまた解説書『無垢光（ヴィマ

ラプラバー）』を現し、時輪タントラはシャンバラから広まることになった。



カギュ派の祖師の一人ティローパが時輪タントラを求めてシャンバラを目指していたところ、文

殊菩薩の化身が現れ、彼に時輪タントラの秘伝、経典、解説書、口伝を授けたという。

[本尊]

阿閦如来を本地とした守護尊（イダム）の「時輪金剛」が、『時輪タントラ』の本尊として男尊と女

尊が抱き合った歓喜仏の姿で曼荼羅にも描かれる。



法句経



法句経（ほっくきょう、ダンマパダ）

[一章　対句の詩]
1 ものごとは、心が先行し、心が最大の原因であり、心をもとに作りだされる。 もしも、けがれた

心によって、話したり、行動するならば、苦しみがついてくる。 荷を運ぶ牛の足跡に車輪が従

うように。

2 ものごとは、心が先行し、心が最大の原因であり、心をもとに作りだされる。 もしも、清らかな

心によって、話したり、行動するならば、喜びがついてくる。 影が離れないように。

3 「あの者は、私をののしった。私をなぐった。私に打ち勝った。私から奪った。」このように怨

みをいだく者、かれらの怨みはしずまらない。

4 「あの者は、私をののしった。私をなぐった。私に打ち勝った。私から奪った。」このような怨

みをいだかない者、かれらの怨みはしずまる。

5 まことに、怨みに怨みをもって報いるならば、この世においては、怨みのしずまることがない。

しかし、怨まないことによって、怨みはしずまる。これは、いにしえより続く真理である。

6 人々は知らない、〔争いによって〕破滅することを。この事を知るならば、争いはなくなるだろ

う。

7 この世を価値あるものとみて暮らし、〔眼や耳など〕感覚器官を制御せず、食事の量を知らず、

怠けて精進しない者、かれは悪魔に負けてしまう――弱い木が風で倒れるように。

8 この世を価値なきものとみて暮らし、感覚器官を抑えて、食事は量を知り、おこたることなく

精進する者、かれは悪魔に負けることはない――岩山は風にもびくともしないように。

[二章　”今に気づいている”こと]
21 今の瞬間に気づいていること、これは不死に続く道である。心が今を離れていること、これ

は死へ続く道である。 今の瞬間に集中している者、かれらは生きている。今に生きていない者、

かれらは死人に等しい。

30 インドラ神はつとめはげんだので、神々の王者となった。つとめはげむことは称賛される。
怠けることはいかなる場合も非難される。

[[三章　心]
37 心は遠くへさまよい、独りで動き、姿形はなく、胸の洞窟（心臓）に潜んでいる。心を御

【ぎょ】する人々は、死の束縛から脱するであろう。

41 この身体は間もなく地に倒れるであろう。用をなさない木片のように投げ捨てられ、意識を

失う。

43　母や父 　　またはどんな親戚が施す善よりも 　　正しい真理に向く心が 　　われらに最も

大きな善を施すなり。



[四章　花]
50 他者の過ちや為したこと、為すべきを為さなかったことを見るのでなく、自己の為したこと、

為すべきを為さなかったことを観よ。

[五章　愚か者]
60 眠れぬ者にとって夜は長い。歩き疲れた者にとって一里の道は遠い。正しい教えを知らな

い愚か者にとって輪廻の道は長い。

67 行なった後で苦しむなら、その行為は悪である――涙を流して、泣きながら結果を受ける

なら。

68 行なった後で苦しまないなら、その行為は善である――心楽しく、満足して結果を受けるな

ら。

[六章　賢者]
78 悪友とつきあうな。卑しい人間とつきあうな。善き友とつきあえ。立派な人物とつきあえ。

84 自分のためであれ、他人のためであれ、子孫も、富も、権力も、不正な手段による繁栄は

望まない。かれこそ実に、戒を守る者、智慧ある者、まことの教えを身につけた者である。

[八章　千]
103 戦場において百万の敵に勝利するよりも、唯一の自己に打ち克つ者こそがまさに最高の

勝者である。

[九章　悪]
122 「果報は来ないだろう」と思って善を軽んずべきではない。水が一滴ずつでも滴り落ちるな

ら、大きな水がめでも満たされる。＜気づき＞ある人が少しずつでも善を積めば、やがて福徳

に満たされる。

[十章　暴力]
129 すべての者は暴力におびえる。すべての者は死を怖れる。自分に引き寄せて、殺しては

ならない。殺さしめてはならない。

130 すべての者は暴力におびえる。すべての者にとって、命はいとおしい。自分に引き寄せ

て、殺してはならない。殺さしめてはならない。

133 荒々しい言葉を言うな、言われた人々は汝に言い返すであろう。怒りを含んだ言葉は苦

痛である。報復が汝の身に至るであろう。

[十一章　老い]
146 何がおかしい。何を喜んでいるのだ。この世は燃えているのに。おまえたちは暗闇に覆わ

れているのに、ともしびを求めようとしない。

147 作りあげられた幻をよく見ろ。寄せ集めでつくられた、傷だらけの身体だ。病いと妄想に満

ちている。その中に永遠に留まるものなど存在しない。



148 老いてボロボロになった、この体は、病の巣となり、崩れるものとしてここにある。腐りゆく体

は、朽ち果てる。生命の行き着くところは死である。

149 秋に捨てられた瓜に似た、これらの骨は、鳩のような灰色をしている。このようなものを見

ては、何の喜びがあろう？

150 骨で城が作られ、肉と血が塗り固めてあり、老いと死と高慢と欺瞞【ぎまん】が収められて

いる。

153 無数の生涯を、ただただ、私は流転してきた――「輪廻の原因」を探しながら。〔輪廻す

る〕生は、〔終わり無く〕繰り返し、〔ただの〕苦しみにすぎない。

154 輪廻の生存をつくるもとよ、おまえの正体は暴かれた。もう〔新たな〕肉体をつくることはな

いだろう。おまえの機能は壊され、〔もはや〕作用することはない。心は次の生存を作り出す働

きを失った。渇愛が尽きるに至ったのだ。

[十二章　自己]
160 自己の主は自己しかいない。自己の主として他に何者がいるというのだろう。自己をよく

修めたならば、得難き主を得る。

[十三章　世の中]
173 以前に悪いことをした者でも、善き行いによって、これを覆うならば、かれはこの世を照ら

す。雲を離れた月のように。

[十五章　幸い]
204 健康は最大の利得。足るを知るはこの上なき宝。信頼はすばらしい知人。そして"苦しみ
の消えた境地"は最上の楽しみである。

[十八章　心の汚れ]
255 虚空に足跡はない。外見が立派なだけなら修行者ではない。〔一時的に、さまざまなもの

が〕組み合わさってできたものが、永遠に存続することはありえない。(端正な外見もいつか滅

びてしまう。)この真理を悟っている人は落ち着いている。

[二十章　道]
279 「すべてのものごとは、”我ならざるもの”である（諸法無我）」と智慧によって観る時、人は

苦しみから離れ去る。これは清浄へ向かう道である。

[二十六章　バラモン]
400 怒ることがなく、誠実で、戒律をまもり、落ち着いている者――〔輪廻の原因を滅ぼして〕

最後の肉体になり、自らを御【ぎょ】している――そのような人がバラモンであると、私は説く。

401 蓮の葉のしずく〔は汚れた下の水に混じらない〕、錐【きり】の先の芥子粒【けしつぶ】〔は

くっつかず、執着しない〕、それらのごとく、様々な欲に汚されない者――そのような人がバラ

モンであると、私は説く。



402 すでに、この世において、自分の苦しみが滅びたことを、はっきりと知るならば、〔彼は〕生

の重荷をおろし、束縛から逃れた者である――そのような人がバラモンであると、私は説く。



スッタニパータ



スッタニパータ

[1.1 蛇]
1 体中に広がった蛇の毒を、〔すぐに〕薬で取り除くように、怒りが起こったのを〔その瞬間に〕

取り除く修行僧は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

2 池に生えている蓮華を、水に入って折り取るように、愛着を完全に断ちきった修行僧は、「今

世」も「来世」もともに捨て去る。 ──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

3 奔流する渇愛の流れを、完全に枯渇させ、断ちきった修行僧は、「今世」も「来世」もともに捨

て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

4 激流が脆弱な葦の橋を壊すように、高慢を完全にほろぼした修行僧は、「今世」も「来世」も

ともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

5 無花果の木々に花を探し求める〔が得られない〕ように、諸々の生存のうちに真実なるものを

見いださない修行者は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるよう

に。

6 様々な怒りが心のうちに存在しない修行僧は、〔怒りの〕有る無しすら問題にしない者である。

彼は「今世」も「来世」もともに捨て去る。 ──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

7 様々な思考概念をを砕いて余すことなく、心の内がよく整えられた修行僧は、「今世」も「来

世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

8 行き過ぎず、退転せず、すべての戯論（認識における捏造機能、妄想）をのり越えた修行僧

は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

9 行き過ぎず、退転せず、「すべてのものは虚妄である」と知っている修行僧は、「今世」も「来

世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

10 行き過ぎず、退転せず、｢すべてのものは虚妄である」と知って欲（貪）を離れた修行僧は、

「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

11 行き過ぎず、退転せず、｢すべてのものは虚妄である」と知って渇望を離れた修行僧は、

「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

12 行き過ぎず、退転せず、｢すべてのものは虚妄である」と知って嫌悪（瞋）を離れた修行僧

は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

13 行き過ぎず、退転せず、「すべてのものは虚妄である」と知って＜愚かさによる無関心＞

（痴）を離れた修行僧は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるよう

に。

14 悪い習慣がまったくなく、悪の根を抜き取った修行僧は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。

──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。



15 この世に還り来る条件となる＜煩悩から生ずるもの＞が存在しない修行僧は、「今世」も「来

世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

16 生存に縛りつける原因となる＜諸々の妄想、及び下草から生ずるもの＞が存在しない修行

僧は「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

17 〔解脱を〕妨げる五つ〔の壁〕を除き、悩むことなく、"疑"を乗り越え、矢を抜き去った修行僧

は、「今世」も「来世」もともに捨て去る。──蛇が古い皮を脱ぎ捨てるように。

[1.2 ダニヤ]

18 〔牛飼いダニヤ〕「〔もう〕ご飯は炊けたし、乳搾りも終わった。わたしはマヒヤー河の土手の

近くに、〔妻子や使用人と〕ともに住んでいる。わが仮小屋は〔屋根に〕覆われ、〔内に〕火はと

もされている。そうして、〔雨の〕神よ、もし望むなら雨を降らせよ。」

19 〔世尊〕「怒りはないし、頑固さからは離れ去っている。わたしはマヒヤー河の土手の近くに、

ひと晩、宿っている。わが仮小屋は覆いをはずされ（正体を現され）、〔心の内〕の火は消えて

いる。そうして、〔雨の〕神よ、もし望むなら雨を降らせよ。」

[1.3 犀（サイ）]
35 一切の生き物に対し、暴力を捨て、たとえひとりでも害することのない、その者は、子を望ま

ずにあれ。〔いわんや〕どうして仲間を〔望むだろうか〕？犀のように独り遍歴されよ。

[1.8 慈愛]
143 〔解脱という〕目的をよくわきまえた者〔すなわち出家者〕が、静かな場所におもむいて為

すべきこと。有能で、まっすぐであり、正直で、人の言葉をよく聞き、穏やか〔な心を持ち〕、思

い上がりのない者であるように。

144 足ることを知り、わずかの食物で暮し、〔なすべき〕雑務が少く、簡素に暮らし、諸々の感

覚器官が静まり、賢く、傲慢でなく、〔托鉢先の〕家で貪りのない者〔であるように〕。

145 智慧ある人たちが批判するようなことは、いかなることも為さないように。安楽がありますよ

うに、無事息災でありますように、すべての生けるもの（有情）が、幸せでありますように。

146 およそ生きている者はすべて、動きまわるものでも、動きまわらないものでも、長いもので
も、大きいものでも、中ぐらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、巨大なものでも、

147 見たことがあるものも、見たことがないものも、遠くに住むものも、近くに住むものも、すで

に生まれたものも、〔今にも〕生まれようとしているものも、すべての生けるものが、幸せでありま

すように。

148 他人を欺いてはならない。どこにいようと、だれであろうとも、他人を軽んじてはならない。

互いに、憤り、怒りの想いから、他人に苦痛を与えることを望むことがないように。



149 あたかも、母がたったひとりのわが子を、命がけで守るように、すべての生きとし生けるもの
に対して、無量の（慈しみの）心を作りなさい。

150 全ての生命に対して、無量の慈しみの心を作りなさい。上に、下に、また横に、隔てなく怨
みなく敵意なき心を育てるように。

151 立っているときも、歩いているときも、坐っているときも、横になっている時でも、眠らないで
いる限りは、この〔慈しみの〕心をしっかりとたもっているように。 この状態は、「いまここの（この

世における）梵天の境地」と呼ばれる。

152 邪見にとらわれず、戒を保ち、智慧の眼（正見（しょうけん））を具えて、諸々の欲望に関す

る執着を取り除いた人は、再び母胎に宿ることがない。

[3.14 迅速]
915 太陽の親族、聖なる者に、＜厭い離れること＞と＜寂静の境地＞について尋ねます。 ど

のように観察することで、修行僧は涅槃に至るのですか、世間において、何ものにも執着する

ことなく。

916 （世尊が答えた）＜考える私が存在する＞という、＜迷いを生む妄想の根本＞のすべてを

破壊せよ。内部にある、いかなる渇愛の思いをも取り除くために、常に＜今に気づきながら＞、

道を学ぶことにつとめなさい。

[4.2 学徒アジタの質問]
1032 〔アジタ尊者がたずねた〕 「世間は何によって覆われているのですか？　世間は何ゆえ

に輝かないのですか？　世間をけがすものは何ですか？　世間の大きな恐怖は何ですか？　

それを説いてください。」

1033 〔アジタに世尊が答えた〕 「アジタよ。無明によって、世間は覆われている。強い欲と、怠

惰の心ゆえに、世間は輝かない。渇望によって生ける者はけがれる。苦しみが世間の大きな

恐怖である、とわたしは説く。」

1034 〔アジタ尊者がたずねた〕「煩悩の流れはすべてのところに向かって流れます。何が、そ

の流れをせき止めるものとなるのですか？　何がその流れの防護なのですか？　何によって、

その流れは塞がれるのでしょうか？　それを説いてください。」

1035 〔アジタに世尊は答えた〕「アジタよ。命ある者における煩悩の流れをせき止めるものは、

＜今に気づいていること＞である。

＜今に気づいていること＞が煩悩の流れの防護である、とわたしは説く。智慧によって、それ

ら（煩悩の流れ）は塞がれる。」

1036 〔アジタ尊者がたずねた〕「まさに智慧と＜今に気づいていること＞であります。では、＜

精神と肉体＞（存在）は、いかなる場合に停止するのですか？　おたずねしますが、このことを

わたしに説いてください。」



1037 「アジタよ。そなたが質問したことを、わたしはそなたに語ろう、＜精神と肉体＞（存在）が

停止する所を。識別作用（識）が滅することによって、ここに（存在が）停止する。」

1038 「この世には、法（ダンマ）を完全に理解した人もいますが、学びつつある人もあり、凡夫

もおります。おたずねしますが、かれらはどのようにふるまうべきなのでしょう、それを語ってく

ださい。」

1039 「修行僧は、〔六つの感覚器官によって得られる〕欲望に耽けってはならない。心が濁っ

てはならない。あらゆる事柄に熟達して、＜今に気づきながら＞、旅を続けなさい。」



仏説五蘊皆空経



仏説五蘊皆空経（ぶっせつごうんかいくうきょう）

[日本語訳]
このように、わたしによって聞かれた。 あるとき、世尊はヴァーラーナスィーの鹿野苑におられ

た。 そのとき、世尊は五人の比丘たちに告げて、このようにいわれた。 「比丘たちよ、このよう

に知るべきである。 肉体は自己[のもの]ではない。 もし[肉体が]自己[のもの]であるならば、 

肉体は、病むことなく、苦痛を受けることもない。 私がこのようになってほしいと思おうと わたし

がこのようになってほしくないと思おうと そのようにならず[病み、苦痛を受け]、その欲するとこ
ろに従うことはない。 それゆえ、このように知るべきである。 肉体は自己[のもの]ではない。 感

覚、想念、志向、識別作用（心のはたらき）も同様である。 また次に比丘たちよ、どのように思う

か。 肉体は常であろうか、[肉体は]無常であろうか」 [比丘たちは]世尊にいった、 「肉体は無

常であります」 世尊は[比丘たちに]いった、 「肉体はまさしく、無常である。 このことは、苦で

ある。 あるいは苦苦であり、壊苦であり、行苦である。 しかるにわが声聞、多聞なる弟子たちよ、

 自己はあるとなすか、[自己は]ないとなすか。 肉体が自己であれば 自己は数々の物質を持

つことになる。 肉体は自己に属するのならば、 自己は肉体のうちにあるのだろうか」 「そうで

はありません、世尊よ」 「[比丘たちよ]このように知るべきである。 感覚、想念、志向、識別作

用において、 常であるのか無常であるのかも、 また同様である。 およそ肉体であるものが何

であれ あるいは過去、未来、現在、内、外 粗大なもの、微細なもの すぐれたもの、おとったも

の 遠くにあるもの、近くにあるもの これらは、ことごとく自己ではないのである。 比丘たちよ、こ

のように知るべきである。 ”正知”をもって、感覚、想念、思考、識別作用のある所を、ただしく

観察せよ。 過去、未来、現在においても、さきの如くに、”正知”をもって観察せよ。 もしも、わ

が声聞、聖弟子たちよ、 この五つの構成要素（五蘊）を観察すれば 自己を有すること（自己

存在）も、自己がある所を以て（存在）すること（自己存在所）も 無いということを知るべきである。

 かくのごとく観察しおわれば、 この世に能取（主体）なく、所取（客体）などなく、 （阿頼耶識に

よる）変転などもない。 ただ、みずから悟り、 涅槃に達する。 [すなわち]わが生で輪廻は尽き
た。 清浄なる行は、すでに完成した。 造作することもなくなった。 （もはや、私は）後の生存を

受けることはない、と」

このように説いたとき、五人の比丘たちは、諸の煩悩において、心が解脱するを得、教えに確

信をもって、修行をおこなった。



般若心経



般若心経（現代語訳）

[現代語訳]
般若心経（はんにゃしんぎょう）

観音菩薩が、

深遠なる「智慧の波羅蜜」を行じていた時、

〔命ある者の構成要素たる〕五蘊は「空虚」であると明らかに見て、

すべての苦しみと災い〔という河〕を渡り切った。

「シャーリプトラよ、

色（肉体）は「空虚」と異ならない。「空虚」は色と異ならない。

色は「空虚」である。「空虚」は色である。

受（感覚を感じる働き）、想（概念）、行（意志）、識（認識する働き）もまた同様である。

シャーリプトラよ、

すべての現象（一切法）は「空虚」〔ということ〕を特徴とするものであるから、

生じることなく、滅することなく

汚れることなく、汚れがなくなることなく

増えることなく、減ることもない。

ゆえに「空虚」〔ということ〕の中には、

色は無く、受、想、行、識も無い

眼、耳、鼻、舌、身、意も無く、

色、声、香、味、触、法も無い

眼で見た世界（眼界）も無く、意識で想われた世界（意識界）も無い

無明も無く、無明の滅尽も無い

"老いと死"も無く、"老いと死"の滅尽も無い

「これが苦しみである」という真理（苦諦）も無い

「これが苦しみの集起である」という真理（集諦）も無い



「これが苦しみの滅である」という真理（滅諦）も無い

「これが苦しみの滅へ向かう道である」という真理（道諦）も無い

知ることも無く、得ることも無い

もともと得られるべきものは何も無いからである

菩薩たちは、「智慧の波羅蜜」に依拠しているがゆえに

心にこだわりが無い

こだわりが無いゆえに、恐れも無く

転倒した認識によって世界を見ることから遠く離れている。

過去、現在、未来（三世）の仏たちも「智慧の波羅蜜」に依拠するがゆえに

完全なる悟りを得るのだ。

それゆえ、この「智慧の波羅蜜」こそは

偉大なる呪文であり、

偉大なる明智の呪文であり、

超えるものなき呪文であり、

並ぶものなき呪文であり、

すべての苦しみを除く。

〔なぜなら〕真実であり、偽りなきものだからである。

〔さて、〕「智慧の波羅蜜」という呪文を説こう、

すなわち呪文に説いて言う：

"ガテー、ガテー、パーラガテー、パーラサンガテー、ボーディ、スヴァーハー"

（往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に正しく往ける者よ、 菩提よ、ささげ物を

受け取り給え）

〔以上が〕般若心経〔である〕。



聖仏母般若波羅蜜多経



聖仏母般若波羅蜜多経

[現代語訳]
このように私は聞いた。ある時世尊は、王舎城・霊鷲山中において、千二百五十人の大比丘

たち、諸々の菩薩たちと共に、円状になって滞在していた。その時に世尊は、〔瞑想されて〕

「”深淵なる光明”によって正しい法（ダルマ）を説く」という名の三昧に入られた。

時に観音菩薩が、〔釈迦牟尼〕仏の集会の中におられた。この菩薩は、すでに深淵なる「般若

波羅蜜」をよく修行し、五蘊は自性において空であると観ていた。

その時尊者シャーリプトラは、〔釈迦牟尼〕仏の神通力を受けて、先に観音菩薩にたずねた、

「もし善男子・善女人が、この深淵なる「般若波羅蜜」の法門において、〔これを〕修学したいと

願うならば、どのように学ぶべきでしょうか？」

時に観音菩薩は、尊者シャーリプトラに告げていった、

「汝はいま詳らかに聴け。汝のために説こう。もし善男子・善女人が、この深淵なる「般若波羅

蜜」の法門において、〔これを〕修学したいと願うならば、五蘊は自性において空であると観察

すべきである。

どのようなことを＜五蘊が自性において空である＞というか？すなわち、色は空である。空は

色である。色は空と異ならない。空は色と異ならない。受・想・行・識・も、またその通りである。

シャーリプトラよ、この一切法は、このように空という性質であるから、生じられたものでもなく

（無所生）、滅せられたものでもなく（無所滅）、汚れたものでもなく、清らかなものでもなく、増

えることもなく、減ることもない。

シャーリプトラよ、それゆえ空においては、色もなく、受・想・行・識もなく、眼・耳・鼻・舌・身・意

もなく、色・声・香・味・触・法もなく、

眼界もなく、眼識界もなく、また意界もなく、意識界もなく、

無明もなく、無明の尽もなく、また老死もなく、老死の尽もない。

苦・集・滅・道〔の真理〕もなく、知ることもなく、得るものもなく、得ることがない、ということもない。

シャーリプトラよ、菩薩は得ることがないゆえに、「般若波羅蜜」に相応する行のゆえに、心に

執着するものもなく、とらわれるものもない。執着もなく、とらわれるものもないゆえに、恐れは

なく、一切の顛倒妄想から遠く離れている。

「究極の円満なる静けさ」を備える三世の諸仏たちは、この「般若波羅蜜」に依拠するがゆえ

に、「無上の完全なる悟り」を得る。

それゆえに知るべきである、「般若波羅蜜」は、広大なる明呪であり、超えるものなき明呪であ

り、並ぶものなき明呪であり、一切の苦しみをよく除き、真実にして虚妄ならざる法である、と。

諸々の修行者は、このように学ぶべきである。



さあ「般若波羅蜜」の大いなる明呪を説こう、

タディヤター　オーン　ガテー　ガテー　パーラガテー　パーラサンガテー　ボーディ　スヴァー

ハー

（”タディヤター”、”オーン”、往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に正しく往ける

者よ、〔聖なる仏母である〕菩提〔女尊〕よ、ささげ物を受け取り給え！）



仏説観無量寿経



仏説観無量寿経（ぶっせつかんむりょうじゅきょう）

[現代語意訳文]

『仏の説きたまいし観無量寿経』

　　　　宋（劉宋）の元嘉中に畺良耶舎、訳す。

[序文]
  私（阿難）はこのように聞いております、ある時、世尊（釈尊）が、王舎城の耆闍崛山の山中に、

1250人の大いなる修行僧千二百五十人と共にいらっしゃって、また法の王子たる文殊菩薩を

上首とする、32,000の菩薩たちも一緒にいらっしゃった。 　その時に王舎大城に阿闍世という

名の一人の太子がいました。提婆達多という名の悪友の教に随順して、父である頻婆娑羅王

を捕らえ、七重の牢に閉じ込めた。王の多くの臣を制して、誰一人牢に近づけないようにした。

王をつつしみ敬う韋提希という名の大夫人は、体を洗い清め、発酵乳に蜂蜜を混ぜた物に小

麦粉や米粉を混ぜ、それを清めた体に塗り、瓔珞（胸飾り）の中に葡萄の果汁を入れて、門番

の目を盗み王に差し出した。そして王は、夫人の身に着けた食べ物を食し葡萄汁を飲んで、

水を求めて口をすすいだ。口をすすぎ終わると、遥かに世尊のいらっしゃる耆闍崛山に向っ

て、合掌礼拝して、「摩訶目犍連（以降、目連）は、私の親友であります。願わくは、慈悲をお

こして、我に八戒を授けてください」と申し上げた。王が言い終えた瞬間に目連は、まるで鷹や

隼の飛ぶように、すぐに王の元に到った。それから目連は毎日、王の元に到り八戒を授けた。

また世尊は、また長老の富楼那弥多羅尼子（以降、富楼那）を遣わして、王のために法を説き

聞かせた。このようにして 37日が経ち、王は食事を取り、法を聞き得たがゆえに、顔色は穏や

かで喜びに満ちていた。

　ある時、阿闍世は、不審に思い門番に「父王は、まだ生きているのか。」と聞いた。門番は、

「阿闍世様。韋提希夫人は、身に食べ物を塗り、瓔珞に葡萄汁を入れて面会し、頻婆娑羅王

に差し出しています。沙門であられる目連尊者と富楼那尊者が、空よりやって来て、頻婆娑羅

王のために法を説かれております。禁制できません。」と申し上げた。それを聞いた阿闍世は、

母に向かい、「我が母は賊である。賊の仲間である沙門（しゃもん）も悪人である。人を幻惑さ

せる呪術を使って、この悪王を長い間、死なないようにしている。」と怒りを顕わにして言った。

そして剣を抜きとり、自らの母を殺そうとした。その時に月光という名の一人の臣がいた。聡明

にして智慧多き者であった。そして月光は、耆婆という名の名医ともに、王に向かい礼拝して、

「阿闍世様。私は「遥か昔より今に至るまで、さまざまな悪王がいて国位を貪るがゆえに、その

父を殺害した王子は一万八千に上る。」と『毘陀論経』に説かれているのを聞いています。し

かし未だかつて人の道に背いて、母を殺害したという前例を聞いた事がありません。阿闍世様

が、今、母を殺害するならば、刹利（武士王侯族）の階級の名を汚してしまいます。私どもは、

聞くに堪える事ができません。これは栴陀羅（差別されている人々の一階級）どもの所業です。

よってここに住まわれる事はできません。」と申し上げ二人は剣の柄に手をかけて、後ずさった。

阿闍世は、その諫言を聞くと驚怖し、畏れ入り、耆婆に向かい「お前は、私の味方ではないの

か。」と言った。耆婆は、「阿闍世様、決して母を殺害してはいけません。」と断言した。阿闍世

は、この言葉を聞いて、懺悔して救いを求めた。すなわち、すぐに剣を捨てて、母を殺す事を

止めた。内官に向け命令を出して、母を宮殿の奥深くに幽閉し、再び出られないようにした。



　幽閉された韋提希は、しだいに悲しみと不安で痩せ衰えていった。遥かに世尊のいらっしゃ

る耆闍崛山に向って礼拝し、「真実の世界から来られし世尊よ、かつては常に阿難尊者を遣

わしてくださり、私を慰問してくださいました。今、私は悲しみと不安で塞ぎこんでおります。世

尊は威厳と徳とがあまりにも尊く、拝謁させていただく術がありません。どうぞ目連尊者と阿難

尊者を遣わしてくださり、私に面会させてください。」と申し上げた。そう言い終ると、悲しみの

涙が絶え間なく流れて、遥かに世尊に向い礼拝した。まだ礼した頭をあげない間に、耆闍崛

山にまします世尊は、すぐに韋提希の心の内を知られて、即座に目連尊者と阿難尊者に命じ

て、空から韋提希の許に遣わした。世尊も、耆闍崛山より王宮へお越しになられた。韋提希が

礼し終わり頭をあげた時、世に尊重される釈迦牟尼仏を拝謁した。体は紫を帯びた金色にし

て、数百の宝石でできた蓮台に座っていらした。目連は左に、阿難は右に侍（はべ）る。帝釈

天、梵天、世界の護持する四天王（持国天・増長天・広目天・多聞天）たちは、虚空の中に

あって隅々まで天華を降らし供養されていた。韋提希が、世尊を拝謁した時、胸元の瓔珞を

絶ち切り、体を起こした後、投地した。号泣して世尊に向かい、「世尊よ、私はどのような宿業

があって、このような悪しき子を産んだのでしょうか。世尊よ、またどのような因縁がおありに

なって提婆達多を弟子とされたのでしょうか。

[得益分]

　この様に世尊が説かれた時に、韋提希は五百の侍女たちとともに、仏の説かれる所を聞き、

時に応じてすぐに極楽という名の世界の広長な有様を見させていただく事と、無量寿仏の姿

と観音・勢至の二菩薩の姿を見させていただく事を得て、歓喜心が生じ、今まで一度たりと経

験した事がないと感激した。心広くわだかまりがない完全円満な悟りを開き、無生忍<事物は
本来、生ずることも滅することもないという事を知り得る事ができた。五百の侍女たちは、この

上なく正しい悟りを獲たいという心をおこして、彼の仏国土に生まれたいと願った。世尊は、

「誰一人残されずに皆が、往生できるであろう。そして、彼の仏国土に生まれれば、諸仏が目

の前に現れ見る事のできる境地になるであろう。」と予言した。無量の諸天、この上もなくすぐ

れた仏道に向う心をおこした。

[流通分]
　その時に阿難は、すぐに座っていた場所より立ち上がり、世尊の前に進み出て、「世尊、この

経を何と名づけたらよいのでしょうか。この法の内、どの部分が最も重要であると受け止めるべ

きでしょうか。」と伺った。世尊は、阿難に「この経を、『極楽国土・無量寿仏・観世音菩薩・大勢

至菩薩を観ず』と名づける、また『業障を浄除し諸仏の前に生ず』と名づける。あなたは、よく

心の中にとどめ、忘れる事の無い様にしなさい。この観仏三昧を行う者は、この世で生あるうち

に無量寿仏と観音・勢至の二菩薩の姿を見させていただく事ができるであろう。もし立派な男

女が、ただ仏の名と二人の菩薩の名を聞いただけでも、無量劫の生死の罪から免れるであろ

う。言うまでも無く、憶念する者はなおさらである。もし念仏する者がいるならば、知っておきな

さい、念仏する者は人の中の白蓮華である。観世音菩薩・大勢至菩薩、その良き朋になるで

あろう。この人は仏道の場に座して、諸仏たちの家（極楽浄土）に生まれるであろう。」と告げた。

続けて世尊は、阿難に、「あなたはこれらの言葉を常に心にとどめておきなさい。これらの言葉

を常に心にとどめるという事は、すなわち無量寿仏の御名を、常に心にとどめ続けるということ

です。」と告げた。この様に世尊が説かれた時に、、尊者目連・阿難と韋提希らは、仏の説か

れる所を聞いて、みな大いに歓喜した。



[耆闍分]
　その時、世尊の足は虚空を歩いて、耆闍崛山に還られた。阿難は、広く多くの人々の為に

先のような事を説いた。無量の天人たち、龍・夜叉など八部衆は、仏の所説を聞いて、みな大

きに歓喜して、仏を礼拝して退出していった。

『仏の説きたまいし観無量寿経』



仏説阿弥陀経



仏説阿弥陀経（ぶっせつあみだきょう）

[現代語訳]
序説から結語迄は、鳩摩羅什の漢訳をベースとして、分かりにくかった所はサンスクリット語の

ものを引用した。

参考

中村元著『浄土経典』浄土宗『浄土日常勤行集』内「仏説阿弥陀経」

[序説]

『極楽の荘厳と名づける大乗経』

姚秦（後秦）の三蔵法師、鳩摩羅什が詔を奉じて訳す

この様に私は聞いている。ある時、仏（釈尊）は、舎衛国（シラーヴァスティー市）の祇樹給孤

独園（ジェータ林の園）に滞在しておられて、大いに敬われるべき千二百五十人もの修行僧

たちと一緒におられた。この人たちは、皆、大阿羅漢であり民衆に認められていた。 すなわち

長老シャーリプトラ（舎利弗）、マハーマウドガリヤーヤナ、マハーカーシャパ、マハーカッピナ、

マハーカーティヤナ、マハーカウシティラ、レーヴァタ、シュッディパンタカ、ナンダ、アーナン

ダ、ラーフラ、ガヴァーンパティ、バラドヴァージャ、カーローダーイン、ヴァックラ、アニルッダと

いう面々の大弟子たち、ならびに諸々の多くの偉大な救道者・すぐれた人々、すなわち、法の

王子マンジュリー、救道者アジタ、救道者ガンバハスティン、救道者ニティヨーディユクタ、救

道者アニクシプタドゥラなどの人々、及びその他多くの人々もおられた。そしてインドラ（帝釈

天）ら神々もともにおられた。

[正説]
その時、仏は、長老シャーリプトラに告げて言うには、「これより西方、十万億もの仏国土を過

ぎて、世界があるが、それを名づけて極楽という。その仏国土には仏がおり、阿弥陀と号する。

いま、現にましまして真理を説く。シャーリプトラよ。かの佛国土をなにがゆえに名づけて極楽

となすや。その国の民衆は、もろもろの苦しみを受けず、ただもろもろの楽しみだけを受ける。

故に、その佛国土を極楽と名づける。

また、シャーリプトラよ。極楽国土には、七重の欄楯（欄干のような石垣）、七重の羅網（とりあ

み）、七重の行樹（並木）があって、みな、これ四宝（金・銀・青玉=瑠璃・水晶）であまねく取り

囲む。故に、かの国を名づけて極楽という。

また、シャーリプトラよ。極楽国土には、七宝（金・銀・青玉=瑠璃・水晶・赤真珠・碼碯・琥珀）

の池がある。八功徳（澄浄・清冷・甘美・軽軟・潤沢・安和・飢渇を除く・健康増進）の水が、そ

の中に充満している。池の底には純ら黄金の砂が布かれている。池の四辺の階段は、金・銀・

瑠璃・玻瓈（水晶）からできている。階段の上には楼閣がある。また、金・銀・瑠璃（青玉）・玻瓈

（水晶）・硨磲（琥珀）・赤珠（赤真珠）・碼碯で、これは厳飾している。池中の蓮華は、大きい車

輪のようだ。その上、青色の蓮華には青光、黄色の蓮華には黄光、赤色の蓮華には赤光、白

色の蓮華には白光があって、さまざまな色の蓮華はさまざまな色で輝き、さまざまな色に見え

ている。シャーリプトラよ。極楽国土には、このようにすぐれた性質の荘厳を成就する。



また、シャーリプトラよ。かの佛国土は、天の音楽をかなで、黄金が地をなしている。昼夜六時

（一日を昼夜に二分、それぞれをまた三分して、六時となる）に、曼陀羅華を雨降らす。その国

の民衆は、常に清々しい朝に、おのおの花を盛る器をつかって、もろもろの妙華を盛り、他方

の十万億の仏を供養し、昼の休息をもって、本国に還到し、ご飯をたべ、座禅の眠気を覚ま

すためゆきつもどりつする。シャーリプトラよ。極楽国土には、このようにすぐれた性質の荘厳

を成就する。

また次に、シャーリプトラよ。かの国には、常に、種々のめずらしい雑色の鳥がいる。白鵠（白

い鵝鳥）・孔雀・鸚鵡・舎利（鷺？）・妙音鳥（藪鷥に似ている鳥）・共命の鳥（雉子の類？）がそ

れである。このもろもろの鳥、昼夜六時に、合唱する。その声は、五根（悟りを得るための機根。

信根・精進根・念根・定根・慧根）・五力（信力・信仰、精進力・努力、念力・憶念、定力・禅定、

慧力・智慧）・ 七菩提分（悟りに役立つ七つ。択法覚自・精進覚支・喜覚支・軽安覚支・捨覚

支・定覚支・念覚支）・八聖道分（＝八正道）などのような法を教える。その土の民衆は、この声

を聞き終わって、みな、ことごとく仏を念じて、僧を念じる。シャーリプトラよ。おまえは、この鳥

は、実にこれ、罪報の所生（弱肉強食の世界における畜生）であるということだろうか。いや、

そのように見てはいけない。それはなぜだろうか。かの仏国土には、三悪道（地獄・餓鬼・畜

生）がない（死者の霊の行く世界がない、餓鬼の境地が存在しない）。その、仏国土には、三

悪道の名は無い。言うまでも無く、実体は無い。このもろもろの鳥は、みな、これ、阿弥陀仏の

法を説く声を広めようと欲して、仏の不思議な力で作りだされたものである。シャーリプトラよ。

かの仏国土には、微風が吹動して、もろもろの宝行樹および宝で飾られた網は、微妙の声を

出す。たとえば、百千種の楽を同時にかなでるようなものだ。この声を聞く者は、みな、自然に

念仏・念法・念僧の心が生じる。シャーリプトラよ。かの仏国土には、このようにすぐれた性質の

荘厳を成就する。

シャーリプトラよ。おまえはどうおもうか。かの仏を、どういうわけで、阿弥陀と号するのだろうか。

シャーリプトラよ。かの仏の光明は無量であり、十方の国を照らすのにさまたげが無い。ゆえに、

阿弥陀というのだ。また、シャーリプトラよ。かの仏の寿命およびその民衆の寿命も、無量であ

り 阿僧祇劫（一阿僧祇=十の百四十乗、一劫=極めて長い時間をあらわす単位）である。ゆえ

に、阿弥陀と名づける。シャーリプトラよ。阿弥陀仏は、完全な悟りを開いてこのかた、いまに

十劫になる。また、シャーリプトラよ。かの仏に無量無辺の声聞の弟子がいる。みな、阿羅漢で

あり、これ、算数のよく知るところではない。もろもろの菩薩衆も、またまた、このようである。

シャーリプトラよ。かの仏国土には、このようにすぐれた性質の荘厳を成就する。

また、シャーリプトラよ。極楽国土には、民衆として生まれたものは、みな、これ不退転であり、

その中に多く、一生補処（菩薩の最高位）がおる。その数は、甚だ多い。これは、算数のよく知

るところではない。ただ、［菩薩の数を数えるだけでも］無量無辺である阿曽祇劫ほどを要する。

シャーリプトラよ。民衆で極楽国土および聖衆のことを聞く者がいるならば、まさに思い立って

かの国に生まれることを願うべきである。それはなぜであるか。このようなもろもろの立派な人と

ともに、みな浄土という同じ場所であいまみえることができるからである。シャーリプトラよ。わず

かな良い徳を積んでも、かの国に生まれることはできない。



シャーリプトラよ。もし、善男子・善女人がいて、阿弥陀仏の名号を説くことを聞き、その名号を

心にとどめたもち考え、一日二日でも、三日四日でも五日でも六日でも、あるいは七日でも、

一心不乱であるならば、その人の命が終わるときに臨んで、阿弥陀仏は、もろもろの聖衆（声

聞と菩薩）とともに、その前に現在すであろう。この人の命終わるとき、心は、転倒しない。命が

終わってすなわち阿弥陀仏の極楽国土に往生することができるのだ。シャーリプトラよ。私は、

この利を見る。ゆえに、この言葉を説く、『もし、民衆がいてこの説を聞くならば、まさに、あの仏

国土に生まれようと、願いを起こすべきだ』と。

シャーリプトラよ。私が、いま、阿弥陀仏の不可思議の功徳を称賛するように、東方にもまた、

アクショービア（不動なる者）と名づける如来、メール・ドヴァジャ（スメールの幢幡を持つ者）と

名づける如来、マハー・メール（大いなる須称山）と名づける如来、メール・プラバーサ（須称

山の輝きがある者）と名づける如来、マンジュ・ドヴァジャ（妙なる幢幡を持つ者）と名づける如

来などの恒河（ガンジス川）の砂の数ほどの諸仏がおり、おのおの、その国において、 広長の

舌相（舌が鼻を覆えば、説く言葉に虚言が無いと信じられていた）を出し、あまねく三千大千

世界を覆って、この誠実の言を説きなさる、『汝ら民衆よ。まさに、この、阿弥陀仏の不可思議

の功徳を称賛する、一切の諸仏に念じ護られていると名づける経を信ずるべきだ』と。

シャーリプトラよ。南方世界に、ヤショー・プラバ（ほまれの光ある者）と名づける如来、マハー・

ルチ・スカンダ（大いなる炎のかたまりを持つ者）と名づける如来、メール・プラディーパ（須称

山のように灯明ある者）と名づける如来、アナンダ・ヴィーリヤ（限りなく精進をなす者）と名づけ

る如来などの恒河（ガンジス川）の砂の数ほどの諸仏がおり、おのおの、その国において、広

長の舌相を出し、あまねく三千大千世界を覆って、この誠実の言を説きなさる、『汝ら民衆よ。

まさに、この、阿弥陀仏の不可思議の功徳を称賛する、一切の諸仏に念じ護られていると名

づける経を信ずるべきだ』と。

シャーリプトラよ。西方世界に、アミターユス（無量寿）と名づける如来、アミタ・スカンダ（無量

のかたまりを持つ者）と名づける如来、アミタ・ドヴァジャ（無量なる幢幡を持つ者）と名づける

如来、マハー・プラバ（大いなる光輝ある者）と名づける如来、マハー・ラトナ・ケートゥ（大いな

る宝の幢を持つ者）と名づける如来、シュッダ・ラシュミ・プラバ（清らかなる光線のある者）と名

づける如来などの恒河（ガンジス川）の砂の数ほどの諸仏がおり、おのおの、その国において、

広長の舌相を出し、あまねく三千大千世界を覆って、この誠実の言を説きなさる、『汝ら民衆よ。

まさに、この、阿弥陀仏の不可思議の功徳を称賛する、一切の諸仏に念じ護られていると名

づける経を信ずるべきだ』と。

シャーリプトラよ。北方世界に、マハー・ルチ・スカンダ（大いなる炎のかたまりを持つ者）と名

づける如来、ヴァイシヴァーナラ・ニルゴーシャ（その音があまねく鳴響いている者）と名づける

如来、ドゥンドゥビ・スヴァラ・ニルゴーシャ（その音声が太鼓の響きごとき者）と名づける如来、

ドゥシプラダルシャ（襲いがたき者）と名づける如来、アーディティア・サンバヴァ（太陽から生ま

れた者）と名づける如来、ジャーリニー・プラバ（網のようにひろく覆う光明ある者）と名づける如

来、プラバーカラ（光を放つもの、太陽）と名づける如来などの恒河（ガンジス川）の砂の数ほ

どの諸仏がおり、おのおの、その国において、広長の舌相を出し、あまねく三千大千世界を

覆って、この誠実の言を説きなさる、『汝ら民衆よ。まさに、この、阿弥陀仏の不可思議の功徳

を称賛する、一切の諸仏に念じ護られていると名づける経を信ずるべきだ』と。



シャーリプトラよ。下方世界に、シンハ（獅子）と名づける如来、ヤシャス（名声）と名づける如来、

ヤシャハ・プラバーサ（名声という光輝ある者）と名づける如来、ダルマ（法）と名づける如来、

ダルマ・ダラ（法を保つ者）と名づける如来、ダルマ・ドヴァジャ（法の幢幡を持つ者）と名づけ

る如来などの恒河（ガンジス川）の砂の数ほどの諸仏がおり、おのおの、その国において、広

長の舌相を出し、あまねく三千大千世界を覆って、この誠実の言を説きなさる、『汝ら民衆よ。

まさに、この、阿弥陀仏の不可思議の功徳を称賛する、一切の諸仏に念じ護られていると名

づける経を信ずるべきだ』と。

シャーリプトラよ。上方世界に、ブラフマ・ゴーシャ（梵天の音声ある者）と名づける如来、ナク

シャトラ・ラージャ（星たちの王）と名づける如来、インドラ・ケートゥ・ドヴァジャ・ラージャ（帝釈

天の幢幡の王）と名づける如来、ガンドーッタマ（最上の香りある者）と名づける如来、ガンダ・

プラバーサ（香りの光輝ある者）と名づける如来、マハー・ルチ・スカンダ（大いなる炎のかたま

りを持つ者）と名づける如来、ラトナ・クスマ・サンプシピタ・ガートラ（身体が宝の花で飾られた

者）と名づける如来、サーレーンドラ・ラージャ（樹王サーラの王）と名づける如来、ラトノートパ

ラ・シリー（宝の蓮華のように美麗な）と名づける如来、サルヴァールタ・ダルシャ（一切の意義

を見る者）と名づける如来、スメール・カルパ（須称山のごとき者）と名づける如来などの恒河

（ガンジス川）の砂の数ほどの諸仏がおり、おのおの、その国において、広長の舌相を出し、

あまねく三千大千世界を覆って、この誠実の言を説きなさる、『汝ら民衆よ。まさに、この、阿弥

陀仏の不可思議の功徳を称賛する、一切の諸仏に念じ護られていると名づける経を信ずるべ

きだ』と。

シャーリプトラよ。お前の心においてどう思うか。どういうわけで、一切の諸仏に念じ護られてい

ると名づける経と名づけるのか。もし、善男子・善女人がおり、この、諸仏の説くところの阿弥陀

仏の名およびこの経の名を聞くとするならば、このもろもろの善男子・善女人は、みな、一切の

諸仏に念じ護られているところとなり、みな、この上なく正しい悟りより退転しないようにしようと

するためである。これゆえに、シャーリプトラよ。おまえたちは、まさに、私の語および諸仏の説

くところを信受するべきである。シャーリプトラよ。もし、人がいて、願いを起こそうとする人、もう

起こした人、またはいまから起こす人、阿弥陀仏の国に生まれようと欲せば、このもろもろの人

ら、みな、この上なく正しい悟りから退転しないようにすることができ、かの国土において、もし

はすでに生まれ、もしは今生まれ、もしはこれから生まれるだろう。ものゆえに、シャーリプトラ

よ。もろもろの善男子・善女人とは、もし道理を信じるものがあるならば、かの仏国土に生まれ

ようとともに願いを起こすべきである。

シャーリプトラよ。私は、いま、諸仏の不可思議の功徳を称賛するように、かの諸仏らも、また、

わが不可思議の功徳を称説して、この言をなす、『釈迦牟尼仏は、よく、いとも成し難いことを

成し遂げた。すなわち、よく、現実世界の五濁（末世に生ずる避けがたい五種の穢れ）の悪世

である劫濁（時代の穢れ。社会悪）・見濁（思想の穢れ）・煩悩濁（精神的悪徳がはびころこ

と）・ 衆生濁（人間が心身ともに弱くなり質的に低下すること）・命濁（寿命が縮まること）の中に

おいて、この上なく正しい悟りをえて、一切の世間のために、信じがたい法を説かれた。これ、

甚だ成し難きことである」



[結語]

仏、この経を説き終えると、シャーリプトラおよびもろもろの修行僧たち、一切の世間の神々、

心霊、人々は、仏が説くことを聞き、歓喜して、信受し、礼をなして去っていった。

仏の説きたまいし阿弥陀経



中論



中論

[現代語訳]

＜1＞ 生ずることなく、滅することなく、常住でもなく、断滅でもなく

同一でもなく、異なることなく、来ることなく、去ることもない。

善く諸々の戯論を滅する、これらの因縁を説いた、

諸々の説法者たちの中で第一である、仏陀に私は敬礼する。

 ＜2＞ 諸法は自ら生ずるのでもなく、他より生ずるのでもなく、

共に生ずるのでもなく、原因なく生ずるのでもない。それゆえ「不生」であると知る。



宝行王正論



宝行王正論

龍樹 作

真諦 訳

一部省略

[本文]
安樂解脱品

一切の障害から解脱し、荘厳なる完全な徳を備えた、衆生のまことの善友である、一切智者

に敬礼する。

正しい法は善を決定する。法を愛する大王よ、私はまさに法（ダルマ）によって〔教えを〕説き、

器となる人（大王）に、法を注ぎ入れる。

まず楽の因となる法を説き、のちに解脱の法を説く。衆生はさきに安楽〔を得〕、次に解脱を得

る。

善の道は楽とよばれ、解脱は＜迷いの尽きること＞とよばれる。この二つの因を要約して説け

ば、信と智慧のただ二つである。

信によって、よく法を保持し、智慧によって〔法を〕如実に了解する。二つの内では智慧が優

れている。まず初めに信を起こしなさい。

殺すことで短寿となり、悩むことで多病を招く。盗みによって財産が少なくなり、国境を侵す（他

人の妻を犯す）ことで多くの怨みを招く。

うそによって非難され、二枚舌によって親しい者たちが離れて行く。乱暴な言葉によって好ま

しくないことを聞くことになり、噂話によって、他人に憎み嫉まれる。

行き過ぎた欲によって求める所のものを失い、強い怒りによって恐怖を受ける。邪見によって

誤ったとらわれが生じ、飲酒によって心が混乱する。

施しをしないことで貧しくなり、道に外れた生業によって欺誑に逢う。傲慢によって卑賤の生ま

れを受け、嫉妬によって威徳なき者となる。

怨みを抱き続けることで容貌が醜くなり、聡明な者に〔教えを〕尋ねないことで愚かになる。これ

らの報いは人間としての境遇におけるものであり、先にまず悪趣を受ける。

愚か者は、一切の苦を除くこの法を聞いても、無知によって、怖れのない境地に怖れを抱く。

涅槃の境地にはこれ（苦）がない。どうして怖れることがあろうか？真実には空であると説かれ

ていることが、どうして汝を怖れさせるだろうか？

解脱は無我であり、無蘊である。汝がこの法を聞いたならば、我と五蘊を捨てることを、どうし

て願わないのか？



無すら涅槃ではない。どうして有が涅槃であろうか。有と無の見解が残りなく滅びることが涅槃

であると、ブッダによって説かれている。

邪見を要約して説けば、因果〔応報〕を否定することである。これは苦しみを充満せしめ、悪趣

への最も重い因である。

正見を要約して説けば、因果〔応報〕を信じることである。よく幸いを充満せしめ、善趣への最

も優れた因である。

智慧によって有無の見解が静まり、楽と苦を乗り越える故に、善悪の〔二〕道を離れる。これが

解脱であるとブッダによって説かれている。

サーンキャ学徒、ヴァイシェーシカ学徒、ジャイナ教徒はアートマンを説く。彼らに尋ねよ「〔あ

なたたちは〕有と無〔の二見〕を越えることを説くか」と。

これら（外道の教え）は法とは言えない。有と無〔の二見〕を越える故に、汝は、深淵なるブッダ

の正教を不死の妙薬と知るべきである。

暁は去ることもなく来ることもなく、一刹那の間も留まる事がないように、もしも三世を越える性

質とするなら、どうして世界が実有なのだろうか？

二世は去ることなく、来ることなく、現在は実に留まることがない。「世間は生じ、留まり、滅す

る」という、この言葉がどうして真実であろうか？

もしも常に変転があるならば、どうしてダルマ（法）が刹那滅ならざるものなのだろう。もしも刹那

滅ならざるものならば、どうして変化があるのだろう。

もしも刹那滅を、分具〔あるいは〕分滅である故にと語るなら、等証見ならざる故に、この二つに

は道理がない。

もしも刹那滅であってすべて無くなるならば、どうして物はあるのか。もしも堅固にして刹那滅

ならざるものならば、どうして物は成るのか。

これらは一刹那の三辺である。…自他によらずして成る。

好ましいものでも、好ましからざるものでも、老いて衰えた〔女〕でも、若い女でも、女の身体は

すべて不浄なるものである。どこに欲を生じる所があるか？

他人を利するなら、毒であっても施しなさい。他人を害するなら、甘露であっても施してはなら

ない。

大乗においては「不生」であり、小乗においては「滅」であるが、不生と滅は同じことがらである。

自らの義に反するなかれ。



[出家正行品]
初めに出家者は敬虔な心で、律において禁戒を修める。多く学び、学僧試験を論破する。

次に正精進の心を起こし、五十七種の粗大な煩悩を捨離する。それら（五十七種の煩悩）をこ

れから説こう。

五つの構成要素において、自性は空であり、個的実体（プドガラ）は存在しないにも関わらず、

＜愚かさ＞によってアートマンを妄想する。これを我慢と説く。

間違った道を修めたために、実際は未だ上人道を得ずして、自身はすでに（これを）得たと妄

想する。これを増上慢と説く。

自分の持ち物を捨てることを「布施」とよぶ。他を利することを「戒」とよぶ。瞋りから解脱するこ

とを「忍辱」とよぶ。善を多くなすことを「精進」とよぶ。

心がしずまることを「三昧」とよぶ。眞義を理解することを智慧とよぶ。一切の衆生をわが身のよ

うに利することを「悲」とよぶ。

布施によって富み、戒によって楽を受け、忍辱によって人々から愛され、

精進によって（煩悩）を焼き、三昧と智慧によって解脱し、悲によって一切の利益が生じる。

小乗において、いくつもの声聞の境地（四向四果）が説かれているように、大乗においてもま

た「菩薩の十地」が説かれている。



因縁心論



因縁心論

龍猛菩薩　作

[現代語訳]

十二支に分別して、能仁（悟った人）は縁起を説いた。

〔十二支は〕煩悩・業・苦の三種のうちに、完全に収められる。

初めの支と第八支と第九支は「煩惱」であり、第二支と第十支は「業」である。

残りの七つの縁起支が苦である。 十二縁起支は、ただ三つにまとめることができる。

第三支より第二支が生じ、第二支より第七支が生ずる。

同じように〔第七支より〕第三支が生ずる。この生存の輪は次々に回っていく。

諸々の生存領域はただ因果だけであって、この中に衆生〔などというもの〕は存在しない。

ただ単に空なる現象（法）から、空なる現象が生じるにすぎない。

読誦、燈、鏡、及び印璽、火種、種子、梅、音声〔など、これらのごとく〕、

諸々の蘊は、連続性を保ち（相続）、〔新たな生を〕結ぶこと、〔しかも〕移転するのではないこと。

〔これらのことを〕智者は省察するべきである。

きわめて微細な事柄において、断滅の見解を持つならば、

かれは不善なる因縁に〔よって〕、縁起の〔正しい〕意味を見ることはない。

この〔縁起する世界の〕中には〔実体として〕見いだされるべきものは無く、また少しでも確立さ

れるべきことは〔何も〕無い。

真実（真）〔の立場〕から、実相（真）を観察することによって、実相（真）を〔本当に〕見たならば、

解脱する。



大乗破有論



大乗破有論

龍樹菩薩　造

施護　訳

[現代語訳]

一切智者である、諸々のブッダたちに敬礼する。

諸法をあるがままに了知すべきである。

これはどういうことであるか？

すなわち、一切自性は"無自性より生じ"、かつ、"無自性より生じる"のではない。

一切自性に、もしも生ずることがあるなら、かの自性は常住である。このような自性は真実なら

ざるものである。たとえば空華のようなものである。 諸法と虚空などを知るべきである。（･･･）一

切縁法は虚空のごときものである。かの真実ならざるものの故に、何が”有る”というべきだろう

か？ （･･･）

諸法は、無因であり、かつ無果である。また、自性を得ることのできる諸業はない。これは一切

に当てはまり、真実なるものがあるということはない。

世間が無いゆえに、出世間も〔また〕無い。一切〔有〕は生ずることなく、また自性も無い。（･･･）

世間がない故に出世間もない。何が諸法であって、生じたものであるのか？



四弘誓



[四弘誓現代語訳]

生きとし生きるものすべてを悟りの彼岸に渡そうという誓いの願

あらゆる煩悩を絶とうと言う誓いの願

仏の教えをすべて学び知ろうとする誓いの願

無上の悟りに至ろうと誓う願

願
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